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マルサスの農工均衡発展論

I.マルサスのスミス経済学からの発展

私はさきに『農業の国際経済』 (御茶の水書房,

1975年)の第 1章において マルサスの農業保護論

の考察,再評価を行なった。それは,マルサスの

1814年 の論文『穀物法および穀物価格騰落の,わ
が国農業ならびに一般的富に及ぼす効果に関する

諸考察』 (以下略して『諸考察』とする)な らび に

1815年 の論文『外国穀物輸入制限政策に関する見

解の根拠, “諸考察"の補論』 (以下略して『見解

の根拠』とする)の二つの論文とそれをめぐるリカ

ー ドゥとの論争を基として,マルサスの農業保護

論を考察 したものであった。その農業保護論は同

時に農工均衡発展論であった。

しかしマルサスは『人口の原理』の1817年の改

訂 (第 5版)に さいして,新 らしく農工均衡発展

論の章を挿入している。それは最終の第 7版にそ

のまま継承され て お り,その版の第 3篇第 8章

「農業制度について」, 同じく第 9章「商業制度

について」および同じく第10章「農商結合制度に

ついて」の 3つ の章である。そして1814-15年 の

論文にけおる農工均衡発展論と『人口の原理』第

5版のそれとはその理論の展開が著しく異ってい

る。簡単に結論を先に述べると,14-15年 の 2論

文の場合には,農業の必要性を主として国家の安

全保障とか工業の社会的悪徳の助長とか,あ るい

は地主の社会的役割とか,専 ら政治的,社会的要

因から説明している。これに対して,『人口の原

理』第 5版では,国家の安全保障その他には全然

触れることなく,専ら経済理論ないし経済政策の

立場に徹して論じている。

玉 井 虎 雄

14-15年の 2論文も経済理論的記述を合んでい

る。しかしそれは主として自由貿易=国際分業論

を主張するところにおいてである。そこではほと

んどアダム・ス ミスの『国富論』の主張の繰り返

しとして一般論を述べているのである。マルサス

は,古典派経済学者として,ス ミスの経済理論の

踏襲者であり,その発展者である。当然一般理論

としては自由貿易=国際分業論の同調者である。

とくに14年の『諸考察』では,自 由貿易の利点

と保護貿易の利点とを交互に公平 に列 挙 してい

る。しかしその場合も, こういう見方もあるとい

うことで単に諸家の見解を紹介 して並べたという

ことではない。虚心に読むと,その両方の見解を

マルサスの信ずるところによって主張しているの

である。『諸考察』は,古典派経済学者マルサス

と穀物の保護貿易論者マルサスとの, 2つ の顔の

格闘の産物である。しかし実際は,国の重要な政

策決定にさいして何れかの択一を迫られた時,マ
ルサスは単にまだ若い経済学理論一点張りで結論

を下すことの危険を感じていたのであろう。

例えば『諸考察』で次のように述べる時,マ ル

サスの経済理論家としての確信を読み取ることが

できる。即ち,「政治経済学の一般原理はわれわ

れに,われわれがあらゆる商品を購入する時,そ
れが最も安く求められる所で購入すべきことを教:

える。そして恐 らくこの学問の全領域において,

事実上これ以上に正当な例外の少ない一般原則は

ないのである。国民的抱負の最も自然的にして正

当な二つの目的対象であるところの,現在の富,

人口および国力を単純に眺めただけでも,私は殆

んど一つの例外をも想像することが出来ない。け
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だし一国の資本そして最大量の生産物を産出せし

めるものは, この原則に厳密に固執することによ

ってのみであるからである」 (岩波文庫,楠井,東

訳 28:頁, ``The PamphletS Of ThOmaS良 。bert iMaト

thus,''Augustusヽ 4.Kelly,New York,1970.p.112)。

以上のようにマルサスは確信的な言葉で語ってい

るのである。その前後の主張は殆んどスミスの理

論のむし返しであり,それ以上には附け加えてい

ない。

マルサスは, リカー ドウと共に,そ して リカー

ドゥとは違った方向に,ス ミス理論の発展を志し

ていたのであるが,14-15年の論文ではまだその

片鱗は現われていない。『諸考察』の中で自由貿

易の利点を述べる時にはスミス理論の祖述に終っ

ており,反対に穀物保護の利点を述べる時には安

全保障その他の非経済的要因で主張しているので

ある。古典派経済学者マルサスと穀物保護論者マ

ルサスは,14-15年の論文では,そ ういう形で調

和されているのである。両極端な主張はその双方

ともマルサスの信ずるところに発している,と 見

るべきである。

上の論点に関連して,古典派経済学の同じ研究

家である羽鳥卓也氏 (『古典派経済学の基本問題』)

