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年代前半

を挙げること

そのことは，

ものが，経済

である。マク

に，マクロの

を起点とする現代経済の特徴

が出来る。それは現代社会に

主観的判断，個々人の意志決

活動において重要な役割を演

ロ的活動に対して，ミクロの

決定論に対して，ミクロの偶

の一つとして，個々の経済

おいて個別性の強調が進ん

定という従来の経済学にお

じるものとして立ち現れて

運動が一定の重要性を有す

然が如何なる機能を果たす

主体の活動の自由度の拡大

でいるということでもある。

いては偶然的契機とされた

いることを意味しているの

るということである。然る

のかということは，個人と

社会の関係の

クロの関係を

りも，この個

の新たな発展

とは，この個

学の新たな展

ところで，

問題として古くから論じられ

如何に捉えるのかということ

人と社会の関係という社会科

段階において，新たな装いの

人と社会の関係に類似したも

開の手掛かりとするというこ

経済活動におけるミクロ・偶

てきたことである。現代社

は，基本的問題であること

学における本質的問題が，

下に再現して来ているので

のを量子力学における相補

とである。

然の果たす役割の重大化と

会においても，ミクロとマ

に変わりはない。というよ

情報社会という資本制経済

ある。本稿で問題にするこ

性原理に見出し，社会経済

いう事実は，従来の経済学

では必ずしも

代科学のパラ

ことによる

しようとする

ける機械論

本的な変革を

のではないの

十分に主題化されてはこなか

ダイム，即ち分離・還元の単

ものである。例えば，『資本論

場合，それが立脚するパラダ

的世界観のパラダイムを転換

必要とするのである。それは

である。世界観についての変

った問題である。それは経

純化パラダイムである機械

』を現代経済の考察に際して

イムの転換が不可避なので

することは，『資本論』自体の

『資本論』の部分的修正に

更は，経済学全体の枠組み

済学の理論が基本的には近

論的世界観に立脚している

の基礎理論として再構築

ある。しかし，経済学にお

大幅な，というよりも根

よって果たされるというも

の変換を要請するのである。

『資本論』の

いて『資本論

るとしても，

ような基礎的

のといえよ

て，「ニュー

場合，その有効範囲は，工業

』は，その有効性を喪失して

工業社会に対応する経済活動

理論の階層的理解は，現代物

う。ハイゼンベルクは，「ニュ

トンの法則は，現象がニュー

社会という限界を持つのであ

しまったということではな

の考察に対して有効性を堅

理学におけるニュートン力

ートン力学は全く改良の余地

トンの概念でもって記述され

る。それは現代社会にお

く，情報社会においてであ

持しているのである。その

学の関係に対応しているも

がないもの」であるとし

る程度の正確さで成り立
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つ」（［７］ 頁

である限り，そ

である。正確さ

立命館経済

）としている。即ち，観測者

して剛体的な物体を問題にす

の精度の限界内においてニュ

学（第 巻・第３号）

の位置と運動状態に無関係で

る限り，ニュートンの法則が

ートン力学が妥当するのであ

あり，絶対時間が問題

有効であるということ

るが，それと同様に現

代経済（情報社

える必要がある

性の関係を如何

ここでは，現

の経済学として

は，社会経済学

動の単なる担い

会）において労働価値論も工

のである。そこでは同時に，

に捉えるのかという問題が生

代を情報段階における資本制

構想されるものは，「社会経

として構築される必要がある

手として縮減されてしまっ

業社会の範囲内において有効

工業社会と情報社会との間に

じる。

経済として捉えるのであるが

済学」であるといえよう。情

ということである。社会経済

た人間を，「現実に生きている

性をもつものとして捉

おける連続性と不連続

，そのような現代社会

報社会における経済学

学においては，経済活

人間」として経済学の

中に位置づける

からのパラダイ

捨象されていた

基本的な変更に

学の展開（観測

ことから出発する点において

ムの転換が不可避なのであ

生きている人間諸個人を一つ

他ならないのである。本稿で

問題と相補性原理）に見出そう

（ ） 観測

，まさしく『資本論』とは相

る。『資本論』においては，単

の範疇として設定するという

はそのようなパラダイム転換

とするものである。

問題と相補性原理

違し，機械論的世界観

なる偶然的契機として

ことは，その枠組みの

の根拠の一つを量子力

年代後半

を与えるもので

ーゲン派による

相補性原理であ

（１） 観測問

，量子力学において重大な発

あったのである。 ボーア

諸々の発見の中で，経済学と

る。

題と観測者の意識

見がなされた。それは機械論

， ハイゼンベルク等のいわ

の関係で重要視されねばなら

的世界観に大きな打撃

ゆる量子論のコペンハ

ないのは，観測問題と

量子力学にお

観測過程におい

相互関連として

全体の中の部分

てしまう観測過

の相互作用を考

観測者と観測対

ける観測問題について，

ては，素粒子を独立した実在

しか理解できない。量子論は

が互いに関連し合う複雑な織

程の鎖の最後の環なのだ。そ

慮しなければ理解できない。

象を分離して考えてはならな

カプラは，次のように指摘し

として考えるのは無意味で，

，宇宙の基本的な合一性を明

物として現れてくる。観測者

のために対象となる原子の特

原子を扱う場合には，デカル

い。原子物理学では，観測者

ている。「原子物理学の

実験の準備と測定との

らかにした。物質は，

は必ずその中に含まれ

性は，観測者と対象と

トのように，私と世界，

自身について語らずに

は，自然を語れ

ここではカプ

おいては「観測

対象」とは，分

「全体の中の部

はないことが強

ないのである」（［ ］ 頁）。

ラの指摘に対して二点につい

者と観測対象を分離して考

離不可能な全体性において

分が互いに関連し合う複雑な

調されているのである。第

て言及しておきたい。第一は

えてはならない」ということ

捉えられねばならないのであ

織物」として現象するのであ

二は，「観測過程の鎖の最後の

，素粒子の観測過程に

である。「観測者と観測

る。そこでは物質は，

り，「独立した実在」で

環」とは，観測者とそ

（ ）



の意識のこと

第一の論点

対象は微視的

偶然と必然の

であるということである。

は，観測過程における諸契機

であり，その振る舞いを観測

相補性と社会経済学（高木）

の不可分性ということであ

するためには巨視的な観測

る。然るに，量子力学的な

装置を通して対象の情報を

得なければな

要なのである

ことはできな

体的な活動と

くるというこ

現象は，様々

鎖の一端は，

らないのである。観測者が対

。それは人間の心の問題とし

い。心の動きを見るためには

して現れる現象を如何に評価

とである。人間の意識が観測

な観測過程の間の相互関係と

観測者の意識と結びついてい

象を直接的に観測できない

て捉えるならば，心そのも

，何等かの媒介が必要とさ

するのかによって，人間の

された現象の性質を決めて

してのみ理解されうるもの

るのである。媒介項として

ために一定の観測装置が必

のの動きは直接的に捉える

れるのである。その際，具

心の活動の観測は相違して

いるのである。観測された

であり，しかもその過程の

観測者の意識が想定される

ことによって

社会において

こうなるとい

においては，

対応関係が崩

ぼすという

的」に測定す

定の全体を考

，一対一の対応関係が観測過

は，一対一の対応関係におい

うことである。そこでは観測

個の自律性が強化され，フィ

壊しつつあるのである。観測

ことが極めて重大な意味を持

ることは断念されねばなら

慮する必要がある」というこ

程では成立しないのである

て人間を捉えることができ

者の意識が無視されえたの

ードバック制御の機能が高

者と対象との間の相互作用

つに至っているのである。換

ないということである。現象

とは，市場について言えば

。機械体系に立脚する工業

た。こうすればこう活動し，

である。しかし，情報社会

度化したことによってその

が，対象の現象に影響を及

言すれば，対象を「客観

の説明において，「実験設

，購買行為と購買者の意識

は，「単一不

ことはできな

右されるので

第二の論点

が，そのこと

である。粒子

ラは，量子

可分」の関係にあるものとし

いのであり，更に市場全体の

ある
）
。

は，観測者の意識が，観測活

は意識によって観測値の含意

の全ての性質が，観測手法と

論における観測問題の重要な

て捉えるということである。

囲気といったものに個々

動において不可分の構成要

が全く相違する結果をもた

密接に関係したものとして

論点は，この「人間」の意識

両者を切り離して捉える

の行為者の意志は大きく左

素であるという想定である

らすことを意味しているの

決定されるのである。カプ

を「宇宙の本質的側面」

（［ ］ 頁）

界をどう観

ターンの反映

の意識を「反

のであり，波

心，観念，思

察対象から

として捉えたことにあると

るかによって決定される」と

に他ならない」（［ ］ 頁）

映」しているのである。電子

動的な性質は波の問いを発し

考，価値のパターンと密接に

除外されるならば，「自然現象

する。「物質界の基本的構造が

いうことであり，「観測される

ということである。観測され

の粒子的な性質は，粒子的

たことによるのである。観

結びついているのである。

の更なる理解が妨げられる

，究極的に我々がこの世

物質のパターンは心のパ

る電子の性質は，観測者

な問いを発したことによる

測のパターンは，観測者の

それ故に，人間の意識が考

」（［ ］ 頁）ことに結果

するのである

能ではないこ

は，結論と

る。経済過程

い分配原則

する」（［ ］

。この点を経済学の問題とし

ととして捉えることができる

しては，「経済過程の進化の側

においては，「新しい手段が

が導入される」のであるが，

頁）ことによるのである

て見るならば，普遍的に妥

ものといえよう。あらゆる

面を否定すること」（［ ］

絶えず発明され，新しい経済

それは，「長期的には個人の活

。その点からすれば，いわゆ

当する経済理論の構築は可

社会に妥当する経済理論と

頁）に他ならないのであ

的欲求が創出され，新し

動がこれらの目的を志向

る標準経済学は，「人間の

（ ）



登場しない世界

定されるとして

目的は知らない

立命館経済

を操作している」（［ ］ 頁

も，「各個人は自分自身の手

」（［ ］ 頁）ものとしての

学（第 巻・第３号）

）ものといえよう。標準経済

段と目的を知っているけれど

ことである。個人は経済行為

学においては個人が想

も，誰も他人の手段と

を遂行するとはいえ，

その内容は，「

ただそれだけで

