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序章
1. 問題提起
本論文は J.A.シュンペーターとネオ・シュンペーター学派を中心とするイノベーシ
ョン理論を“人工物の進化”という新たな観点から読み解こうと試みるものである。
人工物の進化という観点は筆者の関心から生じたものであり、これまでにこうした視
点からシュンペーターやネオ・シュンペーター学派のイノベーション理論に言及した
研究は殆ど無い。よってこの観点から議論を進める前に、まずは説明が必要であろ
う。
この論文は大きく分けて、3 つの大きなトピックの混合物で構成されている。それ
ぞれ、➀人工物と文化、そして発明、➁漸進的・系統的進化と発展段階・パラダイム
進化、そして➂経済成長と経済発展1である。それぞれを以下に説明する。
まずは人工物と文化、発明の概念について考えたい。それぞれの概念を広義に捉え
た場合、すべて人間の作った物理的なモノと伴に、人間が獲得した慣習や技能、制度
等を表す。人工物の定義は基本的に狭義の物理的人工物を指す場合が多いが、他方で
制度や言語体系、法律、国家を含む、広義の定義がなされる場合もある(原田 1997, 中
島 2005)。文化という語は、E.B.タイラーの古典的な定義でいうと「知識、信仰、芸
術、道徳、法律、慣習など、人間が社会の成員として獲得したあらゆる能力や慣習の
複合体」(Tylor 1871)であり、また発明や人工物をその定義に含むものもある
(Richarson and Boyd 2005)。発明の定義は、14 世紀には「発見物(finding)か発見
(discovery)すなわち知識や科学に関する」(Godin 2008)ものであり、徐々に科学技術
における発見や新たな人工物の作製に対して使われるようになった。また 19 世紀末の
社会学者の G.タルドは、発明という語に言語、宗教、行政、法律、道徳、産業、芸術
などの幅広い分野における創意を含む(Tarde 1890, 訳)。そして 20 世紀、特許と結び
つけられることが多くなったこの語は、工業的発明のことを主に表すようになる。
これらの語はそれぞれ使われる文脈が異なり、単純に同列に扱うことはできない。
人工物という語は狭義の物理的な意味合いが強く、文化は逆に習俗や慣習など、集団
によって獲得された知識の意味合いが大きい。発明はこれらの知識や人工物がつくら
れる創意のプロセスを含む。しかし、これらの概念はすべて人工物の進化という現象
を考察するときに重要な要素となってくる。人工物は発明によって生じ、特定の文化
における必要を満たし、そして知識の社会的学習による共有によって保持される。筆
者はこうした観点がシュンペーターを含む初期イノベーション理論に影響を与えたこ
1

ここでいう発展とは、開発経済学で使われているものというよりも、シュンペーターが使用していた語
としての“発展”である。詳しくは本論第 3 章と 4 章を参照のこと。
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と、またイノベーション理論のさらなる理解に必要であることを、本論文を通じて議
論する。
次に漸進的・系統的進化と、発展段階的・パラダイム的進化について考える。前者
の 2 つは生物学からのアナロジーであり、後者はより大きく、文化や知識形態の進化
を表す。漸進的進化とは啓蒙思想以来の博物学的な進化思想であり、系統的進化と
は、ダーウィニズム以降に見られる、変異、選択、遺伝のメカニズムを持つ進化主体
が示す進化形態である。発展段階論とは、社会や経済の進化を段階的に扱う物であ
り、有機体説のような初期の社会進化論である。そしてパラダイム論とは、T.クーン
が提示した科学的知識の変動理論であり、革命的断続性を示す科学史を説明してい
る。これらの進化観はそれぞれ、イノベーション理論、特にシュンペーターやネオ・
シュンペーター学派の発展観に影響を与えてきた。人工物と社会・経済・文化の進化
を考察する際に重要なのが、それが人間の進化として現れるのか、それともそれぞれ
が独立した内的構造を持ち、人間の進化とは独立に進化するのか、ということであ
る。これは長い論争のあるテーマである。
18 世紀以来の啓蒙思想に端を発する「進化主義」という思想があった。これは漸進
的で定向的・決定論的な進化を想定する思想である。彼らは人間の精神的発達過程が
世界中のどこでも同じ進化を辿ると考え、こうした単線的な知性の発達が文化的発展
段階として現れると考えた。しかし、この“進化主義”思想は 19 世紀末に相次いで発
表された歴史学や人類学における経験的研究により、信頼を失う。文化段階が知性の
発達の表れというよりは、伝播と模倣による知識の累積であると考えた 20 世紀初頭の
人類学者らは、スペンサーの進化論やダーウィニズムの普遍性を支持する新たな進化
論と影響を与え合い、新しい社会進化論を形成してゆく。こうした傾向は社会ダーウ
ィニズムに対する長い反発において一時下火となったが、戦後の文化進化論や、認識
論的なパラダイム論にも影響を与えた。
最後に経済成長と経済発展の区別である。経済成長とは労働力や資本などの成長に
よる生産力の増加であり、経済発展とはシュンペーターが成長と区別した、不確定に
市場や社会の与件を変更して静態的均衡をかき乱す、断続的な現象である。1970 年代
から 80 年代にかけての不況に対し、均衡を念頭に置き、合理的主体の想定の上に成り
立っていた新古典派成長理論は経済の構造変化の問題をうまく表現できておらず、ネ
オ・シュンペーター学派はこの時期の長期的な不況を説明するため「シュンペーター
が『経済発展の理論』
『景気循環論』等で示した動態的市場経済像を、現代経済学の水
準で継承」(井上 1999, 59)しようと試みた。彼らは認知論や経営学などの分野の理論
を援用しつつ、新古典派が想定する合理的経済人よりも現実的な人間行動の理論を模
索した。また、技術史を援用し具体的な技術変動がどのように生じ、どう理論化・体
系化すべきかを考察している。彼等の議論は成長論というよりもむしろ、シュンペー
ターの言う発展論に近い。瀬尾崇(2011)は近年のネオ・シュンペーター学派につい
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て、(1)独自な方法論的枠組みを用いて、(2)記述的にではなくモデル構築やシミュレー
ション分析を用いて進化プロセスを具体的に示し、(3)現実の実証分析との擦り合わせ
を通じて、定常的な経済循環が創造的破壊によって質的かつ動態的に変化するパター
ン形成のプロセスを研究する学派として特徴づける(ibid., 76)。これは新古典派成長論
の定量的分析とは相異なるものである。
上に挙げた➀人工物、文化、発明、➁その動態的過程、➂成長と発展という、これ
ら三つの観点は本論文の各章を通じ、その根底にある問題意識である。そしてこれら
の問題意識はイノベーションと人工物進化という二つの主要なテーマによって統合さ
れている。例えば人工物は動態的過程において、それ自体が生物の進化に似た様相を
見せる一方で、技術パラダイムや文化のような別の要素の進化と共進化している。ま
た経済や社会の発展に関していえば、それらを明示的に表しているのが人工物の進化
であり、社会・経済の断続性は人工物にも表れる。逆にシュンペーターの経済発展の
理論は、企業者による新たな商品の出現が経済に断続性を生じることを示唆してい
る。こうした発展は基本的に成長とは異なるものとされているが、近年新商品の出現
が経済成長を生じるという研究もなされるようになってきた。こうした論点は、上記
の三つの観点を軸として各章で中心的に、また暗黙的に論じられることとなる。
2. 各章の章立てと先行研究
本論文ではまず第 1 章と第 2 章でタルドとシュンペーターら初期のイノベーション
研究者がどのように理論構成したかを考える。その際重要となるのが啓蒙思想以来の
発展思想たる、単線的発展論である。タルドやシュンペーターは当時の歴史学や人類
学といった経験的諸科学の成果を借りて、この単線的発展論を乗り越えたと思われ
る。しかしそれは、不確定なイノベーションという現象を解明する難題に立ち向かう
という長い苦闘の第一歩であった。
第 2 章では特に、シュンペーターと人類学の関係について考察したい。シュンペー
ターが最初の著作を表していたころ、単線論的発展論は伝播主義という新たな人類学
の学派との議論を通じて、支持を失いつつあった。これらの学派間の争点は、二地点
で発見された類似した「発明」すなわち人工物をどのように評価するか、という点に
あった。単線的発展段論とシュンペーターとの比較は川田俊昭(1972)や、塩野谷祐一
(1998)が行ってはいるが、人類学との比較において議論しているものはない。
第 3 章ではシュンペーターとタルド、そしてタルドに端を発する発明の社会学の論
者らが構想した社会動学論を比較する。タルドや発明の社会学は B.ゴディン(Godin
2008, 2014)や中倉智徳(中倉 2015)が議論しているが、それぞれの関連性を詳細に論
じてはいない。本章ではゴディンや中倉が扱わなかった、バックグラウンドとなる学
問の変遷を考察する。タルドやシュンペーターは卓越したリーダーとその追随者とい
う類似した図式の下に社会動学を考察するが、発明の社会学の論者は徐々に「卓越し
3

た指導者」という主体を排除する方向へと移ってゆく。その理由は、彼らが社会動学
を考察する際に影響を受けた、バックグラウンドの領域における変遷があった。
第 4 章では、シュンペーターが「静態」と「動態」の二分法という彼の社会進化フレ
ームワークによってどのような具体例を思い描いていたかを論じる。彼がこの二分法を
重視していたことは既に塩野谷(1995)や吉尾博和(2007、2008)が様々な角度から論じて
いるが、シュンペーターが扱う具体例を論じた研究は今のところない。彼が論じた具体
例を見ることで、シュンペーターがどのような文化進化観を抱いていたかを実際に見る
ことができる。
第 5 章では“人工物の進化”という視点がイノベーション論にどのような意味を持
つかを論じる。この分野の先行研究は見当たらず、中尾央(2015)や三中信弘(2012)の
文化系統学、G.バサラ(Basalla 1988)、H.ペトロスキー(Petroski 1998)、ザイマン
(Ziman 2000)の技術進化論を参考とする。文化進化論の説明は、人工物進化とシュン
ペーターのイノベーション論をともに説明する。またペトロスキーの人工物論は、工
学的・技術的な背景よりも文化様式、すなわち、使用する文脈に沿った機能への配慮
がそのデザインや種類を決定することを教えてくれる。
第 6 章では、近年のネオ・シュンペーター学派と技術進化論の理論史を概観し、人
工物進化論を応用する可能性を考える。これまで、R.ミエッティネン(2002)や G.フェ
ーゲルベリ(2003)、B.ゴディン(Godin 2006, 2007)、そして瀬尾崇(2011)らがネオ・シ
ュンペーター学派のサーベイを行っているが、技術進化論との比較をしているものは
ない。R.ネルソン(Nelson 2005)も強調している通り、こうした技術論との比較は特に
重要な意味を持つ。パラダイム論やイノベーションシステム論等では、技術の進化と
伴に市場において選択されるものとしての“製品”にも注目している。技術進化論の
考察では、人工物デザインが非決定的であり、時にダーウィニズムによる盲目的なデ
ザインプロセスを必要性とすること、そして、こうした不確実性は異なる設計レジー
ムから生じたことなどを論じる。
3. 各章に登場する論者の関係
各章には多数の論者が登場するが、彼らはシュンペーターやタルド、伝播主義の人
類学者らを出発点として強い影響関係にある。まず初期のイノベーション論者タルド
とシュンペーターは、どちらも人類学や考古学といった文化進化論を論じる領域に関
心を持っており、シュンペーターは特に人類学の学派、伝播主義をロンドンとウィー
ンの双方で吸収したのではないかと考えられる。こうした伝播主義に影響を受けた人
類学者達、例えば F. ボアズやクローバーらは、タルドと伴に 20 世紀初頭のアメリカ
において行われた「発明の社会学」という議論の論者達に大きな影響を与えている。
この論者の一人 A. P. アッシャーはシュンペーターのハーバードにおける同僚であ
り、彼らは発展概念について議論を交わしていたことがわかっている。上記の論者
4

達、すなわちシュンペーターとタルド、人類学、そして発明の社会学は皆、文化進化
論をベースとした議論を志向していたことがわかる。その後、シュンペーターの発展
論は戦後のイノベーション理論家たちに引き継がれてゆき、また発明の社会学はアメ
リカ技術史学会の創設時における重要なメンバーとなった。よってアメリカの技術史
には、人類学的な文化研究の要素が含まれることとなる。1980 年代に経済学において
シュンペーターのリバイバルとしてのネオ・シュンペーター学派が形成されることと
なるが、その中心母体である国際シュンペーター学会の N. ローゼンバーグやモキル
といった論者がアメリカ技術史学会と少なからぬ影響関係にあったことは興味深い。
また、ネオ・シュンペーター学派の創始者の一人であり、この学派に最大の影響を与
えたネルソンは技術研究を重視しており、技術史学会に近い論者である H. ペトロス
キーや、J. ザイマンらの研究と関わりを持っていることも興味深い。
シュンペーターやタルドは文化進化論と深いかかわりを持っていたが、ネオ・シュ
ンペーター学派もまた文化進化論に影響を受けた技術史学会に少なからぬ影響を受け
ているのである。下図はこれらの影響関係を図示したものである。大きな矢印は大き
な流れを。小さな矢印は論者の影響関係を表している。
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第 1 章：単線的発展論の超克としての初期イノベーション理論
1. はじめに
人類の歴史において、新しい知識や技術は社会・経済発展の原動力であった。古く
は石器から、車輪、火薬、活版印刷、そして蒸気機関、航空機、自動車、現代におい
ては、パーソナル・コンピューター、携帯電話やスマートフォンに至るまで、新しい
道具や技術の出現は経済や社会を一変させてきた。また、複雑化する国家や社会・経
済システムに対応して、法制度や社会組織に関する知識も同時に増大し、複雑化する
社会を安定的に発展させるという目的に少なからず寄与してきた。
しかし他方で、技術や法、制度が社会問題化することも少なくはない。我が国にお
いても、2011 年 3 月の震災に端を発する原発事故は科学技術の進歩に対する確信を揺
るがせ、また高度成長期以来、日本経済の成功のシンボルとして脚光を浴びた終身雇
用制や年功序列システムなどは、バブル崩壊に続く構造的な不況に対応しきれずに支
持を失い、それに代わる新しい雇用安定化のシステムへの模索は未だに続いている。
新たな技術や組織の出現に関しても、それがどのような影響を及ぼすかは事前には不
確定である。スマートフォンの登場により経済的なインパクトが生じ、通信の利便性
が向上したとしても、代替的な製品の消失や、道徳的・倫理的な問題も同時に生み出
している。知識が累積的に蓄積されるとはいえ、現実の社会・経済の発展は日々、完
全性を目指して進むのではない。多様な要因から生じる不確実性を孕みながら、新た
な事態に対して、その都度、問題に適応するように進んでいる。
18 世紀末の産業革命以降、欧州において社会や文化、経済の「発展」をテーマとし
た議論が盛んにおこなわれた。科学・産業の進歩や、啓蒙思想の影響の下、「理性」を
素朴に信じる哲学者や歴史家は彼らの文明がより良い状態に向かっていると信じ、進
歩を当然として考えていた。フランスの社会思想家であり、社会学への道を拓いた一
人であるサン・シモンは産業こそが近代欧州の理想的な状態であると信じ、フランス
の産業化への遅れを批判して「産業主義」を説いた。また、オーギュスト・コントも
実証主義思想による科学的発展がもたらした産業段階が最上のものであると考え、人
間精神の進歩が、より理性的な社会状態を達成すると考えていた。
産業の隆盛や啓蒙思想といった影響下に起こった進歩に対する楽観的な見方に伴
い、実証主義的な方法を使うことにより、社会の発展の経路が決定論的に法則化され
るのではないかという思想も生じた。こうした思想は「進化主義(英: Evolutionism,
独・仏: Evolutionismus)」と呼ばれる(Salin 1929, Barnard 2000, Schumpeter
1954)。
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進歩に対する信仰から生じたこの思想は 19 世紀を通じ、社会や経済、文化の発展を
研究する際のフレームワークとなる。歴史学、社会学、経済学そして人類学、民族学
など、社会科学を対象とする数多くの研究者らは、社会が未開から文明の状態へと達
する発展段階の設定を主な研究課題とするようになった。しかし 19 世紀末になり具体
的研究が蓄積されてゆくうちに、徐々にこの決定論的な発展段階説というフレームワ
ークに対して疑問が出されるようになる。J.A. シュンペーターによると、こうした疑
問は主に、歴史学者や民族学者らから出されていた(Schumpeter 1934)。筆者は、ガ
ブリエル・タルドとシュンペーターによる初期のイノベーション理論が単線的な発展
論すなわち進化主義にたいする懐疑から生じ、その矛盾を乗り越えようとする試みで
あったことを示そうと思う。彼らは歴史に伴う不確定性を考慮した上で、社会・文化
的発展に関する一般的な理論を構築しようとした2。進化主義への批判は新歴史学派や
ヴェーバーに顕著であるが、同時に人類学や言語学といった分野における議論も重大
な影響を初期イノベーション論に与えたことは見逃されている。これらの分野の影響
はタルドとシュンペーターの初期の代表作を詳細に分析することで見て取ることがで
きる。
本論文では、次節において進化主義に基づいた研究の包括的展開を取扱い、第 3 節
では、タルド、シュンペーターらの初期イノベーション論がどのように進化主義を乗
り越えたのかを議論する。そして第 4 節で論点を整理してまとめとしたい。
2. 進化主義の系譜
前節で述べた通り、19 世紀を通じて社会学や歴史学、経済学、人類学といった「発
展」を扱う社会科学は「進化主義」3という思想の影響下にあった。歴史学派や経済学
における進化主義については、エドガー・ザーリン(1928)やシュンペーター(1954)が
まとめており、人類学における進化主義はアラン・バーナード(2008)に詳しい。
ザーリン(1928)は次のように述べる。「吾々の言わゆる『発展』の思想の道標べとし
て、サン・シモンやマルクス流の社会主義的図像や概念の背後に控え、リスト、ヒル
デブラント、シュモラーの歴史主義の背後に控え、コント並びにスペンサーの社会学
の背後に控えていることが示される―『進化主義』“Evolutionismus”こそは…この

2進化主義とイノベーション論との関係を論じた研究は、川田俊昭(1972a,1972b)とブノワ・ゴディン

(2008, 2013)が主題として論じている他は、わずかに触れられているか、ここで定義する“進化主義”と
は異なる意味での文化・社会進化と関連付けたものがあるだけである。塩野谷祐一(1998)や E・アナーゼ
ン(2009)、八木紀一郎(2004)は、進化という語とシュンペーターに関する議論を展開している。しかし、
塩野谷は、啓蒙思想的な進化主義からの超克という形では議論していない。アナーゼンと八木はシュンペ
ーターの“進化”という語に対する態度を論じており、定向的で価値判断を含む進化概念こそがシュンペ
ーターが拒否したものであることを論じているが、その経緯について詳述していない。
3筆者が確認した限りでは 1834 年に、フランツ・フォン・バーダーが既に「進化主義(Evolutionismus)と
革命主義について」という論考を公表している(原田 2014 ,636)
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時期の全経済及び社会学説の統一的目印しである」(Salin 1928, 訳, 152)。また、シュ
ンペーターは進化主義を(a)哲学者の進化論、(b)マルクス主義者の進化論、(c)歴史家の
進化論、(d)コンドルセおよびコントの主知主義的進化論、そして(e)ダーウィン派の進
化論の 5 つに分類する(Schumpeter 1954, 訳, 110-130)4。この分類ではダーウィン派
の進化論が加えられているが、基本的に「進化主義」は目的論を排した生物進化論と
社会・文化発展との類推ではなく、 むしろ‘進歩’という価値判断や定向性を含む思
想である5。シュンペーターによると「一八世紀においては、進化は何の留保も付され
ずに素朴にも進歩―理性の支配に向かっての進歩―と同一視」されており、こうした
「進化と価値両概念の素朴な結びつきは一九世紀をつうじてずっと続いていた」(ibid.,
111)。タルドやシュンペーターが克服したのは、価値判断や定向性を含む進歩概念と
しての進化主義(Evolutionism)である。
進化主義に特徴的な分析方法として、社会の発展をいくつかのステージに分け、近
代文明へと至る経路を推定する、いわゆる「発展段階説」がある。特にすべての社
会・文化が同一の発展を辿ると想定する、決定論的な色彩を帯びた単線的な発展段階
説は方法論的枠組みとして、社会科学全般に広く用いられた。
啓蒙思想下において進歩的発展観として出発した進化主義は、19 世紀に入り「科
学」的な装いを帯びる。コントによると、政治を観察科学の域に引き上げたのはニコ
ラ・ド・コンドルセであった。コンドルセは「初めて、文明というものが漸進的なコ
ースをたどっており、その一歩一歩は、すべて自然の法則によって互いに厳密な連鎖
関係を保っていること、過去の哲学的観察によってこの自然の法則を発見し得るこ
と、部分的であれ全体的であれ、各時代の社会状態に加えられるべき改良点を極めて
実証的に決定するのもこの自然の法則であることを、はっきり認識した」(Comte
1895, 訳, 113)。コンドルセはその著作、
『人間精神進歩史』の中で 10 期に及ぶ発展段
階を設定した(Condrcet 1793-94)が、コントはこの区分の一般性に対して不満を述
べ、代わりに、神学・軍事的時代、形而上学・法制的時代、科学と産業の時代という
3 時期区分を提出する。コントは実践的目的のため、一般性が高い分類の下に事実を
正しく配列すべきことを強調する。過去の観察から単線的な発展段階を正しく設定す
ることで、次に出現する社会組織を正しく予測することができ、それが実践的・政策
的な意味で重要な目的となるのである(Comte 1895, 訳, 114)。

4

ここでは『経済分析の歴史』日本語版(東畑精一、福岡正夫訳)を利用しているが、彼らは Evolutionism
という語に「進化論」という語をあてる。ダーウィンの進化論も分類に含んでいることから、この分類は
単なる進化主義の分類ではないとも推察されるが、他方でシュンペーターは生物進化とは異なる進化論の
説明を本節では行っており、ここでの Evolutionism は「進化主義」のことであると考えるのが妥当であ
る。
5 J・ホジソンは、経済進化の枠組みの下で、マルクスを“発展的・多線的”進化論に分類している。本
論では紙面の関係上議論できなかったが、
「進化主義」の分類の整理も、より詳細に行われるべきである
(Hodgson, 1993, 64)。
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G. W. F. ヘーゲルは発展段階説を歴史哲学において論じる。彼もまた、歴史が最終
的な目的へと向かってゆく発展段階であると捉えたが、ヘーゲルの独自性は、哲学的
な思弁から歴史の一般的な動態的理論としての弁証法を導き出したことである。シュ
ンペーターは、いわゆる正・反・合の「論理的な過程」、すなわち外的な要因を求めな
いこうした「内在的必然から展開していく一個の進化過程」を、社会的諸事実に対す
る一つの斬新なアプローチとして評価する(Schumpeter 1954, 訳, 113)。他方で、マ
ルクスはヘーゲルの弁証法を継承しつつも、知性や精神の進歩から発展を説かず、階
級構造と、それを支配する生産関係における対立から新たな発展段階の出現を説い
た。こうした社会的・経済的側面の結合の試みをシュンペーターは“真正の進化的経
済理論”として称賛した(ibid., 121)。
ドイツ歴史学派では、古くはフリードリッヒ・リストが政策的目的に基づき国民経
済を野蛮・牧畜・農業・農工・農工商の 5 段階に区分したが、その論証は精緻なもの
ではなかった(Salin 1929, 訳, 195, Schumpeter 1954, 訳, 122)。歴史学派の祖、ヴィ
ルヘルム・ロッシャーは「歴史的方法の目標が「発展法則」の構成にあることを強
調」(田村, 1998, 59)した。これは国民経済間、もしくは古代の国民との観察と比較に
よりなされるが、理論的・科学的なものではなく、「観察された膨大な経済現象・制度
的事実」は“例証”に留まる(ibid., 60)。ドイツ歴史学派の特異な点は、地理的・歴史
的な特殊性を考慮に入れていることである。彼らは一般性の高い発展段階を求める一
方、時代や地理に条件づけられた文化を認め、いわゆる民族精神を強調することで、
比較的早い段階において発展段階説における決定論的性質に対して懐疑を抱いてい
た。ロッシャーの理想的方法と歴史的方法の分離は、後の「西南ドイツ学派の自然科
学と歴史学あるいは文化科学とのそれを暗示せしめる」(赤羽 1970, 195)。彼は法則定
立学と個性記述的歴史学の区別をすでに意識していたのである。
人類学は人類の自然状態に関する経験的素材を提供し、発展段階論を実証的に支え
る役割を担った。イギリスの歴史法学者、H. メーンやアメリカの人類学者 H. モーガ
ン、スイスの法律家、J. J. バッハオーフェンらは、人類学の黎明期に母系制・父系制
のどちらが先行するかを論じ、その証拠を自然状態にある野蛮の観察に求めた５）が、
双方とも単線的な発展段階論の中での議論であり、地域や文化による差は考慮されな
かった。すべての文化や民族が同じ発展経路をたどる原因を説明するため、人類学や
民俗学においてしばしば強調されるのが、人間本性は地域・時代を問わず同質的であ
るとする精神的統一性(psychic unity)である。この概念もまた啓蒙思想に端を発して
おり、19 世紀、人類学において発展段階説を説明する際の基本的概念となった。モー
ガンはその著書、
『古代社会』の中で、野蛮から文明に至る 7 段階の発展段階を設定す
る。彼は制度や発明がその進歩の記録を残しているとして、次のように述べる。「これ
ら(制度や発明：筆者)を対照し比較するとき、これらは、人類の起源の単一、同一の
発展段階における人類の欲求の類似および類似せる社会状態における人類精神の作用
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の斉一性を示す傾向をとっている」(Morgan 1879, 20)。人類が同様の知性と発展経路
を共有しているという精神的統一性は、世界中で発見される発明や文化・制度の類似
性を説明する概念となった6。
このように、進化主義は 19 世紀において、社会学、歴史学、人類学などのあらゆる
学問におけるフレームワークとなっていた。進化主義の影響下にある社会科学者は発
展段階がどの地域・文化でも決定論的・単線的に決まると考えており、その思想的枠
組みの下で歴史の再構成を行ってきた。しかし、経験的な研究が蓄積され、分析が進
んだ 19 世紀末には、こうした枠組み自体に疑問が出される。その影響下において、歴
史の不確定性を認めつつも、一般性の高い社会動学理論としての初期のイノベーショ
ン理論が誕生する。次節ではタルドとシュンペーターが学問的にどのような影響下に
あったか、またどのような理論により単線的発展段階説を超克しようとしたかを議論
する。
3. 進化主義の超克としてのイノベーション論
最初のイノベーション論が誰の手によるものかを特定することは難しい。それは、
イノベーションという用語の定義に依存する。ゴディンは、イノベーションの歴史を
調査したワーキングペーパーを公開しているが、そこで彼はイノベーションを、新規
性の導入とその社会的適応の観点から議論している(Godin 2008, 2013)。ゴディン
は、タルドがこのプロセスの社会変動を論じた最初の著者としており、筆者もこれに
同意する。よって本節ではタルドとシュンペーターによる議論を著作から検討し、彼
らがどのように進化主義的な単線的発展段階説を克服したかを考察する。
タルドは、研究の初期の段階でヘーゲルの社会進化概念や、コント、スペンサーの
社会学から影響を受けていたが(夏刈 2008)、どのような議論により進化主義を乗り越
えようとしたかを論じているものは見当たらない。ゴディンは、人類学における発展
の議論から、現在のイノベーション論に至る経緯を説明している(Goddin 2008)が、タ
ルドがどの様な議論で発展段階説を否定したかまでは論じていない。先行研究が乏し
いゆえにこれらを考察することには価値がある。
シュンペーターと進化主義については川田(1972)が詳細に論じてはいるが、シュン
ペーターの発展段階説に見られる連続性、定向性に対する拒否について、また人類学
からの影響について論じてはいない。塩野谷(1998)はシュンペーターと歴史学派の関
連において、進化主義に触れてはいるが、両者の関係を分析してはいない。タルドと
シュンペーターの理論を考察すると、「進化主義」の克服には、発展の不確定性・不連

6

バッハオーフェンの母権制理論は、シュモラーによる、分業の継起的発展における家経済成立の説明に
影響を与えている(田村, 1993, 271)。
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続性を認めることが重要なポイントとなっている。これは歴史主義や人類学、言語学
における議論の影響と考えることができる。
3.1

ガブリエル・タルドの『模倣の法則』

タルドは 1867 年、24 歳で故郷のサルラにおいて判事書記助手として働くまで、独
学でクールノーやコント、ヘーゲルを読み、後の社会学者としての基礎を築いていっ
た。彼は判事書記助手の傍ら哲学と心理学を独習しながら、法律家としてのキャリア
を積むが、これらの経験は後に犯罪学研究へと発展した。さらに 1890 年に『模倣の
法則』を著し、社会学者としての名声を得た7。
タルドが研究を始めた 19 世紀中葉にはすでに言語学や神話学等の分野から、進化主
義に対する懐疑が生じ始めていた。バーナードによると、W・フンボルトや F・ミュ
ーラーといった言語学者らは、言語が「進化主義」的に発展すると同時に、他の地域
からの伝播によっても生じることをすでに示していた(Barnard 2000, 訳, 93)。言語の
混合による生成や他地域からの言語の伝播は、移動や侵略といった偶発的な歴史的イ
ベントに左右される。タルドは言語学や神話学における議論を多用し、発展の法則性
と同時に、不確定性の例証とする8。
タルドの社会理論は、歴史的に不確定な要素を持つ新規性の登場を「発明」とし、
また伝播を「模倣」として一般化し、進化主義によらない、新しい社会発展理論を目
指すものであると考えることができる。彼は発明について以下のように述べる。
社会変動はいくつかの偉大な観念、あるいはむしろ難易度がさまざまな大小無数
の観念が出現することから説明される…それらの出現した時間と場所はある程度ま
で偶然に左右される。これらの観念は、はじめのうちはあまり目立たず、成功の見
込みもあまりなく、通常は無名のままであるが、それでも常に新しいものであり、
まさにこの新しさゆえに、私はそれらをまとめて発明あるいは発見と名づけること
になるだろう。(Tarde 1890, 訳, 29)
社会変動を興す契機となる発明はそもそも偶然に支配された不確定なものである。
ここでいう発明・発見とは、
「言語、宗教、政治、法律、産業、芸術といったあらゆる
種類の社会現象において、先行するイノベーションにもたらされる任意のイノベーシ
ョンや改良」(ibid., 29)を表す。新しい観念が実行に移された後、表面上は社会集団に
変化は現れなくとも、実際、その水面下では多様な変化が次々と生じている。しか
7夏刈(2008,

1-23)を参照のこと。

8例えば、言語学者が「できたことといえば…非常に例外の多い規則を作成しただけである…実際のとこ

ろ、厳密な意味で法則に從うのは模倣だけであって、発明のほうはそうではないからである」(Tarde,
1895, 210)。
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し、発明の数の多さ、潜在性ゆえに、表面上は連続的な変化と認識されてしまう。こ
うして「歴史家や哲学者は見せかけの幻影にだまされてしまい、歴史的変化は現実に
は根本的に連続していると主張するようになった」(ibid., 30)。
不確定な発明が偶然的に生じる一方で、模倣は「光波やシロアリの群れのように規
則的な歩調で」(ibid., 30)普及してゆく。この不確定な発明と規則的な模倣の広まりこ
そが、タルドが一般化した社会法則であった。模倣と発明の相互作用により、社会科
学における「予測」は条件付きで認められる。すなわち模倣的放射の発信源(発明)が
確認された後、攪乱がない場合、その拡大と拡散速度をある程度予測することができ
るのである(ibid., 49)。
発明や発見はひとたび道筋が与えられると、内的・外的条件からの制約を受ける。
タルドはこれを、川の流れが地形的条件で決定されることに例える(ibid., 80)が、こう
した制約条件が隔絶した場所における発明に類似性を生じさせる。この説明は、人類
学における精神的同一性の議論と類似したものである。
偶然によって―人々が思うほどには多く起こらないが―複数の天才的アイデアが
並列して生じることさえある。そのような天才的アイデアは、それが単純であるか
複雑であるかにかかわらず、それぞれ独立して出現し、まったく同一ではないにし
ても等価のものとして生じる。しかし、そもそも人間の有機体的欲求が画一的であ
ることが同じアイデアに向かう道筋をつくりだしたのだから、そこでは社会的類似
ではなくて生物学的類似が問題にされなければならない。(ibid., 81)
タルドによると、上記のような「自発的」(生物学的)な類似性を持った社会的事実
は、自然法であり、自然宗教であり、自然政治などと呼ばれる。しかし、他方で啓蒙
思想的な自発的秩序の他に、社会環境の影響で増大・多様化する欲求も存在する。こ
れらを反映し、社会的事実には類似(自発的)と多様性(社会的)の双方が入り乱れて存在
する。タルドは言う。
「前社会的な人間の論理(自然法：筆者)がある種の方向性をそな
えていることは否定できないにしても、論理的調整への欲求はきわめて広い範囲で奇
妙な変化を受けるだけではなく、その欲求が満たされる程度におうじて強くなったり
別の方向に向かったりする」(ibid., 91)。つまり決定論的な発展は社会に内在する多様
性により攪乱されるのである。
社会が多様化するという主張は、次の反論に合う。すなわち「言語や神話、仕事、
法学、科学、芸術の進化は、その出発点の違いにかかわらず、しだいにひとつの道へ
とつながり、つねに同じ結末へと向かう運命が定められている」(ibid., 91-92)という
ものである。これは、生物が「誕生の瞬間から、どのような変化を遂げたとしても、
あらかじめ定められた生物形態となって開花する」(ibid., 92)という啓蒙思想下の生物
学と同じである。タルドは生命の不確定さを強調し、多様な解決の余地があることを
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認めるべきという、目的論を排したダーウィン的生物進化論のアナロジーにより決定
論的進化主義を乗り越える。同じ欲求にこたえるにしても、それを満たす発明は根本
的に不確定的であり歴史的要因に左右されるのである。
よって、タルドは発明が単純に欲求の系列として現れるという議論を否定する。彼
は「産業や芸術がしだいに蓄積され置き換えられていったのと同じように、欲求がし
だいに多様化され、置き換えられた」(ibid., 151)ことを強調する。例えば、電報とい
うシステムが発明されて初めて、迅速なコミュニケーションという欲求を生じ、また
コーヒーや紅茶の発明以前に、それらに対する欲求は存在しなかった。人間本性とし
ての欲求の進化が社会発展を余すことなく説明するのではなく、社会発展が新たな欲
求を提示するのである。タルドは発明家のインスピレーションを高く評価し、これこ
そが出発点であることを説いた。ここで発明は決定論的に事前に決められるものでは
なく、大部分が発明家の個性に依っている。
上記の議論で明白な通り、タルドは決定論を否定し、経路が不確定な発展観を論じ
た。経済学におけるイノベーション理論の先駆者であるシュンペーターも、タルドの
単線的発展論批判と非常に似た議論をしている。
3.2