と内田義彦氏 (『経済学史講義』)と の意見の相違に

触れる必要があろうも羽鳥氏の指摘するところに

ょると,内田氏は第一論文 (14年論文)と第二論

文 (15年論文)とでマルサスの経済理論が変化し

たとするのである。第一論文でマルサスは自由貿

易の経済的な有利性は現実性があると見ていたの

に対 して,第二論文では現実性がないものと考え

を翻えすに至った,とするのである。後年の『経

済学原理』に結晶すべきかれ自身の新 しい経済学

の体系化の企ての第一歩が,第二論文で踏み出さ

れた, とするので ある (′」、林時二郎氏も別の意味で

結論的には同じ意見である)。 羽鳥氏は両論文を検

討して,原理的には変化しておらない,と結論す

る。

私も羽鳥氏と同様に原理的には変っていない,

と考える。マルサスは,上に述べたように,経済

の一般理論と政策を峻別するのである。第二論文

では,ただその後の事情の変化 (主としてイギリス

の農業不況の深化とフランスの穀物輸出制限政策の採

用)_の ため,非経済的要因を重視 して,穀物保護

の必要を強力に主張するに至ったのである。その

さい見解が変っておらないことはマルサス自身が

明言するところである。即ち,「穀物の自由貿易

に関するこの明白な見解を述べるに当って,私は

たしかに真に自由な貿易を意味 してい るので あ

る。即ち,そ の生産物が豊富であるか稀少である

かに関係なく,一国はその購買手段に応じて商業

世界の生産物の分前に参加しうるような貿易であ

る。この意味において,私は私が当時 (『諸考察』

―玉井)述べた意見を厳に固執するもので あ る」

(岩波文庫68頁,“Pamphlets''p1144,但 し訳文は玉井

が書き直した)と ,明確に述べている。

マルサスは,上の引用文でス ミス理論に「厳に

固執する」と述べた後,その数頁先では,「 この

一般原則が,日 前の事例に適用可能かどうかを検

討することなしに,その原則を遂行すべしとする

学説に対して断乎として抗議するもので あ る」

(岩波文庫版73頁,“ PampletS"p・ 1～)と述べて,経

済理論と政策の選択を峻別している。ここで抗議

しているのはリカー ドゥに対してである。

このように,14-15年の論文ではマルサスは,

経済の一般原則ではスミスを踏襲 しており,かつ

スミスの原則か ら殆んど発展していない。しかし

1817年の『人口の原理』第 5版の改訂増補の際に

はすでにスミス経済学からのかなりの発展の跡が

見受けられる。まずその内容を跡づけてみよう。

II。 『人口の原理』第 5版の農工均衡発展論

(1)農業国の特質

最終版では第 3篇第 8章に当たる「農業制度に

ついて」の章で,マルサスは農業国の特質を探究

する。マルサスはここで社会のタイプ分け,類型

化を行なう。農業国は一概に生産性の低い社会だ

と決めつけないで,農業国の中にも貧民の状態が

最良の場合と,最悪の状態にある場合とがある,

とする。上層階級あるいは社会平均で見ないで ,

最下層の状態で比較 している。
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まず最良の場合であるが,その例はアメリカで  り2倍の家族を養うに足りる生活手段を稼得して

ある。肥沃な土地が豊富にあり,農産物の販路に  いる。事実人口増加もその位の開きがある。しか

も流通にも困難がなく,外国への流出も容易であ  し製造品の相対価格は高い。従って,ア イルラン

る国では,資本の利潤も賃金も共に高 い で あろ  ドの労働者は,食物は豊富であるが,衣服,住居

う。高利潤高賃金は資本の急速な蓄積を促し,労  その他の便益品は貧しい。

働の需要を高める。その結果急速な人口増加とな   農業国で下層階級の状態が甚だ悲惨な実例は更

り,それがまた生産物の需要を拡大し,利潤の低  に一層多い。こういう国では,資本の蓄積は止ま

下を防ぐ。かかる農業国の環境の下では,労働は  り,人口増加も停滞し,下層階級の生活は限界ま

生活必需品の最大量を支配でき,労働階級の状態  で圧迫される。しかも土地は肥沃豊富である。ポ

は最善である。                 ―ランドとかロシアの一部,シベ リア, ヨーロッ

かかる環境下で労働階級の富に対する唯一の不  パ・ トルコはその例である。

利益は原生産物の相対的な低価格である。かかる   マルサスはこのように,様々な経済社会の類型

国は原生産物の相対価格は貿易相手国より低く,  化を企てる。そ してポーランドを例に挙げて農業

製造品の相対価格は反対に高い。労働者の賃金は  および農村社会の近代化 (近代化という言葉は使っ

穀物の価格で規制され勝ちであるから,それだけ  ていないが)の必要を強調し, そのためには商業

食料費以外の労働者の生活費は不利となる。しか  と製造工業のある程度の発達が必要である,とす

し,「量は常に価値の不足を強力に埋め合わせる  る。今日の低開発国開発理論における工業化の強

傾向」がある。つまり価格の低廉は生産量の増加  調と軌を一にする。工業化の推進によって社会の

で埋め合わされる,と いう意味 で あ ろ う。従っ  近代化,農業の生産性の向上を導こうとする。そ

て,最大量を生産する労働者は,穀物賃金で表現  してまた逆に工業化が真に進展するためには,農
される程ではないにしても,なお最大量の必需品  業生産力の発達に伴う,食料および原料の余剰が

