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【要約】	 経済学の理論研究で，知識をどのように扱うべきかという問題は，未解決の重要な論点である．

現代の進化経済学では，知識の捉え方に関して理論的に考察されてきたが，新たな理論的分析枠組みの提出

には途半ばである．18世紀以降の資本主義経済の長期発展プロセスを考慮すると，現代資本主義は ICTを基
盤技術とした知識ベース資本主義と位置づけられる．本論文では，ICT などを介した知識・情報のストック
とフローを考慮した新たな分析枠組みの源泉として，Restless Capitalism論とマルクス＝シュンペーター型経
済進化論に注目し，現在進行中の議論の俎上に載るような理論的な分析枠組みを提示する． 
 
【キーワード】Restless Capitalism，イノベーション・プロセス，知識ベース経済，経済進化 
 
1. 「進化する資本主義」のヴィジョン 
 
	 イノベーションは資本主義の経済進化にとって主要な原動力の一つである．このことは 18 世紀後半
以来，歴史的な事実である．これまでの経済学において特にイノベーションと資本主義発展との関連を

問うた代表的論者として K. マルクスと J. A. シュンペーターが挙げられる．両者はイノベーションを時
間を通じた歴史的プロセスの中で捉え，資本主義経済の動態を「経済進化」と位置づけた．このプロセ

スとしてのイノベーションとシステム変化との関連を問う視点は，われわれの考察のベースにある． 
 

 
図 1：マルクスの産業資本の循環とシュンペーターのイノベーション形態との対応関係 

 
	 一方のマルクスは，生産力の発展にともなって資本主義経済の土台（下部構造）である生産関係との

あいだに矛盾が生じ，階級闘争を通じて新たな生産関係が生まれると説いた．このようなマルクスの歴

史観に対しては，矛盾の解決方法として階級闘争をあまりに強調していることや，いわゆるアジア的生

産様式から近代ブルジョア的生産関係とその崩壊までの発展経路が単線的であることなど多くの難点

がこれまで指摘されてきた．しかし，生産力の発展が資本主義経済システム全体を変化させるという視

点は否定されるものではないであろう．他方，シュンペーターは生産力の発展というシステム内部の要

因がシステム全体を変化させるという内生的発展のヴィジョンを高く評価した．シュンペーターがマル

クスと大きく異なる点は，生産力の発展の担い手である企業者の役割を経済進化の中心に据えたことで

ある．マルクスは経済主体の意思は競争の作用によって資本蓄積の至上命題に従わざるをえないと論じ
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ているが，そこから資本主義の現実の運動は出てこないと考えられるため，シュンペーターによる企業

者の明示は，マルクスの内生的発展のヴィジョンの妥当な発展といえるだろう． 
	 マルクスとシュンペーターに共通する経済進化のヴィジョンを，われわれは「マルクス＝シュンペー

ター型経済進化」と呼び，これを図式的に示したのが図 1である(1)．図の上段はマルクスによる産業循
環を示しており，図中の太い丸囲みに生産力の発展が，太い四角囲みにそれに対応した生産関係が，そ

れぞれ内包されており，両者の相互関係から時間を通じて資本主義経済の発展と矛盾が生まれる．この

マルクスの図式に，シュンペーターが提示したイノベーション（新結合）の 5つの形態をあてはめたの
が図の下段①から⑤である．このように，マルクスとシュンペーターの経済進化は，資本主義経済シス

テムの内的要因に基づく現象として示すことができる．この分析枠組みを現代の知識ベース資本主義に

適用できるように，知識や情報をいかに組み込むかを考察することが本論文の課題である．第 2節では，
われわれの課題に直結するアイデアである Restless Capitalism論について考察する．第 3節では，その新
たな分析枠組みを従来のマクロ経済理論モデルのオルタナティブとして発展させるために，新たな理論

モデルの構築方法について考察する．第 4節では全体を総括したうえで，われわれの考察を次の段階に
進めるにあたって，いくつかのアイデアを提示する． 
 
2. Restless Capitalism論とは何か 
 
2.1 アイデアの源泉としての National Innovation System論 
	 国によってイノベーションの実現方法には相違があり，それは各国の制度や歴史，偶然などに依存し

