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「経済学の父」と呼ばれるアダム・スミス
（Adam Smith，1723-90年）は，日本では
『国富論』を著した英国の経済学者として知
られている。『国富論』（注1）は，米国が独
立を宣言したのと同じ1776年に刊行された
が，当時彼はすでに大学教授を辞職した後の
人生後期にあった。アダム・スミスは，それ
以前，グラスゴー大学で教授を務めており，
1759年には『道徳感情論』（注2）初版を刊行
して，道徳哲学者として活躍していた。
当時英国は，産業革命が始まり，酪農を中
心とする農業経済から織物産業を中心とする
工業社会へと急速な変化を遂げつつある時代
で，それは同時に封建社会の崩壊と市民社会
の到来をも意味していた。そのような新しい
市場経済の社会における共通理念として『道
徳感情論』を著したのであった。
日本では，アダム・スミスは一般に市場万
能主義，エゴイズムを容認する経済学者とし
て認知されているようだが，私は日本に彼の
思想が導入される過程において，誤って理解
されたのではないかと考えている。彼の学問
の基礎は倫理学であり，その上に立って市場

を中心とした新しい社会が形成される中で，
個人の利益追求が社会全体の利益といかに合
致しえるか，それを裏付けようとしたのだと
思う。
本稿では，アダム・スミスの言わんとして
いた本質を再検討しつつ，今日の市場経済を
基調とする市民社会の経済倫理を考察し，さ
らにグローバリゼーションの課題を補う方向
性を探ってみたい。

１．18世紀・市民社会の倫理観

（１）共同体を基礎とした社会から市民社会へ
アダム・スミスが生きた18世紀のヨーロッ
パは，まだ中世的要素が残る，近世・市民社
会形成に向けた過渡期であった。彼は，『道
徳感情論』において，共同体の人と人との関
係について微に入り細に入り説明しながら，
新しい市民社会における共通認識を描こうと
したのであった。決して個人だけを取り出し
て個人主義的市民社会を描こうとしたわけで
はない。
ところが，日本に移入されたアダム・スミ
スの考え方は，その前提となるべき共同体的
な側面がほとんど捨象されてしまい，あるい
は，アダム・スミスが共同体の特質に由来す
る事例として説明していることを歴史性を捨
象し，あたかも共同体に基礎づけない抽象的
なものとして取り上げ，市民社会は共同体的
な社会とは対立関係にある別な社会であるか
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のように説明された。しかし，アダム・スミ
スが主張したのは，あくまでも共同体を土台
とする市民社会の特徴についてであった。
それまでの社会は，人と人との関係が直接
的な交わりの中にあり，家族や地域を基盤と
する「顔見知りの世界」であった。その特徴
は，ヨーロッパ的封建制社会に見られる主従
関係，恩情と忠義であった。それが新しい市
民社会に移行する中で，財や貨幣を媒介とし
て見知らずの人同士が供給者と需要者，ある
いは生産者と消費者という関係で結びついて
いくようになるとともに，そのような人間関
係の比重が増えていった。
そのような変化の過程でいろいろな問題が
起こる。おかしな方向に外れて行かないよう
にするには，顔見知りの世界の人間関係から
どう応用させていくべきか。自由と平等を享
受できる個人を単位とする社会が生まれてき
たのだが，個人の利己心の発露が社会全体の
福祉を増加させるように機能させるためには
どうすればよいのか。このような問題をどう
解決していくかに，アダム・スミスの狙いが
あった。
アダム・スミスは，それを制約する条件と

して共同体を考えた（注3）。利益の追求は，
エゴイズムとしての自分さえよければよいと
いう利己心の追求ではなく，それは同時に他
人の利己心の尊重を必要としており，社会全
体の厚生や他人の利益との調和ある発展でな
ければならない。アダム･スミスはそれが成
立する条件を伝統的なコミュニティに包み込
まれて存在する市民社会と自由で競争的な市
場に求めたのである。
キリスト教的個人主義は，キリスト教の教
えがそうであるように決してエゴイズムを意
味しない。個々人が自分の利益のために利己
心を発揮しても神の見えざる手に導かれて，