と便益品とを支配できるのである。このようにア  確保されることが前提となる,と する。このよう

メリカは労働階級の状態が最高な農業国の実例を  に農工均衡発展論が展開されるのである。今 日の

提供するのである。               低開発国開発論の原型の一つがここに提 示 され

しかし,と マルサスはここで附け加える。その  る。

アメリカでも,穀物の相対的廉価と製造品の相対   ポーランドに関連してマルサスは ど う述 べる

的な高価格のため, その高い穀物賃金 (穀物量で  か。ポーランドは,人口 は 停 滞 し,資本も乏し

換算した受取賃金)ほ どの高い必需品,便益品を享  い。しかし穀物は豊富で大量輸出する程である。

受できない,と いう不利がある。従って,フ ラン  それにも拘 らず,下層階級の状態は極端に貧困で

ス人シモンの旅行記にも見るように,工業国イン  ある。資本と労働需要への障害をなすものは,そ
グランドの農民の貧困階級の方が,便宜快適さや  の国の産業を農業へ特化しているためではなく,

衣服の簡素清潔さの点で勝っている,と 結論する  政府の悪習と社会構造の陳腐さにある。ポーラン

のである。                   ドの悲惨は,土地所有状態と民 衆 の奴隷的状態

農業国の食物の相対的廉価が貧民に及ぼす不利  (Ser宙 le condition)の ため, いかなる産業にもほ

益な結果については,ア イルランドが顕著な例と  とんど刺戟が与えられないことによるのである。

なる。アイルランドでは前世紀を通じて食物とく   土地は無智な農民によって耕作され,その生産

に馬鈴しょは急速に増加した。そのため人口の増  物は全量領主のものとなり,そ して全社会は大部

加は,ア メリカ以外の如何なる国よりも急速であ  分これら退嬰的な農民と領主,地主からなってい

った。馬鈴しょで支払われるアイルランドの労働  る。余剰生産物に対 して需要を提供したり,資本

者は,小麦で支払われるイングランドの労働者よ  を蓄積して労働需要を増大 したりする,財産所有
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階級は皆無である。かかる社会では,製造業およ

び商業の導入のみが,人民大衆を奴隷状態から解

放し,ま た産業と蓄積のために必要な刺戟を与え

る。 '

