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（１）「構造改革」政策における行政改革の基調

　中央省庁再編における「中央省庁再編等基本

法」が具現すべき目標は「自由かつ公正な社会」

という新自由主義的国家を目指すことであった。

同基本法に示された国家意思は唯一この新自由

主義国家であった。その国家意思は世界的に流

行ったグローバリゼイション政策の実行の表明

である。新自由主義国家運営は「小さな政府」，

「規制改革」を目指すだけでない。２０世紀後半に

国民国家の目標であった国民福祉の増強を後退

させる。その手段として国家行財政機能を最大

限に民間化＝市場化し，行政サービスの供給方

式も競争化＝低プライス・低コスト化を旨とし，

公務員賃金決定方式・人事考課などの処遇も民

間企業運営原則に近づける。究極的には国家の

機構・運営・管理の原則を企業運営型に変え，

国家の形態と活動を企業方式に近づける。さら

にその地ならしを工程表，ロード・マップにま

とめる。新自由主義的国家目標を端的に言えば

国民国家行財政をグローバル資本と同調させる

ことである。それがグローバリゼイションによ

る国家運営である。

　ただし，グローバリゼイションは，国家を企

業組織に組み換えるといっても国民国家を消滅

しようとしているわけではない。国民国家を“殺

す”のではなく，グローバル資本が国民国家で活

用できる機能は生かし，グローバル資本に不要

な福祉型国家機能を最小化すべく，グローバリ

ゼイションに国家行政機能を同調させる。この

国家機能は，私的多国籍資本活動空間の単純な

地球化ないしその支援政策への変質ではない。

なぜならば資本の活動論理を地球空間に関して

いえば商品，資本の展開は生まれながらにグ

ローバル志向を有しているからである。現代に

いうグローバリゼイションは，グローバル資本

に国民国家機能を合理的，効率的に統合・融合

する。とくに国民国家機能のなかでも福祉，教

育などの福祉国家型政策を縮小・空洞化するか

受益者負担型に組み換えを伴う。

　グローバル資本は，物資の生産・流通および

それに必要な総括的な情報・サービスを企画し，

総括的に生産・輸送・販売・組織的消費の各分

野に関わるグローバル視野で生産・流通＝取

引・消費を組織化する。それら全体を経営情報・
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通信システムで統合し，必要な形態に加工・蓄

積し，運用する。商品・サービスは，その生産・

運用・処理をグローバルに展開できる情報処

理・通信システムを衛星システム，船舶・航空・

陸上輸送機関システムに構築し，大量かつ迅速

に運用する。これらの処理システムにグローバ

ル資本は容易にアクセスできる物的・資金的な

条件を必要とする。この物質的基礎のうえにグ

ローバル資本は国民国家型管理が生む資本に

とって不要なあるいは効率を下げる規制を法的，

制度的，慣習に基づく制約条件を取り払うか

（「規制改革」），潜り抜けられるように「規制緩

和」する１）。

　グローバル資本の形態は多様で，またその構

成は事業所立地の国際展開に加え，地球上に２４

時間営業体制を築き，国際金融・証券市場への

アクセス，各種の特許・技術・法律・会計等の

コンサルタント機能の活用，メディア・情報産

業等，各種産業を複合的に利用できる形態をと

る。これらグローバル資本の物質的，産業的基

礎は，当然国家の法律，制度に依存してはいる

が，グローバル資本にとって限界と認識すれば，

その制約を国民国家の行政，政治過程を通じて

克服しようとする。グローバル資本は巨大資本

の固定化を嫌い，国家規制等から受ける制約か

らの自由を国民国家の行財政機能を介して大規

模に追求する。

　サブプライムローンを提供しているアメリカ

金融機関が，低所得者向け住宅ローン債権の焦

げ付きに端を発したサブプライムローン問題の

本質は，債務の証券化とその証券化を裏書した

大手金融機関が金融商品の格付け機関と同じグ

ループを構成した上で，各種ローン証券を先物

取引などを交えてデリバティブ金融商品化し，

世界中に，高金利でリスク分散をはかり，膨大

な不良債権市場を構築した。この点に問題が集

約されるのである。事態の経過は上のようであ

るが，ここには現代金融市場におけるグローバ

ル化の危機と，それを商品化・市場化する際に

取られる現代の“社会的契約論的モデル”によ

る資産的個人主義にいう「プリンシパル＝エイ

ジェンシイ関係」など，金融グローバリゼイショ

ン推進の制度理論がある。これらが現実の規制

改革を動かす効率理論の根拠とされてきた市場

構築の法的・制度的システムである２）。

　それゆえグローバリゼイション政策は，レー

ガン，サッチャー等の新自由主義的政策以来共

通して反福祉・市場優先を掲げてきた。そこに

は国民意識を自助・自立に導き，国家依存を反

道徳とするイデオロギー政策によって周到に用

意された意識改革でグローバリゼイション潮流

に国民を巻き込む。それはマスコミ，文化等に

世論形成を図り，文化的大衆性の物的基礎にＩＴ

化，マクドナル化，ディズニーランド化など，

無国籍型の商品，コンテンツ，スターを育成す

る。壮大な装置を構築して日本の経済社会をグ

ローバリゼイションに合流させる。市場中心型

社会＝「小さな国家」，市場中心の経済運営の手

段として「規制緩和」ないしは「規制改革」を国家

政策に体現させるよう惜しまぬ努力を傾ける。

（２）グローバリゼイション政策実行の過程とそ

の諸結果

　日本でグローバリゼイションを強力に推進し

たのは小泉政権であった。ここで小泉政権が進

めた「改革」政策のあれこれを改めて言及するこ

とはしない。小泉内閣はバブル経済が崩壊した

後，“失われた１５年”の長期に及んだ金融機関危

機が深化するなか，銀行の経営救済・建て直し

のため，企業減税という税制面で救済措置をと

り，金融機関に対するバーゼル規制を中核とす

る金融行政推進の金融検査基準を導入した。そ

れにとどまらず結局，公的資金注入を強行した

（２００３年６月政府は，りそなグループに１兆

９,６００億円の投入決定）。

　小泉内閣は第一義で金融機関の救済・再生を

進めながら，同時に国・地方の行財政改革を推

進した。中央省庁改革等基本法下で再編省庁に

よる各省庁の機能再構築で強力な権限を集中し

たのは内閣府であった。この集権体制に変身し
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た内閣府を活用し，小泉政権は内閣府内に組織

した経済財政諮問会議，規制改革推進会議等の

機関を活用し，いわゆる“官から民へ”，“中央か

ら地方へ”を合言葉に財政構造，行政組織・機能

を市場化を試みた。さらに“官市場”といわしめ

る国家事業ないし国営（有）企業の民営化，さら

に国家による各種産業規制領域等の広範な領域

で「構造改革」に取り組んだ。「改革なくして成長

なし」など「改革」を日本の隅々に浸透させよう

とマスコミを総動員してプロパガンダを張り，

経済課題よりもむしろ政治課題として「構造改

革」を推進した。

　一連の「構造改革」政策は，“官市場”に民間企

業を参入させるとともに，旧大蔵省（現金融庁）

ではなく経済産業省所管であったリース業の覇

者オリックス宮内義彦会長や市場原理主義者で

ありアメリカン・グローバリゼイション推進者

である竹中平蔵氏等を閣僚やそれに近い「議長」

に据えて「構造改革」を推し進めた。しかし“官市

場”の民営化という「改革」は，果たしてどのよう

な結果になったのであろうか。その典型例を日

本道路公団を事例にとって見てみよう。

　日本道路公団，郵政民営化等は，その所有形

態から言えば究極的には国有財産売却を目標と

した証券化政策に行き着く。国民主権の見地か

ら見れば国民に帰属すべき国有財産を民営化，

すなわち企業化ない私企業所有化を進め，最後

に証券化，株式化し，これらを金融商品として

売却し，公団や国の財政債務を削減するという

目論見である。この結果証券を保有する国民は

市場に直接結びつけられる。小泉政権下では，

「改革」の中心課題が道路公団「民営化」にあると

いわれた。この課題には最初から道路建設財源

問題が絡んでいる。そこで道路公団が絡む財源

問題の変移をたどってみよう。

　そもそも自動車専用有料道路が建設されたの

は１９５６年世界銀行融資が契機となり，融資額の

返済を道路利用料金から支払う仕組みから「有

料道路」になった。これは道路建設に必要な財源

が決定的に不足していたからである。１９５０年代

で発展途上国時代の日本が世界銀行融資を得た。

しかしその後，高度経済成長期に増加する公的

年金基金，膨張する郵貯・簡保等を財源とする

に到る。すなわち，財政投融資からの借り入れ

体制への移行である。道路公団向け財政投融資

債発行額は約４０兆円，金利は１％としても年

４,０００億円の金利に達する。こうした投資を長期

にわたって継続し，会計処理方式も資産評価が

曖昧なまま投資を継続してきた。この自動車専

用道路建設事業がバランスシート回復に失敗す

れば，それは公団の経営危機問題だけでなく，

公的事業にデフォルトが発生し、国民の年金権

等を裏付けにした社会的債権の焦げ付き，社会

的債権ゆえに償還可能性を先送りする政策が執

られたと見えないこともない。一種の政治的粉

飾行為であり，その構造への移行策である。国

家が国民からの債務返済責任を“飛ばし”，返済

の先送りをする。その意味での財政危機に向け

た解決手法に採用されたのが「民営化」であった。

　道路公団民営化とは具体的には以下のような

内容である。①保有・債務返済機構と新道路会

社をいわゆる上下に分離・分社化する。だが民

営化されたにもかかわらず新会社は固定資産税

を免れるというように公的機関扱いである。②

交通体系は一貫したシステムがスケール・メ

リットを生むはずであり，一体運営が交通料金

体系の弾力的調整可能性も広げられる。だが，

“競争”促進策になると称して全国を５つの地域

会社に分割した。これではかえってコストアッ

プになるのが落ちである。そもそも自動車専用

高速道路は典型的地域独占であり，自動車専用

道路に現実的競争関係などは成立しはしない。

③１０年後に新会社が道路資産を買い取ることに

なっている。だが，その財源確保の目途はまっ

たく立っていない。この「問題解決の構図」であ

るはずの民営化は，民営化論議の過程でもその

効果の程が疑問視されていたのである。この論

議に象徴されるのは，道路公団「民営化」という

「構造改革」が旧公団体制の欠陥を「改革」する形

態に移行したとか，また「改革」によって財政バ
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ランスが改善し，赤字体質を脱却できて債務を