経済学の基本原

的契機は「制度

界を媒介として

のである。

資源を種々の用途間で，同時

ある」（［ ］ 頁）と想定さ

理の普遍妥当性を主張しうる

的環境」（［ ］ 頁）である

経済理論は，経済活動を現実

に或は別々に試行錯誤しつつ

れているのである。基本的原

のである。その際，形式に対

。制度的環境という人々の日

的内容を与えられたものとし

移動させることであり，

理の形式に関してのみ，

して内容を与える基本

常的活動である生活世

て捉えることが出来る

（２） 相補性

相反する事柄

社会関係や心理

域に導入された

が，物理学の中

「一つの決定的

を意味するもの

ボーアは，「

原理の生成

を相補的関係において捉える

関係等の領域においては古く

のは， 世紀に入ってからの

へ入ってきたということは

な変化」（［７］ 頁）を意味

であったということである。

作用量子の発見により，私達

ということ，又，観測者の関

から理解されていた。しかし

ことである。しかも重要なこ

，単に物理学のみならず科学

するものであり，科学におけ

は，原子的過程の立ち入った

与ということ自体は，

，それが自然科学の領

とは，相補性の考え方

全体の考え方における

る決定論的方法の転換

因果的追跡は不可能で

あり，その過程

を及ぼすという

用量子は，「物

頁）という特徴

則は関与してい

を記述する場合

る。換言すれば

の知識を得ようとするどのよ

ことを学んだ」（［１］ ５

理的過程の単一不可分性」（

を明らかにしたとしている。

る作用が十分に大きくてその

にのみ適用可能な理想化であ

，古典物理学の諸法則の成立

うな試みも，その過程に基本

頁）としている。ボーアは，

［１］ 頁），「原子的過程に固

その作用量子の発見によっ

ため作用量子を無視すること

る」（［１］ 頁）ということ

する条件は，日常的なスケー

的に制御不可能な影響

プランクの発見した作

有の全体性」（［１］

て，「古典物理学の諸法

が許されるような現象

が暴き出されたのであ

ルの現象においては満

たされているが

入れない規則性

量子の全体性の

可欠になるので

は「相補的な記

物質の基本的性

的な全体性とい

，原子的過程においては，全

」（［１］ 頁）に出会うため

特徴を示すためには，時間・

ある。両者は共に原子的現象

述様式」（［１］ 頁）が必要

質の説明が可能になるので

う特徴は，現象を更に明確に

く新しい規則性，「決定論的

に，満たされ得ないというこ

空間的な記述と因果性の要求

の本質的側面を表現するもの

であるということである。相

ある。その点をボーアは，「量

細分しようとするどのような

で図式的な記述を受け

とである。それ故に，

という二つの契機が不

であるが故に，そこで

補性原理においてこそ，

子に固有の現象に典型

試みも，考察している

現象の定義とは

ている」（［１］

をする」という

いうことーにお

に関しての知識

しかし，「相

両立しえない変更を実験設定

頁）としたのである。量子

ことと「原子核システムの

いて捉え，それらを相補的関

を汲み尽くすことが可能とな

補性という観念」は，特別の

に施すことになる，という事

の存在を二つの動きー「個々

全体はホリスティックな動き

係において捉えることによっ

るということである。

考え方ではなく，又「物理学

情に論理的に表現され

の粒子は独立した動き

をする」（［ ］ 頁）と

て，初めて原子的対象

的説明に対してこれま

（ ）



で普通にな

しい領域に

理は，測定装

偶然と必然の

されてきた要求を恣意的に断

おける観測者としての私達の

置と測定対象の相互作用が

相補性と社会経済学（高木）

念するものではな」いのであ

位置を指しているだけである

その現象の不可欠な部分を構

り，「唯単に経験のこの新

」（［１］ 頁）。相補性原

成している場合に，「私達

が得ることの

ボーアは，

原子的対象

れる知識を尽

う認識は必ず

な観点が不可

という描像の

できる解答を単純に特徴づけ

コモ国際会議の頃，記述の

についての異なる実験設定で

くしている」（［１］ 頁）と

しも明確ではない。そこで論

欠であるということだけであ

相補性として捉えたのは，ハ

るものなのである」（［１］

相補性を問題にしていたので

得られる証拠」は，「その対象

いうことである。そこでは対

じられていることは，全体

る。この記述の相補性を，

イゼンベルクである。そこ

頁
）
）。

ある。「量子物理学では，

についての全ての考えら

立的二契機の相補性とい

性を記述するためには多様

更に，粒子と波動の相補性

に相対立する二契機の相補

的関係におい

そのような

かった物質の

（３） 相補

認識革

プリゴジン

るべき真の教

て全体性を捉えるといういわ

相補性原理に依拠してこそ，

基本的性質の説明」（［１］

性原理の意義

命としての相補性原理

は，相補性原理の意義につ

えは，知識の別の分野へも適

ゆる相補性原理の生成を言

「古典物理学の記述では前提と

頁）が可能になったのである

いて次のように指摘している

用できる教えであり，どん

うことができるのである。

されていたが手の届かな
）
。

。「相補性原理から学び取

な単独の言語や，どんな単

一の論理構造

一部分だけし

によっても，

９頁）。

「実在の豊

ことである。

複雑性そのこ

も れさせるような，実在の

か表現出来ない。例えば音楽

どの作曲様式によっても，そ

潤さ」を捉えようとする過程

ここで指摘されている「実在

とである。それ故に，複雑で

豊潤さを強調することにあ

は，バッハからシェーンベ

の全てが表現しつくされた

において導出された原理こそ

の豊潤さ」とは，社会の発

多義的な情報社会を捉える

る。個々の言語は，実在の

ルクに至る，どの和声づけ

ことはなかった」（［２］

相補性原理であるという

展と共に益々増大していく

基本的視角は，相補性原理

にこそ求めら

ボーアは

によれば，そ

第一歩を記

矛盾」を受け

とは，思考の

出されたも

れねばならないのである。

，波動と粒子という相反する

れは同時に相反する「概念

した」（［ ］ 頁）ものであ

入れたということである。粒

結果としてではなく，科学的

のである。相補性の命題が成

像を相補的関係において捉え

の連結」を認めることであり

るということである。科学

子が波動像と粒子像の二つ

性格をもつ「合理／経験的

立したのは，「二つの型の経験

たのであるが， モラン

，「驚嘆すべき認識革命の

は，「科学的合理性による

の像において捉えられるこ

振る舞い」の結果として導

から出発して，二つの矛

盾した命題を

立したのでは

の相補的結合

たものとして

頁）が非論理

あるー相反す

一緒に結びつける論理学的必

なく，「強い合理的要請」の

」は，「思考の非論理性」か

捉えたのであるが，そのこ

的である，ということであ

る二つの命題は，相補的でも

然性に到達した」ことによ

結果であるということである

ら生まれたのではなく，「現

とは「ミクロ物理学的現実の

るとする。かくて，相補性原

ありうるーという複雑な観

るのである。偶々命題が成

。モランは，「波動／粒子

実の非論理性」から生まれ

ある基本側面」（［ ］

理は，「反対物が相補的で

念に行き着かなければなら

（ ）



ない」（［ ］

アインシ

アインシュタ

立命館経済

頁）ことを明らかにしたも

ュタイン・ボーア論争の意味

インは，量子力学の生成に際

学（第 巻・第３号）

のとして捉えられる，という

して二面的役割を果たした。

ことである。

それは彼は「古典理論

最後の人で，ポ

インシュタイン

であるが，量子

人」であったの

よって，ある特

よって，別の量

の正確な値は同

スト古典理論最初の人」（［

は，相対性理論を展開したこ

力学の展開に際して，還元主

である。アインシュタインが

定の量 の値を確実に予測

の値を確実に予測できる

時に求められなければならな

］ 頁）であったというこ

とにおいて「ポスト古典理論

義的主張を堅持したことにお

量子力学に異議を唱えたの

できるならば，そしてもし，

ならば，完全性の概念によっ

い」と結論されることについ

とにおいてである。ア

最初の人」であったの

いて「古典理論最後の

は，「もし，ある観測に

別の全く異なる観測に

て，量 と量 の両方

てである。量子力学で

は同じ物体の位

瞬間のある素粒

決めることを可

ものであり，ア

け入れなければ

ものは，「自然

プリゴジンは，

もの，つまり巨

置と運動量の値を同時に正

子の位置の正確な値を求め

能にする観測」とは，「互い

インシュタインの要求は，「

ならない」（［ ］ 頁）とし

には基本的で単純なレベルが

真に「単純な」挙動をする対

視的レベルにあるものだけで

確に求めることはできないの

ることを可能にする観測」と

に干渉し合わない，二つの異

二つの択一的な枝から得られ

たにすぎないのである。アイ

ある」という深い信念であっ

象物というようなものは，

ある」（［２］ ７頁）とす

である。しかし，「ある

，「その運動量を正確に

なった枝で行われる」

る結果を，両方とも受

ンシュタインを導いた

たのである。しかし，

「我々自身の世界にある

る。アインシュタイン

の主張する原理

するのであり，

ここではアイ

アにおいて量子

立点を一般化す

理論が新たに構

力学の拡張を，

は，「重くてゆっくり動く巨

それこそが古典理論であるニ

ンシュタイン・ボーア論争そ

力学の展開が如何に果たされ

れば，近代科学のパラダイム

築される必要があるのか否か

ボーアは基礎理論の新たな構

視的な物体」の観察に限定さ

ュートン力学が対象としたも

のものが問題なのではなく，

るに至ったのかということで

において，それを超える新た

ということである。アインシ

築を主張したのである。両者

れる限りにおいて妥当

のであったのである
）
。

その論争を通してボー

ある。両者の論争の対

な領域についての基本

ュタインはニュートン

の論争の基本的な規定

は，現代社会に

解するかに関わ

依然として資本

性を持つと主張

捉える論者が存

る。とはいえ，

ると捉えられね

おける経済活動を捉えようと

る問題なのである。情報社会

制経済の支配の下にあるも

する論者と，情報社会は，歴

在しているのである。後者に

『資本論』は，現代社会にお

ばならないのである。後者に

する際の論点でもある。それ

といえども工業社会の延長上

のである。そのような状況の

史的にはポスト工業社会とし

おいてこそ社会経済学の展開

いても一定の範囲内において

属するものとして，ドラッカ

は情報社会を如何に理

に生成したものであり，

下で，『資本論』が有効

て生成していくものと

が不可欠であるとされ

有効性，妥当性を有す

ーの「知識社会論」が

ある。

量子力学の生

力学生成の意義

『完全な』記述

典物理学の延長

量子力学は我々

成は，科学の新しい舞台の幕

を次のように記している。「

を達成するという大望を変え

線上にある」が，「量子力学

