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研究 ノー ト

はじめに

現在,経済のグローバル化・ ソフト化の急速な

進展が, これまでの国民経済という枠組を相対化

させるとともに,そ の内部の地域的構成部分であ

る地域経済の構造調整を押し進めている。すなわ

ち,経済のソフト化に連動する経済のグローバル

化は,企業間,業種間,産業間を横断する構造調

整を進行させながら,産業の地域構造=地域的分

業体系を強力に再編成しようとしている。それは
,

1980年以降の経済の間接部門・ 中枢管理部門の

増大による東京を頂点とする都市間の階層化・序

列化
1)(大

都市一大都市周辺都市―地方中枢都市

―地方中核都市―地方中心都市―地方中・小都市)

のよリー層の推進と,それを基軸に形成される地

域経済単位の広域化によって特徴づけられる。

こうした状況のなかで,地方経済圏,なかでも

地方中枢都市・地方中核都市の後背地に位置する

農山村地域の多くが,広域地域経済圏形成のなか

で分解・解体し,そ の地域固有の社会経済的な存

立基盤を衰退・崩壊させることが危惧されている。

これらの農山村地域は,農林業という生産性が著

しく低く最も限界的な産業が地域経済を支え, し

かも日本経済の好不況の調整機能の役割を担わさ

れている低賃金労働力供給に象徴されるように
,

資源の限界的利用の「場」として,二重の意味で

マージナルな存在である。 したがって, これらの

農山村地域には,産業の高度化と地域編成の調整

過程で,国民経済の地域的不均衡発展としての

「地域問題」が集中・集約的に現れているという

ことがいえよう。

地域の内発的発展についての若干の覚書 (続)

―
安東誠一氏の「発展なき成長」の概念を中心に

一

石 井 雄 二

この小稿では, これらの農山村地域に典型的に

みられるように,地域の経済構造が分解 し,よ り

大きなレベルの経済循環のなかに組み込まれ,地

域固有の価値に根ざした生活圏が喪失されつつあ

る地域に焦点をあて,そ れらの地域の独自性・ 自

立性のあり方を検討しながら,地域の「内発性」・

「内発的発展」の意味,理念についての手がかり

を考察することを目的としている。

地域の「内発的発展」や地域の「主体性」とい

う言葉は,最近の地域づくりに関する論議
2)の キ

ー概念・ ワードとして,必ずといっていいほど登

場 してくるものであるが,そ の内容に深く立ち入

った考察ということになると,実に釈然としない

ものが多く,そ うした言葉のみが先行 したような

印象を受ける論調で語 られがちである。こうした

最近の論調のなかで,「地方」という存在がなぜ

構造的に生じるのかという問題意識から,地方経

済の非内発的な性格を「発展なき成長」のメカニ

ズムとして解明し,地域間分業構造に地域経済を

位置づけて,そ の重層的編成に対応 した地域の

「内発的発展」にもとづく独自の経済システムの

あり方を探求しようとしている安東誠一氏の所説

は,多 くの示唆すべき重要な論点を含んでいる。

こうした氏の研究成果は,多方面の雑誌等に掲

載された論文を多数収録 して編集された2つ の著

書,『地方の経済学一「発展なき成長」を越えて一』

(日 本経済新聞社,1986年 )と 『地域経済改革の視

点一新 しいローカル・ エコノミーの創造一』(中

央経済社,1991年 )と して刊行されている。これ

ら2つ の著書は,豊富かつ鋭い現状認識にもとづ

いて, ともに地方経済の「発展なき成長」という
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概念装置を操作 して,地方経済圏の構造上の問題

点を抽出するとともに,そ の独自の発展の方向性

や課題を模索 しようと試みている。ただ,2つの

著書は,刊行された当時の経済情勢を反映して,

力点の置きどころがやや異なっている。

前著書では,大都市圏と比べて急成長を遂げ定

住人口が増加 した 1970年代の地方圏経済の状況

を適確にとらえて, 自己発展力と引き替えに経済

成長を達成したとする「発展なき成長」のメカニ

ズムを定式化することに主眼がおかれている。そ

れに対 して後著書では,1980年以降,日 本経済

の構造調整による東京一極集中が本格化し, ドラ

スチックに変動 しつつある地域経済の編成過程を

踏まえて,現在なお持続が確認されるとする「発

展なき成長」の経路を断ち切って,いかにそれを

乗り越えることができるのかという観点から,さ

まざまな問題を抱え性格を異にする地域の現状の

なかに,そ の展望の多様な芽を見い出だそうとし

ているということができる。いずれにしても,両

著書ともに,地域構造=地域間分業構造がまさに

構造化される過程を視野に入れつつ,「発展なき

成長」の概念装置をもとに,国民経済の最も基礎

的領域である地域社会 (ロ ーカル・ コミュニティ)