返済できるのかとの問いに対する答えはまった

くならないし，解決に到る保証はどこにもない。

　また，別の例を見よう。行財政領域では一般

会計の５％しかない公務員人件費を削減して財

政再建に寄与するという理由で，相変わらず公

務員バッシングを続けている。すべての公務員

が“悪代官”ではないだろう。しかしそれを世論

説得の口実にして，公務員の定数削減・賃金抑

制を続け，また“聖域なき”構造改革の一環とし

て公共事業費削減・「コスト構造改革」・「入札・

契約適正化法」という名の競争促進，国と地方の

一体的財政構造改革を「三位一体改革」で地方財

政の規模削減策を図った。小泉政権下では，行

政改革推進法，市場化テスト法を制定し，“官市

場”の民営化・市場化政策を恒常的実施体制と

して法制化した（２００６年４月，５月）。では，国・

地方が行う医療・保育・介護・社会保険・監獄

管理等の行政サービスの市場化・民営化で問題

は解決に近づいたのだろうか３）。

　現在ではすでに後戻りできないほど民営化が

進行している“官市場”の典型例の一つが建築構

造計算等建築確認審査業務である。この事例で

は，構造計算建築確認業務市場はすでに官・民

共存型市場になっている。“官”の確認審査は安

価だが，遅く，煩雑である。これに対して“民”

は受注価格が少々高くても迅速である。工期短

縮と建築コスト削減効果を確認申請費用の官民

差額を上回ればペイするわけである。“民”の迅

速さがしばしば“甘い”確認方法で遂行される。

それゆえに市場拡大が達せられた。そういう形

で達成された“民”市場の迅速さであった。だが，

“民”市場化された確認審査市場は，建築確認申

請「市場」の総体で，事業的には“民”に軍配が上

がっていた。こうした官・民共存型市場に発生

したのが姉歯設計士による構造計算書偽造事件

である。どのような理由があれ，この種の偽造・

偽装がその後続々と派生したことは驚くべきで

ある。それはコスト（費用）やプライス（価格）問

題を超えて，事業運営に生じた詐欺，虚偽によ

る退廃現象だといわなければならないからであ

る。

　それはともかく，構造計算書偽造事件に見る

民営化問題とは，基本的に民間企業，有限責任

制下の株式会社形態で運営される行政サービス

事業市場に発生した事業方式転換の危うさが潜

んでいる。すなわちプライス・メーカーになろ

うとする企業があったとしても，競争限界に達

した市場では，コスト削減，利益確保が絡んで

企業存続のために詐欺，虚偽，偽装が発生する

に到ることがある。この事例が生じたことが重

要である。

　構造計算書偽装問題は社会的には大きな波紋

を呼んだ。だが，その解決はいま漸く一部が緒

に付く程度にしか進んでいない。それほど解決

は遅々としている。それは規制緩和という名の

民営化政策が，問題解決を複雑にしたことを認

識しなければならない４）。

　すなわち，デベロッパー，元請・下請の建設

諸会社，関係行政機関そして住宅購入者，金融・

保険会社等でそれぞれの事業がすでに実施され，

“設計基準虚偽で構築した建築物という事実”が

存在しているのに，建設物実現に先立つ過程に

遡って利害調整を計らなければならない。それ

は時間軸を逆転することになり，行政サービス

民営化の一般的責任も問われることになる。立

法者にまでその責を問われる事態になる。だが，

現代の行政ではその道がない。そのため決着方

策を容易に見出せないのである。その間に費や

される時間は，住宅購入者・所有者の居住コス

ト，訴訟費用等の解決コストを新たに発生させ，

結局住宅購入コストを膨らませ，その費用負担

は被害者である住宅購入者＝最終消費者に被害

を押し広げたのである。建築確認行政という

サービス業の責任とは一体何だったのか，どの

ようなサービスの質を提供することだったのか，

振り返り＝反省が求められている。住宅購入者

が住宅の質を専門機関に確認する手続きをし，

建築物が災害＝震災に耐えるように，設計から

住宅建築物の完工まで行政が監視できることに
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なっているという体制の下で，施工会社が建築

物を生産した。その結果，この体制が“仮想体制”

であったために，不適格物件となった。最終消

費者は，行政サービス目的がこれらが起きない

前提で，民間業務が行われると信じ込まされて

きた。しかしこうした行政サービス民営化まで

の一連の過程全体が最終消費者にとっての“自

己責任制”になったということになのか。民営化

が進んだ今では，その行政責任を問う道を切り

開くのは簡単な作業ではない。行政サービス民

営化という市場メカニズムは予想以上に大きく，

深い被害を新たに招くことがわかった。被害発

生の形態・スケールの検討結果から得られる体

験を経験化すると，官・民関係に新しいグロー

バリゼイション型行政が生まれた。ただ，それ

が引き起こす新型災害という性格が表出してい

ると評価できるであろう。問題解決の困難性と

ともに，これから問題発生と救済，そして当然

予防の仕組みが必要である。

　これにいまでは建築基準法改正により建築確

認申請渋滞の被害が建築施工業者に重なる。全

貌の根本解明が必要である５）。

（３）歪んだ市場機構のリシステム化の課題

　この問題の発生と処理形態が民営化問題のす

べてではない。それはまだほんの一部である。

これで民営化はすべてだめだという証拠になる

わけではない。だが，“官市場”の“民（営）市場”化

に伴って企業間競争があればサービス価格を引

き下げる作用が働き，サービス内容も向上する

かのように前提されている。しかもそれは市場

「神話」を基に構成されている。それがすでに法

制化され，それに沿って実施されたいわば手続

き的に隙間はない合法的政策である。ただ，行

政サービスの民営化が弾力的かつ多様なサービ

ス供給が可能であるかのようにいうが，その認

識は危険である。というのは“民市場”は費用低

下で価格が採算点を下回ると，サービス，事業

内容が虚偽，偽装になり，政策が虚構，仮想，

神話となる，ということを認識しなければなら

ない。行政サービスの民営化は価格低下だけが

狙いではないとしても，それがひとつの大きな

“売り”である。“官市場”の民営化・市場化は競

争による低価格化圧力が生まれる，これが“官市

場”民営化のメリットだといまだに信じ込ませ

ようとしているといえよう。

　“官市場”の民営化により企業が競争するのと

同様に，民営化は企業による“民市場”化を歩み，

競争が導入されて，かつての“官市場”に低価格

化圧力が生じる。それにより“民営市場”化が低

価格を実現し，結果税負担軽減圧力を生む，と

いうイメージ作りが行われている。それが“官か

ら民へ”というキャッチ・コピー効果の実体イ

メージであろう。民営化の狙いがここに導く可

能性をイメージさせている。しかし価格低下圧

力を仕掛けるだけで課題の解決，改善に至るの

であるならば事態の改善，改革は簡単である。

“官市場”の民営化ではこの面だけが特段に強調

される。だがメダルには裏面がある。低価格市

場競争が価格対費用バランスが限界点を超える

と，適正費用に“食い込み”が生じる。事業運営

の迅速化，工夫・改良によるコスト低下等が限

界に付き当る。この点から費用が価格に“食い込

む”現象が生じる。暫くすると提供される商品・

サービスに質的劣化を招かざるをえない。それ

もまた市場原理のうちである。商品世界では，

プライスがコストに“食い込まれる”と提供され

る商品・サービスの品質，性能の劣化を招く。

サービスも価格低下がコストを超えると，サー

ビスの質的劣化，サービス削減が生じる。ここ

にも市場原理は生きる。

　商品，サービスの質的低下は，構造計算偽造

のようにとてつもない混乱を生み，被害を広げ

る。この種の混乱と被害は制度的，システム的

な混乱，被害である。だから，事前に救済策が

整備されていれば軽度に済ませることも可能だ

ろう。だが，現代日本に生じている混乱と被害

は，民営化，市場化によってもたらされる行政

責任を解除してひたすらコスト競争を推進した

結果がみられる。システム的な混乱・被害，商
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品・サービス供給システムの欠陥が最終消費者

に被害を与え，その地点で被害連鎖の循環運動

が止まる。最終消費者は，一種の自己責任制と

いう法的，制度的処理において被害負担を負わ

され，結局“ババを引かされる”。損害発生過程

を煎じ詰めていえば，最終消費者がより大きな

リスクを負う。もし行政責任を法的に裏づけら

れれば，救済費用がやがては行政責任で，つま

り税負担によって処理せざるを得ない。被害を

被害者負担で処理するというグローバリゼイ

ション型被害負担過程が生まれ，民間最終消費

者に拡大される。これで企業組織は有限責任制

度下では企業負担の多くは免責され，行政サー

ビス責任が行政に残ると予想される。この混乱

と被害に陥ることに伴う費用負担＝リスクを最

終消費者が負う。このままではグローバリゼイ

ション型市場化は世界市場機構を歪めかねない。

被害が多発する前に，グローバリゼイションが

引き返せない所に進んでしまっている以上，被

害が多発する前に事前に公務サービスの品質維

持とその歪みの責任機構を再整備し，最終消費

者にとってのリスク緩和体制に改善し，行政に

よるセイフティ・ネット再構築こそが，市場化・

民営化過程の行政「改革」課題としなければなら

ない。

　しかし，国家理念なき「構造改革」は，まさに

量的，教条的に“小さな政府”を実現しようとす

る。“官市場”の民営化によって，一部にコスト・

ダウン，サービス内容の多様化が可能かもしれ

ない。これまでも単調なコスト削減，低価格化

「改革」だけでは構造「改革」の限界が明らかに

なってきてる。

　とはいえ，中央省庁改革等基本法体制のなか

で，あまり論議に上がることは多くないが，「構

造改革」から残された多くの分野があった。その

一つの重要な分野が中小企業政策である。中小

企業政策を律する基本は，直接的には中小企業

基本法と一連の関連法規である。問題は，中小

企業に関する基本におかれている中小企業基本

法の法体系上の位置である。この点から考える

と，この問題を中小企業基本法の条文解釈問題

に止めるわけにはいかない。その解明には，①

中小企業政策に関わる法制・行政組織に関する

歴史的経緯，②中小企業政策における政策設定

の明確な政策意図，すなわち政策の根拠と目標，

③目標達成のための行政組織の機構と機能の吟

味，④中小企業政策に関する産業別，業種別，

地域別の政策のバラつきと他分野の政策との

「政策格差」，⑤「構造政策」等の新規政策に関す

る政策評価体制の吟味，などを経なければなら

ない。

（４）市場秩序を構成する基本的要素

①誤った中小企業観の是正

　中小企業政策問題における行財政論議の核心

は，市場経済下における中小企業の存在をどの

ように規定するかにある。その核心的課題とは，

資本主義的市場経済において中小企業がどのよ

うな存在なのか。この点を捨象したのでは中小

企業政策の基本を論じる意味はないに等しい。

この論議抜きには闇に鉄砲を撃つに等しくなる。

　いまや中小企業の存在の可否から出発しなけ

ればならない。それには中小企業が①個々の中

小企業経営が有する事業ないしは経済効率，②

市場経済下で構成される企業・産業の集積全体

のスケール・メリット論，③大企業に比して中

小企業は経営効率が悪く，収益性も低い存在か

否か，④これら実証なき決め込みを出発点にす

えると，雇用者の労働条件の引き下げでしか生

き延びられない“限界経営”と規定できるかどう

か，等の点に集約される。中小企業はその存在

自体が経済的，産業的，企業的効率等の次元か

ら見れば，“落ちこぼれ”企業群，すなわち市場経

済上，存在する価値が低いか，社会経済システ

ムの“お荷物”と評価される。したがって国家行

財政上，中小企業政策は救済政策とさえ見られ

ることも少なくない。その根拠には存在コスト

が存在価値を上回るから社会的“お荷物”との認

識になる。こうした観点に立つ研究者はいまで

も少なくない。
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　市場原理主義者でなくても，比較劣位にある