を自然の中に置くばかりでな

開けを意味していたのである

相対論は客観性の古典的概念

ることはなかった」という点

は過去と本当に縁を切った最

く，我々に巨視的な数の原子

。プリゴジンは，量子

を変えた」が，「自然の

において，「相対論は古

初の物理学理論である。

から成る『重い』存在

（ ）



物というラベ

態は，コミュ

ある。情報社

偶然と必然の

ルを付け」（［２］ １頁）

ニケーション速度の上昇とい

会の生成と展開は，一方では

相補性と社会経済学（高木）

たのである。工業社会から情

う点において社会発展の新

統一物の分離という近代化

報社会への展開という事

たな様相を含意するもので

の第一段階の終わりと分離

された諸契機

（４） 相補

ボーアは，

（［１］ 頁）

している。

し」（［ ］

の再統合という近代化の第二

性原理の他の領域への適用

相補性の観点は，量子論に

において，相補性の観点を適

ボーアは，相補性の考えを「

頁）ていたのである。「生命

段階の開始を意味するもの

のみ限られるものではなく，

用することによって見かけ上

人間活動の様々な分野に適用

ある有機体の完全な状態，或

であったのである。

「人間の知識の他の領域」

の矛盾を回避しうる，と

することの可能性を探究

は意識ある個人の個性や

人間文化の特

必要とされ

性という特徴

例えば，心の

ている主観

のであるから

意味してい

点の選択に

性は，全体性という特徴を示

る」（［１］ ３頁）というこ

を示すものである限り，その

働きを記述するためには，

に対置され」ねばならないが

，主観と客観の間の厳格な区

ることは，第一に，「全ての概

左右される」ということであ

し，その説明のためには典

とである。考察対象が分割可

説明に際しては，相補性原

一方では，「客観的に与えられ

，他方では，「後者の主観も又

別を維持することはできな

念，乃至全ての語の意味が相

り，第二に，「一個同一の対象

型的な相補的な記述様式が

能なものではなく，全体

理が必要とされるのである。

た内容が，それを観測し

私達の心的内容に属する

い」のである。このことが

対的であること，即ち観

を説明するために，単な

る一通りの記

ここでは，

う。第一は，

いう点でも，

それこそ原子

いう観点は，

では「いわゆ

述には収まらない多様な観点

ボーアが相補性原理が適用さ

生命論である。ボーアは，生

定義の可能性という点でも，

物理学における作用量子の存

一方では「あらゆる非合理的

る機械論に孕まれているあ

を必要とする」（［１］ 頁）

れる三つの領域について言

物学における生命そのもの

分析には委ねられない基本

在と同様な意義を有するも

な生気論との一切の妥協を

る種の先入観を暴き出す」（［

ということである。

及していることを見ておこ

の存在は，観測の可能性と

的事実であるとされるが，

のであるとする。相補性と

退ける」ものであり，他方

１］ 頁）のにも適してい

るのである。

性」と「本能

相補性の特徴

第二は，心

に注意が向

過程と心的

化をもたら

又，異なるタイプの心理学

」という言葉が使用されるが

的な関係が存在していること

理学上の諸問題についてで

けられるかによって色合いが

経験の間には，「前者を観測し

すことになる」（［１］ 頁）と

的経験を記述するためには，

，そこには「内省の特異性

」（［１］ 頁）が示されてい

ある。心理学における観測問

変化する」（［１］ 頁）ことと

ようとするならば，それに伴

いう関係が存在していること

「思惟」と「感情」や「理

により条件付けられている

るとする。

題は，「様々な要素のどれ

して示される。又，脳の

い意志感情に本質的な変

が明らかになるというこ

とである。そ

人間思惟の

である。

第三は，教

る教育につい

である。ここ

れ故，量子論が明らかにし

一般的な問題を解明するため

育の問題に対してである。

て言うならば，異なる人間文

で私達は，複数の観測者がも

たことは，「通常の直観的理解

の一つの手段が存在している

ボーアは，次のように指摘し

化の間の比較が，典型的な

ちよる相反した描像に直面

の届かない事実の中に，

」（［１］ 頁）ということ

ている。「相互理解におけ

相補的関係を解き明かすの

しているだけでない。生活

（ ）



の諸側面に対す

のである。人類

がりとは，両立

立命館経済

る異なる国民の態度の背景は

の文化的達成を互いに十膳に

できないのである」（［１］

学（第 巻・第３号）

，歴史的発展に深い根をもつ

評価し合うことは，どの国民

２頁）。そこには最近多く

伝統により生じている

文化にも固有の独りよ

論じられるようになっ

ている多文化社

更にボーアは

実生活という偉

ボーアは，この

て指摘している

台は観客の手の

うものである。

会の創出の重要性が指摘され

，次のように指摘している。

大なドラマにおいては私達は

俳優と観客，従って行為者と

。この点からニュートン力学

届かない所にあり，その舞台

劇を演ずるのは確かに俳優で

ているものと捉えることが出

「実際，ここでは私達は，調

，観客であると同時に俳優で

観測者という二様の分析視角

を捉えるならば，それは俳優

上の俳優は，観客の反応には

ある。しかしその演技の在り

来るのである。

和を求めるに当たって，

もある」（［１］ 頁）。

の重要性を再三に亙っ

と観客を切り離し，舞

全く無関心であるとい

方に大きく関わるのは

観客の反応に他

ス原理」の導入

（５） 相補性

相補性原理を

有機体の構造や

できないのであ

て捉えることが

ならないのである。その点に

を不可避とするのである。

原理の展開

「ヤヌスの原理」として一般

挙動は，物理化学上の基本的

り，有機体をマルチレベル

必要であるとする。「有機的

おいても観測問題は，体系へ

化したのが， ケストラー

プロセスで説明することも，

のヒエラルキーとして，「有機

ヒエラルキー」においては，

の「サイバネティック

である。ケストラーは，

それに還元することも

的ヒエラルキー」とし

それを構成する一つ一

つがどのレベル

れらは全てが

ターに対し「部

特性を有する。

ス」（［３］ 頁

あり，下位の構

そのような特性

においても「自己規制機構」

「それ自身に特有の活動のリズ

分」として従属しているが，

即ち，夫々のヒエラルキー

）であるということである。

成要素に向けた顔は極めて独

を有する要素を「ホロン」と

と「自律性」を備えた安定し

ムとパターン」を持ち，ヒエ

同時に準自律的な「全体」と

は，「部分の顔」と「全体の顔

上位のレベルに向けた顔は隷

立心に富んだ「全体の顔」で

名づけた。その意味において

た統合構造である。そ

ラルキーの上位のセン

しても機能するという

」を持つ「二面神ヤヌ

属的な「部分の顔」で

ある。ケストラーは，

全体と部分とは，自己

主張と統合の動

ホロンは，二

あらゆる型のヒ

のである。社会

であり，どれも

的実在に対して

会はあらゆる方

的な形態での現象に他ならな

面的性格を有する「自己規制

エラルキーにおける一般的特

的ヒエラルキーにおいて，

その構成部分に対しては統一

は「部分」でもある。ケスト

向に衝突と離散を繰り返す

いのである。

的実在」であるが，ケストラ

徴であることにおいて「ヤヌ

個人，家族，一族，部族，国

のとれた「全体」であると同

ラーは，ホラーキー的構造

気体分子の運動にも似て，混

ーは，ホロンの特性を

スの原理」と名づけた

家は，〈社会的ホロン

時に，より大きな社会

が存在しなければ，「社

沌としたものになる」

（［３］ 頁）と

ホロンが従属

ことを意味して

独自の自律性を

「自己主張傾向

エラルキーがそ

する。

的な顔と全体的な顔をもつこ

いる。一つは大きな全体の一

維持しようとする「自己主張

」はホロンの全体性が，「動的

の組織の個体性を統合し，

とは，全てのホロンは，二つ

部として機能する「統合傾向

傾向」である。「統合傾向」

に表現されたもの」（［３］

維持するのは，「自己主張傾向

の正反対の傾向を持つ

」であり，もう一つは

は，ホロンの部分性が，

頁）である。社会的ヒ

」によるのであるが，

（ ）



「統合傾向」

なったりしな

しい情況にあ

偶然と必然の

は，ホロンの「自己主張傾向

いのは，この統合傾向による

れば，「バランス」し，ホロ

相補性と社会経済学（高木）

」を抑制するのである。人々

ものである。ケストラーは

ンは「動的平衡状態」（［３］

が習慣の盲目的な奴隷に

，この二つの傾向は，好ま

頁）にあるとする。シス

テムの安定性

がその個体性

統合傾向は，

エラルキー

主張傾向は専

能している」

次いで，ケ

は，ホロンの二重性のバラン

を現状維持しようとする傾向

現状のシステムの構成ホロン

に新しいレベルを付加すると

ら自己保存に携わる現状指向

（［ ］ 頁）ということであ

ストラーは，ボーアの相補性

スの上に成り立つのである

だという意味において「保

を統括すると同時に，生物

いう「二重機能」を有してい

型であるのに対し，統合傾

る。

の原理は「両極性の基本的

。自己主張傾向は，ホロン

守的」といえる。ところが

，社会，認識等の進化的ヒ

るのである。即ち，「自己

向は現在と未来のために機

な例」であるとして，素粒

子の「粒子的

向」（［ ］

有の活動のリ

しかし，ケ

テムについて

と全体の関係

のである。ケ

つと想定され

側面は全体性と自己主張傾向

５頁）の現れであるとする

ズムとパターンを有すること

ストラーのホロンモデルが有

ではない。ケストラーの場合

において規定されるというホ

ストラーのシステム論におい

ているのである。ホロンを生

」の現れであり，その「波

。相補性の原理に依拠するこ

が明らかにされるというこ

効性を有するのは，現実の

，ホロンの表現する状況が

ロンについての相互依存関

ては，ホロンという構成要

きている人間として想定す

動的側面は部分性と統合傾

とによって，素粒子が特

とである。

生きた人間が関与するシス

ホロン相互の関係，ホロン

係が全く問題になりえない

素は，実体論的な性格をも

るということは，他のホロ

ンとの関係に

るものとして

ケストラーに

部状態の変容

係論的自己組

システムを構

よって，或は全体との関係に

捉えられるということである

おいては「ホロンの二重性の

は議論の対象にはなっていな

織化論」との相違点でもある

成する場合，極めて単純化さ

よって自己の内部状態を変

。そのようなホロンは関係

バランス」が問題にされる

いのである。それは「実体

。その点において，ケスト

れたモデルしか描き得ない

容させるという特性を有す

論的性格をもつものである。

としても，ホロン自身の内

論的自己組織化論」と「関

ラー的ホロンによって経済

ものといえよう。

近代科学に

いても人間

頁）が追放さ

は，個々人の

（

おいては，客観性が満たさ

を含んではならない」とされ

れていく過程こそは，近代科

意識や意志行為といったもの

） 偶然と必然