ている．National Innovation System論とは，産業・大学・政府という 3つの固有の役割をもったセクタ
ーから一国のイノベーション・システムが構成されると想定し，三者が相互に影響を及ぼし合う連結シ

ステムを具体的に考察するための分析枠組みである．この主張の背景の一つに，いわゆるシュンペータ

ー仮説がある．これは図 2に示したような三種類の図式であらわされる(2)．シュンペーター・マークⅠ
の特徴は，科学的な発明や発見を天からの賜り物のような外生的なものであると考え，それらが企業者

によって生産活動やビジネスに導入されることに依存したイノベーション過程である．それに対してシ

ュンペーター・マークⅡの特徴は，大企業化が進んだ資本主義経済において，従来の個人的な企業者の

活動が組織内の日常業務として内部化され，企業内の研究開発部門と事業者の投資マネジメントが重要

となったイノベーション過程である．シュンペーター自身は，マークⅠからマークⅡへの移行の先に社

会主義を展望したが，実際の資本主義経済では，情報や知識がイノベーション過程を担う新たな変化が

生じたことから，現在ではシュンペーター・マークⅢが提唱されている．その特徴は，「新企業者活動」

として，研究開発および革新投資をマネジメントし，新たな文脈を創造していくような，マークⅠとは

違った意味で企業者の役割が見直され，また「情報・知識の蓄積」がシステムの構成要素全体と関連づ

けられたイノベーション過程である． 
	 ここで情報や知識は，分業の進展とその連結から次々に生み出され，プロセス内にフィードバックさ

れるという累積的かつ内生的な核とされる．したがって知識の内生化とは，分業によって個人が担当す

る仕事の範囲が狭められ，その仕事に専門化することによって経験をつみ，そこから生まれる創意工夫

によって新しく事を運ぶという意味で新しい情報をつくりだすことであると考えられる．さらに，マー

クⅢにおける投資から生産，そして市場構造・制度の変化にいたる過程において，膨大な現場情報が生

まれ，また逆に役割を終えて消滅する情報もあるが，そのプロセスから生まれるノウハウや新たな問題

処理方法は，新しい知識として蓄積され保持されていく．どのような知識が創造され，どのような知識

が蓄積されていくのか，そのような分業単位間における既存知識の共同管理と新知識生産のネットワー

ク・メカニズムを適切に明示したところがシュンペーター・マークⅢの意義であるように思われる． 
	 このようにイノベーションの生成過程を軸として，それを担う異質なミクロ的主体間の相互関係，あ

るいはそのような関係を支える諸制度のデザインおよび制度変化を考察対象とする枠組みが National 
Innovation System論である。したがって，そこでは，不均衡を本質的な要素として含みながら，不均衡
に対応して制度・組織を変化させつつ，進化的に発展していくという性質の市場経済が想定されている

と考えられる．しかし，シュンペーターの文献に依拠するかぎり，知識の重要性に関してまとまった考

察を見つけることはできない（Helmstädter, 2007）．したがって，現代のネオ・シュンペーター学派では，
独自に知識あるいは知識ベース経済に関する考察が進められている．その成果として，例えば「知識シ

ェアリング・アプローチ」（knowledge sharing approach）では，知識の探索と共有に関してアダム・ス
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ミス やハイエクの知識の分業・知識の分散といったアイデアに依拠しながら，R&D部門と教育部門と
の知識形成プロセスの分散化が，体系化された知識の創造を可能すると考えられている（Loasby, 1999）．
また「資源ベースの視点」（resource-based view）では，システム内に存在する有形・無形の資源の共有
の仕方や活かし方が論じられている（Mathews, 2002）．これらにしたがうと，無形物の資源としての知
識は，産業クラスターにおいて，資源が局所的に企業間でシェアされているような経済的組織のひとつ