に支えられた地域経済 (ロ ーカル・ココノミー)の

「場」から,地域の「内発性」0「主体性」をみて

いこうとする視点と方法では一貫 しているといえ

るであろう。

そこで, この小稿では,適確な現状分析に裏付

けられて定式化された氏の地方経済の「発展なき

成長」という概念を手がかりにして,その検討・

吟味を通して,氏とは異なった独自の観点から,

地域の「内発的発展」の意味をできるかぎり検討

することにしたい。

1.「発展なき成長」概念の論点整理

安東誠一氏が「発展なき成長」という仮説的概

念を提起する背景には,地方圏経済
3)が 1970年

代に達成した急成長の意味を問い直すということ

が問題意識の出発点となっている。すなわち,そ

れは,1970年代に産業・人口の地方分散が全国

的に促進され,地方圏経済が急成長を遂げて「地

方の時代」の可能性が現実のものとして模索され

たにもかかわらず,そ の後 1980年代に入ってか

らの地方圏経済がどうして衰退し,あ るいは崩壊

する危機に直面することになったのかという問題

意識である。1980年 代以降,再び地方圏が大都

市圏を含む他圏域との成長格差を拡大 し,その地

域の経済的自立が遠のいてしまったのは,決 して

急速な国際化・情報化にともなう日本経済の構造

的転換にのみ帰せられるのではなく, その直接の

原因は,1970年代の「発展」の機会喪失を代償

とした地域の「成長」のあり方そのものに内在し

ているというのが,氏の強調してやまない主張点

である。

したがって,地方経済の「発展なき成長」のメ

カニズムの論点整理を行うにあたって,ま ず「成

長」と「発展」の両概念の違いを押さえておくこ

とが重要だと思われる。氏は人間の身体になぞら

えて比喩的に次のように両概念を区別 している。

「成長」(growth)と は「自分の身体が大きくな

ること」を意味 しているのに対 して,「発展」

(development)と は「自分で自分を大きくしてい

く力が大きくなること」であるとしている4)。 ぃ

わゆる「成長」がたんなる経済的規模の量的拡大

の結果を重視するとすれば,「発展」はたとえ短

期的にみて量的拡大を遂げることができなくても,

将来的にみて「成長」するための「技術・ ノウハ

ウの蓄積」過程であり,そ れは地域の住民が主体

的に継続する過程としてとらえられるものである

ということができるであろう。

こうして,「成長」と「発展」の両概念を区別

して,氏 は 1970年代の地方経済の「成長」が

「発展」の基盤を欠いたものであり,地域が自立

的に「発展」する力の育成を怠っていたがために

容易に「成長」を実現することができ,大都市圏

との人口 1人あたり所得格差の縮小が可能となっ

たことをデータで明らかにしている。このことは,

地域自らが「発展」することを重視する氏の問題

関心からすれば,地方圏が大都市圏よりも急ピッ

チで高度成長を遂げたにもかかわらず,大都市圏



との人口 1人あたり所得格差が埋まらず,依然大

きな格差が残ったままになっているのかという理

由を問うことと表裏一体の関係にあるといえる。

しかし,地方圏の抱える構造上の問題をより明確

にするために,敢えて氏は前者のアプローチをと

り,地方圏は成長すればするほど衰退 していくと

いう矛盾を生み出し,地方圏の成長が逆に,大都

市圏=中心の支配・従属をよリー層強め,地方圏

をますます「豊かな縁辺」と化 していく累積的な

因果連鎖を明らかにしている。

こうした地域構造のなかに地方経済=地方圏経

済がビル トインされる基本的要因として,氏は組

立・加工型産業に典型的にみられる企業の労働編

成の空間的分業体系によって,地方が熟練・管理

技術を必要としない低賃金の限界的な労働力供給

源の役割を担わされたことと,生産過程の有機的

な経済循環を欠いたままで,外部からの手厚い財

政資金の依存によって消費経済を中心に経済構造

が組み立てられてきたことをあげている。すなわ

ち,大都市圏=中央の管理部門からコントロール

を受ける低付加価値生産性の進出工場による雇用

機会の拡大と,公共事業,社会保障,各種政策資

金などの財政 トランスファーを基軸に展開する消

費経済化の進展にともなう所得水準の向上という,

地域にとってこれら2つ の外生的要因が作用して,

地方は人口 1人あたり所得の著 しい上昇を実現で

きたとする。地域に供給力拡大の機会を生み出す

ことなく,所得水準の上昇によって需要が拡大す

れば,工業製品の他地域からの移入率が高まり,

地域の「発展」の条件がよリー層阻まれることに

なる。また,進出工場で生み出された付加価値は

低賃金相当部分が地域に落ちるのみで,残 りの大

部分は一般管理費,販売費,研究開発費,金融費

用などの間接費用として,大都市に配分されると

いうことになる。

こうして,地方の成長が高まれば高まるほど
,

大都市なみの所得水準と引き替えに,地方自らを

周辺的・限界的な存在に変えて,「豊かな縁辺」

と化し,さ らに,そのことが大都市圏をますます

成長させて,地方の「内発性」を一段と阻んでい
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くという地方経済の構図が,「発展なき成長」の