中小企業は経済的，経営的な存在価値が薄いか

または存在価値を失っていると評価する見解は

少なくない。とはいえ中小企業の存在をどのよ

うに評価するか，それは中小企業政策を取り扱

う際の基本に据えられる基本課題である。企業

効率ないしは産業効率から比較劣位の企業群の

排除を経済政策，産業政策と規定すれば，それ

は論理の飛躍，思考の節約といわなければなら

ない。

　では単純なスケール・メリット論を脱して国

家が中小企業政策実施の根拠をどこに求めるの

か，中小企業政策を考える理由は何か，そこに

中小企業政策の体系論の出発点がある。中小企

業が市場経済下で存在すること自体の必然的条

件，その多様な存在形態，そしてこれらに与え

る国家行財政政策の根拠について基本論議が必

要だが，それは別の機会に譲らなければならな

い。だが，ここでは，なかでも中核にあるのは

政策の基本が法規定に基づく以上，市場秩序に

対する法的役割，機能を基礎にした市場経済視

点に絞って中小企業存在の一般的意義を規定し

なければならない。同時に，残された論点でそ

れらを棚上げする論点を確認する必要がある。

　すなわち，①そもそも企業の存在自体が市場

経済システムを前提に合理的存在と承認されて

いるように思われがちだが，この企業存在の合

理性という命題はア・プリオリに（証明なしに）

決定できるわけではない。行政組織，ＮＰＯなど

の事業組織の存在も合わせ問い直さなければな

らないからである。②市場経済システムは企業

の存在を前提にしているものではないが，事業

を担う個人や組織は，事業の担い手には活動上

に多様な法的相異がある。ここには法的文言上

の相違だけ出なく，事業運営におけるコストと

リスクの形成に相違がある。したがって事業の

法的相違が事業運営組織上の相違を生む。とく

に有限責任制（＝株式会社制）を承認する結果，

有限責任会社（＝株式会社）は個人事業や共同事

業形態を超えた制度上の優越的地位を得る。そ

れはなぜか。それ自体はけっして自明ではない。

③市場経済の有限責任制等，法人企業の優先的

地位はどのような論理から法的，社会的，制度

的組織として認知されるに至ったのか。企業制

度の多様さをそれ自体として論じなければなら

ない。

　これらを別途論じる必要があるが，棚上げさ

れたこれら論点は，今後詰めなければならない。

上記の残された論点を留保しつつ，中小企業政

策を中小企業の存在を市場経済に果たす位置と

機能，すなわち市場秩序，自由な参入・退出を

前提にした近代市場経済社会の「市場の自由」秩

序を保つ諸条件を確認しなければならない。こ

こでいう「市場の自由」とは，事業を開業，運営

および退出が許容される狭い市場必要条件問題

にとどまらない。「市場の自由」とは，事業者が

「営業の自由」の基本的制約条件ないしは企業活

動が可能な必要条件に向けられなければならな

い。「市場の自由」と「営業の自由」の存在とその

必要条件が問われる６）。

②市場が機能する条件

　市場は，まず社会的にいえば私的生産物の単

純な商品の交換機能，そして総体でいえば社会

的に生産された商品・サービスの再生産維持の

機構にその役割がある。ただしそこには交換の

担い手が自由に参加し，また参加者が商品交換

に際し市場が必要な要件を認識し，具備してい

なければならない。すなわち，①事業者に関し

ては一定の費用で生産した商品の価格形成と自

由な処分，および②取引関係を起点に商品売買

とそれに必要な対等・平等な価格形成条件が前

提されている。

　市場における参加者と参加者の自由な意思で

取引を実現できる必要条件として，法的にみれ

ば市場参加者間の合意に基づく商品所有権の相

互移転が可能だ，ということある。所有権移転

が円滑に行われるには交換関係を支える以下の

ような前提条件が存在することである。

　①使用される通貨・貨幣の価値確認，すなわ

ち通貨・貨幣品質の確保・確認システムの確保。
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②所有権移転は社会的必要に規定された一定の

時間・空間でおこなわれ，それらの円滑な遂行

には行政などの第三者の監視が不可欠である。

③それにとどまらず遠隔地や先物（後物）取引な

ど時間・空間を超えた商品取引に欠かせない金

融に加えて信用システム，物流・保管等，市場

の制度的インフラストラクチュアを必要とする。

　市場システムは現在一層複雑である。した

がって複雑化したシステムを担う交換・取引の

前提は依然として市場システム（体制）が商品・

サービス自体の性能・品質の承認，それら商品

の品質・性能を担保する社会的な標準化・検査

機能とその法制および法制の実施・監視・評価

を担う行政組織（ａｄｍｉｎｉｓｔｒａｔｉｖｅ　ｏｒｇａｎｉｚａｔｉ

ｏｎｓ）を確立・制度化してきた。現代ではそれら

は，諸法規および規制当局である行政組織とそ

の代行機関等の実効力を備えた規制システムに

沿って企業活動を行わせる，“法化現象”，すなわ

ち市場法体系を形成・発展させる，市場秩序を

構成する。一定の届出，許可等の手続きを伴う

現代的市場組織，複雑なシステムを形成できる

発展的構造を有する一般的条件である７）。

　形成された市場システムは，市場参加者が気

ままな行動を取り，交換される商品が“偽装”，

“模倣”される等の不正行為，偽計はその行為を

詐欺，横領等の犯罪行為に変わる。市場が刑法

の世界に変じると，市場法体系化の市場は混乱

する。市場が社会的機能を維持できる基礎条件

は，したがって以下のような常識的諸条件を満

足させなければならない。すなわち，①取引さ

れる商品の品質・性能が物的，化学的要素に関

して人間の消費に値する適正な使用価値を有し

ていること，つまり商品の品質・性能に関する

社会的要求水準を備えた商品の交換が前提され

ていること，②商品の品質・性能等に関する法

規を定め，その実現が欠落していれば交換行為

が法的処罰等の対象となるようにリスクの発生

と削減とを予め抑止する等，各種の法規制が講

じられていること，③通流する通貨・貨幣が金

属の純分を充たし，また貨幣が信用貨幣として

の紙券である場合は，紙券が価値尺度の維持と

総流通必要量に適合した発券が行われ，かつ中

央銀行のような通流条件監視機構が存在がして

いること，④交換に使用される計量機器等が標

準化され，信頼性を保持する検査体制を備えて

いること，⑤決済に必要な信用体系，流通・保

管等の物流システムなどが整備されていること，

⑥市場運営従事者が取引に必要な知識，経験，

判断力，責任能力等の職務遂行および行政能力

を備えていること，⑦市場ルール違反に対する

迅速な処罰等の対応に適切な審判制度が整備さ

れている，等である。これら市場が機能する諸

条件は，商品の多様化さらにはサービス商品化

の促進によってより広範囲に，かつ多様に構築

されていなければならない。

　商品生産社会における市場システムが機能す

る上記の基礎諸条件は，物流などの物的基盤，

各種法規制等を伴う制度およびこれらを担う関

係機関の構成員が身につけた値決め（セリ），品

質評価等に関する素養を獲得する研修システム

がある。それら総合的諸条件があって生産およ

び交換を正常な再生産を循環させ，継続させる。

市場とはそうした制度的，人的裏付けから成り

立つ社会的機構である。この条件を充足する具

体的内容を決定する主体は，市場参加の担い手

が合意を前提し，生産・消費に関連する総体的

社会的関係の合理的維持を可能にする事前の合

意とその継続によって生じる信任に基礎を置く。

そこで市場では最初から一定の制約が存在して

いる。この制約は，新たな市場参加者を制約す

るが，既参加者が差別化し，排除はしない。市

場“参加の自由”の条件が業界組織等によって事

前に制約ないしは不利な条件を設定しないこと

で成立している。ジャンケンの“後だし”禁止と

同じである。事前に前提されている“参加の自

由”の条件は，市場における取引開始とともに，

商品の“自己主張”（使用価値評価）と自己以外の

市場参加者とが，封建的，片務的な権力格差の

ない市民権的対等性が基礎となる。ここには市

場の対話，すなわち取引における交渉，商品価
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格や輸送方法等までをも自由に交渉し，その交

