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Ⅱ

アジア諸国は西欧の経済発展から何を学ぶか
長谷川啓之(経済学博士)
アジア近代化研究所・代表

はじめに

因に基づくものだと考える。共通の要因と

最近は、短期的にも長期的にも、アジア諸

は、一言で言えば、後に詳細に論じるが、

国の経済発展を高く評価する記事にお目に

「ヨコの近代化の遅れ」である。経済は独立

かかることが少なくない。しかし、筆者はこ

した領域とみなす人が多いが、実は純粋な

うした話を聞くたびに、長期停滞に陥り、そ

経済循環など、頭の中の存在であって、現実

こから回復できないでいる日本経済との関

には存在しない。グローバル化が進んだ今

連性をどう考えるのか、さらには中南米の

日、経済問題だから経済政策で対応可能と

長期停滞傾向をどう見るか、アジア諸国の

考える時代ではない。市場経済化が進まな

過去をどう評価しているのか、長期の持続

い国ほど、経済問題にはさまざまな非経済

的発展農条件は何か、などの疑問が次々と

的要因が深く係る。その非経済的要因の改

湧いて来る。日本経済が日の出の勢いで発

革や発展こそは「ヨコの近代化」の問題であ

展して 1960 年代や 70 年代に、だれが今日

る。そのことの重油性は非西欧社会の近代

の長期停滞を予想したであろうか。

化の過程を見ると、実によくわかる。むろ

このような問題を考えるとき、経済学の

ん、ここで「近代化の遅れ」と言っても、そ

予測能力はどの程度か、が気にかかる。予測

の内容は多様かつ複雑であり、何から何ま

能力が低いのは人間の予測能力の低さから

で西欧を崇拝し、西欧基準で考え、西欧の模

見て、当然のこととはいえ、その意味をもっ

倣をすればうまくいくなどと言っているの

と深く考えてみる必要はあるのではないか、

ではない。だが、論理的にも現実的にも、非

と思う（長期予測の困難影についての詳細

西欧社会が個の幸福を追求する限り、欧米

は、たとえば英「エコノミスト編集部『2050

の近代化がほとんどのアジア諸国(日本も

年の世界』、文芸春秋社、2012 年刊、を参

当然含む)の長期的目標にならざるをえな

照）。

いのは、西欧社会が個の幸福を追求した結

日本経済は戦後 20 年間ほどの高度成長

果として社会全体の近代化を実現し、西欧

の後、長い停滞の時代に突入し、いまは日本

文明を確立してきた経験から見て、自然の

型モデルを謳歌するアジア諸国がアジアの

成行きであろう。そうでなければ日本やア

時代を演出している。しかし、日本より早期

ジア諸国の伝統的社会をどう改革すれば、

に民主化も進み、経済も発展して一人当た

西欧社会ほどの個の幸福度を実現できるの

り GDP が 1 万ドルを超えながら、中南米

か、について、代替案を提示する必要があ

諸国は早々と「中所得の罠」に陥ってしまっ

る。いまなお、西欧文明に敵対的ないし対立

た。筆者の考えでは中南米が陥った「中所得

的な態度をとる国は少なくないが、それら

の罠」も日本の「長期停滞」もほぼ共通の要

の国の国民の満足感はどの程度であろうか。
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日本も自力で、長期停滞から脱却できるで

ならすでに多くの文献がこれを明らかにし

あろうか。

ているからである。そこで、ここでは主とし

非西欧社会が経済中心に政治的にも社会
的にも長期持続的に発展し、やがて西欧社

て筆者の問題意識に合致した部分だけに限
定してみていきたい。

会が実現してきたと同様の個の幸福度に達
するには、経済の近代化だけを追求しても
持続的な自己回復力や自己革新力に基づい
て、長期的な発展は実現できないのではな
いか、と筆者は危惧する。後に触れるが、経
済の近代化だけを独立に追求しても、行き
詰り、長期停滞に陥り、やがて豊かさだけで
も欧米に追いつくことさえ難しくなると考

まず今日の経済発展メカニズムは資本主
義経済システムと呼ばれるが、それは言う
までもなくイギリスを中心とした西欧社会
が、主として 18 世紀の産業革命の開始以後、
生み出し、徐々に完成させた経済システム
だということである。それは単純化すれば、
イギリスの産業革命を発端とするものであ

える（この点の詳細は、筆者の「『中所得の

り、D.S.ランデスが指摘したように、
「一連

罠』と近代化:中長期的視点からの学際的考

の発明の結果、綿製品の生産が一変し、工場

察」『アジア・レポート第 4 号』
、特殊法人

制度と言う新しい生産方式が生み出された」

アジア近代化研究所、2015 年 4 月 25 日発

（「『西ヨーロッパ工業史１』みすず書房、

行、を参照）
。

1980 年、52 ページ、以下『工業史 1』）の

そうした観点から、西欧の経済発展過程

ことである。産業革命の間に、他の工業部門

を通じて、アジアで最初に先進国となり、や

でも進歩が達成され、それら進歩は互いに

がて長期停滞に陥った日本と、一部はすで

相乗効果を及ぼし合って、ますます広範囲

に「中所得の罠」が指摘されるアジア諸国の

にわたって一層大きな成果を生んでいった。

持続的経済発展の可能性と必要条件とを考

これが資本主義システムの始まりと言えよ

えるために、とりあえず西欧の経済発展過

う。そこでは、ランデスガ指摘するように、

程から、どのような教訓が得られるのかを

新たな機械などの発明、無制限な新たなエ

考えてみたい。

ネルギー、そして新たな鉱物性原料の利用、
を可能にした発明が生まれ、それによって

１．西欧諸国の近代経済発展

比類なく生産力が高まり、一人当たり所得

（１）産業革命と近代化

を高めることとなり、産業革命が達成され

この問題を考えようとすれば、主として

ていった。産業革命は経済活動の機会を増

18 世紀以後のイギリスをはじめ、大陸諸国

大させ、その成果を最終的に消費する人口

の経験を知る必要があるし、それらの西欧

増加を生み、経済も知識も急速に拡大し、投

社会と日本などの非西欧社会との決定的な

資と技術革新を生み出し、国民内部の、諸国

相違は何か、について考えざるをえない。む

民間・諸文明間の政治勢力のバランスを変

ろん、西欧の経済発展過程を説明すること

化させ、社会的秩序を根底から覆し、人々の

は容易ではないし、あまり意味がない。なぜ

行動様式や思考様式を大きく変えていった、

~2~

IAM e-Magazine

第 17 号

2016 年 6 月 15 日発行
特定非営利活動法人アジア近代化研究所（IAM）

と考えられる（『工業史 1』、52 ページ）。

関係だけではなく、ヨコの相互依存関係を

産業革命をいつにとるか、何をもって始

考察しなければ現実性を持つ定義とは言え

まりとし、どこをもって終わりとするか、な

ないが、残念ながら一般化している分類に

どについて必ずしも一致した見方は存在し

はそれが欠けている。なぜなら近代化は何

ないが、それはまさに西欧経済の近代化過

らかの契機で開始され、やがて他の分野の

程そのもともいえる。近代化の過程は一言

近代化を必然的に引き起こしながら、相互

では表現できない。そこで、やや曖昧な言い

依存的かつ循環的関係性を持ちながら発展

方が許されば、近代化過程とは西欧社会が

したと考えられるからである。

中世から近世を経て、やがて社会のあらゆ

産業革命がいつ開始したのか、について

る面でそれ以前とは質的に異なる社会を構

の定説は存在しない。一般に１８世紀後半と

築していった歴史的過程を意味する。社会

言うが、その始まりの時期については諸説あ

学者の富永健一によれば、まず「近代化とは

る。ごく一般的には、技術革新の最初である

近代的になること」であり、そこでは経済を

ジョン＝ケイの飛び梭の発明（1730 年代）も

はじめ政治、社会および心理の側面が含ま

あるが、1760 年代のハーグリーブスやアーク

れる。だが、近代的な技術や経済が近代化の

ライトの紡績機やワットの蒸気機関などに注

重要な部分だとみなし、近代化は産業化を

目 す る 専 門 家 も い る （ T. S. Ashton 、 The

一部含む総括概念として定義される。だが、

Industrial Revolution, 1760–1830), 1948, 中川

それとは違って、近代化はさまざまな近代

敬一郎訳『産業革命』
、1973 年、岩波書店、な

化と産業化をいずれも部分概念として相互

ど）。さらに、1780 年代には工業生産が飛躍的

に補集合の関係に立つものとして定義する

に増大した時期を産業革命の開始期とみなす

ものもあるが、富永は前者の定義の方が常

立場もある（ホブズボーム『市民革命と産業

識的な用語法に近いとして、それを採用す

革命』など）
。中には、産業革命が真に勢いづ

る（富永健一『近代化の理論』講談社学術文

くのは 1830 年ごろだとする見方もある（R. J.

庫、1996 年、32～33 ページ、以下『近代化

Forbes and J. E. Dijksterhuis, A History

の理論』）。どちらも定義が正しいかではな

of Science and Technology, 1963, 広重徹、

い、と言う富永の指摘に従って、ここでも技

ほか訳『科学と技術の歴史』、みすず書房、

術と経済、政治、社会および文化の 4 つの

1977 年、以下『科学と技術』）。もっとも、

近代化をもって近代化としたい。それら 4

軽工業での機械の出現と石炭エネルギーの開

つの近代化は相互に無関係なものとして実

始をもって第一次産業革命とし、重化学工業

現したのではなく、相互に時間の経過の中

の成立と石油エネルギーへの転換を図った 19

で有機的関連性を持ちながら実現したため、

世紀末から 20 世紀初めを第二次産業革命期

長期間を要し、その過程は革命的な変動を

とする考え方が一般化していることも付言し

社会に及ぼしたと考えられる。つまり、近代

ておこう。

化を 4 つに分類すると言う形式的なタテの
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初に起きたか、産業革命の原因は何か、など

経済的・社会的発展の最も進んだ諸国に共

に関してはすでに相当程度に研究し尽くさ

通した特性を表すと言う(C.E.Black, The

れており、テキストにさえ掲載されている

Dynamics of Modernization, A Study in

し、本稿の趣旨から見て必ずしも重要では

Comparative History, 1966, 内山秀夫・石

ないため、ここでそうした点に詳細に言及

川一雄訳『近代化のダイナミックス』慶応痛

することは避け、産業革命が発生した最大

心、1968 年、10 ページ、以下『ダイナミッ

の要因である技術革新に注目するにとどめ

クス』)。

よう。その技術革新に注目すれば、その起源

ブラックは、近代化とは最近 100 年間に

は中世、あるいは古代にまでさかのぼるこ

知識が爆発的に増大した結果、長期にわた

とが可能である。しかし、ここでは産業革命

り革新過程が生じ、それが動態的な形をと

に直接つながる技術について考えれば、一

った、その形態を言う、と指摘し、さらに政

般には「18 世紀後半のイギリスで、紡績機

治学者はこれを工業化に伴う政治的・社会

と蒸気機関の改良に端を発した一連の生産

的変動に限定するが、この過程の現れる複

技術の革新が、半世紀ほどの間に、たちまち

雑さを把握するには、全包括的な定義の方

あらゆる産業分野に波及して、現代工業の

がはるかに妥当であるとみなしている(『ダ

基礎的形態たる工場制生産を支配的なもの

イナミックス』、12 ページ)。これらの点を

に確立せしめた。イギリスは，この生産技術

考慮すると、産業革命は近代化の一部を占

の飛躍的進歩を基礎として、その後 19 世紀

めるものであり、かつブラックが言う知識

後半まで産業的発展期を迎え」た点を指摘

革命の結果でもあるといえよう。なぜなら、

すれば十分であろう（大塚久雄編『西洋経済

それ以前の知識革命、すなわち知的領域に

史』、筑摩書房、1968 年、123 ページ）。こ

おける、複雑な環境に対する理解と、その環

のように、18 世紀後半に開始する、技術を

境をコントロールする力の増加こそが、近

基礎とした経済の飛躍的発展をイギリスの

代の変動過程で重要な役割を果たしている

産業革命とすれば、それは社会学的には経

からである。

済の近代化を意味するものであり、そこで

その近代的知識の起源は、ギリシャやア

は近代資本主義経済システムが成立したと

ラビアに求めることも可能であるが、持続

される。だが、経済の近代化をもって、近代

的な創造的活動が多くの領域で開始したル

化そのものを表すわけではない。

ネッサンス（12 世紀）であり、そこから宗

ここで、産業革命と近代化とか近代性と

教改革期、啓蒙時代、などを経て、発展して

の関連性に触れておきたい。近代化とか近

きたヨーロッパ社会の連続的で漸進的な歴

代性と言う言葉はそれほど厳密に定義され

史過程とみなす方がより一般的と言えよう。

ていない。たとえば、この点について検討を

（２）資本主義の起源と生成：シュンペ

加えた C.E.ブラックによれば、近代化の開

ーターとウエーバー

始は 1500 年ごろであり、技術的・政治的・
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テムは資本主義経済システムであり、それは