社会全体の発展につながると考えた。それを
「月には月の軌道があり，地球は地球の軌道
を回っている。それらは神の見えざる手によ
って調和ある運行が行われている。それと同
様に人間社会の活動もそうあるべきだ」と表
現した（「自然調和思想」）。ちなみにケイン
ズは，人間の行為を放置していてはうまくい
かないので，政府が国全体の調和が得られる
よう有効需要管理政策をとることを主張した
（社会調和思想）。
自然調和が成立するためにはいくつかの前
提条件が必要だ。その一つは，共同体的なも
のに取り囲まれていること，共同体の中にあ
る個人である。個人といっても，日本語で言
えば「われわれ」という感覚であり，アダ
ム・スミスの考えには共同体から切り離され
た個人というものはない。常に個人の周囲に
は家族があり，友人があり，隣人があり，地
域社会があり，さまざまな共同体の中にある
個人なのである。ただし，共同体の中にある
といっても中世のような主従関係ではなく，
一人一人が自立した自己責任で動く個人であ
る。そのような社会を「市民社会」と呼ぶ。
ところが，日本の経済学では個人を共同体
からはずして説明しようとする。日本にアダ
ム・スミスの思想が入ってきたときに，その
制約条件としての共同体が「見えざる手」と
なってしまった。現代の経済学で言えば，価
格メカニズムや競争である。しかし，アダ
ム・スミスが『国富論』の中で「見えざる手」
に言及したのはたった一箇所だけに過ぎない
（第四篇第二章）。しかも，正確に訳せば「神
の見えざる手（invisible hand of God）に導
かれる」なのだ。

（２）市場と統合システム
アダム・スミスの主張する市民社会は，封
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建社会における地主と農夫に代わって，資本
家と労働者を中心に営まれる市場経済の社会
で，自由で平等な自立した個人によって構成
され，各人が自己の利益を追い求めることが
可能である。そしてその利己心（self-inter-
est）の発揮が社会を発展させる原動力だと
見た。個人が利己心を発揮できない社会主義
社会は，旧ソ連や北朝鮮のように発展できな
いことは明確である。
また，競争的で自由な市場では，各人が自
己の境遇を改善しようとする努力が，「神の
見えざる手」に導かれて，社会全体の厚生の
増加をもたらすと考えた。利己心の利潤追求
が社会全体の厚生を増大させることを認めた
のである。その例外として，アダム・スミス
は，経済における独占と大地主の例を挙げた。
独占は生産量を減らしてわざと高く売ること
によって利益を求めるので，社会全体の利益
と相反する。自分の利益を追求したときに，
社会全体の厚生の増大につながらない手段が
取れるので，独占はいけない。しかし競争が
あれば，そうならない。
例えば，自分だけパンを高く売ってもうけ
ようとしても，市場メカニズムが働けば高い
パンは売れないから，その店は淘汰されるこ
とになる。スミスはそれを「紳士でない」と
表現した。村社会（共同体社会）では，そう
する人は村八分になってしまう。しかし，誰
よりも早く起きておいしいパンを安く作って
売ればその店は繁盛する。それは社会貢献で
ある。利益を求めようとすれば，社会に貢献
しなければならない。
しかし，市場は単なる交換システムであり，
財とサービスの供給者と需要者の取引が価格
によって調整される場であり，そこからは愛
や倫理・道徳は生まれない。市場における財
と貨幣を媒介とする売り手と買い手という人