の形態であると考えることができる． 
 

＜シュンペーター・マークⅠ＞ 

 
＜シュンペーター・マークⅡ＞ 

 
＜シュンペーター・マークⅢ＞ 

 
図 2：シュンペーター仮説の三図式 

 
	 上述のことから，外生的な科学と技術の担い手として大学を位置づけ，さらに図中の矢印が示すよう

なフィードバック・プロセスが円滑に作用するような制度構築の担い手として政府を位置づけるならば，

シュンペーター仮説は産業・大学・政府間の National Innovation Systemの基礎理論として位置づけるこ
とができるのである．その特徴は，シュンペーターの企業者の意味での「個人」から「企業組織」へ，

そして企業組織から知識や情報を制御する「新しい個人」へと，イノベーションの担い手が歴史的に変

化してきたことを示すと同時に，イノベーションをプロセスとして捉えるべきことを提示したところに

ある．そして特に後者の意味において，マルクス＝シュンペーター型経済進化の図式に対応することか

ら，現代資本主義経済の分析枠組みとして提案されたアイデアが Restless Capitalism論であると考えられ
る． 
 
2.2	 アイデアとしての Restless	 Capitalism 論 
	 Restless Capitalism論は，Metcalfe (2001)で初めて提起されたもので，その背景にある問題意識は「均
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衡状態にある資本主義は，知識の成長は均衡へ向かわせる力の集合体の結果として有意味に述べること

が経済の Restless な性格は，知識が絶えず変動する性質をもつこと，したがって Restless Knowledge に
由来しており，現代資本主義の動態を考察するうえで，まず知識の性質を理解することに注意を促すア

イデアであると考えられる． 
	 われわれがこのアイデアに注目する理由は，Restless Knowledgeが，経済一般，システム一般ではなく
資本主義経済に結びつけられているところにある．先述の通り，マルクスは資本主義経済の進化を「生

産力」と「生産関係」の関連において捉えた．すなわち，ある特定の歴史段階で発生し，再生産される

生産関係がどのようなものであるかを規定する主要な要因は，その段階で人間社会がもつ自然に対する

制御能力＝生産力の水準と性格なのである．一方の「生産力」は，歴史的に見ると外的環境に働きかけ

る人間の制御行動であって，それは自らが変形させた自然（生産手段）を用いた意識的活動であり，さ

らに社会的な協働的活動である．具体的にはこれまで，協業，分業に基づく協業，機械制大工業，ME
化を経て，知識や情報を制御する ICTを媒介とした活動へと発展を遂げてきた．他方の資本主義独自の
「生産関係」は，生産手段の私的所有を根拠に，局所的・独占的に生産に関する諸決定をおこなって私

的利潤を追求する資本家階級と，諸決定から排除された構成員である労働者階級からなる階級関係であ

るところに特徴がある． 
	 資本主義経済のもとで人間が存続していくためには，自然制御能力＝生産力をつねに高めることが条

件であるが，それは逆に資本主義的生産関係の存続を困難にさせる条件を創り出すところに資本主義経

済の矛盾がある．マルクス以後のマルクス経済学において，その条件の見通しを明確に認識した論者の

一人が置塩信雄である．置塩は資本主義の存続が困難になるような生産力上昇の上限を画するいくつか

の条件として，「人間の自然制御活動の大局化」と「情報処理能力の普遍化」を挙げており（置塩, 1993）
(3)，これらは，ICTのネットワークを介した知識・情報のグローバルな普及という意味で，知識ベース
資本主義の中心的特徴をあらわすものであると考えられる．知識・情報処理能力の進歩が，資本主義経

済の知識・情報処理能力の普遍的な進歩が，資本主義的生産関係に対して変化を迫る根拠は，肉体労働

と精神労働との二側面からなる人間の労働うち，資本主義的生産関係によって極限まで奪われていた精

神労働が，再び肉体労働と合わせて労働者の自然制御能力を高め，それによって資本家によって局所

的・独占的におこなわれていた生産に関する諸決定に，それまで諸決定から排除されていた労働者（農

民，零細業者，中小資本も含めて）全面的にコミットする可能性が高まるところにある． 
	 このように，現代資本主義の生産力は ICT を介した知識や情報を制御する段階にあるという認識は，
マルクスおよび置塩と Restless Capitalism論双方で共有されていると考えてよいだろう．ただし，前者は，
情報処理能力の上昇によって資本主義経済の矛盾が増大し，生産関係の変革の可能性を示唆したのに対

