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地域主義形成の視点と経済循環

―
玉野井芳郎氏の所説との関連で

一

石 井 雄 二

1.問題の所在と課題の限定

1960年 代後半から1970年代にかけて,既存の

経済学の思考枠組を前提にしては解明できないよ

うな問題群が多数生 じ,経済学は不確実性・ 混迷

の時代を迎えることになった。いわゆるこれまで

の伝統的経済学
1)の

枠組からはみ出した問題が,

経済学の学問領域の「内」と「外」から提起され

るようになり,既存の経済学は大きく動揺するこ

とになった。

とりわけ,1970年代に入 って,一挙に顕在化

した環境汚染・資源枯渇問題は,そ れまで形式的

論理整合性の精緻化を追求 してきた新古典派経済

学に代表される既存の経済学にとっては,ほ とん

ど視野のそとにおかれていたといえよう
2)。

資源

0環境の有限性に対する認識を高めさせたローマ

クラブの『成長の限界』が発表された同じ1971

年に,ア メリカ経済学会の記念講演において,J.

ロビンソンが「経済理論の第二の危機」を唱え,

現実からますます乖離する経済学に対 して警鐘を

鳴 らしたことは,ま さに象徴的な出来事であっ

た
3)。 その後,1973年のオイルショックを経て,

高度経済成長が終焉を遂げると,ますます経済過程

の生態学的側面が強 く認識されるようになった
4)。

こうした状況のなかで,経済活動を生態学的循環

に位置づけ,既存の経済学に替わりうるような新

たな経済学がいかに構築されるべきかという,批

判的視点にたった問題提起が,各方面からなされ

るようなった。

たとえば,1970年代後半以降活発に論議され

た地域主義の理論的課題と実践も,た しかにこう

した問題に対する学際的視点からの取 り組みであ

ったといえるであろう。なかでも,玉野井芳郎氏

が提唱した地域主義
5)は

, 自らの長年にわたる経

済学史研究を総括 したうえでの既存の経済学に対

する批判という点で,ま た,経済学の枠組からは

み出した物理学・ 生物学の領域からの学際的アプ

ローチという意味で,大きな反響を呼び起こした。

資源・ 環境問題に即 した氏の問題提起をひとくち

でいえば,あ たかも生産―消費の経済循環が永遠

に繰 り返すという,既存の経済学が想定する可逆

的関係から,熱力学第二法則 (エ ントロピーの法則)

に依拠 して,い かに経済循環の過程に非可逆的関

係をとりもどして, これまで自明としてきた資源

投入の経路及び環境に負荷を与える廃熱・廃物の

経路を視野に入れることができるかということで

ある。すなわち,古典派経済学 0マ ルクス経済学

0近代経済学を問わず, これまでの商品経済と工

業生産を基軸とする「狭義の経済学」は,生産と

消費の無限に繰 り返 し可能なサイクル=「非生命

系」を前提とし,時間の一方向的流れのなかで
,

エントロピー概念によって非可逆的過程 =「生命

系」を認識できるような方法をもちえなかったと

いうのが,氏の問題提起の骨子である。

うえのような問題提起に対 して,氏は,経済過

程に不可避的に生ずるエントロピー (廃熱・廃物)

を最終的には,宇宙に捨て去 ることにつながる

「地域」の「水循環」と「土」を媒介する「生物

循環」に根ざした生活様式への転換が,今 日,急

務の課題であるとして,具体的な対応策を打ち出

すのである。こうした考え方は,非可逆的時間の

なかで,「開放定常系」として,外界とのわずか
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な物質・ エネルギーの出し入れを通 じて,「生命」