J. A. シュンペーターの『経済発展の理論』

シュンペーターは 1901 年、ウィーン大学に入学し、当時まだ経済学科が独立して
いなかった同大学において法学を専攻した。大学では F. ヴィーザーや B. バヴェルク
等、オーストリア学派の教育を受けたほか、G. シュモラーを中心としたドイツ歴史学
派、マルクス、古典派の経済学を吸収してゆく9。特にドイツ歴史学派の新世代は西南
学派の議論に依拠し、歴史における決定論的な発展観に疑問を持っていた。シュモラ
ーは、ロッシャーの発展法則について因果的発展の完全な根拠付けが無いと批判し、
また統一体としての国民経済を所与とはせず「因果的研究」を基礎とする細目的研究
により「特定の政策課題を科学的に根拠づけるモノグラフとしての「精密な歴史研
究」」を展開した(田村 1998, 61⁻62)。M. ヴェーバーもまた法則的必然性を持った発
展段階説を否定し、さらに国家や社会を分析の主眼としない個人主義的なアプローチ
から、シュモラーの発展観における「有機体論の残滓」(角田 2008, 11)をも批判す
る。シュンペーターがウィーンで学んだ時期、既に進化主義への懐疑が盛んに議論さ
れていた。
シュンペーターは 1906 年、ロンドン・スクール・オブ・エコノミクス(LSE)におい
て A. ハッドンと E. A. ウェスタ―マークから人類学の講義を受ける。彼らは本格的
なフィールド調査を行った人類学者であり、ハッドンはトレス諸島における神話の変
遷について、進化主義的に島嶼内で変遷したというより、よそから伝播した可能性を
考察している(Haddon 1907)。またウェスタ―マークはモーガンやバッハオーフェン
9

トーマス K. マクロウ(McCraw 2007)を参照のこと
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の婚姻形態の変遷について、原始乱婚制・一夫多妻/多夫一妻性・一夫多妻制といった
単純な発展段階を否定し、初期においても一夫一婦制が成立した可能性を主張する
(Westermarck 1894)。彼らは人類学の中でも単純な進化主義から徐々に距離を置きつ
つある世代にあり、その講義はシュンペーターの‘社会科学’観に大きな影響を与え
た。シュンペーターは後に、チェルノヴィッツで社会学の講義を手掛けるが、講義の
中で観察した現象を説明する仮説の選択に関する話題で、人類学の意義に触れている
(Schumpeter 1910)。
シュンペーターが独自の理論を展開させようとしていた 20 世紀初頭、ウィーンとロ
ンドンにおいて彼は歴史学と人類学の両面から進化主義批判の要素を取り入れてい
た。1926 年の『経済発展の理論』第２版(Schumpeter 1926)において、シュンペータ
ーは完全に単線論的発展の批判者となっている。彼は「一国民、一文化圏、さらには
全人類さえもが、統一的に把握しうる発展線の意味で何らかの発展を示さなければな
らないという要請」(ibid., 161-162)に対して十分に注意すべきであることを指摘し、
これが歴史学や民族学10からの批判にあっていることを論じた。こうした態度は、彼
の最初の著作『理論経済学の本質と主要内容』(Schumpeter 1908)と、次の著作『経
済発展の理論』初版第 7 章(Schumpeter 1912)においても既に見ることができる。
1908 年、シュンペーターは最初の著作である『理論経済学の本質と主要内容』を著
すが、その中で彼はマーシャルのモットーであった「自然は飛躍せず」を否定する
(Schumpeter 1908, 訳, 52)。彼は社会組織が自然から比較的独立的な存在であり、そ
れを「創造した諸力(環境：著者)が作用を止めてもなおしばらくは、存続する」とす
るが、その連続における「明確な因果連鎖を抽出することがいかに困難であるかが、
強調されねばならない」(ibid., 214)と述べる。この著作がロンドン留学の直後だった
ことを考慮すれば、この叙述は LSE において実証的に進化主義批判を繰り広げていた
人類学者らとの交流に由来するとも考えられる。こうした「連続性」に対する批判
は、1912 年の『経済発展の理論』初版においてより顕著となる。第 7 章において、シ
ュンペーターは技術的新発明について、その大部分が「独立的かつ自動的に増大す
る」(Schumpeter 1912, 訳, 330)と認める一方で、発展の推進力については、発明を
利用し、実用化する「企業者人格」の役割が必要であるとする。シュンペーターは
「公然にも暗黙裡にも疑いえなく支配的となっている理解」(ibid., 331)として、「技術
面、組織面での進歩のうちには、その発展法則を自ら内蔵するひとつの独立的要因が
存在していて、われわれの知識の進歩がその基礎をなしている」(ibid., 331)、という
議論を挙げるが、これはコンドルセやコント流の‘進化主義’の概念そのものであ
る。シュンペーターはこれらの考えを‘均衡’の概念と結びつけ、決定論的な発展観
を批判した。

10民俗学については、
『経済発展の理論』の英語版(Schumpeter
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1934)にのみ記載がある。

われわれの知識水準に照らして各時期に最良である結合が、いわば重力中心を形
成することになる・・・それは、われわれが理解する静態的経済において、均衡状
態に向かおうとする傾向が存在するのと同じような、自動的傾向であるとされる。
この考え方は正しくない。自動的進歩というものは存在しない。あるいは、まった
く問題にならない程度にしか存在しない・・・。(ibid., 331)
彼はまた、欲望の進歩的発展という考え方も静態的ということで否定する。欲望は分
化し複雑化して新たな欲望を生じさせ、人々に新しい可能性を知覚させて「いわば経
済的地平を拡大」(ibid., 333)させるが、この欲望の‘分化’のプロセス、すなわち
「新しい欲望」は以前の古い欲望の中から自然に生じるものではなく、いわゆる「経
済発展」に引っぱられて初めて覚醒される(ibid., 336)。このように、欲望の分化プロ
セスを人間に内在する発展として説明しないところは、タルドと同様である。
経済体系内部からの説明を志向するシュンペーターは経済発展の原因として、企業
家のイニシアティブを挙げる。経済は、「おのずから成長してヨリ高次の形態へと入っ
てゆくのではない」(ibid., 337)のであり、現象の背後で様々な可能性が累積的に存在
していたところで、企業家のような卓越した人格なしに、本来その性質上「断続的」
であるはずの発展は起こりえない。ここで、この指導者的な企業家は、統一的で客観
性(シュンペーター 1915, 訳, 277)を帯びた静態的主体ではありえず、主観的で不確定
性に富んだ性質を帯びる。よって主観的な企業家により引き起こされる発展もまた、
不確定なものとなるのである。
４. 議論
上述の通り、本論文では進化主義の展開と初期イノベーション理論による進化主義
の克服を検討してきた。決定論的な発展段階説という、啓蒙思想以来の学問的フレー
ムワークは歴史学や経済学、人類学などの幅広い分野において応用されてきた。これ
は、いまだ学問としての経験が不足していた社会科学諸分野にとっては、仕方のない
ことであったかも知れない。しかし、諸分野、特に歴史学と人類学における個別的研
究が進むにつれ、徐々に発展の複雑な様相が明らかになってくる。これらは、決定論
的な進歩観や、精神的同一性(psychic unity)といった、進化主義の根源的思想を徐々
に掘り崩していった。タルドもシュンペーターも進化主義に対し、歴史的な不連続性
や不確定性を強調することで進化主義の決定論的で斉一的な進歩観を克服しようとし
たことがわかる。こうした不連続性は、発明家や企業者といった、天才的・指導的な
主体の出現により説明される。シュンペーターが‘主観的’と呼ぶように、これらの
主体は客観的分析には馴染まない、不確定な性質を持つ。
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しかし仮にこうした主体を設定せずとも、彼らの議論は歴史・環境依存的、もしく
は偶然的な突発的事態が「新規性」として社会に拡散してゆくプロセスを説明するも
のである11。これこそまさに、現在に至るイノベーション研究のフレームワークを形
成している。

11

シュンペーターの発展観において指導的企業者の役割を強調する向きもあるが、他方でシュンペータ
ーは Entwicklung(発展)という未発表論文において、発展を企業者との関係ではなく、新規性の歴史依存
性・不確定性との関係で論じる。筆者はこの論文がシュンペーターの発展観を良く表していると考える。

17

第 2 章 シュンペーターと伝播主義：
シュンペーターの社会文化進化論に対する新解釈
1. はじめに
多くのシュンペーター学説史研究者は、彼が提起した社会進化理論を様々な思想的
文脈と結びつけている。例えば、マルクスの階級闘争理論、ドイツ歴史学派とオース
トリー学派の間における方法論争、ドイツ社会学の文脈、当時のアメリカ経済学者、
エリート理論、そして景気循環論などである(Allen 1994, Andersen 2011a, b, März
1991, Shinonoya 1997)。これらのすべての文脈はシュンペーターの進化理論に反映さ
れていると考えることは妥当であるが、他方で、人類学が重要な要素として彼の理論
に影響を与えていたことは見落とされている12。本論文では、シュンペーターの進化
理論形成の理解を補助し、深めるための補完的な解釈を提供したい。
19 世紀を通じ、人類学は「法学」の領域において、その理論を補完し、その妥当性
を裏書きするという重要な役割を果たしていた。法学は恐らく最初の社会科学であ
り、啓蒙主義思想と、
「自然法」を基礎とする社会契約説等から発達する。人類学の初
期の議論は、社会の由来について「家族 対 社会契約」という対立に関わるものであ
る(Barnard 2000, 30)。この議論の結果として、人類学の研究において重要な領域で
ある親族理論が登場した。その後、人類学は徐々にその領域を広げ、私有財産、婚
姻、宗教、トーテミズム等をも対象とするようになる。
19 世紀末までに、人類学的発見は社会学や経済学といった、他の社会科学の理論を
証明するのに使われるようになった13。当時、社会科学における様々な分野の研究者
は「比較法(comparative method)」という手法を頻繁に使う。これは、文明化された
社会と原始的な社会の人々を比較し、文明化へと至る発展段階の順序を決定しようと
いうものである。啓蒙主義の伝統を受け継ぎ、こうした手法を使う研究者は、社会文
化的な発展段階について、世界中のすべての文化社会に適用可能な、確定的で連続的
な順序（単線的な進化とよばれる）を求めようとした。こうした人類学者は「進化主
義者」と呼ばれる。

ブノワ・ゴディンを見よ(Goddin 2008, 2013)。ゴディンは「イノベーションの理論史プロジェクト」
において、一連のワーキングペーパーを提供している。これらの文書は、オンラインで入手できる
(http://www.csiic.ca)。
13 シュンペーターの理論に大いに影響を与えたカール・マルクスが、トムゼンの石器時代、青銅器時代、
そして鉄器時代という 3 時期区分法を生産様式の概念の説明に用いたことは、注目すべきである。
12
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しかし 1890 年代から 1910 年代にかけて、主にドイツ人研究者から単線的進化を論
駁するような理論が相次いで発表された。こうした進化主義に反対する動きは 1900
年代初頭には海を越え、英国やアメリカの人類学者らの間へと広まってゆく。新しく
出現した人類学の学派は、基本的に「伝播」という概念を支持しており、地理的に離
れた多くの文化の類似性を、単線的な進化のせいではなく、移転や移民の結果として
説明する。結果、こうした人類学者らは「伝播主義者」として知られるようになっ
た。
ウィーン大学で法学の博士号を取得したシュンペーターが、法学における経験的な
事実の証明方法に通じていたと推測するのは筋が通っている14。さらに当時、人類学
の研究成果に大いに依存していた「法学」の研究者として、法学に関連する人類学に
ついてもまた、熟知していたと考えられる。伝播主義が台頭した時代というのは、シ
ュンペーターがウィーンで法学を学んだ時期(1901～1906 年)と、そして英国において
経済学と社会科学を学んだ時期(1906 年の冬季から 1907 年)と一致する。また、この
時期はシュンペーターが、彼の 2 作目の著書『経済発展の理論』初版(Schumpeter
1912)において展開することになる、社会文化進化のヴィジョンを育んでいた時期でも
ある。
本論文では、シュンペーターが 1901 年から 1907 年の間のいずれかの時点で伝播主
義の存在に気づき、彼の社会文化進化の理論形成において、この学派の概念を取り入
れたことを示す。シュンペーターと伝播主義の間の関係を調べることで、彼がなぜ発
明と革新とを分離したのか、彼の断続性の概念はどのように形成されたのか、そし
て、なぜ初期の作品において“進化”という語を避けていたのか等、彼の著作におけ
る謎のいくつかが明らかにされる。
2. シュンペーターと初期人類学の思考方法
前節で論じたように法学者らは人類学的なデータを非常に重視していた。なぜなら
人類学は、
「自然状態とは何か」を規定するうえで実質的な証拠を提供するからであ
る。この「自然状態」の概念は社会が形成される以前の人々の状態のことを指してお
り、社会契約説と深い関連を持つ。実際、独立した学科としての人類学は法学的な推
測を基に発展しており、ヘンリー・サムナー・メインやヨハン・ヤコブ・バッハオー
フェンといった法学者らによって研究が行われてきた(Harris 1968, 143; Barnard
2000, 原文, 30)。人類学者、アラン・バーナードによると 1861 年、サムナー・メイ
ンは社会の起源が独立した個人間の自由な契約によるという社会契約説の概念に反対

14

事実、シュンペーターは、1911 年のチェルノヴィッツ離任講演の中で、発展段階との関係において、
“比較法学”(vergleichende Jurisprudenz)と“原始状態”(primitiv Zustände)の重要性に触れている
(Schumpeter 1911, 45)。
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し、社会の起源が家族や親族組織にあると主張した(Barnard 2000, 原文, 30)。1860
年代以後、エドワード・タイラーやヘンリー・ルイス・モルガンを含む初期の法学者
兼、人類学者らは家族の出自体系における発展の連続性について議論を交わしてお
り、特に焦点となっていたのは、その性質が母系から始まるものか父系から始まるの
かという問題であった。この問題は直接的に家族法や相続法と関わっていたのであ
る。
初期の人類学者が基礎としていた理論的枠組みは、「単線的進化主義」である。この
枠組は 1860 年代以降にも使われていたが、これが 1859 年に出版されたチャールズ・
ダーウィンの『種の起源』の影響によるものではないことは注目すべきである。進化
主義の思想の起源を遡ることは難しいが、多くの研究者は、重要な思想的源泉として
啓蒙思想における哲学であると推測している15(Harris 1968, Barnard 2000, Trigger
2006)。
上記で記したように、シュンペーターはウィーン大学において、1901 年から 1906
年まで法学を学び、そして民法とローマ法における学位を取得している(McCraw
2007, 原文, 40)。シュンペーターがウィーン大学で受けた法学の授業は、ローマ法、
ローマ家族法、ローマ相続法、そしてドイツ法史などが含まれており(Yagi 1993)、こ
うした多くの学科は比較法や初期の人類学と少なからず関わっていた16。これらの学
科は少なくとも部分的に、進化主義という概念を通じて啓蒙主義の伝統を受け継いで
いる。進化主義は当時の社会科学に理論的な枠組みを提供していたのである17。しか
し 19 世紀の末までには、この理論に対し、ある程度の疑問が提示されるようになって
いた18。
1851 年、ドイツ人の民俗学者アドルフ・バスティアンは、世界一周の航海に出て、
世界各地における多くの収集品をベルリンにある帝国民俗博物館に持ち帰った。ブル
ース・C・トリガーによると、バスティアンは「世界中の様々な場所において出会っ
た文化の類似性に感銘を受け」(Trigger 2006, 154)、そしてこれらの類似性を啓蒙思
想に由来する「精神的同質性(psychic unity)」という概念で説明した。バスティアン

15

ハリスによると、
「1860 年代の生物・文化の進化主義と、1790 年代の進歩や完全性への信念との連続
性は、損なわれずに保たれている」(Harris 1968, 143)。
16 また、ウィーンは当時、19 世紀後半のヨーロッパにおける考古学発展に、中心的な役割を演じた。リ
ベイ・ソールズベリーによると、
「ウィーン大学は 1892 年に先史考古学について初のポストを創造し」
、
さらに「ウィーンの自然史博物館は 1889 年に開設され、一部門には民俗学や考古学の収集物が集められ
て、オーストリア・ハンガリー帝国の考古学的研究の中心地となった」(Rebay-Salisbury 2011, 41)。
17 シュンペーターは、彼の死後に編纂された最後の著作、
『経済分析の歴史』の中で進化主義について言
及し、次の５つの進化主義的カテゴリーを設定している。まずは(1)哲学者の進化主義(ヘーゲル)であり、
次に(2)マルクスの進化主義、(3)歴史家の進化主義(リスト、クニース、ヒルデブランド、そしてロッシャ
ー)、(4)知性主義者の進化主義(コンドルセとコント)、そして(5)ダーウィンの進化主義などである。彼は
「18 世紀においては、進化主義は何の留保もされずにも進歩―理性の支配に向かっての進歩―と同一視
された。それはその定義においてすでに一つの価値判断を宿していた」(Schumpeter 1954, 436)。
18 1934 年、シュンペーターは「進化的概念が特に歴史家や民族学者らによって反駁されている」
(Schumpeter 1934, 57-58)と書いている。
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は、「原質思念(Elementargedanken)が普遍的に共有されており、同じ発展の段階にい
る人々は、同じ問題に直面したとき、そうした問題に対し類似した解決策を発展させ
る」と議論する19(ibid., 154)。
ドイツ人の地理学者にして民俗学者であるフリードリッヒ・ラッツェルは、バステ
ィアンの精神的同質性(原質思念)の概念の使用を拒絶して批判した。代わりに彼は、
「文化間の類似が、独立的に発明されたものとしてしまう前に、それぞれの移民や他
の(文化的)接触による可能性にもとづく場合を、個々のケースにおいて消去しなけれ
ばならない」(Harris 1968, 382)と主張する。ここでいう「独立的な発明」とは、類似
しているがそれぞれ独立して創造され、地理的に隔絶した場所で発見された発明のこ
とを指す。ラッツェルは彼のこの観点を 1882 年の『人類地理誌』と、1885 年から
1888 年にかけて刊行された『人類史』において明確にした。これらの著書の中で彼
は、諸文化とそれらの分布状況に触れ、文化的な接触や移民の役割を強調した。彼の
文化伝播の概念は多くのドイツ人類学者ら、例えば、レオ・フロベニウス、フリッ
ツ・グレーブナーそしてウィルヘルム・シュミットらに影響を与えた。伝播主義とい
う伝統を形成したこれらの人類学者のグループは、共通の文化を共有する地理的空間
を説明する際、
「文化圏(Kulturkreise)」という言葉を頻繁に使用する。この語は 19
世紀中ごろにはすでに使われていたが、民俗学においては 1898 年、特にフロベニウ
スによって用いられて認知され始め、1904 年のベルリン人類学協会(the Berlin
Anthropological Society)において、グレーブナーとアンカーマンによる講義が契機と
なり、世間に広く知れ渡るようになった(Rebay-Salisbury 2011, 42-43)。フロベニウ
スは「文化圏」を、
「例えば、特定の型の道具や他の型の物品が、特定の住居群から発
見される」ような条件(Struwe 2013, 63)とする。また、グレーブナーは 1911 年、文
化圏の概念を基にした人類学的研究の理論・方法論を提示する。その著書、『民俗学研
究法』(Methode der Ethnologe)において、文化圏理論を人類学の理論として定義し
た。この定義によると、文化圏理論は「宗教や物質文化、居住パターン、道具や武器
の形等を含む、特定地域に特徴的な文化要素の複合」として概念化される。さらに、
グレーブナーは、この文化圏理論が「時間と空間とに関係なく、すべての人々の文化
的表出をカバーした、
「文明化への歴史」を記述することを目的とする」(RebaySalisbury 2011, 43)。グレーブナーに続き、ウィーンの民俗学者ウィルヘルム・シュ
ミットもまた文化圏理論を受け継いで独自の理論を定式化した。
進化主義と伝播主義の間の論争の主要点は、離れた二地点において発見された人工
物、習慣、言語、そして神話等（社会学者から「発明」と呼ばれているもの）の解釈
に集中している。進化主義者は、こうした発明が独立的に形成されるにもかかわら
ず、精神的同質性の結果、同時的であると考える。他方で伝播主義者は、人類が基本
19

しかし、同時に我々は、バスティアンが文化の地理的な違いも認める“民俗思念(Volkergedanken)”
という概念にも触れていることには注意すべきである(Barnard 2000, 49)。
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的に発明の才をそれ程持たず、よってそれは(独立的に発明されたのではなく)最初に
発明された地域から伝播したと議論する。ゆえに、発明のほとんどは同様の起源を持
ち、その起源から外部にむけて伝播するのである(Harris 1968, Godin 2013)。
上記で説明した通り 1890 年代にラッツェルによって始められた、進化主義に対す
るこの動向は、1900 年代を通じて、フロベニウス、グレーブナー、そしてシュミット
らに受け継がれる。さらに、この動向は英国とアメリカの人類学に大きなインパクト
を与えた。1900 年代初頭を通じ、英国の研究者らは伝播主義の台頭によって、進化主
義の理論に対する信頼を徐々に失っていった。シュンペーターが経済学と人類学を含
む社会科学をロンドン・スクール・オブ・エコノミクスで学んだのはこの時期であ
る。注目すべきはロンドン滞在中の 1906 年冬、彼がアルフレッド・ハッドンとエド
ワード・アレクサンダー・ウェスタ―マークの講義を受けていたことである(Yagi
1993, 73-74)。
3. 英国における進化主義の衰退
ロンドンにおいてシュンペーターの師となったハッドンとウェスターマークは、英
国の人類学者らの間でも最先端の研究者と目されていた。ハッドンはケンブリッジ大
学のチームと伴に、オーストラリアのトレス海峡諸島への人類学的な調査探検を率
い、そこで先駆的なフィールド調査を指揮した。彼は理論的な研究も行っており『芸
術の進化(Evolution of Art)』(Haddon 1895)という進化主義的な要素を含む本も著し
ている。また『人類学の歴史』(Haddon 1910)という、人類学の学説史に関する著書
も著している。
ウェスタ―マークはフィンランド人の社会人類学者であり、婚姻形態の歴史に関心
を持っていた。
『婚姻の歴史』を 1891 年に著したのち、1898 年から 1902 年にかけて
モロッコにおいてフィールドワークを実施し、ロンドンにおいて調査報告書を出版し
た。ハッドンのフィールドワークに影響を受け、ウェスタ―マークは徐々に、バッハ
オーフェンやモルガンらによる、婚姻形態の単線的な進化主義的解釈を疑うようにな
る。そして代替的な説として原始一夫一婦制を提示し、原始的な社会においても一夫
一婦制が生じることを強調する(Westermarck 1894)。
英国において、伝播主義の先駆と目されたのはエリオット・スミスとウィリアム・
ハルス・リバースであった。リバースは実験心理学者としてそのキャリアを始め、ハ
ッドンに招かれ 1898 年、ケンブリッジ大学のトレス諸島調査隊に加わり、実験心理
学を基に民俗学的調査を行った。また 1900 年にはエジプトにおいて、1901 年から
1902 年の間は南インドのトダ族について、民俗学的調査を行っている(Myers 1923,
157-158)。1906 年にトダ族に関するレポートをまとめて 1907 年にそれを出版した当
初、彼の研究はまだ進化主義的な原理に基づいていた。しかし 1908 年、メラネシア
22

とポリネシアへの 2 度目の探検調査を行った後、彼は進化主義を捨て伝播主義を受け
入れるようになる。彼はさらに、遺伝に基づく人間精神の同質性を想定したカール・
グスタフ・ユングの「集団的無意識(collective unconscious)」と伴に、精神的同質性
の概念も論駁する(Smith 1926, xxiv)。
シュンペーターがリバースの著作を知っていたのは明白であり、またハッドンを通
じてトレス諸島における調査探検の報告を読んでいたと考えるのは妥当であろう。こ
の探検に加わった実験心理学者らの名前を、1954 年に出版されたシュンペーターの最
後の著作中に見てとることができる。リバースは同書の 798 ページ、そして同様に探
検に出た実験心理学者、ウィリアム・マクドゥガルが 799 ページに引用されている。
興味深いのは、当時この分野を紹介するのであればフロイト研究では他の引用すべき
研究者が数多くいたにも拘らず、リバースの名前がフロイト心理学の項に引用されて
いることである。マクドゥガルに関しては、彼の名は社会心理学の項の中に見て取れ
る。これらの 2 つのセクションは連続しており、シュンペーターが英国で学んだ人類
学の分野に関わっているのではないかと考えられる。
シュンペーターと上記の研究者ら、すなわちハッドン、ウェスターマークとリバー
スに関わる事項の時系列的な順序を考えた時、シュンペーターがロンドンに滞在した
1906 年から 1907 年は、英国で進化主義が徐々に伝播主義に取って代わられた時期と
重なる。
リバースによれば、モルガンによる家族形態の発展の説明は「漸進的進化」の概念
に基づいており、1889 から 1906 年の間にウェスタ―マークを含む多くの研究者か
ら、
「多くの反論にあった」(Rivers 1907, 309)20。さらにハッドンは、1907 年までに
は既に伝播の概念に気づいており、トレス海峡諸島に関する報告の中でこれらの島々
の神話の起源を、ドイツの伝播主義者、フロベニウスの議論を引用しつつ議論してい
る。彼は「問題の神話が地元に起源を持つかそれとも、どこか他所からもたらされた
か、どちらかでなければなら」いのであり、
「もし、それらの神話が、遠隔地から運ば
れてきた物語であるということを主張するならば、主張したものが証拠の重荷を背負
わ」なくてはならず、結果「遠隔地で並行して発見されたというだけでは十分ではな
く、トレス諸島の物語と、物語の基となったとされる土地との間における地理的な連
続性が確認されなければならない」と述べている(Haddon 1907, 187)。リバースは
1907 年の論文において、モルガンの単線的進化の説明と、家族制度の分類基準に対し
て反対を表明している。しかし、この時点ではまだ、伝播主義の概念によって進化主
義を完全に捨て去るところまで行ってはいなかった。リバースが完全に伝播主義を受
け入れたのは、1908 年のメラネシアとポリネシアへの探検の後である。数年後、“科

リバース(1907, 309)は次の 5 つの研究を挙げる。スタークの「原始的家族」(1889)、ウェスタ―マー
クの、
『婚姻の歴史』(Westermarck 1901, 3rd edition)、クローリィの Mystic Rose (1902)、アンドリュ
ー・ラングの『社会の起源』(1903)、N.W.トーマスの、
『オーストラリアの親族組織と集団婚』(1906)。

20
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学的進歩のための英国協会、人類学部門”における部長就任の講演において、「私はパ
ーシィ・スラーデン・トラスト探検隊と伴にオセアニアで調査を行った結果、全く独
自に、ドイツの学派(伝播主義)と一般的に同じ立場に至った」(Rivers 1911, 125)と述
べ、さらに「当時この学派に関する知識は持ち合わせておらず、過去に、どれほど私
が人種や文化の混合から生じる考察を無視してきたかを知るに至った」と加えた
(Rivers 1911, 125)21。
1907 年の後半、シュンペーターはロンドンを去り、弁護士としての仕事を始めるた
め、カイロへと向かった(Allen 1991, 67)。この仕事と並行して、彼は最初の著作『理
論経済学の本質と主要内容』(Schumpeter 1908)を執筆する。この著書には明らか
に、多くの人類学的な影響が認められ、そしてシュンペーターが進化主義的な見方の
妥当性を疑っていたことは明白である。彼はまた、伝播主義から借用されたと考えら
れる多くの概念を用いている。同著作において、彼はアルフレット・マーシャルのモ
ットーである「自然は飛躍せず」(ibid., 8)という言葉に反対し、文化的・知的な断続
性を強調する。この“自然は飛躍せず”は、啓蒙思想の概念に由来しており、発展観
との関連で、進化主義者らに広く共有されているものである。純粋経済学における定
常状態を説明する際、シュンペーターは地理的環境(milieu)に依存し、環境により決定
される「民族特性(Rassencharakter)」を定常状態の条件とする。しかし、いったん環
境に適応し民族特性が獲得されたとすれば、環境が変化した後でもこの条件(民族特
性)は集団の中において重要な要素として残り続ける(ibid., 121)。人間行動と環境との
間の関係は非常に複雑であり、シュンペーターは「因果関係」(ibid., 124)の明瞭な連
続性を抽出する際に伴う困難を強調するが、しかし、人間の行動が環境からでは説明
できない場合において、彼が移動(Wanderungen)と呼ぶものによって、人間行動と環
境との間のかい離を説明できるとしていることは注目すべきである。特定の地域に住
む民族の、安定的な民族特性を所与とする静態的分析を行う場合、他所からの新たな
民族特性の移入は「静態的」な分析(環境による与件から均衡を導き出す方法)を攪乱
させ、断続的な変化を生じる。彼が人類学に求めたものは、純粋経済学を補助、もし
くは補完するようなものではなく(ibid., 547-553)、むしろ、観察された体系の内部に
生じる「断続性」を説明する、一連の動態に対する含意であった。
この最初の著作は一般的に、レオン・ワルラスによって提示された、シュンペータ
ーの新古典派モデルへの態度の表明であり、ドイツのアカデミックにこの新古典派的
概念を広めることが目的であったとして見なされてきた(Andersen 2011, 31)。彼は均
衡分析において数理的な説明を提示しているが、本書のほとんどの部分は、純粋経済
学的なアプローチが成功するような条件と、それを攪乱させる要因の説明に割かれて

1954 年の書籍
における引用は、シュンペーターが明らかにリバースの書籍か論文を、英国に訪問後に読んでいたことを
うかがわせる。

21シュンペーターの発展理論にリバースが影響を与えたかどうかは証明できないが、彼の
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いる。シュンペーターは市場体系を純粋経済学が提示するように、どのような条件の
下でも常に均衡状態に向かうシステムとして描いていた。地理的・民俗学的な条件は
静態的である限り均衡状態を支持する与件となるが、他方で「移動」という要素が加
わると、今度は均衡そのものに変化をもたらす要因となる。よって彼は人類学が、均
衡条件と社会・文化的な変化の両方を明らかにする実質的な証拠をもたらすものであ
ると考えていた。およそ 3 年後、
「均衡状態」と「外生的要因の結果生じる条件の変
化」との 2 項関係は、シュンペーターの 2 作目の著書『経済発展の理論』
(Schumpeter 1912)において中核的な概念を形成することとなる。
4. シュンペーターの発展理論とドイツ伝播主義
1911 年は、社会・文化進化論の発展において、非常に重要な年であった。この年英
国において、リバースは進化主義化から伝播主義への転換を部長就任スピーチで表明
し、グレーブナーはドイツにおいて、文化圏理論の概念をまとめた『民族学研究法』
を出版、アメリカの著名な人類学者であり、ラッツェルの弟子であったフランツ・ボ
アズは彼の主著、
『未開人のこころ』を出版した。そして、オーストリアにおいて、シ
ュンペーターは経済発展に関する、彼の第 2 作を 1911 年に書きあげていた22。
1908 年の暮れ、彼の最初の著作が出版された後、シュンペーターは英国経由で彼の
祖国、オーストリアに戻った。彼はチェルノヴィッツにて、1909 年から 1911 年ま
で、「臨時教授(extraordinary professor)」(Andersen 2011, 30)としての仕事を得る。
この期間の 1910 年、彼は“経済危機の性質に関して(Concerning the Nature of
Economic Crisis)”とういうタイトルを含む、数々の論文を書いた。この時点で、シ
ュンペーターはすでに、彼自身の経済発展理論に関するグランドデザインを構想して
いた(Schneider 1951, 107, Allen 1994, 100)。上記の論文において、シュンペーター
は「経済発展の基本的な性質は、それまで特定の静態的な使用のために使われていた
生産方法が、新しい目的のために使われるという事実にある」のであり、続けて
「我々はこの過程を新結合の実施と記述する」(Schneider 1951, 107)23と述べた。シ
ュンペーターはこの「新結合の実施」を、とりわけ企業者の活動に帰する。シュナイ
ダーは「1912 年に出版された『経済発展の理論』の主要な部分がこの論文に既に含ま
れており、明確に定式化され、基本的な筋に還元されている」(ibid., 107)としてい
る。
これらの研究と並行に、シュンペーターはチェルノヴィッツ大学で開かれた「国家
と社会」という題目の公開講座において議論された内容を含む、社会に関する研究を