も社会制度や経済も飛躍的な変化はその変

当初、西欧社会（特にイギリス）で、絶対王政

化を導く発展を顧慮することなくしては理

の時代(16 世紀から 17 世紀にかけて)の工場制

解されない。資本主義の起源についても、そ

手工業の形成という形で生まれ、産業革命に

の萌芽的形態である市場経済の発生も、10

よって成立した。それは後に見るように、一

世紀にさえ見いだされる。また企業家にし

般に近代化の歴史的過程の中で生まれ、成立

ても、近代以前に活躍した商業タイプの企

したと考えられる。

業者が徐々に工業タイプの企業者へと変化

近代化はこのように幅広くかつ長期にわ

したのであって、そこには連続性を持った

たる歴史的過程の中から生まれ、形成され

歴史過程として説明できるとみなす。それ

た。近代化の中で重要な部分を占める技術

が次第に力を得て、重要性を高め、結果とし

と経済の近代化は、具体的には工業化とか

て近代社会を築き上げていったとみなす。

資本主義経済システムとして現れる。資本

そう考えれば、企業者はいかにして生まれ

主義については、それを連続的な歴史過程

るか、などと考える必要はないとの結論に

と見るか、非連続的過程としてみるかで、主

至る。

要な２つの見方が存在する。たとえば、シュ

これに対し、ウエーバーの見方はかなり

ンペーターは前者の代表であり、ウエーバ

異なる。彼は企業者にしても資本主義にし

ーは後者の代表と言えよう。玉野井芳郎に

ても、その文化的契機として「プロテスタン

よれば、シュンペーターは資本主義の生成

ティズムの倫理」に注目する。特に、資本主

過程を以下のように見ている（以下は、玉野

義の起源については、さまざまな見方がる

井芳郎監修『社会科学の過去と未来』、ダイ

が、ウエーバーの場合、プロテスタントと言

ヤモンド社、1972 年、における玉野井芳郎

う特別な文化的契機の理解を通じて生まれ

「シュンペーターの今日的意味」、以下、
「今

る「資本主義の精神」が特別な意味を持つ

日的意味」、などを参照）。シュンペーターの

(当時、ウエーバーと並び称されたゾンバル

資本主義観が連続的過程とみなすと言うの

トはこれとは全く異なり、恋愛や贅沢と結

は、有名な創造的革新の過程の提唱者とし

びついた諸産業の発展に基づく資本主義の

て知られるだけに、意外であるが、その創造

誕生、さらには外国貿易さえも、
「奢侈とか

的革新でさえ突然現れると言うより、小さ

贅沢」にその源泉を求める論理を展開した。

な作用とできごとの堆積の上に次第に蓄積

ヴェルナー・ゾンバルト『恋愛と贅沢の資本

されてのみ初めて現れるものとみなす。彼

主義』、講談社学術文庫、2000 年、を参照)。

にとって、変動の多くは明確な時代区分が

ウエーバーによれば、このプロテスタン

ほとんど意味を持たないほど、小刻みな歩

ティズムの倫理から生まれた資本主義こそ

調で現れる。つまり、新たな事柄や終局的成

が 10 世紀にも見られた資本主義と近代資

功などは決定的な最初の一歩はよく見ると、

本主義とを決定的に区別するものだからで

それ自体取るに足りない場合が多く、技術

ある。それはシュンペーターでは無視され

~5~

IAM e-Magazine

第 17 号

2016 年 6 月 15 日発行
特定非営利活動法人アジア近代化研究所（IAM）

るが、ウエーバーでは特別な意味を持つも

の精神を生み出した。ここでいう資本主義

のであって、単に営利欲とか利潤追求の精

の精神とは、勤勉と節欲と正直、規律などの

神ではない。ウエーバーにとって近代資本

徳目により形成される倫理的な生活態度、

主義社会を形成していったエートスは資本

倫理的な生活原則として合法的営利を追求

主義の精神であり、それゆえ重要なのはそ

する態度のことである。そこでは、プロテス

の精神の担い手である人間である。それは

タンティズムの倫理に基づく利潤の獲得も

産業的中産者層をはじめ、資本家や労働者

その追求を第一義と見るのではなく、禁欲

などの社会的主体であり、彼らがそのエー

的な行動を通じて天職（Beruf、calling）と

トスを体現することで、企業者となる。彼ら

みなす仕事に勤勉に励んだ結果、利潤を獲

は営利だけを追求する資本主義とは関係が

得するとみなされ、その行為はいい生産物

ない。営利追求だけならどこにでも、いつの

（財貨やサービス）を提供したことで隣人

時代にもあった。彼らの利潤の追求は主と

愛を実践した結果だとして肯定される。つ

して完全に非合理的で投機的であり、さら

まり、利潤は追求する目的ではなく、結果に

には戦争などの暴力的行為による強奪、な

過ぎない。

ど、様々な動機や条件下で実現したもので

ウエーバーに従えば、このように西欧で

ある。これに対し、ウエーバーが考える資本

のみ生まれた資本主義の精神こそが近代資

主義の精神を体現した企業家は、特別な社

本主義を西欧でのみ生み出す原因となった。

会でしか生まれないものであり、彼らは自

その資本主義は「自由な労働の合理的組織

由な労働の合理的で資本主義的な組織とし

を持つ市民的な経営資本主義」のことであ

て生まれる。

る。ウエーバーによれば、近代資本主義はプ

そこで、ウエーバーの資本主義の精神に

ロテスタンティズムの倫理を強く持つ西欧

基づく経済行為は、資本主義的経済行為と

の一部でしか生まれなかったものである。

なる。
「それは交換の可能性を利用し尽くす

なぜならプロテスタント（ルターの宗教改

ことで利潤の獲得を期待する、そうしたと

革運動を始めとして、カトリック教会から

ころに成立する平和な営利の可能性の上に

分離し、特に（広義の）福音主義を理念とす

成立する経済行為である。」
（マックス・ウエ

るキリスト教主教派を指す）、中でもウエー

ーバー『宗教社会学選』みすず書房、1992

バーが問題にするのはスイスにいたフラン

年、15 ページ）。その行為はプロテスタンテ

ス人亡命者カルヴァンが提唱し、後に一部

ィズムの倫理に基づいて生まれるが、元来

の欧米地域に普及していった、禁欲的なカ

プロテスタンティズム、とりわけその中の

ルヴァン主義である。プロテスタントには

カルヴァン主義は最も禁欲的で、金儲けに

諸教派があり、最初期にはアナバプティス

は否定的な宗教である。それにもかかわら

ト、ルター派、カルヴァン派、ツウィングリ

ず、結果としてプロテスタンティズムの倫

派、などは相互に影響し合いながらも全く

理が利潤極大化を追求するはずの資本主義

独立に成立した。ウエーバーが重視するの
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はカルヴァン派の提唱者カルヴァンである

民の都市への参入を通じて労働者として工

（彼の著書『キリスト教綱要』
』は 1536 年

業化の開始に参加すると言う事実が重要で

に出版され、各国語に訳され、綱要と共に彼

ある。イギリスでも、マルクスが指摘したよ

の論争的、牧会的な働きと、聖書註解は、教

うに土地囲い込み運動の結果、プロレタリ

会の信仰告白文書に大きな影響を与えたと

ア階級が生み出され、それが資本の蓄積に

される）。カルヴァンの名声によって、改革

先立って資本それ自身が発生すると言う歴

派教会の教理はカルヴァン主義と呼ばれる

史的過程、すなわち本源的蓄積過程が生じ

ようになり、スイスからフランス、オランダ、イギ

た（「今日的意味」
、84 ページ参照）
。このよ

リス、アメリカに広がった。カルヴァン主義が当時の

うにして資本主義の生成過程では歴史の連

西欧先進地域に広がり、カルヴァン派の人たちがイギ

続的な側面を無視することはできないこと

リスのピューリタン革命、オランダの独立戦争を担っ

も事実である。

たことはよく知られている。

こうしてみると、西欧で生まれた資本主

このように、ウエーバーの資本主義はシ

義経済システムや工業化を受容し、移植す

ュンペーターと異なって、禁欲的なプロテ

る以外に方法がない、19 世紀以後のロシア、

スタンティズムという特別の宗教に起源を

アメリカ、そして日本などのアジア諸国の

もって初めて成立する経済システムである

後進資本主義国を歴史過程の中で、どう位

がゆえに、非連続的な歴史的過程として描

置付けるかが問題となる。この点は改めて

かれる。シュンペーターは近代以前の資本

考察するに値するので、ここではこれ以上

主義と近代以後の資本主義とをまったく区

は言及しないことにする。

別しない。それではウエーバーの資本主義

（３）西欧の近代経済成長とその特徴 ;

は連続的な歴史過程とは無関係かと言えば、

技術革新の循環的・累積的因果関係

そうは言えまい。なぜならプロテスタント

クズネッツの近代経済成長（MEG）の概

といえども、キリスト教の一派に過ぎず、カ

念も近代と言う概念をどう見るかで、連続

ルヴァン派もキリスト教の歴史的過程から

的ともいえるし、非連続的とも言えよう。ク

誕生したからである。そればかりか、これま

ズネッツが言う近代経済成長とは、イギリ

での研究から明らかにされているように、

スの産業革命以後の西欧の経済成長を指す

主としてドイツを対象にするか、イギリス

が、それは基本的に工業化の発展過程であ

を対象にするかでも大きな相違が指摘され

り、その中心は製造業である。クズネッツは

る。資本主義的近代化の始発的条件には封

先進 13 カ国経済の 160 年間程度（国によ

建社会の解体と近代的ブルジョア社会の生

る相違はある）を対象にした経済成長を分

成が必要であり、それには領主制の解体や

析した結果、主役は工業部門の伸びで約

市場経済の発展に連れ、都市と農村の貨幣

60%強であるが、そのうち全体の 3 分の 1

財産の蓄積の必要性など、多くの要因が関

を占めるのが製造業の伸びである。クズネ

わるが、中でも封建社会の担い手である農

ッツによれば、NEG の推進力は基本的なレ
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ベルでは人間の経済力に対する供給拡大へ

あらゆる非経済的側面に密接にかかわると

の欲求と規定され、それには生産性を高め

同時に、循環的で累積的な因果関係を通じ

る必要がある。そのため、社会的に受容可能

て、それらの発展と変動を引き起こす。

な手段の利用可能性が決定的に重要な要因

こうした基本的に、クズネッツの分析は

とみなされる。かくして、
MEG においては、

経済分析を中心としており、量的な分析に

有益な知識を探究する科学と新知識に関連

基づいている限り、それは連続的な経済発

した技術の役割が重視される。クズネッツ

展といえる。だが、そのような現象が起きた

によれば、MEG の際立った特徴は人口の高

原因は各部門の所得の弾力性に相違がある

い増加率と人口一人当たり生産物の高い増

からで、それを一層促進させた要因が技術

加率とが結びついていることであり、その

革新であると言う。技術革新をどう見るか

結果は総生産物の高い増加率である

が、重要であるが、シュンペーター的な見方

（ Simon Kuznets, Modern Economic

に基づけば、基本的にはやはり連続的とみ

Growth, Rate, Structure, and Spread,

ていいであろう。

1966、塩野谷祐一『近代経済成長の分析』

クズネッツの経済成長論で重要な概念に

（上）、東洋経済新報社、1968 年、61 ペー

経済的エポックと言う概念がある。それは

ジ、以下『近代経済成長』とする）
。要する

近代の経済成長がそれ以前とは質的に異な

に、MRG の過程では技術革新の結果、要素

ると言う、クズネッツの認識を出発点であ

投入を上回る生産性が上昇することを意味

る。彼は西欧の 11~15 世紀における中世都

する。クズネッツは MEG の開始期間は、

市経済や 15~18 世紀の商業資本主義と言っ

最も早いのはイギリスでほぼ 1780 年頃を

た経済的エポックが存在したとみなす。そ

出発点（ただし統計は 1700 年からとってい

れはエポック的革新によって特徴づけられ

る）とし、遅いのはアメリカの 1839 年から

る。クズネッツによれば、エポック的革新と

日本 1879~81 年、スイス 1890~99 年、オ

は、
「それに統一性を与え、それ以前とそれ

ランダ 1900~04 年などである。いずれにせ

以後のエポックからそれを区別するような

よ、クズネッツが対象とする期間はほぼそ

特徴をもった比較的長い期間（優に 1 世紀

れぞれの国の産業革命の開始時期ないしは

をこえる）のことであり、近代と言うエポッ

後に見るように、ロストウの離陸期に近い。

クでの経済成長が MEG である。その最大

クズネッツは経済成長が社会と密接に結

の特徴は近代科学技術の広範囲の適用であ

び付いた歴史的過程とみなしており、経済

り、科学的エポックとも呼ばれる。それは持

成長は社会のさまざまな階層に多様かつ複

続的成長の潜在力となる人間知識のストッ

雑な影響を及ぼすと考える。要するに、

クの大規模な増大を意味するため、それを

MEG は西欧近代化の過程そのものであり、

開発し、利用するには人間社会のエネルギ

生産力の革命的な変化を伴うため、人々の

ーを吸収し、経済史で 1 つのエポックを形

価値観、態度、法制度、国家の在り方など、

成するほど長期間にわたって。人間社会の
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発展を支配する。クズネッツに特有の概念