と人との間接的な関係は，市場を取り巻く家
族，地域社会，国家，民族などの共同体（コ
ミュニティ）における伝統的で地域性を有す
る人と人との直接的な結びつきによって支え
られ，そこから生まれる倫理・道徳によって
規定されている。
何が正しいかという価値観や倫理・道徳
は，ボールディング（注4）も言うように，
愛のシステム，統合システムである家族や地
域社会，国家などの共同体からしか生まれて
こない。アダム・スミスは，キリスト教と英
国の伝統文化に基づいて，個人を単位とする
個人主義を理論の基礎においているが，その
個人は，さまざまなコミュニティに包み込ま
れ，伝統的文化や宗教倫理規範に従って行動
するものと考えられていた。
スミスの挙げた次のような例話がある。家
の前に行き倒れの人がいた。普通であれば，
介抱してあげ家に入れてあげるだろう。もし
そのような行為をしなかった場合に，その人
は村人から「なんてひどいやつだ。」と指弾
されて村に住めなくなるかもしれない。しか
し，丁寧に介抱してあげたら「彼は紳士だ」
と評価されて，その村での生活がしやすくな
る。
自分の利益のために人を押しのけたり，人
に害を与えるなど人に恨まれる方法でやった
場合には，後に周囲の人からしっぺ返しを受
けるわけだが，その前に自分自身の中のもう
一人の自分が「そんなことをして利益を求め
たら，必ず周囲から排除されてもしかたがな
いぞ。」という声を聞く。これは内なる神，
内なるもう一人の自分という存在がいて，そ
の声と一致するのだ。当時は，そのように考
えられていた。
類似した考え方は，日本の伝統にも見いだ
される。日本には「誰が見ていなくても天の
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神様（お天道様）が見ている」という考え方
があった。しかし，それはある時期以降の世
代から失われてしまい，最近の若い世代の人
たちには，そのような考え方がないようだ。
「誰かが見ていなければ，何をやってもいい。」
あるいは，「ばれなければ何をやってもいい。
ばれたら，それをばらしたやつが悪い。」と
考える。日本から「神」（お天道様）が消え
たのだと思う。最近の社会では，「監視カメ
ラ」が見ていると表現できようか。実際，監
視カメラが設置されたところは犯罪が減った
との報告もある。

（３）同感と利己心の相互作用
アダム・スミスの生きた世界は，村社会，
共同体社会であった。彼の育ったところは，
スコットランドのカーコーディという1500人
あまりの村で，そこに住む人々がほとんど全
員顔見知りの関係にあった。ゆえに彼の理論
の基本は，顔見知りの世界であった。しかし，
現代の東京やニューヨークのような大都市は
「匿名性の社会」である。共同体が壊れた都
市型社会になると，顔見知りの世界でなくな
る（注5）。
スミスが強調しているのは「人の目」と

「神の見えざる手」，「内なる神」（良心，理性）
である（『道徳感情論』）。ボールディングは，
それを「統合システム」（integration system）
と呼んだ。それは別のことばで「愛のシステ
ム」ともいえる。市場は単なる「交換システ
ム」なので，全体が統合システムによって愛
で包み込まれていないと凶暴なものになりか
ねない。
誰もが認めるいけないことは「法」となり，
その分野は国家権力が強制力によって裁く
（強制システム）。アダム・スミスは「夜警国
家論」を説き，国家は国防・司法・警察だけ