シュンペーターは彼の第 2 作目を 1911 年 7 月までに仕上げていた(Allen 1994, 102)が、
「すべての著
作のコピーは、1912 年として印刷されている」(Andersen 2011, 32)。
23 シュンペーターのこの論文は、シュナイダー(Schneider 1951)による英訳を基にした。
22
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始めた。彼はこの新たな研究プログラムの開始を(講座が始まった)1910 年とし、その
内容について 1906 年にロンドン・スクール・オブ・エコノミクスで実施された、ハ
ッドンによる講義と関連付けた(Schumpeter 1927[1991], 230)。その講座において、
シュンペーターは歴史家や民族学者、統計家が作成した資料を社会科学者が使う場
合、それを「再確認」をすることの重要性を強調する。なぜなら「彼らは単に発見し
たことをそのまま報告するのではなく、同時に変形させるから」(Schumpeter
1910[2003], 59)である。この一連の社会研究プロジェクトは、1927 年の「民族的に同
質的な環境下での社会階級論」という題の論文として結実する24。こうした研究領域
をより広い発展論の下に統合し、彼は 2 作目の著作を執筆した。
『経済発展の理論』初版の第 7 章において、シュンペーターは発展論における彼の
立場を表明し、包括的な彼の社会文化進化の理論を提示した。彼は既存の生物学的ア
ナロジーや進化理論を否定し(Schumpeter 1912, 466)、代わりに彼独自の発展理論を
提示した。この章において彼は再び、経済が社会的・地理的・民族的そして文化的環
境への適応システムであることを強調し、これらの環境における変化のみが発展へと
続くことを強調した。また、彼は古典派経済学者により説明されていた、体系内部の
変化に影響を与える要因についても議論している。これには人口の増加や資本蓄積、
手工業の発達、経済組織における進歩、そして欲求の発達などが含まれる(ibid., 473479)。しかしながら、これらの要因は発展の原因を説明するには十分ではない。シュ
ンペーターは慣性的、不活性的な主体が、静態的経済における長期の社会的安定を保
証しており、自動的な進歩(automatischer Fortchritt)が存在するという考えを否定す
る。この「自動的な進歩」に関して、彼は進化主義的な進歩を想定していたのではな
いかと考えられる証拠がある。例えば、シュンペーターの死後に出版された『経済分
析の歴史』において、彼がドイツ伝播主義と「文化圏理論」25について述べているこ
とに注目してみたい26。その記述の中で彼は「グレーブナーおよびその信奉者たち」
が「独立起源説と自動的発展(autonomous development)説」に対して「挑戦」
(Schumpeter 1954, 787)したと説明する。彼はつづけて次のように述べる。
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この論文において、彼は「我々の学科が、法と社会の歴史、民俗学(不幸なことに間違った問いがしば
しば設定され、問題の把握が欠けているが)、家族の研究、そして優生学といったものに負っているので
ある」(Schumpeter 1927[1991], 231)と述べる。
25 彼はこの学派について、
「我々はここに、フリッツ・グレーブナーの教えに従っていた、また現在従っ
ている学派について紹介することは、特別に喜ばしいことである」(Schumpeter 1954, 787)と述べたうえ
で、紹介している。
26シュンペーターはまたタイラーやモルガンら、初期の人類学者らが単線的な発展観を持ち、文化の変化
を、それが保持されている集団から説明していることを述べる。
「文明の原初的形態に関するどんな研究
も、無論“起源”の問題―例えば道具の型や装飾品等、もしくは家畜化の様な観察される行動の型―、も
しくはその時代に観察される“変化”に関する要因の問題に行き着くのである。民俗学や文化人類学は、
個別のケースにおいて広範な説明を提示する。しかし、彼らの大半は、観察される行動や、その行動を反
映している物理的道具の型が、少なくとも原則的には、そうした結果を生じたグループや集団(tribe)の状
況に応じて説明されなければならないと言うことに同意―むしろ、当然のことと―している(Schumpeter
1954, 787 筆者訳)」
。
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原始文化の様式が長い期間にわたってきわめて安定的であるという事実を根拠と
して、彼らは類似の道具のごときもののそれぞれの独立起源とか自立的発展とかを
否認し、その類似性が見られる所以は、たとえばある特定のタイプのボタンが広く
使用されるのは、それが自律的に別々に発明されたのではなく、ある共通の源泉か
ら拡散して普及したのだということの―証拠と言えないまでも―表示であるとの見
解をとったのである。このようなところから文化圏の存在が言われるのである。わ
れわれがこの説をその隅々まで受け入れるかどうかにはかかわりなく―この説の論
理そのものが、そうすることを困難にする―、社会学の全貌に対してこの説が基本
的な重要性を持つことは明白である。たんにこの説を一部の範囲内で受け入れるだ
けでも、それはこの期間の進化論的見解に重大な衝撃を与え、われわれが本営社会
学と呼んできたものに対して、非常な相違をもたらすこととなる。
(Schumpeter 1954, 訳, 787)
伝播主義者はこのような「自動的発展」といった語は使わない。この語用はむし
ろ、『経済発展の理論』初版の第 7 章で紹介されている彼の発展理論を思い起こさせ
る。この章で、彼が単線的発展や進化主義の決定論的・自動的性質を拒絶しており、
伝播主義的な論法でこれを論駁しようとしていることは明らかである。『経済発展の理
論』第 2 版(Schumpeter 1926)において、そしてその後の英語版(Schumpeter 1934)に
おいて、彼は明確に進化主義と単線的発展を否定した。
われわれがこれを把握する場合の概念についてはさらにいっそう注意し、またこ
の概念を表示する言葉については最も注意しなければならない。なぜなら、この言
葉からの連想はあらゆる望ましくない方向にわれわれを迷い込ませることがあるか
らである。たとえそれ自身がただちに形而上学的偏見でないにしても、密接にその
ような偏見…に関連するものがある。歴史の客観的意味を求めるあらゆる試みや、
一国民、一文化圏、さらには全人類さえもが、統一的に把握しうる発展線の意味で
なんらかの発展をしめさなければならないという要請は、すべてこれに属する。こ
れはたとえばロッシャーのように事実に忠実な人ですら仮定したところであって、
ヴィコからランプレヒトにいたる長い輝かしい系列の無数の歴史哲学者や歴史理論
家が想定し、また現に想定しつつあるようなものもすべてそうである。27
(Schumpeter 1926, 訳, 57)

第 2 版(ドイツ語版)において、シュンペーターが同じ文脈において“文明(civilization)”のかわりに
“文化圏(Kulturkreise)”の語を使っていることがわかる(Schumpeter 1926, 88)。
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シュンペーターはまた「進化思想は今や我々の領域において、とくに歴史家や民族
学者からの信用を失墜している」(ibid., 57-58)とする。これらの記述から、伝播主義
に刺激を受けたシュンペーターが、進化主義者によって形成されてきた“自動的”で
“単線的”な発展観を否定していたことが伺える。しかし、シュンペーターのアプロ
ーチは明らかに伝播主義のそれとは異なっている。彼の時代の社会的・経済的条件は
古代の条件や文脈とは根本的に違う。シュンペーターはこうした違いを、システムの
外生的な変化ではなく、むしろ、体系内部から生じる社会文化的変化に帰している。
1911 年に 2 作目の著作を書き終えと後、シュンペーターはグラーツへと移り、新た
な職を得ることとなった。チェルノヴィッツにおいて彼は離任の講演を行う。この講
演の中で、シュンペーターは 18 世紀から 19 世紀を通じての社会科学の歴史を議論
し、18 世紀の啓蒙思想に深い関わりを持つ、予定調和や目的論といった概念を否定す
る。興味深いことに彼は文化圏という言葉を文化の同質性を表現するのに使い、文化
変化の見せ場が、
「強固な統一性をもった前代の文化形態を破って個人的なもの・主観
的なものが躍り出てくる」28(Schumpeter 1915, 132)ことに特徴づけられると述べ
る。伝播主義の影響がこの記述からも伺えるが、他方で「個人的なもの」という概念
に見られる伝播主義との違いもまた明らかである。
シュンペーターは資本主義的な条件の経済体系内での社会・経済的変化を説明しう
る理論の構築を意図しており、社会文化変化への外的な影響を強調する伝播主義の説
明に依拠することはできなかった29。結果、彼は社会・文化の断続的発展を、資本家
経済体系内で蓄積された知識を利用する企業家が行う「革新」に帰するという戦略を
とった。シュンペーターはまず静態的状態について、基本的に人間は非発明的である
という伝播主義者的思考を援用し、統一的・安定的なものであると特徴づける。それ
から経済体系内で観察された突然の変化を、個人的で主観的な主体、すなわち企業家
の行動の結果としたのである。こうして、彼は自動的な発展という進化主義的な仮定
と同時に、伝播のみで社会文化変化を説明しようとする伝播主義の主張をも拒否す
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この文章は、ドイツ哲学、とくにウィルヘルム・ディルタイやウィルヘルム・ヴィンデルバンド、ハイ
ンリッヒ・リッカート、そしてマックス・ヴェーバー等、ネオ・カント派の文脈でも解釈することができ
る。塩野谷祐一によると「彼らは歴史科学を自然科学と対比させ、どのように知識が科学として可能かを
示した」(塩野谷 1997, 208)。
29 しかしながら内生的主体の行動による彼の発展概念は本質的な困難に直面する。
『経済発展の理論』英
語版において、彼は「概して、新しいものは古いものの中から出てくるのではなく、それに沿った形で生
じ、古いものを完全に消去してしまうのである」(Schumpeter 1934, 216)。この文からは新規性の源泉を
明らかにすることはできない。ヤコブ・マルシャクはシュンペーターのモデルを批判し、
「このモデル
が、革新を含み、内生変数として認められる閉鎖系なのか、もしくはモデルの外側から、革新をデウス・
エクス・マキナとして設定したモデルなのか」を問う(Shionoya 1997, 186)。塩野谷によると、シュンペ
ーターが好んで言う経済体系内からの変化というものは一種のレトリックであり、それらはシステム内の
外生変数として記述されたほうが」(ibid.,. 186)よい。
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る。この企業者と静態的主体という図式は30、シュンペーターが生涯を通じて維持し
つづけた観点であった。
5. 理論的側面における議論
これまで本論文では、シュンペーターの発展理論の源泉の一つが、人類学の分野、
とくに伝播主義者と関連する分野で起こった論争にある、という事を示してきた。前
節で議論したように、シュンペーターと伝播主義者の理論的側面にはある程度の類似
があり、その証拠をより体系的に考察することで、両者の関係を明らかにすることが
できる。シュンペーターの発明概念の考察は、彼の理論形成を議論するうえで重要な
出発点となり、そして、その研究の特徴を明らかにする一助となるかもしれない。
進化主義と伝播主義の論争の主要な点は、同様の発明が世界中の地理的に離れた 2
点間で見つかるという「同時的発明(simultaneous invention)」という概念の解釈にあ
った。進化主義者は同様の発明が、人間精神の類似性を示す“精神的同質性”にある
とする他方で、伝播主義者はこの現象を、発明の拡散や伝播によるものとする31。
シュンペーターは明確に、革新と発明を区別しており、その焦点を革新の原因とそ
の性質の解明に向けた。しかしながら、これはシュンペーターが発明を無視していた
ことを意味しない。興味深いことに、法の社会学の創始者であり、チェルノヴィッツ
におけるシュンペーターの親しい友人であった、ユーゲン・エールリッヒ(Eugen
Ehrlich)は、1913 年に出版した『法社会学の基本原理』(Ehrlich 1936, 英語版)にお
いて発明に関する議論の中で、これを「個々の意識的な活動」と表現している。この
著書において、彼はタルドを引用しながら、次のように述べる。「すべての人間の進歩
は、個人により創造された発明の上に成り立っており、そして多くの大衆による発明
の模倣の上に成り立っている、という事は、いったんそれらがはっきりと表明されれ
ば、重要な科学的知識を構成する、自明の事柄の一つ」(ibid., 407)である。タルドの
発明概念を使い、エールリッヒは法的取引における代理人制度や蒸気機関車等の発明
について、
「先行する発明と同様に、社会的前提にも条件づけられる」と述べた。彼は
幾分、進化主義的なニュアンスを含む前提を支持して次のように述べる「陶芸や弓

30

シュンペーターは企業者・静態的主体モデルを生涯の図式としたが、後期シュンペーターの著作には、
企業者軽視の視点があることも述べておかなければならない。ネオ・シュンペーターは Schumpeter
MarkⅠと MarkⅡという区分をするが、後期の著作、すなわち Schumpeter MarkⅡでは、大企業の研究
所による組織的 R&D の重要性を認めていた。
31 進化主義者の間でも、タイラーやモルガン、バスティアンらは精神的同質性の思想を支持している。し
かしその中でも、幾分かの違いがある。バスティアンは精神的同質性が、人間の精神に存在するシステム
であると考えた。タイラーとモルガンも、精神的な類似性を認める一方で、それらの類似が環境から来た
可能性を考慮する。環境を考慮した考察は最初の伝播主義者、ラッツェルにもみられる。マービン・ハリ
スによると、
「歴史的特異主義、そしてドイツ伝播主義の影響の下、19 世紀の伝播主義者らが伝播を否定
したという神話が広まってしまった」(Harris 1968, 173)。伝播主義により強調されていた点は、基本的
に人類が非・発明的であり、殆どの発明が少数の源泉まで遡ることができるという点である。
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矢、漕艇、そして帆船などは、疑うべくもなく数千年前に、世界中の異なる場所で、
まったく独立に発明されたのであ」り、「人類は空を飛べる日を太古の昔から願ってき
たが、それがかなったのは今世紀に入ってから」である、と述べる(ibid., 408)。エー
ルリッヒとシュンペーターがこうした事柄について議論したかはわからないが、彼ら
は明らかに社会的、もしくは経済的な前提が重要であるという32発明に関する見解を
共有していた。シュンペーター自身についても、資本家経済において、技術的知識に
関する限り、進化主義的な仮定である独立的発明を拒絶してはいなかった。
シュンペーターは、ある種の発明が実現するための前提を仮定する。彼は発明が、
経済発展のエンジンであるというよりも結果であると解釈した。また、さも無くば発
明が利用されないような前提条件として資本家経済の役割を強調する。彼が示すとこ
ろによると、発明は企業者が利益の可能性を認めた後、初めて市場に導入される。よ
って、発明は企業への機会は提供するものの、発展それ自体は引き起こさない。彼
は、殆どの技術的知識が時間を通じて独立的に、自動的に蓄積し、技術的知識の一部
のみが発展の結果であることを述べる(Schumpeter 1912, 479-480)。技術的知識に関
して、シュンペーターは明らかに新たな知識が共通の民族的・地理的環境を共有する
グループ内に、速やかに広まると考えていた。そしてエールリッヒが主張していたよ
うに、新たな知識が蓄積された技術的知識の上に積み重ねられるという事を想定して
いる様である。よって、シュンペーターは発明における 2 つの側面を描いているよう
に見える。すなわち、知識のレベルと、実質的に実現した部分とである。彼はさらに
伝播主義的な“非・発明的”という前提を、実現したものの定式化についてのみ、す
なわち企業家が不活性である、という意味において使用している33。これは、仮に企
業家活動に利用されうる科学技術的知識が存在しているような環境下においても生じ
うるのである。
伝播主義者は「伝播が連続性のどのような普遍法則にも、大破壊(havoc)を生じる」
(Harris 1968, 174)という信念を教条的に信じていた。シュンペーターはこの「普遍法
則」に対する「攪乱」の概念を受け継ぎ、しばしば均衡状態を攪乱する不確実性を強
調した。彼の考えでは、静態の通時的な連続性は均衡の連続的な軌道として表現さ
れ、すべての主体は、利用可能な資源を、同じ生活様式を維持するために使うような
ノルマや習慣に従うようなシステムの中に存在する。他方で革新は突然、この定常状
態を攪乱し、主体の古い生活様式を捨て、まったく新しいものへと変えてしまうので
ある34。

32

この一文は、本論文において読みにくかった部分を博士論文用に改正したものである。
タルドもまた、この 2 項関係を適用している。タイマンズ(Taymans 1949)を参照のこと。彼はタルド
とシュンペーターの理論の類似性に着目している。
34 シュンペーターはこの過程を、
『資本主義・社会主義・民主主義』において、
“創造的破壊の嵐”と呼ん
でいる(Schumpeter 1942)。
33

30

シュンペーターは社会経済動態を議論する際に、こうした「断続性」を技術的発展
における具体的な例を使って説明する。例えば、
『経済発展の理論』においては「いく
ら郵便馬車を加えても、それによって鉄道に至るという事はない」(Schumpeter
1934, 64)という有名な一文を著した。さらに 1932 年の未公表論文において、彼は断
続性を説明するために絵画の例を挙げ、13 世紀と 15 世紀のフィレンツェにおける芸
術の歴史を説明した。これらの観察は実質的で観察可能な証拠に立脚しており、考古
学的・人類学的な思想に基づいているように思える35。シュンペーターは時間的連続
において多くの「断続性」の例を用い、技術や学問体系における変化を社会集団の変
化と関連付けて説明している。
研究者の間では、シュンペーターが、その初期の著作において「進化」という語
と、進化に関連したアナロジーの使用をためらっていたことが議論されている。啓蒙
思想以来、19 世紀の進化主義の発展概念は、より完全な状態への進歩として特徴づけ
られる。すでに議論したように、この当時の「進化」という語は価値判断を含む単線
的発展と関連していた。シュンペーターは『経済発展の理論』の初版において、「進化
論的な類推(evolutionary analogy)」を避ける(Schumpeter 1912, 466)36。しかし、彼
は 1939 年に出版された著書、『景気循環論』においては、この態度を変え、「革新に
よりもたらされる経済過程における変化、そして経済体系によるそれへの反応は、経
済進化という語で呼ぶことができる」(Schumpeter 1939, vol.1, 86)と述べた。エスベ
ン・スロース・アンデルセン(Andersen 2011)もまた、この態度の変化について論じて
おり、初期のシュンペーターが進化という語に対して持っていた躊躇について「進化
的アプローチが 19 世紀の盛隆の後、没落の憂き目に直面した時代」(ibid., 3)に、彼が
初期の重要な著作を著したことを指摘した。今やシュンペーターがなぜ“進化”とい
う語を使うのを躊躇ったのかは明らかであろう。彼は英国において、単線的発展を強
調し決定論的色彩を帯びた進化主義が人類学の分野において論駁され、没落してゆく
のを目の当たりにした。彼は生物進化との関連において「行き過ぎた適用(inflation
application)」(ibid., 3)が社会科学に対しても行われ、この言葉が誤って使用されてい
ることに気付く。しかし、進化主義と伝播主義の論争が下火になったころアメリカに
おいて発明や革新の二項関係を基礎とする、数々の社会進化論が社会学者や経済学者
らにより提示され、文化進化に関連するトピックが議論された(Gilfillan 1935,
Ogburn 1937)。1932 年、渡米したシュンペーターはその船上において未公表の

Entwiclkung を著し、そこで彼の社会文化進化理論に関する立場を明らかにする。ア
メリカに渡った後、上記の論者達との交流の末、徐々に“進化”という語を一般的に
使用することを受け入れていったのではないか。

ハッドンもまた、
『芸術の歴史』(Haddon 1895)についての著書を出版している。しかし、進化主義的
な要素が含まれているものであり、アメリカの人類学者、クローバーから批判を受けた。
36 こと点について、E.S.アンデルセン(Andersen 2011b, 4)と八木紀一郎(Yagi 2008, 55)を参照のこと。
35
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6. 結論
本論文では、シュンペーターが人類学から大いに影響を受けたことを論証してき
た。彼の社会・文化進化理論の研究の、初期の段階において、シュンペーターは進化
主義により提唱されている発展理論の決定論的な特徴を相手取り、議論をした。進化
主義学派は、一方向的で自動的な単線的発展観により特徴づけられる。この学派は
様々な発展段階にあると考えられる文化を比較して、決定論的な発展段階の順序を構
築しようとした。シュンペーターがその学生時代、進化主義的な人類学に慣れ親しん
でいたと仮定するのは妥当である。なぜなら本論文で議論してきたとおり、彼の学問
的素養は法学から始まっており、この学問は、その初期の段階において比較法の適用
から得られた人類学的発見と密接に関わっていたからである。ところが 1890 年代以
来、ドイツや英国においてこの学派に対する疑義が広まった。結果、1906 年から
1907 年にかけてのロンドンにおいて、シュンペーターは進化主義の決定論的な立場を
疑うようになった。これはハッドンやウェスタ―マーク、リバースらの研究を通じ、
別の人類学の学派である伝播主義を知ったことで生じた。この学派は移民や概念の伝
達などの伝播の役割を強調し、世界で同時に単一的な発展が生じるという主張を否定
した。本論文で示した通り、シュンペーターは最初の二つの著書において進化主義的
な見解の否定を明らかにしており、
「発展の断続性」や「定常社会の不活性性」、そし
て「非決定論性」など、伝播主義からの影響と思われる説明を提示している。シュン
ペーターはこれらの人類学的な概念と、純粋経済学における定常状態、そして企業者
による革新といったものを統合したのである。
シュンペーターの研究は、時に「無原則な折衷主義」であり「冷笑主義や逆説主
義」(塩野谷 1995, pp.1-2)のような印象を与える。塩野谷はこれを、「個々の部分を全
体像の中に位置づけ、長期の、見通しの下で判断するという包括的なデザイン、アイ
ディア、ヴィジョン」(ibid., p.2)とするが、上記の議論から、こうした印象が 19 世紀
後半から 20 世紀初頭にかけての法学や人類学を含む社会科学の、混沌とした状況に由
来しているのは明らかである。その初期の段階で社会科学は、いわゆる“実証科学”
から様々な批判を浴びており、それを試行錯誤しながら乗り越えてゆかなくてはなら
なかった。塩野谷はシュンペーターの「総合的社会科学」の構想について、「経済を全
体としての社会の中で捉えること」であるとし、
「この課題はシュンペーターにおいて
は経済社会学という形で展開された」(ibid., 9)と述べる。確かに、シュンペーターの
経済発展の理論は社会文化進化の理論を含む、諸社会科学から収集された幅広い知識
を基盤として構築されたものである。よって、彼の社会文化進化研究は、不可避的に
人類学の分野と関連しているのである。
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シュンペーターの死後、その追悼論文集において、アボット・ペイソン・アッシャ
ーはシュンペーターの発展論について好意的な賛辞を送った。しかし他方で、「シュン
ペーターは未だに「理想主義的」な制約の下にあり、社会変化を「条件づけられない
超人(great man)の行動の結果であり、彼には隠された真実が直接にわかる」という説
明を行った」と議論している(Yagi 2008, 58)。シュンペーターは本来不確定であるは
ずのイノベーションの由来を一人の超人に帰したとも考えられる。しかしアッシャー
は、シュンペーターが本来言いたかったのが不確定性に由来する断続性の存在であっ
たことを見過ごしている。そもそもその不確定性の着想は企業者ではなく、伝播主義
による文化的断続性の発見に由来しているのである。
本論文では、シュンペーターが彼の発展理論を形成している間、彼は当時の人類学
的な論争に関わり、進化主義者の決定論的な発展観を否定し、社会変化を非決定論的
で偶発的な出来事により説明する、伝播主義的な理論を構築したことを議論してき
た。
シュンペーターはニュートンの言葉である、「仮定をねつ造せず」(Hypothesis non
fingo)を『経済発展の理論』初版のタイトルページに引用する。彼は伝統的な単線的進
化の理論を否定し、人類学研究の経験的結果のような事実に基づいた知識に基礎を置
きつつ自身の発展理論を構築しようとしたのではないだろうか。
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第 3 章 タルド、シュンペーターと発明の社会学
―20 世紀初頭における新奇性の社会動学37
1. イントロダクション
J.A.シュンペーターは 1912 年、企業家の新結合により経済発展を説明した『経済発
展の理論』を発表し、国際的な名声を得た。彼は企業者が起こす“新結合”と、多数
の追随者により発展が生じ、信用創造を通じて景気循環が起こると論じる。『経済発展
の理論』の初版、第 7 章において、このメカニズムは他の社会現象にも適用されてお
り、経済のみならず、より一般化された形の社会動学であると想定されていたことが
分かる。しかし、シュンペーターの“発展”論と並行して、
“発明”を軸とした社会動
学を考察していた社会学者らもいた。
ガブリエル・タルドは『模倣の法則』を著わし、その中で発明家と模倣者の相互作
用が社会を形成していると述べる。タルドとシュンペーターの社会動学は、幾つかの
点において類似性が見られ、彼らの影響関係を指摘する研究もある(Taymans 1949,
Michaelides and Theologou 2009)。
また、20 世紀初頭のアメリカ中・東部において、発明の社会学と呼ばれる議論があ
った。主な論者はシカゴ大学の社会学者、W・オグバーン、シカゴ科学産業博物館の
学芸員であった C.S.ギルフィラン、そしてハーバード大学でシュンペーターの同僚で
あり、経済史家の A.アッシャーらである。アッシャーやギルフィランの議論はシュン
ペーターの“発明”観には影響を与えたことが知られている(Schumpeter 1939, Yagi
2008.b)。シュンペーターは景気循環論において発明と革新を明確に区別してはいる
が、経済発展の理論の構想を練るにあたり発明の議論を展開しており(Schumpeter
1912)、その社会動学構想の源流は同じところにある。
彼らの理論は社会や経済における変化を“新奇性”の発現により説明しており、そ
れにより引き起こされる経済的・社会的影響も視野に入れていた。タルドとシュンペ
ーター、そしてオグバーン、ギルフィランら発明の社会学の論者達の理論を比較する
ことは、“新奇性”の発現を説明の原点とする社会動学が 20 世紀初頭のこの時期にど
のように始まり、展開していったのかを解明することにつながる。また、この議論は
イノベーション論の先駆けともいうべきものであり、革新の伝播・普及過程の分析や
企業者論などの原型をここに見ることもできる。

本章は、同タイトルで北海道大学 Discussion Paper series B において公表されたもの(小林 2014)を大
幅に改稿したものである。
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本章では彼らの社会動学の内容を吟味し、それぞれの議論の内容の特徴を抽出して
比較したうえで、彼らの議論がどのように影響し合っているか、また彼らの議論の類
似や相違を形成するバックグラウンドとは何かを論じることとする。そして、新規性
の社会動学の根底には統計学や人類学、そしてそれらを統合する「進化思想」という
共通の基盤があり、この進化思想が議論を特徴づけていること、バックグラウンドと
なる分野が変遷してゆく中で、それに呼応するように新規性の社会動学論も変化を遂
げていったことを論じる。
2 発展と発明の社会動学
2.1 シュンペーターの「発展」理論
シュンペーターの 「発展」の概念が初めて著書で詳細に論じられたのは、『経済発
展の理論』の初版である(Schumpeter 1912)。彼は最初の著書、『経済学の本質と主要
内容』において、静学的な純粋経済学とその他の領域における隣接的な諸学問とを明
確に分離した(Schumpeter 1908)。そして次の著書『経済発展の理論』初版第７章で
は均衡に向かう静学に対し、その均衡をかき乱す経済発展という概念を純粋経済学と
は異なるメカニズムをもつ現象として描き、以下の 2 つの問題意識を表明する。
経済発展とはまず、経済史および経済記述の問題である。そこで問題とされるの
は、(第一に)38特定の時代の特定の場所での具体的発展過程である。つまり、産業
的組織、生産方法、生産量、技術および裕福度においてどのような変化が生じた
か、どのような産業が新たに生じ、どのような産業が没落したかなどが問題とされ
る。だが第二に‥‥どのような具体的変化が生じるかには関係なく、変化はいかに
して生じるか、また、これらすべての新しいものの発生様式のうちに、普遍的記述
を許す規則性がいかにして知覚されるか、という問いである。(Schumpeter 1912,
訳, 316)
第一の問いは具体的・個性的内容に関する歴史が扱う内容であり、第二の問題は発
展の事象一般の叙述、すなわち事象のメカニズムの問題である。第一の問いに関する
歴史的記述とは、例えば南ドイツの同業組合の結成やマイセンの陶磁器業の発生とい
ったものの詳細を明らかにすることであり、その中から一般的な傾向を抽出し「理論
的作業」に接近することは可能である。シュンペーターが考える「経済的循環水準」
を変化させる一般的原因、すなわち第二の問題の答えとは、経済システムの内部に存
在する特殊な経済主体たる「企業者」による「新結合」である。企業者の新結合によ
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り開始される「発展」は、一定の環境(与件)39の下で、変化に反応して均衡へと恒常運
動する「反応関数」ではなく、与件を変え均衡の攪乱するメカニズムである。
新結合の知的源泉となるものが「発明」であるのだが、「発明」は企業者がそれを必
要とする場合に生まれてくるものであり、
「新発明を使用するだけの企業者人格が不在
で有る場合には、発明が実用化することはけっしてない」(ibid., 330)。また、シュン
ペーターによると、諸発明が資本主義を生んだのではなく資本主義がそれらを生んだ
とされる。静態的経済内においても発明のバックグラウンドとなる技術的知識は独立
的・自動的に増大するが、発明とは応用されて初めて発明たり得るのであり、よって
発明をもたらすのは「企業者」による実用化である。こうした視点は他の社会生活に
も適用され一般化される。発明に限らず、単に新しい考えが存在するだけでは十分で
はない(ibid., 398)。
シュンペーターの「企業者」による発展動学は、経済領域だけではなく社会文化生
活をも説明する一般的なシステムとして描かれる。資本主義における企業者の性格は
原始的部族長や共産主義の中央機関と対比され、広範な命令権を持つヒエラルキーの
上層部として特徴づけられる。この「企業者機能に備わる…生活態度と趣味傾向と」
は「ある程度までひとつの理想と化」し(ibid., 380)、企業者は自国の文化生活に影響
を与える。社会的関係の配置は「歴史的に所与の基盤と、そこにたえまなく浸透して
ゆく新しい組織とから」(ibid., 381)成り立つ流動的なものである。こうしたヒエラル
キー、「すなわち国民経済に所属するものの上下秩序の体系、その行動性向および行動
エネルギーと行動目標」(ibid., 384)は経済的領域の活動を超えて重要性を持つ。
このように、経済的な領域を超えた所にも社会的構造は存在するが、これもまた純
粋経済学における静態的方法で説明が可能であるとされる。シュンペーターは他の社
会生活領域においても、経済の「発展過程」と「注目すべき類比」(ibid., 390)がある
ことを述べ、政治、芸術、科学、社交生活、道徳観などの領域を挙げる。それぞれの
諸領域には、他の領域とは「差異をもつ人間集団」(ibid., 391)が存在し、経済の静態
的考察と同様に与件の影響下のもとに静態的な均衡を目指す。その中にもやはり指導
者的なエージェントがおり、彼は新しいものを目指しつつ与件を変更する力を持つ。
シュンペーターは『経済発展の理論』第 2 版において、こうした指導的な「行動の類
型」の特性が「人種的に同質な人口の間」の分布において一定割合存在することを示
した(Schumpeter 1926, 訳, 214)。
より社会全体を俯瞰して見た場合の発展について、国民経済全体を与件として一般
化することをシュンペーターは否定する。彼は相対的に独立な発展のメカニズム、す
なわち実在的個人を持った各集団における発展をまず考えるべきであると述べる。個
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シュンペーター(Schumpeter 1912, 訳, 324)はここで、環境要因(与件)として 5 種類を挙げる。すなわ
ち(1)人口増加、(2)なんらかの形の定義をもつ資本の増大、(3)生産方法の進歩、(4)産業社会の経済的組
織、(5)欲望の発展である。
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別領域内において「新しいものが受容されるためには、静態的軌道内を運航している
すべての人間の思考を転換する過程が必要」(Schumpeter 1912, 訳, 398)である。こ
うした個別領域の独立的発展は他の要素との間に関連関係を持ち、そして相互規定し
あう。特定の社会領域における活動は他の社会的諸価値に影響を与え、社会生活の全
体に影響を及ぼすのである。
こうした指導者と追随者の相互関係と、各領域間の相互作用という要素により構成
された社会動学としてのシュンペーターの発展概念は、多少の修正はあるにせよ、そ
の前期の著作において、ほぼ貫徹されることとなる。
2.2 ガブリエル・タルドの模倣の法則
社会学の分野において最初に「発明」に焦点をあてたのは、恐らくガブリエル・タ
ルドであろう。彼は『模倣の法則』(Tarde 1890, 訳)において、現象を発明や発見とい
った革新的な創意的活動と、模倣による規則的追随のインタラクションとして分析す
ることを主張した40。発明と模倣は、物理や生物学などの様々な分野で確認される
“現象の類似と反復”を社会の分野において生じさせる41。社会における様々な類似
（習慣や流行、共感など）はあらゆる形態の模倣の産物であり、こうした模倣による
平準化が計量可能な「量」となって現れ、社会物理学や経済学を可能にしたとタルド
は述べる42。例えば彼は考古資料の例を挙げ、模倣の効果について次のように述べ
る。
歴史美術館でエジプトの遺跡からの発掘物がわれわれの前に陳列されているとき
を考えてみよう…それら昔の書物や絵画、彫刻、建築などがつくられた手法やそこ
に描かれている社会生活の様式は、まったくどれも似通っていて、同じ時代の同じ
国のなかの事物であるように感じられるだろう…われわれは現代においてさえ、革
新するよりもかぎりなく多くのことを模倣しあっているという事実を認めなければ
ならない。(Tarde1898, 訳, 156)
他方でタルドの言う「発明」は単なる工業的発明にとどまらず広い意味を持ち、言
語や宗教、行政、法律、道徳、産業、芸術などのあらゆる分野における創意を表わし
ており、「社会的に言えば、すべてのものは発明か模倣にほかならない(ibid., 30)」
。発
明は何もないところから生じるのではなく、他の模倣の流れとの「幸運な出会い(ibid.,
40

この観点は後に、社会を実在と捉えたデュルケームと論争を引き起こす。
タルドは、物理学・生物学・社会学の 3 分野には普遍的反復の三形態(波動：物理的反復、生殖：遺伝
的反復、模倣：社会的反復)が存在するとしている。
42 タルドは次のように述べる「流行や習慣がなかったら、社会的な量、とりわけ価値や貨幣といったも
のは存在しないだろうし、富や財政に関する科学も存在しないだろう（にもかかわらず、経済学者たちは
模倣と言う観念をまったく介在せずに価値理論を構築しようとしているが、これはまったく不思議なこと
である。
）
」Tarde(1890, 訳)
41
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83)」の結果である。発明が世に現れた時、「第一に、それは次第に伝播してゆくこと
によって、それに対する信仰を増大させる。第二に、それはそれと同じ目的であるか
同じ欲求におうじる別の発明や発見に遭遇すると、それにたいする信仰を減少させる
(ibid., 224)」
。すなわち 2 つの発明は伝播により拡散し、同様の目的を持つ発明と競合
する時、“論理的対決”を行う。タルドは産業の例を挙げ、次のように述べる。
産業上の競争についてよく見てみると、それは多くの対決からできあがってい
る。つまり、すでに広まり、長期にわたって定着しているひとつの発明と、それと
同じ欲求を満たすためにこれから広まろうとしている新たなひとつの(あるいは複数
の)発明との間に起こる、連続的・同時的な多くの対決である。こうしたことは、産
業的進歩を遂げている社会ではつねに起こっていることであって、そこには新しい
製品にたいして非常に有利な条件で防衛している旧来の製品が存在している。生産
と消費は、その様な製品にたいする内的な肯定と確信を含んでいる…今日ではもう
終息したが、砂糖の原料としてのサトウキビとテンサイ、馬車と機関車、帆船と蒸
気船などの間で起こった論争は、真の意味で社会的論議(あるいは社会的論証)であ
った。(ibid., 228)
こうした論理的対決の末に古い発明は新たな発明に置き換えられ、新たな慣習と蓄
積がそこから始まる。タルドは、こうした蓄積と置換が社会的進歩を達成すると考え
る(ibid., 260)43。
『経済心理学』において、タルドは経済循環の分析に“発明”と“模倣”の概念を
適用する。彼はジュグラーを引用しつつ、
「繁栄」
「危機」「清算」の 3 期から成る 10
年周期の景気循環を論じ、危機の前に生じる過剰生産が、それに先立つ“発明”によ
る過度な革新により引き起こされると考えた。そして 19 世紀のあいだの経済循環の周
期性について、
「産業的天才の豊穣さ」(中倉 2011, 332)による説明を試みている。
2.3 発明の社会学
タルドの“模倣”の理論は“心理社会学”として海を越え、コロンビア大学の F.H.
ギディングスに影響を与え、そして同時にその生徒であった“発明の社会学”44の論
者の一人、W. オグバーン(1886-1959)にも影響を与えた。
43