メカニズムの骨子である。

本稿における筆者の問題関心は,氏が提起する

「発展なき成長」のメカニズムが貫徹することに

よって,「縁辺」的存在となった地方=地方圏の

なかでも,最 も限界的性格をもつ農村地域が担っ

てきた役割にあり,そ うした農村地域を構成する

農家がどのように存続し, どうして存続を図ろう

としてきたのかということにある。

東京が「世界都市」として経済的中枢機能を肥

大化させて,都市間の垂直的な地域的階層構造を

押し進めるなかで,現在,産業的に最もマージナ

ルな農業生産を担う農家は解体・分解する危機に

直面している。こうした状況下では,農家は農業

生産のよリー層の近代化・効率化を図って農業所

得を高めるか,あ るいは他産業に就業の機会を得

て兼業所得を高めるなどして自ら脱農化の道をめ

ざすかということになるが, いずれにしても農家

を存続させようとすることには変わりがない。す

でに挙家離村を余儀なくされた農家にしても,最

後まで農家を存続させようとする意思が働いてい

たとしたら,それはどのような理由によるものな

のか。著者は限界的存在者としての農家が自らを

存続させる経済的論理とともに,そ うした農家の

農家そのものを存続させようとする主体性・ 自立

性,いわゆる「内発性」を考察することが,氏が

提起する「発展」とは別の観点から,地域の「内

発的発展」を検討するうえで重要だと考えている。

すなわち,そ のことは,氏のいう「発展」が地域

において拡大すればするほど,別の意味で地域の

「内発性」が阻害されるのではないかという問題

関心と密接に関わっている。

以下では, こうした検討に入る前に,農家・農

村に即した氏の「発展なき成長」のメカニズムの

論理をみておくことにしよう
5)。

2.農家の多就業構造と家事労働・仕事

地方=地方圏が「発展なき成長」のメカニズム

にもとづいて, 自らを「豊かな縁辺」的存在に変

えていくというとき,当然,地方 =地方圏の側か

地域の内発的発展についての若千の覚書 (続)
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らみて主体的に「成長」を受容する条件がなけれ

ばならない。氏はこのことを検討するにあたって
,

「成長」の指標である人口 1人あたり所得の地方

圏における急上昇の原因を,それを決定する2つ

の要因,就業率と就業者の生産性 (所得生産性)

の各々の水準が,大都市圏と地方圏ではどのよう

に異なるのかという観点から分析している。

すなわち,氏は人口 1人あたり所得を次のよう

な簡単な式
6)で

表現 し,60年代に工業化から取

り残された後進地域である地方圏が,70年代に

大都市圏との所得格差を縮小することができた原

因を探っている。

Y/P=L/PXY/L
人口 P,就業者数 L,所得 Y,Y/P人口 1人

あたり所得,L/P就業率,Y/L就 業者 1人

あたり生産性 (所得生産性)