維持を図っている生物に着日して得られたもので

ある。そして,「生命」にとっての「水」と「土」

は,一般的抽象概念ではとらえ切れず,各々の

「個性」豊かな多様な「地域性」として存在する

ということから,氏は,現代における地域主義の

重要性を提唱するのである。

氏が,経済学のパラダイムの転換に精力的に取

り組んだことを十分認めながらも,本稿では,氏
の所説を拠り所にして,そ の批判的検討を踏まえ

たうえで,で きるかぎり現実に有効ある地域主義

形成の視点を提起することにしたい6)。
しかし,

それは,一つの試論の域を出るものではない素描

的性格をもつものであることを予めお断りするこ

とにする。

氏の所説への批判的論点のひとつは,氏が,人

間と自然とのあいだの物質代謝のメカニズムが,

まさに社会の物質代謝であることを,十分とらえ

切っていないということである。たしかにエント

ロピーの法則は,経済循環の過程といえども,絶

対的なエントロピーの累積的増加の制約下にある

ことを,冷厳な事実としてわれわれに教えてくれ

る。

しかし, エントロピーの法則は, エントロピー

が, どの時点でどれほど増大するかは,何 ら示 し

得ず,エ ントロピーの制約下にあっても, さまざ

まな社会形態を無限にとりうる可能性があるので

ある。すなわち,物理的時間と人間の経済活動に

よって形成される歴史的時間とは,本質的に異な

り,エ ントロピーの法則は,社会にエントロピー

制約という絶対的枠組を与えるという事実 しか明

らかにし得ないものである。 したがって,重要な

ことは, どのような社会形態のもとで,い かなる

経済循環の過程をとるべきかは,常に,歴史過程

のなかで, どのようなパターンによってエントロ

ピー増加のメカニズムが形成されているのかを,

まず客観的に明らかにすることが不可欠であろう。

そこで,本稿では,工業生産と市場経済が展開

する特殊歴史的過程のもとで,エ ントロピーの増

加がどのように急速に増幅されてきたのかという

観点から,生産一消費循環の歴史性を明 らかにす

ることにする。その場合,氏の所説が, もっぱら

経済循環の「生産」の局面を中心にエントロピー

の非可逆的過程をみていたのに対し, ここでは,

特に「消費」の局面からの歴史的考察を通 して
,

経済循環の地域的再構築の視点を提起することに

する。

このことと関連する氏の所説に対するいまひと

つの批判的論点は,氏の主張が少なくとも理論的

には,何 ら歴史的変容を受けない自然生態地域を

ア・ プリオリに存在することを前提に, そうした

「生命系」のなかで「生産」の非可逆的過程を回

復するという視点から,地域の経済循環の形成が

考えられているということである。すなわち,ェ

ントロピーの増加を極力抑制 した社会の形成にあ

たっては,何よりも経済過程を非可逆的過程とし

て, 自然生態地域のなかに位置づけることによっ

て,「生産」の側から,「流通」や「消費」の局面

が第一義的に規定され,地域の経済循環が自然生

態地域に組み込まれるという非歴史的発想がとら

れている。 しかし,市場経済を支配原理 とする今

日の社会においては,かつて存在した自然生態地

域の循環は分断され,全国的な経済循環 と社会的

分業に支えられた重層的編成をもつ機能地域 (市

場経済空間)に全面的に覆われているのである。

したがって,地域主義形成の現代的視点 として,

今日,重要なことは,市場経済の制約下にありな

がらも,で きるかぎり「生命系」の論理にもとづ

く地域の経済循環をいかに「生活」
7)の

場にとりも

どすかということである。 この点について,本稿

において,特に「消費」の局面から検討を試みる

のは,そ れが地域住民にとって,最 も身近かな生

活過程 として担われてお り,一般に「地域」の

「生活者」からの視点を重視する地域主義の展開

にとって, さしあたり取 り組まねばならない課題

と考えるからである。

2.経済循環とエン トロピーの法則

エントロピーの法則
8)(熱

力学第二法則)は ,

あらゆる物質・ エネルギーの形態転換にはエント
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ロピー増加の非可逆的過程が進行し,物質,エ ネ  これまでの「工業文明」社会を乗り越えるような

ルギーの劣化・拡散によって,究極的に,すべて  社会形態や社会組織を考えること自体は,何 ら問

廃熱・廃物になってしまうという絶対的に貫徹す  題はないといえる。そればかりか,ま すます深刻

る自然法則である。経済循環の過程といえども,  化する資源・環境問題に対して,そ の思考枠組の

それが自然の物質代謝を踏まえたものである以上,  コアを揺さぶるほどに有効な対応を示さなかった

この法則から逃れることはできない。この意味で,  既存の経済学 =「狭義の経済学」に根本的な批判

この法則は,人間の経済活動に,エ ントロピー増  ・ 疑義を投げかけ,われわれに,「地域」を基盤

加の絶対的な枠組を課すことになる。       にした人間生存の永続的条件にもとづく生活様式

しかし,だからといって, この法則から,た だ  への転換の視点を提供したことは,大いに評価し

ちに経済の循環過程のあり方が,一義的に決定さ  てしかるべきであろう。しかし,そ れだからこそ,

れるわけではない。それは,ま た人間独自の社会  氏の所説が,社会そのものが形成する歴史的制約

的物質代謝過程でもあるという点において,本来  条件を忘れて,性急に,エ ントロピーの法則から

ある一定の歴史的過程の制約下のもとで,あ くま  導き出される結論と結びつけて提起され,多 くの

でも多様な形態をとって決められるべきであると  社会科学的文脈で考えられるべき問題を不間にし

いえよう。たとえエントロピーの法則という自然  ていることも事実である。こうした観点からみる

法則が絶対的に作用しようとも,経済の循環過程  かぎりにおいて,氏の所説の根本的な問題点は,

のとりうる形態は,そ のものを創り出す歴史的過  自然法則であるエントロピーの法則が社会にも絶

程を通して相対的にしか形成され得ないものであ  対的に作用するということに着日して,何の歴史

るといえる。エントロピーの法則が貫徹する物理  的過程の媒介項もなく, この法則をストレートに

的時間と人間による社会的な物質代謝が行われる  経済循環の過程に適用して,「工業文明」社会に

歴史的時間とは,本質的に異なる性格のものであ  代替する新たな社会形態を導き出していることに

り,歴史的時間は,基本的には,経済的法則にも  あるといえるであろう。非可逆的時間の流れのな

とづく人間の社会的行為の毎年毎年の結果の累積  かで,わずかな物質・エネルギーの投入によって
,

として認識できるものである。人間の物質代謝活  環境への負荷を最小限度に押さえている生物の

動は, こうした歴史的条件に制約される視点を度  「生命」維持のメカニズムを,ひ とつの理念とし

外視 して,他の生物と同一次元で,エ ントロピー  て,それに,あ たかも限りなく近づくかたちで,

の法則の絶対的作用という視点からだけではとら  新たな低エントロピー社会の形成が考えられてい

えられない性格のものである。したがって,われ  ることは, このことを如実に示している。エント

われにとって重要なことは,端的にいえば,エ ン  ロピーの法則は,一切の人間の歴史的過程をその

トロピーの法則をいかに社会科学的文脈のなかで  うちに含まずに,純粋に作用する自然法則ではあ

とらえるのかということである。換言すれば,人  るが, しかし, この法則が経済活動にとって意味

間の物質代謝が,そ れがまさに物質代謝であるか  をもちうるのは,歴史的に規定されたある一定の

ぎり,エ ントロピーの絶対制約下から逃れること  生産力発展の水準,生産諸関係のもとにおいて他

ができないことはたしかであるが,その具体的な  はないのである。すなわち, この法則が,人間の

社会的形態を決めるのは,常に,歴史的過程の制  経済活動にとって,た んなる「与件」としてでは

約下にある人間の主体的活動の側にあるというこ  なく, それが経済循環の歴史的な再生産過程のな

とである。                   かで, どのような具体的に特定の形態で発現する

玉野井氏が,経済の循環過程をエントロピー増  のかということを問わないかぎり,エ ントロピー

加の非可逆的過程として再認識 し直して,そ れを  の絶対的増加という事実は,純粋に自然科学の研

「生命系」=「定常開放系」のなかに位置づけて,  究対象となりえても,社会科学上の問題とはなり
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えないのである。

