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に悩まされており、やがて韓国、中国、

日本経済は長く、原因不明の長期停滞

最近ではインド、インドネシアなどにも
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先を越されるなどと、あまり説得的でな

確かつ具体的に明らかにする必要がある。

い分析が行われている。むろん、この点

それには、第 1 に、今日の経済発展に大

に関する理論的・実証的考察は無数にあ

きく関わるのは西欧社会が生み出した西

る。ところが、どの研究も日本経済の長

欧科学技術文明であり、それが経済的側

期停滞を減少論的考察の域を出ていない

面に限定すれば、工業化や経済発展の前

し、ましてや適切な処方箋を示せないで

提になり、非西欧社会は残念ながらその

いる。

モデルを受容する以外に工業化も経済発

そこで、この点についてさらに突っ込

展も不可能な状況であり、そうした状況

んだ考察をする予定であるが、それには

を生み出した原因こそが決定的に重要な

単純かつ純粋な経済学的考察では不可能

ことだと考える。

だと考える。この点は特に重要なので、

筆者は、まず第 1 にこの点に今日の日

詳細は以下での考察を見ていただくとし

本経済の長期停滞発生の原因があると考

て、最初に、その理由を簡単に記してお

えると同時に、将来アジア諸国が高所得

きたい。まず筆者の関心は、過去の日本

国に発展する場合、類似の現象が起きる

をはじめとする非欧米社会と欧米社会

可能性があると考える。このことを解明

〈ここでは欧米と西欧とを同義に使用す

するには、以下を読んで頂けばわかるよ

る〉との間には決定的な相違があり、そ

うに、それを現象学としての経済理論だ

れが経済発展の方式に明確な相違を生み

けに限定して理解するは不可能と考える。

出し、そのことが成長の初期段階では現

基本的に、欧米社会の歴史を紐解くまで

れにくいが、長期的に見ると、徐々に両

もなく、西欧社会、特に古くはギリシャ、

者の間に主として経済面で大きな相違を

そして近代にいたってはイギリス、フラ

生み出す可能性があるのはなぜか、と言

ンス、ドイツなどが、あらゆる分野に関

う点である。

する見方を理論や学問から始めたのでは

そこで、西欧社会と非西欧社会との区

ない。彼らはギリシャ哲学以来の、現実

別と決定的な相違を明らかにすることが

(当時は自然)をどう理解し、論理的に解釈

重要になる。その区別や相違点があるか

するか、という観点から開始し、そこか

らと言って、両者の優劣を決めるわけで

ら現実問題に適切かつ有効に対処しよう

はない。事実認識や考察の前提としてそ

と考えた結果、多くの学問分野が生まれ、

うした区別をする方が適切な解釈をする

各分野で多くの理論仮説が生み出されて

上で極めて有意味だと考えるに過ぎない。 きたといえよう。それが西欧文明を創造
そのような区別をしたうえで、欧米社会

できた大きな理由である考える。しかし、

と非欧米社会の間には、いかなる決定的

それらの仮説は激しく変動する現実を解

な相違があり、その相違が経済などにい

釈する仮説として完成しておらず、多く

かにして大きな影響を及ぼすのか、を明

の未解決問題に対処するために、今なお
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数々の仮説が必要とされているといって

題提起する「高所得の罠」は単なる経済

よい。

現象とみなすだけでは到底理解も解決法

ところが、やや極論ではあるが、非欧

も見つからないであろう。単純化すれば、

米社会はこうした思想も努力も無いまま、 「高所得の罠」とは、GDP が先進国の中
創造された学問をそのまま最初から独立

でも上位の水準に達しても、グローバル

した学問分野が存在していたかのように

な国際競争社会では到達した地位から

みなし、これは経済問題だとか社会問題

徐々に後退を続け、やがて欧米先進諸国

などと観念的に区別し、西欧で生まれた

の下位へと向かい、そのまま長期に停滞

学問をそのまま自らの現実に当てはめる

を続け、自らの能力ではもはや停滞から

作業だけを行ってきたように見える。そ

の脱出も競争に勝ち抜くことも難しい状

うだとすれば、新たな問題をどう理解し、

態を指す。これ自体は確かに経済現象で

解決するかという観念は生まれにくいの

あるが、そこには深い非経済的要因が関

ではないか、と考える。

わっている。ここで、
「高所得の罠」と呼

欧米社会が通った道をもう一度、非欧

ぶのは、
「中所得の罠」と呼ばれる状況と

米社会がたどる時間的余裕はないし、そ

ある意味では類似しているからであるが、

の必要もないであろう。しかし、少なく

両者の間には大きな相違もある。

とも、アダム・スミスをはじめとする古

近年、日本ではアベノミクスが注目さ

典派経済学者の文献を読めば分かるよう

れているが、その成長戦略（いわば第 3

に、経済学や物理学はどこから生まれ、

の矢）が成功するか否かが最大の関心事

どのようにして発展してきたのか、など

となっている。その問題と「高所得の罠」

についてのある程度詳しい理解や認識が

とは密接な関連があると考える。筆者が

必要ではないかと考える。その上でなけ

この点に関心を持つのは、現在「高所得

れば、最近の日本経済の長期停滞現象な

の罠」に陥った国は日本以外に見当たら

どの経済問題を単なる対症療法的な経済

ないが、経済発展メカニズムが類似した、

政策などで解決しようとするやり方が成

他の非欧米諸国（アジア諸国）も将来、

功するとは思えないからである。現在な

同じ状況に陥る可能性があると考えるか

お、西欧誕生の理論仮説に匹敵する日本

らである。

経済やアジア経済に関する確定的な理論
仮説が生まれていないのも、そうした背

１．経済発展の伝統的モデル
（１）欧米資本主義的経済の形成と発

景があるものと考える。
近年しばしば使われる「中所得の罠」

展：工業化への挑戦

という言葉も現象の理解と処方箋で解決

この問題を考えるために、各国の経済

すると考えるだけでいいのだろうか、と

はどのように発展してきたのか、という

の疑問を感じる。特に、筆者が本稿で問

点からまず見てみたい。歴史的に経済発
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展の方式にはいくつもの分類が可能であ

達成したからである。それはまさに西欧

ろう。しかし、典型的な発展方式は言う

科学技術文明の成果でもある。イギリス

までもなく、イギリスをはじめとする欧

が、産業革命以後採用した経済発展の方

米の資本主義経済の発展方式がある。そ

式は、大雑把にいえば、アダム・スミス

の萌芽は古くは 14〜15 世紀にかけてヨ

をはじめとするイギリス古典派（ここで

ーロッパのいくつかの地域で農村の市場

は一般に，18 世紀の後半から 19 世紀

経済化が進み、また農村でも毛織物や手

の前半にかけイギリスで成立した、A・

工業が興ったことである。しかし資本主

スミスからリカード，マルサス，J. S.

義経済が開始したのは金属製造、絹織物、

ミルへと受け継がれ、発展した経済学

工芸ガラスなどの手工業が興った 16 世

の流れ）が想定したように、まず閉鎖経

紀半ばから 17 世紀にかけてのことであ

済を前提に、基本的には資本、労働、技

る。資本主義経済はこのような長期の準

術などの生産要素を使い、工業化を通じ

備期間を経て、19 世紀に産業革命をきっ

て生産の拡大を図るというものであった。

かけにして確立することとなる。産業革

工業化による生産が国内需要を上回れば、

命は科学技術に大きく依存することは言

その残余部分は輸出され、経済発展に寄

うまでもなく、その意味で近代資本主義

与する。また生産活動が順調かつ持続的

の発展を規定する最大の要素は、クズネ

に推移するには、企業組織を創出し、そ

ッツも指摘するように、科学技術である。

れを効率的かつ効果的に運営する必要が

ところで、その準備期間はいかに長く、

あり、工業家エリート、すなわち企業家

またあらゆる分野に及ぶか、計り知れな

や経営者、エンジニアなどの人材が必要

いほどである（ドイツ技術学の創始者ベ

となる。

ックマンの著書『西洋事物起原』
（一）〜

アダム・スミスが国富（すなわち今日

（三）』
、岩波書店、には西欧科学史・技

の言葉を使えば GDP）を土地と労働とみ

術史の草分け的書物で、科学・技術の発

なし、分業に基づいて生産力を高め、ま

明や発見のほか、多岐にわたる事項の由

た資本蓄積が進むことで、生産的労働者

来や起源が詳細に示されている）
。そこで

が増加するため、これまた生産力を高め

は商品経済が 1 つの社会で基本的な経済

るとみなした。古典派が工業化に当たっ

関係を規定し、それに基づいて社会全体

て最も重視したのは資本蓄積であり、資

を包摂する経済社会システムが構築され

本は組織を作り、労働者を雇用し、工場

た。

を作り、生産財を購入するために不可欠

イギリスがなぜ西欧の近代経済成長を

の要素となる。その背後では分業が進み、

最初に実現したのかと言えば、それは長

技術が発展する。古典派によれば、近代

い準備期間の中から、近代科学技術に基

社会は資本家、地主それに労働者の 3

づく産業革命を通じて、初めて工業化を

階級からなる商業社会または市場経済
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であり，それは均衡と発展の自律的メ

ている。

カニズムをもつものとみなされ，特別

（２）資本主義的発展パターンの諸類

の理由が無い限り，国家ないし政府が

型

介入しない自由主義の経済政策が望ま
しいと考えていた。

資本主義的経済システムにおいて、
しばしば指摘される相違はドイツとフ

このような方式は資本主義経済の発

ランスのケースである。それには政治

展方式とみなされるが、それは基本的

体制、市場形態、革命の影響、宗教の

に生産手段を有する資本家がそれを持

相違、人口問題、法律、などなど、数

たない労働者を雇用することを通じて、 多くの要因が関わっているが、ここで
利潤を追求する経済システムでもある。 はその中のほんのいくつかを取り上げ
こうした資本主義的発展が開始するの