タルドは古い進化論者が蓄積と置換の区別を行っていないことを指摘し、彼らが「そもそも進化
evolution という言葉を選んだのがよくなかった(Tarde, 1890, 訳, 260)」と述べた。この一文はダーウィ
ン的進化観が浸透し、進化が単なる蓄積ではなく、自然淘汰を伴ったものであるという一般的理解に由来
するものであると筆者は推測する。
44 この“発明の社会学”という語は、ギルフィランがその著作、The Sociology of Invention の中で初
めて使っている。ギルフィランによると、その論者はオグバーン、ギルフィラン、アッシャーの他に、ジ
ャーナリストのケンプファート(Waldemar Kaempffert)、社会学者の L.L.バーナード、技術者のロスマン
(Joseph Rossman)らがいる(Gilfillan 1935)。
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オグバーンはコロンビア大学において計量的な社会学を修めた後、1927 年にシカゴ
大学社会学の第 2 世代としてシカゴに赴いた45。未だ社会ダーウィニズムの残滓の残
る 20 世紀初頭のアメリカ東部において、人類学者の F. ボアズや A.L.クローバー、そ
して社会学者のオグバーンらはこれに反対し、進歩の文化的・社会環境的要因を研究
し始めた。よって発明の社会学も「人種的社会ダーウィニズムに対する反乱にその起
源を持つ」(McGee 1995, 776)のである。
オグバーンの議論はそのキャリアの中で変化しているが、その初期において彼は生
物の進化が長い時間をかけて累積的に進むのに対し、文化の進化が断続的・跳躍的で
あることを指摘し、両者の間には関係が無いことを強調した46。いわゆる文明人と未
開人の違いは、文化的所産の複雑性によるものであり、知性(mind)の問題ではない。
よって文明人と未開人のあいだにおいて統一的な心理モデルが必要とされた。しかし
他方で、発明が生じるような心理モデルには、タルドが行ったような“創造性”をも
つ主体がどうしても必要となる。初期の著作において、オグバーンもまたシュンペー
ターと同様に、人口分布の一定割合に創造性を持つ主体を設定し47、創造的主体によ
る革新モデルを考察する。しかし彼は徐々に、こうした能力を発現させるための訓練
や制度の重要性を主張するようになる。オグバーンもまたタルドと同じく発明が既に
あるものの結合であると考えており48、発明が累積的に増加することによって結合に
使える知識が増加するため、発明の増加が幾何級数的に加速すると主張した。つまり
発明の視点から考慮した社会的発展は、発明を生じる天才の問題のみならず、発明の
累積を次世代へと伝達する文化的進化の問題となる。こうして彼の初期の創造性モデ
ルは修正され、偉大な発明を創造的主体の個人的な努力のみに帰さず、むしろ社会文
化的環境の所産であることを強調するようになった。
ギルフィランはグリネル・シウォーニー大学の講師やシカゴ科学産業博物館の学芸
員として働きながら、発明の議論に関する構想を練っていた。彼はオグバーンとは共
著で著書も出版している「発明の社会学」における中心人物であり、この「発明の社
会学」は彼の著作に由来している。アッシャーはハーバード大学におけるシュンペー
ターの同僚で経済史家であるが、一方で発明の発現プロセスに関する著作がある、発
明の社会学の論者の一人である。シュンペーターは著作『景気循環論』(Schumpeter
1939)において、彼らから“発明”の概念において影響を受けたことを認めている。

45

この当時のシカゴ大学の詳細については、アボット(Abbott.A 1999)を見よ。
この点に関して、タルドも同様の指摘をしていることを注記しておきたい。タルドによると「突然変
異による進化という説を支持するとしても、鳥類の翼が爬虫類の両足にとって代わるのに必要な時間は機
関車が乗合馬車にとって代わるのに必要な時間よりもはるかに長い。このことは容易に認められるであろ
う」(Tarde 1890, 訳, 71)
47 オグバーンによるとこのような創造性は、未開人でも文明人でも同様の割合で出現する。
48 こうした発明や新奇性に“結合”を重視する見方はタルドやシュンペーターに顕著ではあるが、一方
で McGee はアメリカにおいて、1889 年に前述のロバート・サーストン(Robert Thurston)が既にこの概
念を主張しているとする。
46
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ギルフィランは 1935 年 The Sociology of Invention を発表し、様々な機械や道具に
おける発明の原理を一般化しようと試みている。彼は生物進化における累積的・結合
的過程を継承しつつ、38 項目に及ぶ発明の社会学的原則を整理した。その最初に挙げ
られる発明の原理は、以下の様なものである。
1. (a)重要な発明とされているものも、細部における絶え間ない累積(accretion)の
結果であり、(b)恐らく、始まりも終わりも、定義可能な限界も存在しない。(c)
しかし曖昧に、または恣意的に言語(英語)における単語やフレーズ、産業におい
て規格化しようとする習慣により定義される。(d)発明は創造の連続というより
もむしろ進化であり、生物学上のプロセスにより似ている。なぜなら、生得的
な人間知性を通じて、根本的な共通性を備えているからである。
2. (a)発明は基本的に、多様な要素の合成である― 物理的道具の設計やそれに関
わる作業過程、必要な科学的知識、もしくは材質、建築方法やそれに関わる原
材料、燃料、工場やドックのような累積的資本、技能を持った人員、アイデア
や欠点、 財政的支持や経営管理、そして目的や他の文明との接触による交流、
大衆の評価等である。これらのほとんどは、個別の可変的要素である。(b)結合
体(complex)における要素のどんな変化も、全体を改変させ、促進させ、もしく
は抑制し、完全に停止させてしまうであろう。
3. (a)発明は“先行技術”(上記のカテゴリーからの、既知のアイデア)からの新結
合(new combination)であり、(b)その規模や成熟度、先進性において様々であ
る。

(Gilfillan 1935, 5 筆者訳)

以上のようにギルフィランは発明に関して、ラディカルな生物とのアナロジーを用
いて説明する。彼は“進化的”連続性が言語や習慣、社会的慣習などにも見られると
する。そして、こうした発明の連続性は、その普及過程について、幾つかの段階(導入
期・普及期・飽和期といった)をもつ、ある種の“ライフ・サイクル”に従うと主張す
る。彼はその起源を、タルドや S.クズネッツらの S 字関数的な普及過程の記述に求め
た49 (Tarde 1890[2007]、Kuznets 1930)。ギルフィランは、発明の複雑性を認めつつ
も、一般化できる原則や機械的決定論を模索していたのである。
A.P.アッシャーは 1929 年、A History of Mechanical Invention を著わし、“発明”
やイノベーションが生じるメカニズムの定式化を試みている。本書の第 2 章で、アッ
シャーは機械の発明のプロセスを論じているが、彼によると発明は偉大な天才の手に
よるものではなく、通常の知性によって為されるものである(Usher 1935, 8)。アッシ

49普及過程の経験的研究はそれ以降も盛んに行われた(グリリカス、マンスフィールド、広岡等)。これら

の研究では、ロジスティック曲線が使われ、回帰分析が行われている。タルドやクズネッツらは、こうし
た計量的研究への道を作った。
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ャーによると、発見とは「それ以前認識されていなかったような、自然界の関係性に
気付く」(ibid., 10 筆者訳)ことであり、一方発明は「すでに存在する要素を新たな統合
や新たなパターン、新たな行動形態へと構成的に取り込む(constructive
assimilation)」(ibid., 11)という点で、発見と区別される。発明は広範な意味(技術や
言語)を含むが、何らかの“必要(wants)”を満足させるために要素を新たな行動へと
統合する、という一連のパターンは同じものとして描かれる。こうした発明を引き起
こす知性を説明するため、彼はゲシュタルト心理学を引用して“新奇性”の発現とし
ての“発明”のプロセスを明らかにしようとした。それによると、まずこのプロセス
は新しい、完全には満たされていない必要50の認知から始まる(ibid., 16)。新たな必要
が認識されると、個々の発明家の全体的な経験が新たな知識の発現に重要な要素とな
る(ibid., 17)。最先端の一般的知識も重要ではあるが、何よりも発明家自身が実践にお
いて得た経験が重要である。さらに発明を取り巻く環境の要因も大きい。たとえばエ
ジソンによる白熱電球の“発明”において炭素フィラメントの性質の“発見”は必要
条件であったが、こうした特殊な条件をすべて説明し尽くすことは不可能であり、一
つの発明は非常に複雑な環境の配置の中から生じたものである。こうした知識環境の
累積は、一個人により達成されるというよりも社会的なものである。アッシャーは一
連の“発明”のプロセスを、A History of Mechanical Invention の改定版(Usher
1954)において、より簡潔に 4 つのステージにまとめている。
1, 不完全なパターンの認識：この段階では、不完全・不満足なパターンや必要を
満たす方法が認識される。
2, ステージの設定：解決のために必要な要素、情報が集められる
3, 洞察の活動(the act of insight)：不確定要素は知的活動(mental act)により、そ
の問題に対する解決策が発見される。この活動は概して、訓練された専門家に
期待される“技術の活動”をしのぐものである。
4, 批判的再考：解決策が完全に探求、再考される(あらたな洞察の活動により、さ
らなる洗練がなされる)。
(Usher 1954, 66：それぞれの解説については、Basalla 1988, 23)
こうした個々の小さな発明はより大きな規模の発明へと“統合”される。こうした
個々の洞察や要素の統合が社会を形成しているのである(Usher 1954, 68)。シュンペ
ーターは『経済発展の理論』(Schumpeter 1926)のなかで、ギルフィランやアッシャ

50アッシャーは“一般的”な説明を志向しており、この“必要”も一般的なものとしているが、一方でワ

ットによるニューコメン蒸気機関の改良のように、特殊で専門的な“必要”もある。こうした必要を気付
くためには特殊な技量が必要である。
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ーのこうした議論から“発明”に関する含意について、大いに影響を受けていたこと
を認めている(Schumpeter 1926, 訳, 123)。
3 革新と発展の理論
3.1 論者の影響関係とバックグラウンド
本節ではシュンペーターとそれぞれの論者の間の関係性と、そしてその知的背景に
ついて考察する。シュンペーターやタルド、“発明の社会学”の論者らは、明示的にで
はないが、持続的に影響を与えあっていたのではないかと考えられる。シュンペータ
ーはタルドの Psychologie Économique (経済心理学)について、最初の著書、『本質と
主要内容』で批判的にではあるが、言及している。彼はタルドの経済分野に関する
“心理学的”な説明を疑問視し、経済学と心理学の分野の独立性を強調した。他方で
彼らの理論の類似性を強調する研究もある(Taymans 1949, Michaelides and
Theologou 2009)。タイマンズ(Taymans 1949)はタルドとシュンペーターの理論につ
いて、彼らの根底にある“動態的全体像(perspective)”の共通性を主張した。例えば
発明家や企業者という指導的主体に、静態的反応を示す追随者が倣い、それらのイン
タラクションが動態的過程を形成するという議論である。また、旧来の習慣の軌道と
は別の発明が誕生して新旧の軌道間で摩擦が生じるという図式にも類似性が見られる
とする。ミカエリデスとセオログらは、個々の主体のインタラクションで社会が形成
されると言う“方法論的個人主義”に両者の類似性を見出した。
シュンペーターが彼の“革新”の理論に関してオグバーンの著作から影響を受けた
か、もしくはその逆が言いうるかどうかは定かではない51。しかし、ギルフィランと
アッシャーからの影響については、シュンペーターも『景気循環論』の中で“発明”
の概念において、その影響を受けたことを認めている。特にアッシャーに関しては、
ルタン(Ruttan 1959)や八木(2004)も述べる通り、ハーバードの同僚としてシュンペー
ターと活発なやり取りがあったことが推察される。しかしシュンペーターは“発明”
と“革新”を区別をし続けている。彼は 1944 年、経済学者であり産業史家である
W.R.マクローリン(W. Rupert Mclaurin)に宛てた手紙の中で、アッシャーらが言う
“発明”の連続性と“革新”の断続性の違いについて説明し、“発明”活動自体とは独
立した企業者についての議論をしている52 (Hedtke and Swedberg 2000, 349)。ギル
フィランに宛てた手紙でもまた発明と革新を区別し、ギルフィランの研究がシュンペ
ーターの研究とは全く対象が異なることを強調している53 (ibid. p.265)。
51

ただし彼らは伴に、R. フリッシュやアッシャーらが 1930 年に設立した計量経済学会の初代会員であ
ったことは注目すべきである。
52他方で、シュンペーターは“歴史の問題”として、
「企業者は資本家であり発明家でもある場合がほと
んど」としている。しかし、分析においてはどちらの能力も“不可欠”なものではない(Schumpeter
1949, 訳, 135)。
53 この中で興味深いのは、ギルフィランの研究により“発明の分布”が分かれば、革新理論にとって役
に立つことを、シュンペーターも認めていることだ(リップサービスの可能性もあるが)。シュンペーター
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アッシャーやギルフィラン、オグバーンら“発明の理論”からの影響に関して、シ
ュンペーターの“革新”の理論には、変化として明示的に現れてはおらず、具体的な
影響関係を述べるのは非常に難しい。しかしタイマンズ(Taymans 1959)の述べたタル
ドの理論との類似や、八木(2004)が考察したアッシャーとの議論等、再び立ち返って
考えるべき議論は多い。また、彼らの著作には、共通してみられる“進化思想”の知
識や方法論が存在する。そうした知識を通じて、彼らの類似や違いは何に由来するの
かを次節において考察してみたい。
3.2 知的バックグラウンドとしての“進化思想”
進化という思想はダーウィンやスペンサーの登場以来、それ以前の素朴な進化主義
の思想とは異なる複雑な展開を示した。特にダーウィニズムは自然科学から社会科学
まで幅広い影響を持ち、それら諸科学は新規性の社会動学の論者達にも大いに影響を
与えている。本節ではこの影響について、二つの観点から論じる。第一に社会・文化
進化の観点であり、第二に統計学、特に優生学の観点である。
第 1 章、第 2 章で論じた通り、啓蒙思想に端を発する進化主義(Evolutionism)は
1900 年代に歴史学者や伝播主義者の反対に遭い、ドイツやイギリス、アメリカにおい
て斜陽となった。タルドもシュンペーターもその社会動学を構築するにあたり、古い
進化主義概念を克服することを目的としたことは前二章で議論した。古い進化主義の
一部やスペンサーの社会進化論は生物進化と社会進歩を同一視し、目的論を保持した
まま社会ダーウィニズムとして政治的目的に利用されることになる。
ダーウィンの進化観を理解していたタルドは決定論的な進化主義概念とダーウィン
的な進化概念の違いを良く理解しており54、またシュンペーターも生物進化と社会・
文化進化のアナロジーを注意深く分離していた。他方で社会ダーウィニズムはダーウ
ィンの生物学的進化論という自然科学の権威の下に、その論者を増やしていった。坂
上(坂上 2011, 14)によると、ダーウィンの使ったメタファーに対する解釈の相違から
様々な亜種が生じる。例えば「生存闘争」についてダーウィンは個体間、種間、そし
て生活の物理的条件の 3 つを挙げたが、「自由競争をダーウィニズムによって正当化し
ようとする論者が同種の個体間の生存闘争を強調したのに対して、人種間の優劣とそ
れにもとづく植民地主義を主張する論者は、集団間の生存闘争を力説(ibid., 14)」し
た。こうした植民地主義的進化観が横行したのは、言うまでもなくアメリカである。

もタルド同様、発明の周期性が革新の周期性へとつながる可能性を想定していたことを示唆している。こ
れは企業者の出現に限らず、発明の出現を重視しており、発明と革新の次元を厳密に分けていたシュンペ
ーターにしては珍しい記述である。
54 タルドがダーウィン的進化論の非決定性を理解していたことは第 1 章で論じている。また中倉も論じ
ている通り、
「タルドは、ダーウィニズムそのものを社会科学へ直接導入することは否定し、独自の進化
論を作り上げたと自ら考えていた(中倉, 2011, 105)」のである。
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竹沢によると、19 世紀から 20 世紀初頭のアメリカにおいて人類学は植民地主義を
強く支持する内容であった(竹沢, 2011)。それは「黒人の劣性を証明し、アメリカ・イ
ンディアンに対する征服や隔離を正当化すること、そして神により委ねられた「白人
の運命」としての支配とその文明の発展に科学的根拠を示すこと(ibid., 453)」を主た
る目的としていた。こうした発展観、進化観を示す格好の例として、1893 年のシカゴ
世界大博覧会がある。この博覧会において民族学、考古学分野の主任を務めたのはフ
レデリック・W・パットナムであった。この分野の展示では先住アメリカ人の民族学
的展示やユカタン遺跡の展示と並んで、諸人種の頭蓋骨容量の測定値なども掲示され
ていたという。竹内は「類人猿から、劣等人種、高等人種へと、測定値という科学的
装いをまといながら社会進化を意識して展示されていたことは疑いようがない(ibid.,
474-476)」と述べる。またインディアンの展示についてもその文化的特異性が強調さ
れ、未開と文明の差を明示したものとなっていた(ibid., 477)。
他方、インディアンの未開状態を強調するというパットナムの指示によって催され
た展示に対し「少なからぬ抵抗がさまざまな形で働いていた(ibid., 479)」ことも事実
であった。そして 1910 年代、人類学者の F. ボアズは『未開人のこころ』などの著作
において人種間の優劣を否定し、ヨーロッパ人種優越主義を批判し始める。A. バーナ
ードによると、ボアズは白人種が「知的に優越ではなく、単に他の「人種」より有利
だっただけ(Barnard 2000, 訳, 176)」であり、文明の起源が白色人種だけではないこ
とを強調した。こうした人類学観に影響を受けたのが発明の社会学の論者達である。
彼らは人間の差異を強調するモデルを嫌い、第 1 章と 2 章で論じた伝播主義から再び
離れ、精神的同質(psychic unity)を持つ主体を基礎としたモデルを模索し始めた。こ
こで、新規性の社会動学の論者に影響を与えたもう一つの要素である、統計学や優生
学に関するバックグラウンドが重要な役割を果たす。すなわち、革新を生じる主体と
しての“天才”を設定するか否か、という問題である。
3.3 統計学と優生学
小杉肇によると最初に“自然科学的統計”を打ち立てたのは、19 世紀中葉に活躍し
たベルギーの天文学者、L.A.J.ケトレであった(小杉 1984)。彼は人口がマルサス的に
幾何級数的に増加せず、その増加の速度に比例することを主張55して人口推定の精度
を上げた。また“平均”の概念を考案し、犯罪統計に関する法則を発見し、人体測定
学(Anthropometry)により人間の生理学的な観察研究を行い、さらに統計的方法論を
確立した、近代統計学の創始者であった(ibid., 185-193)。また、ベルギーにおいて官
庁における統計の統一を図って「その結果社会学や経済学の比較性を要する科学の価
値を高めた(ibid., 193)」ことにより、後に E. エンゲルやマルクスらにも影響を与え
ている(ibid., 197)。
55

この発見は後のヴェアフルストによるロジスティック曲線の発見につながる。
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タルドもまたケトレの統計学に強く影響を受けていた。ケトレが集団典型値(grouptype)としての“平均人”56を想定(ibid., p.196)したように、タルドも人間類型の標準
化に着目し、
「ヨーロッパでは、衣服や食料、住居、必需品、思想、制度、芸術に起こ
った流行をはじめ、あらゆる形態の流行が目覚ましく広まった結果、同一の人類類型
から何億人も人々が転写されつつ(Tarde 1890, 訳, 45)」あることを指摘する。そし
て、こうした標準化が社会物理学や経済学を可能にしていると述べた57。しかしタル
ドによると、ケトレは一定事実の再生産(すなわち繰り返し観察される平均)のみを重
視しているが、それよりも模倣の規則的伝播を表す模倣の増加や減少の方が重要であ
ると論じる(ibid., 175)。すなわち、平均は様々な欲求が互いを抑制し合う均衡であり
「この野心がこれ以上自然な方向に進むことができず、もはや実現不可能となった光
景(ibid., 179)」に他ならない。彼にとって、標準化により生じる決定論的な法則関係
は「発明を生み出さないほどの枯渇状態(ibid., 180)」なのである。
ケトレの統計学を生物進化に適用して洗練させたのは、ダーウィンのいとこである
F. ゴルトンと、そして K. ピアソンであった。ケトレの人口動態論や人体測定学は、
進化論の重要な一側面である「個体群思考」を考察する際において重要な方法とな
る。ゴルトンは 1869 年、
『遺伝的天才』を著し「一定の人口(たとえばイギリス国民)
のなかに「天才」がどのように分布しているのか(宇城 2011, 413)」を論じる。宇城輝
人によると、ゴルトンの言う遺伝的天才とはロマン主義的な天才ではなく、「様々な意
味での有能さであり…人口全体の活力を規定する、人々の多様な能力の総体(ibid.,
414)」であるとされる。彼は人口をケトレの二項分布(極限においては正規分布)を用
いて表し、それを十四の階級に分割し、『時代の人物』という人物名鑑から「天才」を
その分布に割り当てた。その人口の動態に関して注目すべきなのは、ゴルトンは天才
が単純に親から子へと遺伝すると考えず、天才の家系という考えを否定しているとい
う事であろう。宇城によると「その家系は圧倒的多数の群集のなかにいずれ埋没して
ゆく」のであり、
「新しい天才はむしろその群集の別の箇所から」やってくる。そして
「種族の中心」は「その群集の内奥にあるだろう…おそらくこのような動きの鍵を握
っているのは人口のうちの抜群でも平凡でもない部分だという事になる(ibid., 425)」
。
これは集団を個体の挙動により説明するという事であり、標準化を重視するケトレの
統計学には無い含意であった。
こうしたゴルトンの考察は、シュンペーターの企業者観や社会階級論に少なからず
影響を与えている58。塩野谷は企業者像の起源について、“指導者社会学”における社
56

小杉によると、ケトレにとって人間に関する現象から法則を導くとき、
「人間とは何か」といえば「平
均人」のことであり、これは一種の理想的な仮想物であり、社会物理学を確立する場合の基礎となるもの
である(小杉 1984, 192)。
57 ここで注意すべきなのは、ケトレが人間の精神的、身体的な標準化について議論しているのに対し、
タルドは人間の社会文化における現象の標準化を問題としている。
58 シュンペーターの社会階級論はマルクス階級論の批判的継承であるとされる。シュンペーターはマル
クスの唯物史観を“統一的社会科学”と呼び、高く評価していたが(塩野谷 1995, 94-95)、彼は上部構造
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会学の人間類型の二分法が起源であるとするが、シュンペーターは『経済発展の理
論』第二版の注(Schumpeter 1926, 訳)において、企業者特性が「人種的に同質な人口
の間では、おそらく他のたとえば身体的特性とまったく同じように分布しているであ
ろう(ibid., 216)」と述べ、その分布の四分位における能力差を説明する59。また「社会
階級論」(Schumpeter 1927[1991])においては、階級論という分野が優生学に負う部分
を持つことを認めている(ibid., 231)。
しかし、優生学は、最終的に政治的な目的で利用されることに様々な問題を孕んで
いる。優生学の問題は人為的に「人口に介入し操作する(宇城 2011, 441)」技術を含む
ことである。これには犯罪や貧困を招きやすい劣性の遺伝から社会を守るという思想
が含まれていたのだが、こうした思想が反感を生み、優生学と伴に社会ダーウィニズ
ム、ひいては社会進化論までが批判の的となる。先ほども述べた通り、19 世紀末から
20 世紀初頭のアメリカにおいて社会ダーウィニズムが流行していたが、進化概念を利
用した社会改良の処方として優生学も持ち込まれていた。小林清三によると 19 世紀末
のアメリカにおいて犯罪の多くが知的障害の結果とされた調査報告が出され、こうし
た非適合者が社会に対する脅威であると見なされていた(小林 2011, 504)。生物学的要
因で生じた問題は生物学的に解決されうるという信念によって、アメリカの優生運動
は「科学的」に展開してゆく。この運動は「調査研究と社会行動計画という二つの領
域(ibid., 507)」から構成され、後者は「遺伝的血統を改善するための実際的プログラ
ムを展開(ibid., 507)」した。後者を担った H. ローリンはアメリカの人種構成を維持
するために移民の制限や結婚、生殖のコントロールまでも視野に入れており、1907 年
のインディアナ州における断種法の制定に関わった。これは重犯罪者など不適応者の
血統の断種を意図するものであり、不妊手術という極端な手法がとられた(ibid., 515516)。
しかし 1920 年代、
「遺伝科学の進展にともなって、環境要因の重要性と遺伝メカニ
ズムの複雑性」(ibid., 521)が究明され始めると、優生学は時代遅れという批判を浴び
始める。また 1910 年代における F. ボアズや A.L. クローバーといった人類学者らに
よる社会ダーウィニズム批判も相まって、社会文化進化論もまた批判の的となるよう
になった。このような背景の下、社会の発展を研究する社会学者や人類学者、歴史家

と下部構造の一方的な規定関係を拒否し、経済領域以外からの社会階級への影響も受け入れつつ、生産の
社会過程の内在的進化という図式だけを受容した(塩野谷 1995, 95)。そして、指導者たる“企業者”を、
その運動のきっかけとする。メルツ(1991)はこのシュンペーターの指導者像に影響を与えたものとして、
ヴィーザーとゾンバルト等を挙げるが、塩野谷(1995)はウィーンにおける“哲学的思潮”としてニーチェ
やベルグソン、パレート、ヴェーバーなど、エリート主義的な思想からの影響も指摘する(ibid., p209)。
59 四分位や十分位といった、こうした分布の分け方はゴルトンの弟子のピアソンが創案した(小杉 1984,
211)。八木紀一郎(1993)が調査した、1909 年におけるシュンペーターの講師資格承認手続きの書類に
は、シュンペーター―の講義担当可能科目の計画書も含まれている。これの統計学の講義内容について彼
はピアソンやエッジワースの名前を挙げている。また、ケトレやゴルトン等について「容易に近づきうる
業績については、本広義で取り扱わない」(ibid., 76)としている。
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などは、社会発展を天才に帰すか、それともそれを生じた環境で説明するかを議論し
た。
オグバーンやギルフィランらもまた、タルドの心理社会学からの影響を受ける一方
で、ボアズやクローバーから強い影響を受けていた60。ボアズやクローバーらは精神
的同一性 (psychic unity)61の概念を保留しながらも文化相対主義を唱え、地域の発展
の独自性を強調する(Trigger 2006, 218)。社会学者として発明の発現過程を考察して
いたオグバーンは初期の研究において、タルドやシュンペーターと同様、同一性の高
い主体のなかに発明をする指導者的・天才的主体が一定割合で分布するようなモデル
を思い描いていた。しかし、文化レベルの地域間の違いを説明するため、また同時
に、人間の能力における優劣を明示することによる社会ダーウィニズム的主張を逃れ
るために、次第に文化内における知識の累積性を重視するようになる。彼は 1926 年
に発表した論文、
“The Great Man versus Social Forces(Ogburn 1926)”において、
文化の累積性とそれを形作る“社会的評価”という観点から、学習による習慣形成過
程を文化発展のモデルとした。
このように、社会ダーウィニズムや優生学への反感から、天才的主体の仮定を設け
ず、一般的な説明によって発明と伝播の関係を論じるという思潮は、文化進化論者や
発明の社会学の論者に見られる。たとえばギルフィランは技術的環境からの要因を重
視している62。彼は発明の累積性という観点から議論を進め、個人による偉大な発明
という神話がいかに形成されてきたか、無数の個人による発明の累積がいかに重要か
を、船舶の歴史における例で説明している(Gilfillan 1935)。
一方アッシャーは、クローバーやオグバーンらの社会環境要因のみによる発明のプ
ロセスの説明を退け、心理学的アプローチにその答えを求める。彼はより一般的な説
明を求め“発明”という能力に特殊な地位を与えず、ゲシュタルト心理学を用いて、
“通常”の知性が発明を成し遂げるプロセスを説明した。しかし彼らはいずれも同質
性の高い能力を持つ主体の無数の発明を重視し、知識の累積的増大、歴史的配置の方
を重視するモデルを構築したのである。

60詳しくは、ホジソン(Hodgson

2004, 130)を参照。
これは、人間の知性がどの地域でも同じであり、似たような発明がどこでも起こり得ると言う考えで
ある。筆者はこの論文の最初のバージョンを執筆している時点で、ボアズやクローバーがドイツ伝播主義
を単純に受け継ぐと考え、
“精神的同質性”を否定する論者だと誤って理解していた(小林 2014)。しか
し、実際はこの仮説を保留しつつ、文化相対主義によって古い進化主義を乗り越えたものと考えるのが妥
当であろう()。
62 ギルフィランの超人(Great Man)に関する問題について、八木の論文(Yagi 2008)も参照のこと。ま
た、この時期の議論として、産業的発明がヒーローによるのか、それとも組織的に行われるのかについ
て、イプシュタイン(Epstein 1926)の議論は詳細に提示している。また、発明家の能力と社会ダーウィニ
ズムとの関連に関してはマックジー(Mcgee 1995)が詳しく述べている。
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これまで議論してきたように、タルドやシュンペーター、そして発明の社会学の論
者には“進化思想”という共通のバックグラウンドがあった。そして進化思想は、社
会的発展を人類学・民族学的視点から説明しようとする文化進化論と、社会改良とい
う目的から天才の分布を考察した統計学、すなわち優生学という、二つの点において
新規性の社会動学に影響を与えている。
文化進化論や優生学は社会科学的な観点から見ると得るものの多い分野であった。
しかし、これらは植民地における政治的目的に利用され、またその誤った理解と適用
により、20 世紀初頭において科学としての信用を失ってゆく。その過程において発明
の社会学の論者らは、超越的な主体の想定を排して、生物的には同質的な主体による
一般的な説明を求めた。
発明の社会学の研究者らは戦後、その多くがアメリカの技術史学会(Society for
History of Technology)の設立メンバーとなった。こうしてアメリカ技術史学会は単に
技術史や工学だけではなく、人類学や経済学の要素を含みつつ戦後の技術史研究を支
えてゆくこととなる63。
4 結論
本論文では、シュンペーターとタルド、そして発明の社会学の論者らの影響関係や
かれらの議論の類似点、相違等を検討し、またその原因となっているバックグラウン
ドを論じてきた。タルドとシュンペーターの理論の類似に関しては、彼らがその理論
に直接影響を与えあっていたかどうかは定かでは無い。またシュンペーターと発明の
社会学の論者に関しては、シュンペーターが発明の問題において影響を受けたと明示
してはいるものの、彼は発明を分析の範囲には入れておらず、影響は限定的なもので
あった事が伺える。タルドと発明の社会学に関しては、タルドの心理社会学に影響を
受けたギディングスがオグバーンの師であり、間接的な影響が認められた。またギル
フィランの著作においてもタルドからの影響が伺える。
そうした直接的な影響関係の有無よりも重要なのは、彼等の議論のバックグラウン
ドとして、人類学や統計学によって支持された進化思想から非常に大きな影響を受け
ており、その分析における傾向として、みな数理的な統計処理も視野に入れていたこ
となどが伺われた。しかし、彼等の社会動学の一つの源流ともいえる文化進化論は社
会ダーウィニズム批判という、20 世紀初頭のアメリカにおける大きな社会問題に直面
した。その中でタルドやシュンペーターといった論者と、社会ダーウィニズム批判を
経験した発明の社会学の論者ではその理論形成において微妙な色合いの違いが生じて
いる。発明を起こす生物学的な超人による社会現象の説明は徐々に下火となり、統一

アメリカ技術史学会はシェーラーや N.ローゼンバーグといった経済学者も多く投稿し、ネオ・シュン
ペーター学派と少なからず関係を持つこととなった。
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的な能力を持った主体や社会的要因が強調され、発明自体が特別なものではなく、通
常の問題解決と何ら変わりない心理的プロセスで生じる事が論じられるようになる。
最後に、
“発明の社会学”がシュンペーターの議論に影響したかもしれない点を幾つ
か考えてみたい。シュンペーターは、その初期の著作において、企業者主体による革
新の理論を唱え続けていたが、後期の著作においては徐々に発明が大企業や省庁の様
な組織で行われ、システム化するようになると予測している(Schumpeter 1942,
1949)。また、ベッカーやクヌーゼンら(Becker, Knudsen and March 2006, 356)も認
めているが、シュンペーターの著作の中で、発展に関する理論の中から徐々に企業者
の影が薄れてゆく傾向にあることも認められる。これらが発明の社会学との議論から
生じた変化かどうかは分からないが、八木(2004)が記すように、シュンペーターがシ
カゴ大学で行う予定であった最後のスピーチにおいて、経済が制度的要因に働きかけ
るだけではなく、制度的要因が経済主体に働きかける影響もまた論じられる予定であ
ったことは注目すべきである。これはシュンペーターの関心が徐々に、主観的な主体
である企業者から、制度や組織へと移っていったことを示している。この関心の変化
は、シカゴ大学が議論の中心であった、“発明の社会学”による影響も一因として考え
るべきではないだろうか。
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第 4 章 シュンペーターの発展概念と文化進化概念
― 歴史的素材の社会学的加工
Ⅰ.はじめに
ジョセフ・A・シュンペーターは『経済発展の理論』を 1912 年に著し、経済発展が
いかに生じるかを詳細に論じる。彼によると経済発展は、指導者的性格を持つ企業者が
いわゆる新結合により旧い均衡を破壊し、体系の内部から新規性を市場にもたらして静
態的な経済に断続性を生じさせることで始まる。人口や富の増加といった経済成長は、
ここでは発展とは見なされない。なぜなら、「これによって惹き起こされるものは質的
に新しい現象ではなくて、たとえば自然的与件の変化の場合と同様な適応過程にすぎな
い」(Schumpeter 1926, 訳, 175)のであり、よって「静態的考察方法の適用を妨げない」
(ibid, 175, 引用(五))からである。シュンペーターは戦争のような社会領域におけるあら
ゆる現象が、社会的・経済的関係に影響を与えるとする。こういった偶発的なイベント
のうち、体系内部から生じる“動態”として設定されるのが、企業家による“新結合”
ということになる。
この図式は経済領域のみならず、その他の社会領域における“発展現象”を説明する、
“発展の一般理論”としての性格を備えている(塩野谷 1995, 吉尾 2008)。例えばシュ
ンペーターは、指導者的役割を持つ主体と追随者との相互関係という図式の下で“学問”
の領域、特に“経済学”がいかに発展してきたかを説明する(Schumpeter 1908; 1932)。
発展の理論の他領域への適用は、芸術や歴史的制度の発展(例えば封建制度の進化)等、
文化進化理論と非常に密接に関わっており、彼の挙げる例証がそれを反映していること
を示そうと思う。
『経済発展の理論』英語版(Schumpeter 1934)において、シュンペータ
ーは静態と動態を区別することが様々な領域で有効であると述べ、「文化進化の理論と
呼びうるものは、重要な点において本書の経済理論と著しい類似性をもっており、上述
の区別はこの理論の領域においても有効」(ibid, p.xi)であることを指摘する。シュンペ
ーターが渡った 1930 年代のアメリカにおける“文化進化”の概念として、社会学者の
ウィリアム・オグバーンは「発明や文化的特質の伝播(diffusion of culture trait)、文化
接触や文化的孤立(culture contacts and isolation)、知識ストックの量と新たな発明の
数の比、変化に対する社会的態度、発明を受け入れることへの抵抗、その他の社会的な
要因等」(Ogburn 1937, 11)といった概念を挙げる。こうした概念は、シュンペーターが
『経済発展の理論』の初版を出版した 1912 年頃までのヨーロッパでは、歴史学や社会
学の分野において、まさに発展段階の問題として盛んに議論されていた。
シュンペーターはその著書、
『理論経済学の本質と主要内容(以下『本質と主要内容』)』
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(Schumpeter 1908)、
『経済発展の理論』(Schumpeter 1912)、そして未発表論文である