氏の所説において,非歴史的発想にもとづいて

問題が解決されているのは,何よりも,市場経済

と工業を対象とする「狭義の経済学」が,あ たか

も生産一消費の循環が永遠に繰 り返される可逆的

時間の世界であるとして,そ のことへの直接的な

批判から論理を展開 していることに起因している

と考えられる。いわゆる経済の循環過程が可逆的

時間のもとで展開 しているということから,今 日

の資源・環境問題に取 り組むのに有効な概念であ

るエントロピーを認識するには,そ れが非可逆的

過程としてとらえられる必要があるという考え方

が引き出され,実に簡単に,物理学の問題を経済

学の問題に還元 してしまっているのである。いう

までもなく,現実の経済過程は,生産から消費に

至る過程をひとつの循環過程として,そ の連続的

な形成の累積として説明される歴史の非可逆的時

間の流れのなかで行われるものである。言い換え

れば,生産一消費の経済循環の結果として,次の

経済循環の前提が再び形成二再生産されていくと

いうように,次々と経済循環が累積することによ

って,現実の経済過程はまさに歴史的過程として,

一方向の時間軸に沿って進行 していくと考えるこ

とができる
9)。

このようにみると,氏がいう可逆

的時間というとらえ方は,前提―結果=前提―結

果 =前提という連鎖のなかで,生産―消費の循環

過程をヮンサイクルとする経済過程の累積によっ

て歴史的時間が形成されていくという点を無視 し

て,同 じ経済循環が永遠に繰 り返すという側面に

のみ着目して得 られたものであるといえる。

「狭義の経済学」が示す生産―消費の循環的モ

デルは,現実の歴史的過程にもとづいて客観的に

抽象されたものであるが,そ れは,あ くまでも思

考の産物であり,現実に行われる経済活動と同じ

ではない。「起点」 も「終点」 も確定できない
,

いわば円環的運動に終始する経済活動のあり方は,

現実を説明する思考の枠組にはなりえても,現実

には見い出せないものである。なるほど,現実の

経済循環の過程は,可逆的時間の世界として観念

されるにしても,そ のこと自体は,別に「狭義の

経済学」の欠陥を示すものではない。それよりも,

む しろ,氏が,「狭義の経済学」を工業と商品経

済の理論にもとづく特殊歴史的性格をもつもので

あるとしながらも,そ の意図とは別に, うえで述

べてきた意味において,ま ったく歴史的認識の欠

如 した体系としてとらえているということを問題

としなければならないといえる。

現実の経済過程においては,ま さに歴史の非可

逆的時間の流れのなかで,確実にエントロピーが

増加 しているという冷厳な事実が存在 している。

したがって,われわれが取 り組むべき課題は,工

業 と商品経済の論理にもとづく生産―消費の経済

循環のもとで,いかにエントロピー増大の非可逆

的過程が歴史的過程として展開し, どのようにエ

ントロピーの増大が具体的に実現 していくのかと

いうことを歴史的に解明することであろう。エン

トロピーの法則を社会科学の問題として取り扱う

には,本来,経済学の問題を,単純に物理学・生

態学の問題に解消するという非歴史的発想にもと

づいてとらえるのではなくて,歴史の問題として

認識する視点が必要不可欠である。

氏がいうように,地域主義の実践的課題がまさ

に歴史的課題として取 り組まねばならないとする

ならば,物理学・ 生態学と経済学の境界領域の間

題を,人間の主体的行為による歴史的過程を通 し

て,社会科学的文脈のなかで考察する総合的視点

が,た しかに要請されるといえよう。

3.生活空間の形成と資源・環境問題

―「消費」の観点から一

ここでは,前節で明らかにした経済循環と歴史

的認識との関連を視野に入れて,今 日,深刻の度

合を増す「工業文明」段階の資源・環境問題を,

特に経済循環の最後の局面である「消費」過程か

ら考察することを通 して,地域主義形成の現代的

意義を原理的な次元で明らかにしたい。玉野井氏

の所説は,少なくとも理論的には,エ ントロピー

の法則に導かれて, もっぱら「生産」過程をめぐ

る投入 0産出の規制によって,「生産」の側から,

「流通」,「消費」のあり方が,一方的に決定され
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るという論調のもとで組み立てられている。 しか