るにとどめたい。その 1 つは以下の点

は上述通り、手工業が起きる 16〜17 世

である。ルイ 14 世以来、フランスでは

紀とみられ、その最先端を行っていた

国営企業が重視されたが、それは中央

のがイギリスである。その延長線上で

集権的な政治構造を持っていたためで、

イギリスは 18 世紀後半から大量生産の

国内市場、特に地方では競争的なメカ

技術や経営方式に基づく綿糸や毛織物、 ニズムが発揮されなかった。このため、
それに製鉄や機械器具などを中心とし

フランスは極度の絶対王政の下で、地

た産業革命を起こした。1930 年代にイ

方市場が開拓されずに資本主義時代に

ギリスの産業革命はほぼ完成し、工業

突入したため、長く資本主義の精神は

化に基づく生産方式がヨーロッパ大陸

根付かず、新たな産業も発達しなかっ

やアメリカに徐々に波及するにつれて、 た。
資本主義は本格化し、小企業が中心で

これに対し、ドイツは中世に発達し

あった資本主義経済が次第に大企業主

た連邦国家制度の下で、分権化が進み、

体の資本主義経済へと変貌していく中

「プロテスタンティズムの倫理観」に

で、資本主義自体も徐々に変容してい

基づき資本主義の精神が成立した。こ

った。その結果、私有財産制や私企業

の点は新教徒を弾圧したため、疲弊し

中心の生産、自由競争を基礎とした市

たフランスとは大きな相違である。ま

場経済（労働市場や財市場など）など

たドイツは、イギリスの産業革命や自

の中核的特徴に大きな変化はないもの

由経済の影響を強く受け、19 世紀後半

の、今日に至るまでにそれぞれの文化

には企業が自由に栄え、国営企業への

や歴史などを背景に、多様な資本主義

反対が強くなった。この点も国有企業

経済パターンを生みだしてきた。だが、

が大きな役割を果たしてきたフランス

そこに至る過程にはいくつかの相違が

との相違である。ドイツでは 19 世紀以

あり、それが今日に至るも影響を与え

後、人口も急増し、大量生産の必要性

~5~

IAM e-Magazine 第 9 号
2014 年 6 月 20 日発行
特定非営利活動法人アジア近代化研究所（IAM）

が生じた。そこで、様々な産業が生ま

市場経済化が進むため、主として経済要

れたが、中でも有機肥料の使用とそれ

因が重要な役割を果たすことは欧米先進

による農業改革、繊維の染色のための

諸国の経験から明らかである。

安い合成色素の製造が可能となった。

だが、先進諸国が経済成長を開始した

またフランスの鉄道網がパリを中心と

際の共通要因は何であろうか。R・ギルに

するものであるのに対し、ドイツでは

よれば、どの国にも、1）発展の開始に先

地方と地方を結ぶ形の鉄道網で、これ

立って経済的・社会的・政治的変化を伴

も両国の市場構造や商品流通などの相

う準備期間が存在し、２）技術進歩の速

違を反映しており、技術の性格の相違

度が急速に上昇し、３）資本使用量が増

をも表すとされる。

加して、より大規模な生産単位が出現し、

しかし、欧米全体を見渡してみると、

機械化と「分業」との進展に対して労働

そこには様々な経済パターンが存在す

力が対応し、企業家活動の興隆などを含

ることがわかる。たとえば,市場を中心

む生産組織上の大変化が発生したこと、

に、ほとんどあらゆる分野が商品化さ

である（『上掲訳書』p.59）

れた英米を中心としたアングロサクソ

ここで、ギルはさらに正当にも、経済

ン型と、ドイツや北欧などを中心とし、

発展の開始のケースを 2 つに分けている。

非市場の存在を認めるライン型、など

1 つは工業化を自らの力で開始したイギ

の区別はその一例である。そしてしば

リスのケースであり、もう 1 つは大陸や

しば日本はライン型に含まれるが、そ

アメリカなどの諸国によるイギリスへの

れが経済発展の開始とその後の発展を

挑戦を通じて開始した工業化のケースで

も規定するものではないし、一部を見

ある。つまり、そこではイギリスの産業

て日本をライン型に入れるのが正しい

革命の成果などを摂取するのではなく、

とは言い難い。

挑戦ととらえていることに注目すべきで

このように経済のパターンには様々な

あろう。それでは、挑戦とは何か。それ

類型が指摘できるが、だからと言って経

は文字通り、
「戦いをしかけること、戦い

済の基本形態は結局多くの共通する生産

をいどむこと，攻勢」
〈『広辞林』三省堂〉
、

要素によって成立している。リチャー

である。日本のプロ野球選手がアメリカ

ド・ギルが指摘するように、人口増加、

の大リーグに挑戦する場合を考えれば、

天然資源、資本蓄積、生産規模の拡大と

容易にわかるように、相手に戦いを仕掛

分業の発達、および技術進歩などが代表

けるには自らの力が相手と対等かそれ以

的な要素とみなされる（R・Ｔ・ギル『経

上であるとの確信が必要であろう。最初

済発展論』
、安場安吉・幸子訳『経済発展

から敗北が確実視されているのに、戦い

論』pp.5~6）
。これらは確かにすべての資

を挑むとすればそれは自殺行為だからで

本主義型の経済システムで発展開始後に、 ある。それでも戦いに負ける可能性は否
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定できない。

それではどのような条件があれば、科

これら 2 つのパターン以外にも別の開

学技術文明を受容・摂取できるのであろ

始方式がある。それが非西欧社会のそれ

うか。それこそは重要なことであるが、

であり、その典型的なパターンが日本で

そのような先進文明を摂取する側の問題

ある。日本にとってはまさに A・トイン

は残念ながらほとんど議論されないまま

ビーの「挑戦と応戦」の問題とも絡む。

である。その意味で、日本をはじめアジ

トインビーによれば、ある社会が優勢な

ア諸国の工業化は大陸やアメリカからの

先進文明に遭遇したとき、その社会には

「挑戦と応戦」の結果とみなすより、ま

ヘロデ派とゼロテ派が現れる。西欧文明

ず模倣し、摂取し、キャッチアップする

との関連で言えば、西欧化を主張する西

ことに専念した結果、生まれたものとい

欧派が前者、土着を主張するのが後者で

える。こうして欧米と非欧米では全く異

あり、前者の立場に立てば西欧文明に対

なる発展方式を生み出した。それはまず

立ないし挑戦するより、率先して摂取す

量的・形式的にキャッチアップすること

る努力を行うこととなる（トインビー『歴

で自立する力を蓄えることができるとみ

史の研究』
、
『邦訳・縮刷版、第 3 巻・第

なし、結果として欧米と同じ土俵で戦う

9 編第 33 章』参照）
。日本はいわば先進

条件が整い、挑戦できるという考え方が

西欧文明の挑戦を受けたことになり、そ

通例となってしまった。まだ日本でさえ

の場合日本は結果としてゼロテ派が優勢

明治以後 140 年程度しか経過していない。

となった結果、西欧科学技術文明を率先

それゆえ、今後 50 年、100 年後には非西

して受容することで、近代化への道を歩

欧社会で西欧からの挑戦に応戦し、欧米

み始めたものといえる。

を圧倒できるだけの成果を達成できるは

そう考えるなら、科学技術の歴史を見

ずと考えるとすれば、いったいいつ、ど

れば、19 世紀の多くの欧米社会がイギリ

のような条件が整備されればそれが可能

スに挑戦したことは理解できるが、日本

になるのかが明示されなければならない。

をはじめとする非西欧社会もイギリスを

（３）イギリスへのドイツ、その他欧

はじめとする欧米社会に挑戦するには余

米諸国の挑戦

りにも力不足であった。非欧米社会が欧

「挑戦と応戦」という観点から成功し

米社会に挑戦して勝利を収めるには、歴

た事例を理解するには、ドイツを見るの

史的に何百年もの準備期間を経て生まれ

が最も適切であろう。イギリスはその圧

た科学技術文明を自らもある程度創出で

倒的に優れた技術に基づく産業革命の結

き、西欧社会と対等に戦える潜在力があ

果、大量生産とそれに基礎を置く大量の

るとの確信が前提となる。残念ながら、

輸出を可能にした。その影響を受けたた

そうした確信は長い間、もつことはでき

めに国内産業が大きな打撃を受け、危機

なかった。

的状況に達した最初の国がドイツであっ
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た。19 世紀後半から 20 世紀初頭にかけ

見ることとなった。

てのドイツは資本力も技術力も熟練労働

また、合成有機化学の発達は 19 世紀後

者や起業家も不足し、とうていイギリス

半に見られるが、その基礎を成す理論や

に応戦するだけの力はなかった。ドイツ

実験研究は大部分、ドイツ人やイギリス

は当初、多くの技術や技術者、企業家を

人の手になるものである。その実用的発

イギリスから導入すると同時に、産業革

見者としてはドイツ人と並んでイギリス

命を開始するために鉄道を建設し、紡績

人、フラン人が貢献したが、発明の企業

機の導入を図って綿業を発達させた。そ

化という面では、ドイツ人の役割が群を

こで、ドイツはカメラリストと呼ばれる

抜いている。電気は広範囲の研究と実験

人々が国内にいた職人技術を再編成して、 が重ねられた結果、エネルギーの形態と
近代化に対峙しようとした。しかし、ド

して実用化が可能となった。アーノル

イツが自立した経済システムを構築し、

ド・パーシー(イギリスの技術史家)によれ

高い潜在能力を発揮してイギリスに応戦

ば、電気技術は数学的、物理的な知識を

するだけの技術力や資本力を保有するに

基礎とするが、ここでもドイツの大学と

は、イギリスの産業革命の開始から 70〜

工芸学校が突出した役割を果たした（東

80 年遅れの 1850 年代まで待たねばなら

玲子訳『世界文明における技術の千年史』、

なかった。

新評論、p.270）。1878 年、エジソンの高

1850 年代以後の様相は次第に変化し

抵抗型の白熱電灯の発明が決定的に重要

ていった。19 世紀の主要産業の中で中心

であるが、その結果として膨大な電力消

的な役割を担ったのは鉄鋼、冶金、化学、

費需要の存在が明確となると、それを充

電気であるが、時代の経過とともに、そ

足するには集中的発電=配電方式が不可

のどれをとってもドイツは重要な貢献を

欠となり、1880〜90 年代に発電が生み出

するようになる。たとえば、1840 年代に

された。そこに到達するには 1 世紀近い

ドイツ人技師 2 名がパドル鋼の開発に、

理論的前進と実践上の技術革新が必要で

その後大量の鉄鋼需要に応えるため開発

あった。その間、この分野では、たとえ

された鉄鋼法がベッセマー法であるが、

ばイタリア人のヴォルタ（1800 年、化学

その欠陥からジーメンス＝マルタン法

電池の発明）をはじめ、デンマーク人の

（平炉法）と呼ばれる鉄鋼法が開発され

ウルステッド（1831 年、電磁気の発明）
、

た。その平炉法自体はドイツのジーメン

ドイツ人のオーム（電気回路法則の定式

ス兄弟の発明による。平炉は普通の炉と

化、1827 年）とジーメンス（自己励磁型

比較して燃料の大幅な節約と高温が実現

発電機の発明、1867 年）らが大きく貢献

できるために、冶金ばかりか他のエネル

した。

ギーを消費する生産工程で応用可能であ

もう 1 つの注目すべき技術革新に内燃

ったため、多くの分野での応用と発展を

機関があるが、これもその起源の一部は
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ドイツの高水準の教育と研究に負うとこ

（４）欧米経済と非欧米経済の発展方

ろが大きい。だが、その理論的基礎は一

式

部フランス（特に、サディ・カルノーが

ここで、もう１つ注目したいのは、ギ

築き、もう一人のフランス人エチュン・

ルが指摘するように、まず発展の開始に

ルノワールも試作した）が築いた。ドイ

先立っていかなる経済的・社会的・政治

ツでは 1864 年にアウグスト・オットー

的準備期間が存在するのか、という点を

とオイゲン・ランゲンが独自に設計した

まず考え、次の節で発展が開始すればそ

ガス・エンジンを作るための工場を開設

れ以後は欧米のように、主として経済的

し、市販の石炭ガスを利用できた。その

要素に基づいて発展を持続できるのか、

後、より経済的で低音でガスを使用する

という点である。イギリスの産業革命は

ストローク・エンジンが開発され、電気

工業化にとって、まさに革命的な出来事

が公共化されていない時期に小工場や研

であった。産業革命を契機に欧米は徐々

究所などの発電に役立った（アーノル

に資本主義的経済発展を確立していった。

ド・パーシー、
『前掲訳書』
、pp.270~271）
。

これに対し、ドイツやフランス、さらに

こうして、ドイツ人は当初イギリスか

はアメリカなど、イギリス以外の欧米社

ら技術を導入し、持続的な工業生産の開

会はイギリスから波及した工業化過程で

始まで長期を要しながらも、徐々にイギ

鉄鋼や化学など、多くの面で挑戦した結

リスに追いつき追い越すほどに成長し、

果、自らも技術革新を行い、多くの重要

産業技術開発の中心国として君臨するよ

な貢献もしたことは上で見た通りである。

うになり、工業品輸出に占める資本財輸

それはまさにイギリスへの応戦であり、

出の面でもトップを走ると同時に、ヨー

さらには挑戦であった。当時、多数のベ

ロッパの工業化の中で中核的役割を果た

ンチャー企業がさまざまな面で挑戦し、

すに至る。またドイツ以外の、多くのヨ

そのなかで成功したものが行き残り、巨

ーロッパ諸国も様々な分野で技術革新に

大化していった。

挑戦し、貢献することとなった。それは

これに対し、日本を初め非欧米社会に

基本的には、まさに先発国イギリスへの

は長い間、工業化は波及しなかったし、

挑戦そのものであり、ドイツを中心にみ

自らイノベーションを行って、世界に貢

ごとに戦いの勝利者となった。こうした

献することも難しかった。つまり、ある

現象は、時間が経過するにつれて、さら

程度の応戦はあっても挑戦は皆無であっ

にアメリカを初めフランス、スイス、イ

た。ここで、イノベーションとは何かと

タリア、スエーデン、デンマーク、ポー

言えば、それまでのモノとか仕組みに

ランド、など他の欧米社会でも徐々に観

代わって、全く新規の技術やアイデア

察されるようになるが、残念ながら非西

を取り入れて、新たな価値を創造する

欧社会とは無縁であった。

ことで大きな社会的変化を引き起こ
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すことを意味するものとされる。それ

技術革新ないし改良技術を小革新と

は基本的にはものつくりの技術が中

呼ぶことも可能かもしれない。つまり、

心であるが、それだけの前進や革新は

グローバル化がこのまま進むなら、超

イノベーションの一部であって、同一

長期的に見る限り、理論的にはやがて

のものではない。それは一般にシュン

世界が国内と同じ経済・社会システム

ペーターが「創造的破壊」と呼んだも

で統一される可能性が生じるだけに、

のであり、彼が提示した定義を意味す

好むと好まざるとに関わらず、徐々に

る。それは単なる技術を意味するもの

個人主義化や論理的整合性が要求さ

ではないし、また、単なる改良技術で

れ、結果として、非欧米社会は大きな

もない。その意味で、シュンペーター

社会的変化を余儀なくされる可能性

のイノベーションは発明から技術革

が高くなる。それは過去のような科学

新への過程を含むものと解釈できる

技術に限定されない非科学技術分野

のではないか。シュンペーター的な創

での革新を含むものであるだけに、社

造的破壊の典型的なイノベーション

会や意識の面での西欧化が必要とさ

は、蒸気、電気をはじめ IT などの発

れる可能性もあろう。そのことは非科

明とその後のイノベーションが代表

学技術面でのイノベーション（後に見

的なものであり、それらは社会のあら

る社会的イノベーション）が不可欠な

ゆる面に大きな影響を与え、変化させ

ことを意味する。たとえば、経済学を

るものである。それと同時に、それが

はじめとする社会科学分野での独創

無ければもはや社会が成立しないほ

的なアイデアや仮説が重要となり、さ

どの、重要な一般目的技術（GPT、

らに言えば社会そのものが変化の対

General Purpose Technology、『平成

象となり、それは既に開始していると

24 年版情報通信白書』では万能ツー

いえよう。

ルと呼ぶ）を意味する。それらがいか

A.トインビーや J.J.シュペングラ

にして誕生し、発展したかは歴史を見

ーがかつて指摘したように、西欧文明

ればわかるように、当初は西欧で、最

が衰退ないし没落し、新たな文明が生

近ではアメリカが中心となり、非西欧

まれるとしても、それを混合型の文明

社会では生まれていない。

として構想することはできても、西欧

これに対し、日本ではイノベーショ

科学技術文明がすべて否定され、完全

ンは単に技術の進歩とか革新を指し、

に新たな文明が構築されるとはとう

狭い意味で使われることが多く、それ

てい想像できない。

も改良技術や要素技術を意味するこ

次に、自らイノベーションを行うこと

とが少なくない。その意味ではイノベ

なく、日本だけがある程度早期に工業化

ーションを大革新とし、単なる要素の

ないし近代化（工業化衷心であって民主
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化は意味しない）に成功したのはなぜか