れるためには，「適切な科学的

た。科学の世界から「あらゆ

学の発展過程でもあったので

は，偶然性の領域に属する

記述は如何なる資格にお

る擬人的要素」（［ ］

ある。近代科学において

が故に考察対象から排除さ

れたのである

近代科学にお

発展した経済

間の意識，意

我々の一時的

とかと想定さ

。客観性の充足と要素還元思

いて偶然はそれらに対して単

学もそのような近代科学の世

志の自由という問題，必然性

な無知を示す証人に過ぎない

れたのである。偶然はそれ自

考，決定論的思考とは密接

なる攪乱的要因として捉え

界観，即ち機械論的世界観

に対する偶然性を葬り去っ

とか，或は我々の癒し難い

体として，孤立的に考察さ

に結びついていたのである。

られたのである。 世紀に

に依拠していたために，人

てきたのである。偶然は，

不十分さの標しに過ぎない

れる限りにおいて，理解し

（ ）



難いものである

結果したのであ

立命館経済

。相補性原理の発見は，この

る。

学（第 巻・第３号）

偶然性に科学における重要な位置を付与することに

（１） モノ

偶然と必然の

全ての生物を

３頁）するもの

化が生じるのは

る。進化の要因

「進化とい奇跡

ーの「偶然と必然」

関係について特異な解釈を示

「機械のように首尾一貫し，

として捉えるのである。その

，基本的には不変な遺伝情報

は，偶然による「複製の間違

的な構築物の根底には，純粋

したのは，生物学者の モ

全体として統合された機能的

ような機械的，合目的的プロ

が微視的な偶然による攪乱を

い」，「翻訳の偶発的な間違い

に単なる偶然，即ち絶対的に

ノーである。モノーは，

単位を構成」（［ ］

セスの中で，生物の進

受けることにあるとす

」（［ ］ 頁）であり，

自由ではあるが，本質

は盲目的である

ものによって進

性をもった必然

的なものであり

のことからモノ

るとする。

モノーにおい

因」であり，そ

偶然があるだけである」（［

化への道を開くきっかけが与

的に不可逆的な過程」（［ ］

，無方向的なもの」（［ ］

ーは，突然変異は「エントロ

ては偶然的な微視的攪乱こ

のテキストこそが「生物の遺

］ 頁）ということである。

えられるのである。進化それ

頁）であるが，それを惹起

頁）であり，本質的に予見で

ピーの坂を逆に昇るような

そが「遺伝のテキストの変化

伝的構造の唯一の貯蔵物」（

単に微視的，偶然的な

自体は「時間的に方向

する突然変異は「偶発

きないものである。そ

運動」（［ ］ 頁）であ

を起こしうる唯一の原

［ ］ 頁）とされてい

るのである。そ

なる偶然だけに

合目的的プロセ

自由である偶然

という国で生ま

ニズムについて

て生物圏に送り

れ故，モノーは，「生物圏に

ある」（同前）ということに

スとしての必然性の領域と，

性の領域が二分化されてい

れた偶発事が，必然の国，仮

である。偶然が機械的，合目

出されるのかということであ

おける全ての新奇なもの，全

なるとする。モノーにおいて

他方では本質的には盲目的で

るのである。そこで問題にな

借なき確実性の国に入って

的的プロセスの中に，如何に

る。モノーは，それは「保存

ての創造の源はただ単

は，一方では機械的・

はあるが，絶対的には

ることは，「純粋な偶然

ゆく」（［ ］ 頁）メカ

根を下ろし，進化とし

機構の不完全さそのも

のに根ざしてい

を保証している

発事から免れる

ものは，保存機

の量子的構造に

即ち，保存機構

的・量子的出来

る」（［ ］ 頁）ことによる

完璧な保存機構をもってい

わけにはいかない」（［ ］

構は不完全なのではなく，偶

根ざしている」（［ ］ 頁

の完全性如何とは無関係に

事には「不確定性原理が適用

ものであるとする。生物は，

る」が，同時に生物の複製機

頁）ということである。しか

然という微視的攪乱の発生

）のであり，「量子的な乱れ」

複製の攪乱が不可避であると

される」（［ ］ 頁）のであ

一方では「正確な翻訳

構は，「一切の攪乱と偶

し，モノーの主張その

根拠は，「物質そのもの

（［ ］ 頁）である。

いうことである。微視

る。

ここで，微視

列は忠実に翻訳

ま自動的に再び

れる突然変異が

国」に入ること

偶然は二種類に

的攪乱は，遺伝子の配列を変

されるのである。「複製の間

複製されてゆく」（［ ］ 頁

そのまま生物圏において現

のできる偶然は極めて限られ

分類されているものといえ

化させる。然るに，生物にお

違いは，盲目的な忠実性をも

）ということである。しかし

象するわけではない。「必然の

ているのである。その意味で

よう。即ち，「どうでもよい出

いてはその変化した配

つ機構のお蔭でそのま

，そこで多量に複製さ

国，仮借なき確実性の

はモノーにおいては，

来事」と「貴重な価値

（ ）



のある出来事

過装置」（［

頁）として捉

偶然と必然の

」（［ ］ 頁）とである。そ

］ 頁）である。モノーに

えられているのである。酵素

相補性と社会経済学（高木）

の両者を区別するものは「酵

おいては，「酵素」は，「マク

は，微視的レベルで，化学ポ

素」という「合目的的濾

スウェルの魔物」（［ ］

テンシャルの消費という

代償を払って

との決定的な

プリゴジン

界規模に達す

ーにおいては

る」ものが酵

たな秩序の創

秩序を創造しているというこ

相違点が存在しているものと

においては，自律的に運動す

ることによって新たな必然性

，微視的偶然性という厖大な

素によって選択淘汰されるも

出が偶然性自体の変化による

とである。ここに偶然につ

いえよう。

る偶然性が相互に協調現象

の生成が捉えられたのので

貯蔵庫の中に極く少数存在

のとして必然性の生成が捉

ものであるのか，外的契機

いて，モノーとプリゴジン

を起こすことによって，臨

ある。これに対して，モノ

している「貴重な価値のあ

えられているのである。新

による選択の結果であるも

のかの相違で

である。その

る。

（２）『資

『資本論』

として捉えら

く，一つの秩

ある。このモノーからプリゴ

意味において，モノーは，現

本論』における偶然と必然

において，偶然と必然の関係

れている。しかし，その場合

序から別の秩序への転化，一

ジンへの展開こそは，科学

代科学生体の過渡的契機と

は，絶えざる偶然的変動を通

，偶然性から必然性が生み

つの必然から別の新しい必

の飛躍の過程でもあったの

して位置付けられるのであ

して必然が成立するもの

出されるものとしてではな

然への転化の生じることが

問題にされて

捉えることは

な自立的運

本論』におい

然性，新たな

章において，

それらの生産

いるのであり，偶然そのもの

決定的に重要である。それは

動の総体において全体を必然

ては，その絶えざる変動自体

秩序が生まれるのかの考察

次のように指摘されている

物の生産に社会的に必要な労

の考察は排除されている。

個々の要素の自立的運動に

的関連において捉えるという

が如何に生じるのか，更に

には進まないのである。例え

。「生産物の偶然的な絶えず変

働時間が，家が人の頭の上

偶然を絶えざる変動として

よるものであり，そのよう

ことである。しかし，『資

はそこから如何にして，必

ば，『資本論』第一部第１

動する交換比率を通じて

に倒れかかるときの重力の

法則のよう

えず変動する

かれる」こと

交換比率の決

いのである。

のである。こ

それは絶えざ

に，規制的自然法則として強

ことと，規制的自然法則とし

とは，如何なる関係にあるの

定自体は偶然的なものとして

『資本論』において個々の自

こで，交換比率の絶えざる変

る変動の平均として価値量が

力的に貫かれる」（

て社会的必要労働時間によ

かが問題なのである。しか

捉えられるが故に，それ以

立的運動という偶然性は分析

動と規制的自然法則とは，

規定されることとは異なる

）。ここで交換比率が絶

る価値量規定が「強力に貫

し，『資本論』においては，

上の考察が加えられていな

対象から除外されている

相補的関係にあるのである。

ものである。絶えざる変動

それ自体は，

労働時間は，

則」が生み出

がいわゆる

「資本一般」

更にマル

一つ一つとしては社会的に評

理念的に設定されたもので

されるのかが問題なのである

「経済学批判体系」プランにお

における競争編への留保の意

クスは，『資本論』第２章の

価されたものの結果である

ある。「絶えざる変動」から如

。両者が別個の次元に属す

ける「資本一般」と「競争

味することであったのである

「交換過程」論において，「偶

。これに対して社会的必要

何にして「規制的自然法

るものとして想定されたの

」の分離であったのであり，

。

然的交換」と「規則的交

（ ）



換」について，

それらの物が交

よってである。

立命館経済

次のように指摘している。「

換されうるのは，それらを互

しかし，その内に，他人の使

学（第 巻・第３号）

諸物の量的交換比率は，最初

いに譲渡し合うというそれら

用対象に対する欲望は，次第

は全く偶然的である。

の所持者の意思行為に

に固定されてくる。交

換の不断の反復

的比率が，それ

て固定する」（

生成するとされ

マルクスは需要

される交換と規

ここで，生産

は，交換を一つの規則的な社

らの生産そのものによって定

・ ）。ここでは，欲望

ている。換言すれば，需要内

を特定化することによって従

則的な過程としての交換を連

物の交換には，生産物の量的

会的過程にする。他方では，

まるようになる。慣習は，そ

の固定と交換の不断の反復に

容の不変の交換が継続性を持

って需要を従属化することに

関付けようとしたのである
）
。

交換比率が，偶然的に決定さ

それらが交換される量

れらの物を価値量とし

よって交換の規則性が

つということである。

よって，偶然的に決定

れる交換と，一つの規

則的な社会的過

者を「規則的交

現実の交換にお

その決定に際し

る。例えば，市

客観的に訂正さ

比率が「慣習的

る社会的評価が

程としての交換とが存在す

換」と呼ぶことにする。偶然

いて事後的にしか決定されな

て，互いに譲渡し合うという

場において交換者は，「純粋

れる」（ ）とされる

固定性」（ ）を持つ

事前的に確立することでもあ

るとされているのである。前

的交換とは，私的諸労働の生

いことを言うのである。その

「交換者の意志行為」が重要

に主観的な計算の間違い」を

のである。これに対して規則

に至ることである。それは，

る。マルクスは，そのような

者を「偶然的交換」，後

産物の量的交換比率が

比率は，絶えず変動し，

な役割を果たすのであ

犯すが，それは「直に

的交換とは，量的交換

商品の使用価値に対す

社会的評価の確立の結

果として，「生

現象するとして

な進行」が前提

類の交換が如何

換が想定される

程」の傾向とは

第一の問題は

産そのもの」によって，「労働

いるのである。規則的交換に

されるものとされる。ここで

なる関係にあるものとして捉

ことの根拠についてである

如何なる関係において捉えら