まず氏は,地方圏が 70年代に急成長 した要因

として,大都市圏を上回る就業率の上昇に着目し,

その理由を,60年代以降の若年層の大量流出に

ともなう生産年齢人口比率の向上 (幼年人口比率

の減少)と 女子の就業率の高さに支えられた「家

族多就業」の構造に求めている。簡単に言えば,

人口の高齢化が進展し,男子だけでなく女子の中

高年者までが一家総出で働き,1人あたりの低所

得をカバーしつつ,世帯総所得を高め,結果とし

て地域の人口 1人あたり所得の上昇に寄与してき

たとしている。

一方の所得生産性については,地域の労働力が

より低所得の産業 0業種部門から,よ り所得の高

い地域内の産業 0業種部門へと活発に移動したこ

とによって,各々の部門の賃金が大都市圏と比べ

て著しく低いものであり,そ の格差を拡大しなが

らも,地域全体の平均の所得生産性における大都

市圏との格差を縮小することができたとする。そ

して,よ り所得の高い部門への地域内での労働力

移動がスムーズに進行 した背景には,進出工場 ,

公共事業が必要とした大量の労働力の性格が,多

分に定住のままで就業できる単純労働であったこ

とに起因するとしている。

以上は,70年代に急成長を遂げた地方経済=

地方圏経済の平均的な姿を描いたものであるが,

地方経済のなかでも最も周辺的・限界的な存在で

ある農家の姿に直接スライドさせて考えても, ほ

ぼそのまま当てはめて眺めることも可能であろう

と思われる。特に農家の場合,地域の人口1人あ

たり平均所得を実現するためには,就業率をより

高めた「家族多就業」の構造がより顕著にみられ,

地域内でもより限界的な低賃金の労働力供給源に

なっているという点で,地方経済の特徴が最も凝

縮されたかたちで示されているといってよい。農

家が地方の「発展なき成長」のメカニズムを集約

的に体現 しているという意味で,農家に即して,

「家族多就業」構造が氏がいうところの「発展」

を阻止 している意味を問い,ま たそれが,氏とは

違った観点から,農家固有の地域に根ざした「内

発性」=「発展」をいかに防御する役割を担ってい

るかを検討することは,農村地域を含む地方圏だ

けでなく,大都市圏の「内発性」を考えるうえで

も,有効であるように思われる。

農家が自らを脱農化させながら,低賃金をカバ

ーしつつ,家族総出で働いて大都市並み,あ るい

はそれ以上の総所得を実現できた背景には,氏 も

指摘するように,高い女子 (主婦)の就業率を支

える家事労働の代替が,三世代同居などのより大

規模世帯のもとで,家族の世帯員の分担を通して

なされているという要因が作用している。そして,

このような家事労働の代替が容易に行われる条件

があるからこそ,農家に低賃金による多就業構造

という不利な役割を負わせ,氏が言うような, と

きには労働力の需給調節の「不本意な生活安定装

置」としての機能を担わせることが可能となる。

氏の考え方からすれば,農家における家事労働

の代替の容易さが,1人あたり所得 0賃金の低さ

を就業率の高さでカバーして総所得を高めながら,

農家が「成長」しつつ,農家が「発展」の基盤を

掘り崩していくということになる。そうした氏の

論理を認める一方で,筆者は,農家の家事労働は,

核家族化した大都市の家族における家事労働と同

一の次元でとらえられるものではなく,家族構成

員の分担によって家事労働を行い,そのことによ



って農業・農村に根ざした固有の生活価値を防御

し,結果として農家を存続させてきたとみる見方

に,今 日失われつつある農家の「内発性」,ひ い

ては「豊かな縁辺」と化した地方の「内発性」の

積極的な契機をみたい。

そうした農家の「内発性」に根ざした家事労働

は,商品経済が拡大・深化した都市生活において,

男性が賃金労働者 となり,女性 (主婦)がその賃

金労働を家庭内で支える家事労働を担うという場

合の,性的分業として明確に女性に割り振りされ

た家事労働とははっきりと区別されるものである。

それは,兼業化の進展によって商品経済に深く包

摂されながらも,今なお,家族各々の日常生活が

農業生産と直接・ 間接的に結びつき,季節的時間

性と風土的多様性のなかで,「生産」が「生活」

として,ま た「生活」が「生産」として一体的に

営まれていたかつての農家の生活様式の名残りを

とどめていると考えられる。

こうした農家の固有の生活価値に根ざした筆者

のいう「内発性」が,東京一極集中の地域構造の

もとで,都市の垂直的階層構造を基軸とする広域

地域経済圏の形成によって喪失するとすれば,そ

のとき初めて,市場経済の論理のみで自己展開す

る地方経済の「発展なき成長」メカニズムが貫徹

し,地方経済 =「縁辺」が大都市=中央に従属し

た地域構造が完成することになるのではないかと

思われる。以下では,筆者のいう「内発性」をイ

バン0イ リイチの「シャドウ・ ヮーク論」を紹介

しながら明らかにし,氏のいう「発展」。「内発的

発展」の意味をよリー層堀り下げる素材を提供す

ることにしたい。

3.地域的個性の認識とシャドウ・ ワーク

ーイバン 0イ リイチの所説に依拠 して一

(1)シ ャドウ・ ワークとバナキュラーな価値

これまでみてきたように,安東誠一氏は,現在

抱えている地方経済の問題の本質を,70年代の

地方経済の「成長」による非自立的な構造変化に

求め,そ れが日本経済の「成長」を促進する大都

市と地方の従属的・依存的な地域構造との相互関
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係から生み出されることを実証的に明らかにして

いる。そして,そ うした地方経済が「発展なき成

長」のメカニズムをビルト。インされるにあたっ

ては,農家,農村地域に典型的にみられる家族の

「多就業」構造,それを支える世帯構成員相互の

代替による家事労働の処理が果たした役割に注目

している。

しかし,氏にとって重要なのは,地方経済に非

自立的な「成長」が構造化されるうえで,地方経

済の場合,家事労働の代替の容易さが「多就業」

構造成立の条件になっているという事実について

であって,家事労働が地域に居住する人々の生活

に対 してもつ意味を深く掘り下げて考えているわ

けでは決してない。家事労働のそのもの存在,あ

るいは家事労働のあり方がどのように,そ れぞれ

の地域に根ざした固有の生活価値と関わり,そ れ

が自覚的であれ無自覚的であれ,地域の生活者の

「内発性」と根源的に関わっているのかというこ

とは,氏の関心のそとにある課題である。そのこ

とは,氏が大都市圏と地方圏の「成長」=人口 1

人あたり所得格差を検討するに際して,そ の一つ

の決定要因である就業率 (女子)の水準の違いを

みるとき,地方圏が家事労働の代替の面で大都市

圏よりも容易に行われるというような次元で論じ

られていることからもうかがいしれよう。そこで

は,両者のあり方の違いにもとづく「生活過程」

の「質」的な差異が積極的に語られているのでは

なく,両者を家事労働という点で同一のものであ

るという視点から,ただその処理のされ方の違い

が問題になっているにしかすぎない。

農家生活に商品化が広く・深く浸透し,脱農化

が進行 しながらも,総農家所得の「成長」が,

「多就業」構造としての農家の存続を可能とし,

そしてそれがまた,農家の経済的生活を保障して

いくという,いわゆる農家の存続とそれを支える

経済的基盤とが,相互にその前提にもなり結果に

もなるという連鎖が強固に維持される理由を問う

とき,農家をたんなる経済単位 =「家計」と見立

てる市場経済的分析からだけでは十分説明のつか

ない多 くの問題領域を含んでいる。市場経済が高
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度に発達した段階にある今日においても,な お農