も,今 日,そ の本源的な姿でほとんどみることが

できない「自然・ 生態地域」の循環のなかに,か

ぎりなく経済循環の過程を位置づけるような非歴

史的発想に支え られて,「生命系」にもとづ く地

域社会が構想されている。

いうまでもなく,今 日の資本主義的市場経済の

もとにあって は,「生産」と「消費」は,各 々

「資本」=「企業」,「労働」=「家計」に担われて,

決定的に分裂 し,「生産」に関わる決定権はほと

んど一部の巨大寡占企業に掌握されているといっ

てよい。こうした状況を踏まえれば,氏がいう

「地域」の「生活者」が, ごく身近かに直接関与

できるとすれば,そ れは,今 日においては,「生

活」過程としての「消費」過程をおいて他には見

当らない。この意味で,今 日の「生産」のあり方

を, エントロピーの法則の観点から根本的に見直

すという課題にして も,「消費」=「生活」過程に

密着 した批判的視点にたって,「地域」の「生活

者」が粘 り強 く取 り組まないかぎり,氏の提唱す

る地域主義は,現実に有効あるものとはならない

であろう。そ して,「生産」中心の経済から「生

活」中心の経済への転換という氏の着想は,そ れ

が,す ぐれてごく身近かな日常の問題として,地

域主義の実践的課題につながるためには,「地域」

の「生活」=「消費」過程を足場に,そ こから経済

循環の全過程をとらえるような総合的視点が, と

りわけ重要である。それは,た とえば,各 々の

「地域」の「生活者」が,大量生産→大量消費→

大量廃棄の「使い捨て文明」,い わゆる今日の過

剰ともいえる豊かさを保証する「工業文明」のあ

り方を,最も身近かに接することが可能な「消費」

の過程か ら問い直 し,「消費」過程のみに限定さ

れない,広 く「生産・流通 0消費・廃棄」のすべ

ての過程を視野に収めた本来の「生活」過程をと

りもどすことであると考えることができる。

また,一般に,資本主義的市場経済の展開は,

その機能主義と効率の徹底化によって,かつて存

在 した「自然・ 生態地域」の循環を断ち切ること

になる。氏が地域主義形成の本拠をなすと考える

「 自然・ 生態地域」は,現在では,た しかに「生

命系」の維持と再生産を図る場とはなりえず,市

場経済が形成する空間の浸透・ 拡大によって,本

来「地域」ごとにまとまりあるその循環性や関連

性,個性的多様性は分断されてしまい,今 日,そ

の痕跡をとどめているにすぎない。資本主義的市

場社会成立以前の社会,た とえば村落共同体のよ

うな社会においては,経済循環の過程は, 自然生

態系循環を媒介することによって,相互に関連 し

合いながら,人々の生活過程として,実にたくみ

に運営されていた。いわゆる経済循環が自然生態

系のエネルギー 0物資循環にうまく適合 し,「資

源」と「環境」の両面で, 自己管理できるような,

「生産・ 流通・ 消費・廃棄」のすべての過程を見

渡せる「生活空間」が形成されていたとみること

ができる。 しか し,科学技術による工業生産力の

発展と商品経済の論理にもとづ く社会への移行は,

自然生態系 =「生命系」の循環から経済循環の過

程を自立化させるとともに,人々の協働関係にも

とづく生活過程を機能的分担にもとづいて分断し
,

もっぱら「消費」の過程のみに関心を寄せるもの

にして しまった。いうまでもな く,経済過程の

「生命系」からの自立化は,非更新性資源=石油

・石炭などの化石燃料への決定的な依存と,環境

に負荷を与える「廃棄」の過程を考慮 しないとい

う事情に支えられている。

このようにみると,現代において「生命系」の

回復と再生を図るためには,そ の原初的な姿で眺

められる「自然 。生態地域」を前提にして,それ

への接近というかたちで取 り組むわけにはいかな

い。今日強 く求められている課題は,全国的な経

済循環と社会的分業を背景に,市場経済の機能的

連関によって全面的に形成 された空間
10)を

前提

として,そ こから「生命系」のロジックを活かし

た「生活空間」をいかに現代的視点から再生する

のか, ということである。それは,今 日の豊かな

生活の享受を可能とする大量生産一大量消費の経

済循環の過程か ら生ずる矛盾を,「資源」や「環

境」の問題としてしわ寄せしない地域社会システ

ムを構築する作業でもある。すなわち,経済循環
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の過程を,で きるかぎり地域内の物質・ エネルギ

ー循環にのせることができるような身近かな「生

活空間」を, どのように地域住民自身によってと

りもどすかということである。

こうした見方に対 して,氏が描 く地域像は,氏
の意図とは別に,かつての村落共同体を想わせる

ようなものになっている。氏は,地域主義のエコ

ロジー基礎として, とりわけ地域的多様性 と時間

的季節性によって特徴づけられる水循環と生物循

環 (土壌生態系)の もつエントロピー除去機能を

重視 し,第一次産業 (農林水産業)中心の「地縁

技術」,「中間技術」,「適正技術」にもとづ く地域

社会を構想 している。そして, こうした社会は,

地域 ごとに「生産」と「生活」が一体化 し,特に

生産過程への資源のインプットの面から,「土地」,

「水」,「労働」について「共同性」を確保 しなが

ら,そ れらをなるべく自己の地域内で賄っていく

という地域自立の発想に支えられたものでなけれ

ばならないとしている。

なるほどこうした地域像は,「資源」や「環境」

が究極的には有限のもとで,エ ントロピーの法則

が歴史貫通的に作用するとすれば,人間の「生存」

を定常的に維持するには,経済過程を,わずかな

物質・ エネルギーの投入によって,エ ントロピー

の累積的増加から定常的に免れている「生命」活

動に,か ぎりなく近づけること以外にはありえな

いという考え方からは,当然,提起されることに

なるであろう。すなわち,エ ントロピーの法則に

従えば,人間の「生存」に不可欠な「資源」や

「環境」の潜在的な利用可能性は,どのような多

様なエントロピー劣化・拡散の経路をたどろうと

も,最終的には,ま ったく無に帰 してしまうとい

う一種の宿命論
11)か

ら,氏は,エ ントロピーの

法則にもとづ くあるべき「生産」過程によって,

一方的に「流通」や「消費」のあり方が決定され,

広 く「生活」過程全般が一義的に規制されるよう

な地域像を導き出しているといえよう。

しか しながら, エントロピーの法則にもとづい

て,経済循環の過程がまったく純粋に自然現象と

して眺められるということと,それが歴史性・社

会性をもつということは,本質的に異なるのであ

る。たとえエントロピーの法則が歴史貫通的に作

用しようとも, この法則が,そ のまま無媒介的に
,

経済循環の社会形態のあり方に新たな展望を与え

たり,氏の示す地域像にもとづいて,地域主義の

実践的課題の方向づけを可能にするわけではない

ことは,い くら強調してもしすぎることはない。

一般に,社会科学における「自然」概念は,本来,

それと対置される「社会」概念との関わりで,そ
の歴史性において理解してこそ,は じめて意味を

もちうるものである。したがって.エ ントロピー

の法則を社会科学の問題として取り扱うためには
,

何よりも,生産―消費の循環過程に一貫 して作用

するエントロピー増加の歴史的形態を明らかにし,

そうした歴史的制約のもとで。できるかぎリエン

トロピーの定常的減少を可能とする多様なシステ

ムを歴史的に探求していくという視点が重要とな

るであろう。そしてエントロピーの法則の歴史的

態様は,一般に経済循環過程を① 人間労働がま

ったく加わらない原初的な形態としての,人間と

自然との関係 =自 然的生産諸力,② 労働生産物

を媒介とした歴史的に発展する人間と自然との関

係=社会的生産諸力,さ らに③生産関係とそれ

に規定された分配,交換 (流通),消費の諸関係,

の視点から把握することのなかに見い出すことが

できる。この場合,① を「自然」ととらえる観

点からは,② は「社会」概念として認識でき,

同様に①,② を「自然」的なものとみなす立場

からすれば,③ はより「社会」的なものと考え

ることができる。いわゆる「自然」と「社会」の

区別は相対的基準にもとづき,生産諸力を①

「自然」と②「社会」に分かつ関係は,同様に,

生産諸力と生産諸関係にも適用されて,そ の歴史

的重層性において眺めることができるのである12)。

以上のことを踏まえて,以下では,「地域」の

「生活者」にとって,す ぐれて生活に密着 した

「消費」の局面に焦点を絞って,商品経済を基軸

とする「工業文明」段階の「生産」のあり方に批

判的な検討を加えることにしたい。特に,商品経

済の論理にもとづく「生産」が消費者の本来ある
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べき欲望から乖離して,必要以上の財貨を過剰に

生み出し,いかに加速的にエントロピー増加を招

いているのかという観点
13)か

ら,現代における

「生活空間」形成の視点の意義について探ること

にする。

先に示した① 自然的生産諸力の次元において,

人間は他の生物と同様に,「生命」の自己維持の

自立性に規定されて,ま さに「自然」的な欲望
14)