，個々の現実の偶然的な交換

生産物の本性」によって，交

おいては，現象が「純粋」に

の問題は，二点ある。第一は

えられるのかということであ

。「交換の不断の反復」と「一

れるのかということである。

関係を通して，如何に規則的

換比率が定まるように

考察され，その「正常

，性格を異にする二種

る。第二は，規則的交

つの規則的な社会的過

交換が成立するのかと

いう問題である

ば，偶然的交換

る役割を演じる

固有の性格を有

る。この偶然的

ということが問

を規定している

。個々の偶然的交換において

と規則的交換の関係とは，個

のかという問題である。個々

し，独自的に行われるが，そ

交換というゆらぎを通して，

題なのである。ミクロにおけ

のかということである。確か

交換者の意志行為が重要な役

々の人間の主観的判断が客観

の交換における交換者の独自

のことは交換者の活動におけ

如何に規則的交換という経済

る個々の交換者の個性が如何

に，交換者の意志行為とはい

割を演ずるものとすれ

的過程の生成に如何な

的な判断，意志決定は，

るゆらぎを意味してい

的秩序が生成するのか

にマクロの規則的交換

え，そこには一定の選

択範囲が存在す

階下にいる商品

ようなことであ

うことと，選択

部を構成するも

という新たな問

るに過ぎないのであり，無制

所持者が，階上で決められた

る。しかし商品交換において

範囲が限られているというこ

のとして商品交換を捉えた場

題が発生するのである
）
。

限な自由が存在するわけでは

メニューの範囲内で自由な選

交換者の意志行為が如何なる

ととは別の問題である。交換

合，交換の不断の反復を如何

ない。それは例えば，

択が可能であるという

役割を果たすのかとい

者の意志行為がその一

にして論定できるのか

（ ）



商品交換が

能になるので

ける恒常性

偶然と必然の

「一つの規則的な社会的過程

ある。その意味で，交換が

（ホメオスタシス）に相当するも

相補性と社会経済学（高木）

」の傾向をもつことによっ

「一つの規則的な社会的過程

のである。その恒常性の過

て，社会の基本的維持が可

」であることは，生物にお

程が攪乱されるならば，社

会の定常的状

かしマルクス

ければならな

行われてい

『資本論』全

を観察するに

れることが最

況における維持が不可能にな

が，指摘していることは「現

い」ということであり，かく

る」（ ）ものとの想

体において行われていること

際して，それが最も内容の充

も少なく現れるところで観察

り，一定の時点において恐

象を純粋に考察し，従って

て「兎に角，事が進行して

定が必要であるということで

である。確かに，マルクスは

実した形態で，しかも攪乱

するか，又は過程の純粋な

慌的状況が惹起される。し

その正常な進行を前提しな

，商品の形態転換は，常に

ある。そのような想定は

，「物理学者は，自然過程

的な影響によって不純にさ

進行を保証する諸条件のも

とで実験を行

進行」を想定

両者は別の問

して捉えられ

この点は価

絶えざる偶然

個々の意志行

れることはな

う」（ ）としている。

することと，交換者の意志行

題である。商品交換において

る必要がある。

値法則の説明についても指摘

性の諸動揺を通して必然性が

為の結果としてもたらされる

く，個性的諸行為の相殺の結

しかし，商品交換過程の考察

為を排除することとは区別

，交換者の意志行為は，決

することができる。価値法

貫徹するとしている。しか

絶えざる偶然性の諸動揺は

果として現象する必然性の

において「過程の純粋な

されねばならないのであり，

定的契機を構成するものと

則について，マルクスは，

し，そこでは交換行為者の

，それ自体として問題にさ

論理のみが展開されている

のである。商

して行われて

かということ

ここでの個々

である。マル

働時間による

し，そこにあ

品交換と価値法則の問題にお

いる経済活動の中から，交換

である。規則的な交換とは支

の“ゆらぎ”として生ずる多

クスは，それを量的交換比率

価値量規定という規制的自然

るのは，偶然性の諸動揺の平

いて明らかにされねばなら

全体に対して支配的となる

配的であり，決定論的であ

様な交換比率の発生こそが

の絶えざる偶然的変動を通

法則が成立するのかとして

均において法則を析出する

ない課題は，偶然的交換と

交換比率が如何に生成する

り，同時に平均的でもある。

偶然的交換に他ならないの

して，如何に社会的必要労

定式化したのである。しか

ということである。規制的

自然法則とし

によって行わ

しかしそれは

へと転化した

るに至ってい

商品交換が

比率の決定に

ての交換比率の決定は，個々

れるのである。その意味では

単なる価値量の決定方式の相

にすぎないということではな

るのである。

先験的に「一つの規則的な社

際して，交換者の意志行為が

の交換の中で同調性により

大量支配的決定による価値

違ではない。即ち，決定の

い。大量支配が実体的根拠

会的過程」として捉えられ

捨象され，価値量は「交換

臨界的大きさに達したもの

量規定であるといえよう。

様式が平均化から大量支配

をもつものとして捉えられ

る場合，生産物の量的交換

者の意志，予知，行為」に

関わりなく変

的運動が，彼

する」のでは

して設定さ

に置き換え

スは，諸物

動するものと想定されること

等にとっては「諸物の運動

なく，「諸物の運動によって

れてしまっているのである。

られ翻訳された物質的なもの

商品の内には，「社会的な生

になる。商品生産社会にお

の形態」を持つのであり，彼

制御される」ものとして現象

マルクスにとっては，「観念的

に他ならない」（ ）と

産規定の物化」と「生産の物

いては，交換者自身の社会

等は，「諸物の運動を制御

するということが与件と

なものは，人間の頭の中

されるのである。マルク

質的基礎の主体化」（

（ ）



）という資

れら諸契機の対

に，不断の反復

立命館経済

本主義的生産様式の全体を

応関係において商品交換過程

として行われるとしても，そ

学（第 巻・第３号）

特徴付ける諸契機が内包され

を捉えているのである。しか

こには個々の交換者の意志行

ているものとして，そ

し，商品交換が規則的

為が何等かの形で反映

されているもの

性において捉え

る場合，商品交

人間的な生活の

おける特性は，

マルクスは，

あるところの手

として捉えることが必要であ

られる必要があるのである。

換は意味を失い，単なる売買

あり方と無関係に規則的交換

ミクロの交換活動を反映する

諸商品の交換過程は，諸商品

に移す限りにおいて，社会的

る。商品交換と交換者の意志

両者を次元的に相違するもの

に還元されてしまうのである

が成立しているわけではない

ものとして捉えられる必要が

を，非使用価値であるところ

物質代謝の過程であるが，商

行為とは不可分の全体

として分離して考察す

。人々の日々の個性的，

。マクロの交換現象に

あるのである。

の手から，使用価値で

品は，商品交換の部面

から消費の部面

いことから，経

を形態の面から

ければならない

産としての過程

買は，商品に対

評価を超えて実

経済システムの

に落ちるのであり，消費過程

済学における問題は，商品交

，従って社会的物質代謝を媒

」（ ・ ）とする。個

であるが，他方では消費され

する形式（現象）的評価の過

体的評価にまで進まねばなら

発展をもたらすのである。現

においては，商品の消費のみ

換の部面のみであるとして

介する諸商品の形態転換また

人的消費の部面とは，一方で

た商品に対する実体的評価の

程である。現代経済における

ない。実体的評価を通して創

実の評価を基盤として創出さ

が問題であるに過ぎな

，「そこで我々は全過程

は変体だけを考察しな

は個々人の生命の再生

過程である。商品の購

商品の評価は，形式的

出される情報こそが，

れる情報に依拠しての

み，新たな商品

商品生産にお

ィードバック機

ているのである

うことによるの

る。前者は，市

による商品の評

創造が可能になるということ

ける評価の契機が措定される

構が生成する。しかしマルク

。それはそこで形成される経

である。商品に対する評価は

場における問題であり，後者

価の問題がマルクスにおいて

である。

ことによって，経済システム

スにおいては，その評価の契

済的秩序は，価値判断の余地

，現象的評価と実体的評価の

は，消費過程における問題で

は欠落しているのであるが，

における情報循環，フ

機が除外されてしまっ

のない秩序であるとい

二段階において行われ

ある。この消費の契機

それは労働の場合に，

構想と実行のみ

するものである

（１） 相補性

が問題にされ，労働の結果に

。

（ ） 偶然と必然

とプロセス思考

たいする評価の視点が全く欠

の相補性とプロセス思考

落していたことに対応

ヤンツは，

然 は〈相補的

（［ ］ 頁）と

性 があるのみ

ホワイトヘッド

て，システムを

相補的な見方は，「プロセス

な原理として，つまり一つ

している。「プロセス思考に

である」（［ ］ 頁）という

のプロセス哲学によるもの

相互に関連し合うプロセスの

中心の見方と近い関係にある

のプロセスの不可分な二側面

あっては，対立するものもお

ことである。ここで「プロセ

である。ヤンツは，〈プロセス

集合体と考える見方であると

」として，「〈偶然と必

として，理解できる」

互い包含し合う〈相補

ス中心の見方」とは，

中心 の世界観につい

して，次のように指摘

（ ）



している。

「これは『

す。見方が変

偶然と必然の

堅固』なシステム要素から構

われば，引き出される結論も

相補性と社会経済学（高木）

成された『構造』を強調する

又異なる。ある与えられた

立場とは明確な対照をな

空間構造，例えば機械のよ

うなものがプ

こそが構造の

ことは〈成る

の一様相であ

必要もなく，

もない。むし

るべきで，こ

ロセスを決定し，融通をつけ

開放的な進化を導き出すと見

こと に他ならない。『存在

る。最早システムの概念自体

夫々の要素の変わり続ける配

ろシステムはコヒーレントに

れらが平衡とかテクノロジー

ていくと考えるのではなく

るのである。それ故，この

』ということすら，動的シス

，特定の空間的ないし時空

置とか，内部或は外部関係

進化を続け相互に関連し合

構造に見られる硬直性とは

，逆にプロセスの相互作用

世界観において強調される

テムにおいては成ること

的構造と結び付けて考える

の集合体として捉える必要

うプロセスの集合体と考え

無縁な大域的安定構造を一

時的に出現さ

更に，ヤン

する場合に

頁）とす

プロセスであ

特徴付けるこ

るのではな

れねばならな

せるのだ」（［ ］ ５頁）。

ツは，人間が関与するシス

も，「究極的には，又も相補性

る。ここでヤンツは，偶然か

るとしているのである。それ

とと関連しているといえよう

く，「ミクロ的な偶然とマクロ

い」（［ ］ 頁）としたので

テム，「社会文化システム」の