家が兼業形態をとりながら根強く存続 し,脱農化

するにしても徐々にしか進展しないということを

みただけでも,農家の存続が決して市場経済の論

理だけでは説明しきれないことを示 している7)。

農家の存続が市場経済の論理の完結性だけで説明

できないとすれば,そ こには,積極的であれ消極

的であれ,農家自身が農家の存続を受容 しうる何

か非市場的要因が普遍的に作用しているとみるこ

とができるであろう。

こうした非市場的要因としてはさまざまに考え

ることができ, しばしばその存在や評価をめぐっ

て論争の的になる「むら」機能や「むら」の共同

体的性格に着目することもできようが,以下では,

その一つの要因として,イ バン・イリイチの提示

した「シャドウ・ ヮーク」の概念を中心に,家事

労働のあり方に象徴される農家の「生活過程」のも

つ普遍的側面を理念的に検討することにしたい8)。

社会哲学者,歴史学者,あ る意味では経済学者

であるイバン・ イリイチは,周知のように,1960

年末以降矢継ぎ早に著書を発表し,その産業文明

社会に対する鋭い警告は,今 日,家族論,女性論

をはじめ広範囲の学問領域に大きな反響を呼び起

こしている。なかでも彼の提起した「 シャドウ 0

ワーク」という概念は,産業的に制度化された市

場経済社会を根源的に批判する分析装置として,

彼の思想の一つ到達点を示すものといってよい。

彼によれば,「 シャドウ・ ヮーク」とは,市場

経済社会 (「商品集中社会」)に移行して初めて生み

出されたもので,賃金労働を支える「影の経済 0

仕事」のことであり,性的分業として女性に固定

化されて家庭内で行われる無償の家事労働は,そ
の典型として考えられている。「シャドウ・ ヮー

ク」には,「賃金労働が支払われていく条件」「賃

金労働を補完する労働」に関わって,「女性が家

やアパートで行う大部分の家事・買物に関する諸

活動」をはじめとして,「家でやたら学生たちが

つめこむ試験勉強」「通勤に費やされる骨折り」

「押 しつけられた消費ストレス」「施療医へのう

んざりするほど規格化された従属」「官僚への盲

従,強制される仕事への準備」など実にさまざま

なものが含まれている9)。 これらの賃金労働を成

立させるのに必要な多くの活動は,「商品集中社

会」以前の「人間生活の自立・ 自存」の基盤を喪

失させる性格をもっており,「商品集中社会」が

自己完結的に運動するために人間生活に強要し,

今日,ま すますその領域を拡大・深化させている

としている。

彼は,「人間生活の自立・ 自存」に関わる領域

を「バナキュラーの領域」と命名し, それを「人々

が日常の必要を満足させるような自立的で非市場

的な行為」「その都度独自の形をとる日常の必要

を満足させるもの」というとらえ方をしている。

そして,バ ナキュラーという言葉は,「“根づい

ていること"と “居住''を意味するインドーゲル

マン語系のことば」に由来し,「 ラテン語として

の vernaculumは ,家で育て,家で紡いだ,自家

産, 自家製のもののすべてにかんして使用」され

るものであり,「変換形式によって入手したもの

とは対立」するとしている10)。

「バナキュラーな

領域」とは,「生活のあらゆる局面に埋め込まれ

ている互酬性の型に由来する人間の暮らし」であ

って,「交換や上からの配分に由来する人間の暮

らし」とは明確に区別されるもので,そ れぞれ地

域的多様性をもつ「 (自 らの所有する)菜園や共有

地 (コ モンズ)か らとれた生活物資」のように
,

その土地で育まれた固有のものを「家」という

「場」で「生産=消費」する「実体=実在的」な

生活,「経済学者によって計量されない,いやさ

れえない必要の充足」に関わる領域のことであ

る11)。
すなわち,そ れは,筆者の問題関心に引き

つけてとらえれば,国民国家や国民経済次元に関

わる概念ではなく,敢えて言葉で表現 しなければ

ならないとすれば,「土俗」「土着」「地縁」とい

うような言葉で表現されるような「地域」固有の

「生活価値」で, しかも決して歴史逆行的な性格

をもたない,肉体的・精神的な人間生存の根源の

領域に関わっているものであるといいうることが

できるかもしれない。

彼にとって重要なことは,今日の高度な産業文



明社会においては,「人間の自立 0自存」の基盤

となる「バナキュラーの領域」は,市場経済を支

える「影の経済」(シ ャドウ。エコノミー)と なる

ことによって,同様に「影の経済」として,「 シ

ャドウ 0ワ ーク」に転換し,そ の結果,一見両者

の区別はつかなくなるが,それらは判然と概念的

に区別されるし,ま た,区別されなければならな

いということにある。そして,「バナキュラーの

領域」から「シャドー・ ヮーク」への転換の起動

力を,男性が賃金労働者,女性は家庭内での無償

の家事労働 (影の労働)と いう性的分業が固定化

され,そ うした家事労働が賃金労働が創出する商

品=製品やサービスに代替 していき,商品による

家事労働の「外部化」が拡大・深化していく過程

にみている。

彼は, こうした家事 (ハ ウスワーク)の性格の

変容過程の例 として,「商業的農場経営が生存維

持 (サ ブシステンス)農業にとってかわり始めた」

1810年 か ら 1850年代の北アメリカの農村を取り

あげている
12)。 そこでは,「女性は男性に劣らず,

家計の自己充足性をつくりあげることに積極的に

活動」し,家事は,「生産=消費の場としての家」

において,「食料の加工と保存, ロウソクづくり,

石けんづくり,糸紡ぎ,機織,靴づくり,羽ぶと

んつくり,腰かけづくり,小動物の飼育や果樹園

の手入れ」として多彩に行われていたが,市場経

済を基軸に社会が運営されるにつれて,「女性は,

かつては家族のために生活の資を供する家の女主

人であったが,いまでは就労前の子供たちが住み,

夫が憩い,夫の所得が消費される場所の守り役」

となり,「女性が経済的に職務解任された結果,

家庭の基本的必要の充足は,生存維持の場としての

家からはなれた賃労働のつくりだす生産物をもっ

て行なわれる」ようになったことが描かれている。

以上がイリイチがいう「 シャドウ・ ワーク」

「バナキュラーの領域」概念,そ の両者の決定的

な違いについてのごく簡単なエッセンスである。

本来,「バナキュラーの領域」は人間生存の実体

的 (サ ブスタンシィブ)意味に関わる「生活過程」

そのものであり,わ れわれがいう財やサービスの
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生産,分配,消費の経済活動は,そ うした「生活