しかしマルサスはここではアメリカが理想的モ

デルとなるような進歩的な農業国を論じているの

である。商工業の発展は,こ こでは「封建的な社

会構造」を打破するための手段として,その推進

が勧告されている。「土地に資本を投入すること

に対する禁止的障害が,封建制度の遺制から生じ

ている」 (寺尾訳『人口論』522頁,Everyman's Li―

brary版 Book Ⅲ,p.76)と いう認識である。

マルサスは商工業の導入を社会変革の突破口と

して奨めているのである。社会変革が進めば,そ

こからは農業が優先する。農業の余剰生産物は製

造業者の生存のためのファンドを提供し,ま た製

造業のための市場を創るのである。

(2)商工業国について

マルサスの経済社会の類型化の試みは,次に商

工業国について考察する。第 9章である。商工業

に秀でており,穀物を輸入に仰 ぐ国は,その人口

増加は生存手段の手当ての困難によって阻害され

ることがないように見える。しかしその手当ての

困難は不断に作用している。

第 1に ,資本 と熟練と,そ して通商の特殊なチ

ャンネルを現に保持していることによる利益は,

その性質上永久不変たるを得ない。機械の改良は

自国だけに閉じ込めておくことは困難であるし,

資本の蓄積はあらゆる個人,あ らゆる国が断えず

努力 している目標である。通商チャンネルは不安

定である。

第 2に ,かなりの期間外国の競争を排除するこ

とが可能だったとしても,国内の競争が激 しくな

って高利潤は消滅する。 リカー ドゥと同じ利潤率

の傾向的低下を指摘し,こ れが人口増加を抑制す

る,とする。

第 3に ,工業原料と食糧を外国に頼る国はその

国の富と人口の増加を,貿易相手国の富と需要の

増加に依存する。工業国が食糧,原料を供給する

国に従属しないことは,農業国が製造品を供給す

る国に従属しないのと同様だと晨々云われるが,

これは言葉の乱用である。土 地 資 源 を有する国

は,工業品の輸入が阻止されると,漸次製造業者

と職人が現われて, 自国で製造するようになる。

第 4は,食糧,原料の殆んど全量を他国から購

入する国は,相手国の需要に専ら依存するだけで

なく,相手国が一定年月の後に当然獲得する熟練

と資本の程度に比例して起る,必然不可避の需要

の減退に従属する。

マルサスは以上のような考察の後歴史上のその

例証を記述する。ヴェニスから始まり,フ ランダ

ースのブルジェ,ついでアントワープ,それから

アムステルダム,さ らに ドイツのハ ンザ同盟とい

った,継起的な衰退と中心地の移転を跡づける。

これは後年 リス トが『経済学の国民的体系』の冒

頭「歴史篇」の中で一層詳細に記述 したところと

全く同じである。

(3)農工併存国

農工併存国は,土地資源も商工業に充用される

資本も何れも豊かで,一方が他方を著 しく上回る

ことはない。これらの国は,農業国あるいは商工

業国のそれぞれの利点を保持し,それぞれの国の

特殊な弊害から免れている国である。

これらの国は,農工商の産業各分野および広大

な領土の地方地方が,相互 に作 用 し,反作用し

て,全体の富と力とを増大して行 く。農工均衡発

展による経済成長が描かれるのである。balanced

growth論である。

諸々の考察は省くが,マルサスは結論的に次の

ように述べる。「以上のように大なる土地資源を

商業,製造業の繁栄状態に結びつける国々,そ し

てその際人口の商工業部分が決して根本的に農業

部分を越えることのない国々は,急激な後退から

顕著に免れている。彼等の増加する富は,普通の

出来事によっては阻害されないようである。そし

て彼等は,富裕と人口との増大を数百年否殆んど

数千年にも互って継続 しないと断言できる理由は

ない」(寺尾訳540頁,Everyman's Library版 BoOk Ⅲ

p.91)。

この引用箇所は,モ ーリス・ ドッブによってそ
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の『後進国の経済発展と経済機構』 (小野訳16頁) 点で内田義彦氏の14年論文と15年論文で経済理論

に引用されているものと同じである。但 し, ドッ  が変ったとする見解は否定されるだけでなく,17
ブはこれを古典派経済学者の楽観主義の見本的文  年の段階でも変っておらない,と 云い得るであろ

章として引用している。恐 らくドッブは千年至福  う。ただいわば書生論的な気負いが軽くなった表

の時代 =資本主義の永続論を暗示する言葉として  現を採っていることはあるであろう。

引用 したのであろう。低開発国開発論の重工業優   しかしこの第 2点からすると,マルサスは当然

先論者 ドッブはマルサスのこの箇所を農工均衡発  リカー ドゥ流の国際経済における比較優位の原則

展論の文章として注目したのであろうが,その文  に到達すべきであるのに,そ うではなくて農工均

章を楽観主義の見本として引用 してい る の で あ  衡発展論に立 った自給体制という結論を,どうし

る。                      てこのように強力に打ち樹てるに至ったのであろ

しかしマルサスは,上の引用文にす ぐ続いて,  うか。心情的に,あ るいは階級的立場から,地主

次のように進歩発展の限界を論じ る の で ある。  擁護とぃぅ動機があったから,と いうことでは説

「 しかしながら,こ の進歩は,それは遠い追かな  明にならないであろう。 リカー ドゥは反対の心情

途であり,かつ今まで知 られた大農業国によって  からという説明では,両人の経済理論家としての

確かにかつて達成されたことのない進 歩 で ある  立場の過少評価あるいは冒漬となりはしないであ

が,その進歩には限界がないと我々は想像 しては  ろうか。両人はスミス経済学をどのように発展さ

ならないのである」と。その限界について,周知  せて,反対の政策的結論に達したかが問わるべき

の人口理論が数頁に互つて展開されるのである。  であろう。ここに「マルサス経済分析の方法論」

当時の永遠進歩論者コンドルセーに反駁 して人口  として,若千の考察を加える所以である。

の原理を書いたマルサスであるから, 当 然 限界   ここに紹介 した 3つ の章の論旨の進め方を見る

説,悲観論の立場に立つのである。「結局到達せ  と,その特長的な点は経済社会の類型化を企図し

ねばならず,避けて通れない限界があるというこ  ている点である。従ってそこでは大陸の後進資本

と,私有財産の原則に立てば,こ の限界は地球の  主義国も包含されるし,それよりも後れた諸国,

食糧生産力の極限より進かに手前にあるというこ  さらに今 日の低開発諸国も合めて考 察 されてい

と, これもまた明白なことである」と結んでいる  る。周知のように,マルサスは『人口の原理』初

のである。人口の原理の上に立って,そ の範囲で  版執筆後その翌年にヨーロッパ大陸を旅行し, ド
の農工均衡発展論の推奨であるわけである。    ィッ,ス ゥェ_デ ン,ノ ルウェー, フィンランド