したと考えたのも無理からぬことである。

という問題は早くから注目されてきた。

なぜなら、欧米の経済発展も非系座的要

欧米の一部の非経済学者（主として社会

因の経済的側面への応用ないし影響を強

学者ないし社会経済学者）を中心に、当

く意識するウェーバー的解釈が強く働い

初は日本だけは例外だ、とか、日本には

ていたからである。

欧米の経済発展のアナロジーとして、ウ

だが、彼らはいずれも経済分析のよう

エーバーが指摘したようなプロテスタン

に、因果関係についての詳しい分析を行

ティズムの倫理観が存在するかのように

っておらず、基本的に、西欧経済発展の

扱うものであった。そこでは天皇制や家

アナロジーに基づく分析に終始し、それ

族制度などの制度とそれを支える伝統的

らの要因が近代科学技術を基礎に、長期

価値（たとえば、忠節と孝行などの儒教

の特殊・歴史的過程から生まれた産業革

的価値）の存在を過大に重視し、説明し

命によって初めて、イギリスを筆頭とす

ようとした（これらについては、筆者の

る西欧社会が発展を開始したという事実

『アジアの経済発展と日本型モデル』、文

を軽視するばかりか、経済発展にとって

真堂、を参照）
。

決定的に重要な工業化と技術革新との関

こうした見方は、裏返せば彼らが宗教

連性についても、まったくといっていい

的倫理観を否定すれば、あるいは儒教的

ほど触れていない。つまり、典型的には

価値や天皇制を想定しなければ、経済発

ドイツの産業革命を見れば明らかのよう

展できないはずとみなしたことを意味す

に、たとえばイギリスからの技術導入か

る。裏返せば、かりにそのような条件を

ら創造（応戦から挑戦）までのタイム・

持っていれば、非西欧社会（特にアジア

スパンは 70~80 年を要したとはいえ、そ

諸国）の経済発展も可能だと考えていた

れと同じタイム・スパンで、ドイツと同

ことになる。こうした見方は、彼らが西

様の成果を日本も実現できたであろうか。

欧社会と非西欧社会との質的相違を無視

ギルが指摘する準備期間は欧米と非欧米

し、一定の条件さえ整っていれば、欧米

とでは全く異なり、非欧米社会には欧米

と同じ方式で経済発展が可能であるが、

社会に挑戦するだけの前提自体が存在し

そうでなければ発展可能性はないと考え

ないことなどほとんど無視していると言

ていたことを示している。

わざるを得ない。

その場合、１つの重要な点は彼ら日本

なぜ欧米社会でも、近代技術革新を前

研究者のだれもが近代化や工業化のため

提にすることなく工業化に基づく近代資

に、経済的要因よりむしろ社会・文化的

本主義経済が自制的に生まれることはな

要因に注目していたことである。日本だ

かったのか、にもっと注目すべきであろ

けがなぜかと言う問いに答えるには、欧

う。重要なことは、産業革命が科学と技

米と同様に何らかの非経済的要因が存在

術を見事に融合させた近代科学技術文明
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の延長線上で開始したのに対し、非欧米

ではないか、近代化できるではないか、

社会に「創造的破壊」を意味する科学技

だから欧米と非欧米とを区別する必要性

術（単なる技術ではない）を生み出す契

も意味もないのではないか、といった意

機も、自力で産業革命を起こす、直接的・

見は当然出てくる可能性があろう。この

間接的契機もまったく存在しないという

点の詳細は今後ふたたび取り上げるとし

ことである。

て、遅れて経済発展を開始する非欧米社

このように考えると、欧米社会には最

会が発展ないし離陸を開始し、さらに自

初に産業革命を起こしたイギリスとほぼ

己維持的で持続的な経済発展を達成する

同質的な社会が存在し、そのような社会

には、あまりにも多くの要因が必要であ

ならイギリスができたことは自分たちに

り、かつまた伝統的な政治・経済・社会

もできると確信したとしても不思議では

的変革が必要なことは、明治維新を見れ

ない。つまり、彼らは「科学技術の創出

ば容易にわかる。裏返せば、中国や韓国

とそれに基づく工業化に挑戦する」こと

など、日本以外の多くの非欧米諸国で 19

は十分可能と考えたのだといえよう。西

世紀末から 20 世紀にかけて近代化を追

欧の近代科学技術文明の形成過程を見れ

求しながら失敗した理由も、そのことか

ば、科学的精神を持たなければ、いずれ

ら容易に理解できよう。

の国にもそれが自力で生みだせないこと

そこで、日本が非欧米社会の中で、い

は明らかである。世界をリードした中国

ち早く工業化に成功したのはなぜかを考

の技術もその後の科学技術の発展に貢献

えてみよう。しかも、日本の発展経験は

したとはいえ、科学技術そのものからは

その後に続く多くのアジア諸国にとって、

ほど遠い。ましてや、ほとんどの非欧米

ある種のモデルともなりえたことと無関

社会は単なる技術でさえ、世界をリード

係ではない（この点を詳細に論じる余裕

するほどの歴史的経験を持たない。そう

はないので、以下の論文を参照せよ。
「ア

だとすれば、非欧米社会が西欧の科学技

ジア社会と科学技術文明へのキャッチア

術に挑戦することで、自ら工業化を実現

ップ：ベンチャー企業の育成問題を事例

することは不可能ではないまでも、残念

として」、IAM e-Journal 第 8 号、特定

ながら想像に絶するほどの困難と時間と

非営利活動法人・アジア近代化研究所、

を伴うはずである。

2012 年 12 月 15 日）。この点は後に再度
取り上げるとして、ここでは簡単に触れ

２．非欧米社会が自力で発展するために

ておきたい。

は何が必要か

それは一言で言えば、しばしば指摘さ

（１）日本が近代化に成功した理由は

れるように、西欧の工業化への挑戦では

何か

なく、「キャッチアップ」（この点にも疑

それでも非欧米社会の経済は発展する

問があるが、ここではこのまま使うこと

~ 12 ~

IAM e-Magazine 第 9 号
2014 年 6 月 20 日発行
特定非営利活動法人アジア近代化研究所（IAM）

にする）に成功したことである。なぜ挑

に成功することで、当時同じ近代化を目

戦でも応戦でもなくて、キャッチアップ

指した中国や韓国に先んじることができ

だったのか。それは挑戦できるほどの条

た。そのことを率先して実行したのは言

件も能力も経験も欠如していたからであ

うまでもなく第 1 に政府であり、次いで、

る。裏返せば、日本はそれまでも常に最

それに呼応した国民である。欧米との格

先進文明へのキャッチアップ経験が豊富

差が大きいほど、政府の果たす役割は大

だったからともいえる。6 世紀以後の中

きくなるが、経済が発展したからと言っ

国文明へのキャッチアップは最も重要な

て、欧米のように政府が介入しないで済

経験の１つである。明治維新以前ではオ

むわけではない。ここに西欧社会と非西

ランダ、明治維新以後、長きにわたって

欧社会との重要な相違の 1 つがある(この

文明の受容先であったイギリスを初めド

間の詳細は次の文献を参照。高橋亀吉『日

イツ、フランス、そしてアメリカは日本

本近代経済の形成』時事通信社、1969 年、

がとうてい挑戦できる相手ではなく、ど

およびトマス・スミス『明治維新の工業

うすれば彼らの文明や技術のレベルに達

発展』東京大学出版会、1971 年）。

することができるか、それには西欧諸国

（２）２つのキャッチアップ

の背景までも知る必要があった。欧米社

このように、非西欧社会が欧米社会の

会の徹底した調査報告書である岩倉具視

ように工業化を通じて経済発展を実現す

視察団はそのことを端的に表している

るにはキャッチアップが不可欠だとする

（久米邦武編『米欧回覧実記』岩波書店、

見方が一般的であろう。それもロストウ

を参照）
。

の言葉を使えば、先行条件期から離陸期

かりに日本が欧米の科学技術文明に挑

までのことで、離陸期を過ぎれば、後は

戦するだけの力を持たないとすれば、ど

経済的要因だけで持続的な経済発展が可

うすれば欧米の工業化水準に到達できる

能になるかのような考えが多くみられる

のか。それは西欧文明を模倣し、導入し、

ように見える。その点を明確にするには、

摂取する以外に方法はない。そうだとす

まずキャッチアップとは何かを明確にす

れば、西欧文明の摂取・導入に最も適合

る必要がある。

した方法を採用するのが最も合理的であ

まず欧米へのキャッチアップという場

ろう。それは政府が率先して摂取・導入

合、いったい何にキャッチアップするの

の意志と方向を示し、政治社会の安定を

かは明確ではない。すべての非欧米社会

維持しつつ、必要な法制度を整備し、国

が容易にキャッチアップできるわけでは

民の精神や能力を政府の示す方向に向け

ない。また、以下に示すように何にキャ

て育成し、動員することである。そうす

ッチアップするかで、キャッチアップで

ることで欧米に対し、ある種のキャッチ

きるか否かは変わってくる。そこで、ま

アップを実現し、近代化（つまり欧米化）

ずキャッチアップとは何かを少し突っ込
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んで考えてみたい。

は「高所得の罠」と考える（例えば日本

まずキャッチアップを大雑把に定義し

の一人当たり GDP は一時期、世界第 2

ておこう。それは「質的・量的に、欧米

位〜3 位に達したが、2012 年現在 4 万

の経済・社会水準に追いつき、それを維

7,000 ドルであるのは円高のせいで、円

持・発展させること」である。ここでわ

安が進むと 2014 年には 3 万 6,000 ドル

ざわざ量的とか質的という理由は、量的

程度に、世界でのランクは 22 位程度に下

なキャッチアップ（QTC）と質的なキャ

がるとの試算あり。さらに今後下がり続

ッチアップ(QLC)に分けなければ、単な

ける可能性も指摘されている）
。現在のア

る QTC で非欧米社会と欧米社会とが同

ジア NIEs 諸国も同様の現象に陥る可能

等になるかどうか、つまり本当にキャッ

性は否定できない。

チアップできたか否か、不明だからであ

その原因として考えられるのは、１つ

る。つまり、QTC だけで、上で見たよう

には戦後日本で生まれた技術革新の多く

に先行条件期から離陸期までのキャッチ

が、戦後、欧米社会から技術導入し、優

アップでその後の持続的な発展が可能に

れた改良技術をしたことで生まれた。だ

なることは考えられない。それが可能に

が、それも、さまざまな理由から難しく

なるには、非欧米社会が欧米社会とある

なった。最近では、西欧社会でも創造的

程度の同質化(後に見るように、部分的同

なイノベーションや独創的なアイデアが

質化)を達成し、初めてキャッチアップで

持続的・組織的に生み出せなくなり、ア

きるといえるからである。経済的側面に

メリカは後で詳細に見るように、80 年代

限って言えば、QTC によって、経済量

以後プロパテント（特許重視）政策を取

（GDP など）は欧米社会に接近できるが、 り、アメリカの製造業はかなり復活した。
科学的精神とか合理的思考、など非経済

逆に日本が先進技術を導入し改良するこ

分野でのキャッチアップができない限り、 とはさらに難しくなり、それが日本の製
非経済分野での様々なイノベーションな

造業に影響を及ぼしてきた。この過程は

どを自力で生み出すことは極めて困難を

極めて興味深い。

伴う。つまり、それらが生まれるために

その理由として以下のような、実に多

は QLC が不可欠となる。つまり、長期的

様な条件が指摘されている。ポール・グ

に見ればキャッチアップとは QTC と

レアムによれば、アメリカは移民を容認

QLC の双方をさすものであり、後に詳し

し、ヨーロッパを含めて他の国には存在

く見るように、それができない限り、一

しないほどの優れた、競争の激しい私立

度キャッチアップした GDP を維持でき

大学があり、シリコンバレーを作れるだ

ない可能性が生まれる。これは早期に現

けの豊かさがあり、ビジネス規制法がベ

れれば「注所得の罠」
、それを突破しなが

ンチャーに寛容で起業が容易である。ま

ら、長期の経済的停滞に陥る場合を筆者

たアメリカはシンガポールや中国のよう
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に、個人の活動に干渉する警察国家では