重要な転換を誘発すること、２）それらの誘

に関連して、彼は次のように考える。エポッ

発は新たな技術が効果的に機能するよう仕

ク的革新は 1 つのエポックを通じて一貫し

向けるためであり、それらの転換が生産を

て作用すること、その中には主として技術

支配したが、それは初期の諸制度上の組織

的なものもあり、それによって与えられる

的な変化を意味した。その結果、積極的な参

成長の潜在力を引き出すには、たとえば

加者たちの労働条件の変化が生活条件の変

人々を経済活動に共同で参加させる仕組み

化の決定的な要因であった。３）大幅な経済

の変革など、多くの社会的発明が必要なこ

的ショックを伴うような技術革新には半世

と、1 つのエポックにおいて秩序だって形

紀ほどの長期のライフサイクルに及ぶ一連

成される成長パターンはすべて技術的変化

の局面を伴うが、それには新たな技術的可

と社会的変化との間の相互関連性が必要な

能性を知覚してから大量生産へと進むまで

こと、膨大な知識の利用のため、社会に長期

に時間がかかり、経済的・社会的変動を伴

にわたる習得過程が必要なこと、人間行動

う。４）主要な技術革新でさえ群起して、技

を支配する観念体系の変化が生じること、

術革新とそれへの社会的・制度的調整に関

などを指摘している。これらのことから、ク

わる変動を引き起こすため、一連の別々の

ズネッツは経済的エポックとエポック的革

局面を長引かせ、一層複雑化させる。５）技

新とに関連して、技術的変化、社会的変化、

術革新の焦点は経済部門から他のそれへと

精神的変化の間の相互関連性の存在を強調

移動し、新たな部門を生み出す。６）労働と

し、近代の経済的エポックと結びついた普

生活条件の必要な変革と従来からの経済的

遍的な観念として世俗主義、平等主義およ

投入量の結合、ならびに従来からの産出量

びナショナリズムを強調している。

と技術革新の誘発された経済成長による新

クズネッツによれば、経済成長は社会と

規の副産物との結合のために純粋な技術革

密接に結び付いた過程であり、それは社会

新と経済成長に対する貢献を量的に測定す

の種々の階層に様々な形で影響を及ぼす。

る適切な尺度として全要素生産性は技術的

MEG は生産力の革命的な変化を伴うため、

変化を反映するとしても、従来の投入・産出

人々の価値観、態度、法・制度および国家の

面に限定されているなどの欠陥があること。

在り方などに大きな影響力を持つ。中でも、

７）技術に誘発された経済成長はさらに技

中核をなす要因が技術革新である。彼はま

術革新を誘発するが、技術革新は様々な面

た経済成長との関連で、主として以下のよ

でさらなる技術革新を生むために貢献する。

うな分析結果を示している（Ｓ.Kuznets,

要するに、1 つの創造的な技術革新がそれ

Growth,

Income

にかかわる技術革新を、国内ばかりか国際

Distribution,1979,pp.95~96）。１）技術革

社会にも、次々と誘発するという因果の連

新は MEG での生産物と生産力の増大にお

関過程を引き起こすと言うことである。こ

ける中核的要素であり、労働や生活条件の

れをミュルダール風に、「技術革新の循環

Population

and
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的・累積的因果関係」と呼ぶなら、これこそ

加をはじめ新しい市場の創出、新しい商業

が西欧の近代化過程の 1 つの重要な特徴と

手段の開発、人々の生活の変化に合わせて、

みなしていいのではないかと考える（G・ミ

伝統的な社会がもつさまざまな規制や古い

ュルダール・小原敬士訳『経済理論と低開発

観念を打ち破り、変化と発展への意識を生

地域』、東洋経済新報社、1959 年、を参照）
。

み出すなど、激しい社会・心理的変動を長期
にわたって引き起こし、経済発展に適合的

２．西欧社会の経済発展とその特徴

な銀行制度などの諸制度が生み出され、

（１）西欧の経済発展パターンの波及と

人々の意識を変えていった。様々な意見が

「西欧工業化モデル」

あるとはいえ、こうした一連の変革を産業

本稿における、筆者の最終的かつ最大の

革命と言う言葉で表現するが、それだけで

関心は、すでに冒頭でも触れたようにアジ

十分とはいえないほどの、幅広い革命的な

アを中心にした非西欧社会が経済を中心に、

変革といえよう。

政治的にも社会的にも長期持続的に発展し、

その後、イギリスで開始した工業化ない

やがて西欧社会に真に追いつくことはでき

し資本主義的経済発展システムは、長い時

るか、という観点に立って、アジアの長期経

間をかけて西欧を中心に多くの国に波及し

済発展の可能性を検討することである。ク

ていった。フィリス・ディーンが指摘するよ

ズネッツの用語を使えば、アジア諸国も近

うに、イギリスの産業革命は民間による自

代経済成長を通じて西欧水準に追いつくこ

発性によって実現したが、ほとんどのその

とはできるか、それにはいかなる条件や方

後の波及国では政府の助力無くしては起き

法が考えうるかを知るために、西欧の歴史

な か っ た （ Phillis Deane, The First

的過程を知る必要があると考える。

Industrial Revolution, 1965,石井摩耶子、

それには西欧の経済の近代化、その出発

ほか訳『イギリス産業革命分析』社会思想

点としてのイギリスの産業革命をはじめと

社、1973 年、10 ページ、以下『イギリス産

した西欧の工業化過程をどう見るかが重要

業革命』）。この点の指摘は後に見るように、

であろう。すでにみたように、イギリスで開

極めて重要である。なぜなら、波及した国の

始した産業革命は、単純化すれば一般には

多くで、いまなお政府の役割は決定的に重

まず木綿工業分野での機械の発明、蒸気機

要だからである。

関の出現、それに必要な石炭の活用などに

それでは、いかなる国や地域に波及した

基づく生産技術の革新とエネルギーの変革

のかと言えば、それはさまざまであるが、そ

と言う革命的な変革を指す。その後、技術革

の原因として考えられるのはまずその経済

新は機械工業をはじめ鉄鋼業、石炭産業な

システム、特にその核心をなす技術革新が

どの重工業へと波及し、鉄道や汽船などの

普遍性を持っていたことだ、と考えられる。

交通面での変革を生んだ。しかも、それは単

主としてこの普遍的な技術革新に基づく資

に経済的・技術的側面にとどまらず、人口増

本主義経済システムをイギリス型経済シス

~ 10 ~

IAM e-Magazine

第 17 号

2016 年 6 月 15 日発行
特定非営利活動法人アジア近代化研究所（IAM）

テム（BES）と呼べば、BES の波及の仕方

後の歴史を見れば分かるように、単に、普遍

には 2 種類があった。１つはフランス、ド

的だからどの国にも簡単に普及するという

イツ、ルクセンブルグ、スイス、などの西欧

わけではないからである（これらの点の詳

諸国やアメリカを中心としたもの（いまこ

細は、以下の筆者の著書を参照。長谷川啓之

れを欧米社会とする）であり、もう 1 つは

『アジアの経済発展と日本型モデル』、文真

ヨーロッパで言えば南欧、東欧、それに日本

堂、1994 年、以下『日本型モデル』および

など、西欧以外の国々（いわば非西欧社会）

『アジアの経済発展と政府の役割』、文真堂、

への波及である。むろん、非西欧社会は多様

1995 年、以下『政府の役割』
、長谷川啓之編

であり、それらをひとくくりにすることは

著『アジア経済発展論』、文真堂、2010 年、

極めてむずかしい。厳密に言えば、非西欧社

以下『アジア経済発展論』）。

会は南欧や東欧はある程度キリスト教文化

工業化とか BES にある程度の普遍性が

を持つと言う点で類似性を持つが、それで

あるという指摘は極めて重要である。フィ

も、たとえばローマ。カトリック教会の腐敗

リス・ディーンは、産業革命または工業化に

をただすために始めたマルチン・ルターに

は相互に関連する要因が含まれると指摘す

よる宗教改革の経験を持つプロテスタント

ることで、その普遍的性格を以下のように

とその総本山であるバチカンですら腐敗が

要約している（『イギリスの産業革命』、

ささやかえるカトリックとの相違は大きい。

9~10 ページ）。①市場向けの生産過程への

要するに、筆者が他の文献で示したように、

近代科学と経験的知識の広汎な適用、②自

西欧科学技術文明（これは多くの国にとっ

家消費あるいは地方的使用のためよりは、

て、供給要因）には多くの普遍性があるとは

むしろ、全国的かつ国際市場のための生産

いえ、重要なのはそれを受容する社会の需

に向かって方向づけられた経済活動の専門

要要因との調和ないし一致点を見出すこと

家、③農村共同体から都市社会への人口の

が決定的に重要だと言うことではないかと

移動、④家族あるいは部族に基礎を置く度

考える。これらの点の詳細については、後ほ

合いが減じ，協同のあるいは公的な企業に

ど再度検討したい。

基礎を置く度合いが増してくることになる、

要するに、西欧社会と非西欧社会とでは、

典型的な生産単位の拡大と非人格化，⑤一

伝統も文化も大きく異なることを認識する

次産品の生産にかかわっていた諸活動から

必要がある。そこで、必要に応じて西欧と南

製造品およびサーヴィスの生産への労働の

欧、東欧とを区別するとして、ここではとり

移動、⑥人力にとって代わり、またそれを補

あえず、西欧とそれとはまったく異質の非

充する資本蓄積の集約的かつ広汎な使用、

西欧社会、ここでは基本的にアジア社会へ

⑦土地以外の生産手段、すなわち資本の所

の波及を考えたい。なぜ欧米社会と非欧米

有、あるいはそれに対する関係によって決

社会とを区別するのかと言えば、波及の仕

定される、新しい社会階級および職業階級

方に決定的な相違があるからである。その

の出現、である。これらがフィリス・ディー
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ンの指摘するように、これらの相互に関連

年、などとなっている。こうしたタイムラグ

する変化が同時かつ十分な程度に発展すれ

にはそれぞれの事情があるが、それはいわ

ば産業革命が実現するとすれば、それは後

ばロストウが言う「離陸への先行条件」の相

発のすべての国にとって追求すべき１つの

違の中に見出されるであろう（これは筆者

モデルともいえるのではないであろうか。

にとっては、需要要因）
。たとえば、16 世紀

またそれは西欧の経済的近代化を考えるう

と 17 世紀にかけて起きた絶え間ない宗教

えでも重要である。そうだとすれば、それは

戦争や局地的混乱がイタリアとドイツを後

「西欧工業化モデル」
（非西欧の波及社会に

進国に転化させ、相互に敵対する小国に分

は、供給要因）と言うことができよう。これ

裂させたのもその 1 つである（詳しくは、

は西欧以外の社会の工業化問題を考える場

前掲書を参照）。ここでは先行条件の創出に

合、極めて重要であるので、後にもっと詳し

関する若干の点に触れたい。

く検討したい。

ロストウによれば、離陸するために必要

（２）西欧の経済発展過程と「西欧工業化

な先行条件を作り出す上で、確立している

モデル」の波及

伝統的社会の中で根本的な変化を引き起こ

ところで、この「西欧工業化モデル」の大

す必要がある。それには国によってさまざ

陸への波及が西欧の産業革命を引き起こし

まな側面が関わる。特に、それには１つは生

たが、それはどこに、いかなる形で波及した

産技術をはじめ社会構造や政治組織などす

のであろうか。波及した国は上述のように、

べてにわたって作り変える必要がある。そ

まずイギリスの近隣諸国である大陸諸国で

のことは、裏返せば、生産技術、社会構造、

あるが、大陸諸国の中でも限られた国々で

および政治組織の再構成が不要な国には先

ある。しかも波及が決して早くはなかった

行条件を作り出すことが容易だと言うこと

ことは、ロストウの言う離陸期の規定を見

でもある。それはアメリカ、オーストラリ

れば分かる（W. W. Rostow, The Stages of

ア、ニュージーランドおよびカナダなど、イ

Economic Growth, A Non-Communist

ギリスの植民地から生まれた国々では経済

Manifesto, 1960, 木村健康、ほか訳『経済

成長と言う魅力的な刺激さえ与えれば、そ

成長の諸段階』ダイヤモンド社、1964 年、

れを拒む要素は存在しないため、経済的要

以下『諸段階』）。ロストウによれば、最も早

因や技術的要因だけで成長が実現できた

期に離陸したのはフランスで、イギリスの

国々では要するに、それらの受容国の社会

産業革命が起きてからおよそ 50 年が経過

にかなり同質的な需要要因が存在したこと

した 1830 年であった。次いで、ベルギーが

を意味する。

それより 3 年遅れ（1833 年）、続くアメリ

それらの中には、産業革命期にはとりわ

カはさらにそれより 10 年遅れ（1843 年）、

け重要な「企業者精神の供給」、すなわち企

以下ドイツがアメリカより遅れること 7 年

業者の移住の問題も当然含まれる。イギリ

（1850 年）、スエーデン 1868 年、日本 1878

ス産業革命期に活躍した人々が国際的に移
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動したところでは科学技術の導入に成功し