渉を経て市場評価が定まるシステムでなければ

ならない。

　ただし，市場過程は生産や交換についての結

果ないし成果は事後的にしか定まらない。市場

評価に時差が避けられない。市場参加者は自ら

事前に評価を定めたりすることはできない。裏

を返せば，市場が下す結果や成果を予想・予測

はできでも，どのような結果をもたらすかは結

果を待つほかはない。当然市場が出した評価に

は従うほかはない。予想，予測に沿い，一定の

範囲内で価格保障や価格上限制等は定められな

い。その意味で各参加者は費用と価格形成との

ギャップ，逆ザヤが生じる可能性を潜めている

ことを前提にしなければならない。すなわち市

場参加は一定のリスクをともなう行為である。

③市場競争下での市場評価

　また，市場に“参加の自由”がある以上，競争

をともなう。市場競争は，参加者総体が“正確で，

適正な評価”を得ようと努力しても，“正確で，適

正な評価”自体が事前に，あるいは事後にその絶

対的評価が明確にはならない。“正確で，適正な

評価”を眼で見，手で触るなどの感覚的確認はで

きない。市場評価は参加者相互の相対的評価で

しか捉えられない。相対的評価は実現した価値・

価格が“科学的計測”ではないし，またその発見

のための分析も不可能である。ただし実測不可

能でも，市場評価が相対的な評価であり，また

変動的であり，ある意味で便宜的である。市場

評価は“科学的検証”ができない。しかしだから

といって価格形成や貨幣の質的維持に問題とな

る市場の相対的評価の“科学性”は，５は１の５倍

であるという意味での相対対評価は定められる。

あるいは１ｍや１尺が少しも科学，法則でなく，

相対的な尺度測定には耐えられる便宜性を有し

ていればよい。この点を考慮したうえで，競争

を伴う企業主体の資本主義的市場では，市場へ

の“参加の自由”に伴うリスクが存在し，参加者

はその受容可能なリスクの範囲内で参入・退出

し，この条件の下で市場秩序維持が可能になる。

　ある意味で市場機構とその機能は一種の“結

果の曖昧さ”，不確実性と相対性を伴う。曖昧さ

や不確実性，相対性を解析する手段の開発もそ

の相対的距離，象徴化された世界であることを

意識しておかなければならない。その点では人

間を評価する世界と同様である。それはまさに

“物（商品・サービス）と物とに媒介された人（市

場参加者）と人との関係”における相対的評価が

交換の実現を果たす市場システムの特性なので

ある。

（５）市場秩序から見た独占・寡占企業の成長と

その弊害および市場秩序法の形成と再編

　資本主義的市場機構は１９世紀を彩る自由競争

段階といわれても市場秩序に理念的自由が現実

に実現したわけではない。むしろ現在も同様な

ように多くの問題を孕んでいた。近代化の歩み

をはじめた資本主義国家が植民地獲得競争を進

め，そのために特定の企業，たとえば東インド

会社が特権的な絶対王政下で独占権益を独占し

た時代があった。その時代に一般企業は特権的

独占会社と並んで労働組合に対して敵対的措置

を取り，労働者の団結・結社を強く制限してい

た。加えて企業間で労働者の賃金を抑制する

“賃金カルテル”等が横行していた。“市場の自

由”は一気に生まれたのではない。多くの不公正

取引が繰り返される自由競争段階における市場

の現実とこれらの不公正取引への制約条件，市

場規制がないことが市場秩序を歪めた。自然権

がやがて自然的社会に移行するにつつれて，こ

れらの秩序破壊を法的に取り除くには，ジグザ

グの過程をたどるが，到達したのは議会制民主

主義を確立して市場秩序とその法体系をとくに

独占・寡占規制に始まり，その後に多様な市場

秩序体系を形作ることによって獲得されるので

ある。

　よく“自由競争段階”と表現される資本主義の

段階とはいえ，資本・賃労働関係は今日指摘さ

れるような明確な規制下での“自由”があったわ

けではない。当時の資本・賃労働関係は，その
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内容を曖昧にする下請制，外注制度があり，そ

れらは２０世紀半ばまで各種産業部門に広く，長

い期間にわたり存在した。とくに紡績・繊維・

衣服縫製産業から鉱山，金属工業等の産業部門

に下請・外注制度が維持された。下請・外注制

度は，イギリスはもとよりアメリカ等でも広範

に浸透していたし，２０世紀半ばにまで残ってい

た。ということは現代の工業における生産シス

テムへの到達を意味する自動車産業に登場する

ライン型生産システム等は突出した工業分野に

位置していたといってよい。産業の中核的担い

手は多くの国々で中小企業であった８）。

　しかし資本主義の発展につれて資本主義市場

に生じた様々な弊害が資本蓄積によってもたら

され，噴出する。すなわち，市場は多様な資本

に“自由な参加”を開いている。しかしそれが企

業，とくに株式会社のような有限責任事業会社

による参加が与える負の影響に直面した。１９世

紀末ごろから市場は新たな問題に取り組まなけ

ればならなくなった。すなわち，株式資本形態

で成長する企業などの力能が強まり，市場参加

者の一部である独占・寡占企業に対する市場秩

序維持のために経営行動規制を導入せざるを得

なくなる。弊害の大きさとその改善の必要性が

参加企業間の協議では調整不可能となり，市場

秩序回復のための法規制に発展していく。しか

し，この市場における競争とその競争が促進し

た企業組織である独占・寡占企業が形成された

ために，独占・寡占企業が参加したままでの市

場秩序維持という，より高い水準の公正競争関

係維持が求められる。これには歴史的経緯には，

中小企業，農民そして消費者・労働組合も改善

に取り組むようになる。資本の集積・集中が市

場機能を阻害するまでになり，市場参加者の一

部に対する行動規制を要する事態が顕わになっ

た。市場秩序をその破壊者の存在を容認しなが

ら，規制すると言う，一見矛盾する体制のまま

で秩序回復するという秩序作り段階に入ること

になる。

　新たな市場秩序ルール作りは，市場秩序を阻

害する要因を緩和することで，可能なことが実

証される。それは一見矛盾するように見えるが，

資本主義は，一定の弊害を除くための営業規制

を強めても市場秩序の維持は可能である。いや

むしろそれが逆に活力を生み出す事例は少なく

ない。その事例は今日でも容易に見出せる。環

境基準やそのための改善問題を考えてみよう。

　環境規制規準を設け，一定以上の排ガス，排

水基準等を設けると，それを乗り越えるために

より高い水準の事業方式を目指す。その事業方

式移行に飛躍する際，企業は新しい技術革新の

開発と採用，経営管理の効率化，省資源・省エ

ネルギー，労働生産性向上等でコスト・アップ

を抑制し，合わせて環境規制基準をクリアーす

る。そうした新規規制に適合する生産・流通条

件を見出す道を探求する。規制ないしは規制強

化によって初めて環境規制基準を遵守できる経

営を生む。それには一定の経費，費用を要する。

だが，この結果は，より高い技術水準の機械設

備を備えた企業が市場を拡げ，競争上の優位を

得，市場秩序改革を導く。これを可能にするの

は生産技術，経営管理方式，流通革新等を追求

することで体現される。規制強化とその遵守可

能性の追求こそより高い効率を保つ「革新」企業

の新地平を切り開く。それと同様，資本主義的

市場経済は，生産・流通・消費活動の循環を資

本と賃労働，取引・競争規制，環境規制等，市

場秩序を取り込む企業行動を市場全体で一律・

総括的規制を条件に，多くの課題解決を生む。

それは，一方通行的，片務的な「自由」・「責任」

の非対称的競争関係から双方向的，双務的「自

由」・「責任」体制に発展させる規制が，それをク

リアする可能な道をも見出すのである。

　すなわち，資本蓄積の初期には絶対王政的政

治権力体制で守られる資本の「専制」体制が，絶

対主義的ないしは議会主義的民主政治体制の下

でと同様にハイ・レベル「規制」であっても，「規

制」を飲み込める。規制が市場参加企業全体を公

平・平等に覆う法規制方式ならば，ハイ・レベ

ル規制は市場の企業活動の“与件”に転換される。
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この資本蓄積の新しい与件への移行は，市場秩

序により企業を社会的コントロールないしはマ

ネージ可能な道を切り開く。この企業の弾力的

体質とその可能性の拡大に関する社会的認識を

高め，広めることが重要である。

　具体的事例を歴史的に概観して見よう。まず，

①労働者の雇用・使用に関する様々な規制を法

制化した社会労働法制定とその制度的発展の段

階がある。②さらにその規制強化と労働組合の

組織と運動の発展の経験の中から，近代社会の

資本蓄積の結果生じた独占・寡占企業が出現・

発展したが，その独占・寡占企業の発展がそれ

まで見られない新たな弊害をもたらした。そこ

で市場秩序維持に必要な企業規制，すなわちこ

れまでにない“営業の自由”規制を法化させる必

要が生まれたのである。

①労働法・社会保障法規制による市場秩序規制

体系の登場

　前者すなわち社会労働法制は多くの社会政策

学研究によってその立法過程は明らかにされた。

それは，労働組合の団結承認（労働組合結成や団

結権の確立），資本に雇用される労働力の担い手

の年齢に対する制限である児童労働および特定

職種への女性労働者の入職規制（児童・女性労

働の禁止），消費される労働力の消費方法を法的

に制限する労働時間法制（労働時間の法的上限

規制，夜間・深夜労働への女性労働者の入職規

制等），最低賃金制度（賃金にのみ適用される下

限価格規制）が法制化される。これらの規制は，

市場秩序の観点から見れば市場参加者への最初

の本格的な市場秩序法による規制が行われたこ

とを意味する。市場に参入する事業（者）は，労

働者に対する就労・労働条件規制を押し付ける

という限定ではあるが，事業者から見れば事業・

営業における企業行動基準が労働分野に始まる

新しい規制となった。労働者にとっては労働・

生活条件の維持・向上に連なるが，企業経営か

らは一定の競争条件制限，一定以下の労働条件

での労働者使用を禁じた。

　それは労働力の購入価格の自由の制限である。

それゆえ，明らかに企業の“営業の自由”の規制

を受ける。また，労働者から見れば労働者の過

当競争と過当競争がもたらす労働力商品の“価

格下落”予防線の設定である。だから，労働者福

祉，国民福祉の向上につながる。事業者にとっ

ても市場競争に生き残ろうとすれば，高コスト

を飲み込まなければならない。もしそれを拒否

すればダンピングが生じるからである。それら

規制は法的規制が経営の首根を絞めるように見

える。だが，労働者使用の法規制は，結局，労

働者の生存基準を適正に高め，労働力消費方式

に市場的“標準化”が最低規制となる。それは適

正な労働条件の実現と生活の水準を高め，生活

様式を多様化する。それによって国民最終消費

が拡大され，国民経済全体の成長，内需を拡大

する。それらを通じて企業にとっての市場拡大

に帰結する。

　この事実はすでに多くの時代において各国で

実証されている。１９世紀後半のイギリス，２０世

紀前半のアメリカ，２０世紀後半の日本はいずれ

もその好例である。賃金の上昇，生活向上で崩

壊した資本主義はない。最終消費の拡大なしの

生産性向上・生産力向上が生む過剰生産こそ資

本主義のリスクが大きくなる。

　このように市場秩序維持規制による経済活性

化効果は，公衆衛生・労働安全および失業・疾

病・老齢等労働不能者に対する補償ないし保障

制度や制度改善とその費用負担が新規の有効需

要を形成し，経済発展につながった。それらの

規制による相乗・複合作用は労働者だけでなく

自営業者，職人・芸人，事業管理者層にも及び，

これにより国民的レベルへの社会法，社会保障

法に展開する。ナショナルミニマム的規制の志

向はこうして形成されてきた。

　これらの社会的，法的規制の経済的システム

のヒントは，事業的には古くからあった。それ

は封建制度下の相互扶助制度，共済制度である。

それらが，近代の社会保険制度を発展させる知

識・方法の基礎的経験を与えていた。労働法体

系から国民全階層への社会保障体系の進化は，
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結局，近代国民国家の国民生活の安定・向上お