して，後者は，生産関係よりも制御される知識・情報の特徴とそれらの担い手の行動に注目して，知識

ベース資本主義における新たな経済成長理論を展望しているところに両者の大きな相違がある． 
	 Restless Capitalism論によって提起された中心テーマは，経済の成長と一般的知識と実践的知識を含ん
だ知識の成長との関係の解明である．知識ベース資本主義の成長理論は，ミクロ的な行為者およびそれ

に由来する創造プロセスの多様性と，企業と消費者双方からの新奇性創出の定式化との関連を強調しな

がら，知識と経済成長との関係を説くものでなければならない．さらに，Metcalfe は知識ベース資本主
義の特徴を踏まえ，その具体的な分析方法として，ミクロ的な多様性の側面を重視すること，その多様

性が市場あるいはその他の制度化されたプロセスによって調整されることに力点をおくべきであると

主張する．Metcalfe and Ramlogan (2005)では，「異質な企業と経済全体の絶えず変動する性質は，理解
．．

と知識
．．．

が絶えず変動することによるものであって，決してゲームのルールがそのように与えられるから

ではない」（p. 660．なお引用文中の強調は筆者による）と表現している．ここで知識に加えて「理解」
の重要性についても言及されていることに，われわれは注目すべきである．ここでの「理解」とは，社

会的制度を通じて知識が社会的に認められた信念（共通理解）として具体化されることを意味している．

個人が保有している，あるいは個々人間で共有している局所的・断片的な知識の段階では将来の予測が

困難であって，不均等が生じる知識の蓄積が情報の貯蔵・伝達を促進したり，相互作用のパターンを誘

導・強化したり，社会的に認められた信念のルールや標準化を組み立てたりといった諸制度の作用を通

じて理解へと発展するのである． 
	 このことから，Restless Capitalism論が対象としている知識は，社会的側面からみれば分散的に生じな
がら，秩序立てられた理解のパターンを通じて全体として分散的知識の相互調整がなされるところに核
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心があると考えられているのである．これは Metcalfeが経済学の理論モデルで想定される技術進歩関数
になぞらえて，知識進歩関数なるものを展望するとき，その可能性と必要性を否定しているように

（Metcalfe et al., 2005），数量的な議論を超えた質的な議論に Restless Capitalism論の本質があることを
示唆していると考えられ，そのような意味で先述の置塩の議論とも合致するものであるように思われる． 
 
3. 知識を明示的に導入した現代のマクロ経済理論モデル	 
 
	 われわれは前節までの考察から，時間を通じた過程としてイノベーションをみることによってその動

態を捉えることが可能になること，そして現代の資本主義経済の経済進化は，知識が絶えず変化するこ

とをその本質的な特徴としていることを確認した．これらの確認事項を対象とする経済学の領域は，経

済成長のマクロ理論である．図 3は古典派経済学からシュンペーターを介して現代のマクロ経済理論モ
デルの潮流を示したものであり，ここでは二つの大きな系譜に分類している．一方は，図の左半分にあ

る Solowモデルから内生的成長理論を経てAgionとHowittのシュンペーター的成長理論に到る新古典派
的アプローチであり，他方は，図の右半分にあるシュンペーターの企業家的行動を局所的な判断を特徴

とする企業の R&D 投資に関する意思決定モデルを大きな特徴とし，そのミクロ的な行動モデルからマ
クロ的な経済進化モデルを構築する進化的アプローチである．本節では，それぞれの代表的なマクロ経