の動機づけによって,絶えず何らかのものを「消

費」することを余儀なくさせられている。いうま

でもなく, この「自然」的欲望は,い まだ狩猟採

集段階にある「生産」から提供される具体的有用

性をもつ自然物の「消費」を通して満たされるこ

とになる。しかし,② の社会的生産諸力の観点

に着目して人間と自然との関係が,次第に,労働

生産物を媒介に迂回した形態をとるようになると,

この「自然」的欲望は,生産力の発展に規定され

ながらも,よ り多様な具体的形態を与えられて,

より「社会的」な欲望として形成 。発展させられ

ることになる。「社会」的欲望の歴史的発展は,

「生産」が「消費」に,欲望を満たす具体的な対

象を供給し,そ して「消費」過程でのこの欲望の

充足が新たな欲望を刺激して, さらに「生産」の

前提である目的を観念的に定立するというように,

欲望の再生産を通して行われる。こうして「社会」

的欲望は,「生産」によって,「消費」に,その対

象だけでなく,そ の規定性, その性格,そ の仕方

が与えられ15),「
飢えは飢え」

16)で ぁっても,「 フ

ォークやナイフで食われる料理された肉によって

満たされる飢えは,手や爪や牙で生肉を貪り食う

飢えとは別な飢え」
16)と して,_定の生産力水準

のもとで,相対的に自由な形成・発展を遂げるこ

とになる。ここで重要なことは,「社会」的欲望

の発展が,消費者が予め「内的な像」として描い

ていた欲望と彼が具体的対象を知覚・感知するこ

とによって得られた現実の具体的な欲望との乖離

0偏差を,よ り縮小させながら,多様な動態的過

程を通して展開されるということである。

しかしながら,「社会」的欲望の充足にあたっ

ては,一定の必然的に取り結ばれる生産諸関係に

よって再規定を受けなければならない。さらに
,

生産関係に規定される欲望は,「生産力」を「自

然的生産諸力」と「社式的生産諸力」に分かつ

「自然」と「社会」との関係が,同様に「生産力」

と「生産関係」にも適用されるという立場からは,

「生産力」の観点から眺められた「社会」的欲望

よりも,よ り上位の「社会」概念として位置づけ

られる欲望と認識することができよう。いまこの

欲望を,便宜的に,「経済」的欲望と呼ぶことに

しよう。この「経済」的欲望は,何よりも生産関

係に規定される生産物の分配関係によって直接影

響を受けることになる。特に,資本主義的商品経

済においては,需要は有効需要として市場に登場

しなければならない。いわゆる消費者の欲望は,

稼得可能な所得と財の価格の両面から,は じめて

具体的な表現が与えられることになるのである。

この意味で,資本主義的商品経済は, 自由に形成

・発展する「社会」的欲望を「経済」的欲望の枠

内でのみ充足させ,「消費」を制約する。

さらに,「生産」と「消費」の一体化が崩壊 し,

各々生産者と消費者に決定的に担われる社会にあ

っては,生産者 =「資本」による「欲望操作」
17)

の可能性が与えられることによって,消費者の欲

望が本来あるべき欲望の姿から,乖離し,歪曲さ

せられ,著 しく「消費」の制約を導くことになる

であろう。消費者の欲望は具体的な対象物に結び

っいてしか実現せず,そ の意味で本来「生産」が

欲望を創造するということを考えれば,消費者が

「生産」を「資本」に決定的に委ねることは, ま

すます消費者が自らの手によって欲望を自由に形

成・発展させることを困難にする。もっぱら化石

燃料資源の濫費的利用に依存し,社会的分業の発

展を背景に「生産」過程が多段階に組分化されて

迂回性が高度化することによって,多種多様の豊

富な最終消費財を生み出す「工業文明」の論理は
,

このことを一層促進することになる。そして, こ

うした効率主義と機能分化の徹底化を図って,最

終消費財に至るまでの経路が複雑に絡み合う経済

循環を形成する「工業文明」は, いうまでもなく,

社会的分業の各段階でエントロピー増加を招きな
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である。そうした課題への取り組みは,地域住民