III. マルサス経済分析の方法論
        を晶民r』轟rilT[i、 21:223優 異量

`[

以上でマルサス『人口の原理』第 5版の中の農  訪れ,フ ランス,ス イス等で資料 を収 集 してい

工均衡発展論に当たる三つの章を要約紹介したの  る。さらに後年には東印度学校の歴史,経済学の

であるが,こ こです ぐ気のつく特長的な点の第 1  教授に任命され,終生その 職 にあった (そ の後任

は,それがほとんど経済理論で分析を進めている  教授は『地代論』のリチャード・ジョーンズであった)。

点である。14-15年の論文で顕著であった国家の  ここで低開発諸国の事情も当然研 究 した筈であ

安全保障その他の経済外の要因には全然触れてい  る。このようにマルサスは巾の広い歴史の研究 ,

ない。そこにマルサスの経済理論考究の深化を見  各異なる経済社会の比較研究,類型化に関心を示

ることができる。                 したのである。それが 3つ の章に端的に現われて

第 2点は,経済理論の一般原則としては,依然  いる。

としてス ミスの国内,国外における自由競争,分   マルサスのこの類型化 の企 図 は,大塚久雄の

業の利益を踏襲 している,と いう点である。その  「国民経済の類型学」を思い起させる。大塚久雄
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氏も指摘するように,類型化の企図はすでにスミ

スの『国富論』の中にある。ス ミスはモンテスキ

ューあたりから示唆されたものと思われる。

しかしスミスはその類型化を本論ではなく附随

的に触れており,かつ極めて崩芽的にしか述べて

いない。マルサスはむしろそれを主題としたので

ある。アダム・ス ミスはその『国富論』第 3編 ,

第 1章の中で,「事物の自然の径路によると,発

展しつつある社会ではどこでも,資本の比較的多

くの部分はまず農業に向けられ,ついで工業に,

最後に外国貿易に向けられ る」。しかしこの自然

の順序は時には転倒して行なわれる。「そしてこ

れによって,い ろいろな時代と諸国民の間に,富

裕の進展についていちじるしい差異を生ずること

となった」と述べるのである。ス ミスのこの示唆

をマルサスは歴史的に実証したのである。

このスミスの短い発言から見ると,ス ミスは類

型化を風土論としてではなく,発展段階論として

把んでいたようにみえる。スミスの段階論,即ち

人類歴史の継起的発展を経済の発展の基礎で把握

する見方は, Ronald L.Meek(“ Smith,Marx,&

After'',1977)の 考証するところによると,グ ラス

ゴー大学の講義の中で1750年頃述べられたもので

あるとされる。それ以前の段階論はモンテスキュ

ーに見られる以外になく,丁度スミスと同じ頃別

箇にチュルゴーによって記述されているだけだ,

と云われる。従って,経済社会の類型化も経済発

展の段階論として把まれることになる。マルサス

も明らかに同じである。

何れにしても,マルサスは,経済学の一般原則

ではほぼスミスを踏襲したのであるが,諸国民経

済の比較,類型化の点で,ス ミスの前芽的な記述

を発展させ,そ してそれを経済学の主題の地位に

据えたのである。そのことによって農工均衡発展

論を導くこととなったのである。逆に言えばリカ

ー ドゥ流の国際分業論を間接的に否定したことに

なる。

マルサスは,こ ういう経済学の方法によって,

低開発国あるいは後進資本主義国の経済開発論を

展開したのである。そこで ドイツ等の後進資本主

義国の資本主義化の途を示唆することにもなる。

従って,ス ミス流の経済学の原則はイギリスの先

進資本主義国にのみ当てはまるもので,後進国に

は自ら別個の選択の途があることを,明示的には

云 っていないが,明 らかに合意 していたと思われ

る。そう考えなければ,全体の論理が通らないの

である。

マルサスのこのような,経済の原理論は原理論

として設定し,そのほかに経済社会の類 型化 な

り,後進国の別個の選択の途を探求 したりする,

経済分析の方法は,さ し当たり宇野弘蔵氏の原理

論と段階論と現状分析という経済分析の三範時論

を想起させる。経済学の方法論に関して同じよう

な困難な問題に立ち向い,それとの格闘があった

ことが,推定されるのである。マルサスのこの方

法は,恐 らくリカー ドゥとの経済学上の論争と,

そして人口論の考察から導かれたものであろう。

ところで経済学ないし一般に社会科学,文化科

学の方法論を意識的に深化させたのは,後進資本

主義国 ドイツである。 ドイツの哲学者達は,文化

科学を法則学,歴史学,政策学に三分類する。更

に進んでとりわけ リッケル トは,あ らゆる学問を

普遍化的把握と個別化的把握に二分する。自然科

学は多く前者に包合され,文化科学は多く後者に

包含される。そうすると理論経済学の取り扱いに

苦慮することとなる。理論経済学は明らかに普遍

化的把握を目指 している。 リッケル トは従って理

論経済学を中間領域あるいは混合形態とする。従

って中途半端な,独立性を持たない,不純な学問

領域である,と いう結論となる。これらのドイツ

哲学者達は, ドイツ歴史学派の伝統を受けつぎ,

その哲学的基礎を提供したのである。

ドイツ歴史学派は当然イギ リス理論経済学の普

遍妥当性に反対する。 リス トの経済学に代表され

るように,イ ギ リス流の自由競争原理,国際分業

論はイギ リス帝国にのみ当てはまる経済理論であ

って, ドイツのような後進資本主義国は保護貿易

こそ国を富ます所以だとする。このように普遍的

把握の文化科学を不純な学問領域と見る社会科学

方法論が生まれることとなる。
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このような社会科学方法論はすでにマルサスと  14,15年の穀物論争の時期が介在するのである。