済理論モデルに関して，その特徴と問題点を指摘する(4)． 
 

 
図 3：Schumpeterを共通の源泉とするマクロ経済理論の系譜 

 
3.1 Aghion と Howitt のシュンペーター的成長理論（Aghion	 and	 Howitt,	 1992）	 
	 Aghionと Howittのシュンペーター的成長モデルの特徴は，独立した R&D部門と生産部門とのあいだ
で労働投入をいかに配分するかを問うたこと，そして R&D 投資をモデルのなかで明示的に定式化した
ことの二点にあると考えられる．さらに彼らがシュンペーター的であることを標榜する根拠として，次

の二点が挙げられるように思われる．その第一は，イノベーションの発生をポワソン過程の確率モデル

で表現していることである．これは現代の進化経済学においてもっとも代表的な理論モデルであろう

Nelsonと Winterのモデルと同様の表現方法である．第二は，R&D部門を生産過程から独立した部門と
して設定したうえで，労働の種類を生産過程に投入される労働と R&D 部門に投入される労働の二種類
に区分し，その意義を明示した点である．これは資本主義経済の発展にともなうイノベーションの担い

手の歴史的な変化を反映させたものであると考えることができるだろう． 
	 しかし，前者に関してはイノベーションの当たり外れあるいは不確実さを取り入れながら， 終的に

期待利得に基づいて R&D 投資の 適化問題を解くことに目的が一元化されてしまっている．後者に関
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しては，労働のタイプを分けること自体，知識水準の相違という観点からみて適切なものであると考え

られるが，このモデルでは希少資源としての労働をいかに 適に振り分けるかを問うものであって，各

労働の知識水準は不問，あるいは暗黙に与件とされているのである．したがって，前節までで考察した

ような知識ベース経済の動態分析の枠組みとしては不適切であるように思われる． 
	 ただしその後，内生的成長理論の現状を論じた Howitt (1994)では，新古典派アプローチの内生的成長
理論にシュンペーター的要素が必要である根拠として挙げた次の二点は傾聴に値するように思われる．

その第一は「シュムペーター(Schumpeter)的に[短期の循環と長期の成長を]統一的に捉えることで真実に
一層近づく」（邦訳書, p. 94）ということである．この短期と長期の調整という視点は，シュンペータ
ーが景気循環論で解明しようとした問題意識と同一のものである．第二は，内生的成長モデルの問題点

が「すべての内生的成長モデルがワルラス的な競争均衡モデルというわけではないが，そのすべてのモ

デルが合理的期待均衡モデルであることにはかわりはない．合理的期待均衡の仮定のもとでは，代表的

個人モデルのように他の主体への対応といった問題が一切生まれない．またそこでは，メカニズムその

ものは特定されていないのだけれども，経済主体の行動の前提となる期待の形成はあらかじめ調整され

ていると想定している」（同上書, p. 109）ことを指摘したうえで，将来のモデル構築のあり方として，
「市場を創設し運営している営利企業を経済理論の中心的な主体に据え，合理的期待均衡でしか意味を

なさないような極大化原則などよりも，企業が実際に従っているルールや手続きをモデル化することが

必要であろう」（同上書, p. 112）と述べている．この提案は，まさに進化論的アプローチで追究されて
きた課題である．ここに新古典派アプローチと進化的アプローチとの接点あるいは対話の可能性が垣間

見えるように思われる． 
 
3.2	 マクロ的経済循環モデルへの知識の蓄積の導入（Fatás-Villafranca	 et	 al.,	 2012）	 
	 Fatás-Villafranca, F., Jarne, G. and J. Sánchez-Chóliz (2012)で提示された知識の蓄積過程を考慮したマクロ・モ
デルは，具体的には生物学の捕食者・被食者モデルに着想をえて定式化されたいわゆるグッドウィン・モデ

ルの拡張版である．彼らのモデルの特徴は次の三点にあるように思われる．その第一は知識の表現方法であ

る．彼らは知識をストックとして捉えており，それゆえ既存の知識と新たに生み出された知識とを区別して

知識ストック内のヴィンテージを考慮している．さらに技術変化率を定式化する際に，瞬時的なイノベーシ

ョン発生率の関数としてではなく，知識ストックのヴィンテージごとの減価を考慮した新技術普及率の関数

としている．これは先の Aghion と Howitt のモデルで一つの技術だけが優勢であり，新技術は即座に費用な
しで旧技術に取って代わると想定されていた部分を変更したものと理解することができる．第二は数値計算