学的知識・科学的態度の発展、食糧と繊維の

た。移住した国には、当初、アメリカ、オラ

貿易の拡大（これらはロストウによって蒸

ンダ、ドイツ、フランス、スエーデン、その

気機関や紡績機械が縦の革新に対し、横の

後スペイン、イタリア、ロシアなどが入る。

革新と呼ばれる）、第 2 にアシュトンが「工

企業者の移住は機械と同時に、歴史上のハ

夫する衝動」と呼んだ科学と生産的工夫の

ンディキャップをも飛び越えることを可能

精神、そして政治的・社会的柔軟性に欠けた

にしたが、それがどこまで成功するかは、主

フランスやオランダなどと違って、イギリ

として周りの社会経済事情、すなわち、それ

スが最初の産業革命を生み出すも原因の 1

が労働、管理、資本の必要を満たすことがで

つとなったナショナリズムによって促進さ

きるかどうか、だとヒューズは指摘してい

れた比較的柔軟な社会構造である。

る（ Jonathan Hughes, Industrialization

and

Economic

History

:Theses

問題はイギリスとは異質の諸国の場合で

and

ある。そこでは、非経済的要因（需要要因）

Conjectures 1970, 角山榮、ほか訳『世界経

が密接に関係するからである。第 1 にロス

済史―工業化の現代史』、マグロウヒル好学

トウが注目するのは、新しいエリートであ

社、1977 年、103~107 ページ、以下、『世

る。それは土地を基盤としたエリートから

界経済史』）
。そうすることで、早々と「西欧

社会的・政治的権威を持つエリートへと変

工業化モデル」が移転されるきっかけとな

化する必要がある。それ以外にも、社会的、

ったと考えられる。

心理的変化に加えて、態度、価値観、社会構

それらの国で問題になったのはインフラ

造、期待などの他に政治的動機の役割の重

だけであり、農業ないし商業から製造業へ

要性をロストウは指摘している。それらの

の移行を有利にするための経済的環境さえ

中でさらに過渡期にはナショナリズムの重

見つければ、すべてうまくいった。それに対

要性にも触れているが、要するに彼が重視

し、南米諸国は持続的な経済成長を実現す

するのは、経済の近代化には非経済面での

るには、それら諸国が出発点で持っていた

近代化が伴う必要性を強調しているといっ

伝統的なラテン・ヨーロッパと土着の伝統

てよい。それが伴ってこそ、
「西欧工業化モ

文化の混合（需要要因）を根本的に変革する

デル」の移植が可能になると言うことでも

必要があった。スカンジナビア諸国の場合、

あろう。

特にスエーデンは、イギリスに若干類似し

ところで、ロストウが指摘することはお

ており、ヨーロッパの他の国ほど厳しい問

おむね承認できるが、筆者の見方では、上で

題には直面しなかった。

取り上げた諸国は概して伝統的社会に西欧

こうして離陸したヨーロッパ諸国におけ

文化の影響があるため、ある程度の変革に

る初期の、本質的な特徴として、ロストウは

よって、
「西欧工業化モデル」の受容と移植

以下の点を指摘している（『諸段階』、44~48

の可能性が高い場合である。これに対し、日

ページ）。１つに新地域の発見、近代的な科

本をはじめ、アジア諸国の場合は、歴史的に
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見て、西欧文化の影響が小さいか全くない

に問題が生じる可能性があるからである。

か、さらには複合的な影響を受けたケース

真に西欧社会にキャッチアップするので

がほとんどである。それら諸国の場合には、

あれば、西欧社会と同一の水準、つまり政

いわば歴史を大きく変更させる必要が出て

治、社会、文化などの側面での発展ないし近

くる。それには西欧の経験から見ても、市場

代化も実現しない限り、自力での技術開発

に放置するだけでは前進は困難であり、政

や持続的な経済発展に必要なアイデアや法

府が決定的に重要な役割を果たすべきは当

制度などを次々と生み出すことは難しいか

然である。事実、ロストウは西欧社会では先

らである。それには単に政治や社会の変化

行条件期あるいは伝統的社会から離陸期ま

と言った問題をはるかに超える改革や大き

でに、いかに多くの時間とエネルギーが必

な変革（あるいは革命的な変革）が必要とな

要であったかについて、アメリカの学者ロ

り、おそらく超長期的次元の問題になるか、

ーレンス・バースの所見を紹介した後、各国

それでも不可能であるかもしれない。そう

における才能やエネルギーがナショナリズ

だとすれば、ほぼ半永久的に模倣によるキ

ムの諸目標の中で、国内近代化の仕事にど

ャッチアップを繰り返す以外に方法はなく、

れだけ振り向けられるか、の程度に依存す

長期停滞から自力で脱却する自己革新力を

るとし、その方向付けが大部分政治指導者

育てることは難しい。

の役割だとする。つまり、経済とその一部を

（３）産業革命の歴史的解釈：漸進派か断

なしている社会の近代化に向けて道を開き

絶派か

先導するという政府の重要な役割を強調し
ている（『諸段階』、41~42 ページ）
。

そこで、そうした問題を考える上で密接
に関連するのは、産業革命を歴史の中で

そこで、経済発展とか経済の近代化を考

徐々にかつ発展的に現れたと見るか、それ

えるには、西欧の経験からどのように学ぶ

とも突然生まれたと見るか、である。ヒュー

ことができるかを考える必要がある。その

ズは前者を「漸進主義派」
、後者を「断絶派」

１つは工業化とか産業革命、あるいは近代

と呼ぶ（『世界経済史』、62~64 ページ）。つ

化が歴史上に突然現れたと解釈すべきか

まり、産業革命を歴史的発展の連続的過程

（断絶派）、それとも連続的な過程（漸進派）

の中に位置づける、代表的な見方は発展段

と見るべきか、という 2 つの見方に注目し

階論を提唱したロストウであり、後者の代

たい。なぜなら、ときにアジア諸国の近代化

表はイギリスの歴史家ヒューズをはじめア

は西欧へのキャッチアップとみなされるが、

メリカの歴史家ネフがいる。ヒューズは断

それは単なる模倣によって伝統的社会にそ

絶派の立場も無視しないとしながらも、前

れを移植しても、果たしてうまく機能する

者の立場をとる理由として、以下の点を指

のか、と言う疑問が残るからである。模倣に

摘している。その１つは、投資の準国民生産

よる量的な経済水準へのキャッチップだけ

比率が 1776 年頃には 5%から 6%に上昇し、

では真のキャッチアップではなく、長期的

1800 年頃にはさらに 7%へと徐々に上昇し、
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1850 年頃には 10%に達した、という研究成

歴史の連続性・漸進性を強調した。
歴史過程を連続的とみなす J・U・ネフも、

果を指摘している。
この立場から、ヒューズは、制度的要素と

歴史の本質的連続性を強調し、大規模な工

技術的要素が相互に依存し合って初めて工

業と技術的変化の始期を 16 世紀および 17

業は発達したと考える。すなわち「産業革命

世紀までさかのぼらせ、それから 19 世紀末

の本質は、競争がそれまで富の生産と分配

の産業国家の究極的勝利に至る長期の過程

を統制していた中世的諸規制に取って変わ

とみなす。さらに、外国貿易の変動が産業革

ったことだ」
、というアーノルド・トインビ

命の統計的解釈を主に規定するとみなすも

ーの言葉を引用した後、産業革命の前提に

ので、P・マントゥーが指摘したように、

ついて以下の点を指摘している（『世界経済

1920 年代の著作ですでに輸出入とイギリ

史』、70~71 ページ）。中世から産業革命に

スの諸港を出る船舶のトン数についての統

至る過程で、極めて柔軟な市場秩序である、

計曲線が、アメリカ独立戦争によって惹起

資本主義社会が持つ競争市場によって、中

された、1781 年の不況に続く 18 世紀の終

世都市の諸規制は取って代わられ、社会は

わりにほとんど垂直に上昇することをもっ

趣味、生産、技術の不断の変化を伴った工業

てその証拠とみなしている。これらの統計

活動のとどまることのない盛衰に自由に対

的事実から、イギリスの国際貿易の統計が

応するために変化が必要であり、また労働

著しい上昇傾向を示す 1780 年代から第一

の移動や新たな経済的、政治的諸勢力を包

次産業革命が開始したとみなす通説が生ま

含すべき階級構造への不断の圧力に、自由

れたとみなされる（『イギリスの産業革命』
、

に対応できるように変化する必要もあった。

11 ページ）。

そして、ヒューズは産業革命を以下の 4 つ

これに対し、ロストウなど、ドイツ歴史学

の部分からなる機構とみなし、それらは人

派の流れに立つ歴史家の言説は基本的に断

口増加に直面する中で作用し、生産資源の

絶派であるといえよう。産業革命に関連し

自由市場的配分制度の枠内で機能するとみ

ていえば、ロストウがイギリス経済の持続

なしている。すなわち、それは、①黒死病以

的成長の開始時期である離陸期を 1783 年

後に開始した農業の商業化、②蒸気力の開

から 1802 年に設定し、近代社会の生涯にお

発が規模の内部経済の結果、工場制度が発

ける大分水嶺とみなしたことはよく知られ

達、③立地と技術の外部経済により、都市が

ている。

発展、④需要条件の変化への労働と資本の

非西欧社会にとってはすべてある意味で、

対応により、工業の発展過程に不安定を生

「断絶派」であるが、部分的に見れば「漸進

み出し、それが継続的な制度的変化を生み

派」でもある。ここが大きな相違点であろ

出し、それがさらに工場法や自由貿易など

う。断絶派か漸進派か、と言う問題はイギリ

の商業政策にも変化をもたらしたこと、で

スの産業革命に関する限り、それほど大き

ある。こうしてヒューズはこれらの点から、

な問題ではないように思われるが、非西欧
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社会にとっては決して無視できない。その

示す 1 つの重要な事例とも言えよう。

理由は上でも若干触れたが、キリスト教文

むろん、日本社会にたとえば発展や合理

化の影響や地理的に近い国や地域を除く非

性の概念が生まれていれば、そうした過程

西欧社会にとっては、西欧社会の経験を受

の必要性があったともいえるが、それらの

容するとすれば、それはすべて断絶的にな

概念が日本で生まれる可能性は、まず皆無

らざるをえないからである。非西欧社会の

であったであろう。

離陸はロストウが言うような離陸への先行

（4）西欧の産業革命と民主革命

条件期の条件はほとんど充足されない。た

離陸への先行条件期を経て、18~19 世紀

とえば、日本の江戸時代に西欧社会の先行

にかけて西欧の多くの国が離陸し、産業革

条件を見出そうと、江戸時代の教育に注目

命を開始した。ロストウは離陸が 2 つの形

する見方もあるが、仮にそれが日本の離陸

をとったと言う。１つは最も一般的な事例

につながるとすれば、西欧からの影響が存

で、離陸の先行条件を達成するために、政治

在しない場合でも、そこからデカルトの機

的・社会的構造をはじめ有力な社会的価値

械論的哲学や力学の伝統が生まれるか、つ

観でさえ大きな変革が必要であったこと。

まり科学が生まれるかどうかが問題であり、

もう 1 つはそれらの障害ではなく、土地お

それには多くの人が疑問を感じるのではな

よび自然資源の開発によって達成されうる

いか。その意味で、大雑把に教育と言うだけ

高度の福祉水準、がそれである（
『段階論』
、

では不十分であり、当時の教育の内容を深

49 ページ）。ロストウによれば、離陸が開始

く問うべきではないか、と思う。

するには通常特殊な強い刺激にその原因を

西欧で発展した民主主義や法制度も同様

見いだせる。いわゆる 1848 年のドイツ革命

である。なぜならそれらが西欧社会で発展

や日本の明治維新に見られるような政治革

したのは、1 つにはそれらが歴史の発展に

命であり、それが社会的勢力や有力な価値

必要だったからであり、長い歴史や伝統の

観のバランス、経済諸制度の性格、所得の分

中での苦闘の末に生まれたものだからであ

配、投資支出の型、潜在的技術革新が実際に

る。技術史家のフォーブスが指摘するよう

採用される割合、などに直接的な影響を与

に、
「産業革命は機械と技術の近代世界の出

える（『段階論』、50 ページ）
、と言う。

現を特徴とし、文明世界の社会的・経済的・

18 世紀に開始したイギリスの産業革命

政治的諸制度の広汎な変革と激動とを伴っ

以後の西欧社会の長期的な歴史過程を見る

た」（R. J. Forbes , Man the Maker,1950,

と、ここでいうロストウの離陸の定義はや

田中実訳『技術の歴史』、岩波書店、1956 年、

や狭い感じを持つ。彼の離陸の定義は以下

171 ページ、以下『技術の歴史』）
、と言う指

の 3 つの条件をすべて備えたものとして定

摘は、まさに西欧の経済発展過程が連続的

義される。それは、①生産的な投資比率が

で、循環的で累積的な因果関係の過程を示

5%以下から 10%以上への上昇、②複数の製

しており、非西欧社会との決定的な相違を

造業の高い成長率、③経済成長に前身的性
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格を与える政治的・社会的・制度的枠組みの