を担当しそれ以外は民間に任せよと主張し
た。「強制システム」としての法は必要では
あるが限界がある。それが極端に現れると共
産主義社会のような密告社会，監視社会にな
ってしまう。法における「幅」の部分は，
個々人の良心の問題でもあるので，宗教や道
徳，文化などによって補っていく必要がある。
それらが期待できなくなっているところに
現代社会の問題がある。福祉社会は，この統
合システムが機能しなければ成立しない。そ
の核心には，愛，同感（sympathy）がある
べきだとアダム・スミスは述べた。「同感」
とは，人の悲しみを自らの悲しみとし，人の
喜びを自らの喜びとする人間の感性であり，
また神が人類に与えたものである。それがあ
るからこそ，市場経済になっても人間らしい
生き方が可能なのだ。この点を，日本の経済
学者はほとんど言及しない。
人間には同感とともに利己心（self-inter-
est）があるが，利己心の発揮においても，
その内面においては同感が作用し，内なるも
う一人の自分（良心，神の声）があって，そ
れらの相互作用の中に行為がある。
人間が人に対してこうしてあげたいと思う
場合に，自分とその人との距離をアダム・ス
ミスは問題にした。親子であれば，子どもの
悲しみは自分の悲しみであり，子どもの喜び
はまさに自分の喜びであるが，その人間関係
が疎遠になるにつれてそのような同感作用の
程度が弱くなる。それらの例をたくさん挙げ
て説明している。つながりが深く，日頃顔を
合わせているかどうかが，そのポイントであ
って，血縁関係とは直接結びつかないようだ。
この点が，一つの課題として残った。
見ず知らずの行き倒れの人を介抱するため
には，単に同感作用だけでは犠牲を払ってま
で実行しようとはなりにくい。それをなさし
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めるものとして，村社会，共同体の共通認識
がでてくる。つまり，そのような場面で，
「困った人に対してちゃんとしてやらないと
紳士ではない。」「（村落共同体から）つまは
じきにあう。」などというマイナスの思いと，
「犠牲を払っても，ちゃんと介抱してあげれ
ば紳士として認められ，村での暮らしがしや
すくなる。」という肯定の思いが出てくる。
同感がこのような「利己心」，個人の利益に
つながったときに，同感作用は強力なものと
なる。
神から与えられた人間の本性として「同感」
は誰にでも内在しているが，その同感の作用
には程度の差，強弱の差がある。見ず知らず
の人に対しては同感が働きにくいが，そのよ
うな薄い関係の人に対して犠牲を払ってまで
行動を起こすのは，同感が利己心と一致する
場合であると，スミスは考えた。つまり，そ
こで人を助けてあげなければ，それが自分に
とっての不利益になるという一種の損得勘定
である。このようにスミスは，非常に楽観的
に考えたが，事実当時はそのような社会であ
ったようだ。
利己心の発揮と道徳的な感情（同感）に伴
う行動とは，離反せず調和している。利己心
の発揮が，社会全体の厚生・幸福の増加につ
ながる。それを発揮させない阻害要因が中世
社会であった。みなが自分の境遇を改善しよ
うと努力をしないので，社会全体も個人も発
展しない。それは現代史における共産主義社
会も同様であった。

２．現代社会への応用

現代の社会においては都市化により共同体
的要素が壊れてしまったために，人の目が作
用しない，顔見知りの社会でもない，同感も
作用しにくい社会となっている。また，人と

人とのつながりも切れ，それらを強制する力
も働きにくい。共同体には，家族から始まっ
て，地域社会，市町村，県，国などのレベル
がある。現代の日本人の中で，日本を自分の
属する共同体として意識している人が果たし
てどれだけいるのか，はなはだこころもとな
い。むしろ強制されるから税金を払うような
感覚でしかないのではないか。共同体的認識
はほとんどないように思われる。
年金にしても「掛け金を納めたのだからも
らえて当然だ。」「納めた以上にもらわないと
いけない。」とさえ考える。これはまさにエ
ゴイズムである。共同体の一員として助け合
いの関係として考えない。みんなが良くなる
ことを自分の喜びとしているとは到底思えな
い。
アダム･スミスは，神は人間に同感する特
性を与えたが，その後神は天に帰っていって，
人間の一つ一つの行動には関与しない，現れ
ないと述べ，それを「神の見えざる手」と表
現した。一つ一つの行動は，あくまでも人間
の自立性，責任性の問題なのである。この点
をめぐっては，牧師でもあったスミスは，教
会から呼び出されてもめたとの逸話も残って
いる。
ボールディングは，アダム・スミスの思想
にはそのような限界があるので，人間の責任
としてそのようなことを行うことを説いた。
さらに，若者自身もいずれは老人になるので，
自分が年老いたときに今度は若者に助けて欲
しいと思うだろうから，そう考えて老人のた
めにすることは，単なる自己犠牲ではなく，
自分のためでもあると考えた。これをアダ
ム・スミス流に解釈すれば，「利己心の発揮」
とみることができる。それゆえ，利己心と人
のための奉仕は，そして人間の責任として同
感を発揮して奉仕することは，現代社会にお