が地域で排出された生活廃棄物は地域内で処理・

処分するという発想にもとづく視点が不可欠であ

り,た とえば日常のゴミ処理を担当する地方自治

体行政の協力が強く要請されることになるであろ

う
19)。

最終的には,「生命系」のロジックを現代

的形態で有効に活かしながら,「生産・流通・消

費・廃棄」のすべての過程を視野に収めた身近か

な「生活空間」をとりもどすことが必要となるが,

商品経済の論理で運営される「工業文明」の「生

産」のあり方に根本的にメスを入れないかぎり,

容易には実現しがたい。しかし, こうした「生活空

間」が現在の大量輸送システムを改め,可能なか

ぎり多様な最終消費財を経済の地域内循環を通じ

て調達できるとするなら,そ の形成・展開は,少
なくとも「生産」から「消費」に至る経路が時間

的・空間的に短縮されるという点から,全体とし

て,エ ントロピー増加を抑制した社会の構築に,

ひとつの有力な根拠を提供することになるであろ

う。そして,そのことはまた,地域内で産出する

資源は,地域内で積極的に活用し,消費者の本来

の欲望に適合 した多様な地域産業の振興につなが

ることになるにちがいない。

たしかにこうした「生活空間」の形成は,地域

間分業を否定 し,生産―消費の経済循環が地域内

で自己完結 した農林水産業 (第一次産業)中心の

社会を連想 しがちである。なるほど玉野井氏が強

調するように農林水産業を主体とし,「等身大の

技術」にもとづく社会は, エントロピー除去機能

をもつ「水」と「土」に依拠したものであるとい

う意味で,最 も望ましい省資源型の低エントロピ

ー社会ではある。もっとも,今 日,経済の地域的

循環といわれるものは,「生産・流通・分配・消

費に関する核をもち,あ る範囲の経済循環をもっ

ぱら域内で行なっている」
20)こ とは事実ではある

が,そ れは,全国的な地域分業と経済循環を背景

に,国民経済の内部に重層的に編成された「機能

地域」=「地域経済」として実在し, もはや,かつ

ての閉鎖性と完結性を備えた村落共同体ではあり

えない。したがって,わ れわれにとって重要な視

がら,社会全体として,エ ントロピーの累積的増

加をよリー層加速化することになる。こうして,

「資本」に「欲望操作」の現実的可能性を提供す

る商品経済の論理と工業生産の論理は相互に相乗

効果を及ぼし合って,人間の「生存」の実体的側

面と関わる本来の豊かな「生活」の追求という課

題を,人間のあるべき欲望形成 0発展のあり方が

阻害されるかたちで,「消費」過程のみに限定す

ることを強制する。

ところで,「資本」=生産者の側による「欲望操

作」の可能性は,少なくとも理論的には,市場の

自由競争段階においては現実化 しないといえる。

というのは, 自由競争段階 (完全競争)の もとで

は,多数の企業が存在し, どの企業も市場価格を

「与件」として受け入れざるをえず,市場での中

心的な競争手段は, もっぱら技術革新にもとづく

費用価格の切り下げに依存することになるからで

ある。したがって,それが現実化するのは,寡占

企業間の統一的な協調行動によって独占価格の設

定・維持が行われ, もはや価格引き下げ競争が有

効な手段となりえない独占段階においてである。

すなわち,そ れは商品の価値実現が,特に使用価

値=非価格的側面から,最終消費者の欲望への直

接 0間接の影響を及ぼすことを通 して,寡占企業

間で差別的に行なわれ,マ ーケティングによる管

理的活動が,主要な競争手段として決定的に登場

する時期であるといってよい18)。 この点について

は,紙幅の制約のために, ここではこれ以上触れ

ないことにする。ここでは,使用価値=消費者の

欲望が寡占的巨大企業の活動によっていかに歪め

られ,今日の豊かな生活を支える製品の多様化が,

いかに無駄な「資源」を浪費し,大量の産業・生

活廃棄物の排出を通 して,「環境」に対して必要

以上の負荷を与えているかということを確認して

おけばよい。

以上の考察から, さしあたり「地域」の「生活

者」が取り組むべき課題は,で きるかぎり分断さ

れた自然生態系循環をとりもどしながら,「消費」

過程から大量に排出される生活廃棄物を,地域内

の物質・ エネルギー循環にのせるのかということ



点は,「生命」過程が「生活」過程として行われ

る「生活空間」を,今 日展開する相対的に自立性

をもった経済の地域的循環との関連で,いかに現

代に復権させるのかということである。

4.地域主義形成への政策的対応

一結びにかえて一

前節では,市場経済を基軸とする「工業文明」

への批判的視点から,一般論として,経済循環と

の関連で「生活空間」形成の現代的意義について

考察を試みてきた。 しかし,地域主義といわれる

ものが,広 く,各々の「地域」の「生活者」が
,

「地域的個性」や「地域的独自性」の観点から,

さまざまな領域の課題に取り組むということを基

盤とした思潮や実践であるとするなら,地域主義

にもとづく「生活空間」形成の課題は,単なる一

般論に解消 して追求するわけにはいかない。その

ことは,地域主義が本来もつ役割や意義と相反す

るだけでなく,地域主義の否定ということにつな

がりかねない。

しか しなが ら,「地域独自」の観点から,各々

の「地域」の課題に「個別的」に接近する地域主

義の目的や意図を十分認めながらも,そ こには一

定の限界性があることもたしかである。というの

は,前節でも若干指摘 したように,今 日,「地域」

は,国民経済の重層的構造に位置づけられる各層

の「機能地域」として実在 し,玉野井氏が強調す

るように,中央集権対地域分権というかたちで単

純にとらえきれるものではないからである。いわ

ゆる各々の「地域」の課題は,全国土的視角から,

地域間相互の関係のなかに位置づけてとらえてこ

そ,そ の「個別的」な取り組みも,一定の効力を

発揮することになるのである。 もしそうでないの

なら,た とえ「地域」の課題は「地域」に関わる

課題にはなりえても,ま さに「地域」の課題など

という固有の課題は存在 しないということになる

であろう。

このようにみると,「生活空間」の形成という

課題 も,個々の「地域」の「生活者」の主体的努

力を越えたところで,本来,地域間の関係を視野
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に入れた問題として「地域」の課題となるという

意味で,全国土的な視点にたったマクロ的な対応

や政策が要請されることになるといえよう。そし

て,そ うした対応や政策が地域政策であるという

ことについては,ま ったく疑間の余地はない。

そこで,「生活空間」の形成という課題に接近

するひとつの有効な手段として,地域政策のもつ

意義や役割について考えてみることにしよう
21)。

「生活空間」形成への視点は,基本的には,地域

内で利用できる資源はできるかぎり地域内で賄い
,

環境に負荷を与える廃棄物はなるべく地域内で処

理 していくという地域自立の発想にもとづいてい

る。こうした原則が守 られない原因のひとつの主

要な背景としては,過密 0過疎に象徴される国民

経済の地域的編成の極端な歪みという深刻な問題

がある。特定地域への産業 0人口の集中・集積 ,

大都市圏の拡大・膨脹による過密問題の発生をも

たらす地域構造の現状は,産業,生活のあらゆる

領域を発生源とするさまざまな形態の公害を引き

起こす,ひ とつの有力な根拠となっている。もし

そうであるとするなら,地域間の産業構造の平準

化を志向し,本来,地域格差の収縮や是正を固有

の政策課題とする地域政策は,地域間に均衡のと

れた資源の利用を保証 し,一方的にある特定地域

に対 して,公害や環境破壊の犠牲を強いることを

緩和するという点で,欠 くことのできない前提に

なる
22)。

エントロピーの法則からまったく免れ得ないと

するなら,地域間の産業構造の接近にもとづくエ

ントロピー増加による犠牲負担の平等化は,おの

ずと地域内で発生 したエントロピーは,で きるか

ぎり地域内で処理するという考え方に導 くことに

なるであろう。また,地域政策は,国内資源,な

かでも広範囲に存在する土地資源,水資源の地域

間の均衡利用を通 して,地域住民に,「地域」の

「資源」の有効利用に対する自覚を促 し,な るべ

く廃棄物の資源化 =リ サイクル化が図れるような

経済の地域的循環の形式という考え方を支持する,

ひとつの重要な施策となるにちがいない。

ところで, こうした地域政策による国土資源の

地域主義形成の視点と経済循環
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均衡ある利用への接近の可能性は,今日の高度情