ょっと長いが、厳密を期すために引用しよ

存在ないし急速な出現、がそれである（『段

う。
「新しい工業制度の発達がヨーロッパ諸

階論』、53 ページ）。経済成長の実現と促進

国に与える影響は既存の社会経済的枠組に

に焦点を当てた分析に基づく経済的・非経

左右される。農村から都市へ、あるいは都市

済的要因の重要性を指摘するに過ぎない。

相互間を、労働者が自由に流動しうる場合

しかし、本稿が目指す、西欧社会の長期持続

には、新しい工業文明に合致した環境がつ

的な成長や近代化がなぜ実現して来たか、

くりだされることになろう。新しい工業は、

と言う観点に立てば、むしろ離陸以後の政

都市を作り出すのである。また、契約の自

治・経済・社会の発展こそが問われなけれれ

由、信頼に足る法律、原料や市場への近接

ばならない。

性、友愛的で経済効率の良い累進課税政策、

それには経済的に限定すれば、重要なの

所得（それ故に、市場）拡大産業の存在、他

は離陸であるが、むしろさらに重要なのは

にも挙げることができようが、こうした要

近代化である。近代化の中には経済の近代

素はすべて、産業革命がヨーロッパに拡大

化、つまり工業化があり、それには技術と経

する速度の決定因子である。」（『世界経済

済発展が中心となる。しかし、この点につい

史』、111 ページ）
。

て、ヒューズは次のように指摘している。ち

表1

近代化の分野別概念と主要指標

部門
部門別近代化の概念
具体的な代理指標
① 技 術 近代資本主義システムの確立、産業 産業構造の高度化（工業化・サービス化）、
と経済
主義の形成、近代科学技術
GDP, 一人当たり GDP、技術革新率、労働生
産性、全要素生産性（TFP）、ジニ係数、都市
と農村の所得格差、貧困率
②政治
近代主権国家の成立、近代官僚制度 民主化度、政治的自由度、報道の自由度、国
と近代民主主義の形成、議会制民主 民の政治参加、国会議員に占める女性の割
主義制度
合、自由選挙
③社会
共同体の解体と近代的な核家族化、 腐敗度、様々な地域格差、男女格差、男女不
機能集団である組織や市場の形成、 平等度、女性の管理職・専門職割合、女性の
近代都市の形成、封建制度や権威主 議員比率、報道の自由度、ジニ係数、
義の一掃（個と公正の確立、身分階
層の平等化、など）
④心理・ 宗教、思想、科学などでの合理主義・ 合理性または合理的精神、初等・中等教育進
文化
科学的精神の確立（精神構造の変 学率、高等教育進学率、技術革新力、特許出
化）
願（ないし取得）件数
⑤総合
全部門に関連
近代的法制度、HDI（人間開発指数）、幸福度
注：ここで「近代」とか「近代的」と言う名がつくのはすべて、西欧社会が近代以後生み出
した概念を示している。
資料：富永健一『近代化の理論』、講談社学術文庫、1995 年、ほか、各種資料から筆者作成。
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もちろん、こうした決定因子が作用する

命と産業革命の 2 つが「いずれも西欧世界

までには、封建制度の完全な変革が必要で

の人々に、これまでに考えられなかったほ

あり、それまでには、国による相違は言うま

どの規模で、しかもより遠く、より長時間に

でもなく、様々な紆余曲折と何十年もの時

わたって、人間と物質を動員する力を与え

間を要したことは言うまでもない。またヒ

た、と。ここで民主革命の源泉は言うまでも

ューズは「ヨーロッパ人の生活から、中世的

なくフランス革命に求められるが、それ以

秩序の中心となった経済的基盤を取り払う

前に「政府が持つ正当な権力は、被統治者の

ために、1789 年以来、４分の三世紀をいう

同意に基づき、他の何ものにも依拠しない

期間が必要であった。…ヨーロッパの工業

とする原則、すなわち民主主義の概念が

化にとって、極めて重要なのは、まさしくこ

1776 年にアメリカの反逆者によってイギ

の点、すなわち、農奴―領主関係の絆から，

リスの国王ジョージ 3 世に対して発せられ、

大半のヨーロッパ人を最終的に開放したこ

その具体的な表れがフランス革命となって

とにある。封建的土地関係は、すべての生活

現れた。1789 年の革命によって直ちに民主

慣習の基礎となっていた。農奴制が消滅し

主義が成立したわけではないが、1799 年に

た時、新しい社会構成が形成されなければ

ナポレオンがクーデタで権力を掌握し、契

ならず、イギリス資本主義社会のいたる所

約の自由、民事婚と離婚の自由、法の前での

でみられる商業主義が、その基本的モデル

平等などを定めたナポレオン法典を定めて

となった「『世界経済史』、117 ページ）、と

以後、法律改革の規範となった（
『世界史』
、

指摘している。

221~222 ページ）。ナポレオンが支配する地

当初は産業革命との直接的関連性はなく、

域の拡大に連れて、その支配下地域へのナ

むしろ産業革命を遅らせる原因となったと

ポレオンの影雇は拡大していった結果、民

すら考えられるフランス革命も、長期的に

主革命が全ヨーロッパに広がった。主たる

見れば、結果としてヨーロッパの近代化を

ヨーロッパ諸国の生活を支配する中世的秩

促進し、長期発展の原動力になったとも言

序の中心的基盤をなしていたのは農奴制で

えよう。この点について、歴史家のウイリア

あり、それを消滅させることで、産業革命に

ム・H・マクニールは次のように指摘してい

よる工業化に必要な労働移動や都市化、市

る（William H. McNille, A World History,

場経済の支配などの諸条件が実現すること

1967, 増 田 義 郎 ‣ 佐 々 木 昭 夫 訳 『 世 界史

になる。中世ヨーロッパでは封建的土地関

（下）』、中公文庫、2001 年、206 ページ、

係がすべての生活慣習の基礎となっていた

以下『世界史』
）。西欧型社会がその領域を拡

ため、それが消滅することで新たな社会構

大し続けていくのを支え、同時にそれを促

成の形成が必要であった。そこで上述のよ

進したのは西欧文明の中心部で起きた革命

うに、ナポレオンがヨーロッパの産業革命

的な変化、すなわち産業革命と民主革命で

や工業化にとっても、極めて重要な役割を

ある,とした上で、次のように言う。民主革

果たしたというわけである。それは農奴―
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領主関係の絆から大半のヨーロッパ人を最

それゆえ、マクニールが指摘するように、

終的に開放する役割を果たしたことになる

政治、経済、文化と言った分類だけでは、そ

からである（『世界経済史』、117 ページ）。

れら相互の関係（ヨコの関係）は出てこない

このように、西欧社会は産業革命ないし

ため不十分となる。要するに、主として 19

工業化と民主革命と言う、近代化の中心的

世紀以後の西欧の近代化過程では、それ以

な側面が完成するには、長い時間と様々な

前のさまざまな要因が相互に関連すること

要因が関連したと言うことであろう。その

で、経済の発展過程が生じて豊かさが先行

点については、マクニールの次の指摘が的

し、それに基づき、衛生、健康、快適さの水

を射ている。すなわち、旧体制からブルジョ

準を引き上げ、公正や平等、自由が拡大し、

ア体制への西欧文明の移行（これが一般に

それに伴った法制度や意識改革も伴う過程

近代化）を分析する場合、社会学では、経済

を生み出したのであり、それがまた経済発

面、政治面、知的文化面、の 3 つ（社会学

展を促進する要素ともなった。要するに、古

ではこれに狭義の社会面を加える。表 1 を

い西欧世界が近代社会へと変貌を遂げるに

参照）に分ける方法は便利だが、それはタテ

は、どれか 1 つの側面だけを改革するだけ

の関係を説明するものではあっても、ヨコ

では不十分であった。ヨコの関係という一

の関係をあいまいにするものであり、不完

面的な関係というより、むしろ両者が混在

全だと言う。現実はそれほど単純ではない。

する、ダイナミックな循環的で累積的な因

たとえば、産業革命により大量の富の剰余

果過程であったと言うべきであろう。これ

が生み出され、多くの人がより多くの時間

をいま、
「タテの近代化とヨコの近代化の

を知的、芸術的探求に費やすことができる

相互依存関係（ないし循環的・累積的因果

に至った。さらに、民主革命により封建的身

関係）」と呼ぶことにしたい。これこそが西

分制度が消滅し、各身分間にあった障壁が

欧社会の近代化と非西欧社会の近代化を分

取り払われたことで、才能さえあれば実業、

ける決定的な相違点である、と筆者は考え

政治、芸術の分野の仕事に就くことができ

る。

るようになった。こうして、政治、経済、文

上では、やや詳細に西欧社会の近代化過

化の変化は相互に複雑かつ緊密に入り組ん

程―マクニールの言葉を借りれば、産業革

で、西欧世界が体験した 3 つの様相がすべ

命と民主革命―について考察した。ややし

て 1 つになって全体を構成する（『世界史』、

つこいくらい、西欧社会の近代化の形成過

207~208 ページ）、と言う。要するに、結果

程にこだわったのは、西欧社会と非西欧社

的にはそれぞれの分野の近代化が独立に発

会との大きく、かつ決定的な相違点を明確

展したように見えたとしても、その歴史的

にするためである。それでは非西欧社会は

過程では相互に緊密に関連しながら、相互

これらの西欧社会の経験をどう受け止め、

依存と相互関連を持ちながら発展したこと

そこから何を学べばいいのであろうか。

は言うまでもない。
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３．西欧社会の経済発展と科学技術

む際、重要なのは経済発展を支え、かつ促進

（１）西欧の発展と非西欧社会の発展パ

する非経済的側面との、ヨコの関係の重要

ターン

性である。つまり、離陸とそれ以後の経済発

上で、西欧の近代社会がそれ以前の社会

展には政治・社会・文化が経済発展を支え、

とで決定的に異なることを見た。これに対

促進するような形で発展することが不可欠

し、非西欧の伝統的社会は農業、漁業、狩猟

なのである。

などが中心の社会であり、そこでは循環の

この点が非西欧社会を論じる場合に極め

思想が中心であって、発展の思想は生まれ

て重要な点である。キリスト教に１つの淵

なかった。その伝統的な社会は放置してお

源を持つ発展の思想は西欧社会においても

けば、繰り返すことが理想の目的であり、ロ

中世以後、徐々に生まれたものであり、非西

ストウは端的に、
「ニュートン以前の科学と

欧社会はその西欧思想の影響によってはじ

技術とに基礎をおくとともに、外的世界に

めて発展の意味を知ったと言えよう。それ

対するニュートン以前的な態度に基礎をお

ゆえ、発展の思想はイギリス産業革命が世

いた。
・・・ここでニュートンと言う言葉を

界に波及するにつれて、世界に拡大してい

用いたのは、外的世界にいくつかの認識可

き、アジアで最初にその影響を受け、発展へ

能な法則にしたがうものであり、かつ生産

の動きを開始したのは日本である。明治維

のためにそれを操ることが体系的に可能で

新はその具体的な現れでもある。

ある、ということを人が広く信じるにいた

しかし、発展パターンは同じく工業化が

ったあの歴史上の分水嶺を象徴するため」

早期に波及した国の中でも、日本の方式は

だと述べている（『段階論』、7 ページ）。ロ

西欧社会とは極めて異質であったがゆえに、

ストウが指摘するように、伝統的社会は生

当初は単なる波及と言うより、
「西欧工業化

産に上限があったとはいえ、静止的ではな

モデル」の模倣ないし移植と言う方が正確

いし、産出量も増加した。しかし、伝統的社

であろう。それは日本では、しばしば「キャ

会の多くは農業中心の社会であり、生産性

ッチアップ型工業化」と言う言葉で表現さ

の上昇は限られていた。こうした状況を打

れるが、模倣と言う観点から見れば、その表

ち破ったのが近代的な科学技術であり、そ

現は不適切といえよう。なぜなら、キャッチ

れと同時に重要なのは「伝統的社会以後の

アップと言うのは先を走る西欧諸国の経済、

社会、つまり伝統的社会のもつ主要な特質

例えば西欧諸国の一人当たり GDP が平均

のそれぞれ―すなわち経済はもとより政

1,000 ドルで、日本が 300 ドルだとすれば、

治・社会構造それから（ある程度は）価値観

日本のそれが 1,000 ドル近くに達すること

といったものーが経済の規則的成長を可能

が、西欧諸国に追いついたことになる。だ

にするような形に変えられた社会である」

が、それでは単に量的・経済的に追いついた

（『段階論』、9 ページ）。ここでロストウが

にすぎず、一時的な現象に過ぎない。つまり

言いたいのは、伝統的社会から離陸へと進

日本が西欧社会に追いつくとすれば、後は
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西欧社会と同一の改革やイノベーションを