いても本質的には矛盾しない。
例えば，医療保険制度とは自分が病気にな
ったときに困らないように掛けるものだが，
幸いにもいま元気であれば医療保険を使わず
に済む。不幸にも病気になった人のために保
険を掛けたことになるわけだが，それは単に
自己犠牲として奉仕しているのではなく，自
分も将来いつかは病気にならないとは限らな
いから窮極的には自分のためでもある。それ
らはコインの表と裏の関係のように，矛盾し
ないと考えるべきだ。
ただし，日本社会の現状において，放って
置いてそのようにうまくいくのか，認識して
くれるかどうかは，かなり疑問がある。そう
ならないためには，意識的に教育するなどの
広報活動がないと無理だろう。
安岡正篤（1898-1983年）は，中国の古典

『論語』から「利は義の和なり」という言葉
を引いて，自らの思想としていた。私はこの
意味を，「利益は善き行いの合計に等しくな
る」と理解している。「義」とは，社会全体
のために活動することであるが，そうした行
動の和によって「利」がもたらされるのであ
る。それはおのずから得られるものであって，
利を追求して義が得られるわけではない。市
場を取り巻く共同体の利益を増す善き行いを
したことの合計として，個人や企業に利益が
「おのずと」もたらされるのだ。
このような儒教思想が，石田梅岩，二宮尊
徳，渋沢栄一などによっても考えられ，実践
されてきた。二宮尊徳は，「みんなのために
勤勉に働き，節約をし，余裕ができれば資金
を村のために提供して，村が次の指導者や篤
農家を育てるためや，新たな開墾にその資金
を使う。そうすることによって生産性が上が
り，より豊かな村になっていく。」と考えた。
こうした考え方は，西洋のプロテスタンティ

ズムの精神と類似している。

３．最後に

今から200年以上も前のアダム・スミスの
思想は，いまでも経済倫理を考える上での基
礎になると思う。もちろん当時の考えをその
まま現代にもってくるわけにはいかないの
で，別の形で補う必要はあるが，現代の市民
社会のあり方を考える場合に，彼が考えてい
た共同体的な市民社会を基礎において考える
べきだろう。もちろん，共同体的市民社会と
いっても，決して個人を圧殺したり埋没させ
たりするものではない。
東洋の儒教思想においても，まずは自分が
立派になることで家庭が治まり，その上に社
会，国も良くなると考えたように，その基礎
は個人にある。さらに指導者も個人として立
派にならないと人々はついてこないと考え
て，法治主義よりは人治主義を説いた。法は
最後のところの一線であり，法だけで治める
のには限界がある。法だけで治めようとする
と必ずそれを潜り抜けようとする人が現れる
ものだ。それゆえ，指導者のみならず，国民
個々人も立派に生きるようにならなければ，
善き社会にはならない。
共同体的要素が失われつつある昨今のなか
で，それをもう一度取り戻そうという運動を
通じて共同体的な市民社会を意識的に造ろう
という動きもある。例えば，宗教，会社，学
校などの組織を活用して，地域社会を再構成
することは可能であろう。
宗教団体が信者というくくりによって連帯
意識を形成させることもその一つであり，そ
のなかでしっかりとした倫理観を教育してい
く。企業の中でも共同体的要素があることで
一人一人の意識が高まることもある。一見非
経済的に見えることが，大きな目で見ると効
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率的であったり，会社の発展のためにプラス
であったりすることもある。そうした部分を
忘れて，合理性・効率性だけを追求すること
は問題だと思う。
共同体の一番基本単位が家庭であるので，
それがしっかりしてこそ地域や国家もしっか
りすることができる。企業に勤めるのは夫婦
の一方かもしれないが，家庭生活を支えるた
め企業はこれまでも扶養手当や住宅手当など
応分の役割を果たしてきた。そうした部分を
強化することで，少子化問題や医療・年金問
題も解決の道が開けていく。後期高齢者医療
制度に見られるように，最近の社会政策はそ
れを崩壊させるようなものが少なくない。さ
らに，家庭や地域社会をより強固なものに再
生する方向性を有する各種の政策によってそ
れは十分に可能である。
アダム・スミスは同感に関連して「家族の
延長線上」「近くの家族」ということを言っ
ている。人は親から愛された経験をもとに人
を愛することができる，逆に愛を感じたこと
がない人は人を愛することができないから，
愛を学ぶのは家庭であり，家庭は最も大切な
共同体である旨のことをスミスは述べた。そ
の家族は拡大する。この拡大家族の原理とし
て，日本には企業家族主義があり，ヨーロッ
パでは聖職者の相互扶助組織が原型となり，
その後各種ギルドによって発展した。この原
理がもとになって社会福祉や社会保障制度が
出てきた。共同体的要素を再生することによ
って，真に自由で活力のある社会を生み出す
ことができるのである。
（2008年5月21日）