いう当のイギ リス古典派経済学者の中に考究され  順序として初版と第 2版との違いから見よう。た

つつあったことは,それ自身学問の普遍化的側面  だ しあくまでもマルサスの農業観の変化に限定さ

を示すものでもある。              れる。

しかしここに附け加えなければならないのは,   初版と第 2版では,大中に増補改訂されている

マルサスの農工均衡発展論はイギ リスのような先  のであるが,マルサスの農業観を現わす箇所につ

進資本主義国にも当てはまるものとして提示され  いても,同 じく書き直され,且つ拡大 している。‐

ている,こ とである。先進工業国は傾向的に利潤  しかし,結論的にいえば,内容の根本思想は変っ

の低下に向う。それを阻止するものとして,技術  ておらないと云えよう。

革新や世界経済の発展を揚げている。そしてまた   初版における農業観を表わす箇所は,第17章で

そのさい,イ ギ リスは世界にまたがる広大な植民  ある。それに附随的に16章 も参照される6こ の第

地の存在が,阻止要因として働いていることにも  17章 の論述の構成は,第 2版における農業観を表

触れている。しかし究局的には,それを阻止する  わす章に当たる第 3篇第 8章「富の諸定義につい

ものとして,農工の均衡発展を主張しているので  て。農業制度および商工業制度」の構成と類似し

ある。                     ている。明らかに第 2版のこの第 8章は,初版の

第17章の書き直しである。表現は処々相応 してい
IV.『人口の原理』第 2版と第 5版との相違   るが,第 2版では注目を惹く表現がすべて削除さ

「人口の原理』第 2版は1803年 に公刊され, 3  れるか,表現が柔らげられ,そ して代 りに歴史的

版,4版は大きな改訂はなく,第 5版が1817年 に  事実の事例が豊富に挿入されている。表現が柔ら

大きく改変されて公刊された。第 6版 (1826年)で  げられたのは,明 らかに初版出版以来の反響と論

若干の改訂のあった後は, 7版, 8版はそのまま  争にかんがみてのことであろう。歴史的事例の豊

の増刷であった。第 6版が最終の形態であり,寺  富な挿入は,すでに述べた第 5版のマルサス経済

尾琢磨の日本訳も第 6版によっている。ただしこ  分析方法論への過渡を示すものである。

こで問題にした第 3篇第 8,第 9,第 10章の 3つ   初版第17章を読んでいて思わずアンダラインを

の章については,第 5版と第 6版との間では一字  引きたくなるような,マ ルサスとしては思いきっ

一句の異動もなく,第 5版が最終版である。そし  た表現が各所に出てくるのであるが, これらは悉

てこの第 5版が,マ ルサスの リカー ドゥとの穀物  くと云ってよい程第 2版からは消えている。例え

論争の時期と彼の『経済学原理』出版との丁度中  ば, 初 版 (岩波文庫,高野,大内訳,207頁 )|`お い

間の時期に当たるのである。           て,「 フランス経済学者は,工業に使用された労

第 2版は初版に比べると,ボ ーナーによって別  働は不生産的だと考えている。私は,こ の種の労

個の著書と見倣 してよいと云われるように,大巾  働を土地に使った労働と比べる場合,全然この説

に改変されている。ヴォリュームから見ても3倍  に同意したい。しかしながらその理由に至っては

ぐらいにふくらんでいる。この第 2版 と初版との  必ずしも彼等と同一ではない」という表 現 が あ

違い,あ るいは第 2版と第 5版との違いに,思想  る。フィジオクラットの工業労働を不生産的とす

上ないし原理的に 根本的な 変化が あったか どう  る意見に結論的には全然同意すると,端的に述べ

かが,研究上の興味を惹くのである。とくにここ  ているのである。第 2版ではこういう端的な表現

では,マルサスの農業観,農工均衡発展論の視点  は消えているのである。しかしそこに相当する箇

から見て,大 きな変遷の跡が覗えるかどうかに関  所を読むと,ス ミスの定義はどうだとか色々複雑

心が向けられる。その視点か らすると第 2版と第  な表現になっているが,結果的には同じ結論を述

5版との相違に注目される。この 2つ の版の間に  べているのである。そして第 5版では全 くこの考
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えそのものがなくなっている。