過程」の結果として行われているにすぎないもの

である。産業化された市場社会のもとでは,商品

交換にもとづく経済活動 (形式的な経済)が「バ

ナキュラーの領域」=「生活過程」から異常に突出

0離床 して,「社会」が「市場経済」で全面に覆

われ,「バナキュラーの領域」は,「 シャドウ・ ワ

ーク」に代替・ 転換されて,「生活過程」が「シ

ャドウ 0ヮ ーク」の領域に追い込まれて限定され

てしまうことになる。

これまでの文脈からすれば,商品経済に全面的

に巻き込まれながらも,今日,農家が根強 く存続

しているのは,農家の家事労働に示される農家

「生活」が,曲 りなりにも農業「生産」と結びつ

いて行われ,「 シャドウ・ ヮーク」に全面的に代

替・転換されない「バナキュラーの領域」をいく

ばくか残しているという見方ができなくもないで

あろう。すなわち,「バナキュラーの領域」が人

間生存の根源に関わる生活価値であるが故に根強

く維持・再生産され,農家自身が農家を主体的に

存続させる「内発性」の一つの拠り所になってい

るのではないかということである。しかし,そ う

だとしても, この「バナキュラーの領域」は,今

日, イリイチのいう「生き生きとした共生」にも

とづく「人間の自立 0自存」の生活とはほど遠い

ものであり,農家の「多就業」構造に支えられた

農家の経済的 (市場経済的)「成長」という物的基

盤の確保の結果として,かろうじて存在する性格

のものであると言えるであろう
13)。

(2)地域の「発展」の 2つの原理

根強 く存続する農家生活における「バナキュラ

ーの領域」,そ の存在によって刻印される農村 0

農業地域の地域的個性は,1985年 以降,東京一

極集中の地域構造がますます強化されるなかで,

一挙に崩壊する危機に直面しているといってよい。

経済のソフト化・ サービス化へという産業構造の

転換は,技術・情報が高度に集積 して,消費者の

多様な需要を満足させる多品種少量生産に対応で

きる産業分野が拡大し,異業種間の水平的な企業

関係 (ネ ットワーク型組織)が形成されている大都
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市圏, とりわけ首都圏の優位性を高めることにな

った。経済活動における情報・ サービス資源のも

つ重要性が急速に高まったことによって,多彩な

ソフトな経済機能が集積する東京に,ま すます集

積が促進され,経済的な中枢管理機能を通じて
,

東京を頂点とした垂直的 (系列的。支配的)な地域

間分業構造にもとづく地域的編成がよリー層強化

されようとしている。経済活動が多国籍化し,企

業の国際的な立地戦略による東京の「国際都市」

化が, こうした地域的再編をさらに推進している

ことはいうまでもない。

こうした状況のなかで,地方経済は,70年代

と比較のならない強度とスピードで,都市機能の

もつ重要性が飛躍的に増大 した 80年代から90

年代にかけて,工業部門に象徴されるように,大

都市一地方中枢都市―地方中核都市一地方中小都

市という都市間の階層構造をテコに,「内発性」

を奪われた「支店経済」化が進行している。

以上のような認識に立って,安東氏は,『地域

経済改革の視点』のなかで,地方の経済が「内発

性」を発揮 し,そ の存立を確保するためには,経

済のグローバリゼーションに連動する経済のソフ

ト化に対応 した市場規模の拡大にともなって,生

産や流通,消費にわたる経済活動・経済循環の広

域化がますます要請されるとされている。すなわ

ち,地方経済が 70年代に形成・ 構造化された

「発展なき成長のメカニズム」を乗り越えて, さ

らに 80年代後半から90年代にかけての新たな

地域再編の動向に対応するためには,広域経済圏

の形成を図ることに「発展」の糸口をつかみなが

ら,さ らに「成長」していくことが不可欠である

としている。逆に言えば, このことは,地方経済

が広域経済化 しなければ,そ の「発展」は言うに

及ぼず, これまでの「豊かな縁辺」としての「成

長」も達成されないほど,地方経済の存続は極め

て厳しい状況に追い込まれているということを意

味している。

実際,都市機能の重要性の増大につれて,地方

中枢都市,地方中核都市を中心に広域経済圏が形

成されているということを考えるならば,氏の見

解は,す ぐれて現実の動きに沿う地方経済の「発

展」の妥当な方向性を示すものといえるであろう。

氏は,具体的な地方経済・地域経済の「発展」の

糸口として,地域資源の加工・組立,経営能力,

マーケティングカに関わる技術・情報,人材育成

など,試行錯誤のなかで地域全体に継続的に蓄積

される自己革新機能, インキュベーター (ふ化器)