注1 『国富論』。原題は，An Inquiry into the
Nature and Causes of the Wealth of Nations
（諸国民の富の性質と原因の研究）で，『諸国民

の富』という邦語訳もある。
注2 『道徳感情論』。原題は，The Theory of
Moral Sentimentsで，『道徳情操論』という邦
語訳もある。
注3 生態学者の今西錦司は，「なぜ人類は家族
をもつか」について次のように説明した。人間
は個人が自立するまでに10数年の年月がかかる
ので，その間，いっしょに暮らしていかなけれ
ば育っていかない。それゆえ家族を形成する。
一方，動物の場合は，その期間がかなり短く，
生まれてすぐ自立する動物もおり，家族を形成
する必要性があまりない。
アダム・スミスもまた人間は常に誰かの助け

を求めないと生きていけない存在であると考え
た。それゆえ人間は一人で全てのことをするこ
とができないために，分業が発生する。分業化
されると，社会がより豊かになることが可能と
なるが，（北朝鮮や旧中国のような）閉鎖社会
では発展は望めない。人は他の人が喜んでもら
えるように生産したり，サービスを提供したり
して，対価（モノ，サービスまたは金銭）を得
る。そうした分業の展開によって社会の発展が
なされてきた。その意味で言えば，自由貿易，
あるいは現代のグローバリゼーションも，大き
な市場が得られる点は評価できる。市場が拡大
すると分業も発展するからであり，『国富論』
の最も重要な主張である。それまでの重商主義
政策による保護貿易と植民地政策に代わるもの
であった。その意味でアメリカ独立の年に出版
されたのには，大きな意味があった。

注4 Kenneth Ewart Boulding（1910-93） イ
ギリス出身の米国の経済学者。リバプールに生
まれ，オックスフォード大学を卒業。1948年に
アメリカ市民権を取得。 生物学者のベルタラ
ンフィに呼応して贈与経済学や組織論さらには
紛争解決論など，一般システム理論の社会シス
テム理論への理論的拡張に貢献した。経済学の
みならず教育・詩作・システム科学など多彩な
才能を発揮し学際的な研究活動を行った。特に
チャールズ・ダーウィンの進化論を経済学分析
に取り入れた進化経済学の樹立で有名。また，
バックミンスター・フラーが提唱した概念｢宇
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宙船地球号｣を経済学に導入した。また彼はク
エーカー教徒でもあり，今日でいう平和学に大
きな関心を寄せていた。（ウィキペディアより）
注5 最近，アメリカ在住のユダヤ人の医師で，
アミタイ・エマィオーニは『ネクスト―善き社
会への道』において，市場個人主義の失敗や行
き過ぎた国家による社会主義的政策の失敗から
共同体を中心とした社会の建設と政策の必要性
を説き， 20階以上の高層ビルに住む人の中に
精神的病をかかえる人の割合がきわだって多い
と指摘した。高層マンションは人との関係が切
れるためにそうなるようだ。人と人とのつなが
りが切れた社会は，あらゆる面で人間社会とし
て崩壊する。
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