マルサスの初版におけるフィジオクラットの批

判は,フ ィジオクラットが農業は賃金,利潤を払

ってなお地代を生ずるが,工業は賃金と利潤を回

収するだけだとする見解は,私経済的な説明であ

る,とする。社会全体の立場から見れば,絹やレ

ースの製造は少数富豪の虚栄心を満足させるだけ

だから不生産的である,と する。それは場合によ

っては超過利潤を生むかも知れないのでフィジオ

クラットの定義から見ると,私経済的には生産的

ということになる。 しかし農業は食糧を 豊富に

安価に供給し,労働者の生活を豊かにするから,

生産的である,と いう農業基礎論を展開するので

ある。

初版における農業基礎論は,第 2版 においても

根本的に変っていないが,む しろ理論的に明確化

してさえいる。スミスの労働基礎論とフランス・

エコノミス トの農業基礎論とを,富の定義を明確

化 しつつ,初版よりもより詳細に論じている。そ

して両者の折哀としてマルサス的農業基礎論が展

開される。農業の余剰生産力は,製造工業のため

のファンドを形成する。製造工業人口,資産家階

級および行政官,軍人の数は,農業の余剰生産に

比例する。一方商工業の収入は移転にすぎないの

であって,創出されたものでない。世界の歴史を

見ても商工業から富を獲得している国は短命であ

る。イギ リスの富,国力,繁栄を商工業か ら生ま

れたと見るのは,原因と結果を混同するものであ

る。イギ リスの商工業は富の原因ではなく,結果

である。イギ リスの農業制度は世界でも比較にな

らない程優れている。従って農業の余剰生産は莫

大である。これが第 2版 における農業基礎論の骨

子である。

以上の初版および第 2版の農業基礎論は,穀物

論争の時期を経過して,1817年の第 5版における

農工均衡発展論へと発展する。第 2版における農

業余剰生産ファンド論は第 5版にも出て くるが,

しかし一方 フランス 。エコノミス トヘの同調論は

影をひそめている。第 5版のこの転換は,穀物論

争の二論文にも崩芽的に見 られるのであるが,そ

こでは国家の安全保障等の非経済的要因が大きな

論点となっている。第 5版においてようやく経済

理論として純化されたのである。従って,真の転

換は穀物論争後の研究の成果と見られ るのであ

る。

V. 附論一 リス トの農工均衡発展論―

上のⅢでマルサスの方法論には,すでに ドイツ

歴史学派的な方法論が先取りされていることに触

れたのであるから, ここに附論として, ドイツ歴

史学派の先覚的地位を占めるフリー ドリッヒ・ リ

ス トの農工均衡発展論に関説する必要があろう。

リストは,云 うまでもなく,ス ミス流の自由貿

易論,国際分業論に反対 して,後進資本主義国 ド

イツの場合にはまず保護貿易によって国内の工業

力を育成 しなければならない,と 強力に主張した

のである。その理論的裏打ちとして『経済学の国

民的体系』という理論的大著 を 1841年に公刊し

た。

この大著はいきなり第 1編を「歴史」として,

各国別の世界歴史の記述から始めている。既に紹

介したマルサスの三つの章の記述と甚だ類似して

いる。もっともマルサスの場合は『人口の原理』

の中の二つの章であるから,その記述は簡単であ

るが, リス トの場合はかなり詳 細 で ある。この

「歴史」の篇だけでも古典的価値があると思われ

る程である。しかしマルサスの場合とリス トの場

合は,そ の歴史記述の対象国とその配列が不思議

な程一致している。ヴェニスを中心とする北イタ

リアか ら始まり,ハ ンザ 同盟,ネ ーデルランド

人,イ ギ リス人,ス ペイン人,ポル トガル人, フ

ランス人, ドイツ人, ロシア人,北アメリカ人と

続いている。ポーランドもあちこちで関説されて

いる。

ただその際,マルサスの記述の仕方には,類型

化と段階論的志向が読み取れるのであるが, リス

トの場合には国別の歴史記述が並列的であり,そ

こから最大公約数的なものを求めようとする志向

が強い、その最大公約数が結局 リス ト独特の生産

力論となるのである。もっともリス トもこの大部
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の歴史編の中で段階論を記述するところがある。  治24年刊)と したのもそこに由来する。 時と場所