という真理の中に解答を見

ら必然への，必然から偶然へ

は量子の波動性が，物質存

。それ故にヤンツは，偶然

的な必然は，生命発生の〈相

ある。システムを動態におい

振る舞いを理論的に追求

つけることになる」（［ ］

のダイナミクスな移行が

在をダイナミクスにおいて

と必然がシークェンスを辿

補的 側面として理解さ

て捉えようとする時，一

方ではミクロ

である。ヤン

であるが，更

立」するの

頁）であると

が次の構造

ロ的記述では

，マクロ双方の記述が共に必

ツは，構造と機能との間に

に，「進化を含んだ自己組織

であり，その場合，「ミクロ的

する。ミクロ的記述とは，「

へと移っていく閾値付近での

「ゆらぎの発生やその種類，

要となり，他方では，プロ

「相互依存的・相補的原理」

化においては，構造，機能，

な見方とマクロ的な見方の

確率論的（時間従属的）記述」

，ゆらぎの形成過程を辿って

大きさをランダムなものと

セス思考が不可欠となるの

（［ ］ 頁）が成立するの

ゆらぎの三者の関係が成

両者が可能」（［ ］ ６

のことであり，「元の構造

いくやり方である」。ミク

して取り扱うから，その記

述の中に偶然

「システム全

論的な側面を

れる秩序がど

生したとし

のことである

かくて，シ

性を含むことになる」（［ ］

体がどのように新たな構造・

強調する」（［ ］ 頁）方法

んなものになるのかが決定さ

ても，「結果は最早ランダムで

。

ステムの動態の真の姿をみよ

頁）のである。これに対し

機能秩序に移っていくか，そ

である。但し，ここでの「決

れているということではな

はなくなっている」（［ ］

うとするなら，ミクロ，マ

て，マクロ的記述とは，

の仕方を記述して，決定

定論的」とは，新たに現

い。ゆらぎはランダムに発

頁）という意味において

クロ双方の記述が不可欠と

なるのである

れることに

定領域は分岐

頁）する

程式を用いて

「選択」する

。システムの動態経路は，一

なる。安定領域においては，

点の近くにあり，そこでは

のである。ヤンツは，定常状

決定論的に計算することがで

「乱雑なゆらぎ」が存在する

連の安定領域と，一連の不

「決定論的法則」が支配してい

系が，複数の未来の候補の中

態の集合可能性や夫々の状態

きるとする。これに対して

ために計算が不可能なのであ

安定領域とにおいて形成さ

る。これに対して，不安

から一つを「選択」（［２］

の安定性は，速度論的方

，分岐点近くでは，状態を

る。その意味では動的シ

（ ）



ステムにおいて

る。乱雑なゆら

ことである。か

立命館経済

は決定論的状態の有する性格

ぎの在り方と無関係に決定論

くてプリゴジンは，「この必

学（第 巻・第３号）

と乱雑なゆらぎとは不可分に

的状態，従って秩序が形成さ

然性と偶然性の絡みが系の

結びついているのであ

れるのではないという

歴史を形成している」

（［２］ 頁）と

新たな構造生

ある。ゆらぎが

な体制へと向か

定の臨界規模が

システム全体か

決定的な形で平

する。

成に際して，個々の粒子の独

，空間的に拡がり，「臨界」

うことができる。自己組織化

存在していることが必要であ

ら見れば微々たるゆらぎでも

均値を変えてしまう可能性が

自的運動であるゆらぎは決定

規模を超えた場合，システム

のダイナミクスが始動するた

る。個々のゆらぎがシステム

，それが臨界規模を超えた場

あるからである。それ故に，

的な役割を果たすので

は，不安定化し，新た

めには，ゆらぎには一

を不安定化するのは，

合，一挙に増幅され，

ゆらぎ一般ではなく，

優勢を占めるゆ

新構造の当たり

安定性を絶えず

ゆらぎによる新

の程度かという

状態が，共に実

が必要であると

である。

らぎには一定の方向性が存在

を付け得るような方向性で

『テスト』している」（［ ］

たな構造形成に際しての条件

こと」，第二に「充分な密度

現されていなければならな

はいえ，「強固」なものでは

しているということが言える

ある。ヤンツは，そのことは

頁）ということを意味して

とは，第一に「サブシステム

の結集と，融通のきく，あま

い」（［ ］ 頁）ということ

ないということ，一枚岩的団

のである。出現すべき

，「ゆらぎはその構造の

いるとする。かくて，

全体のボリュウムがど

り強固すぎない〈連結

の二つである。「連結」

結ではないことが必要

次いで，ヤン

ムは〈メタ安定

システムが既に

る。複雑なシス

常にメタ安定状

サブシステムが

ステム周囲の環

ツは，「ゆらぎが小さすぎる

状態に留まる」（［ ］

不安定になって然るべき閾値

テムにおいては，本来の意味

態にある」（［ ］ 頁）ので

『革新的』になり，個人主義

境は依然ゆらぎを抑え，シス

場合は，例え『マクロな』閾

頁）とする。「メタ安定」とは

を超えても，安定したままで

での安定はありえず，「その

ある。そのことは，次のよ

的な傾向を強めて大勢から外

テム全体を安定に保とうとす

値を超えても，システ

，マクロ的に見れば，

いることを言うのであ

構造を維持する限り，

うに解釈される。「ある

れた場合にも，サブシ

る。メタ安定状態の存

在は，ゆらぎの

一例」（［ ］

済状況の特徴を

てしかるべきは

ステムが強靱さ

そのことは「構

ステムは安定を

『偶然性』と，サブシステム

頁）である，ということであ

捉えるのに一つの手掛かりを

ずの不均衡が生じているので

を示し，柔軟な調整能力を発

造そのものの解体をもたらす

保っている」（［７］ ８頁

の連結から生ずる『必然性』

る。システムのこの「メタ安

与えるものである。経済の現

あるが，恐慌として現実化し

揮している」という状況であ

であろうような変化が進行し

）ということであるとして

の相補的な関係を示す

定」状態は，現在の経

状は，大恐慌が発生し

ない。それは「全体シ

る。ハイゼンベルグは

ておりながら，全体シ

いる。「メタ安定」状態

においては，不

情報社会では

て，コミュニケ

である。しかし

増す」（［ ］

省と予想の能力

均衡が新たな構造を創出する

，経済構造の「メタ安定性」

ーションと輸送技術の発達に

，このことは，「ゆらぎが成

頁）ということでもある。然

」を有する要素を含むことに

には不十分であり，未だ成熟

が強化される。情報と物質の

より，サブシステムの連結の

長に成長を暈ね，決定的な破

るに，ヤンツは，経済システ

よって，よりスムーズな，よ

していないのである。

移動速度の増大，従っ

柔軟性が増大するから

綻に導かれる危険性が

ムは，人間という「自

り「滑らか」な移行が

（ ）



可能になる

ーの解体と

己組織化に際

偶然と必然の

とするのである。ヤンツは，

，サブシステムの自治の強化

しては「サブシステムの自治

相補性と社会経済学（高木）

非破壊的移行のための条件は

」（［ ］ 頁）であるとしてい

の強化」は特筆されねばな

，「社会の管理ヒエラルキ

る。特に，システムの自

らない。

（２） ミク

絶えざる変

方と微視的見

の循環運動を

情報であり，

る「場の情報

ロ・マクロ・ループ

動においてのみ安定性を維持

方という相反するが，しかし

行うものとして捉えることが

ボトム・アップしていく情報

」であり，トップ・ダウン

することの出来るシステム

相補的な見方が不可欠であ

できる。第一は，各経済主

である。第二は，全体の

していく情報である。「場の情

の考察に際して，巨視的見

る。その場合，情報は二様

体において発生する要素的

囲気などによって形成され

報」は，生産計画の生成

に際しての拘

の最重要課題

る」（［２］

構の修正を促

造と微視的事

証するものと

そこでは「自

ある。

束条件として機能するもので

の一つは，巨視的構造と微視

頁）としていることである。

し，その運動の大枠を設定す

象とにおいて二重の役割を果

して，他方では微視的事象に

己に有利なように利用する

ある。その際重要なことは

的事象との間に起こるべき

微視的事象から生じた巨視的

るのである。しかもそこで

たしているのである。一方

おいて増幅作用を果たすも

ことの出来る者のみ」（［２］

，プリゴジンが「進化理論

フィードバックの問題であ

構造が，今度は微視的機

は，非線形関係が巨視的構

では既存体制の安定性を保

のとしてである。とはいえ，

頁）が増幅していくので

「ミクロ・

テムを転換点

を言う。その

操作情報を創

が示されるこ

ロセスにおい

マクロ・ループ」とは，ミク

として，情報がボトム・アッ

ループの重要性は，個々の経

造し続けることによって，市

とにある。その際，操作情報

て生じるのである。

ロとしての個々の経済主体と

プとトップ・ダウンという

済主体が「場の情報」とい

場システムの動的安定性を

の創造は，特定の局面では

マクロとしての市場シス

二様の循環運動を行うこと

う拘束条件の下で，新たな

描くことが可能になること

なく，情報の循環運動のプ

経済システ

ゆらぎは「多

である。その

ために，平衡

（ ） ゆらぎを

ムにおいて，ゆらぎとは，

面的な能力をもつ各個人間

ようなシステムは，観測者の

から遠く離れた世界である。

通しての秩序と市場システ

経済主体（個人，企業）が自律

の複雑な相互作用」（［ ］

住む世界を想定しているの

経済システムにおける人間

ム

的に運動することである。

頁）によって惹起されるの

であり，生きた世界である

とは「平衡から遠く離れた

世界における

基本的には自

そこで重要

その新たに形

の運動によっ

局所的に発生

巨視的存在」（［ ］ 頁）と

律性と協調性という二つの能

な点は，その経済主体の自律

成されたマクロ的秩序が経済

て発生したゆらぎがマクロの

したゆらぎが自己強化される

して規定されるのである。し

力をもつのである。

的，創造的運動が経済秩序

主体のあり方に影響をもつ

秩序形成を実現するのであ

ことである。それは特定の

かもそのような存在は，

を変えることだけではなく，

ということである。ミクロ

るが，そのメカニズムは，

ゆらぎが他の要素とリズム

（ ）



振動を媒介とし

己触媒性（協同

として捉えられ

立命館経済

て同調することであり，ゆら

現象）」，「自己複製機構」とい

るのである。「正のフィード

学（第 巻・第３号）

ぎの選択的淘汰が行われるこ

う。そのような行動様式は，

バック」は，「形態形成とい

とである。それを「自

「正のフィードバック」

う創造的行為の基本要

素」（［ ］ 頁

機構において，

ミクロなのであ

しかし，一度そ

で始まったゆら

正のフィードバ

つ」（［ ］ 頁

）としての意義をもつのであ

不安定なシステムにおける新

る。プロセスの開始は，ラン

れが起これば，プロセスの自

ぎがシステムの内部強化を進

ック機構の作用するプロセ

）ことに他ならないのである

る。ここで明らかなように

たな秩序形成をリードするも

ダムに，そして個々の要素の

己触媒的な強化と加速が生じ

め，遂には全面突破を果たす

スは，「創造的個の原則」が