せるために必要な個人主義が確立した社

なく、社員を必要に応じて自由に解雇で

会である。これが QLC であり、筆者は後

き、仕事と雇用を同一視しないほどベン

に詳しく見るように、欧米社会と非欧米

チャーの起業は容易になるが、アメリカ

社会とを分ける決定的な要因の 1 つであ

では労働は必ずしも雇用を意味しない、

ると考える。

ことも重要な条件の 1 つだという。これ

たとえば日本でベンチャー企業が生ま

らの条件が揃っているのはアメリカだけ

れない理由として、安定志向であるとか

で、そのためにベンチャーがアメリカに

失敗を認めない、などの文化的特質がし

集中するのだという。
（Paul Gream, Why

ばしば指摘される。それらもある程度は

Startups

America,

関わるかもしれない。また、日本は基本

http://www.paulgraham.com/america.h

的に共同体社会である。すなわち、それ

tml）

は人間関係中心の集団主義社会であり、

Condense

in

確かに、それらの条件はアメリカ以外

組織中心のムラ社会であり、それを成立

では揃っていない、重要なものである。

させる人間関係の根底には信頼がある。

だが、①それではアメリカ以外では、な

信頼を基本にしなければ、人間関係も組

ぜそれらの条件が揃わないのか、②条件

織内での活動も難しい。確かに、これら

が揃えば、アメリカと同じになるのか、

の日本的特色は基本的に個人が中心で行

③これらの条件は果たしてベンチャー企

われるイノベーションには不利な条件で

業を生み出す必要にして十分な条件か、

あろう。ポール・グレアムが指摘するよ

などの疑問が生じる。たとえば、①につ

うな条件がベンチャー企業を生み出す条

いては、元来非西欧社会の大学のほとん

件であるとすれば、なぜ非欧米社会はそ

どが基本的に真理を追究する目的ではな

れらの条件を整備できないのかがまず問

く、被植民地国家では宗主国の利益のた

われるべきであろう。

めに西欧科学技術文明を学ぶ目的で、ま

このように見てくると、非欧米社会は

た非植民地国家でもそれを受容するため

基本的に科学技術文明が支配する今日、

に設立されたものである。②かりにそれ

グローバル化が進めば進むほど国際競争

らの条件を揃えたとしても、非西欧社会

に巻き込まれるため、キャッチアップ型

にとってそれは必要条件を充足するだけ

とは正反対のフロント・ランナー型の社

であって、後に触れるように、前提とな

会への移行が必然となるが、それも簡単

る十分条件を備えてはいないことである。 ではない。なぜなら、元来キャッチアッ
これこそが QTC である。それは上の③に

プするだけでも、西欧文明に依拠しなが

関わる問題である。すなわち、前提とな

ら経済・社会の発展を余儀なくされるた

る十分条件とは科学的精神や合理的思考

め、長期にわたり先進文明の受容に全力

の社会的定着とそれらを効果的に機能さ

を投入することとなれば、それがますま
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す非欧米社会を受動化させ、慣例化させ

義の双方に妥当する部分も少なくないが、

る。それがフロント・ランナー型への転

経済学そのものが個人の欲望や満足感な

換を阻止し、自力でのイノベーションな

どを前提に生み出されているため、単に

ど縁遠い状況を作り出すという悪循環の

日本にも妥当するからと言って新古典派

罠に陥るのである。だが、実はこれも表

の理論仮説そのものに、日本経済を対象

面的な理由に過ぎない。

にした研究を通じてオリジナリティを付

このような状況を脱却するには、欧米

加することは極めて難しい。そのため、

社会との同質化、すなわち国民レベルで

日本発の独創的なアイデアも経済学をは

の QLC が不可欠となるが、それもほとん

じめとする普遍性を持った社会科学自体

ど不可能と言えよう。確かに、日本でも

も生まれにくい。マーケティングや会計

一定のノーベル賞の受賞者は生まれてき

学などの社会科学の中で、ある程度技術

たが、それは自然を対象とした自然科学

的性格を持った学問分野でさえ、日本発

分野に限定され、社会科学面での独創的

のアイデアは生まれにくい。その結果、

アイデアやイノベーションは分析対象が

残念ながらいつまでたっても、結局、日

欧米と決定的に異なるために生まれにく

本をはじめとする非西欧社会はほぼ半永

い。つまり、欧米の方法論的個人主義の

久的に欧米社会への量的・形式的なキャ

ような、日本社会を対象とした方法論は

ッチアップに終始する可能性が高くなら

存在しないといってよい。産業技術自体

ざるをえない。

は自然科学に基づく科学技術に関わる部

こうした状況からの脱却には、質的な

分が圧倒的に大きいが、社会科学に関わ

キャッチアップの重要性に気付く。つま

る部分は人間に関わるだけに集団や組織

り、量的なキャッチアップは欧米の独創

を前提とした社会では欧米の学問との接

的なアイデアやイノベーション、中でも

点はそれだけ小さくなる。たとえば、経

科学技術、経済のシステムやその運営方

済学でいえば、新古典派経済学分野で独

法、法制度、企業組織などの模倣や導入

創的なアイデアや仮説を提示するには、

を通じて可能となることは、近年の多く

個人主義を前提とした欧米社会を対象と

のアジア諸国が経済発展している状況か

した独創的な研究が必要であるが、古典

らも容易に理解できる。しかし、そのほ

派経済学は少なくとも日本社会には市場

とんどはいわば形式的なものであると同

経済化した部分にしか妥当しない。現在

時に、自律的な発展というより外資依存

でも、欧米に比べると日本の市場化はあ

型の成長にすぎない。問題はどうすれば

まり進んでいるとはいいがたい。それは

「創造的破壊」の技術の開発、それに必

個人主義を前提とした方法論的個人主義

要な発明や独創的アイデアを生み出せる

が妥当しにくい社会だからである。むろ

か、である。それができなければ、先進

ん、新古典派経済学も個人主義と集団主

科学技術を導入し、定着させ、それをさ

~ 16 ~

IAM e-Magazine 第 9 号
2014 年 6 月 20 日発行
特定非営利活動法人アジア近代化研究所（IAM）

らに改良し、より高度な技術開発を通じ

因で長い間、特許を軽視するアンチパテ

て発展させる以外にない。それができれ

ント政策が続いた。ところが、1973 年

ば、ドイツが実行したように、先進科学

の石油危機以後、10 数年にわたって不況

技術に挑戦し、自ら創造的なイノベーシ

が続いた。その間、アメリカとは対照的

ョンができるようにならなければ、いわ

に日本やドイツは構造転換に成功して、

ゆるベンチャー企業を生み出すことはで

輸出拡大が続き、アメリカはついには自

きない。今の段階では、ベンチャー企業

動車や鉄鋼、電機などの主力産業のシェ

を生み出しているのはアメリカだけであ

アを主として日本製品に奪われることと

って、それ以外の国は革新的な企業を輩

なった。その原因を製造業の弱体化にあ

出するのが精いっぱいの状況といえよう。 ることに気付いたアメリカは製造業に力
革新的企業を生み出し続ければ、グロー

点を置くべくプロパテント政策を採用し

バルな競争社会で十分生き残るだけ力に

始めた。それはアンチパテント政策から

なりうる。日本のソニーや韓国のサムソ

の転換である。プロパテント政策とは特

ンはそのいい事例を示している。だが、

許に代表される知的財産権を中心として、

持続的に革新企業を生み出し続けること

それらを重視し保護する政策のことであ

は容易ではないのが現状である。

る。この政策が志向した目標は国内の研

（３）アメリカのプロパテント政策の

究活動を活発化させ、イノベーションを

影響

促進し、産業競争力を高めることであっ

非欧米社会が先進国の技術を導入し、

た。だが、それらが実現したかは明確で

それを改良し、さらには他の産業技術開

はないが、内外に大きな影響を与えたこ

発に利用する方式は日本や韓国、台湾な

とは確かである。

ど、多くの非欧米社会で採用され、成功

プロペテンと政策の代表が 1980 年に

を収めてきた。特に、日本は戦後、主と

制定された通称「バイ・ドール法」
（アメ

して 50 年代から 70 年代にかけて、一貫

リカ特許商標法一部改正案）である。こ

して多くの先進技術を欧米から導入し、

の修正条項によってそれまで政府資金に

改良することで、多くの革新的企業を生

よる大学などの研究開発に基づく特許権

み出し、欧米経済を凌駕することに成功

が政府から大学や研究者に帰属すること

し、日本は首尾よく技術大国としての名

となり、大学は企業などにライセンス供

声を勝ち取ることができた。

与が可能となった。また、プロパテント

これに対し、アメリカは製造技術を

政策に大きな影響を与えた報告書も提出

徐々に重視しなくなり、それがアメリカ

された。それが、通称「ヤング・レポー

の製造業を弱体させた。しかしその背景

ト」と呼ばれる競争力に関する報告書で

には世界大恐慌（1929 年）による不況の

ある。この報告書は 1985 年にレーガン

原因に「独占の存在」と認め、それが原

大統領に提出されたが、それはアメリカ
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の不況の現状について「景気低迷の原因

所有権の貿易関連の側面に関する協定）

は製造業の弱体化にある」と指摘し、対

である。この協定は工業所有権の保護に

応策として「技術優位の確保」が不可欠

関するパリ条約や文学的ならびに美術的

であることを強調した。

著作権の保護に関するベルヌ条約の知的

そこで、政府は「研究開発」を確実に

財産に関する既存の条約の主要条項の順

行い、その成果を「知的財産」として位

守義務をうたっており、特許権の存続期

置付るなど、いわゆる特許を重視するプ

間などに関して、ベルヌ条約以上の保護

ロパテント政策を打ち出した。その結果、

を求めている。その結果、発展途上国も

大学や産業界に一気に「知的財産」の重

知的財産権の保護を実効あるものにする

要性と関心が生まれた。

義務が生じ、それがアメリカに有利な効

このように「バイ・ドール法」と「ヤ

果を持ち、アメリカ経済の復活に寄与す

ング・レポート」は知的財産権政策の充

ることとなった。現在進行中の TPP(環太

実に一躍重要な役割を果たすこととなっ

平洋連携協定)交渉においてもこの方針

た。その後も、次々と特許重視の施策が

は強力に追求されている。

打ち出されたが、その中で「知的財産」

このようなアメリカのプロパテント政

重視を強力にバックアップした施策には、 策も、90 年代の前半まで特許への関心は
以下のものが指摘できる。まずアメリカ

比較的薄かったが、90 年代後半以後、バ

特許庁の強化と重視（たとえば 1985 年に

ブル崩壊に伴い、この政策への関心が一

は職員は 3000 人であったが、95 年には

挙に高まった。その結果、アメリカの技

5000 人に増員）、2 つ目には特許裁判所

術輸出は見事に黒字に転換し、産業界の

を開設し、すべての特許問題を高等裁判

景気回復の原動力となり、それと同時に

所の段階で特許裁判所に集中させ、早期

1990 年代に入って IT 革命と呼ばれると

に安定した判決の体制をつくったこ、そ

時期を迎えると、アメリカ経済は大きく

して 3 つ目は、通商法、関税法の改正な

前進し、再び世界の産業界をリードする

どを通じて特許を守らない国への制裁措

までになった。

置や自由貿易国など、すべての国に、特

（４）非欧米社会に与えるプロパテン

許を重視するよう強力な働きかけを推進

ト政策の影響

することとなった。

このプロパテント政策はアメリカ経済

ところで、特許法は元来国内向けであ

と同時に、日本をはじめとする非西欧社

ったが、1994 年「世界貿易機関を設立す

会に与える影響は極めて大きい。なぜな

るマラケシュ協定」が締結され、その一

らアメリカの企業や発明家は特許で大金

部に「知的財産に関する条約」が締結さ

を稼ぐことができるようになったため、

れたことで、国際的にも注目されること

彼らは特許の権利範囲を拡大解釈して、

となった。それは通称 TRIPs 協定（知的

日本などの競争企業を次々と特許侵害で
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訴えるという事態が発生するに至ったか