など）が少なくなかったことである。そのこ

自力で実現できる力を持つことを意味する

とは換言すれば、社会全体に科学的精神が

はずである。それには質的・非経済的キャッ

浸透していたことを意味するともいえよう。

チアップが必要となる。それができなけれ

非西欧社会にこうした動きを期待するわ

ば、半永久的に模倣し続けるほかはなく、キ

けにはいかない。そうだとすると、非西欧社

ャッチアップしたことにはならない。欧米

会が経済発展するには、いわば第一義的に

の人たちが専門家も含めて、今なお、日本は

は「西欧工業化モデル」を所与とみなし、そ

欧米のまねしているにすぎない、と考えて

れを受容し、伝統的な社会に受容・移植し、

いる人が多いと聞く。彼らの発想はフラン

機能しやすいように改良する以外に方法は

スの社会学者ガブリエル・タルドが指摘し

ない。それが可能な条件を受容能力あるい

たように、学習、模倣の段階から独創の段階

は社会的能力と言うなら、社会的能力はそ

に進むことができるかどうかが極めて重要

の社会が伝統的に有するか、改良すること

であるが、それにはやはり科学的・合理的精

でさらに高めることができる、需要側の要

神をいかに獲得するかが重要なのであろう。

因である。そこで、非西欧社会が全く異質の

しかし、それが容易でないことは誰もが認

西欧科学技術文明、中でも工業化を実現す

識している。問題はどれだけその努力をす

るには、
「西欧工業化モデル」を供給要因と

るか、が重要である。

し、それと需要要因との均衡を実現するこ

例えば、イギリス産業革命に初期の科学

とが必要となる(これを筆者は「工業化の需

技術に関する、フォーブスの言葉は極めて

給理論」と呼んで、定式化した。
『日本型モ

重要な意味を持つ。
「この時期を特徴づける

デル』、
『アジア経済発展論』
、などを参照)。

大きな事件は鉄冶金の進歩、蒸気機関の進

アジア諸国の近代化への動きを見ると、比

化、木材にかわる石炭の全般的使用、工業化

較的早期に工業化に成功した日本は外部か

学の交流、および機械工場の確立である。こ

らの優れた文明を受容する経験や能力に長

れらのことは食糧・燃料・鉄・糸・輸送の供

けていることが有利に働いたと考えられる。

給不足に原因する障害を除くことに役立っ

日本社会の特性は 6~7 世紀に示した、中国

た。これらの事件は、フランシス・ベーコン

文明の受容に見られるように、先進文明を

からアイザック・ニュートンまでの間の世

受容し、それを改良する能力に長けている

代に属した科学者たちから与えられた科学

ことや、先進文明の受容に積極的な態度や

思想の背景なしには起こりえなかった」

経験を持つことであろう。

（『技術の歴史』182 ページ）。ここで一言付

（２）西欧の経済発展は連続的か断絶的

言すれば、イギリスなど西欧社会の科学者

か : その判断基準は何か

は決して今日で言う科学者ではなくとも、

すでにみたように、経済発展ないし近代

市井の科学に関心を持つ人々（例えば政治

化の過程は連続的と見るか、断絶的と見る

家、軍人、商人、中には画家、素人の発明家、

か、2 つの見方がある。その場合、何をもっ
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て連続的と見るのか、断絶的と見るかの判

術は少なくない。それらの技術革新の過程

断基準は明確ではない。このため、どちらと

をみると、ほとんどの技術がその淵源は遠

も考えられるが、上で見たようにヒューズ

く古代ギリシャをはじめ中国やアラビアに

は両者を明確に区別する基準を示していな

求めることができる。むろん、それが古代か

い。そこで、筆者は、その１つの判断基準と

ら順序立てて現在の科学技術にまで発展し

して、連続的か断絶的かを分けるのは、それ

て来たなどとは言えない、しかし、少なくと

が内部要因に原因があるのか、それとも外

も古代の記述の中に技術思想の萌芽がみら

部要因に原因があるのか、という基準を提

れるかどうかで判断することも、現在の科

起し、それをもって判断すべきだと考える。

学技術の歴史を考える場合、無意味なこと

その場合も、ある程度曖昧さが残るのは、と

ではない。究極的な問題は、その技術が近代

りわけ西欧社会ではどれを内部要因と見る

科学技術へと発展したかどうかが重要であ

か、どれを外部要因と考えるか、の判断に難

ろう。

しさが残るからである。また外部要因と言

そこで、そうした観点から見て適切な事

う場合、何をもって外部要因と判断するか

例を 1 つ取り上げてみてみよう。それは多

も重要であろう。たとえば、断絶的要素は外

くの技術の中で、産業革命の中核を担い、そ

部から入ってきた外部要因であると言う場

の後の経済発展に決定的に重要な役割を果

合、外部要因は国外に起源をもつ要因と、た

たし続けてきた技術として、動力革命にか

とえば経済面から見た場合、国内の非経済

かわる発明があり、蒸気機関はその代表的

要因にその原因を求めるか、などが考えら

なものである。蒸気機関は、紡織機や鉄鋼な

れる。特に、科学技術は当初は非経済面から

どの技術などと並んで、技術革新の中核を

現れたが、やがて経済内部から生み出され

担ってきた技術であり、当時の社会が抱え

るに至ったと考えることもできよう。その

るさまざまな障害を取り除く上で、重要な

場合にも、その技術革新の起源はどこに求

役割を果たした。ここで蒸気機関の重要性

めるべきかと考えた時、それを確定するこ

について説明する必要はないと思うので、

とは困難なほど遠い過去にさかのぼる必要

有名な科学史家の次の意見を紹介しておこ

性があるかもしれない。

う。
「蒸気機関、コークス、鉄、および鋼は

その点を考える典型的な事例は技術革新

産業革命と呼ばれる技術の加速に寄与した

である。技術革新をどう扱うかについては、

四つの基本的要因である」（『科学と技術』、

それが外部要因かそれとも内部要因か、に

302 ページ）.蒸気機関の歴史は、古くは古

ついて 2 つの見方がありうる。今日ではそ

代アレキサンドリアにまでさかのぼりうる。

のいずれか 1 つと言うより、両者が混在す

その後も、中国やモンゴルでもそれに関連

る場合もありうる。ここでは産業革命の初

する技術は見られた。そこで、やや長くなる

期から重要な役割を果たし、現代にいたる

が、いま蒸気機関に注目することで、西欧の

も極めて重要な役割を果たし続けている技

経済発展の連続性について考えてみたい。
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蒸気機関についてはわれわれにとってや

関とかピストン・エンジンなどともいわれ

や専門外に関わるため、初歩的な知識を得

るもので、燃料を燃焼することで熱エネル

ることから始めよう（詳しくは、技術史や科

ギーを作動流体（例えば水蒸気とか燃焼ガ

学史に関する、さまざまな文献が存在する。

スなど)の圧力として往復運動に転換し、回

1 つ だ け 上 げ れ ば 、 Lindsay ed., The

転運動の力学的エネルギーとして取り出す

History of Science , 1951,菅井準一訳『近代

原動機である。それは燃焼エネルギーをそ

科学の歩み』、岩波新書、1956 年。ほかにも

のまま回転運動として利用するタービン・

多数あるので、詳しくはそれらにお任せす

エンジンなどと対置される概念であり、20

るとして、ここでは本稿の観点に照らして、

世紀前半まで、主として蒸気船や蒸気機関

必要最低限の入門的知識を学ぶことから始

車など、乗り物の動力源として利用された。

めたい）。蒸気機関は産業革命に決定的な影

ところで、外燃機関と内燃機関はどう違

響を与え、ジェームズ・ワットの名前ととも

うのであろうか。それはシリンダー内部の

に広く知られている。しかし、原動機の一種

作動の加熱方法によって外燃機関と内燃機

である蒸気機関の歴史は極めて長く、それ

関に分類される。外燃機関は機関内部の気

がワットの発明品ではないこと（実際は、リ

体を機関外部の熱源で加熱したり、冷却す

チャード・トレビシックが発明）は多くの専

ることを通じて膨張・収縮することを通じ

門家がすでに指摘するところである。そこ

て、熱エネルギーを運動エネルギーに変換

で、蒸気機関の発展過程を通じて、歴史の連

するものである。蒸気機関などの外燃機関

続性を確認するために、若干の蒸気機関に

では、機関外部の熱源（燃料の燃焼など）に

関する初歩的な知識をまず見ておこう。

より、燃焼ガスとは別の作動流体（水など）

蒸気機関にはレシプロ型とタービン型が

に熱エネルギーを与え、機関により動力を

あり、前者は蒸気をシリンダーに導き、それ

得る。熱エネルギーから運動エネルギーに

によってピストンを動かし、往復運動を引

変換する過程で作用するものが動作気体と

き起こすことで動力を引き出す原動機であ

か作動流体と呼ばれる。たとえば水を沸か

る。これに対し後者は蒸気を使って羽根車

し、その蒸気を利用してタービンを回すこ

を回転させる方式である。レシプロエンジ

とで動力を得るため、蒸気タービンでは蒸

ンは自動車、船舶、20 世紀前半までの航空

気が蒸気機関での作動流体となる。蒸気機

機，電化以前の鉄道車両などの乗り物の動

関車や蒸気船はこの方法を使用した。産業

力源として利用されてきた。シリンダーの

革命の原動力となった機関は外燃機関であ

内部の作動流体の加熱方法の相違で、外燃

り、そこでは石炭や重油、天然ガスなどの化

機関のレシプロエンジンと内燃機関のレシ

石燃料が使われた。その後も、原子炉を使っ

プロエンジンに分類される。

た原子力機関もこの方式である。しかし、こ

そこで、まず外燃機関のレシプロ型エン

の方式は小規模化や軽量化が困難なことか

ジンに注目するとしよう。これは往復動機

ら、輸送機械に不向きだとして内燃機関に
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取って代わられたが、現在も一部(たとえば、