報化社会のもとで急速に進展する経済の「 ソフト

化」0「 サービス化」によっても与えられる。高度

情報化社会が,「画一的」な製品を大量生産一大

量流通一大量消費する工業社会とは異なって,市

場経済の成熟化とともに,消費者の多様な「個別

的」な欲求に対応できる可能性を持つ社会である。

いわゆる,そ うした社会では,「生産」と「消費」

の近接という点で有利に作用し,経済活動の「分

散化」・「分権化」を通して,経済の地域内循環の

形成に寄与することが大きい。「生産」と「消費」

の時間的・空間的短縮という点からみれば,玉野

井氏が特に重視する農村社会にも,等 しく相通ず

るものがあることはたしかであるが,今 日みられ

る第 3次産業の著しい発展は,消費者の地理的分

布に対応するかたちで,「消費」の側から,「消費」

と「生産」との即時的な結びつきを可能にする23)。

とりわけ,サ ービスの「生産」過程が,同時に

「消費」過程になる傾向が強いサービス産業にお

いては,双方向型情報通信のネットヮークの著し

い技術進歩を背景に,消費者の多様な「個別的」

欲求に即時的に対応することによって,経済の地

域的循環の形成への可能性を増大させている。

しかし, こうした可能性とは別に,経済の「サ

ービス化」0「情報化」の進展は,現実には,中枢

管理機能的部門を中心に,経済活動の地域的集中

性・集積性をよリー層強めているのが実情である。

特に,最近では,対事業所サービス業の発展を中

心に,首都圏への産業 0人口の一極集中が飛躍的

に進展し,経済活動の創造的かつ個性的な「分権

権」。「分散化」の多様な発展を妨げている。 した

がって,首都からの一方向的な情報発信にもとづ

く地域構造を是正するという点からも,本来,地

域間の経済構造の平準化をめざす地域政策は,た
しかに要請されることになるであろう。

以上,本稿では,省資源型の低エントロピー社

会への形成に向けて,「生産」―「消費」の経済循

環の再構築という視点から若千の考察を行ってき

た。そこでの考察は,厳密な理論展開と確かな実証

的裏づけをもったものというよりは,む しろ,地域

主義形成への問題提起という性格をもつものであ

った。問題提起としても,やや広範囲の領域に及

び,十分に研ぎ澄まされたものにならなかったこ

とは認めざるをえない。これらについては,すべ

て今後の課題である。

本稿の問題関心に即して,ただ一言つけ加える

ならば,経済学は事後的に生起した現象を説明す

るだけに終わってはならず,ま さに「経世済民」

の学問 (PolHcal Economy)と して,現実を改

善するための責務を果たすことが,今後,ま すま

す求められることであろうということである。

注

1)こ こでいう伝統的経済学とは, もっぱら市場経済

を対象に,方法論的個人主義の前提に導かれて,効

率性達成条件の精緻化を形式論理的に追求すること

のみに関心を寄せている経済学のことである。

2)既存の経済学は,必ずしも環境汚染 。資源枯渇間

題を取りあげなかったのではない。たとえば環境問

題については,市場経済を媒介しない「外部不経済」

という概念としてとらえている。しかし, その概念

は市場経済の欠陥を示すことになったが,決 して伝

統的経済学の枠組変更にインパクトを与えるもので

はない。むしろ, この概念を設けることによって
,

積極的に市場経済の規範的価値を維持 してきたとみ

ることができる。その意味では,市場経済の欠陥部

分を補強する役割を担ったといえよう。

3)同時に,1971年 は,現代の資本主義経済に制度

的観点から鋭い批判的メスを入れることで定評のあ

る J.ガ ルブレイスが, アメリカ経済学会会長に選

出されたという点においても,象徴的な年であった。

4)オ イルショックから低成長経済への移行とあいま

って, 日本の環境はフロー面ではかなり改善されて

きたことは事実であるが,そ の一方で,環境悪化は,

知らず知らずのうちに,大規模化, 日常化, ストッ

ク化 しているという点で,今日,極めて深刻なもの

になっている。そのことは, フロンガスによるオゾ

ン層破壊,先端技術産業などで使用が高まったトリ

クロロエチレンによる地下水汚染による環境悪化の

事実を示すだけで十分であろう。

5)氏の所説の論点整理については,拙稿「地域主義

の理論構成とその方法的視座―玉野井芳郎氏の所説

にみる『地域』の経済学的意味を中心に一」『農村

研究』第 63号 (1986年)を参照のこと。



6)筆者は,既に「地域主義における自然認識の現代

的意義 と限界」『農村研究』第 64号 (1987年 ),

「地域主義における『地域』概念化について」『農

村研究』第 67号 (1988)の■つの論文を発表し,

玉野井芳郎氏の「地域」の認識の仕方や方法に疑義

を投げかけ,批判的な検討を試みてきた。本稿では,

これらの氏の所説に対する批判や問題点を踏まえて
,

特に人間と自然との関係を社会科学的に認識する立

場から,「地域」のもっ意義やそれを把握する視点

について,新たな考え方を独自に見い出そうとした

ものである。それは,現代に重要な問題提起を行っ

ている氏の所説の批判を通して創造的発展をめざし

た, いわばひとつの試論である。

7)地域主義形成との関連で,「生活」という概念は,

極めて重要なポイントになると考えるが,本稿では,

この概念を明確にしないままに使用している。した

がって,「生命」,「地域」,「エントロピー」,「市場

経済」のキーヮードとの相互連関を明らかにしなが

ら,今後,「生活」概念をよリー層豊かにすること

が課題として残されている。こうした取り組みをす

るにあたっては,『経済セミナー』(日 本評論社)誌

上で,1988年 8月 号から連載 している中村尚司氏

の「地域自立の経済学」は大変参考になり,筆者の

問題関心に知的刺戟を与えてくれた。本稿執筆時点

において,1989年 1月 号 (第 6回)ま で掲載され

ている。

8)エ ントロピーの法則については,玉野井芳郎氏の

所説との関連でいえば,氏がその翻訳にあたって

側 面 か ら援助 された N.GeOrgescu― Roegen,

“EcOnornic of Natural Resources― lヽyths and

Facts''(1981).ニ コラス 。ジョージェスク=レー

ゲン著,小出厚之助・室田 武・鹿島信吾編訳『経

済学の神話』(東洋経済新報社,1881年 )は ,経

済過程が環境に対して廃棄物の負荷を与える不可逆

的過程であるということに注目し,エ ントロピーの

法則と物理的価値,経済的価値, さらに踏み込んで,

人間の倫理的価値との関係を原理的かつ包括的に明

らかにしたものであるという点で,第一に参考にす

べき文献である。また,同様な観点から重要な文献

として,槌田 敦『資源物理学入門』(NHKブ ック

ス,1983年),室田 武『エネルギーとエントロピ

ーの経済学』(東洋経済新報社,1980年 )をあげて

お く。槌田氏によれば,エ ントロピー Sは Q/T

(単位 :カ ロリー/絶対温度)と して測定されるとし,

あらゆる資源について,物理的価値とエントロピー

の総和は一定であるという恒等式が成立つとする。
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すなわち,エ ントロピーの増加にともなって,潜