れる現象も指摘されている。これは技術

らである。たとえば、日本との関係で有

に特許が付与され独占されたり、多くの

名なのは、ミノルタ社がカメラの自動焦

類似の技術に特許が付与されて、権利関

点装置を巡る特許でハネウエル社に訴え

係が錯綜すると後続の技術開発や川下の

られ、多額の和解金〈166 億円〉を支払

技術開発への障害が大きくなり、さらに

うという事態が起きた。その後も、キャ

取引費用は管理費用が高くなって、研究

ノン、ニコンなど、多くの日本企業が巨

開発が阻害される可能性があるといわれ

額の和解金を支払う事態が起きた。こう

る。こうした影響が大きいのは、新技術

した特許侵害訴訟は、その後も多くの産

の製品化段階で、特許権が重なり合うバ

業分野（新薬特許、ゲーム機器、自動車

イオテクノロジー、半導体、ソフトウエ

製造処理技術、など）に及んでいる。

アなどの分野である。

こうした事態は日本企業ばかりか韓国、

このように、プロパテント政策が非欧

台湾、中国など、多くのアジア諸国に及

米社会に与える影響が懸念されており、

びつつある。中でも注目を集めているの

それに対抗するには、自力での独創的な

は、デジタル・モバイル端末の技術など

イノベーションが不可欠となる。しかし、

を中心に IT 業界で、アメリカ企業アップ

こうした動きも近年やや変化の兆しが生

ル社と韓国企業のサムソンとの間で発生

じつつあるとの指摘もある。それは特許

した訴訟闘争である。この訴訟を通じて、

の権利範囲の拡大解釈による均等論が適

アメリカ裁判所は多額の評決を下し、サ

用される事例が限定されてきたことであ

ムソンに深刻な影響を与えた。

る。均等論とは特許構成部品を同一の材

その結果、日本やアジア諸国は自力で

質のものへと置換するなど、置換した後

の独創的な技術革新を迫られているが、

の発明が元の特許発明と同一方法、機能、

容易に対抗できる状況ではない。いまや

効果をもたらす場合に、その範囲まで特

独創的なイノベーションもそれに基づく

許の権利範囲を拡大解釈するという理論

ベンチャー企業も、アメリカでしか生ま

である。この理論がプロパテント政策を

れないからである。その結果、プロパテ

実施する上で重要な役割を果たしたが、

ン政策には様々なリスクが指摘されてい

1997 年から 2002 年の連邦最高裁判決で

る。たとえば、自力での技術開発ができ

限定されることになったため、97 年以後、

ないとすれば、特許権者に多額のライセ

プロパテント政策は終焉したとの指摘も

ンス料を支払うことになり、ライセンス

ある（たとえば、以下の文献を参照せよ。

収支が赤字化することとなる。取引費用

牧野和夫「アメリカ・プロパテントの終

の増大を初め、製品を発売する段階で、

焉と企業対応について」BLJOnline、

発行された特許侵害のリスクが生じる。

http://www.businesslaw.jp/blj-online/im

また、
「アンチ・コモンズの悲劇」と呼ば

gdir/pdf/20080822_makino.pdf）
。
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３．アジアがグローバル化時代に生き

米社会は自力で達成できなかった。そ

残るための条件

れはアジアには欧米社会が生み出した

（１）アジアに不足する条件は何か

発展モデルを構想する基本理念は内包

日本や一部の諸国を除くアジアの工

せず、またその必要性が存在しなかっ

業化や経済発展は自力で達成されたわ

たからかもしれない。そういう意味で、

けではない。それは外資依存型と言っ

欧米社会と非欧米社会とでは、歴史、

てよい。自力で発展を開始するにはこ

文化、風土、宗教、などあらゆる面で

れまで見たように、欧米社会同様、初

大きな相違があることは明白である。

めに国民経済システムが構築される必

そのことは、非西欧社会が社会の仕組

要があるが、それにはあまりにも多く

みでも経済の仕組みでも、工業化や産

の生産要素や長い時間が必要となる。

業化に基づく資本主義的な経済発展を

それゆえ、欧米社会では、長期にわた

可能にする諸条件を内包していないこ

る経済的・社会的・政治的準備期間が必

とを意味する。
そこで、自ら工業化や産業化の条件

要となったのは当然のことであったろう。
しかし、非欧米社会は欧米社会の経験か

を持たないため、非西欧社会が工業化

ら経済発展や工業化に何が必要かを容易

しようとすれば、そのために必要な最

に知ることができる。すでに見たように、

低限の条件を自力で構築するか、外部

欧米モデルが存在するからであるが、だ

の力に依存するほかはない。日本を除

からと言ってそれを見ただけですべてを

く多くのアジア諸国の方式は、基本的

模倣すれば、機能すると考えるのは間違

に前者ではなく、後者である。そのい

っている。問題は欧米モデルを受容する

ずれの場合にも、相違は程度の差であ

意志、能力、諸条件が整っているかどう

り共通するのは西欧モデルの導入とそ

かである。そのため、先進経済・社会か

の発展である。そこで、問題になるの

らの模倣・導入・摂取を通じて、まず量

は時間の経過とともに西欧モデルを定

的なキャッチアップを試みることである。 着させ、発展させられるか、である。
そこには非欧米社会の間で特別な相違は

それができるかどうかで、
「中所得の罠」

ない。

に陥ることなく、先進国への道を歩む

こうした欧米モデルの受容ないしキ

ことができるか否かが決まる。その場

ャッチアップという方式に初めて成功

合にも問題は発生する。つまり、後に

したのが日本である。だが、その後の

やや詳しく考察する「高所得の罠」で

動きを見ればわかるように、一定の条

ある(次回掲載する、本稿の（下）を参

件を整備すればどの国でもほぼ同じ結

照)。今度はもっと深刻かつ困難な課題

果が得られる。それにもかかわらず、

にぶつかる。その典型的な事例が日本の

欧米社会が自ら実現したことを、非欧

長期停滞である。それは日本だけの問題

~ 20 ~

IAM e-Magazine 第 9 号
2014 年 6 月 20 日発行
特定非営利活動法人アジア近代化研究所（IAM）

なのかどうかを検討する必要がある。そ

ステンセンは日本の企業が発売する小型

のことを端的に示す事例をアメリカとの

オフロード・バイクがハーレー・ダビッ

比較で考えてみたい。

ドソンや BMW が製造した長距離用バイ

（２）ベンチャー企業 2 つの型：SV 型

クに対し、またかつてのトランジスター

ベンチャー企業と革新型企業

は真空管に対して、それぞれ破壊的技術

その事例とはベンチャー企業を生み出

とみなしている。また、後者は製品の性

せるかどうか、という問題である。それ

能を高める技術で、主要市場のメインの

ではベンチャー企業を生み出すか否かの

顧客が今まで評価してきた性能指標にし

決定的な要因は何であろうか。そのこと

たがって、既存製品の性能を向上させる

を考える前に、しばしば指摘されるよう

技術革新であり、ディスク・ドライブ業

に、ベンチャー企業がアメリカにしか存

界の歴史における技術革新を上げている。

在しないとすれば、ベンチャー企業を生

いま供給側から見た技術革新とかイノ

み出すイノベーションはアメリカにしか

ベーションの普及過程を見るとほぼ以下

生まれないと考えるほかはない。日本で

の過程を経て消費者ないし最終的利用者

もヨーロッパでも生まれないイノベーシ

へと普及していく。発明とかアイデア→

ョンとはいったい何であろうか。その点

企業による商業化（イノベーション）→

を考える前に、シュンペーター、その他

他社による模倣・改良→多くの企業への

の人たちの定義を参考に、筆者なりに、

伝播→消費者への普及、である。イノベ

イノベーションを簡単に規定しておきた

ーションから模倣ないし伝播への過程で

い。まずアメリカでしか生まれないベン

多くの技術革新や技術改良が発生する。

チャー企業（これをシリコンバレー型＝

この普及過程の中で、クリステンセン

SV 型と呼ぶことにする）はいかなるイノ

のイノベーションを位置づければ、破壊

ベーションで成り立っているのであろう

的イノベーションは発明やアイデアから

か。それはシュンペーター的な定義で言

イノベーションへの過程で起き、イノベ

えば「創造的破壊」のイノベーションで

ーションから伝播、普及の過程で持続的

あり、それは技術革新を含む多様な変革

イノベーションは起きると考えることが

を意味する。またクレイトン・クリステ

できよう。だが、ここで問題なのは、発

ンセンは、破壊的イノベーションと持続

明ないしアイデアそのものがいかにして

的のベーションを分けている。前者は短

行われ、それがイノベーションへとつな

期的には製品の性能を引き下げる効果を

げるにはどうすればいいか、である。発

持ち、従来とは全く異なる価値基準を市

明とかアイデアはあってもイノベーショ

場にもたらすが、主流から外れた少数の、

ンではないが、発明やアイデアが無けれ

たいていは新規の顧客に評価されるイノ

ばイノベーションは起こらないからであ

ベーションである。その例として、クリ

る。つまり、無から有は生じない。ここ
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決定的な相違が存在し、それが両者の間

に最大の課題が生じる。
筆者はこの差が SV 型ベンチャー企業

で、長期的に経済や社会の発展に大きな

と日本（JV）型ベンチャー企業との相違

影響を及ぼす原因になっているに違いな

を表すものと考える。つまり、SV 型ベン

いと考える。確かに、ほとんどの点で欧

チャー企業は中小企業ではないが、JV 型

米と非欧米では類似しているが、ほんの

ベンチャー企業は中小企業である。そこ

わずかではあっても、決定的な相違点、

で、真のベンチャー企業を定義すれば、

あるいはむしろ正反対の考え方や価値観

それは SV 型ベンチャー企業を指し、JV

が存在するに相違ない。そのために、日

型ベンチャー企業は革新型中小企業と呼

本をはじめとする非欧米社会は様々な面

ぶべきではないか、ということである。

で欧米社会の後塵を拝し、ほぼ永久に欧

ベンチャー企業という名称自体は和製英

米社会に追いつく努力を続けるしかない

語であるが、その性格を考慮すれば、SV

のではないかとの感慨を覚える。

型と JV 型に分類し、こうした定義をす

しかも、量的なキャッチアップに全力

る方が理解し易いのではないか、と考え

を傾ければ傾けるほど、一定の経済水準

る。こうした定義に基づくベンチャー企

に達した後、自力での発展が必要になっ

業であれば、過去数十年にわたってアメ

た段階で、経済・社会が停滞しやがて行

リカでしか、生まれておらず、日本をは

き詰る、いわば「高所得の罠」に陥る可

じめとする非西欧社会ではほとんど生ま

能性があるのではないか、と考えざるを

れていない。その理由は比較的容易に理

えない。たとえば、現在はグローバル化

解できる。なぜなら、以下で考察するよ

の時代であり、熾烈な競争の中で企業も

うに、非欧米社会では発明や独創的なア

個人も生き抜かねばならない。それには

イデアが生まれる可能性は低いからであ

競争力をどれだけ有するかが決定的に重

る。

要となる。競争力の源泉は様々な要素と
関連するが、究極的に行きつくところは

４．科学的精神と２つのイノベーショ

個の力の集積であり、それを体現する

ン

様々な分野のイノベーションないし科学

（１）欧米社会と非欧米社会の相違と

技術の開発力だといってよい。最近、論

その帰結

理的思考力の重要性を指摘する一方で、

非欧米社会ではなぜ発明やアイデアが

人間力などという意味不明な言葉がビジ

生まれないのであろうか。この点を理解

ネスの世界を中心に横行し、科学や論理

するには、欧米社会と非欧米社会とでは、

を軽視する傾向がある。もしそれが重要

何か決定的な相違があるからだと考えざ

であるなら、そもそも人間力とは何か、

るを得ない。筆者は欧米社会と非欧米社

どのようにしてそれを育成するのか、ど

会との間には、すべてではなくともある

のようにして重要な成果を生み出してい
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くのか、などの論理的で客観的に説明す