ロンは技術史家のフォーブスが機械技術の

火力発電や原子力発電など)で使用されて

天才と呼んだ人物であり、様々な発明の中

いる。

の 1 つとして気力球と呼ばれる器具を発明

これに対し、内燃機関は石油とかアルコ

した。それが車の羽を蒸気の噴流によって

ールなどの燃料をシリンダー内で燃焼させ、

回転させる、一種の原始的蒸気タービンの

燃焼ガスを直接作動流体として用い、その

発明であった（『技術の歴史』、66 ページ）
。

熱エネルギーで動力を得る原動機である。

それ以後もさまざまな人物が蒸気を使った

外燃機関が大型で重量の大きな機関に適し

エンジンを研究した。その一人にフランス

ているのに対し、内燃機関は小型化や軽量

人のドニ・パパン（ユグノー教徒で医師、

化を可能することから、近年では外燃機関

1675 年、宗教上の理由でパリからロンドン

に取って代わるケースが多い。これには容

に移住）がいる。彼は 1687 年に一種の蒸気

積型のピストン・エンジンやロータリー・エ

機関を設計した。パパンは完全に密封され

ンジン、速度型のガスタービン・エンジンと

た容器の中で湯を沸かすと言う研究に取り

かジェット・エンジンなどがあり、いずれも

組み、蒸気圧と水の温度が一緒に上昇する

燃焼形態に相違はあるものの、燃焼熱によ

ことを発見し、またパパンは彼が発明した

って高圧となった燃焼ガスを作動流体とし

「パパンの鍋」と呼ばれる鍋を使って高温

て使用すると言う点で共通している。

で食物を料理すれば、骨なども柔らかくな

これを見ると、蒸気機関がいまや、過去に

るとして圧力鍋（1680 年）を発明した。彼

も増してあらゆる生産・消費活動に重要な

は 1684 年にはロンドンを去り、教職につい

役割を果たしていることが一目瞭然となる。

たが、1690 年には真空を作り出し、大気圧
で機関を動かす簡単な方法を発明した。ま

４．科学技術の歴史的連続性

た彼は、蒸気が液化することで気圧が減少

（１）科学技術と蒸気機関の歴史

する現象を利用して蒸気圧を動力源として

そこで、こうした蒸気機関に関する初歩

利用することを考えた（Kurt Mendelssohn,

的知識に基づいて、蒸気機関がどのような

Science and Western Domination, 1976,

過程を経て発展してきたか、その間にいか

常石敬一訳『科学と西洋の世界制覇』、1980

なる意味や役割を担ってきたか、などに留

年、160 ページ、以下『科学と世界制覇』）
。

意しながら、その発展過程を簡単に見てみ

彼の研究は実験と自然科学の理論に基づい

よう。

て行われたが、パパンの研究は実験には成

蒸気機関に関連して、歴史に残っている

功したが、実用化されることはなかった。パ

記録の中で最も古いものに、古代アレキサ

パンに次いで、セーヴァリやニューコメン

ンドリアの工学者で数学者でもあったヘロ

が、1690 年にパパンが発表していた蒸気に

ンの蒸気機関がある。これはレシプロ式で

より真空を作るという原理を使用した研究

はなく、蒸気タービンの概念に含まれる。ヘ

を行った。
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イギリスの発明家トーマス・セーヴァリ

の機関やセーヴァリの機関とは別に、鉱山

（あるいはサヴァリ）がパパンの真空エン

の排水用に別の蒸気機関を制作し、1712 年

ジンと同じ原理に基づいて、
「セーヴァリ機

に実用化された。これは蒸気に冷水を吹き

関」と呼ばれる機関を開発した。これはシリ

込んで冷却し、蒸気が水に戻るとき発生す

ンダーを 2 つ並べて加熱と冷却を行う方法

る負圧、すなわち真空減圧でピストンを吸

である。ニューコメンの研究はシリンダー

引すると言う方式である。しかし、彼の機関

内に冷水を注入することで、蒸気の液化を

は特許が得られなかったが、彼の蒸気機関

促進すると言うものである。これらはいず

はパパンやセーヴァリの蒸気機関をさらに

れも、万能とは言えなかった。

発展させるものであったため、彼は工業へ

今日の蒸気機関の歴史過程を考える場合、

の応用を促す会社を設立した。当時、蒸気圧

重要なのは実用的な蒸気機関の開発であり、

を使用するにはどうすればいいかというア

それは 18 世紀から 19 世紀にかけての、さ

イデアはいくつかあったが、圧力に耐えら

まざまな動力源に関する動きであった。18

れるだけの蒸気釜はつくれなかった。商用

世紀当時、オランダで重要な動力源として

化できたのはニューコメンの真空減圧方式

利用されていた水車や風車に関してもさま

の蒸気機関だけだったため、この会社はや

ざまな人がより高い能率を持つものへとつ

がて成功をおさめ、炭鉱の排水に利用され

ながる研究を行っていたが、それは工業へ

るようになった。ところが、この蒸気機関も

の応用と言うより、病気の原因が建物の中

冷水で冷却するとき、シリンダーも冷却す

の空気の汚染から生じるとして、汚染を取

るため、燃料効率は悪く、掘り出した石炭の

り除くためにより効率的な風車が必要とさ

3 分の 1 程度がこの揚水ポンプに消費され

れたことからであった（『技術の歴史』、184

たと言われる。

ページ）。
この時期に蒸気機関が注目され、最初に

（２）動力革命の先駆者：ワットの生
い立ちと背景

実用的な蒸気機関を開発したのは、1705 年

この点に注目して新方式の蒸気機関を開

のトーマス・ニューコメンとジョン・コート

発したのが、アマチュア発明家のジェーム

リーが組み立てた蒸気機関である。彼らは

ズ・ワットである。ワットが果たした役割は

シリンダー内の蒸気を凝縮させて、ピスト

いくら強調してもしすぎることはいないで

ンの下向工程を促進する、セーヴァリの原

あろう。ワットの発明を考える上でも、ある

理を採用した。だが、ニューコメンらの機関

いは発明家と科学の関係を見る上でも、1 つ

の特徴は一組の巧妙な弁が設けられており、

のいい事例を占めすものと考えるので、簡

それによりシリンダー内への蒸気の流入、

単に彼の生い立ちから見てみよう（以下は

蒸気の凝縮のための冷水の噴射、シリンダ

主として、J.ジェークス・Ｒ．スティラーマ

ーから蒸気の輩出ができるようになった。

ン、星野哲郎、他訳『発明の源泉』、岩波書

ニューコメンは有望視されていた、パパン

店、1968 年、第三章、以下『発明の源泉』
、
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および、三好信浩『明治のエンジニア教育

はまだ学生のロビソンと友人になり、彼ら

日本とイギリスのちがい』、中公新書、1983

はワットの蒸気機関に関する発明に大きな

年、以下『エンジニア教育』
）。彼は 1736 年

影響を与えた。ロビソンは蒸気力を使って

スコットランドのグラスゴーに近い港町で

歯車を回すと言うヒントを与えることで、

生まれた（後に出合うアダム・スミスは同じ

後にワットが蒸気機関を研究するうえで大

くスコットランドで 1723 年生まれた）。父

きなきっかけを作った。また若いブラック

は船具商だが自分で船や航海器具を作って

教授は熱の水性や量に関する知識を与えた。

いた。彼の祖父には数学と航海術の教師を

さらに、ワットの蒸気感の発明に関連する

し、後に町の治安物判事になった人物がい

のは、自然哲学教授のアンダーソンで、彼は

る。ワットは田舎の中学を卒業したが、そこ

ニューコメン機関の修理をワットに依頼し、

で数学の才能を発揮した。卒業後しばらく

ワットはその後この修理に没頭し、1765 年、

父の工場で働いたのち、数学の機器の製造

蒸気機関の歴史を一転させることになる、

者になろうと決意した。彼の周りには航海

シリンダーと凝縮器の分離を着想し、歴史

機具の羅針盤や望遠鏡などがあり、金工や

的発明につながった。この時のことを S・ス

木工もあり、13 歳ころからそれらを使って

マイルズはこう述べている「ニューコメン

工作をはじめた。彼は定職を得ようとグラ

の蒸気機関はグラスゴー大学に保管されて

スゴーに行き、数学機械の製造化を目指し

いたが、その修理を依頼されたのがワット

た。グラスゴーには母方の親戚でグラスゴ

であった。彼は、この偶然のめぐりあわせに

ー大学のラテン語教師をしていたミュアヘ

千載一遇のチャンスとばかり飛びつき、一

ッドがおり、そこで、科学と接触する機会が

生をかけてより高性能の蒸気機関を完成さ

生まれた。ミュアヘッドはグラスゴー大学

せた」、と（S・スマイルズ、武内均『自助

の教授たちを紹介し、その一人の自然哲学

論―人生は自分の手でしか開けない！』三

者ディックの勧めでロンドンに出たが、徒

笠書房、2002 年、62 ページ）。こうして機

弟になるには年が行き過ぎていたため、1 年

械職人であったワットが偶然知り合ったグ

でグラスゴーに戻った。また徒弟期間も未

ラスゴー大学の科学者と知り合うことで、

完了だったことなどから、職人ギルドに入

蒸気機関のエンジニアへと変貌を遂げてい

れず、開業ができなかった。その時、アダ

った。

ム・スミスらのお蔭で、大学構内に作業場を

ワットの研究の成功は科学者との出会い

開くことになり、活字鋳造や印刷などの作

だけではない、多くの幸運にも恵まれた。た

業場もできた。ワットはそれらを利用し、注

とえば、過去の科学者が築いた基盤、交流の

文に応じて機械の政策や修理、などするこ

あった多くの専門家との議論、金銭的援助

とになった。ワットの作業場には教師や学

を惜しまなかった企業心の強い企業家、熟

生が集まって討論したり、意見交換をした

練した職人・エンジニア、などである（『技

りした。やがて、化学の教授ブラックと当時

術の歴史』、188~189 ページ）。特に、ワッ
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トに大きな支援と影響を与えた人物として、

これは彼が当時、上述のようにグラスゴー

2 人の企業家の存在を上げる必要があろう。

大学のジョン・ロビソンやジョセフ・ブラッ

その一人は、スコットランドの医師ジョン・

クと交流があったことから、物理学の知識

ローバックと出会ったことである。彼はイ

がなかったワットは彼らから知識を得、関

ングランドで生まれたが、エジンバラ大学

心をそそられた。その結果、主として、物理

を出て、オランダに留学した後、製鉄所を作

学の諸原理を蒸気の発生と消費に適用する

り、医業の傍ら、化学を研究し、硫酸の製造

ことで、ワットは新方式の蒸気機関の開発

法や鉄鉱石製錬法などを改良した。彼は一

に成功した。当時、熱の研究は理論的論議の

流の技術者を雇用し、特に機械技師のスミ

段階から温度と熱量の測定に向かっており、

ートンは優秀な数学機械の製作者で知られ、

当時の多くの学者は熱が物質の条件であり、

ワットは心から尊敬していた。そうした環

すべての物質を構成する微粒子ないし分子

境下で、ワットは蒸気の研究に熱中した。と

の運動に起因するエネルギーの一形態とみ

ころが、ローバックの会社が突然破産に見

なしていた。ワットを蒸気機関の改良に導

舞われた。もう一人は、そのとき、ワットを

いたのは熱の水性と量に関して、ロビソン

雇用し、資金の不安を取り除き、弁やピスト

やブラックと熱心に討論したおかげだった。

ンなどの精密部品を生産し、高い技術力を

ワットの改良の中で最高に重要なのは

提供する、600 人もの有能な従業員を雇用

1765 年に完成した分離凝縮器である。これ

するソホー製作所をバーミンガムで経営し

はニューコメンの機関がシリンダーに冷水

ていたボールトンである。熟練した職人（エ

を注入する際、膨大な蒸気を消費するが、ワ

ンジニアなど）との出会い、などである。特

ットの機関は工程が終了するごとに冷却し

に、イギリスでは蒸気機関の発明以後、エン

ないで、絶縁して熱く保持すれば蒸気を浪

ジニアが活躍する機会が急速に増えたが、

費しないで済むとの考えに基づくものであ

エンジンを制作したり、操作する人をエン

った。それを可能にするのが蒸気の凝縮を

ジニアと呼び、さらに機械力を駆使する工

「凝縮器」、すなわちシリンダーから分離し

業諸分野に従事する技術者を広くエンジニ

た 1 つの密閉室の中で行うことができると

アの名で呼ぶようになったと言われる（『エ

いうものである。そうすることで、凝縮器が

ンジニア教育』、52 ページ）。

冷却されても、熱いまま維持され、両者の中

（３）ワットと蒸気機関

の蒸気圧は常に一定に維持される（『技術の

彼は 1765 年に 1 台の蒸気機関を発明し

歴史』、187~188 ページ）。

た。それは蒸気をシリンダー内で液化する

1769 年、復水器で蒸気を冷却してシリン

代わりに、別の復水器に通すというもので

ダーが高温に維持されることとなり、効率

ある。これによって大きく効率が高まった。

が高まった。ワットは 1774 年、バーミンガ

ニューコメン機関に比べて石炭消費量が 3

ムに移住した後、1781 年にピストンの片側

分の 1 になるという画期的なものであった。

だけに蒸気を挿入する単動型の機関である、
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最初の大型蒸気機関を制作した。これは大

なおさず、技術革新の歴史的連続性を表す

気によってピストンを押し下げる代わりに、

ものであり、それはまた西欧社会の発展の

蒸気圧をピストンの上下双方に働かせ、こ

連続性をも表すことになろう。たとえば、

の往復運動の装置で蒸気の単独の動力因と

13 世紀、内燃機関の一種であるロケット・

なり、それが最初の真の「蒸気機関」となっ

エンジンが中国やモンゴル、アラブなどで

た。また、蒸気機関はやがて高圧機関や蒸気

使われていたと言われるのに、現在のロケ

タービンへと発展していった（『科学と世界

ット・エンジンにつながらなかった。その理

制覇』、163 ページ」。

由を考えれば、科学との関連の重要性を指

ワットの蒸気機関はニューコメン機関よ

摘せざるをえない。また技術の歴史的過程

りはるかに効率的なもので、間もなく鉱山、

を見れば、古代の技術やアイデアが科学の

製塩所、醸造所、蒸留酒製造所で水汲作業に

発展とともに飛躍的な発展を遂げた技術が

使用され、成功をおさめた。それは単独の動

少なくないことが明瞭となる。そう考えれ

力因として、最初の真の蒸気機関となった。

ば、アジアで生まれた技術が十分発展して、

それはその後、高圧機関や蒸気タービンへ

現代科学技術へとつながらなかったことは

と発展していった。蒸気機関が今日のわれ

西欧社会における科学の誕生と言う決定的

われの世界に果たす貢献は具体的に指摘す

な事実と無関係ではないと同時に、そこに

るまでもなく、それは計り知れない。

はいかなる連続性があるのか、再度考察す

（４）蒸気機関研究の歴史的連続性

る必要があるのかもしれない。

この過程で蒸気機関の発展に大きな貢献

こうしてジェームズ・ワットに至る蒸気

を果たした、セーヴァリ、ニューコメンおよ

機関も、その後はさらに飛躍的に発展し、そ

びワットの 3 人の偉大な功績は、自然哲学

の利用範囲も拡大した。その結果、蒸気のさ

者（つまり科学者）の考えを実行に移したこ

まざまな分野への応用が産業革命を飛躍的

とであり、その仕事は新技術の開発、新しい

に推し進めることになったが、とりわけ綿

材料の使用、全過程を通じて大きな決断を

工業への応用は決定的であった。最初に、蒸

したことに基づくものであった、という意

気機関が綿紡績に応用されたのは 1785 年

見は、技術の発展過程における西欧の優位

のことであり、その後次第に水力を駆逐し

性を示す典型的な事例と言えよう（『科学と

始め、1802 年にはイングランドの工業地帯

世界制覇』、167 ページ）
。

で水力や風力に取って代わりつつあった。

ここでは蒸気機関について考えてみた。

蒸気機関は水力に依存する場合に起きる経

多くの重要な技術革新がその源泉をたどれ

営的不利を克服し、水力に依存すれば水が

ば、遠い過去にさかのぼるが、17~18 世紀

豊富な谷間に工場建設の必要があるのに、

以後の飛躍的発展の過程を見れば、科学的

蒸気に依存すればはるかに広い地域に建設

論理に基づいて確実かつ漸次的に発展して

の自由が与えられ、国内市場や海外市場へ

来たことが理解される。そのことはとりも

のアクセスも便利になり、労働者の調達も
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楽になるなど、生産者にとっては多くのメ