よび市場秩序を遵守しながら資本主義発展が促

され，国家福祉体系へと進化した。第二次大戦

中から戦後において主要資本主義国でいわゆる

福祉国家体制形成・展開の基礎を展開するのは

こうして形成されてきた。企業規制法から見れ

ば，この法体系は社会保障・福祉政策に企業活

動を取り込んだ新市場秩序へ移行する。この進

化のなかで，企業競争下でも労働法および社会

保障法体系を遵守できる前提条件に組み込める

ことを実証したのである。それは確かに企業に

対し，労働および社会福祉へのコスト負担・費

用を構成する法的規制となった。だが，すでに

繰り返し触れているようにこの費用支出が他方

で国民的消費拡大をもたらし，この体制，市場

秩序こそが第二次世界大戦後における消費市場

拡大をもたらし，福祉国家体制型再生産の拡大

を促す基礎となる。その象徴的現象はモータリ

ゼイション，生活様式電化の普及を進めた経済

的基礎であったし，急速な戦後復興を担う有効

需要の基礎を固めといえよう。

②独占・寡占企業規制による市場秩序法の展開

　他方，後者，すなわち独占・寡占企業の発展

とその結果生まれる弊害の規制・是正法である

公正競争法が制定される。独占・寡占企業は労

働・社会保障法体系整備とその後の企業の成

長・発展につれて，独占・寡占企業が形成する

市場機能の改革圧力は一層強く求められる。こ

の労働法，社会保障法体系強化が独占・寡占企

業化傾向をもたらすのに対し，独占・寡占企業

の活動に対する市場規制は，一般的に企業に

とっては，さらなる「営業の自由」規制の一部と

なる。資本蓄積運動では，企業間競争がもたら

す当然の帰結が独占・寡占企業の誕生であり、

それは一種の必然的帰結である。とはいえ，誕

生し，成長する独占企業，寡占企業はその行動

が市場秩序に多くの弊害を生む。

　もちろん，独占・寡占企業化は一方では科学

技術の進化，資金調達，原材料調達の相対的コ

スト低下，賃金水準を引き上げる熟練・技術を

有する労働力の囲い込み，技術特許の運用によ

る参入・競争障壁等を生む。それを直ちに弊害

というわけにはいかない現象がある。とくに集

中的な資金調達力は，自生的，漸進的な資本蓄

積水準を超え，金融機関・株式市場等を通じ遊

休資金を大量かつ一気に調達体制を整える。そ

れは，大型機械・設備への投資，原材料・資材

の大量ロットの，長期調達とそれによって競合

他社より低廉な原材料調達，差別的市場支配の

イメージ作りになる広告代理業との契約などで

販路の組織化（フランチャイズ制などへの基礎）

を固め，総体的に有利な労働条件を提示して労

働組合組織をも経営運営に巻き込み，熟練労働

力の獲得などが可能になる。資本蓄積に必要な

経営資源を計画的に企業内に取り込める。これ

らは一口にスケール・メリット（規模の経済）と

呼ばれる効果と重なる。

　寡占・独占企業が形成・成長すると，その組

織と機能が，市場機能に市場の社会的帰結であ

る価格形成，流通組織，消費（者）の組織化や合

理性が，独占・寡占企業化した私企業にとって，

特別利潤獲得の機会になる。生産と消費を繋ぐ

本来の社会的経済的な市場過程が，私的企業の

事業活動過程に融合・統合される。市場機能と

いう社会的，公共的性格が，独占・寡占企業の

事業活動に組織化され，事業活動に市場機能と

して同化される。本来，市場は社会的分業に基

づく多数の事業者から構成され，物質的，貨幣

的に循環する社会的生産・消費過程が基礎に

あった。だが独占・寡占企業によってこの社会

的生産・消費過程が，企業内部の事業活動とし

て企画され，社会的生産・流通・消費過程が事

業計画に組み込まれ，利潤追求を目指す私的企

業の生産・流通・消費に包摂・支配されること

になる。価格形成，同一産業内の企業間競争構

造，産業部門間構成，生産と消費における資源

配分そして資金の社会的循環，総じて市場機能

が独占・寡占企業の経営組織とその活動に強く

規定される。少数の独占・寡占企業の形成は，

市場機構に関係する同一産業部門という狭い枠
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組みにとどまらず，関連する異部門事業，他部

門に属する企業，事業にも強い支配的影響力を

及ぼす。それは企業成長の帰結であるが，他方

では独占・寡占企業の成長は新規企業の参入，

既存企業の整理・陶汰を通じて市場の機能と制

約を生む。

　独占・寡占企業の形成・成長は，たとえ企業

数（群）は少数であっても一産業部門の価格形成，

一定の質とそれぞれの量の原材料調達機構が高

い効率性を確保できる。サプライチェーン・シ

ステムやそれらを活用した部品生産等は，市場

をリードする商品の仕様・性能・品質を通して

部品等の市場を使用価値的に，したがって生産

の使用価値的量的シェアを規定する。加えて，

当然調達する市場価格へ強い圧力を行使できる。

その圧力は同一産業ばかりでなく関連する他産

業，すなわち金融，製品設計等，運輸・在庫サー

ビス業など第三次産業門へ波及する。金融・証

券業との強い融合が進めば，産業独占体が生ま

れ，市場確保，価格支配，技術開発方向の制約

等に主導権を確立できる。日本のように輸入原

材料依存，情報寡占型社会では，商社・金融グ

ループ関係を捨象しても，取引する商品・サー

ビス調達システムには下請重層構造が構築され，

拡大・深化し，独占・寡占企業の支配力がさら

に強化される。これら広い市場支配力は，さし

あたり私企業の事業効率化であり，事業運営に

おける経済活動の計画性や組織性が高収益性と

して市場に浸透し，それが独占・寡占企業の経

営的，経済的合理性と映るが，それはある程度

理解できる。

　しかし独占・寡占企業の効率化は私的独占・

寡占企業の社会的影響力を強めるから，市場全

体から評価すると別の問題が生じる。とくに，

製品価格，とくに消費者価格の上昇圧力を蓄積

し，競争企業を排除するためにそれとは逆に低

価格設定に向かう。それは市場の支配手段選択

の余地を広げて，原材料・部品等の調達に指示

価格，指値発注などを生む。優越的地位の濫用

を可能にする。関連する材料・部品供給企業の

経営発展の制約諸条件になる。同業種内および

他業種に及ぼす制約条件は，影響を受ける側の

企業の存続・発展の成長限界，すなわち営業の

自由に対する機会を犯し，他企業へ損害を与え

ないという条件の危険または傷害を構築する。

事業組織に関する会社制度の差異・格差ゆえに，

市場機構を通じて設けられた他企業発展の自然

趨勢的な障壁が，一企業による他企業の支配と

いう企業間に階層的支配を構造し，支配形態を

多様化する。開発された技術利用やその革新効

果をさらに独占し，競合他企業の新規市場開拓

を抑制する。これに金融支配力が結合して企業

間取引における優越的地位の確保，企業買収，

株式取得・人事支配等を通じて同一産業および

関連産業の発展力を独占・寡占企業力に統合し，

市場全体に支配力を広げる。市場機構に組み入

れられた独占・寡占企業の支配力は，市場機能

を独占・寡占企業組織内に組み入れ，他企業の

自由な発展，すなわち他企業の「営業の自由」を

制限する市場機構的土台になる。

　他企業の活動，他の産業部門企業の成長の障

壁，最終消費者への負の移転，これらは独占・

寡占企業がそれ自体の経営効率を高めても，そ

の存在に対する“営業の自由”を規制するという

独自の法的規制根拠が現れる。

（６）国際的市場秩序法体系の形成と日本の市場

秩序法体系

　資本蓄積過程は，自由な競争時代を経過して

きた。その中から社会労働法が生まれ，近代的

独占・寡占企業が生じ，独占・寡占企業行動の

弊害が表面化してその抑止策が取られる。産業

構造が重化学工業化し，金融資本市場，とくに

株式市場の拡大・発展が促される。独占・寡占

企業の成長が捉進されるのと逆比例した地域経

済の衰退，中小企業の新陳代謝，産業の新旧交

代による都市型産業の衰退，中小企業製品価格

抑制等々，市場秩序への負の影響が現れる。特

許の買占め，鉄道等の輸送機関の独占，生産部

門における市場価格カルテルなど，独占・寡占
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企業行動の影響力は広く産業や国民生活に及び，

結局国民経済の活力を殺ぐ。それが資本主義的

経済の基本的ルールに破壊現象となって現れる。

　これらの市場秩序の破壊現象だけでなく，独

占・寡占企業を除く企業，ことに中小企業や公

共部門さらに一般消費者にも弊害が及ぶ。これ

ら諸弊害が顕在化し，独占・寡占企業の“営業の

自由”に対して中小企業，一般消費者・国民から

少数の独占・寡占企業の“営業の自由”を規制す

る必要が認識される。この独占・寡占企業の規

制は，封建的なギルド制度の残存制度や慣習の

規制，絶対王政的国家体制において生じる独占

権益規制と異なり，資本蓄積の進行が生む近代

独占・寡占の弊害から市場経済の秩序回復を意

味する。近・現代における独占的な企業権益規

制を実行する法的措置は，その目標に「公正競

争」の実現を掲げる。現代における市場経済に出

現した独占・寡占企業の“営業の自由”を規制す

る法規，すなわち市場秩序の法的理念を目標と

する「公正競争法」，日本的表現で言えば独占禁

止法を生む。

　対独占・寡占企業を対象とする市場秩序法は，

アメリカにおける石油産業資本と鉄道会社との

排他的事業運営の法的規制を必要と社会的運動

による規制実現に端を発する。アメリカでは

１８７２～７３年恐慌後，１８８５年から１８９９年まで企業

合併が大々的に展開された。その独占・寡占企

業出現とその弊害発生に対し，ジャクソニアン・

デモクラシーとも呼ばれる反独占運動が「独立

自営，機会平等，自由競争」を掲げるアメリカ自

営業，農民等に支持を得て，競争促進策の法制

定運動が展開された。自営業者中心のジャクソ

ニアン・デモクラシーの評価は，労働運動との

関係などをめぐって研究課題を持っているとは

いえ，反独占運動として大きな影響力を発揮し

た。トラストおよびその活動におけるカルテル

とその被害に直面して１８８７年に鉄道料金設定を

規制する「州際通商法」，さらに連邦レベルでは

１８９０年シャーマン法が成立した。シャーマン法

は「不法な制限および独占から取引を保護する

ための法律」であり，世界に本格的市場秩序法形

成の時代に入ったことを告げる法規である。ア

メリカ内外とも取引制限行為ならびに独占を禁

じたものである。しかし，シャーマン法は，最

初の反独占・公正取引法であったこともあり，

制定後１４年目にクレイトン法によって差別価格

設定，競争関係にある事業会社の重役兼務の禁

止，拘束的約款付き取引等の禁止，発展する株

式市場を通じた株式市場媒介の“市場策謀”の禁

止を規定するなど補強される。

　その後，１９４１年にアメリカは戦時経済に移行

する。戦時経済の悪影響が市場に及ぼす抑止措

置として消費者保護基本法が制定された。経済

軍事化による消費物資の価格上昇，一部物資の

供給不足等で国民消費への悪影響を抑制し，消

費者を保護する規制法規が消費者保護法を生む。

最終消費者へ消費者権利の法的措置が始まる。

イギリスでは，同じ戦時経済に対する国民生活

の保護を国家意志とし，“ゆりかごから墓場ま

で”をスローガンに国民保険法の体系化に進む。

それは１９４６年にベバリッジ・プラン＝国民保険

法の成立に結実するが，以後世界に総合的社会

保障法による福祉国家型体系の手本と見做され

るようになる。

　日本を見れば戦時経済への移行の法的体系は，

国家総動員法を根拠に物資動員計画，交通動員

計画，労務動員計画が順次進められ，実行され

た。それは専ら戦争経済に向け国民消費緊縮と

強圧的軍政の貫徹に終始する。その過程で兵力

動員によって生じた労働力不足を中国，朝鮮半

島からの強制連行・強制労働で凌いだ。この歴

史的現実が今日に到るまでの外交的，経済的負

債処理問題を残し，今後にも政策対応を考慮し

なければならない状況である。戦時に国民生活，

国民経済および市場秩序維持の原則を保持しよ

うとした米英との政策的相違を想起すべきであ

ろう。

　むろんアメリカ，イギリスの政策を無批判に

肯首すべきではない。だが，反ファッショ戦争

であった第二次世界大戦は，戦争終了後，戦中
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の政策との連携も含めて直ちに資本主義的市場