からである（これは筆者がかつて自然発

るべきである。

生型と被創造型社会として類型化した点

これらの点をもう少し突っ込んで考え

と深く関わる（
『日本型モデル』を参照）
。

てみよう。技術開発力とは、基本的に「創

日本を初め非欧米社会の多くは、筆者

造的破壊」が実現可能なイノベーション

がウエーバーの規定した意味での理念型

と独創的なアイデア、発明などを生み出

として提示した表現を使えば、基本的に

せる能力があるか否か、の問題である。

慣例や特定のイデオロギーが支配する自

しかし、現状でこれらを非西欧社会に期

然発生型社会のカテゴリーに属する。特

待することは極めて難しい。それにはさ

に日本社会を見ると、事例を挙げるまで

まざまな理由が考えられるが、１つの共

もなく始発的要因としては非論理的で慣

通する理由としてイノベーションや独創

例的な部分が少なくない。中でも、ここ

的なアイデアを次々と自ら生み出すため

で密接に関連する終身雇用・年功序列な

に必要な経験、歴史、伝統、さらには風

どから成る日本的経営やそれに基づく雇

土や文化などを欠くことが指摘できよう

用慣行、労働者の組織観などはいずれを

（この点については多くの指摘がすでに

とっても、論理的思考の帰結ではなく、

なされているので、それらを参照せよ。

歴史的・自然発生的に生まれ、社会に定

また、この点を詳細に論じた筆者の『ア

着したものといえよう。これは中世から

ジアの経済発展と日本型モデル』
、文真堂、 近代にかけて意図的かつ論理的・創造的
1994 年、も参照せよ。以下、
『日本型モ

に成立させてきた近代西欧文明とは大き

デル』とする）
。

く異なる（以上は、詳細は『日本型モデ

イノベーションや独創的なアイデアを

ル』を参照）。

生み出し続けるには、欧米の科学技術の

とりわけ信頼を基本とする人間関係は、

歴史を紐解くまでもなく、できることな

個人的活動を必要とする多くの人々、特

ら科学的精神、合理的思考、創造力、な

に研究者・発明者にとっては大きな制約

ど、欧米社会に組み込まれてきた前提条

条件となり得る。たとえば、会社や組織

件として、それらが社会に浸透している

は自分を雇用してくれる主人であり、従

ことが重要なことであろう。それゆえ、

業員はすべて助け合う仲間である。この

非西欧社会でも、一部の自然科学研究者

ことが社内にとどまりながら、自分の利

に限定されないで、科学的精神や合理的

益（金銭的利益に限定されない）を追求

精神などが社会に浸透している必要があ

したり、場合によって会社を訴えること、

る。つまり社会全体にどの程度論理的思

などは至難のことである。その結果、巨

考が通用するかである。なぜなら多くの

額の利益(発明の報酬と同時に、多くの利

研究者はそのほんの一部を除けば、様々

益)の要求を躊躇し、自粛するなどのため、

な形で一般社会からの影響を強く受ける

発明のインセンティブを持てないといっ
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た事態も生じかねない。優秀な研究者ほ

（ⅰ）近代社会、科学的精神および自然

どこうした状況下で不満を感じる可能性

観

が高く、こうした事態を論理的に解決す
ることは難しい。

まず科学的・合理的精神の存否につい
て考えてみよう。承知の通り、マックス・

このような環境下では、先進文明の受

ウエーバーは西欧の近代と近代以前を分

容には適合的であっても、グローバル化

ける決定的要因は何かを問い、それを合

が進むにつれて個人主義化が大幅に進む

理的精神に求めたことはよく知られてい

につれて、内的・外的な動機づけが難し

る（詳しくは、マックス・ウエーバー『一

くなり、発明や勤労意欲の刺激をどう生

般社会経済史要論（上下）』、特に下巻、

み出すかが大きな課題となる。そのこと

岩波書店、1955 年、を参照。以下『要論』）。

に失敗すれば、社会も経済も停滞し、活

合理的精神は科学的精神とか論理的思考

性化を失うことになるに違いない。

に置き換えてもいい。ここではそれらを

そこで、いまこうした事態がなぜ発生
するのか、を考えてみたい。それには欧

ほぼ類似の概念として、以下では主とし
て科学的精神とほぼ同義とみなす。

米社会と非欧米社会との決定的な相違は

一言で示せば、西欧の近代社会を特徴

何かを考えてみる必要があるであろう。

づける、１つの重要な概念は科学的・合

むろん、欧米社会と非欧米社会とを決定

理的精神である。それを定義するのは容

的に分ける要因を、ここですべて考察す

易ではないが、ここでは単純化して、デ

ることは容易でも生産的でもないと考え

カルトの機械論的な発想の帰結として、1

る。そこで、本稿では筆者が決定的な相

つしかない真理や法則を追究することを

違を示すと考える概念や要素は無数にあ

当然とみなす態度を指すものと考えたい。

るが、それらの中から特に「高所得の罠」

それこそは西欧科学技術文明のバックボ

を左右するイノベーションや社会のダイ

ーンを成し、それを欠けば、新たな文明

ナミズムに影響を及ぼす３点に絞って、

を生み出すことはできなかったであろう。

やや詳しく述べてみたい。それは理念的

科学的精神の特徴の 1 つは、たとえば何

概念として、１つに科学的・合理的精神

事も包み隠さず、事実に基づいて解釈し

があるか否か、2 つ目は個人が中心か組

分析することで、正しい判断と対策を生

織ないし集団が中心か、そして 3 つ目は

み出せると考えることでもある。承知の

事前主義か事後主義か、の３つである。

通り、かつてスエーデンの G・ミュルダ

これらは以下を見ればわかるように、１

ールは、彼が使った後進国（backward）

つの社会から生まれるため当然とはいえ、 という言葉への批判に対し、事実を覆い
ある程度相互に関連する概念であること

隠して別の言葉を使うことで、事実の解

を予め指摘しておきたい。

明や対策を遅らせる。事実を明からさま

（２）科学的・合理的精神とその源泉

にしてこそ科学は進歩するとして反論し
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た。彼はまたウエーバーとの価値論を前

ミュルダールが厳に戒めたご都合主義で

進させる概念として価値前提なる概念を

あり、それを正当化するのは感情的な事

導入したことでも知られる。これも科学

実を無視した多数決である。

的精神を表す概念や思考形式の 1 つと言

ところで、科学的精神に影響を与えた

えよう(詳しくは、ミュルダールの『経済

最大かつ決定的な要因の 1 つは、西欧の

学説と政治的要素』春秋社、および山

自然観である。この点について、渡辺正

田雄三『価値多元時代と経済学』1994、

雄氏は次のように指摘している。
「西欧世

岩波書店、参照)。

界に入って生活してみると、さまざまな

日本は西欧化を最大の目標にし、現在

彼此の違いに気づかされるが、自然観の

も「欧米では」が枕言葉になっているが、

相違もその 1 つであり、しかも、実に重

その正当性はまったく稀薄である。もの

要なひとつであると思われてくる。こう

ごとを判断する場合、筆者は大きく分け

した違いがあるがゆえに、西洋から近代

て 2 つの基準があると考える。1 つは正

自然科学を学びとってもそれがすぐにわ

否基準（何が論理的で客観的か、など）

れわれの身についたものにはならなかっ

であり、もう１つは非正否基準（必要・

たり、あるいは、世界共通のこの科学な

不要基準と好きか嫌いかの基準、など）

いし科学技術を用いながら，その用い方

である。日本では正否基準に基づく判断

に種々の特異性や問題点があらわれてく

は極めて限定的であり、ほとんどが非正

るのである。それは自然観の相違だけに

否基準に基づいて判断される。正否基準

よるものではないが、自然観の相違がそ

で見ようとすると、すぐに「欧米では」

こで大きな役割を担っていることは確か」

（これを欧米基準と呼ぼう）になること

（『日本人と近代科学―西洋への対応と

が多い。日本で正否基準とは何か、何が

課題―』岩波書店 1976 年,pp.159~196）

正しい判断の基準なのか、などが一般に

であるという。西欧の自然観は自然との

浸透しておらず、不明確なため、正否基

対峙とその克服を根底に持ち、日本のそ

準での判断は通用しにくい。そこでしば

れは自然との共生を基本とする。それは

しば正否基準に代わって、欧米基準が持

明らかに風土と関連する。

ち出されるのであろう。その意味で、日

この相違が西欧科学技術文明を生み出

本では欧米基準は一種の正否基準の便利

す重要な背景要因の 1 つであり、科学技

な代替物にすぎない。

術文明にはそれ以外にも上で見たように、

ところが、欧米基準を絶対化するので

キリスト教が深くかかわり、さらにはギ

あれば、それを一貫して採用するのかと

リシャの科学や西欧の伝統的思想、哲学

いえば、都合が悪くなると「ここは日本

などが関連すると思われる。いずれにせ

だ」とか何か欠点を乱して「欧米批判」

よ、それらの要因に基づく西欧社会と非

を行う。そうだとすれば、それはかつて

欧米社会との相違は簡単に埋められない。
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むろん、ここであらゆる面で西欧社会が

的イノベーションと違って、全く異なる

優れているとか、非欧米社会も欧米社会

各社会の現実との整合性が重要である。

のようになるべきだなどと主張する気は

それには個別の社会特有のものもあれば、

ない。かりに、自ら独創的なイノベーシ

普遍性を持つ部分も少なくないであろう

ョンや西欧社会と同じレベルの文明を生

が、普遍性が高いとしても、単なる形式

み出すとすれば、目的合理的態度として、

的模倣・導入だけで有効に機能する保証

欧米社会との同質性以外に方法は限られ

はない。それだけに、必要に応じて技術

ていると指摘しているにすぎない。なぜ

的性格の強い経済的イノベーションに見

なら、世界はグローバル化の時代を迎え、

合った社会的イノベーションを開発して

国際競争が当然とみなされ、イノベーシ

いく必要がある。両者は車の両輪と言っ

ョンや技術革新が資本と並んで世界を支

てよいからである。その場合、社会的イ

配する時代では、こうした問題を無視す

ノベーションの開発にも科学的精神が深

るわけにはいかないからである。論理的

くかかわることを認識する必要がある。

で目的合理的な判断が求められていると

この点は後に再度取り上げよう。要す

いわざるをえない。

るに、西欧科学技術文明を単なる科学技

（ⅱ）経済的イノベーションと社会的イ

術に矮小化すると、理科系の分野だけを

ノベーション

偏重し、社会科学を軽く見る傾向を生み

このように西欧文明の中核をなすのは

出すこととなり、正しい判断を欠くばか

近代科学技術であるが、科学的精神が生

りか、社会の停滞を招く原因ともなろう。

み出したのは物を作る科学技術、すなわ

グローバル化の時代には、すべての分野

ち経済的イノベーションに限定されない。 でのイノベーションが無ければ、経済や
それは社会のあらゆる分野での革新とか

政治を含めた社会の総合的な発展はない

新たな制度、思想などをも生み出した。

はずだからである。当然、西欧科学技術

それが社会的イノベーションであり、そ

文明も単なる生産技術に限らず、科学的

れを生み出したからこそ近代科学技術文

精神に基づいて、必要な制度や仕組み、

明が生まれたのであろう。筆者の見解で

ノウハウなどを総合的な革新や変革を通

は、社会的イノベーションが重要となる

じて、構築してきたことは間違いないで

のは、経済が高度に発展し、自ら独創的

あろう。

なアイデアやイノベーションを創出しな

承知のように、西欧社会にも科学的精

ければならない段階に達するほど重要と

神が当初から存在したわけではなく、長

なるのではないかということである。こ

期にわたる科学革命を経験することで確

れが「高所得の罠」とかかわる理由であ

立した。また、科学的精神が社会に浸透

る。

したからと言って、発明とか技術革新が

ただし、社会的イノベーションは経済

簡単に生まれたと考えることはできない。
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西欧社会のイノベーションの歴史も試行

考察したフランスのガブリエル・タルド

錯誤を繰り返してきた結果だからである。 によれば、発明（創造）も模倣から生ま
過去 1 世紀半の技術の歴史から、科学技

れるし、発明も先人の発明や業績の模倣

術史のある研究家は発明や技術革新の源

に過ぎない。また発明は個人的過程にお

泉に関して、次のように指摘している。

いて実行されるもので、それは独立的で

発明の確実な方法が発明されたとか、

強力な個人的思索から発するため、思索

実際に発見できると示唆するものはない。 するには群衆からも公衆からも孤立する
最近、新たなアイデアや技術の研究がよ

ことが不可欠であり、集団が人類の進歩

り組織的に、より精力的に、より経済的

に貢献すると考えるのは甚だしい誤りだ、

に行われているのは事実かもしれないが、 とすら主張している。
偶然はいまだに発明における重要な要素

最近は会社や研究機関などの組織内部

であり、知識欲や名誉欲あるいは個人財

で発明（いわゆる職務発明）が行われる

産に対する欲求により刺激された個人の

ことが多い。その場合にも、チームの支

直観や意思や強情さが技術の進歩の大き

援は必要であるが、いかに優秀な集団で

な推進力になっている。技術革新が純粋

あっても、それだけで発明が生まれるわ

科学の進歩から、そしてその進歩だけか

けではない（もっとも優秀の意味が問題

ら直接生まれるという理論は現代の発明

であるが）
。結局、発明は個人のアイデア

の十分かつ正確な説明を与えるものでは

や努力の産物であるというのが一般的で

ない。おそらく発明の流れは増大する科

あり、集団で行なわれるわけではない。

学知識の蓄積により増大するが、それと

また、日本でも発明や発見は依拠すべき

同じように無数の技術的可能性のより充

組織が存在しない時代、あるいは発明自

実した開発の刺激によっても増大する 、

体が単純だった時代には、欧米などと同

と（J・ジュークス、他著、1962、星野

様に、市井の個人によっても行われた。

芳郎ほか訳『発明の源泉』岩波書店、1968

だが、それには多額の資金が必要となっ

年、pp.239~240）
。

た今日、自然の成り行きとして、次第に

こうした説明はおそらく欧米社会（特

発明や発見も企業や研究機関などの組織

にイギリス）には妥当しても、前提条件

の中で行われるようになった。それは世

の異なる非欧米社会にそのままは当ては

界的な風潮でもある。J・Ｄ・バナールに

まらないのではないか。しばしば話題に

よれば、いまや、発明も 19 世紀の天才的

なるのは、①発明が個人によるものか、

な個人の努力というより、
「産業や政治と

それとも組織によるものか、②ニーズ（必

密接に結合し高度に組織化された新しい

要）が先かシーズ（技術的種）が先か（経

職業」
（J.ジュークス、他『前掲訳書』p.32）

済と社会との関係）
、などの問題である。

によるものである。近年では、個人のひ

前者については、
「模倣と創造」の関係を

らめきとか直観だけで行った発明ではな
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くて、大企業の研究室などから生まれる