機能が果たす役割に期待をかけている。氏のいう

これらの機能は,ひ とくちで言えば, ソフト化・

サービス化が進行するもとでの市場経済に柔軟的

に対応し,地域自らが積極的に市場経済への参入

を図るための機能ということができよう。

このようにみると,氏のいう地域の「内発性」

や「発展」は,そ れがますます地域全体として発

揮されればされるほど, これまで以上に地方経済

は市場経済に深く巻き込まれることになり,地域

の根源的な生活や文化に根差した「バナキュラー

の領域」は,ま すます縮小することになってしま

うであろう。「バナキュラーの領域」の縮小と並

行 して,「影の経済」としての「人間生活の自立

。自存」を破壊する「 シャドウ・ ワーク」の領域

がよリー層拡大・ 深化 し,そ の結果,「 シャドウ

・ ヮーク」を代替するための経済活動が活発化す

ることによって,「 シャドウ・ ワーク」を基軸と

した生産一消費の経済循環が形成されることにな

るであろう。

こうした方向での地方経済の「発展」や「成長」

は,氏のいう「発展なき成長のメカニズム」の克

服を通 じて,大都市圏とのあいだにみられる地域

格差の縮小という経済的成果と引き替えに,ただ

でさえ急速に失われつつある地域固有の生活価値

が,ま すます市場経済の論理に従属・支配される

という意味で,決 して望ましいものではないと筆

者は考えている。筆者のこの考え方に対しては,

当然のことながら, 日の前の現実を前提にして現

実的な対応策を練り,地方経済の現実的な展望を

みる人々からの反論が予想されるであろう。この

考え方の違いは,市場経済の論理が容赦なく貫徹

する現実を踏まえるか,そ れとも人間生活の根源

的・実体的な側面に視点を据えてみるかという点



で本質的な差異があり,そ のことは,地域にとっ

ての「豊かさ」とは何かという基本的な問題と密

接に関わっている。

特に,90年代に入ってからの地域再編のなか

で,最 も厳しい状況におかれている地方の農業・

農村地域の場合,市場経済の論理と「バナキュラ

ーの領域」の生活・文化価値との対抗関係が最も

鋭く表れながら,そ の存続が危ぶまれる事態に直

面していると言えるであろう。農家, とりわけ大

量に滞留化する兼業農家は, こうした対抗関係を

集中的に体現する存在としてみることができるで

あろう。現実の動きをみれば,地方の農業 0農村

地域は生き残りをかけて,広域経済圏のなかで地

方中枢都市,地方中核都市の後背地に自らを位置

づけながら,「豊かな縁辺化」を図ろうとしてい

る。それは,「豊かな縁辺」的存在という点では

同じであるが,70年代と決定的に違う点は,積

極的に市場経済に対応するかたちで地域の「内発

性」を高め,自 ら進んで「豊かな縁辺」の道を選

択しようとしているである。

しかしながら,氏は以上のような文脈にもとづ

いてのみ,地域の「発展」や「内発性」を問題に

したわけでは決してない。広域経済圏形成に対応

した地域の自己革新機能,イ ンキュベーター機能

の重要性を強調する一方で,地域の「生活」を望

ましい方向に主体的に制御していくという意味で

の地域の「発展」の必要性をも論 じている。氏は

「発展」を2つ の意味に分けて考え,前者の「発

展」を地域の「自律的要素」,後者の「発展」を

地域の「自立的要素」としてとらえている。すな

わち,前者の「発展」を広域経済圏という現実の

動きに着目した「市場機構の作用を土台とした地

域経済の自律性 (autonomy)」 とすれば,後者の

「発展」は「市場機構の作用に対する計画と政策

あるいは住民の参加や運動の作用を土台とした地

域の自立性 Cndependence)」 としている14)。 そ

して,地域の「発展」に関わる2つ の要素は,一

方が大きくなれば,他方が小さくなるというトレ

ード・ オフの関係にあり,相互のバランスを保つ

ことが重要であるとしている。
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なるほど,氏のこうした地域の「発展」のとら

え方は一応納得できるが,地域の「発展」をそこ

に居住する地域の「生活者」という視点から考え

るうえで,特に重要となる肝心の地域の「自立性」

については,市場経済を制御する「主体性」であ

るとか,「 自治能力」であるとかという言い方を

しているにしかすぎず,そ れがどういうことを意

味するのか,なぜ不可欠であるのかという本質的

な問題に関わることが何も明らかにされていない

と言えよう。「自立性」や「主体性」,あ るいは

「内発性」という言葉が,す ぐれてエモーショナ

ルな響きを与え,それを語るだけで事足りるとい

う性格をもっているだけに,それについてのとこ

とん掘り下げた論及が必要となろう。

とはいえ,前者『地方の経済学』とは異なって,

それに続いて刊行された『地域経済改革の視点』

では,市場経済に即応できる地域の「自律的要素」

とともに,市場経済では完全に代替できない地域

の営みや共同体的機能としての「自立的要素」に

よりいっそう積極的に着目し,い くつかの地域の

事例のなかに,地域の生活者の立場から,大都市

圏=中央からのコントロールに対する制御の可能

性を模索する視点が鮮明に現れている。そして,

こうした地域の2つの要素を統合する原理として,

「地域経営」という新たな概念
15)を

提起 し,市

場経済を補完する存在としての自治体の果たす役

割に期待を寄せながら,経済の成熟化にともなう

多様な地域の経済主体の組織化のなかに,地域の

「内発的発展」のあり方を追及している。

今後,氏のいう「経営される地域」から主体的

に「経営する地域」へと転換する論理がどのよう

に練 り上げられ,「作品としての地域経済」がど

のような具体的な処方箋によって創造されるのか,

その理論的発展を見守っていきたい。

おわりに

以上, この小稿は,安東誠一氏の所説の検討を

通 じて,地域の「内発的発展」や地域の「主体性」

について,さ さやかな問題提起を行 ったものにし

かすぎない。問題提起としても, ごく限られた範
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囲のものであり, また,論理を進めるにあたって