Entwicklung (Schumpeter 1934)の中で様々な例証を用いてこうした“文化進化”の現
象を説明している。説明に使われる素材としては、ヨーロッパ先史時代における杭上家
屋、絵画の進化、そして有名な郵便馬車から鉄道へ、等といった例がある。これらの歴
史的素材は、当時すでに社会科学において、秩序立てて加工されており、シュンペータ
ーの言う“文化進化”の現象を非常に良く表していた。本稿ではこれらの例を詳細に検
討し、シュンペーターが発展という問題をどのように捉えていたかを考察する。以下、
第Ⅱ説では、まずシュンペーターが発展の理論をどのように捉えていたかを、彼の著作
から読みとり、そして第Ⅲ節では、シュンペーター自身の発展の理論の説明に使われて
きた例を考察する。第Ⅳ節で、これらの議論を総括したうえで結論としたい。
Ⅱ. 文化進化論としての“発展の理論”
シュンペーターは、静態と動態の区別を軸とした彼の発展の理論を、経済のみならず
様々な領域に適用できるとしていたことは、既に塩野谷祐一や吉尾博和らが議論してい
る(塩野谷 1995, 吉尾 2007; 2008)。塩野谷はシュンペーターの社会科学に、静態・動
態・文化社会発展という実態理論の 3 層構造と、科学方法論・科学史・科学社会学とい
うメタ理論の 3 層構造を見出す。そして彼はこの 2 つの体系を「二構造アプローチ」と
呼び、これをもってシュンペーターの「総合社会学」とした(塩野谷 1995, 10)。他方で
吉尾はシュンペーターによる「発展の一般理論」(吉尾 2007; 2008)を重視し、その特殊
ケースとして経済発展があることを述べる。発展理論は学説史にも応用されており、こ
れが全体のフレームワークとして、体系を支えていることを示す。双方とも各領域の間
の相互作用を論じているが、吉尾は特にこれらがフラクタル構造を示すものとして解釈
している(吉尾 2008)。
各領域間の関係は本稿において中心的な話題しては扱わないが、「発展の一般理論」
がシュンペーターの基本的なフレームワークであり様々な領域に適用されるというこ
とは、彼自身も述べていることである。このフレームワークは、彼の生涯のキャリアを
通じて、その研究を特徴づけてきた。本節では、シュンペーターの思い浮かべる発展の
一般法則がどの様なものかを、彼が使った例証を基に考えていこうと思う。彼が当時の
発展論の基礎たる理論としたのは、イーゼリンやヴィーコらの発展段階説であった。
1. 秩序を立てる腕
「社会事象は一つの統一的な現象である。その大きな流れから経済的事実を無理やり
に取り出すのは、研究者の秩序を立てる腕(die ordnende Hand)である」(Schumpeter
1926, 訳, 25)とシュンペーターは述べた。吉尾は特定の科学が成立する条件として、
「そ
の対象としての研究領域が秩序を持つと認識する事」(吉尾 2008, 43)であるとする。
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かくして発展の理論が科学として成立するためには、発展の歴史的経緯を単なる歴史
的記述とせずに加工して論理的に理解可能にする、何らかの“秩序を立てる腕”を必要
とする。シュンペーターは「社会科学の過去と未来」(Schumpeter 1915)において、
“歴
史的素材の社会学的加工”という節を設け、歴史家がどのように“発展”を秩序立てて
きたかを論じた。シュンペーターによると、歴史的素材が“科学的思考の王国”に足を
踏み入れるようになるのは、(１)その素材が社会科学的研究成果を適用する対象となり、
それによって歴史現象の分析的解明が可能となった時、(２)生のままの歴史的素材が抽
象化の基盤となり、生の素材から直接に、また生の素材に即して、多少なりとも普遍性
をそなえた規則性が抽出されるようになったとき(Schumpeter 1915, 訳, 199-200)であ
る。
このような手続きにおける歴史の科学化は、18 世紀後半の文化史や人類史に始まる。
例 え ば シ ュ ン ペ ー タ ー は 、 美 術 史 家 で 考 古 学 者 の J. ウ ィ ン ケ ル マ ン (Johann
Winckelmann)64の著作を引用し、芸術の様な“美学”が主観的なものから“社会学化”、
すなわち、より客観的な科学へと変化したことを指摘する(Schumpeter 1914, 180)65。
人類史という“巨視的”把握を行った最初の科学的な歴史家として挙げられているのが、
文字通り『人類史』という著書を手掛けたイーザク・イーゼリン、そしてヨハン・C・
アーデルンクやヨハン・G・ヘルダーなどである。他方で個々の民族の歴史の平行性や、
規則性、周期性などを考慮に入れた著者として、イブン・ハルドゥーンやジャンバティ
スタ・ヴィーコが挙げられている。これらの著者に共通するのは、何らかの歴史の“発
展段階”を示すことによって、歴史の定向的や反復性、もしくは周期的なパターンを示
そうという努力である。例えばイーゼリンは、「心理学的な発展段階の区別を用いると
いうやり方」(Schumpeter 1915, 訳, 200)をとる。彼は完全性の理念を価値判断の柱と
し、これを秩序・美・善と同一視して、人類史を「理性的な完全性という最終目標へ至
る直線的な歩みとして理解」(濱田 2014, 246)する。そして「感性を自然状態、想像力
を未開状態、理性を道徳状態」に対応させ、人類の発展過程を「個人の成長になぞらえ」
(ibid., 246)た。
ヘルダーも同様に“粗悪なものから良いものへ”という定向的な進化を設定し、誕生・
発展・衰退という発展段階を設定する。一見して直線的に見える段階説であるが、ヘル
ダーのものは別の発展へと続く、円環的な進歩観となっている。発展・衰退・循環とい
う、単純な歴史的時間とは異なる、この 3 つの時間意識により、ヘルダーは「啓蒙主義
の直線的進歩史観の修正を図」(ibid., 200)った。
こうした極端な歴史の単純化に対する修正はヴィーコにもみられる。ヴィーコはデカ
ルト流の数学的明晰性が人文・社会科学には認められないとして、「学問の諸領域にお
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ウィンケルマンは彫刻の銘や文献をもとに、多くのギリシア彫刻を年代ごとに分類した。
シュンペーターは脚注でウィンケルマンを引用する。
「美学の主観化、心理学化、社会学化という順序
は、実は一本の道の上にしるされる行程の一歩一歩にほかならない」(Schumpeter 1915, 訳, 180)。
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ける方法の相違あるいは別の表現をもってすれば、相対性が認められなければならない」
(金指, 1986, p.7)ことを指摘する。歴史学には、数学的な明瞭さはもとめられず、
「精密
でも真でもなくて、単に近似的蓋然性であり、哲学と歴史の両方面より実証と是正をう
く」(ibid. p.8)べきものであり、
「このような歴史認識の下で、民族の発生、発展、衰退
が一定の法則として表現」(金指 1986, 7)されている。シュンペーターはこうしたヴィ
ーコの“歴史的社会科学”を高く評価し、これを“精神と社会との進化科学”と呼ぶ(ibid.,
7)。
上記の歴史家たちに共通する発展理論の最初の方法論は“発展段階”の設定であった。
啓蒙主義時代に共有された哲学の一つとして、プラトンに始まる、「存在の連鎖」とい
う宇宙観・自然観がある。濱田はラブジョイ(Lobejoy 1936)が定義するこの宇宙観の特
徴を次の 3 つの原理にまとめている。
(1)充満(fullness)。宇宙は考えられ得るすべての種の生き物によって満たされて
おり、観念上の可能性のすべてが現実性に必然的に完全に転化される。
(2)質的連続(qualitative continuity)。ある種のものの性質は隣接する種類のもの
の性質との間に明確な境界を示さず、相互に浸透する。
(3)存在の梯子・階層性(ontological scale)。事物の本質は階層的に秩序付けられて
おり、事物は「完成」の度合いに従って段階づけられた自然の梯子に配列され
うる。
連続性・階層性の概念に時空的視点を内包したものが生物や社会の進化理論である。
バーナードによると、
「本による教育を受けたほとんどの人は、他の諸文化を学ぶ前に、
生物進化について学んで」(Barnard 2000, 28)いた。初期の発展段階説はイーゼリンが
描いたようにあらゆる人類を包括する、普遍的なものから始まる。これは「存在の連鎖」
の概念のような、啓蒙思想における宇宙観に基づくものであった。しかし、ヴィーコや
ヘルダーらは歴史の複雑性・多様性を認め、直線的・単線的な発展の存在に距離を置き、
周期的、並行的な発展を考察する。徐々に、発展や進歩の議論の対象は個々の民族・文
化の固有性へと移り、それにより発展の理論も徐々に複雑なものへと変化していく。
⒉.“発展線”と断続性
シュンペーターは上記の歴史理論家たちでさえも、19 世紀において“非科学的な瞑
想”というレッテルを張られ、信用を失っていたとする。歴史を加工した発展の諸理論
は、その秩序化の原理の背後に形而上学的なものがひそんでいることを疑われた。しか
し他方で、彼はそれが“理念の展開”といったものではなく、“純粋に実証的な意味合
い”の下であれば「歴史的事象を科学的認識の基盤に立って「理解」しようとする試み
はなされてもよい」(Schumpeter 1915, 訳, 204, 原注 13)と肯定的に述べる。
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発展の理論で様々な問題を引き起こすのは“目的論”であり、また、進歩のような価
値判断的な要素を含む“文明”という語の誤用であった。こうした目的論や語句の誤用
により、発展の理論は「ありとあらゆる物好き(ディレッタント)や世直し論者
(Weltverbesserer)にとっての大立ち回りの舞台」(ibid., 訳, 204, 原注 13)となってしま
った。
目的論や語句の誤用の問題とは別に、彼は『本質と主要内容』において、歴史の連続
性を追うことの難しさを強調する。例えば、いったん成立した社会組織は、独自の生命
を得て存続する一方で、こうした社会組織の連続性でさえも「明確な因果連鎖を抽出す
ることがいかに困難であるかが、強調され」ねばならず、
「もしそれに固執するならば、
現実は著しい歪曲を蒙らねばならない」(Schumpeter 1908, 訳, 214)。これは様々な事
物の間の相互依存関係のためであり、何に起因するかを論ずるのは「人間行為の科学の
立場から見て、同様に不正確ないし不完全」(ibid., 214)である。さらに、
『経済発展の
理論』の第 2 版においては、形而上学的根拠の下に生まれた「一国民、一文化圏、さら
には全人類さえもが、統一的に把握しうる発展線の意味でなんらかの発展をしめさなけ
ればならないという要請」66(Schumpeter 1926, 訳, 161-162)について注意を促す。シ
ュンペーターは歴史状態が不断に変化することを強調し、これが反復されるような循環
を形成するものでも、一つの中心をめぐる振り子運動でもないとして、イーゼリンやヴ
ィーコが描くような、規則的な発展の法則を否定する。ここで明示しうる社会発展の概
念とは、「あらゆる歴史状態はそれに先行する状態から適切に理解しうるということ、
したがって個々の場合についてこれが満足になされていないときには…そこに未解決
の問題が存在するとみなす」(ibid., 163)ということである。
シュンペーターが問題視する“目的論”や歴史の連続性を追うことの困難は、19 世
紀後半のドイツにおける社会文化研究において、すでに議論されていた。例えばドイツ
新歴史学派のグスタフ・シュモラーは、ウィルヘルム・ロッシャーによる歴史の経過の
目的論的理解、すなわち、「歴史の一般法則を探究し、将来の官僚に実践的に目標を指
示しようとする」(田村 1993, 328)試みについて、
「高すぎる目標」として拒絶し、例証
される歴史的事例も「諸現象の歴史的因果関係への組み入れ」(ibid., 329)を行っていな
いとして問題視する。シュモラーが発展段階論を性急な一般化として退けたのは、「法
則は因果律に支配されている社会現象の原因を調べ尽くすことによって初めて獲得さ
れるもの」(ibid., 330)だからである。また、M. ヴェーバーも同様に、こうした発展段
階説における目的論や性急な法則化に反対しており、また人文地理学者 F. ラッツェル
は、文化交流による発明や知識、技術の伝播を重視し、明瞭で単線的な発展段階が生じ
ることを否定した(Barnerd 2000)。他文化との交流による伝播は当該文化の連続的な発
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こうしたものを提示した歴史家、歴史理論家として、シュンペーターは、ロッシャーやヴィーコ、ラン
プレヒトなどを挙げる。
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展を外から攪乱し、
“自然な”発展に断続性を生じる67。
こうした発展論批判が示す通り、歴史的偶然性に左右される要因を考慮した場合、文
化や社会の発展が一本の線として進むというという考え方はあまりに単純であり、形而
上学的なものと見なされるという理由によって、発展論自体の信用を損ねていった。シ
ュモラー同様、分析に重きを置くシュンペーターは特定期間の分析の対象を、個人の集
合たる社会とする。シュンペーターの社会理論(社会階級論)は、分析の対象を多様な社
会領域の一側面(例えば経済領域、芸術、学問など)として切り取り、その社会領域にあ
る人々の静態的連続性を辿る。不連続な点に行き着いたときは、それに応じて企業者を
含む歴史的・動態的な説明と、それに対応する社会の適応を説明するという、シュンペ
ーターの発展理論の骨子となった(Schumpeter 1908; 1912)。
Ⅲ.“文化進化論”の具体的な例証
シュンペーターが挙げる具体的・実体的な歴史的素材の例は、発展の一般理論におけ
る静態的・動態的側面を、連続性・断続性という形で表現している。彼は『本質と主要
内容』で、研究者が体系のある状態を他の状態から導出する際、「相継起する諸状態の
系列を、最も原始的な経済の端初にまで遡ることができる」一方で、「導出の過程にお
いて、たちまち、経済の連続性を破壊し、我々の体系を根底から揺がすような事情にで
くわす」(Schumpeter 1908, 訳, 上巻, 300)ことを指摘する。ここで興味深いのが、シ
ュンペーターの“考古学的”な思考方法である。彼は、系列を遡ることができるのが、
同じ種類の財貨が見つけられる範囲であり、その例として「近代家屋から杭上家屋にま
で達することはできず、アームストロング銃を棍棒等々に還元することはできない」
(ibid., 300)と説明する。ここで例として挙げられている杭上家屋は、シュンペーターの
言う発展の連続性と断続性を良く表している。また、未発表論文

Entwicklung(Schumpeter 1932)では、13 世紀と 15 世紀における中世イタリアの聖母
像の変遷、そしてユニークな構図から新規性を生み出した、15 世紀イタリアの画家マ
ンテーニャの“死せるキリスト”の例を挙げている。シュンペーターはこれらの例によ
り美術様式の学派が技法を適用する過程と、ユニークな技法を持つ個人がそれまでの技
法を乗り越えてゆく例を示す。経済発展において挙げられる例証として最も有名なのは、
郵便馬車から鉄道へ、という有名なフレーズであるが、これは経済分野における技術の
導入がどのような影響を与えるかについての重要な例である。また、シュンペーターが
革新という概念で伝えようとした社会変化がどのようなものであったかが、発展段階と
の関係で明らかになってくる。以下で、それぞれの例について考察してゆく。
1. 杭上家屋
67

ラッツェルの説は“伝播主義”として人類学に多大な影響を与え、単線的な発展段階説自体に大きな影
響を与えた。
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2011 年、アルプス山脈とその周辺における、先史時代の杭上住居群が UNESCO の
世界遺産として登録された。この住居群はスイス、イタリア、ドイツ、フランス、オー
ストリア、スロベニアの 6 か国にまたがって存在し、紀元前 5000 年前から同 500 年頃
までに建てられた杭上住居群、ある
いは高床式住居群である(写真)68。樋
口 (1956) に よ る と 、 最 初 の 遺 跡 は
1853 年から 1854 年にかけての冬季
の大早魃により、スイスのチューリ
ヒ湖岸のオーベル・マイレンにおい
て発見され、1920 年、1921 年の早魃
の時に、ヌーシャテル湖において調
査が行われた。これらの諸遺跡は長
い間水中に埋没しており、動物の遺
骸や穀物、木材、織物などが保存されていた(ibid., 274)。時代区分は前・中・後期新石
器時代と、金石併用時代の４期を設定されているが、遺跡によっては青銅器や鉄器時代
のものも存し、チューリヒ湖岸では、ローマ帝政時代の貨幣が発見されている(ibid.,
275)。
シュンペーターは、“系列を遡ることができる”範囲として、同じ種類の財貨の存在
を挙げるが、これは人類学や考古学的思考に近い考え方ではないかと筆者は考える。た
とえばスイスの杭上住居群における文化は、外来の農耕民の移入に始まるが、その後漁
撈を行うようになってからは、罠用の石の錘や皮船、丸木舟、そして鹿角製の銛などが
使われていた。また小麦・大麦などが栽培され、挽臼が使われる。牧畜用に牛・羊・山
羊などが飼育されていたらしく、狩猟では骨製の尖頭器やフリント69製の三日月形石刃
が鏃として使われていた。土器の技巧については、靴形石斧などとともにドナウ文化と
の類似を表している(ibid., 275-276)。樋口によると、杭上住居群の文化は殆どが外来文
化の影響であり、
「骨製の尖頭器、猪牙垂飾や頭蓋護符などは南フランスと関係があり、
農耕技術、家畜の飼養、製陶術などはバイエルンのドナウ文化から採用」(ibid., 277)さ
れた。
このように、この時代に隣接する文化とは、たとえば初期の農耕を主体とする文化か
ら漁業を主体とする杭上住居群の文化、ドナウ文化等については、出土する遺物から連
続性を発見することができる。杭上家屋の進化もまた、杭上住居群における技法を辿れ
ば、ある程度までは辿れるかもしれないが、シュンペーターの生活した 20 世紀初頭の
ウィーンやロンドンとでは、その連続性は見られないであろう。素材や建築方法におけ
る様々な技術革新、生活様式・生活習慣の変化、生産関係の変化等、多様な要因が、断
68
69

写真は世界遺産年報 2012 The World Heritage(2012)から。
フリントとは、旧石器時代に長期間、打製石器の原料として、また発火用に使われた火打石。

56

続的な変化を家屋の進化に与えているのである。
⒉. 中世ヨーロッパにおける、絵画の進化
シュンペーターの未発表論文、Entwicklung は、1932 年、E.レーデラーの 50 歳の
誕生日を記念して送られた書類の中にあったものを、ドイツ人の研究者 H. U. エスリ
ンガーが 1993 年に発見したものである。この未発表論文中でシュンペーターは、13 世
紀と 15 世紀のフィレンツェ絵画の聖母像における様式の間の断続性、そして 15 世紀
のフィレンツェの画家、マンテーニャを引き合いに出して、革新的な主体による新規性
の創出を例証している(Schumpeter 1932)。
シュンペーターは論文の中で述べる。「時間と空間により区切られた、同質的な文化
システムの中の絵画を見てみよう。例えば、13 世紀フィレンツェの絵画などである。
我々は、その内的な論理(logic)が明確にまとまってい
ると認識でき、著しく安定的な“様式 70 (imprinted
form)”に直面するのである」(ibid., 112)。13 世紀の
絵画はその時代の様式を持ち、また 15 世紀の絵画も
その時代特有の様式を持つ。この断続性はどこから来
るのか。13 世紀初頭のイタリアでは、「ビザンティン
の影響の新しい波が、イタリア絵画に残っていたロマ
ネスク的要素を圧倒して」(Janson 1961, 訳, 267)いた。
ビザンティン様式のフィレンツェにおける巨匠、チマ
ブエの描いた聖母像の図案は、中央の聖母を囲み大勢
の天使が配されている。膝に一人の天使を抱き、顔は
斜め下を向きつつ、目は正面を見据えている(写真左)71。
この図案は当時の“様式(imprinted form)”の影響であ
り、作風に違いはあれども、14 世紀初頭に同様の聖母
像を描いたドゥッチオも同様の様式を踏襲した。ルネ
ッサンス期を経た 15 世紀のフィレンツェでは、マサ
ッチオやフラ・フィリッポ・リッピが同様に聖母像を描いているが、マサッチオの聖母
像には 3 人の天使しかおらず、描写はビザンティン様式のものと比べ、より写実的とな
っている。フラ・フィリッポのものは天使が膝の上に一人いるだけであり、マサッチオ
のものよりもさらに写実的であり、未熟ではあるものの、遠近法といった技法も使われ
ている。H.W.ジャンソンは、さらに、別の様相、すなわち画家の「運動への関心」を挙
げる。例えば「聖母の頭飾りの布の縁の波立ち流れる曲線、また、彼女の体の右への傾

70

シュンペーターの説明は、時間と空間に限られた、同質的な文化システムが、安定的な“刷り込まれた
形式”(imprinted form)を持つ、というものであるが、文意を汲んで“様式”と訳した。
71 Jason H.W.『美術の歴史』の図 426 より。
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斜を強調しながら左へと流れてゆく、外衣の襞の
数々の彎曲線」(ibid., 325)などである(右図)72。これ
らの技法は、ドナティルロや、ギベルティといった
フィレンツェの巨匠たちの影響であり、さらにフ
ラ・フィリッポもまた、
「15 世紀後半のフィレンツ
ェ絵画の動向を定める決定的な役割」(ibid., 325)を
果たした。
シュンペーターは発展の分析について、次のステ
ップで議論を始める。まず(1)生じた変化についての
価値判断、前進や後退といった説明を止める、(2)変
化を理論に基づいてのみ解釈せず、経験的に得られ
ない発展線(a line of development)に基づいて解釈
することを止める、(3)創造されない、もしくは変化
しない構造という仮定を避ける(Schumpeter 1932,
112)。ここで、因果的・目的論的な発展線に沿った
説明は避けられない。よってこれらのステップは基
本的に新規性自体の発生を説明するものではなく、新規性の発生は常に不確定なものと
して扱われ、説明可能な現象は、新規性が出現した後の因果的な説明であるということ
になる。
例えばビザンティン様式はその前後の様式とは、進歩という価値尺度で判断すること
はできず、また、その出現は歴史的に不確定なイベントであるが、その出現後の発展線
は、ビザンティンを“特徴づける人々(ibid., 114)”によって形成され、特徴づけられる。
このように、背後に存在する社会的グループ単位で考えると、新規性とそれに続く“経
験的に得られた”発展線は絵画や経済の領域だけで
はなく、様々な領域に適用可能だとシュンペーター
は言う(ibid., 114)。
新規性は経験的には、連続性のかく乱、断絶とい
う形で現れる。例えば経済的データの場合、もし均
衡状態に跳躍的(leap-like)な変化が生じた時、それ
が経済の時系列データに反映される。ここでいう変
化は、法則的で予測可能であり、連続的な意味での
変化ではない。シュンペーターは発展を呼び起こし
た新規性の説明として 15 世紀フィレンツェの画家、
マンテーニャの描く「死せるキリスト」(写真左)73を
72Jason
73

H.W.『美術の歴史』の図 428 より。
Camezasca (1992)『マンテーニャ』の図 78 より。
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例として挙げる。アンドレア・マンテーニャは古典古代をテーマとした最初のルネッサ
ンス画家であり、初期に遠近法の手法を使った画家の一人である74。彼の描いた「死せ
るキリスト」は、それまでのキリスト像の構図とは全く異なり、足元から見た視点から
遠近法で描かれている(右図)。シュンペーターの言う新規性の意味を考慮に入れると、
こ う し た 単 な る 技 法 の 向 上 (growth) で は な い 、 革 新 的 な 構 図 や 技 法 が “ 発 展
(development)”を引き起こす原因となるのである。
3. 郵便馬車と蒸気機関車
最後に、シュンペーターも好んで用い、またもっともよく他者に引用される“郵便馬
車から鉄道へ”
、という例証を考えてみたい。
『経済発展の理論』の第 2 版において、シュンペーターはまず、駅馬車から汽車への
変化が「純粋に経済的―「体系内部的」―なもの」であると認めるが、他方で「連続的
には行われず、その枠や慣行の軌道そのものを変更し、「循環」からは理解できないよ
うな他の種類の変動」(Schumpeter 1926, 171)を経験するという。こうした変動は「体
系の均衡点を動かすものであって、しかも新しい均衡点からの微分的な歩みによっては
到達し得ない」類のものであり、「郵便馬車をいくら連続的に加えても、それによって
けっして鉄道をうることはできない」(ibid., 180)。これは一見、これまで見てきた静態
と動態の二分法の説明に見えるが、実はこの移行には、二つの異なる領域の説明が必要
である。一つは発明の分野における連続性であり、もう一つは郵便馬車から鉄道へとい
う革新が社会・経済領域へと与えるインパクトの不連続性である。
蒸気機関車へと至る技術革新の連続性は、非常に微小で数多くの発明から成り立って
いる。自由に鉄を加工する技術から、丈夫なボイラーの発明、蒸気機関の発明、ピスト
ンの発明など、これらの連続的な発展の上に蒸気機
関車は初めて成立する。さらに、蒸気機関車の父と呼
ばれるジョージ・スティーブンソンもまた、蒸気機関
車の改良に取り組んだ一人にすぎない75。1821 年、
ストックトンとダーリントン間の、世界初の鉄道敷
設に参加したジョージとロバートのスティーブンソ
ン父子は、線路の構造やレールの改良といった問題
をクリアしながら 1825 年、ついにロコモーション号
を最初の機関車として開業させたのである。
さらに、郵便馬車から鉄道客車への進化の連続性について、考古学者のモンテリウス
が興味深い例を挙げている(右図)。ストックトン・ダーリントン間を走った鉄道の客車
は、駅馬車の客車とほとんど同じものであり、屋根には荷物台や、さらには御者の台ま
74

ケネス・クラーク著『ヒューマニズムの芸術』
「マンテーニャ」(Clark 1983, 訳, 105-138)参照。

75

菅健彦著『英雄時代の鉄道技師たち』参照。
59

であった。その後すぐに登場した大型車両も、その形状は馬車を三台つなげたような形
状をしていた。これは、過去の形状が規制として働き、連続性をもって客車が進化して
いることを示している76。
こうした現象は発明論の文脈では、発明の強い連続性を示しているものと解釈される
(Gilfillan 1935)。シュンペーターもまた、
「技術的知識の貯蔵が独立的かつ自動的に増
大」(Schumpeter 1912, 訳, 330)することを認めている。その一方で、シュンペーター
の言う革新は経済領域において、企業者がこれらの発明を実用化して初めて生じる。こ
の実用化を通じて、新規性が慣行の軌道に断続的な変化をもたらし、社会・経済は適応
的にその変化に対応する。駅馬車に水や飼葉を供給していた駅は無くなり、そこで働い
ていたものは解雇され、新たに鉄道敷設の工事のための人員がやとわれ…といったプロ
セスが続く。これが社会全体に大きな変化をもたらし、50 周年周期のコンドラチェフ
波を形成する。この規模の変化を、ロマン主義者や歴史社会学者らは、発展段階のステ
ージの移行のような大きな変化と同様にみなすのである(Usher 1951, 127)。
Ⅲ 総括
上記で見てきたように、シュンペーターの「発展の一般理論」は、静態と動態の二分法
の考察だけではなく、それを支持するための発展線の設定とその断続性の分析が重要な
要素であると考えられるのではない
か。彼は、Entwicklung において、時
間と空間を各文化セクション毎に分け
た、様式論のようなものを例に挙げて、
絵画の学派の断続性を議論する。当時、
人類学や様式学の発展により、過去の
文化の遷移図(左図)77や、美術の様式の
遷移図のようなものが、精緻に整備さ
れていた時期であった。
『本質と主要内
容』を著した頃の、初期のシュンペータ
ーはこうした視覚的な資料に影響を受
けたのではないかと、筆者は推測する。
シュンペーターの「発展の一般理論」は、1980 年代に起こったシュンペーターのリ
バイバルにおいて、ネオ・シュンペータリアンと呼ばれる学派が提唱したレジーム論
(Rosenberg、Nelson & Winter)や技術・経済パラダイム論(Dosi, Freeman, Perez)が興
隆した背景を良く説明していると思われる。しかし、やはり彼らも、新規性の発生につ
いての統一的な分析は出来ていない。
76
77

大塚初重・戸沢允則・佐原眞編『日本考古学を学ぶ(１)』参照
Trigger (2006), Figure 6.4 より。
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シュンペーターは新規性が生じた後の社会動態を一般均衡理論との関係の下で理論
化することに成功し、発展の理論を提唱した。しかし、新規性の理論に関しては歴史
性に依存し、不確定な事象として、考察の外においてしまった。今日の経済学者の課
題として、この新規性をどのように理論化するか、という問題は、困難であるが一つ
の重要な仕事であると筆者は考える。
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第 5 章 人工物進化研究の持つ含意
―認知科学、文化・技術進化論、そしてイノベーション理論へ
1. イントロダクション
本論文は、イノベーション理論への新たな切り口として、人工物の進化という現象
を扱うものである。人工物の進化はその技術的・経済的・社会的背景と密接に関わっ
ており、それらを進化過程に反映させていると考えられる。よってその進化を理解す
ることはイノベーションの理論形成において意味のあることである。
筆者は人工物の研究が 19 世紀から 20 世紀を通じて、文化研究の範疇において対象
とされてきたと考える。人類学者や民族学者はある民族の文化を研究する際、彼等の
使う道具を研究する。また考古学者は出土した人工物を分類し、過去から並べること
でどのような進化を辿ってきたかを研究する。こうした文化研究は工学や社会学、経
済学を巻き込んで技術論と統合し、20 世紀の初頭アメリカにおいて発明の社会学
(Gilfillan 1935)という議論を生じた。さらに近年、歴史学(Basalla 1988)、認知科学
(Norman 1988, Ziman 2000)、工学的研究(Petroski 1992)からのアプローチも増加
し、様々な議論が可能になってきている。
J.A.シュンペーターは 1911 年、チュエルノヴィッツ大学の離任講演において、「文
化理論の時代」の到来を予感させる演説をした(Schumpeter 1915, 訳, 280)。彼は社
会科学の黎明期における形而上学的な自然法を念頭に置き、それに代わるものとして
の科学的文化理論を志向した。その新たな時代の到来を可能ならしめるものとして次
の 4 点を挙げる。すなわち、(1)それ以前の精密研究やその批判、資料収集に専念した
時代の豊かな成果の存在、(2)理論的補助手段や資料の洗練、(3)生物学や人類学、生理
学や精神物理学などといった他の科学からの援助、(4)方法論争のような先入観を伴っ
た論戦の解消、である(ibid., p.278)。
19 世紀を通じ、人間に関する諸学問、すなわち心理学や人類学、生理学等の精密科
学化は急速に進展していた。生理学・精神物理学の分野では 1851 年に E.H.ウェーバ
ーが、感覚刺激の識別に関する“ウェーバーの法則”を発見し、その後の精神物理学
の礎となった。生物学では 1859 年のダーウィンの『種の起源』に続き、1865 年、メ
ンデルが“メンデルの法則”を発見、近代遺伝学に直接関わる発見をしている。また
ゴルトンは 1869 年に『遺伝的天才』を著し、統計的記述から天才がどのように分布
しているかを議論する。人類学では 1871 年、H.L.モーガンが、親族名称の体系から
姻族関係の進化を推測し、1889 年には F.ラッツェルが人類地理学において、文化の地
理的分布から民族の移動の歴史を論じようとした。こうした諸学問はすべて、経験的
事実から出発して恒常的法則を抽出しようという、実証主義科学の黎明期における試
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行錯誤である。シュンペーターは経験的証拠の累積と理論の洗練により実現したこれ
らの実証的諸科学が、社会科学において、新しい「文化理論の時代」をもたらすこと
を予見した。彼は文化の話題に伴う“発展の観念”(Schumpeter 1915, 訳, 280)と、
それにまつわるディレッタンティズムに反感を示すが、他方で発展の問題を扱うこと
に対する強い思い入れも隠さない。初期のシュンペーターの興味は文化理論と、その
応用としての発展問題にあったのである。そしてその発展理論は前章で議論したよう
な様々な人工物の進化によって例証されている。
近年の国家イノベーションシステム論においても、度々「文化」の重要性が指摘さ
れている。例えばランドヴァル (Lundvall 1988)は、パラダイムシフトを生じるよう
なイノベーションが起きやすい条件の一つとして「文化の共有」を挙げる、また D.フ
ォーレイ(Foray 2000)やミエッティネン(Miettinen 2002, 訳)は技術の学習プロセスを
含む広い観点からの文化システムの重要性を指摘し、C.ネルソンと R.ネルソンは人間
のノウハウの進化、すなわち技術進化を研究する際、認知科学や認識論、そして文化
進化との関わりに焦点を当てることの重要性を指摘する(Nelson & Nelson 2002b)。文
化の問題は本来イノベーションを中心とする経済発展・成長の問題と深く結びついて
いるのである。そして、文化の領域においては、そこで使われている人工物(物理的人
工物や言語、宗教)が研究対象とされてきた78。
近年、認知論や認識論、そして文化進化論などの研究の蓄積により、人間の知性や
知識の形成の仮定が明らかになりつつある。ネルソンらが挙げる、人工知能(AI)を通
じた認知論の発展は、単純な合理的計算という古い知性観を打ち破るという歴史でも
あった。そして進化心理学の発達により、人間行動の進化が特殊な環境とのインタラ
クションを通じたものであることがわかってきた。また技術進化論の隆盛は、パラダ
イム論に代表される科学的認識論と技術的手続きとを結び付け、技術の社会的・認知
的側面も明らかになってきている。こうした背景からの技術への理解も深まってお
り、近年、技術の社会的・文化的側面が強調されている(Bijker, Pinch and Hugh
1982)。人工物は社会的・技術的・文化的そして経済的背景を反映しており、これらの
領域を複合的に考察する研究の対象として非常に有用なのである。
2. 人工物進化研究
人工物進化の研究はこれまで独立した分野として存在していたものでは無く、文化
進化論や技術進化論等の領域の中で扱われてきた、未分化の領域である。よって人工
物進化を論じる準備として、文化や技術の進化研究を振り返る必要がある。文化や技
術の進化は人類学や考古学、社会学、経済学、工学等の広い分野で議論されてきた。
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文化には、物質文化(物理的人工物)と非物質文化(言語、宗教、習俗)の両面があり、どちらも広義の人
工物の定義に当てはまる(第 3 節を参照のこと)が、本論では物質文化に主に着目する。
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そして戦後、こうした領域における進化論は、認識論的進化論を論じた心理学者、ド
ナルド・キャンベルに少なからず影響を受けてきた(Nelson and Nelson 2002)。
1961 年の 7 月、社会・文化進化に関する知見を持つ社会科学研究者がノースウェス
タン大学に集まり、単線的な発展段階論を乗り越えて新たな社会進化理論を構築する
ためのカンファレンスが開かれた79。人類学、経済学、哲学、政治学、心理学、社会
学そして動物学の 8 分野から 22 名の研究者が集まったが、歴史学者や人類学者らは
進化理論を文化の問題と結びつけており、経済学者や社会学者らは変化の科学的理論
の中に、彼らに利用可能な進化理論を見つけようとしていた(Barringer et al. 1965,
4)。キャンベルもまたこの会議に参加した論者であり、彼は技術や社会に通用する普
遍的な発展法則としての認識論的進化論を議論する。これは文化進化をダーウィニズ
ムから解き明かそうという試みであり、その後の技術論、そして人工物の進化観に大
きな影響を与えた。本節ではまず、認知科学、進化的認識論、文化進化研究を論じ、
そして技術進化論を考察する。
2.1 認知科学と進化的認識論
C.ネルソンと R.ネルソン(2002b)らによると、人間のノウハウの進化、すなわち技
術進化の過程は認知科学と問題を共有している。認知科学の領域は人工知能(AI)の研
究と深く関わってきた。初期の研究で対象とされてきた、合理的で単純な計算を淡々
とこなすという、古き良き AI(Good Old Fashoned AI)に比べ、近年ヒューリスティッ
クやパターン認識が人間の認知に特徴的であることがわかってきた(ibid.)。また新た
な認知科学の潮流として、知性(mind)が身体と深くかかわっており、進化の過程で身
体に獲得された環境からのフィードバックを重視する研究が注目されている(Nelson
Nelson.2002, Hollan et al. 2003)。さらに認知プロセスは、人工物や社会慣習などの
文化的環境の中で形成され、文化に埋め込まれているという考えも主流となっている
(Hollan et al. 2003, 190-91)。
こうした認知科学と認識論を架橋して、進化的認識論を提唱したのが D.キャンベル
である。ノースウェスタン大学のカンファレンスにおいて、スペンサーの議論を引用
して社会・文化進化の一般的な概念を提出した彼は、後の行動進化論や科学進化論、
そして技術進化論に大いに影響を与えた。キャンベルはポパーの進化的科学観80
(Popper 1975)を受け継いで社会進化の一般化を試み、技術や言語、社会組織そして文
化が主体の生物上の進化に関わらず、独立に進化すると議論した(Campbel 1965,
20)。彼は生物進化における、変異と選択、そして生き残った主体の複製や繁殖メカニ
その成果は、Social Change in Developing Areas―A Reinterpretation of Evolutionary Theory
(Barringer et al, 1965)に結実した。
80 ポパーは「科学における進歩を生物学あるいは進化論の観点から見つめ」ることを提案し、人類の環境
への適応に、遺伝子レベル、行動的学習、そして科学的発見の 3 つのレベルがあることを指摘し、科学的
な推論や理論が常に選択圧にさらされていると述べた(Popper., 1975, 訳, 20-22)。
79