秩序か社会主義（的市場）秩序かという新市場秩

序の変革が“体制”選択課題の一部になった。こ

の課題は国民経済および国際的経済体制を資本

主義的市場経済か社会主義的市場経済かの選択

という壮大な課題に直結していた。この課題に

おける理論的意味と歴史的現実を再論議する必

要はあろう９）。

　それはともかく米英両国は，戦時経済下でこ

そ国民生活，国民経済に視線を据えつつ戦時経

済で大きな役割を果す独占・寡占企業へ「営業

の自由」規制を保持しつつ，国民生活保護に対し

ても，法的に生活水準低下を抑止し，保護規制

を導入しかつ中小企業政策の法的位置も視野に

入るようになっていたのである。米英両国の市

場政策は，戦後の冷戦構造を体制的に支える福

祉国家体制への基礎を戦時期に築いたことにな

る。

　第二次大戦後にける市場秩序政策体系は基本

的に以下のように整理できよう。すなわち，１９

世紀以来の労働・社会保障法体系が整備され，

さらに戦時下で制度水準よりも構造的に強化し，

加えて消費者保護および中小企業法で補強され

る独占・寡占規制法を両輪とする市場秩序規制

体系が構成された。ただし，アメリカでは戦時

経済下の消費者物価等の価格動向，生活必要物

資供給を政策的に配慮した。この動きが独占禁

止法の延長線上に，１９４１年に消費者保護法を制

定する。イギリスはまた１９４６年に「ベバリッジ報

告」を実現する国民保険法体系を導入し，反ナチ

ス戦線へイギリス国民動員をセットした福祉国

家政策体系の原型を構築する。

　日本は軍需充足優先，財閥経営優先のむき出

しの戦争経済へ進んだ。国民は戦時物資動員で

飢餓的生活水準に落ち込んだ。この経済政策運

営の相異が生まれた理論的根拠は何であったか。

それをいま改めて論議するまでもないかもしれ

ない。ただ，今日にまで引き継がれている政策

姿勢は，独占・寡占企業の経営優先の上に，守

旧派的経済政策を牢固として守る政策姿勢が持

続している。国民生活に与える諸影響のうち，

日本の戦争経済下で独占・寡占企業が軍事独裁

を背景に圧倒的勢力（軍事政権といわゆる新旧

財閥企業の結合力）を突出させ，市場秩序感覚は

放擲され，逆比例的に国民生活を市場秩序政策

の視点から捉え直す理性の表明などはお呼びで

はなかった。

　それは政治手法だけの問題ではない。国家の

経済政策が，①国民消費を視点におく（最優先で

なくても無視する誤りを自覚できない）政策感

覚の欠如，②消費部門が市場で有する再生産機

能に対する認識の歪み，③資本主義的市場機構

とその再生産機構における国民生活への配慮が

生む国家帰属意識昂揚効果の軽視，④国民最終

消費が萎縮すれば，国民経済全体が縮小再生産

に陥ることは明瞭である，という認識や政策意

思決定への見識の欠如がある。

　終戦にいたるまで，そして一部は現代にまで

独占・寡占企業の経営優先を基礎にした経済政

策に汲々としていたのだった。空襲による生産

力破壊のダメージを除いても再生産規模の萎縮

から戦争経済自体が崩壊する。それは必然で

あった。戦時経済運営に示されたこの米英対日

本の対照は本当に改革されたのだろうか。野口

悠紀雄氏のような構造改革の必要が戦時経済か

らあり，“官”市場依存克服の課題があるという

ことには認識の誤りがあるが，消費問題に関し

ては戦前から続く政策的嫌悪を軽視すべきでは

ないだろう。

　戦後の日本と（西）ドイツの経済政策との変化

と継続，さらに１９９０年代以降における経済政策

の歴史的継続と相違とを比較し，検討する課題

があろう。大企業優先政策を国際競争力の維持

という政策的オブラートで包んで大企業優先政

策をとって国内消費抑制と海外から低価格商品

輸入で国内消費財産業を犠牲にする政策が，今

に至るまで市場秩序を歪めてきている日本の現

状は，その“限界政策”を見せ始めている。賃金

水準抑制と国内消費財産業を海外の中進・開発

途上諸国からの低価格の輸入消費財供給とを
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セットした政策は，もはや限界が見えている。

日本の政府・財界主流の経済・産業政策の弱点

は，個人最終消費の位置に関する政策的認識不

足が明治以来持続してきた点にある。

　日本を別として，上記のような歴史的経緯を

経て，第二次大戦中から戦後にかけて国際的に

市場経済運営に関わる市場秩序法的規制体系が

整備・再編される。とくに第二次大戦後には中

小企業政策の役割が注目される。その端緒は，

歴史的に見ると，やはりアメリカである。その

起源は１９２９年ニューヨーク株式市場崩落に始

まった世界恐慌からの回復過程において初めて

意識されると考えられる。その一つの事例がシ

アーズ・ローバック等，スーパー・マーケット

方式を取るにいたる大型小売店経営の事例が象

徴するのである。１９３０年代に入り，スーパー・

マーケット経営は中小企業製品を大量販売方式

に結び“消費（者）革命”への口火を切る。中小企

業製品と量販店とが連携し，１９２９年恐慌で萎縮

した有効需要の喚起，すなわち１９３０年代後半の

消費回復に向けた低価格商品供給で活路を開こ

うとした。彼らは，さまざまな低価格商品をど

のように提供するかという課題に向きあう。大

型商業資本に成長するシアーズ・ローバックは，

中小企業商品に価格破壊という新しい役割を見

出し，低価格商品の提供＝反独占商品販売に乗

り出す。この量販店は，一方で個人情報をＣＩＡ

に提供するなど政治的には消費者利益に反する

否定的行動をとるが，中小企業と消費者を巻き

込んだ“流通革命”の形で中小企業製品を取り扱

い，先進事例を切り開いて，大手メーカーの市

場独占に対抗した。ＧＥ（ゼネラル・エレクトリッ

ク）等の大企業が供給する独占・寡占価格の耐

久消費財に対抗し，中小企業商品を低価格で市

場に投入し，消費者視点からの“流通革命”の嚆

矢となった。

　その基礎的意識は中小企業の存在が市場機能

回復を図る中でクローズ・アップされる。中小

企業の存在が，独占・寡占企業に抗して市場秩

序回復と拡大再生産の基礎要件に寄与するとい

う認識が実証される。そうした試みがスーパー・

マーケット，チェーン・ストア経営成長の意味

であった。これらが戦中の経験を経て，第二次

大戦後，市場秩序法体系に中小企業の存在の法

的認知政策にたどり着く。

　これは日本では中小企業の経営破壊者として

のチェーン・ストア方式と見られがちだが，ア

メリカでは中小企業製造業から商品供給を仰い

だチェーン・ストア経営は，製造業の独占・寡

占企業製品への対抗力を媒介する勢力である。

これを供給面から支えたのが中小企業製造業で

あった１０）。

　このような経緯を経て，日本での市場秩序法

制化は，当然，第二次大戦の敗北と占領した連

合軍，とくにアメリカ軍政部による日本経済の

民主化，とりわけ財閥解体を待たなければなら

なかった。終戦時の課題は，戦後経済復興と経

済民主化とを同時に果たすことであった。その

ためにも財閥解体は，戦後復興，経済民主化の

前提であったし，そのためにも当面の法的執行

を目標には独占禁止法制定と労働法制整備とが

並行的に制定，施行されなければならなかった。

たしかにその意義は大きく，今日に至るも，そ

の「改革」に勝るものは憲法制定を除けば，市場

秩序民主化政策の最大の功績であった。とはい

えそこに流れていた政策当局における財閥解体，

経済民主化政策を進める経済政策思想は２０世紀

型市場秩序の体系的形成という課題認識が十分

にあったとは言いがたい。

　国民はもとより企業家にも，はたまた政策当

局にも市場秩序体系化のための法制化視点が弱

く，十分にあったとはいえない。戦後復興を最

優先しなければならなかったという言い訳は立

ちうるかもしれない。しかしそれならば，なぜ

戦争に至ったのか，そこに経済政策思想の貧困

があり，したがって市場秩序形成の国民的，市

民社会的重要性が軽視され，戦後復興の傾斜生

産方式から高度経済成長へと引き継がれたこと

を認識しておかなければならない。それは今日

までも同じ課題となっていると思える。市場秩
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序の法制度化とその発展した政策意識はいまな