。ここで，ミクロとマクロは

「正のフィードバック」

のは，マクロではなく，

僅かなゆらぎである。

る。非常に小さな規模

のである。このような

「集団の原則」に「打克

，正のフィードバック

機構を通して連

偶然は必然性の

現実の経済過程

然と必然の「相

が求められてい

市場システム

体の夫々の行為

いのである。そ

関しているのであり，そこに

単なる攪乱要因ではなく，社

から偶然性を剥取ることによ

補性」において，現実的経済

るのである。

において，個々の経済主体の

が社会的文脈の中において如

の際，経済主体 人間とは，

「相補性の原理」が生成して

会進化の重要な構成要因とし

って必然性，法則性を明らか

過程の法則性，一定の傾向性

活動を偶然性として規定する

何なる意味を持つのかを問う

『資本論』で言う「変則的に

いるものといえよう。

て捉えられるのである。

にするのではなく，偶

を定式化することこそ

ということは，経済主

ということに他ならな

孤立した人間」ではな

く，自律的であ

において規定さ

換において，交

的，形式的）に

いながら商品交

あるのである。

囲気に規定さ

ると同時に協働的な性格を有

れる人間が，商品交換の考察

換者の意志行為は個々の量的

おいて極めて重要な役割を果

換の総体，「場」，即ち，市場

そこには市場という一つの

れて行為，判断するものとし

するものである。自律的と協

においては想定されねばなら

交換比率を決定するのみな

たすのである。交換者は，自

の 囲気を通して大きな影響

「場」を形成し，全体の 囲気

ての人間 現実に生きている

働的との相補的二面性

ないのである。商品交

らず，商品の評価（実体

ら個々の商品交換を行

を受けるという関係に

を創出しながら，その

人間が存在しているの

である。それが

において，商品

り，三者は，総

経済主体にとっ

界（社会）や生

称して社会と呼

らない対象でも

市場が生きているものとして

の販売と購買，交換者の意志

体としての考察が必要とされ

ての環境とは，商品交換の相

態系と結びつき，夫々が環境

ぶことができる。そのような

ある。

捉えられる前提条件である。

行為は，個々的契機に分離さ

るのである。更に又，市場シ

手だけではない。彼らは日々

との独自な関係を結んでいる

社会に生きる人間こそが我々

それ故に，市場の考察

れてはならないのであ

ステムにおける個々の

の生活を通して生活世

のである。それらを総

が問題にしなければな

ヤンツは，環

マクロ進化の

的な構造化とし

つまりプロセス

によってヒエラ

それ自体を持続

境と交換しながら新奇性を生

「相補性」であるとする。「進

て作用するのである。複雑さ

が『上層から下層へ』，『下層

ルキー・レベルが形作られて

するためのマクロ的条件を作

み出し続ける開放的な進化の

化は，マクロ，ミクロ両世界

は分化と統合，両プロセスの

から上層へ』同時に進行し，

いく。様々な形の生命発生に

り出し，一方マクロ進化は，

特徴は，ミクロ進化と

で同時に進む相互依存

相互浸透から生まれる。

この両方向のプロセス

見られるミクロ進化は，

そのプロセスの進行を

（ ）



維持するた

と「積み上げ

され，下から

偶然と必然の

めのミクロ的な自己触媒要素

る」こととは相違するもの

上へシステムが付加されて，

相補性と社会経済学（高木）

を作り出す」（［ ］ 頁）。そ

とされている。「積み上げる」

ヒエラルキー・レベルが生

こでは「展開する」こと

においては「構造が強調

ずる」のである。これに対

して「展開す

階層レベルで

経済主体

夫々が夫々を

己生成する

な関係）を適

て，拘束条件

る」においては，「プロセス

同時に構造化現象が進行する

が自律的に運動していくため

自己制御する必要がある。そ

ことである。環境からの信号

切に創り出し，刻々と新しい

を生成する機構は，社会構造

が織り重なりながら拡がって

」（［ ］ 頁）のである。

には，環境変化の中で一定の

れは自律的運動を可能にす

に基づき，経済主体相互の関

機能を発現していくことであ

，生活世界という人々が日

いく」のであり，「異なる

機能を発現するように，

る操作情報を時々刻々と自

係的な秩序（コヒーレント

る。市場システムにおい

々生活している基層的社会

を基盤にして

ボル的再生産

相補的関係に

ヤンツは，

構造の出現へ

いて要求され

としての発展

とは，「ユー

いるもののことである。 ハ

において補完されることが必

ある時，経済システムの維持

大局的に眺めれば，人類は益

と急速に向かっている，とし

ることは，「単なる物理的自

であるということである。更

トピア的な世界政府や世界文

ーバーマスは，その際，個

要であるとした。物質的再

が可能となるということで

々平衡から離れ，大規模な

ている。社会的・文化的レ

己創出構造」ではなく，「自

にヤンツは，そのような状

化の建設といったことより，

々の経済主体の活動がシン

生産とシンボル的再生産が

ある。

不安定状態を経て，新たな

ベルにおけるシステムにお

省する構造」（［ ］ 頁）

況のもとで必要とされるこ

準世界的な自己創出シス

テムの共生と

頁）とし

ということで

あることによ

を持つに至る

次いで，ヤ

そのような状

か，多元論や非平衡につい

ている。情報社会においては

ある。新しい社会についての

るのである。その条件が現実

のである。

ンツは，マクロ，ミクロの相

況に対応するためにはコミュ

て，更に深い関心が払われて

最早ユートピア的世界観は必

ユートピアが必要なのは，

的になった時，共生や多元

互進化においては，個別性

ニケーション速度が増大し

しかるべきだろう」（［ ］

要とされなくなっている

その現実的条件が未成熟で

論についての検討が重要性

が強調されるようになり，

なければならないとする。

「進化をホリ

大させる方向

なることはご

態系に決定さ

ミクロ両進化

こうした一連

な意味での進

スティックな現象と捉え，マ

に進んでいくものと考えるな

く自然の成り行きである。複

れるフェーズ，コミュニティ

の相互進化において遺伝機構

のフェーズは終息していく。

化は止んでしまう。次に，社

クロ，ミクロ両進化が相互に

ら，社会生物的関係の中で

雑な多細胞生物という自己

や種の社会生物的保証が強

及び後に重要度を増す後成

生物は成熟し，人間の脳を

会生物的関係を逆転するよ

依存し合い，複雑さを増

個別性が強調されるように

創出レベルが現れると，生

調されるフェーズ，マクロ，

的機構が展開するフェーズ，

唯一の例外として，実際的

うな社会文化的展開が始ま

るのである。

ムを，自分自

うためには，

なる」（［ ］

工業社会に

として現象し

人間は，自分自身との相互進

身の〈うち に抱え込み，ほ

代謝的コミュニケーションよ

９頁）。

おいては，ミクロとマクロの

たのであり，それ故に，独占

化の段階に達する。人間は

とんど自由にその組織を決

り更に早く作用するコミュ

夫々の進化は，孤立的であ

資本の上に国家を積み上げ

自分が生きるマクロシステ

めていく。しかしこれを行

ニケーション機構が必要と

ったが故に「積み上げる」

るという理論的構想を有す

（ ）



る国家独占資本

クロ・マクロ・

層へ」の同時進

立命館経済

主義論としての展開が可能で

ループにおいて典型的にみら

行が生じるのである。そこで

学（第 巻・第３号）

あったのである。しかし，情

れるように情報の「上層か

は情報のループが形成される

報社会においては，ミ

ら下層へ」「下層から上

。情報社会において情

報の運動をみな

経済活動の体制

（１） 経済学

いとすれば，そこで描かれる

に過ぎないものといえよう。

（ ） 現代

のパラダイム転換と社会経済

ものは情報の運動において調

経済と社会経済学

学

整された結果としての

相補性原理が

においては，実

が確認されると

体の意志行為と

しかし，システ

システムのパラ

ば，機械論的世

っている世界の

提起した世界観は，分割不可

体的なものは存在しないので

いうものである。そのような

して表現される偶然性を主要

ムが偶然性を必然性と共に相

ダイム転換を必然とするので

界観から有機体論的世界観へ

経済活動を活き活きと描き出

能な全体性ということである

あり，観測装置と観測者の意

見方においては，経済システ

な契機として内包することが

補的関係を形成するものとし

ある。そこでのパラダイム転

の転換である。更に，根本に

すためには，経済へのシステ

。それは，原子の世界

識において，その存在

ムにおいても，経済主

要請されるのである。

て措定されることは，

換とは，結論的に言え

おいて相互に依存し合

ム・アプローチの導入

が必要である。

品，貨幣，労働

分を有するもの

らである。しか

たシステム」と

いることは，柔

角に基づくもの

機械論的世界観において捉え

の運動に還元されるものであ

であったのである。機械に似

し，現代の経済システムにつ

して捉えることが必要とされ

軟に成長し，豊かな多様性を

であるのかということであ

られた経済システムの特徴は

ることにあった。それらは機

た機能が経済合理性を実現す

いてはそのような機械的部分

ているのである。現代の経済

生み出すことができるシステ

る。そのようなものとして想

，明確に定義された商

械の運動に類似した部

るのに有利であったか

を含みながらも「生き

システムに求められて

ムとは如何なる分析視

定されるのは，「生命の

原理」である。

「生命の原理」

の「異質文化の

済が溶け込むこ

達成されるもの

ここで「機械

間の相互作用の

経済システムが「生命の原

に立脚して，経済システムと

共生」を実現することが可

とによってではなく（社会と

といえよう。

論思考」とは，一般の複雑な

測定と検証を通じ，実際の経

理」をその基底において有す

いう織物を織りあげることこ

能になるのである。「異質文化

経済の再統一），経済に社会が

現象の説明を，要素に還元し

験と合致しないものは排除す

るということである。

そ，真の豊かさとして

の共生」は，社会に経

纏い付くことによって

，単純な諸力と諸物体

るという対決的態度を

とるもののこと

は延長をその属

て運動しており

「物質の配列」

び付けられた機

数学的方法こそ

である。その特徴は，次の四

性としており，物の世界が自

， 物質は法則に従って配置

の継起として規則正しく運行

械として捉えられるのである

は明証的に真理に至る唯一の

点に纏めることができる。

然的世界を構成する， 自然

され，秩序づけられている。

しているのであり，それは因

。そこでは自然法則は数学的

正しい学問的方法とされたの

物と心を分ける， 物

的世界は法則に基づい

即ち，自然的世界は，

果必然法則によって結

方法において探究され，

である。機械論思考に

（ ）



おいては，如

械的システム

されているの

偶然と必然の

何なる”ゆらぎ”も構造に対

においては，内的力において

である。