で続いている。しかし、それは研究手段

とする見方は一般化しつつある。だが、

としての組織や環境の変化に過ぎず、個

手段として、発明が研究機関とか企業な

人の努力やひらめきが重要なことに変わ

どの組織内部で行われるとしても、結局、

りはないこと、④科学的発見や多くの歴

突き詰めていけば、それは手段や環境が

史的・社会的要因が発明に影響を及ぼす

変化しただけで、誰でも発明を実現でき

こと、などである。その背後には、ニー

るわけでない。結局は個人の「天才的な

ズがあるかどうか、ニーズに先行する技

ひらめきとか直観」が発明を左右する確

術的シーズが存在するかどうか、などの

率が高いといえよう。また、職務発明の

見方があることも事実であるが、それさ

多くは企業に貢献する技術であり、いわ

え発明の源泉が基本的に、個人に依拠す

ば産業技術が多くなる。そうだとすれば、

るものであることに変わりはない。それ

今日の技術革新の多くはかつて個人の趣

だけに科学的精神とか論理的な思考が不

味や関心から生まれたものというより、

可欠な条件となる。

ニーズ（必要）に応じた発明になる可能

５．欧米社会と非欧米社会の決定的相

性が高い。
まだまだ発明の源泉については多くの

違

要素や議論すべき課題はあるが、それら

（1）個人中心社会と組織中心社会：職

のことを前提にして、発明の源泉につい

務発明制度を中心に

て、筆者なりに要約しておこう。①エジ

欧米社会と非欧米社会の決定的な相違

ソン、ダイムラー、ダンロップ、ベルな

を表す理念的概念として、科学的精神・

どに見られるように、
19 世紀以前から 20

合理的精神の有無を指摘した。そのこと

世紀にかけて、英独を中心に天才的な個

とも関連するが、いまや世界はグローバ

人が質素な自宅の研究室で努力すること

リズムが支配する時代であり、理論的に

によって、発明とか独創的なアイデアが

世界は 1 つの国家のような様相を呈し始

生まれたこと、②現在では、個人の資質

めている。だが、他方では相変わらず国

や自宅で行う代わりに、組織内部で研究

民国家が存在し、経済的に見れば国家間

が行われる結果、発明やイノベーション

競争の様相をも示し、政治や社会に様々

が行われる場合が多いが、それでも究極

な矛盾を生み出しているとも言えよう。

的には発明は個人の資質や努力に左右さ

こうしたグローバル化の時代に国際社

れる可能性が高いこと、③20 世紀の代表

会で勝ち抜くには、特に発明力や技術革

的な多くの発明は、多額の研究コストな

新力が決定的に重要である。発明や技術

どが必要なため、個人の力ではなく、大

革新を生み出すのは、今日では 100％近

規模な設計チームや研究施設を利用しな

く企業内で研究する従業者によるもの

くては発明が難しくなり、それが今日ま

(いわゆる職務発明)であり、組織にとって
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は従業員にどうすればイノベーションや

注目されるのは,経済学で、なんと

技術革新を実現させられるかが決定的に

68.1％(2 位のイギリスがわずか 11.6％、

重要な問題となる。そのことに大きな影

両者で 80%弱)と世界を圧倒している。

響を与える制度として、職務発明制度が

科学的精神の有無を表す特徴の１つは、

ある。

理科系よりむしろ社会科学面に現れる

近年では、職務発明制度の在り方によ

と言ってよいであろう。なぜなら、理

って、発明が生み出されるか否かに大き

科系と違って、社会科学は社会や人間

な影響が生じると見られている。そこで、

を研究対象とするため、社会の構成要

対照的な相違があると言われる日米の職

素として個人が中心でなければ研究対

務発明制度の対比を通じて、アメリカ（欧

象になりにくいからである。その意味

米）社会と日本（非欧米）社会との決定

で、社会科学(経済学)分野でノーベル賞

的な相違があることを明確にしてみたい。

を受賞するには、個を中心とした社会

アメリカでは独創的なアイデアやイ

を対象にしなければ、優れた研究成果

ノベーションに基づくベンチャー企業

を上げることは不可能と考えられるか

が次々と生まれるのに、日本ではほと

らである。

んど生まれない理由の１つが職務発明

そこで、この問題を中心にもう少し

制度にあるとの見方が少なくない。確

突っ込んで考えてみたい。詳しくは以

かに、現実にアメリカでベンチャー企

下で考察するが、この問題を考えるう

業が次々と生まれ、それもアメリカに

えで、重要なことはアメリカと日本の

ほぼ限定されるという事実は無視でき

社会形成上、大きく相違する点である。

ない。それはなぜなのであろうか。そ

決定的な要因の 1 つは、社会を構成す

の 1 つに世界的な発明への評価を表す

る要素として、個ないし個人が主体か、

指標として、ノーベル賞がある。これ

集団ないし組織が支配的か、という点

を見るとわかるように、アメリカのノ

に関わる問題である。これまで見たよ

ーベル賞受賞者数は群を抜いている(表

うに、発明やイノベーションをはじめ、

1)。だからと言って、ノーベル賞が理科

自然観、科学的精神などの問題はいず

系であろうと社会科学系であろうと、

れも突き詰めていけば、組織や集団の

短期間に直接的に経済に影響するわけ

問題ではなく個人の問題に行き着く。

ではない。しかし、長期的・間接的に

たとえば、日本の企業内部の職務発明

それが何らかの影響を及ぼすと考える

として、いくつかの研究成果が生まれ、

のが素直な見方であろう。アメリカの

ノーベル賞の受賞者も輩出し、また世

特徴はノーベル賞の受賞があらゆる分

界的に影響を与えるイノベーションも

野にわたっており、理科系と社会科学

数多く生み出されてきた。だが、それ

系の双方で他を圧倒しているが、特に

も研究対象が世界共通の自然を対象と
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した理科系・技術面での研究成果が中

対象とした社会科学面では皆無である。

心であり、上で述べたように、人間を
表 1 世界の国別ノーベル賞受賞者数(1905~2011 年)
順位

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

国

名

物理学

化

学

生理学・医学

経済学

文学

平和

合計

アメリカ

85(44.3)

60(37.3)

94(47.2)

47(68.1)

10

25

321(37.6)

イギリス

21(10.9)
24(12.5)

1
1
2
0
1
0
1
0

11
8
15
8
2
3
2
0
6

12
4
9
5
10
2
1
1
1

107(12.5)

イタリア

29(14.6)
16(8.0)
10(4.0)
8(4.0)
6(3.0)
2(1.0)
1(0.5)
2(1.0)
3(1.5)

8(11.6)

12(6.3)
4(2.1)
3(1.6)
11(5.7)
6(3.1)
9(4.7)
3(1.6)

26(16.1)
28(17.4)
8(5.0)
4(2.5)
6(3.7)
1(0.6)
7(4.3)
3(1.9)
1(0.6)

世界合計

192(100.0)

161(100.0)

199(100.9)

69(100.0)

108

124

853(100.0)

ドイツ
フランス
スエーデン

スイス
旧ソ連
日 本
オランダ

81(9.5)
55(6.4)
31(3.6)
27(3.2)
20(2.3)
17(2.0)
16(1.9)
14(1.6)

注：カッコ内は世界全体に占めるシェアを示す。
資料：https://www.nissay.co.jp/enjoy/keizai/35.html

このことを前提として、職務発明な

揺らいでいる。

どの研究成果について考えてみよう。

国際間、特にアメリカと日本の間に

まず職務発明は誰に帰属するのかと言

は職務発明制度に大きな相違があるた

えば、世界的に見ても近年では組織に

め、発明への報酬などを巡って、特許

帰属すると考えるのがほぼ一般的であ

法や職務発明制度の改革の必要性が指

る。それでは、発明は誰がするのか、

摘されている。たとえば、日本のそれ

と言えば当然様々な人々の支えも必要

は 2004 年の特許法改正で 35 条が改正

であるが、究極的には個人である。そ

されたうえで、5 項が追加された。それ

の個人である発明者の意欲を促進し、

は明治 42 年法から始まり、大正１0 年

産業の発展に寄与するために、発明へ

法でそれを若干変更したものの大きな

の金銭的な報酬や発明者に対する企業

変化はなかった。そして、昭和 34 年の

内部や社会の評価などをどう与えるか、 特許法では全面的に改正されたが、そ
組織（企業）と発明者とがともに満足

れでも字句の修正などにとどまり、基

するにはどうすればいいか、などの問

本的にはほぼ同一の趣旨が特許法 35 条

題があり、それにどう対処すればいい

によって受け継がれてきた。職務発明

であろうか。これらの課題を処理する

について、注目されているのは特許法

ための１つの社会的な制度が職務発明

35 条であり、そこでは次のように規定

制度であるが、いまこの制度が大きく

されている。①従業者がなした職務発
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明について、企業は通常実施権を有す

えられるか、技術開発や産業発展に寄

る。②従業者がなした発明について、

与するか、などを巡って発明者と企業

あらかじめその発明に係る特許権等を

との間で対立が起き、訴訟問題にまで

企業に承継する旨(又は専用実施権を設

発展している。

定する旨)を定める契約、勤務規則その

その代表的な事例は青色発光ダイオ

他の定は、その発明が職務発明でない

ード事件として有名になった。それは

限り無効である(職務発明については、

2004 年 1 月、東京地裁が職務発明者の

事前に契約、勤務規則により企業への

中村修二氏に発明の対価として、200

継承等を定めることが認められる)。③

億円(市場価値 2,000 億円の 1％と算定、

契約、勤務規則その他の定による職務

その後示談で決着)の支払いを命じた事

発明に係る特許権等を企業に承継した

件である。この事件をきっかけにして、

場合(又は専用実施権を設定した場合)、

職務発明に対する対価をどう算定する

従業者には「相当の対価」を受ける権

か、
「相当の対価」が支払われているか

利がある。④その場合の対価の額につ

どうか、などが問題となって以来、現

いては、企業が受けるべき利益及び発

行の職務発明制度に対し、企業側がい

明が生み出されるに当たり企業が貢献

ったん決めた対価の額の安定性を損な

した程度を考慮して定めなければなら

う可能性があるとして見直すべき、と

ない。

の意見が提起されてきた。つまり、現

こうした規定はいわば日本の実情を

行の特許法の改正ないし 35 条の③、④

考慮して生まれたものと言えよう。そ

の削除ないし 35 条の全面的削除などの

れが、最近、この規定を巡ってしばし

意見が提起されており、それらに対す

ば紛争が起きている。その１つは「相

る賛否が活発に議論されるに至ってい

当の対価」を巡る問題であるが、問題

る。その議論に深く関わるのは、職務

はその算定のあいまいさや企業と従業

発明の主体は誰なのか、発明者への対

員との意識の変化やギャップなどに起

価はどの程度が妥当か、などという問

因する。終身雇用制度が前提になって

題である。

いた時代と違い、グローバル化や情報

（２）日米の職務発明制度の相違

化が進み、ある程度、研究者は外国企

そうした議論の背景にあるのは、日本

業に移ることも可能となり、研究者の

とは大きく異なる文化や伝統を反映した、

意識も変化してきた。その結果、発明

日本とアメリカの職務発明制度の相違で

の対価に関する認識にも変化が生まれ、 ある。アメリカの職務発明制度には日本
報酬をどう算定するか、それが発明者

と違って、基本的に「契約自由の原則」

を納得させられるか、報酬が発明者に

が働いており、企業や研究機関などの組

インセンティブやモチベーションを与

織が優秀な研究者を被用者として雇用す
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るためには競争を通じて行うべきものと