しかしそれも生産力論の内容として,あ るいはそ  の情勢に応じて経済の原理も変って来る,こ とを

の政策論的展開として,論じられるのである。   論じたのである。大島も指摘するように, リス ト

リス トの生産力の概念は極めて広範な概念であ  と同じ頃アメリカで反ス ミス流の経済理論を主張

る。農・工・商の均衡発展に,交通,運輸も含め  した H.C.Carey(“ Principles of Political Econo―

た社会全体の物的生産力はもとよりであるが,そ  my'',1837～ 1840)は , リス トと違 って 農業保護

れに更に国の政治的勢力や国家の諸々の制度,更  論,工業自由化論を展開した。情勢の違いによる

には国民の「精神的富」とか「精神的資本」とい  ものである。

われるような文化の蓄積をも合める極めて広範な   すでに触れたように, ドップが資本主義の至福

概念である。                  千年を言っているのだと曲解 したマルサスの言葉

リス トの段階論はどういう内容であるか。『国  に類似 した表現は, リス トの著書にも各所に見 ら

民的体系』の「序論」の中で述べられているが,  れる:す なわち,農,工,商の調和的発展があれ

諸国民の発展段階は,未開状態,牧畜状態,農業  ば,経済は破綻なく永く成長 して行 く,と いう考

状態,農 。工業状態,農 。工・商業状態,と いう  ぇ方である。資本主義の永続性については,マ ル

ように分けられている。最後の農・工・商業状態  サスよりもむしろリス トに濃厚である。マルサス

が最高の文明段階であるが,こ の段階に達してい  については,マルクスは各所で毒舌をなげている

るのはイギ リスだけで, フランスはその前の農 。 ことは有名であるが,そ のマルクスも時には次の

工業状態との中間にある。北アメリカと ドイツは  ょうにも言う程である。『剰余価値学説史』の中

農・工業状態にある。この農・工業状態の国は保  で,「マルサスはブルジョア的生産の諸矛盾をお

護貿易によって国内の工業を育成 し,充分工業が  おいかくすことには関心をもっていない。それと

成熟した段階で,商業,貿 易 を 促 進し,最終の  は逆に彼は,そ の諸矛盾を強調することに関心を

農・工 。商業段階へ移行し,そ こで自由貿易を採  もつ」 (R.L.ミ ーク編著『マルサス批判』大島清訳,

用する。これが簡単な リス トの段階論である。   20頁 )と いうようにマルサスの功績をたたえてい

リス トはその生産力論,段階論を 通 じて 各所  る。マルサスは経済制度の如何を越えて,人口と

で,農・工・商業の調和ある発展が,国の生産力  資源の問題,地球の限界の問題,ひ いては文明の

の基礎であることを強調 している。農工均衡発展  限界の問題を考察 したのである。これに反して リ

論である。                   ス トは ドイツにおける資本主義の成長をのみ希求

ただマルサスと違うところは, リス トの農工均  する立場であるから,資本主義の将来については

衡発展論は工業優先のそれであり,マルサスは農  疑念をさしはさまない。

業優先のそれである。従 って リス トの産業保護論   リス トは,農,工業国が保護制度の活用によっ

は工業の保護である。「関税制度は,つねに国民  て国内の工業を育成した暁には,農,工,商業国に

の工業的育成という原理を方針として守らなけれ  仲間入 りして,自 由貿易体制に移行すべきことを

ばならない。国内農業を保護関税によって発達さ  主張する。そして世界は世界連合に統一されて ,

せようと望むことは,ばかげた企てである」 (『国  真の世界資本主義が成立することを理想としたの

民的体系』小林昇訳60頁)と さえ述べるのである。  である。次のように述べるのである。「哲学は未

しかしリス トはその後『農地制度論』では考えを  来と全人類とのためにつぎのことを要求する。諸

変更し,農産物についても保護論を展開するに至  国民相互のますますつよい接近,戦争の全力的な

る。これは正に情勢の変化に対応す る も の であ  回避,国際的な法が支配する状態の樹立と発展 ,

る。日本の明治の先覚的経済学者にして産業保護  現在国際法と呼ばれるものから国家連合法への移

論者である大島貞益がその著書を『情勢論』 (明  行,精神上および物質上の国際交流の自由。最後
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に,法規のもとでの全人類の結合一すなわち世界

連合」 (小林訳前掲書,45頁 )。  ここに極めて楽観

的,理想主義的未来展望がある。マルサスにはこ

ういう未来観は少ない。むしろ国家間の関係の性

悪説的な考えが強いのである。

むしろリス ト的な考えはリカー ドゥに認められ

る。 リカー ドゥは『経済学および課税の原理』の

「外国貿易論」の章の中で次のように述 べ てい

る。「完全なる自由交易の制度の下においては,

各国は自然みなその資本と労働とを,自 国に最も

有利なるが如き用途に捧げる。・…中略…。利害と

交通との一条の共同紐帯を以て,全文明世界を通

じて諸国民を一個の普遍的社会に結合せしめる」

(岩波文庫版, 131-132頁 )と 述べている。 リス ト

の末来展望と軌を一にしている。

リカー ドゥのこの文章中で全世界と言わないで

全文明世界と言っているところは,い ささか気に

なるのである。 リス トの農 。工・商業状態以前の

世界を非文明世界と考えているのであろうか。こ

の点で, リス トもまた農 。工 。商業状態の説明に

さいして,屋々植民地の領有をあたかもこの状態

の条件であるかの如くに言及 している。 ドイツ人

はあけすけなところがあるが,イ ギ リス人は寡黙

である。

(本稿は,玉井の東京農業大学へ提出した学位申請論

文『農業保護の理論と政策』((未公刊))中 の第2章「マ

ルサスの農工均衡発展論」を基に若千圧縮したもので

ある)。
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