依拠 したイリイチの所説にしても,たんなる紹介

にしかすぎず,そ れに対する批判を含むこれまで

多方面か ら発表された多数の論文・ 文献の吟味・

検討を行ったうえでとりあげたものではなく,そ

の意味でも,不十分のそしりを免れない。それと

ともに,「 シャ ドウ・ ワーク」との関連で,農家

家族が女性の役割について論ずるのであれば,近

年莫大な研究成果が積み重ねられている家族論 ,

女性学,家政経済学,農村生活論等の分野をも広

く射程に入れる必要があろう。

こうした点を踏まえて,地域の「内発的発展」

とのかかわりで提不 したイリイチの「バナキュラ

ーの領域」という概念について,今後さらに考察

をより深めるとともに,そ れを具体的な地域のな

かで明 らかにしていくという大きな課題が残って

いる。それは,現在, とりわけ農産物の自由化の

影響で苦境に陥ってる農業・農村地域でいえば,

市場経済の論理が鋭 く貫徹するなかで経済的に再

建 しながら,同時にイリイチのいう「バナキュラ

ーの領域」とのかかわりで,農村の生活や歴史的

伝統に根差 した地域固有の価値にもとづく地域の

あり方を追及するという,極めて困難な課題であ

るといえるであろう。 こうした課題に応えるため

にも,一歩一歩着実にアプローチし,引 き続いて

より考察を加えていきたい。

注

1)経済の情報化・サービス化の進展において大きな

影響を受ける都市機能。中枢管理機能の立地分析を

通して,都市システムや都市構造の形成・変容を経

済地理学的観点から把握したものとしては,阿部和

俊 。日野正輝・山崎 健・林 上。藤田直晴らの研

究成果がある。

2)特に農山村地域の観点から論じたものとしては,

守友裕一『内発的発展の道一まちづくりむらづくり

の論理と展望一』(農文協,1991年 ),今村奈良臣

『人を活かす地域を興す―農業再生への提言―』

(家 の光協会,1989年 )。 なお,近年の地域活性化

の全国的動向をつかむうえで参考となるものとして,

五十嵐富英『地域活性化の発想』(学陽書房,1988年)。

3)氏は全国を,「第一地帯」(京浜および京阪神地域),

「第二地帯」(北関東,東海,近畿東部,山陽,北

四国,福岡),「第二地帯」 (「第一地帯」,「第二地帯」

以外の地域)の 3つ の地帯区分を行ない,「第二地

帯」を「地方」あるいは「地方圏」としている。

4)安東誠一『地方の経済学』(日 本経済新聞社,

1986年 )22頁。以下第 2節 で展開される「発展な

き成長」の概念の論点整理は, この著書にもとづい

ている。

5)第 3節 において,地方の多就業構造とのかかわり

で展開される「発展なき成長」のメカニズムの論点

整理は,前掲書『地方の経済学』の第 2章「地方経

済の『発展なき成長』のメカニズム」。第 3章「再

生された多就業の構造」の2つ の論文を中心に行っ

たものである。

6)前掲書『地方の経済学』62頁。

7)こ の点に関わって,「農家」概念の再確立をめざ

して,農家世帯の多就業構造のもつ普遍性,農業が

家族 (市場経済の外部領域)に よって担われている

ことの意味を考察 したものとして,玉真之介「『農

家』ははたして特殊 日本的概念か ?一『農家』概念

の再確立のために一」『農業経済研究』第 64巻第 1

号,1992年。

8)以下で展開する「シャドウ。ワーク」論の紹介は,

もっぱらイバン・イリイチ著・玉野井芳郎・栗原

彬訳『 シャドウ。ワーク』(岩波現代選書,1982年 )

にもとづいている。なお,「シャドウ。ワーク」概

念を理解するうえで,次の文献を参考にした。第 7

章「家族の再建と経済学の課題― I・ イリイチ『 シ

ャドウ。ヮーク』論の検討を含めて一」成瀬龍夫・

小沢修司編『家族の経済学』(青木書店,1984年 )。

山本哲士「 シャドウ。ヮークの編制―ホモ・エコノ

ミクスの経済的行為様式」『消費のメタファー・男

と女の政治経済学批判』 (冬樹社,1984年 )。

前掲書『 シャドウ。ワーク』,74～86頁。

同上書,118～ 120頁。

同上書,120頁。

同上書,215～ 217頁。

イリイチは,ポ ランニーの理論 (実体一形式論)

をひとつの重要な導きの糸としながら,「バナキュ

ラーの領域」を民衆の生活の歴史に即 して,探究し

ようとしている。

安東誠一『地域経済改革の視点』 (中央経済社,

1991年 ),185～ 186頁。

この点については,同上書の特に第 7章「もう一

つの『経営』一『地域経営』の発想―」を参照のこと。

/受付 平成 4年 6月 5日 ヽ

受`理 平成 4年 7月 8日 ノ

9)

10)

11)

12)

13)

14)

15)
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