64

ズムなどの条件が与えられると、適応度の高い主体が選ばれる選択システムが働くこ
とが必然的であると述べ(ibid., 27)、これが社会にも適用できるとする。そして、これ
らの生物進化の原則に対応するものとして変異・選択・保持(retention)モデルを提示
した81。
ネルソンは、技術進化を本質的に文化進化の問題であると述べる(Nelson and
Nelson 2002, 728)。技術的な知識はコミュニティにおける共有財産(common
property)であり、コミュニティの先人から、訓練や共有言語、共通の知識基盤を通じ
て受け継がれうるものである。また認知科学者の D.A.ノーマンは人工物のデザインに
ついて、物理的制約と人工的制約、すなわち文化的規定の制約が重要であることを著
作の中で強調する(Norman 1988, 2004)。人間の認知は文化によって形成され、技術
的知識は文化を通じて獲得、伝播される。人工物はデザインと技術的制約の両面にお
いて文化的所産に負っていると考えられる。
2.2 文化進化論
文化進化論を論じる前に、文化とは何を指すのかを明らかにすべきであろう。文化
という語の古典的でオーソドックスな定義は、イギリスの人類学者、E.B. タイラーの
「知識、信仰、芸術、道徳、法律、慣習など、人間が社会の成員として獲得したあら
ゆる能力や慣習の複合的総体」(Taylor 1871)というものである。また、シカゴ大学の
民族学者、レッドフィールドによると、特定の文化は「行動、人工物に現れる慣習的
理解の総体」により定義することができ、こうした理解は「伝統を通じて持続し、そ
の人間集団を特徴づける」とされる。同じくシカゴ大学の社会学者、W.オグバーン
は、文化という概念が人類の遺伝的特性から切り離された、独立した対象として扱わ
れるべきであると議論する82(Ogburn 1937)。いったん生物学から切り離されると、
「文化進化は、発明や文化的特質の伝播、文化接触や孤立、特定の時点における知識
と発明のスピードとの関係、変化への社会的態度、発明を受け入れることへの抵抗、
そして社会的性質を持つその他の要因との関係で理解することが」(ibid., 10)できる。
近年の文化概念も大まかな定義はあまり変わってはいない。人類学者、リチャーソ
ンとボイド(2005)によると「文化とは、教育、模倣、そして社会的伝達のその他の形
態を通じ、同種の他個体から獲得され、個人の行動に影響を与えうる情報で構成され
る行動、人工物など」83(ibid., 5)と定義される。文化の伝達は個人の学習ではなく、社
会的学習が重視される。
81

こうしたダーウィン的過程の適応は、同時に別の地域、別の人間によって独立的発明(independent
invention)がなされる説明に用いられうるとキャンベルは説明する(Campbell, 37)。すなわち、蝙蝠や鳥
などの相似的な器官の発生が環境への適応であると同じように、発明も特定の環境下であれば、同じよう
なものが生じる。Boas はこうした発明を、生物学の言葉から収斂(convergence)と呼んだ。
82 その理由の一つとして、社会ダーウィニズムや優生学といった、行き過ぎた遺伝的優越への信奉があっ
たことは忘れてはならない。
83 この訳は中尾(2015)p.83 の翻訳を使った。
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戦後の文化進化論は 1976 年にネオ・ダーウィニアンの R.ドーキンスが始めたとい
ってもいい(Dowkins 1976)。彼は文化的伝達と遺伝的伝達の類似性を指摘する。そし
て遺伝子の自己複製的特徴を文化的情報の模倣メカニズムにも応用して、複製される
単位を自己複製子、もしくはミームと呼んだ (ibid., 301-306)。ミームが高い適応度を
持つためには、➀寿命の長さ、➁多産性、そして➂複製の正確さ、という 3 つの特性
が必要となる。適応度の高いミームは、個体の生物学的な適応度とは無関係に増殖
し、多数の人間が共有する情報、すなわち文化となる。S.ブラックモアによると、こ
うした情報が複製子であるためには、ダーウィン的な過程、すなわち遺伝、変異、選
択という過程が継続しなくてはならない。彼女はキャンベルの説明を用いて、「選択的
保持を伴う盲目的変異」がこうした仮定に必要であることを説く(Blackmore 2000,
訳, 30)。
文化進化の議論は近年、進化心理学や人間行動進化学などのアプローチと融合しつ
つ展開している。中尾央(2015)は文化進化研究に次のような定義を与える。
何らかのメカニズムに基づく社会的学習・伝達によってどうして特定の文化が
(世代間あるいは世代内で)継承され、広まっていったかを考察したり、あるいは類
似した文化の分布がどのような類縁関係か(すなわち、どの文化とどの文化が同じ
祖先を共有するのか、しないのか)を明らかにする(中尾 2015, 85~86)。
中尾によると、文化進化論には文化進化の「プロセス研究」と「パターン研究」と
いう 2 つの大きな軸がある。これは生物進化論の研究プログラムを反映したものであ
るが、生物進化においては、プロセスとは“特定の形質や行動が進化した選択圧”を
考察したものであり、他方でパターンとは“生物界の秩序関係”を考察するものであ
る(ibid., 84)。文化進化のプロセス研究も「文化の歴史的系譜を進化学の枠組みから考
察しようというもの」(ibid., 110)である。オグバーンは文化進化と人類の遺伝的所産
を切り離そうとしたが、1980 年代以降の文化進化研究では遺伝と文化という二重構造
を対象として扱い、生物学的な適応度と文化的な適応度を同時に着目する、二重継承
アプローチをとっている(ibid., 58)。近年、中尾によると、この二重継承アプローチで
主流となっているのが模倣バイアスと、権威・同調バイアスを中心としたモデルであ
る。これは自分の所属する集団の権威者の行動や、多数派となっている行動を人間が
模倣する傾向を持つという仮定による84。つまり、権威者が環境に適応的であると考
えられる行動をとると、文化内に模倣バイアスにより広まり、同調バイアスにより構
成員は同じ行動をとるようになる。これは文化の累積的進化を説明するものである。
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中尾は、こうした権威者が「長い期間君臨する君主のような人間を指しているわけではな」く、
「世代
毎もしくは世代内ですら、誰が権威者であるかは十分変化しうる」(中尾 2015, 61)ことを指摘する。こう
した図式は、企業者と追随者を想定したシュンペーターのモデルと非常に似通っている。
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また、特定の文化が選択される場合にかかるバイアスは他に、自信のある言動に追随
する信頼性バイアス、文化の内容に選択が左右される内容バイアス、そして文化の文
脈に影響を受ける文脈バイアスなどがある。
他方で、文化のパターン研究は、人工物や言語、習慣などを分類して生物進化に見
られるような系統樹を作成し、出自や系統間比較の分析を行うものである。これは考
古学的な遺物の分類法に由来するものであり、石器等の分類にこうした手法が用いら
れてきた(中尾 2012, 9)。1990 年以降これを文化研究へと応用しようという試みが盛
んになり、美術品や政治形態など様々な人工物に対して系統分析が行われている。し
かし、この分析における問題は、人工物が相同的というよりも相似的な類似性を持つ
場合が多いという事である。文化については、「系統間の情報のやり取りが通常の生物
よりも数多く見られ、系統関係を構築すれば、それは本来ツリー状にはなるようなも
のではない」(中尾 2015, 126)のであり、むしろネットワークを示すことが多い85ので
は、という批判がある。よって両方のアプローチを、研究対象によって使い分ける
か、両方とも使っているが現状であるようだ。
このように、文化進化論はプロセスとパターンという二軸のアプローチにより議論
されてきた。前者が示した学習バイアスは、技術習得の際にも当然議論になるであろ
うし、後者は文字通りの人工物の進化を扱ったものである。
2.3 技術進化論と人工物進化
前節の文化進化論とは別に、技術論もまた、生物進化論や、人類学や考古学といっ
た文化研究の先駆けから影響を受けてきた。マルクスはダーウィンを高く評価し、彼
自身は考古学者トムゼンの三時期区分を生産様式の説明に使う。また、二〇世紀初頭
にアメリカで生じた“発明の社会学”(Gilfillan 1935)の論者、C.S.ギルフィランや
A.P.アッシャーらも“発明”が生物進化と同様の連続的進化のプロセスに従うとし
た。その後、社会ダーウィニズムや優生学等への反感から、ダーウィニズムを社会現
象に使う事への反感が強まったが、1960 年代にはキャンベルらが文化進化とダーウィ
ニズムのアナロジーを議論し、1970 年代から T.クーンのパラダイム論と技術進化を結
合させる試みが生じ、1980 年代にはシュンペーターに影響を受けた R.ネルソンと W.
ウィンター(Nelson and Winter, 1977, 1982)、G.ドーシ(1982)らが次々と技術の進化
理論を発表する。ネオ・シュンペーター学派の理論は基本的に、選択環境としての市
場と技術レジーム、もしくは技術パラダイムのフィードバック関係で成り立つ。同様
に、人工物と技術フレームとのフィードバックを重視するのが技術の社会構成論
(Pinch and Byjker 1985)である。これらはどちらも T.クーンのパラダイム論に影響を
受けており、通常科学に相当する安定的な時期と、科学革命に相当する急激な変化を
説明している。
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興味深いことに、こうしたアプローチは 19 世紀末にすでに、G.タルドによって取られている。
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これまで上げた論者は技術を担う組織の存在を取り上げている。パラダイム論やレ
ジーム論、社会構成論等は、技術を扱う集団の、認知の問題を主に対象としている。
そして、それが科学的知識や市場といった別の領域と相互作用し、選択されてゆくと
いう進化過程を扱っている。よりダーウィニズム的な技術革新を中心的に扱った論者
としては、技術史家の G.バサラや J. ザイマン、そして J.モキルらがいる。
1988 年、バサラは文字通り『技術の進化(The Evolution of Technology)』(Basalla
1988)という本を出版した。彼は人類学や経済史から様々な例を用いて、技術の連続性
と断続性、新規性、選択などの議論を行った。より新しいものとしては 2000 年、ザ
イマンが編者となり、
『進化過程としての技術イノベーション(Technological
Innovation as an Evolutionary Process)』を出版している。これには上記のモキルや
R.ネルソン等が寄稿している。彼らは技術進化がデザインという側面を持ちながら
も、その最適デザインは事前には知り得ず、適応的主体の盲目的な選択というダーウ
ィン・キャンベルモデルが有効であると議論をしている。他方で、技術が文化・社会
と共進化し、多様性を生じさせる議論をしているのが、ペトロスキーである。
工学者の H.ペトロスキーは食器とテーブルマナーの例を用い、それらの共進化につ
いて議論をしている(Petroski 1992)。中世においては、ナイフ一本で料理を切り、突
き刺して食事をしていた。それが二本のナイフを使うようになり、これは「テーブル
マナーにおける各段の進歩」(Petroski 1995, 14)であった。食べ物を“押さえる”と
いう機能的な要請からフォークが食卓で使われるようになったが、当初これは“気障
な道具”と考えられたらしい。フォークはしばらく嘲笑の的となったが、徐々に浸透
してゆき、機能的な問題が明らかになるにつれ徐々に現代の四本歯へと進化していっ
た。ナイフは当初先が尖っていたが、フォークの進化に伴い、突き刺すという機能は
不要となってゆく。その、武器としての危険性やナイフの先で歯をほじる習慣などと
いった“悪いマナー”防止への配慮からナイフの先は丸くなっていった。
ペトロスキーは「文化的な特異性をもった人工物」(Petroski, 訳, 31)という側面を
強調し、「食べるという極めて単純な作業でさえ、それを実現させる道具に決して単一
の形を押し付けるものでは無い」とする。そして次のような印象的な問いを投げかけ
た。
技術と文化は、晩餐の食卓にかぎらずもっと広大な物質世界を形作るうえで、い
ったいどのように相互作用しているのだろうか？あらゆる種類の―なじみ深い、ま
たなじみのない―モノを、それぞれの形と大きさと機構に進化させる原則はあるの
か？食器はそうでないとしても、当代のよりハイテクなデザインの起源と発達にな
ら実際に「形は機能にしたがう」が当てはまるのか、それともこの頭韻を踏んだ言
い回しは、理性の働きを眠りにつかせるような耳ざわりの良い語呂合わせにすぎな
いのだろうか？食卓用食器一式を補完する取り分け用具は際限なく新型が生み出さ
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れているように見受けられるが、そんなふうに人工物が次から次へと増殖してゆく
のは、単なる資本主義のからくりで、必要とされないものを消費者にうりつける策
略にすぎないのか？それとも、人工物は生命体と同じく、より大きな相関性のなか
で個々がそれなりの目的を持っているから、進化の途上で増殖し多様化するのだろ
うか？「必要は発明の母」というのは真実なのか、それとも他愛のない迷信にすぎ
ないのか? (ibid., 32)

3. 人工物進化の一般的特性に対する試論
ここで、これまでの議論に新たに考察を加え、人工物進化の一般的特性を考察して
みたい。まずは人工物という語に何が含まれるかを明らかにしておいた方がよい。生
物学者の J. モノーは、人工物が「それがつくられる前から頭のなかにあった意図を具
体化させたもの」(Monod 1970, 3)であり、「果たされるように予定されている機能
と、発明者が期待している性能」(ibid., 7)により定義されるようなものだとしてい
る。H.A.サイモンは自然物から区別されるものとしての人工物の科学について次の 4
点を挙げる。すなわち、➀人工物は人間によって合成される(ただし、常にあるいは通
常、将来の正確な予測のもとに行われているとは限らない)、➁人工物は、外見上は自
然物を模倣しているかもしれないが、多かれ少なかれ自然物の実質を欠いている、➂
人工物は、その機能、目的、適応によって特徴づけることができる、➃人工物はそれ
が設計されているときは、記述法のみならず命令法によっても議論されることが多い
(Simon 1996[2003])。
上記の定義は物理的人工物を想定したものと考えられるが、より広く定義がされて
いる場合もある。例えば原田悦子(1997)は、人工物(artifact)について「人間が作成し
た「もの」全般をさす概念」と定義し、「いわゆる道具など物理的な実体を持つものば
かりでなく、制度や言語体系など、物理的実体を持たないものも含まれる」(ibid., 8)
とする。中島尚正(2005)は、狭義の人工物と広義の人工物を分け、前者について「主
として有形の実体を持つモノを指すが、無形であるコンピューターの言語やソフトウ
ェア」も含まれる。一方、後者には「制度、規則、法律」などが含まれ、時には「近
代国家は人工物である」と表現されると述べた(ibid., 1)。
このように、広義の人工物の定義を採用すると、人間の作ったモノすべてを含むと
いう事になる86。本論文においては、プロダクト・イノベーション、それも消費財を
対象とするため、狭義の人工物を対象とする。次節で議論するが、商品の多様性は近
代資本主義の存続を支える重要な特徴の一つと言える。ペトロスキーも議論していた
ように、商品の多様性が資本主義の発展によるものなのか、それとも人工物それ自体

86英語の

Artifact の Art は“人間の技”の意味であり、広義の定義がすでに含まれている。

69

の進化プロセスの特性によるものなのかを分析するには、狭義の物理的実体を持った
人工物をまず対象とするのがよいであろう。
文化進化論の研究に二つの軸があったように、人工物進化の研究も二つの軸を設け
るべきであると筆者は考える。まずは人工物自体の進化の研究である。これは文化の
パターン研究で推定されていたような人工物進化の系統樹に、どういった原理が働い
ているかを考察するものである。次に、人工物の技術的環境、社会的環境を考慮した
ものである。これらを考慮する際、イノベーションシステム論や技術パラダイム論と
いった、経済学におけるイノベーション論を、文化進化論とあわせて考察すること
は、人工物進化論の一般化に非常に有用となる。例えば G.ドーシのパラダイム論
(Dosi 1982)は、技術と人工物の関係といった、文化進化論では分析されていない視点
を持つ。バサラやザイマンも認めているが、技術の変化は人工物の進化の軌道を変え
る重要な要素である。
人工物のパターンを体系化することにより、系統樹というよりもネットワークを示
すことがあることを前節で述べたが、これは B.ランドヴァルが言うように、使用者と
製作者の情報ネットワークが人工物デザインを決定しているからであると考えられ
る。情報のネットワークは技術パラダイムの変化によってつなぎ変えられるとランド
ヴァルは議論しているが、これを示すのにドーシの技術パラダイム論を使うと議論が
明瞭化する。次節では、人工物の系統関係、技術パラダイムそして文化様式の 3 点を
考慮に入れ、人工物がどのように環境と呼応しながら進化するのかの仮説的モデルを
考察する。
3.1 人工物進化の考察
まずは、人工物進化そのものの原理を考察する。文化進化のパターン研究が依拠す
るものとして、
「一方で形態的類似度にもとづくグルーピングすなわち分類
(classification)にもとづく分類学(taxonomy)があり、他方で個体間の血縁を表示する
系譜すなわち系統樹(phylogenetic tree)にもとづく系統学(phylogenetics)がある」(三
中 2012, 174)。
前者の“分類”について、三中は、人間が「認知心理的制約を課されている」
(ibid., 174)ことを示す。これは文化に依らず人類共通の特性であり、例えば複雑な生
物界を分類し多様性を整理する際、入れ子状の階層構造を持つ認知的分類を形成す
る。よって「生物群―生命型―類―属―種」(ibid., 174)というカテゴリーが普遍的に
みられる。
こうした認知的分類は人工物にも同様に働くとされる。しかし近年、カテゴリー化の
認知研究の草分けである E.ロッシュ(Rosh 1973, 1978)は、古典的なカテゴリーの定義
のように、特定のカテゴリーに属するか否かの判断が特定の定義的特徴により分類さ
れず、「プロトタイプ」という概念と、
“基本レベル”の構造により説明されることを
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示した。「プロトタイプ」とは、あるカテゴリーにおける典型例であり、認知科学者の
箱田裕司らはロッシュのこの概念について「典型的な事例を中心にまとめられた知識
構造を反映」(箱田 2003, 239)したものであると説明する87。
基本レベルとは、
「最も簡潔であり、日常において最も頻繁に使用される」(ibid.,
240)カテゴリーである。例えば「教室に犬がいる」と言っても「教室に動物がいる」
とは言わないように、知識が組織化される文脈に強く依存している“表象の仕方”で
ある。人工物の分類の場合「それを用いて何を行うかといった運動と深く関係」(ibid.,
240)しているという。箱田はティーカップの例を用いて説明する。カップの取手の部
分の細さは、指を通すという目的に対応する機能であり、その形状は運動プログラム
と密接に関係している。ここで重要なのはこのカテゴリー化が文脈と不可分であり、
どのカテゴリーの階層レベルが基本レベルとなるかは決まっていないことだ。すなわ
ち「人間が持つ普遍的能力と文化的・社会的ファクターの結合によって、実践的なカ
テゴリー化が構成されているとみるべき」(松本 2000, 56)である88。すなわち日常的
に使われるカテゴリーは論理的な合理性・整合性を超えて生活環境や時代環境と密接
に結びついており、使用される文脈(以下使用文脈とする)に強く依存している。
ここで、カテゴリーがどのように変動するかを考察したい。文化進化論の分野では
上記の分類法のようなパターン研究を通時的プロセスの問題として扱うことにより、
この変動を明らかにしようとしている。中尾
と三中ら(2012)は様々な人工物の系統を復元
し、現在ある文化がどのような経路で発展し
てきたかを論じているが、彼等の議論は基本
的に人工物の機能や形態から親類関係を導
き、系統関係を推測(アブダクション)して復
元することを目的とするもので、その系統進
化の原理を議論してはいない。他方で松本
(2000)はケンプトンの研究を挙げ、人工物の
カテゴリーを構成するメンバーがプロトタイ
プから徐々に分離し、新たなカテゴリーを形
成するという過程を示している(ibid., 5455)。これに倣い、まずは人工物の新たなカテ
ゴリーが形成される過程を考察する。

この点に関してロッシュ自体は明解に答えてはいないが、松本(2000, p.54)によると、考古学者のケン
プトンもまた、土器の分類において、製作者グループの方がプロトタイプの範囲が狭いことを指摘してい
る。これは製作者が典型例を“青写真”という知識構造として、共有しているからではないか。
88 中野(2011)は変化の激しい市場における動向やヒット商品に関わる不確実性が排除できず、
「次に生ま
れる製品やサービスを過去のデータからカテゴリーとして区分すること自体に意味はなく、産業分類など
の系統だった序列としての情報ヒエラルキーは検索には役に立たない」(Stark 2009, 訳, 8)とする。
87
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カテゴリーの議論において重要視されたのは人工物の使用文脈である。ある文化に
おいて特定の問題に対する解決策としてある人工物が与えられ、その機能が目的に対
して(以下、“使用目的”とする)安定的に満足する結果を生じる場合、そのカテゴリー
は通時的に安定する(図)。ロッシュはプロトタイプが存在するとしたが、そのカテゴ
リーの典型としてのプロトタイプは、人工物の中心的特性(以下、コアと呼ぶ)として
存在し、その周辺に同じカテゴリーに含まれる変異体としての構成メンバーが存在す
る。ケンプトンの例ではメキシコの伝統的な土器カテゴリーが、アメリカの情報に接
することにより、まずは周辺の変異体から漸進的に新たな型へと変化し、プロトタイ
プ自体が変化した例が説明されている。
筆者はこうした考古学的な知見が現代の商品群の変異にも適用可能であると考え
る。プロトタイプが変化する理由をいくつか考えてみると、➀イノベーション理論に
おける企業者論や、文化進化論における権威・模倣バイアスのように、指導者が新た
な人工物や使用文脈を示し模倣者がそれに追随する場合、➁使用文脈が成熟し、その
人工物の周辺にそれを補完する新たな人工物が生じる場合、➂新技術が発明・創出さ
れ、これまで想像・計画はされてきたが不可能であった人工物の生産が可能になる場
合の、3 パターンがあるように思われる。ケンプトンの例はアメリカの情報に引きず
られ、模倣バイアスによりカテゴリーの周辺部分から徐々に新たな型が受け入れられ
て行き、保守的なプロトタイプが同調性バイアスにより変化した例であったと考えら
れる。ペトロスキーの議論は使用文脈、すなわちテーブルマナーが複雑化し、それぞ
れの役割を定義された人工物が大量に創出されたことを示していた。また技術革新に
おける技術フロンティアの拡張により、想定された目的を果たす可能な機能形態が増
加し、試行錯誤の幅が増えるという事も考えられるであろう。
こうした新規性を生じる可能性が、人工物に新たな性質を付加させる。コアを形成
する使用目的と機能形態の束が古いカテゴリーから完全に独立して新たな使用目的、
使用文脈を持った場合、新たなカテゴリーとなるのである。
3.2 人工物の技術的・文化的環境
次に、人工物の技術的・文化的環境の進化を通じてモデルを考察する。前節で述べ
た通り、広い意味における技術進化過程はドーシやピンチ、バイカーらの議論に見ら
れるように、比較的標準化・コード化された技術が情報ネットワークにより集団内に
伝播する過程と捉えることができる。これらの知識は様々な分野に応用され、その時
代の技術的問題解決方法としての技術パラダイムを決定する。
ドーシは技術について「直接的に“実用的”(具体的な問題や装置に関連しているも
の)、また“理論的”(すでに適用されている必要はないが、実用に適用可能なもの)な
知識の集合、ノウハウ、方法、手順、成功、失敗の経験、そして物理的装置や装備」
(Dosi 1982, 152)を挙げる。現存する技術は可能な選択手段から“認識”されて“具現
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化”する。そして技術パラダイムを「選択された自然科学原理や素材(material)技術を
基礎とした、選択された技術的問題解決のモデルであり、パターンである」(ibid.,
152)と定義した。彼は科学・技術・製品の三つのカテゴリーの相互作用を説明する。
「科学」のパラダイムは下流にある「技術」パラダイムに影響を与え、その可能性を
制限する。そして「
“どの実際上の適用が考えられるか”、もしくは“市場化しうる仮
説の適用可能性はあるか”といった、一般的な問題の上に、最初の段階における選択
が生じうる」(ibid., 153)。ここで選択された技術パラダイムは可能な技術のクラスタ
ーである“技術軌道”を規定する。ここでは市場を通した選択が前提とされている
が、商品ではなく、
“人工物”というより一般的なレベルで考えたとしても、特定の目
的を具体化するとき、それを作成するための知識(科学的・経験的知識など)の体系が
必要であり、知識がかなりの割合で技術を特定する。また、
「商品」が市場選択されて
技術軌道にフィードバックされる過程も存在する。下流の商品に必要であった技術軌
道は、その商品の消滅とともに無くなってしまうであろう。
人工物の文化的環境とは、それが使用される環境のことを意図している。使用者は
特定の文化に属しており、そこから特定の対象のカテゴリーに関する文化的知識を得
ている。ペトロスキーは斧という道具の地域ごとの多様性について述べ、
「利用者がど
れを選択するかは、技術的な理由よりもむしろ愛郷心で決まったかもしれない」
(Petroski 1995, 訳, 168)と述べた。また、道具の種類は属する集団のサイズによって
も決まる。クラインとボイド(Kline and Boyd 2010)は、オセアニアの 10 の社会にお
いて、使われている道具の種類と集団の個体群のサイズに正の相関関係があることを
示す。道具は使用文脈の知識を反映したものであり、よってその文化・社会に影響を
受ける。
以上の点を踏まえ、技術的・社会的環境を考慮に入れた、さらなる人工物進化のモ
デルを考えてみたい。図 1 で示した各人工物進化はそれぞれ、特定のパラダイムと、
文化的“様式”(Style)に属している
と考えられる。様式は、その文化の
文脈において必要とされる人工物の
種類を決定する。それぞれが特定の
カテゴリーを形成しており、使用文
脈で使われる使用目的を持つ。前節
で述べた通り、人工物は権威・模倣
バイアスか、もしくは技術フロンテ
ィアの拡張により変異し、新たな財
となる。後者の場合、技術パラダイ
ムの変化が重要な役割を担う。もし
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くは、ドーシも指摘するように新たな財がそれまでの既存のパラダイムを変えること
もある(左図)。
4. 経済学的含意
これまで、経済学的な理由に依らない人工物進化の考察をしてきた。本節ではこれ
までの考察が経済的な諸原理にどうかかわるのか、また経済は人工物進化にどのよう
な影響を与えるのかを考える。
R.フォンタナと、A.ヌヴォラーリ、P.サビオッティら(Fontana, Nuvolari and
Saviotti 2009)は、多様な財(heterogeneous goods)の出現が 19 世紀末のアメリカから
始まったと述べた。彼らは、新たな財やサービスの出現、そして増大する財の差別化
の原因を、経済メカニズムの発展に帰する。財の生産性に関するプロセス・イノベー
ションが閾値を超え、基本的欲求に対する最小限の必要品が満たされた後はじめて、
より高級な(higher)財やサービスが大規模に購入される(ibid., 464)。彼らはパシネッテ
ィの議論を用いて次にように議論する
生産効率の向上に伴う需要の飽和は、必然的に労働や必要とされる資源の比率
上の減少をもたらすが、この傾向は差別化による新たな財やサービスの出現によ
って補われるのである。こうして効率性の向上と多様性の増加は、経済発展にお
ける補完的な傾向なのである。(Fontana, Nuvolari and Saviotti 2009, 464)
前節まで議論してきたのは、経済的な側面を出来るだけ考慮しない形での人工物の
進化である。ペトロスキーは様々な人工物が、社会・文化的文脈との共進化プロセス
により財が増殖してゆく過程を描いた。また、中尾と三中らの研究は、系統樹を描
き、共通の祖先から複雑性が増大してゆく財をパターン分析により体系づけたもので
ある。彼等の使う例は経済的要因、特に資本主義の出現に関係づけなくとも、財の種
類が増加していることを示していた。
よって、人工物に内在すると考えられる増殖メカニズムを解明することにより、新
たな需要を作り出すイノベーションがどう生じうるか、という難問の一助となるかも
しれない。本節では、人工物進化の持つ含意に関して、市場競争とプロダクト・イノ
ベーションに注目しつつ議論する。経済学におけるこれまでの競争観では、人工物進
化は起こりえない。さらに、イノベーション分析のための進化的競争概念を打ち立て
たネオ・シュンペーター学派のメトカフェの議論でも、不十分である。新たな使用文
脈を持った人工物を創出するためには、適応的な主体の仮定だけでは分析できず、文
化進化論のプロセス理論を応用しなければならない。
4.1 市場における競争
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R.ネルソンと S.ウィンターらによると、市場競争の果たす役割は、
「新古典派のよう
な均衡概念ではなく、技術革新や相手より先んじての新製品導入などを通じて行われ
るシュンペーター的な意味での競争として理解されるべき」(Nelson and Winter
1982, 訳, 250)である。これは無数の同質的企業による完全競争の形をとるのではな
く、「成功したイノベーションの報酬としての利潤は企業に対して成長へのモチベーシ
ョンと資金の両方を提供」(ibid., 451)することにあり、成功した企業はさらなる研究
開発により競争相手を圧倒し、独占的地位を占め得る可能性を示唆している。
J.S.メトカフェ(1998)もまたネルソンらと同様に、均衡状態へと向かう新古典派の
競争概念が市場過程の分析に向かないとする。この概念は、
「資源配分の統合に際して
市場制度が示す効率性の度合いを判定するための基準を探究することから自然に帰結
した」(ibid., 訳, 16)ものであり、その結果、市場制度や情報の非対称性、価格設定の
主体などの問題に関心が集中してしまっていることを指摘する。また、完全競争の理
論は完全市場、原子的行動、そして参入と退出の自由という 3 つの独立した観念の合
成であると述べ、市場価格に影響を及ぼさない程の小規模にとどまる無数の企業を仮
定89することによって、収穫逓増や内部経済90の可能性を否定していることを指摘した
(ibid., 18)。これらの仮定は一般均衡理論の安定性を担保するためにあるものであり、
実用的では無い。これを乗り越えるためには「競争当事者の行動の差異化によって促
進される内生的変化の過程としての競争」(ibid., 18)という概念が必要となる。
メトカフェは実際の競争条件が市場の“組織化”に依存するものであるとし、その顕
著な現象として供給する財の変化を挙げる。ここで競われているのは価格ではなく、
差別化された製品の特性であり、そしてそれを生じさせる企業行動であるという事に
なる。よって、競争を均衡に向かうための価格競争としてではなく、“コンテスト”と
して見なされなければならない。一定の原則とルールの下、それぞれの参加者に固有
の技能により、優越を競う。様々な偶発事象を考慮すると、これは不確実な過程であ
り、どの環境が影響するかを特定することも難しい。これは進化過程とのアナロジー
にとって欠かせない観点となる。
ここで進化の“選択”のアナロジーとしての競争概念を考えてみたい。コンテスト
としての競争は、参加者の技能や特性が環境(上記の例の場合、原則やルール)に最も
適合した主体が生存するという選択過程である。ここで選択単位となるものは、例え
ばネルソンとウィンター(Nelson and Winter 1977)やドーシ(Dosi 1982)の場合、財に
体化される技術の問題を扱っており、市場で選択される財を選択の単位としている。
他方でメトカフェ(Metcalf 1998)やネルソンとウィンター(Nelson and Winter 1982)
は、
“財やサービスからなる特定の集合に関する生産方法”を担う経営単位が選択の単
ボーモル(Baumol 2002 訳, 199)は、コンテスタブル市場モデルを考案し、常に参入を伺う無数の潜在
的競争者を仮定することによって、完全競争に近い前提から分析をすることを可能としている。
90 企業外の条件の変化による外部経済に対し、内部經濟は企業自体の資力や経営能力の向上によってもた
らされる。マーシャルによって用いられた(有斐閣経済辞典第 4 版)。
89
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位となる。本稿では人工物と商品の比較という観点から、財の市場における選択を考
察してゆこう。
進化アナロジーで常に問題なのは、何が選択の基準となっているか、である。メト
カフェはマイアの個体群思考を引き合いに出して同一個体群のカテゴライズ基準を、
“同一の選択圧力に服していること”である、とする。ある個体が複数の選択圧下に
ある場合、その個体は複数の個体群に分類される。メトカフェは経営単位を選択単位
とし、市場で直接選択圧力を受けるのは市場に投入される財であるとした。市場のア
クティビティを決定するのは経営単位であり、メトカフェはそれが環境の選択圧に関
する技能、すなわち属性であると考えたからだ。しかし、財を選択単位とし、それが
どのような選択環境下にあるかを考察した時、財の間の競争がメトカフェの言う“コ
ンテスト”的なものかどうかという問題も疑問である。
財を選択単位として考え、その多様性を考察するとすれば、どのような結論が考え
られるであろうか。市場における財の選択圧でまず考えられるのは価格であるが、他
方で、人工物として財を考えた場合、その使用文脈という選択圧力下でどのようなパ
フォーマンスを示すかが重要になってくる。この時点で、メトカフェが競争をコンテ
ストとした考察は、妥当であると考えられる。しかし重要なのは、このパフォーマン
スが人工物の物理的機能特性だけで評価されるわけではないという事であろう。例え
ば、人工物を評価する際にそれがどの様な文脈で使用されるかが一つの評価となる
が、これはカテゴリーの問題と同一である。前節で議論したように、ロッシュのカテ
ゴリー理論によると分類の基本レベルは強く文脈に依存しており、包含関係による論
理的分類とは独立した、より恣意的なものである。同じ使用文脈からの選択圧力を受
けていると仮定するならば、人工物における競争は、まず文化的な文脈を選択する事
から始まると考えるのが妥当であろう(例えば、食事に箸を選ぶかフォークを選ぶかは
選択可能ではあるが、和か洋かといった食事の様式、すなわち使用する文脈により決
まる)。そして、その後に、人工物の使いやすさが問題になってきた時、ようやく機能
的洗練の問題が発生する。メトカフェの言う、コンテストとしての競争はようやくこ
の時点から始まるのである。例えばペトロスキーはフォークとナイフといった食器類
の多様性を考察し、必要がないと思われるほどの種類が出現したことを述べた。財の
種類が出現するメカニズムは、文化的な使用文脈という、本来、使用の合理性を超え
たところで発生するので、効用の増分が低減するような関数は描けない。メトカフェ
は財の多様性や財それ自体の新規性の発生に関して何も考察していないが、この創発
メカニズムこそが、そもそもイノベーションを定義するものでは無いか。
4.2 プロダクト・イノベーションにおけるデザイン問題
新古典派にしてもメトカフェの個体群モデルにおいても、想定されていたのは環境
に“適応”する主体が選択される、
“適応主義”的な問題設定であった。新古典派にお
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いては、無数の企業による競争により決定された市場価格に対し企業がプライステイ
カーとして適応するという受動的な過程であり、メトカフェの個体群モデルにして
も、選択環境に対し、標準以上のパフォーマンスを持つ主体が“適応”した個体とし
て生存するモデルである。
しかし、イノベーションを対象とする際、本来我々が考察せねばならないのは新規
性と多様性の出現がどのように、どのレベルで生じるか、そして、どのように使用文
脈が設定されるか、という事である。人工物がカテゴライズされる使用文脈は複雑で
あり、多次元の評価関数により構成されていると考えた方がよい。ここで我々は文化
進化論と同様の２レベルでの考察を必要とする。すなわち、パターン、すなわちカテ
ゴライズ化とプロセスである。これらは経済学の領域ではあまり分析されていないイ
ノベーションの側面を明らかにできる可能性を持つ。まずは、ロッシュのカテゴリー
論から現在議論されているプロダクト・イノベーションを考察すると、どのようにな
るかを議論してみたい。
何を商品の新規性や革新性とするかは、同じイノベーション研究の中でも様々であ
る。大橋ら(大橋 2014)は、漸進的イノベーションと区別されるものとして、“画期性”
を挙げている。彼らは「市場にとって新しいプロダクト・イノベーション」(ibid., 33)
を画期性と呼ぶ91。分析において画期性は、
「その商品が他の商品にはない特性を有し
ていることに他ならない」(ibid., 53)のであり、その例として同書で挙げられているも
のは、例えば自動車の例でいうと(1)ハイブリッド車の登場、そして(2)エンジンエネル
ギーの効率向上を挙げる92。
ハイブリッド車というカテゴリーは、単にエンジン自動車の燃費を向上した以上の
インパクトを持つ。ロッシュの基本レベルの概念を考慮するならば、自動車という上
位の概念に近い場所で分類されるカテゴリーである。K.B.クラーク(Clark 1985)の言
葉を借りるならば、デザインの概念はヒエラルキーを成しており、頂点に自動車とい
う中心的で“コア”なデザインがあるとするならば、その直下に位置するデザインと
言えるかもしれない。クラークによると、コア概念を頂点としてヒエラルキーを形成
する下位の概念が無数に存在する。例えば、自動車というコア概念の目的(移動)に対
する問題解決に関して、様々な機能(ガソリンエンジン・電気モーター・ハイブリッド
等)を含んでいると考えられる。ロッシュのプロトタイプと同様、クラークのデザイ
ン・ヒエラルキーもまた、コアを中心とする多様な変種を下位概念において生じさせ
るのである(ibid., 243)。
クラークの言いうカテゴリーの“頂点”やロッシュの言うプロトタイプは、カテゴ
リーの中心的な特性の束であり、使用者との相互作用によって問題が明瞭となること
91彼らは「市場創出効果」や「商品代替効果」を主眼としており、他社が既に似た使用文脈を持つ商品を