相補性と社会経済学（高木）

する脅威としてしか位置づ

，自らの構造を変えること

けされえないのである。機

が出来ないものとして想定

「有機体論

し，個々の要

体に関し構造

通じて説明す

元的であり，

けるものとし

するという

思考」は，複雑な現象を複雑

素も全体との連関で行動し盲

と機能の視点から組織の状態

るのである。情報段階の資本

重層的な構造において特徴付

て分析するためには，社会を

「有機体論思考」とシステム分

に相互作用しているセット

目的であることはなく，複

，統合，分化，目的，階層

制経済は，極めて複雑な様

けられるのである。そのよ

構成する諸要因の相互連関

析が要請されているのであ

（複合的組織）の全体と認識

雑な相互作用のセットの全

等のあり方を捉え，検証を

相を呈している。それは多

うな経済社会を総体性にお

において社会の構造を考察

る。

有機体概念

機体は複雑で

明晰判明な理

（２） 社会

現代社会に

は，次の四点

第一は，経

が出発点とするのは，調和的

豊かな組織化に従っており，

念や機械的な物の見方には還

経済学の生成

おける経済学を社会経済学と

である。

済システムの構成要素が「情

に組織された全体として理

それ故，有機的全体は，直

元出来ないのである。

して構想する時，基本的に

報資源と実物資源」とに区

解される有機体である。有

線的な法則や単純な原理，

了解されねばならない論点

別され，経済が「情報空間

と資源空間」

が相対的に自

その制御域の

するという方

ける限界を乗

「非線形的思

第二は，シ

（ 制御域と実物域）における

立化してくるのである。制御

相対的独自性を認め，実物域

法は，実物域の考察にのみ限

り越える手掛かりを与えるも

考」をその基底におく考察方

ステムの構成諸要素に対して

構成として捉えられることに

域は，情報の流れによって

と制御域との相互連関性に

定されてきた従来の経済の

のである。そこでは従来の

法の重要性が指摘されうるの

フィードバック制御の作用

ある。実物域から制御域

連結されているのであるが，

おいて経済システムを考察

構造と動態の考察方法にお

「線形的思考」にかわって，

である。

が大きな役割を果し，経済

システムに

いうことであ

ではなく，経

己組織性が検

第三は，支

管理的性格を

働者の増大は

おいて原因と結果の「因果的

る。それは社会的意識の運動

済主体の意識が相対的独自性

討の対象になるということで

配的労働の形態が大きく変容

もつ情報処理労働の占める割

，経済システムにおける制御

関連」に替わって，「相互因果

が社会的存在によって一面

をもつものとして捉えられ

ある。

しているということである

合が上昇しているのである

主体の新たな登場としての

性の関係」が成立すると

的に規定されるものとして

，社会的物質代謝過程の自

。単純労働の割合が低下し，

。この管理的能力をもつ労

意味をもつものである。情

報処理に関

相対的自律性

をもつ作業者

た「生活者の

物質的基盤を

第四は，「

わる作業者が一定の集団を形

をもつものとして生成するこ

の生産過程における「主体的

集団」による市場システムへ

創出しているのが 化で

社会変革」における視座の転

成することによって，それは

とが可能であるということ

制御」の可能性と生活レベ

の参加の可能性が増大して

ある。

換についてである。「社会変

資本（機械体系）に対して

である。高い情報処理能力

ルでの高い見識に支えられ

いるのであるが，それらの

革」の現実的基盤は，社会

（ ）



システムの自己

は，体系的一貫

を社会的所有に

立命館経済

組織性の増大にこそ求められ

性の下での運動であるが故に

変革する以外に，資本制経済

学（第 巻・第３号）

ねばならないのである。機械

，その体系の初期条件，即ち

の構造を変革する手段はあり

原理における経済活動

，生産手段の私的所有

えないとされたのであ

る。これに対し

意識的に作用さ

と捉えられるの

これら現代の

スとして展開し

えられるのであ

次の課題である

て，サイバネティックス原理

せることにより，社会・経済

である。

資本制経済の特徴は，経済シ

ているということである。シ

る。そのような理論的前提の

。

においては，フィードバック

システムが自己組織的に変革

ステムは，社会的・意識的制

ステム思考に立脚してのみ，

下で，社会経済学の構想が如

制御の機能を総合的・

することが可能である

御を基軸とするプロセ

その全体系的動態が捉

何に展開されるかは，

） 観測そ

るとして

て装置の

の中へそ

自然はど

） 古典的

れるかの

れ自体について，ハイゼンベルク

いる。「観測されるべき現象が，

中で更に別の現象が発生し，それ

の成果を定着させます。現象から

のように作動しているかというこ

観点での唯一の「客観的」記述は

選択からは独立しているからであ

注

は，「一般に非常に複雑な過程で

我々の測定装置に何事かを引き

が回り回って，遂に感覚的な印

我々の意識のなかへの定着まで

とを知らねばなりません」（［７

，あるがままの系の完全な記述

る。（［２］ ８頁）

ある」（［７］ 頁）であ

起こします。その結果とし

象を作り出し，我々の意識

のこの長い道中に亙って，

］ 頁）。

であり，それがどう観測さ

） ここで

んな仕方

関係につ

ぼすとい

働き，心

て現れた

られてい

） プリゴ

，粒子と波が同じ過程の相補的な

で関連し合うのかという問題が残

いて論じたのが，プリゴジンの散

うことは，「物質現象と精神現象

は物の場で働く。宇宙は一つの場

りする」（［ ］ 頁）としてい

るのである。

ジンは，次のように指摘している

二面として捉えたとしても，そ

されたままである。（［ ］

逸構造論である。小林道憲は，

の不可分ということの一つの現れ

であり，その場の振動が，物質

る。小林において，物質は，振

。「視点を変えると，相対論と

こには依然として両者がど

頁）その点を偶然と必然の

観測が自然現象に影響を及

」であり，「物は心の場で

として現れたり，精神とし

動現象の固定化として捉え

量子力学は，ニュートン力

学によっ

きにこう

まる。同

が多い」

） 商品交

その過程

られる必

のある担

済社会が

て表現された基本的世界観に固執

言える。量子力学では，時刻ゼロ

様に，相対性理論でも，時間の静

（［２］ 頁）。

換の考察において，単に商品と貨

の単なる担い手ではなく，交換者

要がある。従来，人間は，単に

い手としてのみ想定されてきた。

形成されていくのであり，その経

しているように見える。特に時

における波動関数がわかれば，

的な幾何学的性質が四次元表記

幣の持ち手の変換としてのみで

の意志行為は，商品交換の一部

「諸関係の産物」として社会的に

しかし，社会を構成する個々人

済社会の在り方が個々人の活動

間の役割と意味を考えると

未来と過去に対する値も決

方によって強調されること

はなく，従って，交換者は

を構成するものとして捉え

規定され，経済活動の意識

の経済活動の総体として経

の制約条件となっていくと

いう関係

めて重要

われねば

（

との相補

ある。商

のが商品

にあるのである。社会の考察にお

な意味をもつのである。夫々の行

ならないのである。そのようなも

）ではなく，自律的であると

的二面性において規定される人間

品交換において，交換者の意志行

交換の「場」，即ち市場の 囲気

いて，主観的判断の下において

為は社会的文脈の中において如

のとして想定される人間とは，

同時に協働的な性格を有するも

が，商品交換の考察においては

為は量的交換比率を決定するの

を通して規定される関係にある。

行われる個々人の行為は極

何なる意味を持つのかが問

「変則的に孤立した人間」

のである。自律的と協働的

想定されねばならないので

みならず，意志行為そのも

「場」を形成し，全体の

（ ）



囲気を

や市場

活動と

偶然と必然の

創出しながら，その 囲気に規

を，商品と貨幣の運動に一面的

して捉えるということである。

相補性と社会経済学（高木）

定されて行為，判断するものとし

に還元するのではなく，より広く

その点からすれば，マルクスにお

ての人間である。即ち，経済

「場所」の中で成立する経済

いて，交換者が商品交換過程

の単な

は，現

） 交換

換関係

そのよ

に可能

である

に注意

が巨大

る担い手として規定され，商品

代経済における商品交換を論じ

関係において，交換者の意志行

を無秩序と混沌において捉える

うな中から「自己組織化」の過

であるとしたのである。機械の

。プリゴジン的パラダイムは，

を向けるのである。「無秩序・不

な結果の引き金となりうる）・時

の矛盾的性格の自己展開として商

るには大きな限界を有するもので

為を想定するということは，偶然

ことである。これに対して，プリ

程を通して，秩序と組織が「自発

時代の伝統的な科学は，安定・秩

今日の加速された社会変化を特徴

安定性・多様性・非平衡・非線

間性―時間の流れに対する鋭敏

品交換が論じられていること

あるといえよう。

性を前提することであり，交

ゴジンは散逸構造論において，

的に」生じてくることが実際

序・均質・平衡を強調したの

づける次のような実在の側面

形関係（そこでは小さな入力

な感受性」（［２］６頁）。実在

は，「

い。後

系を

いる。

［１］ ボ

［２］ プ

閉じた系」と「開いた系」とにお

者においては系と環境との間で

「変化・無秩序・過程などで沸き

ーア，山本編訳『因果性と相補

リゴジン／ スタンジェール，伏

いて構成されている，前者は，

，エネルギー・物質・情報の交換

返り， 立っていることにおいて
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年代後

偶然と必然の

半，量子理論において重大

相補性と社会経済学（高木）

な発見がなされた。それは， ボーア， ハイゼンベ

ルグを中心と

係で重視され

観測活動にお

係にあるので

ように二重の

社会経済学に

ステムの構成

個々の意志決

する科学者達の集団によるも

ねばならないことは，観測問

いて不可分の構成要素である

ある。相補性原理は，全体性

考察視点（俳優と観客）を必

おいて，観測問題と相補性原

要素は「生きている人間」で

定が重要な意味を持つこと，

のであった。彼らが発見し

題と相補性原理である。観

ということである。観測者

を捉えるためには，素粒子

要とし，それらは相補的関係

理によって明らかにされる

あること，第二に経済活動

第三に社会経済学における

たことの中で経済学との関

測問題は，観測者の意識が

の意識と観測結果は対応関

における波動と粒子という

にあるということである。

ことは，第一に社会経済シ

の考察においてその人間の

人間とは自律性と協働性の

二面性を有するものであること，この三点である。
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