によって時間を通じた諸変数の挙動を明示したことである．ここで時間を通じた変化の核心は，ある時点ま

でに蓄積された知識ストックが一定の臨界点を超えると新技術が出現し，一挙に旧技術と取りかえられ

るところにある．これは新技術の出現によって，資本生産性と労働生産性が一挙に大きく変化するため，

シュンペーターが考えていたような生産関数のジャンプが考慮されていることを意味する．  
	 このモデルでは，経験的な各指標の変動パターンを示すことに成功しており，短期における投資率，

利潤率の振動の他，かなり長期にわたって上昇傾向を示すことのない利潤率のわずかな揺れが示され，

これらには技術の年齢が影響している．また，循環的な各指標の軌道と時間を通じて維持される振動の

持続性や，循環の振幅が一定間隔ではないことや循環の形状が対称的でないなどの不規則性，さらに短

期の循環と長期の波動の相互関係も観察可能であるという特徴をもつ．総じてストックとしての知識お

よびそのプールされた知識ストックの変化を明確に定式化したところに，このモデルの優位性が認めら

れる．しかし残念ながら，知識の蓄積から新技術が出現する一定の臨界点の水準に関しては，内生的に

決まると述べられているだけで，モデルの設定段階ではその詳細は不明である．知識ストックからいか

にして新たな生産性上昇が生まれるのか，さらに新たな製品が創出されるのかは，この知識を数量化し

た理論モデルでは明らかにはならない． 
 
3.3	 既存のマクロ経済理論モデルの評価と代替的アプローチの展望	 

	 前項まで新古典派アプローチと進化的アプローチそれぞれの代表的な「シュンペーター的」な理論モ

デルを検討したが，前節までの資本主義経済の動態に関するマルクス＝シュンペーター型経済進化論の

観点から本節で取り上げた 2つの理論モデルを評価した場合，双方ともに必ずしも十分に妥当なものと
判断できない共通した 2つの側面があるように思われる． 
	 第一の側面は，非市場経済的側面，とりわけ制度的側面が考察から欠落していることである．本節の
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二つのモデルはいずれも市場経済的側面，すなわち量的な定式化が比較的容易な側面だけから構成され

たものである．しかし，資本主義経済は市場経済だけでなく，国家による政策や計画の策定や身近なコ

ミュニティにおける固有の慣行といった非市場経済も含んだ経済システムである．西部(2011)にしたが
って，資本主義経済を「一定の性質を持つ完成した経済システムを指すと同時に，そうしたシステムを

作り上げ，変化させていくようなルールの束である制度」と捉え，その内部の「企業の目的や人々の動

機はそうしたルールを自らの中に取り込むことでプログラム化されるもの」であるならば，市場経済的

側面だけから構成される理論モデルに制度的・非市場経済的な制約条件を追加する，あるいは質的側面

の考察によって補完することで，このことは解決できるかもしれない．しかし，外挿的に追加された制

約条件という形では，その制約条件自体の変化，すなわち制度変化を考察することはできない．したが

って，マクロ経済理論モデルの構築にあたっては，新古典派アプローチか進化的アプローチかの二分法

的な思考ではなく，非市場的側面や制度的側面およびその変化を捉えることができるような従来とは別

の理論モデルの構築が必要であるように思われる． 
	 第二の側面は，ICT・知識・情報と労働との関係が考察から欠落していることである．機械設備導入
やオートメーションによる失業者の増大，労働の不熟練化といった問題は従来から議論されてきた(5)．
それが機械設備から ICTへと変化した現代資本主義において，労働に対する影響に変化はあるだろうか．
従来からある議論では，人的資本論や教育投資に注目して，知識水準の高い労働と低い労働との区別が

より鮮明になってきたことが指摘されている．また，知識ベース資本主義における知識の性格上，新た

に知的・創造的労働者層が労働者階級内で新たに分化したとの見解もある（北村, 2003）． 
	 労働過程とは本来的に 2つの逆方向のプロセスから構成される．その一つは，自らの労働する能力を
労働という行為によって，労働生産物という対象の中へ移し替える「自己の対象化プロセス」である．