約とか合意が不可欠となる。基本的に契

され、また従業者の方も就労条件に関す

約は契約者双方の権利と責任が同等でな

る意識を持つため、一般的な契約法に基

ければ成立しないということである。そ

づいて処理すべきだという考え方がある。 こでは双方に甘えや特権は許されない。
こうした制度の特徴は個を中心に考える

これに対し、個別的には様々なケース

アメリカ社会の特徴がよく現れている。

がありうるので、やや極端かつ理念的に

つまり、アメリカの制度では個と組織の

表現すれば、以下のように言うことがで

双方に自己責任が求められているのであ

きよう。日本は組織や集団の中に個が位

る。それゆえ、職務発明は原始的には発

置づけられており、組織があって初めて

明者に帰属するが、報酬などは発明者・

個は成立する。そこでは、個の行動原理

個人と組織との個人契約に基づいて行わ

と組織の行動原理の間にはギャップが生

れ、その結果、実施権は一定の条件で企

じ易い。そのため、極論すれば、組織が

業側に無償で与えられる。こうして基本

繁栄して初めて、個も間接的に利益を享

的に職務発明は発明者と組織の間の問題

受し、繁栄できる。組織が無ければ個は

として処理される。そこでは個と組織と

存在せず、また間接的利益も受けられな

が同等の関係にあることが前提である。

いため、組織を第一に考えることになる。

これに対し、日本の職務発明制度は基

いわば個人と組織（会社など）は一体で

本的に日本の雇用慣行や経営システムな

あるが、だからと言って個人は組織の繁

どを反映し、さらには、日本の文化、歴

栄に従業員として一定の責任を負うこと

史、伝統，慣行などを反映しているとも

はあっても、繁栄による直接的な利益を

いえる。それはアメリカでも同様である。

要求する権利を持つわけではない。その

つまり、考え方の根底にあるのは、個を

ため、組織（会社）が嫌うジョブ・ホッ

重視する文化や歴史を持つ社会と、個は

ピングなどは利己的行為とみなされ易く、

組織や全体の存在を前提としてしか存在

個人は自粛せざるをえない。組織・会社

しえない文化や風土を持った社会との相

が第一で、個人は間接的にしか利益を享

違である。大雑把にいえば、アメリカは

受できないとすれば、組織（会社）は安

個人の集合が全体であるため、個の行動

定した経営を行い、個人（従業員）を保

原理が組織や全体の行動原理と基本的に

護する責任を負うため、最も優れた能力

は同一視される。そのため、個と組織は

を持つ指導者（経営者）が責任者になる

法的に対等の関係にある。それと同時に

のが当然とみなされる。だが、必ずしも

重要なのは，個の尊重は、必然的に個の

そうなっていない場合には、組織（会社）

評価、すなわち個の能力や努力が評価さ

が失敗すれば、優秀な社員が職を失う、

れることでもあるため、能力に応じた評

と言った事態も起きかねない。そうした

価を自己責任で実行するには個と個の契

事態を避けるために、利益の多くがしば
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しば内部留保化され、安定した組織（会

である。だが、基本的に組織の繁栄に責

社）運営が求められることになる。個の

任を負うのも両者であり、基本的に組織

側からは、組織が発展し、社会的評価が

の利益も損失も直接、個（経営者と従業

高まれば、個はそれを利用することもで

員の双方）の利害に反映されるべきもの

きる、などのメリットも考えられる。

と考えられる。そのため、組織の繁栄は

組織中心の考え方の特徴の１つとして、 個の繁栄と直結するため、能力に基づく
たとえば、日本で最も評価の高い東大を

専門主義と成果主義が当然視され、個は

卒業すれば、東大卒(むしろ東大入学か)

自らの努力の結果が個の評価につながる。

の優秀な人間として一生を過ごすことが

そうしたメカニズムを最大限に生かすに

できる。また、組織中心の社会の 1 つの

は、組織は誰よりも優れた指導者がトッ

特徴は、組織から個人を見ることである

プに立つべきとの考えが強く、努力と能

ため、
「いい会社」に入ることが最も重要

力のないものが評価されることは許され

なことになる。そこには個の努力や能力

ない。逆に努力や能力が評価されるなら、

を重視する専門主義は生まれない。さら

黒人であろうとアフリカ出身であろうと

に、組織重視の発想は事実を隠ぺいして

あまり関係がない（最近、160 年の歴史

でも組織を守るべきだという考え方を生

を持つ名門ニューヨーク・タイムズ紙の

み易い。これらの特徴はそれぞれ社会や

編集部門の最高責任者に当たる編集主幹

組織を停滞化させる要因になりうる。

に初のアフリカ出身のディーン・バケー

こうして組織中心の社会では、会社も

氏が就任して話題になった）。こうして、

個人も安定と組織の評価を基礎に、与え

個が中心の社会は個の目的、能力、努力、

られた目標に向かって組織が一体となっ

評価（競争）などが重要となり、経済を

て経済・社会活動をすることとなる。そ

動態化させ活性化につながり易い。

の結果、豊かさを言う戦後最大の目標を

こうした考え方はさまざまな面に対し

失うと、次第に個の努力や競争は停滞し、

て意味を持つ。たとえば、ハーバードの

それが組織にも影響するため、組織は静

卒業生は優秀な人間として、社会から高

態化し、それが社会に影響するにつれて、

い評価を受けるが、卒業生すべてがハー

経済も静態化し、活性化が失われる原因

バードの名前の下に高い評価を受けるわ

となる。個人の中にはより高い目標を持

けではない。高い評価を受ける場合には

つものがあっても、組織を通じてしかそ

原因がある。ハーバードは、卒業後に社

れが得られないとすれば、個人は努力し

会で重要な活動ができるかどうかを最大

なくなる可能性が高い。

の目安として入学を許す。社会も組織も

他方、アメリカでは組織は個によって

何ができるかで判断することを卒業生も

成立するものであり、組織が繁栄するの

認識しているため、彼らもハーバードの

は経営者や従業員などの個の貢献の結果

名を汚さないために、努力する結果、や
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はりハーバードの卒業生は優秀だという

いうことになろう（もっとも個人主義と

ことになる。専門主義や実力主義はその

か集団主義などの主義が存在するか否か

表れに過ぎない。これは日本との大きな

は不明だが）。

相違であるが、すべて入口で判断するか、
出口で判断するかの相違でもある。

日本では「組織は永遠なり」であるが、
個人は一時的存在にすぎない。こうした

ところで、個と組織がほぼ同等の関係

考えは決して最近生まれたものではなく、

にあるということは、双方が契約に同意

江戸時代の藩の運営方式から自然発生的

しなければ別の職場を探せばいいとの考

に生まれたシステムが定着し、慣例化し

えを生む。これに対し、日本では従業員

たものとも言われる。その意味で、いわ

は基本的に日本的経営の下で、組織を中

ばそれは、いわば理念型としての自然発

心に、信頼を基本とした人間関係の中に

生型にきわめて近い。自然発生型に対比

位置付けられており、組織と個はいわば

される理念的な概念は、自然発生したも

上下関係にある。優れた研究者であって

のを人間の意識や知恵、それに宗教の力

も、労働市場の流動性の欠如も手伝って、

などを借りていわば創造したものであり、

転職や職探しは限定的かつ受動的であり、 被創造型と表現できよう。それが両者に
転職が当然かつ善とみなされる社会では

多くの面で、ほぼ対照的な特徴や相違を

ない。そうした風土を反映した意見は内

生み出す（これらの詳細については、
『日

外企業や研究機関で働く研究者たちから

本型モデル』を参照）。

も数多く提出されているが、日本の研究

（３）非西欧社会が長期に停滞する理

者が必ずしもアメリカ型を最善とは思っ

由：事前主義と事後主義

ているわけではない（詳しくは「職務発

もう 1 つ、日米社会の相違を説明する

明に関する調査報告」を参照せよ）
。それ

ための、１つの理念的な概念として、事

は基本的に文化や価値観が違うからとい

前主義と事後主義を取り上げてみたい。

えよう。

理念型的な概念としていえば、事前主義

こうした相違を生み出しているものは、 とは、望ましい結果とか目標が事前に決
アメリカには建国以来の歴史や文化、さ

まっており、いったん評価が決まればそ

らには西欧からの宗教的・文化的影響な

れを絶対化する態度であり、目標に至る

どが深く関わり、日本も歴史、伝統、文

過程についてはほとんど無視される。い

化などが関わる点ではアメリカと同様で

わば「結果ありき、目標ありき」という

ある。さらには、こうした日米の文化や

こととなり、それがしばしば静態性や形

伝統の相違を生み出すのは、一般的な表

式化を生む。絶対化された結果や目標、

現法を使えば、基本的にアメリカは個人

さらには組織や制度に向かって、人々は

主義で、日本は集団主義ないし組織中心

最大の努力が要求され、それを侵害する

主義、つまり基本的に共同体の社会だと

行為は厳しく糾弾される。このように結
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果や目標が事前に決められており、原因

は正しいかどうか、などについては議論

と結果は同一であるという意味で事前主

の余地も妥協の余地もない。「沈黙は金」

義と呼ぶことができる。

である。このため、結果や目標の実現過

そうした考え方には事前に善とか守る

程への参加意識は希薄であっても、また

べきだ、といった価値が含まれており、

それ自体が非論理的で非合理的であって

なぜそうすべきかはだれも問うことがで

も問われるべきではない。その結果や目

きない。それゆえ、結果や目標に至る過

標だけがすべてなのである。このため、

程や根拠は基本的に無視される。つまり、

決定は多数決主義に基づくものとなり、

何が何でも目標は達成されるべきもので

そこで決定される結果や目標にすべての

あり、結果や目標（和とか民主主義）が

参加者が納得するかどうかは問題ではな

すべてに優先される。事前に実現される

く、慣例化し不明であるがゆえに、結果

べく決定されているということは目標に

や目標にはだれも責任を負わないか、逆

至る過程については議論の余地が無く、

に全員が責任を負う（沈黙は賛成なりで、

それゆえその過程は静態的となる。そこ

沈黙者は責任を負わないがゆえに、無責

では組織や集団がこぞって同じ目標に向

任社会になり易い）
。実現する結果に対す

かうときには大きな力を発揮するが、目

る責任の所在は不明確であるが、結果や

標が達成され、そのまま放置すれば次第

目標を侵害するものだけは責任を負う。

に経済や社会が停滞ないし静態化してい

一度決定された目標を守るか乱すか、だ

く可能性を秘めている。そのことはまた、

けが問題であり、侵害する者は糾弾され

多数がムードやイメージで一斉に同じ目

る。そこでは排除の論理と、失敗するく

標に向かい易いため、成功も失敗も一方

らいなら行動しない方が得策と言った行

的になり易くなる。そうした事例は無数

動様式だけが浸透し易く、そのことが社

に指摘できる。

会や組織を静態化させる要因ともなる。

つまり、そこでは慣例とか習慣、イメ

こうしたやり方は経験主義を重視すると

ージなどが大きな意味をもち、ミュルダ

いう不合理性を生むと同時に、経験の浅

―ルが指摘したように、初めに明確にし

い、若年者ほど失敗し易い。これが経験

たうえで議論すべき価値前提は隠された

の差に基づく世代間ギャップを生む原因

ままとなる。たとえば、
「和を以って貴し

になると同時に、若者が活躍する場が制

となす」という場合、そこでは和とか調

限され易くもなる。企業の開業率の低さ

和が絶対化されており、争いあるいは議

もこのことと関連する可能性があるので

論はすべてに優先的に回避されるべきも

はないか。こうして組織や集団が優先す

のである。過程の成否や達成される結果

る社会では、様々な形で社会の静態化を

や目標の性格、さらにいかなる結果や目

生み、静態化を破壊するのは実現すべき

標が実現されるべきか、その結果や目標

望ましい目標や、一時的な必要性の実現
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（たとえば受験や戦争など）に向かうと

標に至る過程とか手続きは議論の過程で

きに限定される。

変化する可能性があり、妥協の余地も議

逆に、事後主義では結果は事前に明確

論の余地もある。そのため、議論に参加

には決まっておらず、ある望ましい結果

させることで、結果や目標に対する責任

や目標に向かってどのような過程を経て

を自覚させることもできる。そこで、ま

そこに行き着くべきか、その過程こそが

ず過程を重視し、議論への参加を促し、

重要であるため、その過程に参加できる

排除の論理を排除することが重要となる。

かどうか、が重視される。たとえば、結

こうして結果や目標に至る過程が重要で

果や目標は重要であるが、それをどう実

あるがゆえに、徹底した話し合いや議論

現するか、それは正しいかどうか、誰に

が重要であり、努力や競争が求められ、

とって正しいのか、その理由や根拠は何

動態化させる要因となる。たとえば日本

か、それは時代とともに変化するのでは

社会では絶対視される民主主義も、アメ

ないか（つまり目先のことか長期を見据

リカではいまなお議論の対象となること

えたものか）
、などについては様々な方法

が少なくない。

や考え方がありうる。どのような過程を

このような 2 つの理念としての概念を

経て実現される結果や目標が最も効率的

現実の日米社会に当てはめてみると、日

かつ公正か、などは自由に議論され、参

本の社会は基本的に事前的で静態的な社

加者に共有されなければならない。さら

会であり、アメリカ社会はその逆の事後

に言えば、最終的に決定される結果や目

的で動態的な社会とみなすことができる。

標についてはすべての参加者が意見を言

経済や社会の活性化を促進するには、個

う機会を持ち、納得し、結果や目標を守

の権利と責任を前提とした努力や競争、

る責任を負う。目標に到達するまでの過

そして評価が必要な理由である。どちら

程が重視されるということは、必ずしも

を選択すべきかは目的合理的に判断すべ

直ちに結果や結論が得られるとは限らな

きことは言うまでもない。

いことを意味する。そのことは結果や目
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