在的な物理的価値は減少することになり,最終的に

は廃物・廃熱のエントロピーに等しくなってゼロに

なるという不可逆的変化を引き起こす法則が,エ ン

トロピーの法則といわれるものである。 しかし,エ

ントロピーが増加し続けるのは,あ くまでも閉鎖系

のなかだけであって,外界とエネルギー,物質の出

し入れを行う開放定常系としての生命系=生物にお

いては,絶えずエントロピーを捨て去って生命を維

持しているとする。そして, さらに,地球も,いわ

ば一種の開放定常系とみなすことができ,水循環の

形成を通じて,宇宙にエントロピーを除去する機能

をもっているという雄大な視野から,人間の生存に

とっての「水」と「土」の現代的意義を論じられて

いる。こうした考え方は,開放定常系=生命系は
,

より上位の開放定常系のなかに位置づけられてこそ
,

はじめて存在できるという原理がその基礎にあるこ

とを示している。

9)こ うした再生産の問題に還元して,歴史的時間を

再生産過程の累積として認識する方法については,

研ぎ澄まされた思考によって明快に論じた内田義彦

『資本論の世界』(岩波新書,1966年 )か ら得たも

のである。

10)こ うした空間は,山名伸作氏がいうように,資本

主義社会において,資本の再生産過程それ自体の展

開によって形成される「経済空間」や「経済地域」

であり,本来的には, まったく自然的諸条件に左右

されない純粋に市場交換=流通過程がつくり出す空

間として考えることができる。山名伸作「経済地理

学における時間・空間」『地理』Vol.23 No.1,

(古今書院,1978年 ),特に39頁。経済活動それ自体

が法則的につくり出す空間は,市場交換が共同体と

共同体の接するところで始まるという K.マ ルクス

の考え方から,共同体=地域空間相互を結びつける

市場流通の全面的展開によって形成されるものであ

る。この点については,拙稿「地域主義における

『地域』概念化について」『農村研究』第 67号 ,

1988年 において,宇野理論との関連で触れておい

た。

11)エ ントロピーの法則へと現実的対応の可能性をめ

ぐっては,小池浩一郎 (林政総合調査研究所研究員)

が,「 エントロピー派の経済学」『経済学入門』別冊

宝島 82(JICC出 版局,1988年 )235～ 237頁にお

いて,次の四つに分類できるとしている。すなわち,

② 新古典派などの成長継続論者,⑥ ゼロ成長論者,

◎ エントロピー原理主義,① 槌田 敦,室田 武
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に代表される「水土派」及び「定常学派」の四つ。

特に本稿と関連のある① の「水土派」の考え方は,

エントロピー除去機能をもつ水循環機構を活かせる

ような段階にまで,今日の「石油文明」を象徴する

生産力の制御をめざしたものとして示されている。

12)「 自然」と「社会」の概念の区別に関しては,「 自

然」概念について語った次の一文に最も端的に示さ

れている。「敢て象徴的な表現を用いるとすれば
,

それ (自 然 :筆者が補足)は階層的に同一な関係を

常に全体として包括し,よ り高次の関係に対してよ

り低次の関係をいい現わすものだともいいうるであ

ろう。そしてこの点に対する透徹した理解を欠く限

り,人間は自然という概念を語ることは出来ない」

川島哲郎「自然的生産諸力について」『経済学年報』

第 2集 (大阪市立大学,1952年 )72頁。

13)本稿のこうした観点を支持するものとして,都留

重人氏は「無駄の制度化」という言葉を使われてい

る。すなわち,現代資本主義社会は,資源の濫費や

公害現象に結びつく,GNPの拡大に貢献しながら

も福祉的意義の疑わしい無駄な財の生産を経済活動

にビルト・ インすることによって,体制を維持して

いる側面をもつことを述べている。特に「GNP指
標と公害問題」等 5章『公害の政治経済学』一橋大

学経済研究叢書 26(岩波書店,1972年 )参照のこと。

14)「欲望」をめぐって以下において展開する議論の

モチーフは,石原武政「マーケティングと消費者需

要―その準備的考察」『経営研究』第 27巻第 3号 ,

1976年 の研究成果に負うている面が大きい。とこ

ろで, これまで「消費」については何ら断わり書き

をしなかったが,本稿では,最終消費者 (最終消費

財)に直接結びつく「消費」として用いている。

15)「生産」と「消費」との相互規定関係については

K.マルクス著・高木幸二郎監訳『経済学批判要綱』

(大月書店,1958年)に所収の「経済学批判序説」

の 12～ 16頁参照。

「生産は,消費の対象,消費の様式,消費の生産

を生産する。それと同様に,消費は, 目的を規定す

る欲望として生産者にうったえることによって,生

産者の構想 (Antage)を 生産する」14頁。

16)同上,14頁。

17)テ クノストラクチュアが支配的な大企業体制のも

とでの欲望操作の可能性を論じたものとして,J.K.
ガルブレイス著・都留重人監訳『新しい産業国家』

第 2版 (河 出書房新社,1974年 )特に,第 18章

「特定の需要の管理」,第 19章「新 しい時代の因果

連鎖」,第 20章「総需要の規制」を参照のこと。

18)こ の点については,前掲論文「マーケティングと

消費者需要」49～ 53頁。なお,さ らに詳しい論述

を得たい場合には,中野 安『価格政策と小売商業』

(ミ ネルヴァ書房,1975年 )の なかの特に第 1章

「寡占企業の価格政策」を参照。

19)豊富なゴミ・廃棄物処理行政の事例を取りあげて
,

物質・ エネルギーの地域内循環の形成の今日的重要

性を提言 した押田勇雄編,ソ ーラーシステム研究グ

ループ著『都市のゴミ循環』(NHKブ ックス,1985

年),さ らに同様の問題意義からまとめられた同

『都市の水循環』(NHKブ ックス,1982年)に は
,

本稿の執筆に取り組むにあたって,多大な触発を受

けた。

20)川 島哲郎「地域間の平等と均衡について」『経済

学雑誌』第 79巻第 1号 ,1978年 ,16頁。

21)地域政策の性格や役割については,特に,川島哲

郎「序論 現代世界の地域政策―地域政策とは何か

―」川島哲郎・ 鴨澤 巌編『現代世界の地域政策』

(大 明堂 ,1988年 ),お よび辻 悟一「地域政策」

『経済地理学』総観地理学講座 13,『経済地理学』

(朝倉書店,1986年 )参照のこと。

22)前掲論文「地域間の平等と均衡について」12頁

参照。

23)こ の点については,特に工業社会から情報社会ヘ

の移行の特質を原理的な次元において簡潔にとらえ

た林 周二『 日本型の情報社会』(東京大学出版会,

1987年 )71～ 98頁参照。氏によれば,情報社会は,

「生産」と「消費」の即時的な結びつきを著しく高

めることによって,多品種少量生産にもとづく省資

源型の社会への可能性を開くものであるとしている。

受付 昭和 63年 11月 14日

受理 昭和 63年 12月 15日( )
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