作り出している場合の競争と、まったく新たな市場としての製品を分けて分析することを強調する(大橋.,
40)。
92 同書では、自動車の特性に注目し、ランカスターのモデルを使い分析する。
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により、より下位の問題解決へと移ってゆく。文化進化論のパターン研究における系
統樹は、プロトタイプからどのようにサブ・グループが派生したかの影響を調べるも
のだが、大概の例は中心的な形式や様式は損なわずに、どのように多様化していった
かを示している。中心的なものは基本的に変化しないのである。
K. アローは特定の絵画の学派に対する理解を例に挙げ、それに慣れ親しんでいるこ
と、すなわちその絵画の様式から得られる情報コードのシグナルを読み取ることが、
絵画の理解にとって重要であることを指摘する。しかし、まったく新しい情報コード
は既存のどのような確率分布も修正しない93 (Arrow 1974, 40)。よって、既存のより
近い経験を提供する人工物との比較が重要となる。これまで提示した多様性の例はす
べて、同一カテゴリー内の変種の問題であり、使用文脈、そして市場という点では競
合し合う物ばかりであった。この点で多様性の生じる理由の一つは下位機能・デザイ
ンの複雑化と、商品差別化のための企業戦略である。ではより上位のカテゴリーの変
化はどのように生じるのであろうか。
プロトタイプを生じるイノベーションのモデルとして、一つの原点となるのが、
J.M.アターバックと W.J.アバーナシィのモデルであろう(Utterback and Abernathy
1975)。彼らはプロダクト・ライフサイクル理論において、初期の新商品の導入期に非
常な不確実性が生じることを示している。初期において企業はパフォーマンスの最大
化を目指し、外部からより多くの情報を得ようとする。彼らは「需要サイド」の意義
を重視し、
「市場に適用しうるような技術的イノベーションも、市場に承認されるか新
たな市場が創造されない限り、手つかずに終わる」(ibid., 427)と述べた。ランドヴァ
ル(Lundvall 1988)や E.S.アンデルセン(Andersen 2001)もまた、使用者と製作者観の
インターフェイスとしての商品について、そのデザインの抽象化(プロトタイプ化)や
相互学習の重要性を挙げる。これらは使用者と製作者間の情報共有化やコード化に基
づいた、商品普及の条件を示しており、文化理論からの援用を期待できる。ランドヴ
ァルも述べているが、こうした情報共有やコード化などは文化を共有している場合、
非常に容易い(Lundvall 1988)。
文化進化論のプロセス理論を再び考察してみると、G.タルドやシュンペーターとい
った初期イノベーション論者の社会動学理論との類似は明らかである。仮に新たな人
工物が権威・模倣バイアスによって文化を構成する集団内に普及するというのが人間
の行動進化に基づいた普遍的事実ならば、タルドの模倣の法則やシュンペーターの企
業者理論は社会動学モデルとして非常に現実と整合的なものであったと考えられる。
特に指導的企業者と静態的主体の二文法で分析し、それを不変的法則としたシュンペ
ーターの社会階級論は、文化進化論を先取りしていた。現実の市場においても、カリ
スマ的企業者による新製品の導入、またカリスマ的消費者による情報発信は、新規性
93

例えば、ポストモダニズムにおける芸術は統一した評価基準に乏しく、一つの形式も混乱のうちに衰退
してゆく。
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が社会に広がる原因となっている。彼らが提案する人工物は、その使用文脈を含むラ
イフスタイルを提示するモノであって、決して文脈から切り離されたものでは無い。
使用者は使用文脈を学び、新たな文脈の下で多様な新たな行動を形成する。これはプ
ロトタイプとして提示された人工物の多様性を新たに生じるであろう。そこから再び
使用者と製作者との相互作用による学習がその人工物の潜在性を明らかにしてゆくの
である。
5. 結語
本論文は、人工物の進化という観点からプロダクト・イノベーション論を再考しよ
うとする試みであった。その際重要なのは、人工物が使われる使用文脈とそれに体化
される技術であり、どちらも文化的文脈とは切り離せないことが示された。人工物の
進化現象の解明には、歴史や工学、認知科学などの様々な分野が関わっているが、特
に文化進化論は人工物の系統樹の形や人工物進化に影響するプロセスに関する知識を
齎してくれる。
パシネッティやランドヴァルが提示した財の種類の問題は、単に市場における商品
の差別化の問題ではなく、特定の使用文脈の中で必要とされる財の種類の問題であ
る。ペトロスキーが挙げる例でいえば、食器が、本来は必要無い程の多様性を見せた
理由は、それが文化の文脈、すなわちテーブルマナーという強固な使用文脈と結びつ
いていたからだ。この傾向が顕著だったのは 1900 年代の前後あり、時代が下るにつ
れてテーブルマナーに関する関心は薄れ、再び食器の種類は減少していった。
すなわち財の種類の増加は、文化的文脈と密接に結びついているのであり、予算制
約が許す限り、その多様性は保存されるであろう。こうした文脈を作り出す力として
は、シュンペーターが既に 1912 年、『経済発展の理論』で述べた通り、企業者のよう
なカリスマ的指導者が有力であるかもしれない。これは、文化進化論のプロセス理論
が人間行動進化論とともに提示した、権威・模倣バイアスによる慣習の更新・伝播と
同様のシステムによるのである。
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第 6 章 技術・経済パラダイム論とイノベーションシステム論
―ネオ・シュンペーター学派の経済進化理論
1. イントロダクション
石油危機に由来する、1970 年代から 80 年代にかけて西側諸国を覆った不況は、
1950 年代と 60 年代において、不況への効果的な処方箋であったケインズ政策に対す
る自信を失わせた。1929 年の大恐慌においてケインズは、市場の調整機能のみに頼ら
ず、政府支出によって有効需要を創出するという形の処方箋を提示した。C. フリーマ
ンと C.ペレズによると、1950 から 60 年代、経済学者の間には「ケインズ政策を受け
入れることで、1930 年代のように、いかなる不況の再発も防ぐことができる」
(Freeman and Perez 1988, 38)と考える、楽観的な風潮があった。しかし、1970 年代
以降の不況は石油危機のような外生的要因と伴に、産業構造の変化という経済に内生
的な要因も重なり、こうした問題に対処するための、新たな経済理論が必要となっ
た。
主流派の新古典派経済学はケインズ政策の失敗を、経済主体の“合理的期待”に帰
した。この理論によると、経済主体は公共投資、減税といった様々な政策的アクショ
ンに対し、将来にわたって合理的に予測し、その効果を相殺するように行動する。経
済主体に完全情報や、合理性という仮定を設け、抽象的で機械的な経済成長理論の範
疇で不況への対処法を説こうとした新古典派に対し、J.A.シュンペーターの発展理
論、そして景気循環論に立脚し、より現実的に経済の構造変化と技術変化を考察しよ
うとした学派がネオ・シュンペーター学派である94。彼らは新古典派の力学的・決定
論的アプローチに対し、歴史的・経路依存的な現象を扱う進化経済学という新たな領
域を拓いた。
著者が確認した中で、シュンペーターが後のネオ・シュンペーター学派に与えた影
響を、包括的に議論することは難しいが、おおむね次の 5 点であると考えられる。➀
技術的与件の変動が、コンドラチェフ波に相当する数十年周期の景気循環を形成し、
各時代を代表する技術が、市場均衡における財の数量や価格を決定するという考え
(Schumpeter 1939)。➁社会・経済は戦争や地震、技術革新などの外生的・内生的シ
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シュンペーター自身は学派を形成する意識が薄かったこともあり、ネオ・シュンペーター学派の範囲を
明確に決定することは難しい(瀬尾 2011)が、1986 年に国際シュンペーター学会(International
Schumpeter Society)が設立されて以来、シュンペーターに影響を受けた多くの研究者がこれに参加し、
彼らはネオ・シュンペーターを自認している。イノベーション研究自体は様々な分野の研究者集団(経営
学、地理学・政策担当者、産業経済学)から構成されている(Fagerberg and Verspagen 2006, 12-15)が、
シュンペーターに影響を受けた集団は中でも大規模であり、最も大きな影響力を持つ。ネオ・シュンペー
ター学派とされる研究者、C.フリーマン、R.ネルソン、そして B.ランドヴァルらは OECD において「専
門家もしくは被雇用者として NIS の発展に多様な役割を果たしている」(Miettinen 2002, 訳, 23)。
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ョックに対する適応システムである。➂革新の初期には歴史的・経路依存的な不確定
な過程が存在し、この過程は純粋経済的には決定されない。➃新技術体系の普及
(diffusion)過程において企業参入が生じ、バンドワゴン効果により投資が活気づき、
好況が生じる。➄経済は社会的・文化的・制度的バックグラウンドとの相互関係であ
り、イノベーション研究には総合的な視座が求められる。
ネオ・シュンペーター学派の研究者らは、1970 年代に生じた不況の内生的要因が、
新たな技術環境と社会・経済システムの間におけるギャップを調整する過程に生じ
る、様々な不安定性に由来すると考えた(Nelson and Winter 1982, Dosi 1982,
Freeman 1988, Perez 1995)。彼らはシュンペーターの長期循環の代わりに、レジーム
やパラダイムといった概念を使い、特定の時代に支配的な技術の変化が社会・経済に
労働力や資本の構成において調整過程をもたらすことを説明している。他方で、技術
の発展は投資活動を活性化し、全要素生産性(TFP)を増加させて経済成長をもたら
す。ネルソンやフリーマン、ランドヴァルらはイノベーションが生じる具体的な社
会・経済システムに焦点を当て、国家イノベーションシステムという概念を発展させ
た。彼らはイノベーションが生じる複雑で不可逆的なプロセスをシステム論的に議論
する。技術革新の説明を外生的な物語か、もしくはブラックボックス化することで、
回避してしまった新古典派よりも、複雑ではあるが、そのシステムを解明しようとす
るネオ・シュンペーター学派の研究史は検討するに値する。
ネオ・シュンペーター学派の中でも、最も影響力のある著者の一人、リチャード・
ネルソン95は、イノベーションのシステムを研究するにあたり、技術進化と制度の関
係を研究する重要性を説いた(Nelson and Nelson 2002a, b, Nelson 2005)。技術論は
経済学においてあまり中心的なトピックにはならなかったが、本来、イノベーション
の企業戦略において重要なのは、市場を支配する商品をどのように生産するか、また
そのためにどのような技術を使用するか、という設計の問題も含む。
本論文では、まず次節において、1980 年代から活発に議論された技術レジーム論
や、技術パラダイム論、技術経済パラダイム論を、その成立から展開にかけて俯瞰
し、次に第 3 節において 1990 年代から現在に至るまで議論され、政策的にも利用さ
れているイノベーションシステム論を検討したい。彼らはイノベーションが生じやす
い制度的・知識的環境がどういったものかを探究している。彼らに共通する基盤とし
て、システム要素間の相互作用を対象とする議論がある。これは国家や地域ごとに異
なり、文脈に依存した形であるイノベーションシステムをどう構築するかが焦点とな
っている。同じく第 3 節の後半では、進化経済学の言う“進化”とはどういったもの
か、どういう議論があるのかを考察する。第 4 節では、経済学以外の分野における技
術論が上記の技術・経済パラダイム論やイノベーションシステム論に貢献できるかど
95

ファーゲルベリによると、R.ネルソンはイノベーション研究者が最も影響を受けた著者として、シュ
ンペーターに次いで 2 位にランクされている(Fagerberg 2006, 7)。
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うかを検討し、章の最後に、新たな研究プロジェクトの提案としての、人工物進化概
念を提示する。
2. 技術レジーム、技術パラダイム、そして技術経済パラダイム
第 1 節でも述べた通り 1970 年代以降のスタグフレーションは、それまでの不況に
おいて通用していたケインジアン的な政策では対処できず、シュンペーターの長期的
な視座に立った景気循環論が再び脚光を浴びることとなった。長期的な不況と高失業
率は、石油危機という外生的ショックもあるが、同時に経済に内生的な問題とも考え
られた。新古典派はこれを説明するのに当たり、財政出動や減税といった政策を人々
が学習し、将来にわたる合理的期待の結果、政策の効果が相殺される、という仮説を
立てた。これに対し、シュンペーターの後継者たちは、技術変動の普及過程で生じ
る、新技術と経済の社会的運営の間の調整に伴う危機であることを指摘する(Freeman
and Perez 1988, 39)。ケインズも実際にはシュンペーターの議論を受け入れ、技術革
新の重要性、不確定性に同意していた(Keynes 1930)のだが、「原理」を出版する時点
では技術への言及はなく、ケインズもケインジアンも技術進歩の重要性を論じること
は無かった(Freeman and Perez 1988, 41)。
1980 年代に、技術変化を含む経済の構造的変化を論じたものとして、ネオ・シュン
ペーター学派の“技術レジーム”論や“技術パラダイム”論がある。前者はネルソン
とウィンターが定義した、技術改良の定向的軌道のことを指す。レジームは人間の認
知に関わっており、
「革新活動において解決しなければならない問題の性質を定義」
(Malerba 2005, 382)する。後者は、科学の発展における T.クーンの所謂“パラダイム
論”とのアナロジーで技術を論じたものである。両者は、それ以前にあった、科学の
応用としての技術という単純なリニアモデルを乗り越え、また経済の構造変化につい
ても説明しようという試みである。さらに、それに続く技術経済パラダイム論や、さ
らには国家イノベーションシステム論ともつながる重要な議論なので、まず本節では
技術レジーム論、そして技術パラダイム論を考察する。
2.1 技術の“軌道”とレジーム論
技術の変動をモデル化するにあたり、1970 年代以前の技術革新研究者らは、技術が
特定の設計上の目的に向かい、方向性を持って進むと仮定した。例えば N.ローゼンバ
ーグは、“技術的必然性(Technological imperative)”という技術の“軌道”を設定
(Rosenberg 1969)する。また D.サハル(Sahal 1985)は、生物のクレオド的進化96との
アナロジーとして、
“技術のガイドポスト”という概念を導入し、社会・経済的環境が
技術進歩の前提となり、進歩の道筋を決定することを示した。ネルソンとウィンター
96

クレオド的進化とは、細胞分化において見られる安定的な下位構造のことであり、大局的に大まかな
“道筋”が決定されている過程である(池田 1988)。
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もまた、自然軌道という概念により、技術が特定の方向に進むことを示す(Nelson and
Winter 1977)。彼らは技術が内的な論理を持ち、必然的と思えるような方向へと進歩
していくと議論している(ibid., 56)。これらは皆、技術が技術そのもの、もしくは様々
な環境要因により、方向性をもって発展してゆくことを示している。
ネルソンとウィンターは自然軌道と同時に、“技術レジーム(technological
regime)”という概念も定義する。彼らによると、これは認知的な領域にあるものであ
り(Nelson & Winter 1977, 57)、特定技術が「可能な技術か、また試みる価値がある技
術かについての開発者の信念に基づいて」(Nelson & Winter 1977, 57, 1982, 訳, 308)
いる。この技術レジームの説明において、航空機の DC3 型の例が用いられている。
DC3 型は 1930 年代にはじまる、金属製の外板、低い位置にある翼、ピストンエンジ
ンといった特徴を示す、技術レジームを形成する。エンジニアはこのレジームに潜在
性を感じ、20 年以上にわたり航空機のデザインはこのレジームの可能性を開発する方
向で進んだ(ibid., 57)。こうしたレジーム内では、知識は特定の方向へと累積的に蓄積
される。彼らはレジーム内で方向性を持った技術開発の期間を“累積的技術”とし、
そして根本的に技術が変動する時期を“サイエンス型”として、二つの異なるレジー
ムを設定し、それぞれのレジーム内における企業の振る舞いをシミュレーションして
いる。
F.マレルバは、技術的要因だけではなく企業の振る舞い自体も技術レジームの定義
に加え、ネルソンとウィンターよりも広い解釈を提示した。彼によると「技術レジー
ムは企業が、その革新活動において解決すべき問題の性質を明らかにし、技術的学習
のモデルに影響を与え、特定の行動や組織に対しインセンティブや制約を形成し、そ
して多様性の創出と選択（その結果として、企業進化のダイナミクス）の過程に影響
を与える」(Malerba 2005)。技術レジーム論は、後に紹介するイノベーションシステ
ム論においても企業行動に対する技術的制約の問題として組み込まれ、ともに議論さ
れている。
2.2 技術パラダイム論
1979 年、G.メンシュは著作 Stalemate in Technology の中で、シュンペーター解釈
によるコンドラチェフ波の説明により、1970 年代のスタグフレーションを解釈した。
彼は「不況期に経済は、構造的にラディカルな変化への準備を整えており、技術的停
滞はイノベーションが殺到(surge)することにより終了するのが観察される」(Mensch
1979, 40)と述べる。不況期に次のイノベーションへの準備を怠ると、「シュンペータ
ー的な創造的破壊の過程を妨げ、調整がうまく進んだ時に実際に必要となるよりも、
多くの社会的費用を蒙る」(ibid., 41)と考えた。科学的発見や発明はイノベーションを
生じる際の重要な要素であり、適切なプロジェクトを適切な時期に立ち上げないと、
必要な時にイノベーションが不足し、技術的停滞を引き起こす。メンシュはこうした
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発明とイノベーション不足の現象を、(以前の計画不足による)「エコー効果」と呼
ぶ。しかしこの仮定は、イノベーションに先行して科学的発見や発明が集団的・断続
的に行われなければならないという、強引な仮定を含む。メンシュは科学的知識の創
出の問題を、T.クーンのパラダイム論に基づいて説明する。
「論争を引き起こすような
新しい理論は、新たなパラダイムへの候補である。論争の激しさは、既存の知識や理
論構造とのギャップへの不満に比例する。理論と現実があまりにかけ離れていると
き、よりよい新しい理論が科学者の社会に大きな動揺をもたらす。トマス・クーンは
この科学的革命を、現行のパラダイムのオルタナティブとして説明している」(ibid.,
143)。メンシュはこうした科学革命が、発展に不可欠な“基礎的イノベーション”を
生じさせ、新たな経済発展を導くと推測した。しかしこの議論は経験的に否定されて
いる97。
G.ドーシは、科学パラダイムが技術革新を生じると考えるのではなく、技術自体が
科学パラダイムと同様のプロセスで生じるとした。彼はこれにより、シュンペーター
が提示して以来の問題であるイノベーションの非連続性を説明しようと試みる。彼の
議論は単に技術者による研究開発の方向性の問題に留まらない、産業や市場との相互
関係を考慮したモデルである。ドーシは経済成長と技術進歩の問題における論争に触
れ、市場メカニズムと技術変化との独立性98や、イノベーションの方向性、その決定
要因などの問題を挙げる。そして、当時主流であった、科学から技術、そして経済へ
というイノベーションのリニアモデルを批判し、代わりに技術をより実践的・理論的
な知識の集まりとして考えることを提案する。彼は技術パラダイムを、
「選択された自
然科学原理や基本的素材(material)を基礎とする、選択された技術的問題解決のモデル
であり、パターンである」(Dosi 1982, 152)と説明した。技術パラダイムはネルソンら
のレジームと同様、技術者の想像力を強く支配し、特定の対象に関心を向けさせるの
と同時に、他の技術的可能性に対して道を閉ざし、何が“進歩”なのかを定義する。
ドーシの技術パラダイム論によると、科学と技術、そして商品という三つのカテゴ
リーは、リニアモデルのように一方向的なものでは無い、相互依存的なものである。
既存の科学パラダイムは技術に適応可能かどうかという点において“技術”のパラダ
イムに影響を与え、その可能性を制限する。そして選択された技術パラダイムは可能
な技術のクラスターである“技術軌道”を形成する。市場を支配する社会的要因や制
度は技術軌道に対し大きな影響を持つが、どの技術が選択されるかについては、事前
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メンシュ自身、エレクトロニクスや科学における基礎的発明を調べ、エコー効果の有無を統計的に調べ
ようとしたが、
“基礎イノベーション”に見られたほどの発明の群生化は見られず、科学的発見や発明の
不作が経済の停滞期に基礎的イノベーションの不在を引き起こす、という仮説は棄却されることになった
(Mensch 1979)。また、フリーマンとクラーク、ソエット(Freemn, Clark and Soete 1982)もまた、メン
シュが使う資料の不完全さを理由に、この仮説を棄却している。シュンペーターも認めていたことである
が(Schumpeter 1912, 1939)、発明や科学的発展とイノベーションは区別されるべきであり、企業家がそ
の可能性を利用するまで、発明が経済的に影響を持つことは無いという事が裏付けられたと言える。
98 ドーシはこの問題に関連して、当時盛んに議論された、需要プルと技術プッシュの問題を取り上げる。
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に不確定であり弱い力しか持っていない。市場は技術が商品に体化された段階におい
て重要になる。すなわち、
「供給サイドによって選択された幅広い技術パターンによ
り、既に限定された商品に対して、市場は“事後的”に選択機構として」(ibid., 156)
働く。進化的アナロジーを用いるのならば、経済的・技術的環境は技術進歩に対し二
通りの方法で影響をする。
「第一に“変異の方向”に対する選択(技術パラダイムの選
択)であり、次にダーウィン的な意味における変種内の選択(シュンペーター的な試行
錯誤の間に働く“事後的”な選択)」(ibid., 156)である。ここで市場は技術軌道へのフ
ィードバックとして存在する。それまでの主流であったリニアモデルは否定され、科
学・技術・市場の 3 カテゴリーはフィードバック通じて、上向的・下向的に影響を与
え合うシステムとして理解されるのである。
2.3 技術・経済パラダイム論
ドーシの議論は C.ペレズにより継承され、さらに拡張される。彼女はマイクロ・エ
レクトロニクス産業の例を挙げ「技術・経済パラダイム」を定義した(Perez 1985)。
彼女もやはり 50 年サイクルのコンドラチェフ長期波動を引き合いに出し、それぞれの
波に対応する技術・経済パラダイムが、国家的・国際的レベルにおける社会制度的な
枠組みさえも再構築する、という議論を展開した。こうした社会制度の大きな変容が
経済発展を形成し、次期の長期波動の成長モードを決定する(ibid., 441)。知識や発明
といった技術的進歩は「
“比較的自動的”な過程であり、それに対し技術の応用、伝播
であるイノベーションは、社会的条件や経済的利益によって決定される」(ibid.,
442)99。
フリーマン(Freeman 1982)は“新技術システム”の概念を用い、それぞれの製品と
イノベーション過程との間のクラスター関係を示し、技術変動の相互作用的性質を示
した。ペレズはこのフリーマンのシステム概念を技術軌道の概念と融合し、長期の技
術変動全体の分析に適用した。そして、技術的な決定が、特定の社会・経済的文脈の
中で生じ、そしてその文脈にフィードバックするシステムを考察する。
ペレズは、技術・経済パラダイムが変動する主要因として、次の 4 つを挙げる。す
なわち(1)比較費用の低さ(低下)、(2)供給の無制限性(すべての実用的な目的に関し
て)、(3)広く普及するという潜在性、そして(4)技術的・組織的イノベーションの合成
を基礎として、考え得る可能性(Perez 1982, 444)である。ペレズによると、これらの
特徴は、マイクロ・エレクトロニクスのパラダイム出現について有効な説明を提供す
る。

ペレズと類似した説明を、シュンペーター(Schumpeter 1912)は 70 年前に既にしていた。彼は技術的
知識が自動的・自律的に増大することを認め、他方でイノベーションの発現の原因については企業者の新
結合に帰した。
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これまで、様々なレベルで生じるイノベーションに言及してきたが、これらを考察
する際、フリーマンら(Freeman and Perez 1988)の分類は有効である。彼らはイノベ
ーションを 4 つのレベル、すなわち➀増大的イノベーション(incremental
innovation)、➁基礎的イノベーション(radical)、➂技術システム転換(technological
system change)、➃技術・経済パラダイム転換(techno-economic paradigm change)に
分類する100。増大的イノベーションは技術者が行う通常の改良や、ユーザーの“使用
による学習”(Rosenberg 1984)による提案などと通じて生じる。基礎的イノベーショ
ンは、計画的な R&D の結果として生じる「断続性」をもつイノベーションであり、
メンシュが定義した“基礎イノベーション”に近い。フリーマンは、新たなマーケッ
トへの可能性や、好況を見越した投資熱への影響等を考慮し、このレベルのイノベー
ションを重要視する。技術システム転換は産業に新たな部門を出現させ、さらに様々
な部門へと波及する。これは「増大的イノベーションと基礎的イノベーションの組み
合わせからなり、組織的・経営的イノベーションを伴う」(Freeman and Perez 1988,
46)。そして、技術・経済パラダイム転換は、シュンペーターの言う“創造的破壊の
嵐”であり、コンドラチェフの長期波動を方向付ける、インパクトの最も大きいカテ
ゴリーである。これは技術革新のクラスター化により、すべての産業部門に波及する
ほどの影響力を持ち、社会的・経済的環境を変えてしまう。
フリーマンとペレズはこうしたパラダイム転換の具体的な例として、情報技術パラ
ダイムの変化を挙げる。彼らは戦後の技術レジームを石油化学や自動車、その他の製
品の大量生産が特徴づけているとした。こうしたパラダイムに理想的な企業というの
は、ヒエラルキー型の管理・運営であり、主に寡占市場で、社内における R&D が行
われることを特徴とする。そして理想的な生産組織体系は、流れ作業型の組み立てラ
インであり、同一製品を大量生産するものである。こうしたパラダイムの特徴が、耐
久消費財市場の拡大へとつながっていった。他方で、1970 年代以降の技術レジーム
は、マイクロ・エレクトロニクスやコンピューター、電子通信等が主流であり、大量
生産のレジームとは異なる。ここでは、デザインやマネージメント、生産、マーケテ
ィングを統合したシステムが重視され(コンピューター産業の IBM や、衣料品メーカ
のベネトン等)、自由で迅速な製品とサービスの構成を可能にするシステムが求められ
る。戦後間もないパラダイムは、同質性や特定性により特徴づけられ、1970 年代以降
のパラダイムは多様性や自由性によって特徴づけられ、このパラダイム転換が必要と
される技能の変化などの問題を生じ、構造的な問題となって現れるのである(Freeman
and Perez 1988)。
フリーマンもペレズも、サセックス大学における SPRU(Science Policy Research Unit)に所属して研
究していた。フリーマンは SPRU の経験的なデータを基にイノベーションを分類した。このプロジェク
トは 1965 年以来、英国産業の主要な技術革新を集め、革新源とタイプ、産業の革新パターン、産業間の
関係、地域的特色等をカバーしている。4300 のイノベーションにおけるデータを網羅している(Smith
2005, 161)。
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3. イノベーションシステム論
前述のレジーム論・パラダイム論は、技術の方向性を規定するレジームやパラダイ
ムの特徴や、市場や社会制度とのフィードバック関係を体系的に示したものである。
これに対しイノベーションがどのように生じるか、生じやすい環境とは何かをシステ
ム論の観点から論じたのが、いわゆるイノベーションシステム論である。イノベーシ
ョンを単に R&D への資源投入の結果か、もしくは外生的な物語としてしまう新古典
派に比べ、主体となる各要素間の関係性に基づき、より具体的で経路依存的、歴史的
なイノベーションの説明を目指している101。メンシュ(Mensch 1979)はイノベーショ
ンの継起について、それを準備する科学的知識や発明の創出を説いたが、ドーシやペ
レズ、そしてシュンペーター自身も認めているように、本来科学的発見と経済発展は
互いに独立したものであり、科学的発見とその応用は不確定な要素を多分に含む。重
要なのはイノベーションのタイミングでは無くその伝播・拡散にあり、その分析には
システム的観点が求められる(Fagerberg 2003)。また、国家イノベーション論では、
国家間、地域間の文脈的な差異を重視し、国家ごとのイノベーションシステムを比較
することが重要なテーマとなっている102。本節ではまず、どのようにシステム的観点
が生じたのかを俯瞰し、そしてこの分野で最初に議論された国家イノベーションシス
テム論を取り上げる。初期のシステム論は様々な論者によって醸成されていったもの
と考えられるが、中でもネルソンやフリーマン、ランドヴァルといった、初期のネ
オ・シュンペーター学派の貢献が大きかった。イノベーションシステム論は、OECD
のイノベーション研究におけるシステム論的なアプローチに影響を受けた一方で、進
化経済学を標榜していたネオ・シュンペーター学派による、新古典派経済学理論への
アンチ・テーゼであったと考えられる。本節ではまず、国家イノベーションシステム
の展開を議論した後、進化経済学者らが考える“進化”概念の像を考察することとす
る。
3.1 国家イノベーションシステムの展開
国家イノベーションシステム論の歴史については、既に広範なサーヴェイが様々な
研究者(Miettinen 2002, Fagerberg 2003, Goddin 2007)により行われているが、本節
ではそれらに依拠しつつ、この理論の要点を説明する。