お弱いといえよう。

　日本を占領したアメリカの占領政策は，占領

政策とともに新たに進行しはじめた戦後型市場

秩序を日本に導入しようと試みた。占領政策下

では，第二次大戦前から開始されていた市場秩

序体系化の実現に逸速く踏み込み，それらの体

系的政策化を試みようとした。しかし実行され

たのはそれらのうち，ほんの一部分というべき

であった。

　重要なことは，第二次大戦後の世界的動向は，

それまでの一国経済的産業振興を前提にした産

業振興策の一環を担う中小企業政策から脱皮し，

それとは明確に区分されるべきであるという点

である。たとえばドイツの中小企業政策の起源

は，宰相ビスマルク以来のドイツ国営業条例，

マイスター制度に一体化された。それは，新興

ドイツ産業育成を図る一環としての中小企業政

策であり，その推進は中小企業政策というより

も国家産業における商工業政策の重心があった。

それら１９世紀的経済政策と独占・寡占企業規制

に対する市場秩序政策，独占禁止法制定以降の

市場秩序法制化とは明確に一線を画した政策体

系と理解しなければならない。

　２０世紀における市場秩序政策は，紆余曲折を

たどりながらも１９世紀以来整備されてきた労働

法・社会保障法体系に加え，市場における「営業

の自由」への一定の制限を加える公正取引法（独

占禁止法）に加え，それを拡充するために消費者

保護の法制化（アメリカ）が加わった。そして第

二次大戦後中小企業法の制定に向った。とくに

アメリカでは１９５１年に中小企業法と同法により

規定された所管官庁として大統領府中小企業庁

（Ａｄｍｉｎｉｓｔｒａｔｉｏｎ）が設置された。すなわち，

基本的に市場秩序法体系は，①公正取引法とし

てシャーマンおよびクレイトン法，②消費者保

護基本法，③中小企業法の３本柱という構成に

なった。注目すべきはこれらの法的志向の内容

に向けられるべきである。

　市場秩序法としては，資本主義における最大

の市場秩序の課題が，独占・寡占企業の行動規

制，とくに「トラストまたはその他の形態による

結合もしくは共謀は違法」，「独占を意図し，また

はその目的で他の１人または数人と結合もしく

は共謀する者は違法」（アメリカ・シャーマン法

第１条）とし，また連邦取引委員会法が成立し，

司法省とは別個に強い権限を有する独占禁止法

執行機関が設立された。

　アメリカ独占禁止法には企業分割を含む競争

促進政策など，一見強力な手段を講じているが，

それはあくまでも市場秩序を撹乱ないし破壊さ

れる現実を経て，はじめて法規制が発動される。

カルテル，トラスト等の被害認定があって初め

て消費者保護さらには企業分割に到る。すなわ

ち，それらはいずれも独占・寡占企業行動に対

して事後規制である。公正取引法による事後規

制も必要ではある。だが，結果に対する事後是

正に至る間にも，市場秩序破壊は継続し，被害

は拡大する。ならば常に一定の競争化要因をも

つ企業群を市場に注入するか存続させ，可能な

らば事後規制が最小限にとどめられるような事

前規制ないしは構造的公正競争維持規制措置が

求められる。独占・寡占企業に独占・寡占化に

絶えず拮抗する企業存在の誘導・奨励，すなわ

ち新規参入，「営業の自由」の維持を可能にする

企業活動が図られる必要がある。その担い手は

中小企業を置いて他にはない。後述するように

市場秩序法には金融，保険，証券等の産業法に

またがる法規もある。だが，それは基本的に各

種金融・保険商品の商品性を確保するのが狙い

である。中小企業法のように市場の中にとどま

りながら市場秩序の維持，公正競争確保の主体

という法的認知を得たのは中小企業の他にはな

い。その法的承認が中小企業法である。市場秩

序法では，こうした中小企業経営の存在を市場

における公正競争を維持させる存在としてその

位置と役割を基礎に法制化している。したがっ

て中小企業法が中小企業保護自体を趣旨に成立

したと考えるのは一面的であるといわなければ

ならない１１）。
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　公正な市場競争，市場秩序維持機能において，

中小企業が独占・寡占化の弊害を予防する対抗

力という意義が基本にある。そこから派生的法

規に中小企業参入奨励，継続的発展とこれら政

策への支援法体系を形成する。現代中小企業法

には，中小企業発展促進を図る法的機能をふく

む市場秩序法を基本とした中小企業法規の制

定・発展がある。

　それゆえ，戦後復興と経済民主主義とを一挙

に進める措置を取ろうとして独占禁止法が，公

正取引委員会とともに設置されたというのが世

界的視野からの到達点である。これらの経緯に

照らして日本における中小企業基本法とその実

施の行政省庁としての中小企業庁設置法の制定

経緯を検討すると，そこには正常な市場秩序法

意識を欠いたままで行政組織だけの中小企業庁

を設置したと言う歪みが見えてくる。それは，

独占禁止法との対応関係性のなかで見なければ

ならない。

　市場秩序の所管省庁における位置も公正取引

委員会も同様であるが，政策思想における歪み

を反映し，公正取引委員会は旧大蔵省，中小企

業基本法なき中小企業庁は旧通商産業省の外局

（Aｇｅｎｃｙ）という位置で発足した。戦後の行政

組織に見られる位置から見ると，労働法，社会

保障法に関する行政組織はその機能の良し悪し

の評価は別にして，ひとまず独立にそれぞれ労

働省，厚生省が設置され，“国際標準”に並んだ１２）。

　しかし，公正取引委員会，中小企業庁はいず

れも関連する省組織の付属的位置に留めおかれ

た。そこに市場秩序意識の不足が明瞭であって，

経済民主主義への“香り”を漂わせていたものの，

体系性という点で欧米には数１０年の遅れがある。

２０００年の中央省庁等改革基本法で公正取引委員

会が内閣府に組織変更され，その編成は一定の

前進を見せている。だが，中小企業庁では依然

経済産業省の外局である。それはアメリカの中

小企業庁の位置と比較すると同じ庁でも日本が 

Aｇｅｎｃｙ　であるのに対してアメリカは　

Administration　である。前者は，Aｇｅｎｃｙ，

すなわち外局であり，経済産業省に付属する代

行・専門組織であって，他省に対しては経済産

業省経由の格下組織である。後者の　Aｄｍｉｎｉｓ

ｔｒａｔｉｏｎ　は大統領府に設置され，議会，各省庁

と対等に渡り合える権限，財政措置を可能にす

る権能を有する組織的位置にある。アメリカ中

小企業法第４条では「中小企業庁は大統領の一

般的指示並びに所管の下に置かれ，連邦政府の

他の機関または省の中に含まれ又は支部となっ

てはならない」と規定されている。ついでにいえ

ば中小企業庁長官の選任方法およびその任命資

格が規定されている。そこには同法第４条（ｂ）

「企業庁の管理は長官に付与される。企業庁長官

は，上院の勧告と承認により，大統領が民間か

らこれを任明する。長官は中小企業の必要およ

び問題を熟知し，かつそれに同情的だと考えら

れる卓越した資格あるものでなければならな

い。」さらに「長官は，長官として勤務するほか，

他のいかなる事業，職業又は雇用にも従事して

はならない。」との副業禁止規定まである。中小

企業庁は大統領府の機関であるうえに，中小企

業問題の専門家を当てることになっている。こ

れらのことから日本における中小企業庁初代長

官蜷川虎三の就任も想起できるというべきであ

ろう。

（７）産業法における市場秩序法と事業関連法の

体系

　中小企業基本法の法的位置は，独占禁止法と

並ぶ市場秩序法における３大基本法，すなわち

公正取引法としての独占禁止法，市場における

資本蓄積と競争がもたらす独占・寡占化への対

抗力として中小企業参入・発展支援の中小企業

基本法，さらに経済社会における基本的主体で

ある消費者主権保護を終極の目的とする消費者

保護基本法から構成される。これが現代的な市

場秩序の法体系の骨格である。なお，多角化し

た現在の法制度の下で，市場秩序法には以上の

３大基本法のほか，利息制限法，証券取引法，

保険業法，保険業法，製造物責任法，その他な
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どの基本法的法規も含まれている。これらは多

くが，事業関連諸法（後述する）と重なる。しか

し，市場秩序法における重要性は，上記３大基

本法に求められる。ただし，その他法規に含ま

れるものでは，物価統制令，統計法（１９４７年），

消費生活協同組合法（１９４８年），計量法（１９９２年）

は，その基本法における役割を再検討するに値

する法規を持っているが，本稿では省いて論議

を進める。

　市場秩序法体系化を理解するに際してその骨

格を示すのはアメリカ中小企業法（Ｓｍａｌｌ　Ｂｕ

ｓｉｎｅｓｓ Ａｃｔ）およびフランス商業・手工業基本

法（Ｌｏｉ ｎｏ ７３－１１９３ ｄｕ ２７ ｄｅｃｅｍｂｒｅ １９７３　

ｄ'ｏｒｉｅｎｔａｔｉｏｎ  ｄｕ  ｃｏｍｍｅｒｃｅ ｅｔ  ｌ'ａｒｔｉｓａｎａｔ）

である。この二つの中小基本法が市場秩序体系

を体現していると思われるのは，次の規定見ら

れる共通項があるからでである。

　まず，アメリカ中小企業法（１９５１年）は第２条

の冒頭にアメリカ経済の理念とそれに関連する

中小企業の多面的規定を与えている。基本的部

分に限定した断片的内容を紹介しておこう。す

なわち，「（ａ）アメリカ経済における私企業の精

髄は自由競争にある。完全な自由競争によって

のみ自由市場，企業参入に自由ならびに個人の

創意，および独自の判断の表現と発展への機会

が確保される。」と規定している。

　この条文には第二次大戦後直後の市場秩序の

維持思想と市場経済社会に係わる資本主義の体

制的命運に対する理論との混乱が見出される。

しかし，２０世紀半ばにおいて社会主義ソ連体制・

システムとそれに近い反資本主義，親社会主義

システムに対するアメリカ政府の断固たる戦闘

的思想とその不寛容を読み取ることは容易であ

る。だがこの論点の延長線の上にこそ，今日に

も継続する市場秩序社会の行く末と社会経済論

議の基本論点がある。資本主義的市場秩序とソ

連型社会主義市場秩序，あるいは第三の市場シ

ステムか，あるいはそれ以外の道かを歴史的到

達点の上に総括し，いかに合理的，効率的再設

計を図るのかを論議する歴史時代に入っている。

戦後アメリカがこの時期に経済政策の基本に据

える市場秩序に「自由競争」を据えた。問題は「自

由競争」の舞台になる市場の秩序内容こそが今

日でも，また今後も問われる論点である。しか

しこの点の論議は小稿の範囲を越えた課題であ

る。

　市場秩序法制化論議の規定には資本主義経済

体制，国家等を相対化し，あるべき秩序を展望

し，それに向う課題を検出し，必要な改革論議

が求められている。このなかの基本的な各論の

うちの枢要な論点のひとつである中小企業法に

関する論点には，独占・寡占企業の活動が生む

市場秩序破壊をとらえ，中小企業にその是正機

能が存していることに鑑み，その役割を維持・

発展規することに法的根拠がある。このことに

着眼しなければならない。この理論的根拠は繰

り返し述べてきたところである。ここでこれ以

上は繰り返さない。ただ市場秩序維持論に関す

る論議が早くからあった事実を再確認しておか

なければならない。そこで深める論点は中小企

業法における法文解釈による確認作業が残され

ている。

　ただ，国家が制定する法規には時代時代の状

況を反映した立法思想が鮮明に現れる。ときに

市場秩序規定には，不可避的に体制選択という

お定まりのイデオロギー論争から抜け出る論議

をしておかなければならない。そのためには，

反独占・反寡占から生み出される市場秩序形成

に中小企業を巻き込む論義にも，各国の国家意

思，ナショナリズムが介在し，表現されてくる。

とくにアメリカは中世を持たない国だけに封建

的，絶対主義時代抜きの近代国家であることか

ら，“自由”は自国優位の思考に陥る傾向がある。

この点を割り引いて市場秩序形成の論理を見出

さなければならない１３）。

　アメリカ的自由主義の“歴史的風土”には，自

立を強調するジャクソニアン・デモクラシーな

どアメリカ固有の市場秩序形成の思想的特徴が

ある。しかしこの思想的背景からグローバリゼ

イションに向う市場思想の体系化とその延長線
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上に見る現代的民主主義の政治的統一性を見出