もう一つは，対象との格闘や対象に関する調査研究を通して対象そのものから知識と経験を吸収し，仕

事を遂行する能力として自身の中に蓄積していく「知識と経験の蓄積プロセス」である（中岡, 1970）．
知識ベース経済で重要なのは後者であり，その比重はますます増大している．知識ベース資本主義では，

デジタル技術の急速な発展と相対的に変化が遅い人間とのあいだのミスマッチから，スキルの高い労働

者とスキルの低い労働者とのあいだで賃金格差拡大が加速している．そのために膨大な知識フローが存

在するなかで，学習・理解あるいはコンテクストの形成がカギを握っている．その意義は沼上(1992)の
いう「認知モデルとしての技術」という視点によって明確になるように思われる．知識の個別性・局所

性に基づく技術的不均衡は，社会的文脈に埋め込まれて初めて機能するシグナルである．多様な技術的

不均衡の焦点は，将来の技術システム全体を構想する活動に依存して理解される．そこでは技術の解釈

に関する現在と将来とのあいだの往復運動と社会的文脈と技術システム内の要素技術とのあいだの視

点の往復運動とによって理解が確立される．もし，技術システム全体に関する構想（パラダイム）が未

確立の段階にあれば，技術的不均衡は一義的なシグナルではなく，多義的なシグナルになる．また，自

社内に確立した要素技術を蓄積していない組織は，いまだ自由ではあるが逆に独自の戦略を生み出せな

いまま，他者の模倣に終始しがちになる．したがって，意図的に特定の要素技術の性能を突出させ，自

ら技術的不均衡を創出することが，将来の構想を作り上げるのを助け，また経営上の重要な戦略にもな

ると考えられる．この担い手こそ，第 2節で考察したシュンペーター・マークⅢにおける「新企業者活
動」であり，その活動があるからこそ特に知識ベース資本主義は Restlessであるといえるだろう． 
 

 
図 4：フローとしての知識・ストックとしての知識の循環プロセス 

膨大な量の 
フローとしての知識 企業・組織 市場 

社会的文脈にしたがっ

て理解・蓄積された 
ストックとしての知識 

大学など企業外

部の 
知識ストック 

フィードバック 
フィード 
バック 

イノベーション 

戦略的利用 
理解 
学習 

評価 
フィードバック 



知識共創第 5 号	 (2015)	 	 	 

 

 
	 以上の考察より，知識ベース資本主義の理論構築にあたってわれわれが考慮すべきことは，フローと

しての知識とストックとしての知識を区分すべきであるということである．両者の関係を，われわれの

マルクス＝シュンペーター型経済進化の図式を考慮して図式的に示したものが図 4である．フローとし
ての知識は，図の破線囲みで示したように，開かれたネットワーク内に存在し，大学，企業，市場にお

いて創出された新しい知識や既存の個別的・局所的知識のストックなど多くのチャンネルを通じて知識

が流入している．フローとしての知識は絶えず変化しうる流動的なものであり，まだ社会的文脈を通じ

て意味づけされ理解される前であることから，革新性の根源でもあるといえるだろう．このフローとし

ての知識の中からコンテクストを形成した現代の企業者が，それを企業・組織内に取り込み，既存の内

部の知識ストックとの新結合によってイノベーションを実践する．このイノベーションの成果は市場に

よって評価を受け，そこから得られた新たな情報もまたフィードバックされることになるだろう．この

ように，財やサービスと同じく知識それ自体で，（拡大）再生産プロセスが成立しているのではないか

と考えられる．そうであるならば，市場経済的側面から構成された既存のマクロ経済理論モデルとは別

の，マルクスの再生産表式論を修正した「知識版再生産表式」なるものが構築できるように思われる． 
	 マルクス＝シュンペーター型経済進化のヴィジョンには，資本主義経済の社会的再生産における経済