101

この点においてネオ・シュンペーター学派のイノベーションシステム論は、シュンペーターの意図し
ていたところを忠実に守っているように見える。シュンペーターは技術的知識の単なる増大をイノベーシ
ョンとはせず、それ以前の“軌道”を変える、断続的なプロセスを描いていた。そして、イノベーション
の初期の発現気においては不確定性が存在し、歴史的な記述を必要とする経路依存的なシステムが存在す
ることも指摘している(Schumpeter 1912, 1939)。
102 その大きな理由の一つとして、1970 年代以降の日本の技術的競争力向上がある。1970 年代から 80 年
代にかけて、日本は技術的競争力をつけ、これが貿易摩擦の一つの要因となった。
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B.ゴディン(Godin 2007)によると、イノベーションのシステム論的アプローチは、
1960 年代に行われた OECD による一連の研究に多くを負っている。当時社会科学の
分野でシステム論的アプローチが盛んにおこなわれており、OECD もまたこの流れに
倣ったのだが、ゴディンによると、これが OECD 加盟国の政策担当者に影響を与えた
のである(ibid., 5)103。ミエッティネンも指摘している通り、ネオ・シュンペーター学
派の初期の研究者で、システム論的アプローチを先導したフリーマンやネルソン、ラ
ンドヴァル104らは、
「経済学者、イノベーション研究者、そして OECD の専門家もし
くは被雇用者として NIS(National Innovation System)の発展に多様な役割を果たし
て」(Miettinen 2002, 訳, 23)きた105。
ゴディンが OECD の役割に注目するのに対し、ミエッティネンは初期の進化経済学
者たちの役割を重視する(Miettinen 2002)。彼は進化経済学者たち、すなわち「新し
いイノベーションのパラダイム」を作ったネオ・シュンペーター学派の研究者らと、
政策立案者らとの協働において支配的な新古典派理論に対し、彼ら自身の新たなアプ
ローチを提示する事により、システム論的なイノベーション理論が促進された、とい
うストーリーを受け入れている。初期の進化経済学者らには、フリーマンやネルソン
などが含まれる。
フリーマンは Technological Policy and Economic Performance (Freeman 1987)の
第 2 章において、日本の国家イノベーションシステムの事例を挙げている。彼は明治
維新の例を挙げ、日本が 19 世紀には既に手工業の成長を喚起するような政策を受け入
れており、第 1 次大戦以前には技術的政策の特性が明白に決まっていたとする
(Freeman 1987, 32)。例えば、政府が日本の産業化に強い駆動力をもち、教育の重要
性を認めていたこと、そして入手可能な最も優れた技術を取り入れて改良し、政府と
産業が緊密に協力し合う、といった特性である(ibid., 32)。また、フリーマンは戦後の
通商産業省(MITI)の役割についても言及する。通商産業省は、長期的に潜在性のある
市場において、最も進んだ技術を日本に普及させるキーファクターとなっていた(ibid.,
35)。フリーマンはこのように、日本の政策・制度と技術革新の関係を、事例を挙げて
分析し、日本が取引の手段において、市場モードではなく、組織モード
(organizational mode)、もしくは集団モード(group mode)を利用していることを明ら
かにした(ibid., 54)。ミエッティネンは、フリーマンが議論した日本経済の特徴を、次

本論文では OECD とイノベーションシステム論との関係について詳しくは議論しないが、ネオ・シュ
ンペーター学派に先行して、OECD の政策担当グループがシステムアプローチの構築に尽力し、このフ
レームワークが実際的な現場において使われ、評価や批判を受けていたことも注目すべきである。詳しく
は、ゴディン(2007)を参照。
104 ランドヴァルは、OECD の科学・技術・産業部門(DSTI)の副理事を、1992 年から 1995 年にかけて担
当した。
105 OECD のプログラムに国家イノベーション論が重要な役割を果たしてきた一方で、この理論が実際的
な価値をほとんど持たず、実行するのが困難であるといった政策担当者の懸念があるという(Godin 2007,
p. 8)。
103
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の 5 つにまとめた。すなわち、➀日本経済の近代化における政府の役割、特に通産省
の活動、➁近代化における重要な要因としての教育と訓練、➂世界最高の技術を輸入
し、改良に対する広範な努力、➃政府と巨大企業の緊密な関係、➄系列として知られ
る垂直統合した企業集団の形成(Miettinen 2002, 訳, 71)等である。フリーマンの議論
は、主要な主体と各要素との相互作用や、地域に独特なイノベーションシステムとい
うこの領域の特徴を先取りしたものとなっている。
ネルソンは、1993 年 National Innovation Systems (Nelson 1993)という論文集を
編集し、ランドヴァルや F. マレルバを含む論者が、各国のイノベーションシステムに
関する論文を寄稿した。この論文集の第 1 章において、ネルソンと N.ローゼンバーグ
が技術イノベーションの国家システムを概説している。彼らによると、システムとい
う概念は、注意深くデザインされ構築されたものを指すように思えるが、ここでは、
イノベーションのパフォーマンスを決定する一連の制度の相互作用のことであり、デ
ザインされるものでも、円滑に首尾一貫したものでも無い(Nelson & Rosenberg 1993,
4)。ここでイノベーションを支える制度的主体として挙げられているのが、技術者や
企業、産業における研究所、研究大学、そして政府の研究所などがある。彼等はま
た、国家という語の問題にも触れる。相互作用するイノベーションの主体が 1 国家に
収まるかどうかは疑問であるが、政府の政策や法、共通言語、共有文化等が国家の内
外を定義し、これが技術進歩を促すと考えられる(ibid., 16)。こうした国家という枠組
みは、後に特定産業のクラスターの範囲を対象とした、地域イノベーションシステム
論(regional innovation system)や、特定の産業部門にのみ着目する産業部門イノベー
ションシステム論106(sectoral innovation system)へと展開してゆく(Edquist 2005)。
エドキスト(Edquist 2005)は、このイノベーションシステム論(SI)についての強みと
弱点を指摘する。このアプローチの強みに関して彼は、経済史・経済学・社会学・地
域研究等、分野をまたぐ領域を包括する、ホリスティックな観点からの分析であると
いう事、歴史や進化的観点、相互の依存性、非線形性の強調、制度の役割を強調して
いることなどを挙げる(ibid., 185)。他方で、このアプローチの弱さは、まずその概念
における混乱がある。例えば、
“制度”という語に関してこの領域の研究者らは、組織
や組織の主体、法律、ルール、ルーティン、ゲームのルール等、多様な意味を充てて
いる。また、このアプローチは、イノベーションシステムという定義の中に何が、ど
こまでが含まれるかを正確に示していない。要素間の因果関係を主な対象とするも、
こうした関係は複雑であり、仮説を立てることができず、限られた範囲でしか経験的
テストのための推論を導かない。よって、これらは理論というよりもむしろ、枠組み

106

こうした産業部門のシステム分析において、マレルバとオルセニーゴはイノベーションの生じる条件
として、多数の小規模イノベーターによる革新競争と、もしくは大企業における R&D というシュンペー
ターMark1 と Mark2 が、どのような技術の出現と関係を持つかを経験的にテストした(Malerba &
Orsenigo 1995, 1997)。
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(framework)といった方がよい(ibid., 186)107。こうした問題点を踏まえ、エドキスト
は発展や伝播、イノベーションの決定因を探究する研究や、イノベーションの“活
動”に焦点を当てることを推奨する。また、明瞭な概念の定義、統一的・概念的・理
論的研究の必要性、経験的分析の重要性などを説く(ibid., 202)。OECD においても、
その実用性に懸念が表明されたように、このアプローチには問題が多い。しかし、定
量的ではない、定性的アプローチを発展させ、複雑なイノベーションのメカニズム
を、進化的・歴史的視点を含む多様な観点から、システム論的に解明しようとする試
みの方向性は、十分受け入れられる。
3.2 進化経済学における進化概念とは何か
ネオ・シュンペーター学派は彼らの学問領域を“進化経済学”と呼ぶが、彼らの使
う“進化”とは、どういう現象をさすのだろうか。シュンペーター自身はその初期の
著作において、啓蒙思想下で発展し、決定論的意味合いを持っていた“進化”という
語を避けていたようである。しかし、アメリカに渡った後、ダーウィニズムやスペン
サーを取り入れ、独自に発展させた発明の社会学の議論や、人類学・社会学領域で使
われていた、より複雑な文化進化論に触れ、経済動学を記述するにあたり、生物進化
とは異なる性質を持つ“進化”という語を受け入れていったと考えられる(Yagi 2007,
本論 2, 3 章)108。
ネルソンとウィンターは 1982 年の記念碑的著作、An Evolutionary Theory of

Economic Change において、企業行動と産業の動学を“進化理論的モデル”として議
論している(Nelson and Winter 1982)。彼ら自身も認めている通り、「我々が展開する
進化の理論もまた同時に、フレキシブルで、それぞれの問題の目的に応じて多様なス
タイル」(ibid., 訳, 13)をとる。彼らの進化論的モデルは、企業の意思決定ルールと、
組織の定型的行動であるルーティン、そして選択のメカニズムにより成り立ってい
る。ルーティンを変化させるものは企業の探索行動であり、これは「生物進化論にお
ける突然変異に対応する」(ibid., 訳, 21)。また、選択のメカニズムは「生物学的進化
論における純再生産率が異なる遺伝子型の自然淘汰に類似して」(ibid., 20)いる。探索
と選択の共同作用を通じ、
「企業は時間とともに進化し、各期の産業の状況が次の期の
その産業の状況の種を生み出す」(ibid., 訳, 22)。ここで選択されるものが、企業の合
理性や予測に結びついたものかどうかを考察する事は出来ない。M.フリードマンは競
107

日本でも“イノベーションシステム”をその題にもつ本として『日本のイノベーション・システム―
日本経済復活の基盤構築に向けて』(後藤晃、児玉俊洋編 2006)や『生産性とイノベーションシステム』
(藤田昌久、長岡貞男編)等があるが、これらの書籍に寄稿している著者らは、ネルソンやランドヴァルな
どといった、ネオ・シュンペーター学派の論文から一切引用しておらず、どちらかというと新古典派成長
理論のベースに基づいた議論をしている。どちらの書籍においても、唯一、藤本がネオ・シュンペーター
学派を引用しているのみである。
108 事実、日本語版の『経済発展の理論』に英語の序を寄稿した彼は、
「経済動学が進化科学であるべき」
と述べている。
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争圧が合理的に利潤最大化への努力をする企業を生き残らせ、他を排除するという趣
旨で進化的な選択の議論を使っているが、A.アルチアンは、自然淘汰の役割につい
て、その基準が、
“実際に行われた様々な行動”(ibid., 訳, 176)である、と述べる。ア
ルチアンも「最大化を行う「適応的な」企業や個人の方が存続し繁栄する可能性は高
い」とするが、他方でこれ(最大化)が「明示的あるいは潜在的な目的であるという観
点から正当化する必要はない」(Hodgson 1993, 訳, 309)。ネルソンとウィンターはア
ルチアンの次の一文を引用する。
「本当に重要なことは、実際に行われたさまざまな行
動である。というのも、まさにそれらの行動から成功が選ばれるのであり、いくつか
の完全な行動の集合からではないのである。経済学者が環境の変化と現状に対する満
足の変化がもたらす行動が、もし予見が完全であれば選ばれたであろう最適な行動に
向けた適応や選択に収束するであろうと主張するのは、やや議論が行き過ぎているで
あろう」(Nelson and Winter 1982 訳, 176)。彼らはレジームに影響される企業行動の
ルーティンと、市場による選択機構のシミュレーションにより、アルチアンの議論を
証明している。
こうした、市場における選択と、ルーティンを保持するフローとしての“軌道”と
いう考えは、技術パラダイム論、技術経済パラダイム論等の論者により継承された。
ドーシ(Dosi 1982)については既に述べたが、彼も同様に市場による技術軌道の選択を
考察している。また、科学による技術軌道の規定は、ネルソンとウィンターが示した
レジームによるルーティンの規定と類似した働きを示す。ドーシの技術パラダイム論
は、ネルソンとウィンターが提示した進化理論とその構造において類似しており、こ
れらの議論は基本的にダーウィニズム的な進化を強く反映している。そして、選択の
結果生き残る主体について、最大化の結果というよりも、ある程度の恣意性を持たせ
ている。
バースパゲンは、イノベーションと技術変動の“ミクロ的基礎付け”について、不
確実性とイノベーションの重要性における多様性の、2 つの側面に焦点を当てる
(Verspagen 2005)。新古典派の仮定するような、確率分布が事前に分かっている状況
の場合、この不確実性は複雑なプロセスが必要であるにしても、計算で対処すること
ができる。しかし、彼がここで述べているのは「不確実性の過程による可能な結果が
事前に知られていないものとしての、強い不確実性」(ibid., 493)のことを指す。進化
経済学ではこうした“強い不確実性”の下にある主体を基本的に扱う。そして、イノ
ベーションの重要度における多様性の存在について、商業的に利用されないようなも
のが淘汰・選択されることを指摘した(ibid., 494)。バースパゲンも利潤最大化という
仮定の問題点を強調しており、企業家が技術的可能性の結果生じる商業的機会を、す
べて知ることは不可能であることを説く。進化経済学において、こうした不確実な状
況下でも経済成長があることを説明する諸力は“変異”と“選択”である。イノベー
ションを対象とする進化経済学者が共有している点であるが、バースパゲンによると
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「イノベーションは変異を生じる力であり、市場や他の経済制度は現代の経済におい
て最も重要な選択機構」(ibid., 496)である109。
こうした見方はその経路が環境や文脈、歴史等に依存しているシステムの発展を理
解するのに非常に便利である他方で、強い不確実性、もしくは F. ナイトの言うところ
の“真の不確実性”を仮定していることで、政府の政策や企業の決断等の有効性に対
する評価の難しさが存在する。不確実性の存在以外にも、さらに、政策によって技術
革新を促進する際の難しさが存在する。技術パラダイム論やレジーム論、そしてイノ
ベーションシステム論において、社会経済における組織や制度の役割の重要性が議論
されている。しかし、こうした組織や社会制度は、技術の性質によって大いに影響を
受ける。よって、本来は経済学の範疇では無かった、歴史や人類学、社会学における
技術進化論についても議論する必要があるのではないか。K.B.クラークと K.Y.ボール
ドウィンらは人工物の技術的設計の特性により、モジュール型のクラスター組織が優
れている場合があることを示す。しかし、彼らは設計の進化については議論するが、
人工物が進化する場合の問題を議論してはいない。C.ネルソンと R.ネルソンら
(Nelson and Nelson, 2002b)が指摘するように、技術の問題はここ十年あまりで認知
科学や文化進化論等、様々な分野と問題を共有するようになってきている。技術進化
を中心とするこれらの幅広い領域を反映したものとして、筆者は現在流通する商品を
研究することを提案する。最後にこれを人工物進化論としてまとめ、この視点におけ
る分析の有効性について論じたい。
４. 技術進化・人工物進化論とイノベーションシステム論
ネオ・シュンペーター学派は、国家イノベーションシステムのアプローチを進化経
済学における技術進化の概念により基礎づけようとしてきたが、彼らは“システム”
という語の定義を明確にはしてこなかった。他方で、ニオシやサビオッティらは、v.
ベルタランフィの一般システム理論や、ルーマンの社会システム理論にその理論的基
礎づけを求めた(Miettinen 2002, 訳, 91)。
しかし、ミエッティネンは「生物学の進化と一般システム概念をイノベーションに
拡大適用」(ibid., 92)することが、イノベーションの文化的側面を軽視することにつな
がり、「文化的な人工物、記号、道具の利用と発展による国際化を通じて生じる文化の
移転と活動形成の革新を無視」(ibid., 92)する傾向があることを指摘した。
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日本の進化経済学においては、塩沢、有賀の「経済学を再建する」や、江頭、澤邉、橋本、西部、吉
田編の「進化経済学・基礎」を参照のこと。塩沢は進化するものとして商品や技術、行動、制度、組織を
挙げており、藤本(1997)と同様に“意図せざる試行”や“事後合理性”
、
“穏やかな淘汰”といった概念を
示す。また、進化をシステム論的に捉え“自己組織化”という複雑系の概念を重視する。他方で、西部は
複製子や相互作用子といったミーム論的用語を取り入れ、進化を、➀ルールとしての複製子が行動を通じ
て変化し、➁社会に定着して、その結果“制度”が変容し、➂主体の振る舞いや相互作用により、経済シ
ステムが変容し、➃そして経済システムの振る舞いが変化する、という過程として捉えている。
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ミエッティネンが強調するのは、技術や人工物を形成する制度的要因だけではな
く、技術や人工物自体の性質の問題である。この点において、R.ネルソンとキャサリ
ン.ネルソンは、社会的技術としての制度と、物理的技術との関係を考慮した、制度進
化の一般理論の重要性を指摘した110。イノベーションシステムアプローチと、物理的
技術論との関連をより深く考察するために、技術進化論や技術社会学のアプローチを
いくつか検討してみよう。
4.1 技術進化論と人工物進化論
アメリカの技術史学会(以下 SHOT: Society for History of Technology)は、1959 年
以来、『技術と文化(Technology and Culture)』誌上において、多様な視点から技術進
化を論じてきた111。この学会には歴史学者を主体とし、社会学者や工学者らが多数参
加している。1980 年代までの彼等の議論をまとめたストーデンマイヤー
(Staudenmaier 1985)によると、
『技術と文化』誌で議論された 3 つの話題とは、ま
ず、新たな技術の出現(emerging technology)、科学と技術的知識との関係、そして技
術と文化環境との関係である(ibid. p.xxi)。ストーデンマイヤーは、彼等の“ホイッグ
党的歴史”観、すなわち自動的な技術の発展観(autonomous progress)への否定がこの
集団の特徴を表していることを示す。例えば、1970 年の『技術と文化』誌の論文にお
いて、G H. ダニエルズは技術が社会変動を引き起こすのか、社会が技術変動を引き
起こすかという大きな問題を議論し、経済成長への技術的な要因を見えなくしてしま
う、マーシャル的な同質的企業の集積としての産業観を否定した(Daniels 1970)。彼
はネオ・シュンペーター学派の N. ローゼンバーグの議論を用い、多くの産業に影響
を与えるような“特定”の機能的プロセス(例えば 19 世紀、自転車産業やミシン産業
に金型技術が与えた影響)に注目すべきであるとする。この雑誌には進化経済学と関わ
りの深い N・ローゼンバーグやモキルらが寄稿をしている。ローゼンバーグは新古典
派のような量的変数を扱う経済学者が、技術史的な観点を計量化しようとして失敗し
たことを指摘し、技術史における経験則的なパターンを論述している(Rosenberg
1979)。
1980 年代に技術進化の観点から技術を論じたものに、技術の社会構成論がある。
W・バイカーと T・ピンチ(Pinch and Bijker 1987)もまたネオ・シュンペーター学派
と同様に、決定論的技術発展論を否定する。彼らはドーシのパラダイム論を評価する
他方で、事例研究における成功・失敗の“対称的”な社会学的説明がなされておらず、
技術パラダイムのレベルで議論すると、人工物そのものへのアプローチが不明瞭にな
るという問題を指摘した。バイカーとピンチらは、技術的人工物の発展過程が進化に
110彼らは、制度がイノベーションシステム論において重要な役割を果たしていることを認める一方で、物

理的技術が経済成長を駆動することを指摘し、双方の相互作用の研究の重要性を説く。
SHOT の設立時において、20 世紀初頭のアメリカにおいて論じられた“発明の社会学”(Gilfillan
1935)の論者ら(Gilfillan, Ogburn, Usher ら)が多数参加しており、
『文化と技術』誌に寄稿している。
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おける変異や選択と代替可能であり、彼ら自身のアプローチが進化的アナロジーであ
ることを示した。例えば、彼らは 19 世紀にアメリカにおいて発明された自転車の進化
の例を挙げる。彼らはドーシの技術パラダイム論やネルソンの技術レジーム論に相当
する概念として“技術的フレーム(technological frame)”を提唱する。ドーシやネルソン
らとの大きな違いは、技術者が人工物を生産するときのフレームであるというだけで
なく、使用者がその技術を利用した後で、それをどう評価するかをも含まれる、とい
うことであろう。彼らは人工物に“関連する社会グループ”の存在を想定するが、例え
ば自転車の例を挙げると、女性や高齢者、生産者、スポーツサイクリストなどの存在
を想定することができる。それぞれのグループは個別の問題を抱えており、問題解決
方法な一通りではない。人工物進化は様々な要素の相互作用であり、単線的な進化は
生じず、それが一つの形に安定することはない。
ザイマンは技術と生物進化とのアナロジーを積極的に論じている。彼は、両者の現
象上の類似として、多様性や特殊化、収斂、停滞、遺伝的浮揚、適応度、発展経路、
退化、断続平衡、創発、絶滅、共進化安定戦略、軍拡競争、生態系における相互依存
性、複雑性の増大、自己組織化、予測不可能性、経路依存、不可逆性、進歩などとい
ったキーワードを挙げる。他方で、生物進化との違いとして、技術がランダムには生
じないことを述べ、
“意識的なデザイン”の役割を強調するが、バイカーやピンチ、ペ
トロスキーらと同様に、デザインの過程が不完全であり、非決定的であることを指摘
した(Ziman 2000)。
こうした非決定性は、科学的な技術よりも、人工物のような、社会と直接のインタ
ーフェイスを持つもののデザインに強く表れる。よく定義された言語で表現された技
術が、意図されたデザインよりも科学的発見に由来することが多いのに比べ、プロダ
クト・イノベーションが初期に大きな不確実性を持つ(Utterback and Abernathy
1975)のは、デザインの不決定性のためである。市場においてその商品の定義が明確化
して初めて、商品デザインが標準化し、そのカテゴリーが確立される。
4.2

人工物デザインの問題

以上の議論でも明らかなように、技術や人工物の進化は、複雑で不確実な市場や使
用環境と相互作用の結果である。パーキンスは不確実性を含む発明品の進化におい
て、デザインがどのように獲得されるかを議論している(Perkins 2000)。彼による
と、ダーウィン的な盲目的プロセスでは、最適なデザインを達成するのに非常な遠回
りをしなくてはならない。そこで、認知的な 3 つの探査戦略、すなわち➀修正適応、
➁選択適応、➂計画適応を考察するのがよい。修正適応は、テストを繰り返し、既に
持っている知識の中からそれに評価を与えるという物であり、特定の認知枠の中では
上手くゆく可能性を持つ。選択適応はダーウィン的過程であり、盲目的な変異とその
適応による試行錯誤によって、より適したデザインを見つける。これに関しては、詳
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細な知識は必要ないが、数多くの試行錯誤をしなければならず、コストがかかる。そ
して計画適応の戦略は修正と選択の複合であり、コード化と青写真の構成という 2 つ
のレベルの適応を含んでいる。コード化により青写真を作り、それがバーチャルな人
工物として設計される。これらのバーチャルな青写真における試行錯誤は、コストが
かからず大量に作り出すことができ、さらに現実からのコード化されたフィードバッ
クを利用して、よりよいデザインを作ることができる(ibid., 167)。このように不確実
な市場や使用環境に対して、よりよいデザインを作り出すような適応が可能となる。
デザインを規定するデザイン空間は技術や人工物の進化により同様に階層的に進化
する。スタンキーヴィックスはデザイン空間のレジームを、工芸品(craft)、技術者
(enginnering)、設計(architectural)、そして研究(research)の 4 段階に分けた。工芸品
のレジームは経験の累積により進化するものであり、偶然の発見はあるが、選択プロ
セスは単純であり、技術の伝達は学習による継承が主となる。技術者のレジームは、
技術的可能性を広げることを目的とし、比較的標準的(standardized)な知識によるも
のである。デザインはコード化され、仮説的に探索される。設計レジームは、複雑多
機能のシステムデザインを担う。工芸者や技術者により設定された空間の開拓に関心
を持つ。技術的なだけではなく、使用者のニーズとの関連においてユニークな人工物
を設計するものであり、デザイン哲学を持つ。研究レジームは、科学的な基礎づけを
重視し、技術ではない、よりシンボリックなコード化がなされる。デザイン空間は科
学の概念空間と重なるものである(Stankiewicz 2000)。
このように、人工物の知識が複雑化するにつれ、デザインとそれに伴う知識も階層
化する傾向にある。この“階層化”もしくはシステム化は人工物や技術にとって重要
な意味を持つ。設計のレジームは、他のレジームの知識を応用してどんどん複雑にな
ってゆく可能性がある。
人工物デザインの研究、特にその進化の研究は、イノベーションの研究を促進させ
る可能性を秘める112。そしてこうした議論はネオ・シュンペーター学派のイノベーシ
ョンシステム論と関連性、補完性を持っていると考えられる。
5. ネオ・シュンペーター学派と人工物進化
B.A.ランドヴァル(Lundvall 1988)や E.S.アンデルセン(Andersen 1991)らは、使用
と製作のインターフェイスとしての市場や製品を研究することを提案する。ランドヴ
ァルは標準的ミクロ経済学で想定されているような、利潤・効用を最大化する主体や
完全情報の仮定や、新制度派のウィリアムソンの取引費用アプローチをも否定する。
彼は市場を、商品の使用者と製作者の観点から考察することを提案し、スミスの言う
ような「見えざる手」が実際は、組織と市場の難しい結合の上に成り立っており、理
これは既に K.B. クラークと、C.Y.ボールドウィンらがデザインと組織のモジュール化の問題として
議論している(Baldwin and Clark 2000)
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想的な結果をもたらさないことを示した。彼は主に情報のネットワークを重視し、新
たな商品に対し、使用者と製作者の情報のやり取りが重要性を説く。使用者は自らの
ニーズを表明し、製作者は製品の性能をフルに使用者に伝えることが必要である。双
方の信頼関係や情報のコード化は取引費用を低下させ、変化への抵抗を生じさせる。
地理的・文化的な近さは、ドーシが言うような技術的パラダイムのシフトが生じた
時、その共通の文化的背景から、新たな情報コードや信頼関係を生じやすい。彼の議
論で重要なのは、使用者の保守性や能力、革新性等も問題にしていることである。使
用者が保守的で革新性が低ければ、技術可能フロンティアを使い切らない状態で消費
者が満足してしまうだろうし、こうした使用者が多い市場ではイノベーションは生じ
にくいであろう。生産性が向上しているような国家で、需要が飽和してしまっている
とき、革新的な消費者による新たなニーズは、イノベーションの誘因となると議論し
ている。
E.S.アンデルセン(Andersen 1991)は需要と供給のインターフェイスとしての商品を
中心とした分析を行っている。このインターフェイスは、「需要品の抽象化」と「相互
的学習」という 2 つの原理から成り立つ。企業の知識の妥当性にかかっており、製品
のデザインと投入・産出にかかる費用の両方の安定性にかかっている。アナーゼンに
よると、需要品のデザインや値段といった“常識的知識”が使用者と供給者の両者に
与えられ、両者の合意がルーティンを形成するという過程の存在を示す。製品の基本
的デザインは“プロトタイプ”を持ち、その中である程度の自由度を保つ。これがシ
ュンペーター的な企業家により商品化され、現実に市場へと出回るのである。
上記で見てきたように、技術進化論やの議論は人工物や商品などを対象とした説明
が主眼となっていることがわかる。単純な技術的知識とは異なる不確実な環境下で人
工物は目的を果たすための機能が環境的文脈に沿って作用するか否かを常に試されて
いる。この過程はダーウィン的な試行錯誤の戦略が重要となる。技術を扱う研究者
が、それをダーウィン的進化プロセスとのアナロジーで議論する場合、多くはデザイ
ンの不決定的な人工物の話をしていることに気づくであろう。
前節のランドヴァルやアナーゼンの議論は、ピンチやバイカーらの技術の社会構成
論や、スタンキーヴィックスの議論と補完性を持つ。例えばランドヴァルは“組織さ
れた市場(organized market)”という言葉を使うが、この市場を分析するにあたり、
人工物を対象として、それに“関連する社会グループ”を考察することでその進化を
読み解く“技術の社会構成論”の手法を用いることができる。すなわち、人工物の供
給サイドだけではなく、使用文脈も考慮に入れた考察により、経済学、とくにイノベ
ーション理論の新たな議論を展開することができる。また、スタンキーヴィックスの
議論は、制作環境の中で、どのようなレジームに優位があるかを考えることにより、
その国や地域におけるイノベーション戦略の指針となる。そして、これは特定の人工
物の構造や使用環境を対象とすることで得られる知見であると考える。
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D.デネットは生物の進化過程を説明する際、その生物がたどってきた進化の“物
語”を生物自体の構造や成長から復元するという手法を認めている。キリンの首の物
語は高い木の枝にある葉を食べることがその個体の適応度、ひいては集団の適応度を
上昇させることを示す。D.デネットはこれを人工物にも適応できるとする(Dennett
1995, 285-295)。人工物の様々な特性や機能には、科学的・合理的な作用により説明
できるものと出来ないものがある。シュンペーターが示した数々の断続性の例もま
た、研究レジームや工学レジームのように標準化された知識による、人工物に内在す
る論理だけでは説明できないものが多い。彼の有名な“郵便馬車から鉄道へ”の例
も、郵便馬車の内的合理的な進化だけでは説明ができないものである。よって、ここ
では環境とのインターフェイスが重要視される工芸品レジームや設計レジームからの
説明が必要となる。
合理的な作用からの説明としては、人工物は使用者に対して、その社会文脈におい
てどのような問題解決の方法となるかを示し、供給者はその人工物を製作するために
必要な技術や資源、組織、市場などを選択する。他方で、新たな人工物は新たな技術
パラダイムの出現か、もしくは新たな市場ニーズを表しているのかもしれない。新し
い人工物は市場のニーズや必要な技術を前もって選択することは出来ず、新規性につ
いての問題は、常に真の不確実性を生じる。他方で、不確実性に対処する知識や、そ
れに対応する組織を多様に階層化することにより、人工物デザインに関するある程度
の不確実性に対処できるであろうことも、研究を進めるごとに明らかになるであろ
う。様々な要因の結果としての人工物がどのように進化したかを研究することは、イ
ノベーション理解を深めるものである。
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終章
本論文ではこれまでシュンペーター、ネオ・シュンペーター学派によるイノベーシ
ョン論を人工物の進化という観点から考察してきた。そして人工物進化という現象自
体にも着目し、イノベーションとどういう関係を持つのかも、同時に考察した。
本論第 1 章と第 2 章の議論により、シュンペーターのイノベーション理論は、基本
的に定常状態への攪乱に対する適応の理論であることが分かった。これは、イノベー
ションが真の不確実性を伴ったものであり、市場はそれに対応するメカニズムであ
る、としたシュンペーターの“静態”と“動態”の概念を反映したものである。企業
家による新結合の説明は、静態的・純粋経済的な分析においては外的要因であり、シ
ュンペーターは本来異なる分析手法を同一の下に議論しているという批判を受けた。
新古典派理論もまた、新たな財を生じるイノベーションをどう体系化するかという
難問に直面する。彼等の均衡分析では、新たな財が登場するメカニズムを描き得な
い。しかし、こうした現象は現実に頻繁に生じる。第 3 章で論たように、タルドやシ
ュンペーターは、こうした新規性を指導者的な発明家や企業者とそれに追随する主体
との相互関係に帰する。第 4 章で論じたように、シュンペーターの企業者を用いた洞
察は、人間行動進化論に裏打ちされた現代の文化進化論が、権威・模倣バイアスとい
う形で支持している。
大企業や公的研究機関の R&D が技術革新の中心となった現代、シュンペーター自
身もすでに大企業の研究開発の役割を認めていた通り、ロマン主義的な企業者論は以
前ほどの光彩を放たないかもしれないが、他方で、新たな文化・使用文脈を創造する
人工物は、企業者や国家などの権威を通して広まることは、国家イノベーションシス
テムの議論が示している。ミエッティネン(Miettinen 2002)によると、フィンランド
の ICT 戦略は政府が包括的な戦略を定め、教育から技術政策までを政府が取り仕切っ
て成功した。大規模な投資を必要とするイノベーションは、もはや個人の企業者や一
企業の手に負えるものでは無く、各主体の連携が重要である。しかし他方で、M.T.ポ
ーターのクラスター政策のような万能策をとり続けるというよりは、イノベーション
の多様性や慣習などの重要性、そして文化的多様性などを認めるべきである。第 5 章
で論じたように、ランドヴァルやアナーゼンらは、市場と製作者とのインタラクショ
ンを重視する。常に何が市場で求められているか、またどのような技術が必要か、利
用可能かを国や企業は常に意識しなければならない。そのためには経済領域ばかりで
はなく、社会・文化研究、そして技術進化論という別の領域における研究が必要にな
ってくる。
クラークのデザイン・ヒエラルキーの議論は、より上位のヒエラルキーに位置する
ものが市場そのものからは創造されにくいことを示す。従来のイノベーション理論に
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おける組織形態や制度分析の手法だけではなく、文化理論を援用することで新たな観
点が生じる。文化進化理論のプロセス理論の観点から人間行動進化論から見ると、権
威的主体が行っている新習慣や、使用している人工物は、模倣バイアスにより拡散
し、同調バイアスによってスタンダード化されるという行動進化上の特性があるとい
う事になる。これは、シュンペーターの言う創造的破壊が、単に人工物や新たな商品
の創造というだけではなく、それを受け入れる適応的主体が以前の慣習との比較か
ら、どう振る舞うかの問題でもある。
社会科学は、シュンペーターが生きた時代と同じく、本来的に様々な要素の複合で
あるべきである。他方で各領域にそれぞれの理論や分析手法が存在し、それらを専門
家として磨くことは、
“専門家”たる学識を備えるために重要である。シュンペーター
が『本質と主要内容』において学問領域の区別を明確にし、純粋経済学と他の学科を
分離したのも、専門家として、いわゆる素人のディレッタンティズムとの区別を明瞭
にしたかったからだ。しかし、他方でシュンペーターの学識は広く、人類学や心理学
などに対する見識も広かった。矛盾に思えるが、彼は「経済学者は同時に、たとえば
人類学者でもありうる」(Schumpeter 1908, 訳, 上巻, 271)と述べている。その場合、
経済学者は本格的な人類学者でなければならず、最先端の成果に通じていなければな
らない。
シュンペーターは将来、人類学等と経済学の結合によって、「みのり豊かな認識」
(ibid., 272)が得られる可能性を示唆するが、その際重要なのは絶え間ない専門知識の
吸収と、扱う領域同士の目的や内容を混同しないことであった。
シュンペーターが経済発展の理論における動態的ヴィジョンを形成する際に、人類
学の知識を援用したのではないかという事を本論で論じた。当時オーストリアは第二
次産業革命期にあり、それまでの静態的な分析では経済変動の説明に対処できなかっ
た時期に、様々な知見を結集するという事が必要だったのであろう。
今日、激しく変動する経済において問題を設定するにあたり、これまでの専門学科
領域における専門知識で対処可能かどうかは疑問である。領域の境界自体が曖昧な社
会諸科学は、その専門性を確立するという自己充足的な目的に甘んじ、現実における
問題解決を怠ってはいないであろうか。シュンペーターの言う道具箱を充実させるこ
とが、現実の問題に対処する重要な方策の一つであると筆者は考える。
本論文が何とか発表にこぎつけたのには、様々な人の協力と助言が必要であった。
何よりもまず、本論文の公表まで見捨てずに、様々な形で協力・助言を頂いた北海道
大学の西部忠教授、橋本努教授に、この場を借りて感謝の意を表したい。
また、この評価の難しい論文について審査を受け入れてくれた北海道大学、佐々木
憲介教授、金沢大学の瀬尾崇准教授にも深く感謝したい。
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貴重な資料を私に貸してくださった八木紀一郎先生、昨年(2015 年)お亡くなりにな
られた塩野谷祐一先生の両名の研究は私の研究に基礎を与えていただいたと考えてい
る。特に八木先生には、進化経済学会において様々なアドバイスを頂いた。
戦前、戦後を通じてシュンペーター研究は日本に脈々と続いており、上記の八木先
生や塩野谷先生といった二名の先輩に加え、様々な先達の研究の蓄積が無ければ、今
日の質の高い日本のシュンペーター研究はあり得なかったであろう。私も遠い将来に
その中に加わり、私の研究が今後のシュンペーター研究の一助になる日が来ることを
願ってやまない。
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