ストックトン・ダーリントン間の鉄道開通

リットが得られ、蒸気機関は手工業から工

に彼の開発したロコモーション号が、1830

場制度への転換を果たし、産業革命の要と

年のマンチェスター・リヴァプール間の鉄

なる工場制度の発展に大きく貢献するとこ

道開通運転ではロケット号が運転された。

ろとなった。

これ以後、蒸気機関は実用化され、各地に鉄

ところで、蒸気機関車の発明がワットで

道が建設されていった。

はなくリチャード・トレビシックであるこ

船では、世界で最初の実用的な蒸気船を

とはよく知られているが、ワットの発明が

作成したのは 1783 年のクロード・フランソ

偉大であることに変わりはない。トレビシ

ワ・ドロテ・ジュフロワ・ダバンなる人物で

ックは 1801 年、高圧蒸気で動かす改良型の

あるが、その後、さまざまな人が蒸気船の特

車を公開した。蒸気機関はその後多くの分

許を取得している。しかし、その後は、なか

野に適用され、さまざまな形で実験や改良

なか実用的な蒸気船は成功しなかったが、

がおこなわれた。1804 年にはまずレール上

ついに、1807 年、アメリカ人のフルトン（画

で蒸気機関車が最初に試みられた。それは

家、技術者で発明家）が、実用的な蒸気船

タインサイド炭鉱から川へ石炭を運ぶため

（汽船ともいう）をつくることに成功し、

であった。1814 年、イングランドの土木技

1809 年に改良設計した特許を取得し、ビジ

術者で機械技術者のスチーブンソンも石炭

ネスとしても成功した。フルトンはニュー

輸送のための蒸気機関車を設計し、鉄道の

ヨークとオールバニ間を往路は 32 時間、帰

発展に大きく寄与した。このため、スチーブ

路は 30 時間で往復した。帆走に比べて驚く

ンソンは、
「鉄道の父」とも言われる。だが、

ほどの速度ではないが、向かい風でもあま

スチーブンソン以前にも、ブラッケットと

り変わりがないと言う点では、満足できる

ヘッドレイが機関車を制作し、使用もされ

速度である。さらにフルトンの後継者のロ

ていた。彼らの他にも、ブレンキンソップや

バート・リビングストンの徒弟のジョン・ス

マレイらがおり、彼らは相互の仕事を知り

チーブンスが蒸気船を自ら設計・建造して

合っていた。こうして蒸気機関を中心に、イ

初の蒸気船によって外洋を航海した。汽船

ギリス産業革命は主導された。特に、18 世

は蒸気機関を使ってスクリューや外輪を廻

紀に開始し、19 世紀を主導した蒸気船や蒸

して進む船舶である。それらの研究成果の

気機関車は代表的な事例である。

上に、1809 年改良設計した特許を取得し、

ここで「鉄道の父」スチーブンソンに注目

ビジネスとして成功したのがフルトンであ

すると、彼は 18 歳まで無学だったが、働き

る。その結果、イギリスの商船隊は 18 世紀

ながら夜間学校に通って読み書きや算数を

の間に倍加したが、1790~1820 年の間には

学んだ。しかし、科学知識のないスチーブン

さらに 2 倍になった。さらにこの時期まで、

ソンは試行錯誤の末、小さな穴から空気を

商戦は連合体の所有が多かったが、次第に

取り入れるランプを考案した。1825 年には、

個人所有の帆船が増えた。
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この時代には、スクリューは発明されて

用の上に成り立っている。

おらず、船の両脇に大きな水車をつけて、蒸

全米科学アカデミーは、専門家の投票に

気機関で回転させるもので、外輪船と呼ば

より、20 世紀の重要な技術開発に順位をつ

れる。蒸気による海上推進の初期の試みは

けた結果、電化、自動車、航空機、水道、電

ほとんど成功しなかったが、フルトンの蒸

子工学が上位 5 位を占めた。これを見ると、

気船ができてイングランド北部で曳船や貨

トップの電機と 5 位の電子工学が蒸気に代

物船として使用され、さらに 1821 年にはカ

わるエネルギー源に変わった結果を反映す

レー郵便船が初めて成功し、これを契機に

ることがわかる。それらを除けば、蒸気機関

ヨーロッパでもアメリカでも内陸線便や沿

がいぜん重要なエネルギー源である。確か

岸船便が多数できた。1830 年にはベルが乗

に、蒸気機関は蒸気船や蒸気機関車などの

客専用の船を建造し、蒸気船の建造が急速

移動手段として開発され、発展したが、蒸気

に発展し始めた。その後は、蒸気船は高価す

機関車などは少なくなったとはいえ、火力

ぎたため改善が必要であり、またスクリュ

発電などで現在も蒸気タービンが使われ、

ープロペラの登場や、高圧蒸気船の登場、な

重要な役割を果たしていることに変わりは

どがあって、1858 年以後、これらの面での

ない。

改良がすすみ、蒸気船は実用船としての地
位を高めていくことになる、それでも帆船
が長い間貨物船としての優位を維持してい

結語に代えて:「アジア諸国は長期停
滞を回避できるか」

た。

筆者の究極的な目的は、非西欧社会、すな

このように、蒸気機関の改良と発展は現

わち長期にわたってアジア諸国が持続的成

在も続く重要な動力源であり、いまやさま

長を実現して西欧並の先進国になることは

ざまな形をとって動力源として利用される

可能か、そのためには、いかなる条件が必要

その歴史は長く、特定個人の発明や発展で

か、などを考えることである。この点を考え

はなく、実に多くの人の手によって発展し

ようとすれば、アジア諸国が自力で産業革

てきた。この間には、上述のように、発明の

命を起こし、技術革新を実現し、さらには西

すべてが科学者によって発展してきたわけ

欧と同様の高い個の幸福度を実現しなけれ

ではない。産業革命期には多くの発明家が

ばならない。それができて初めて西欧並の

活躍したが、彼らの圧倒的多数は体系的な

先進国になったと言えるからである。しか

教育を受けず、いわばアマチュア発明家で

し、少なくとも現段階で、それを実現した非

ある。錠前の発明家プラマー、工作機械の発

西欧社会は存在しない。なぜであろうか。こ

明家モーズレー、ミュール紡績機の発明家

れが筆者の長年の課題である。そこで、それ

クロンプトン，溶鉱炉の創始者ネールソン

がなぜできないのか、どうすれば可能か、な

などはその一例に過ぎない。彼らは科学的

どを考えようとすれば、西欧の景観をそっ

知識を持っていなかったとはいえ、その応

くり模倣すると言うことではないが、まず
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西欧の近代経済成長の経験を理解し、そこ

囲内でしか実現しないと考えるからである。

から出発してみるのも 1 つの考え方ではな

それが明確になるのは、経済水準がある程

いかと思うようになった。そうした観点か

度高くなって初めて表面化するため、当初

ら、西欧の産業革命や近代経済成長、そして

は気付かない国が多いと思う。日本はその

それに関わる近代化の歴史的過程やそれら

典型である。

を生み出した源泉を見てみようというわけ
である。

つまり、筆者の見方では、近年の日本経済
の長期停滞もアジア諸国が早晩「中所得の

そこで、産業革命や近代経済成長を生み

罠」に陥るとすれば、それはほぼ共通の要因

出した中核的な要因としての技術革新に注

である非経済的側面の発展を軽視している

目し、その中で蒸気機関を取り上げてその

ことにある。西欧の経験、さらには中南米の

発展過程を考察した。こうした西欧の経験

経験を見ればほぼ確実にそう言えるのでは

からわれわれは何を学ぶべきであろうか。

ないだろうか。それは西欧と異なり、非西欧

いや、もはや学ぶ必要はないであろうか。そ

社会は経済発展を目指すだけのために西欧

れとも、果たしてアジア諸国に西欧の経験

文明を受容し、模倣するのでは、長期的に経

から，真に学ぶ能力はあるのだろうか。最近

済発展を持続できるだけの自己革新力や自

は西欧に学ぶより、日本を礼賛する書物や

己回復力を身に着けられないからである。

相変わらずハウトゥものが本屋の棚を埋め

それらの能力は経済要因から生まれるので

尽くしている。そうすることで、真に日本が

はなく、社会的・文化的な要因からしか生ま

世界から注目され、長期停滞から脱却し、ア

れない。経済ばかりか、政治や社会について

ジア諸国の目標にふたたびなれるのであれ

も、概して必要な範囲に限定して西欧を模

ば、何をかいわんや、である。多くの専門機

倣するため、タテの近代化、それも経済の近

関の予測では日本経済（GDP で）はますま

代化（工業化や産業化）にほぼ限定すること

す縮小し、やがて韓国やインドネシア、など

になり、結果的には自己革新力は生まれな

いくつかのアジア諸国に追い越されると言

い。

う。それをにわかに信じる気持ちにはなれ

しかし、上で見たように、西欧社会では近

ないが、日本経済がこのまま長期の停滞か

代化にはタテの近代化とヨコの近代化があ

ら脱却できない可能性は十分あると考える。

り、しかも両者は相互依存関係をもって循

それと同様に、アジアの多くの国もよほど

環的で累積的な因果関連性を維持しながら

の改革や努力がない限り、筆者は預言者で

発展してきた（この点は、本稿でも折に触れ

はないが、論理的帰結としてほぼ確実に「中

て言及したが、さらにその詳細な考察は稿

所得の罠」、あるいは「高所得の罠」に陥る

を改めて行う予定）。そのことを無視したた

と思う。その点は欧米社会以外のすべての

めに、中南米諸国は「中所得の罠」に陥った、

社会に当てはまるとも考える。それは経済

と筆者は考える。それと同様に、高所得国の

発展が経済以外の近代化の発展度合いの範

日本が長期停滞に陥ったのも、自力での近
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代化を回避し、ヨコの近代化、あるいはタテ

が不可欠になるであろう。つまり、筆者の見

とヨコの近代化の相互依存関係を軽視して

解では、経済優先政策を続け、社会や文化の

きた結果であると思う。たとえば、
「女性が

大胆な改革に目をつむっている限り、中国

輝く社会」とか「一億総活躍社会」などと突

も含めてアジア諸国はほぼ間違いなく「中

然言われても、その可能性が極めて低いと

所得の罠」に陥ると考えざるをえない。この

感じる人は少なくないのではないか。むろ

ことがここで見た西欧の発展過程から得ら

ん、可能性が低いからダメだと言うのでは

れる最大の教訓と言うべきであろう。

ない。可能性がある限り追求すべきである

その教訓を生かせるか否かは、アジア諸

が、それには改革すべき問題点はあまりに

国では重要な役割を果たす指導者と、それ

も多く、それらの重要な部分にさえ改革の

にこたえなければならない国民の能力と意

兆しが見えないところに問題がある。たと

思（ミュルダール的には態度と制度である

えば、男女の真の平等とか、非論理的な組織

が、同じことである）にかかっている。アジ

中心主義の改革、さらには教育改革などで

アの前途には想像に勝る、多くの挑戦が待

ある。改革の意思がないところに改革は生

っている。指導者はそのことを正しく認識

まれない。

しなければならない。それができて初めて、

それと同様、アジア諸国が持続的に発展

真にアジアの時代がやってくるはずだから

し、やがて中所得国から、西欧諸国並みの先

である。罠にはまってから考えるのでは遅

進国へと進むには多くの社会や文化の改革

すぎよう。
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