主体の意識的要素と彼らの社会的関係の制度的要素がともにインプットされている．そしてミクロ的な

経済主体どうしの相互作用（分業，協働，取引）の集積がマクロ的な経済現象を生み出す不確実さをは

らんだプロセスであり，その両側面を橋渡しする中間的な位置に階級あるいはイノベーションの群生

（群思考）といった分析レベルが位置づけられている．さらに経済主体はもともと差異があると同時に

差異を生み出す主体でもあることから，社会的再生産のプロセスは発生・淘汰・維持が生じる進化的過

程なのである．知識の Restless な性格が Capitalism と結合された意義は，このような側面にあると考え
られる． 
 
4. まとめ	 
 
	 本論文では，市場経済と非市場経済の双方を内包する資本主義経済の経済進化に関して，現代資本主

義を知識ベース資本主義と位置づけ，主に次の 2点について論じた． 
	 ⑴	 マルクス＝シュンペーター型経済進化論について考察し，図 1のようにマルクスの資本主義経済
の循環的・進化的プロセスにシュンペーターのイノベーションの形態を位置付け，イノベーションをプ

ロセスとして理解すべきことを考察した． 
	 ⑵	 これを具体化した既存の分析枠組みとして，ネオ・シュンペーター学派の National Innovation 
System論と Restless Capitalism 論を考察し，知識ベース資本主義の動態をこれらの分析枠組みにもとづ
いて理論構築するためには，知識の捉え方が重要であることを確認した．現代のマクロ経済理論でも，

知識の重要性は認識されているのは確かなことではあるが，新古典派アプローチをとるにしろ，進化的

アプローチをとるにしろ，知識に関する視点が生産技術あるいはそれを内包した労働者の区分のように

非常に狭い意味で理解されているように思われることから，フローとしての知識とストックとしての知

識に区分して捉えることにより，知識それ自体の再生産プロセスが構築される． 
	 マルクス＝シュンペーター型経済進化は，市場経済的側面も非市場経済的側面もともに重要と考えて

おり，また，その理論的考察にとって数量的モデルを補完する質的側面の考察が不可欠である．それは

従来の理論モデルとは異なり，社会の諸要素の内的関連を対象とした再生産表式やその歴史的・累積的

な経路依存性の図式的枠組みの方が相対的に有効であるように思われる． 
 
注	 
(1) マルクス＝シュンペーター型経済進化は，変異（variation）・淘汰（selection）・保持（retention）といった生物学的
なアナロジーを適用した経済進化の考え方とは異なり，プロセスの動態性（dynamic）・歴史的依存性（historical）・自
発的な転移の説明（self-transformation explaining）の三つを特徴とする経済社会独自の意味をもつ概念である（瀬尾, 2009）． 
(2) シュンペーター・マークⅠおよびマークⅡは，Freeman et al. (1982)で 初に提示されたものである．これを踏まえて

今井(1989)では，現代の知識ベース経済を念頭に発展させてシュンペーター・マークⅢが示された．また，Baumol et 
al.(2007)では，これまでに現存した資本主義を「起業家的」・「大企業的」・「国家主導的」・「オリガルヒ的」の 4つ
のタイプに区分して歴史的に考察したうえで，近い将来の方向性として現代における起業家的資本主義のあり方を論じて

いる．これは資本主義の初期段階の起業家的資本主義とは性格が異なるものであるという意味で，シュンペーター・マー

クⅢと共通した見解である． 
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(3) 置塩はこの二つの他に「生産能力の飛躍的な増大」と「新技術開発・導入に必要な 低必要資金の増大」を条件とし

て挙げているが，置塩の考察の特徴は，市場経済的な量的側面だけでなく質的側面からも，人間の自然制御能力を検討す

る必要性を説いているところにある． 
(4) 紙幅の都合上，各理論モデルの詳細は省略したが，Verspagen (1992)，同(2005)および吉川(2000)に基づいて，知識の
観点から全体をまとめて比較検討した瀬尾(2014)を参照のこと． 
(5) 近の議論として Brynjolfsson and Mcfee (2011)が包括的かつ有用である． 
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