せるのかどうか。その問題が，反独占・寡占と

市場秩序優先政策の延長線に，中小企業の存在

を再評価する視座から法化し，拡長してきた弁

証法的現象の意味がある。この市場秩序形成と

いう歴史的事実をアメリカニズムというだけの

理由で葬ることは科学的態度とはいえない。

　またフランスに見られる中小企業法を見ると

市場秩序体系がアメリカ現象と決め付ける見解

が誤りであることが判明する。成立の時期は遅

れるが，フランスは伝統的にドイツと同様歴史

的に１９００年代初期から金融支援法や手工業法を

有しており，その歴史的延長線上にフランス労

働運動昂揚への政治的対応策という，労働者か

らいえばド・ゴール派の不純思考をベースにし

た「反階級的な政策」思想に基づいている。フラ

ンス中小企業法は右派のＪ.ロワイエ議員に因ん

でロワイエ法と呼ばれている。したがって市場

秩序論議には多かれ少なかれ資本主義対社会主

義論議，国家対市場論議が重ね合わされ，政治

的には左右混在で論議されてきている。同法第

１編第１章第１条の「経済的政策目標」には以下

の３項目が規定されている。

　すなわち，「①事業を行う自由および意思は，

商人および職人の活動の基礎である。この自由

および意思は，明白かつ誠実な競争の枠内にお

いてこれを行使しなければならない。②商業お

よび手工業は，提供される役務および製品の質

に相当する価格水準をもって，消費者の需要を

満足させる使命を有する。商業および手工業は，

生活の質の改善，都市生活および農村生活の再

生に貢献し，かつ，国民経済の競争力を増大さ

せなければならない。③公権力は，商業および

手工業の発展が独立した企業であると集団的又

は統合化された企業であるとを問わず，すべて

の企業形態の成長を可能ならしめるよう配慮し

なければならない。この場合には，流通の新し

い発達が小規模企業の倒産および商業施設の過

剰を招くことを阻止しなければならない。」とい

う極めて明確な政策思想を表現している。見て

の通り，周到な法規定となっている。

　①事業に対する基本的自由，事業を行う人権

保障，そして市場秩序論からは何よりも「明白か

つ誠実な競争」という限定を基礎にしている。市

場における独占・寡占の規制とともに「自己実

現」には明白な競争規制のルールの遵守をもっ

て初めて自己実現が可能になる，という総枠が

示される。今日の日本には，この条文を策定す

る実力がないといわなければならない。フラン

スでは国家は，事業者に“市場の自由”が“明白か

つ誠実な競争”を求め，市場がこうした制約の中

におかれていることを立法者，そして行政組織

が明示している。

　②この規定は極めて微妙な領域に十分に踏み

込んだ規定を与えている。価格水準規定はサー

ビス，商品の質に対応した価格である，としな

がら，消費者の需要たす使命を有する，という

規定がある。これは供給側の価格維持の権利を

規定する。同時に価格請求権は商品・サービス

の質的水準を前提にしており，かつ都市および

農村地域の“生活再生”に貢献し，これが国民経

済の（国際）競争力の増大に資するものでなけれ

ばならない，という幾重にも市場秩序の消費者

および国民経済的課題への接続を明示している。

　③こうした市場参加条件と事業活動への権

利・義務規定に加え，行政義務を“すべての企業

形態の成長”可能性に配慮し，過剰供給，倒産抑

止のような資本主義に特有の供給過剰に行政機

能の基本を規定している。

　これらには，政策的には保護政策もなく，競

争加速政策もない。むしろ市場における中小企

業の役割を事業者の自己実現を優先しつつ，消

費者，国民経済との接点を調整する市場秩序の

規定が明瞭である。これらの法規定についての

基本思想を見ると，中小企業法が中小企業自体

の経営支援や金融支援のような保護政策である

か否かを論議すること自体が政策論議を誘導す

る“仕掛け”から発しているといわなければなら

ない。
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１）グローバリゼイションについての国家との関係に
関しては伊豫谷登士翁『グローバリゼイションとは
何か－液状化する世界を読み解く－』（平凡新書，
２００２年），またこれを特異な個人・社会コントロー
ルの視野から捉えたD. ライアン（河村一郎訳）『監
視社会』（青土社，２００２年），などを参照。

２）この点には多くの研究があるが，ロバート・Ｅ・
ライタン（小西龍治訳）『２１世紀の金融業』（東洋経
済新報社，２００１年４月），ニコラス・ダンバー（寺
澤芳男監訳）『ＬＴＣＭ伝説』（東洋経済新報社，２００１
年３月），アンドレ・オルレアン（坂口明義，清水
和巳訳）『金融の権力』（藤原書店，２００１年６月），
ジョン・Ｌ・イーとウェル，ランス・Ｊ・テイラー
（岩本武和，伊豆久訳）『金融グローバル化の危機』
（岩波書店，２００１年１２月），ジャン・ティロール
（北村行信，谷本和代訳）『国際金融危機の経済学』
（東洋経済新報社，２００７年１１月）などが参考にな
る。とくに，アンドレ・オルレアンのコンベンショ
ン理論というよりも，彼が明らかにするグローバリ
ゼイションが市場と国家制度との結びつきを図る
契約の理論が，とくに過剰資本が世界駆け廻るとき
の法的根拠になる金融商品評価システムの根拠の
契約理論は興味深い。
３）長期に続けられてきた政府の民営化政策について
多くの検討が行われてきている。これらについて
の簡明な分析が石井陽一『民営化で誰が特をするの
か』（平凡新書，２００７年７月）が参考になる。とく
に，その国際比較の視点から学ぶ点が多い。
４）行政サービスの供給主体と供給方式に関して，民
営化政策からはその価格・費用関係が中心に座る。
その点に政策目標を絞ることが常に誤りとはいえ
ない。いずれにせよ価格・費用関係が問われる課題
だからである。しかしこのポイントを外すわけに
は行かないとはいえ，この論議の問題のポイントは
サービス内容をどのように規定するかが政策判断
のポイントである。散髪業においても様々なオプ
ションによって多様に“価格”を設定できる。ベス
トセラーしかおかない図書館，過密保育園，三分診
療の医療機関，立ち食いやセルフサービスの食堂，
超満員電車など，サービス内容を規定して価格・費
用関係を踏まえて価格を評価しなければならない。
行政サービス供給主体とサービス提供方式問題も
同じように取り組まなければならない。これまで
の民営化そして市場化テスト法論議においてこう
したサービスの内容を吟味して論議することが非
常に少ない。“初めに民営化ありき”では，それは市
場という公共財とその公的機能を無視して，無条件
で民営化に突き進んでいる場合がすくなくない。
その事例が仙台市スポーツ施設建設のＰＦＩ事業，埼
玉県ふじみの市のプール管理委託・再委託（運営費
削減目的の民営化）による児童死亡事故，介護事業
におけるコムスンの不適正処理・不正な職員配置等
による事業認可取消しなどにつながっている。こ
れら一連の事故，事案を追跡すると，そこには現在
進行している“初めに民営化ありき”路線の杜撰な

政策手法が浮かび上って来る。その根本は，結局市
場自体に対する根本的誤認に発しているように思
われる。
５）この事件の全貌解明は，これからの司法判断など
に委ねられる部分が多いであろう。これまでのと
ころ，全体解明を進める企画に参考になると思われ
る材料は，まだ多くはないが，さしあたり，建設政
策研究所『建設政策』（２００８年１月第１１７号）に，
「公開討論会　建築物の品質の安全性の確保をめ
ざしてー改正建築基準法の施行と最近の偽装除件
等を踏まえてー」において設計者，住宅購入者，行
政担当者，建設業者の関連４者が意見交換をしてい
る。こうした検討をさらに重ね，民営化の問題解明
とあるべき行政・市場関係構築論議する必要があろ
う。
６）市場をどのように評価するのかという研究史は意
外に古くからある。注目すべきことは，歴史を遡る
ほど市場規定の視点は総合的，すなわち政治経済学
的である。とくに市場に対する共通する認識は，封
建制度に対抗する社会システムとして市場の参入・
退出の自由，価格形成における対等な交渉等に希望
を委ねるに値する高い評価の姿勢が注目される。
それは封建制度の制度疲労からの脱却，そして人間
の自己保存という自然権の主張がまだ神に基づく
と考えられていた視点から市場展開が拡大・進化す
るにつれて，労働に基づく所有，そして労働に媒介
されない財産所有を認め，次第に市場を通じた新た
な社会関係の思想が構築される。それは神による
保護思想を払拭する過程で，ホッブス＝リバイアサ
ンの宗教的自然権論から，ロック，ルッソー＝社会
契約を経た私有制社会＝資本主義的市場への転換
とともに私有制の保護＝封建的体制が近代の所有
論理からみれば所有権侵害の危険を排除するとと
もに搾取容認という対立を含んだまま，独占の弊害
除去の思想的準備・転換が無意識下に醸成される。
そのドラマは，アダム・スミス，ヘーゲル，Ｊ. Ｓ.
ミルそしてＫ. マルクスへと連なる市場思想のドラ
マである。ここではこうした体制転換問題との関
係論議には踏み込めない。しかし，現代の市場原理
信仰には，国家，行政の非効率性を理由にした国家
行政における意志決定過程から市民参画行動を排
除する隠された政治的罠が存在しているという点
を指摘しておかなければならない。「小さな政府」
論と「市場」信仰思想の究極の意図がそこにあるこ
とを指摘しておかなければならない。
７）この点に関する論議では，アンドレ・オルレアン
『金融の権力』における「コンベンション」が現代
市場における社会性と市場における行動規制との
関係を問題にしている。そこにはフランス特有の
公共性と民間との公的構造的関係を歴史的に果た
してきた商工会議所などにコンセッション（国家な
ど行政権限を民間機関に公的機関業務の委譲を）す
る経験が現代的に活用されていると考えられる。
商品生産・交換を業とするには近代国家でなくても
交換行為の公共性を果たす基礎的条件の確保を果
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たさなければならなかったし，今後も同様であろう。
８）これらの点については，モーリス・ドッブ『賃金
論』，『資本主義発展の研究』（上・下）同，１９５８年）
ブレイヴァマン（富沢賢治訳）『独占資本と労働』
（岩波書店，１９７８年）を参照。これらの経済史的事
実についていえば，理論的な仮説としての経済発展
体系と歴史的事実との関係に関する方法論的問題
を除いても，世界各国の経済史的事実の評価には，
やはり先進的事例，発達した社会組織をベスト・プ
ラクティスないしはケルン・プンクトとする思考形
態をとらざるを得ない特質を有する。それゆえ，事
実経過研究は方法的後追いになりがちであるが，社
会発展の地道な道筋探求によって，理論作業の先走
りを是正する大きな意義がある。しかし１９世紀か
ら２０世紀の経済発展の歩みとは今後ともパラダイ
ム転換を繰り返すことになろう。
９）ファシズム対反ファッショをめぐる国家経済政策
において市場秩序に関する対立・抗争問題を筆者が
検討したわけではない。しかし，連合国側にも大き
な政策的相違があったことは事実である。第二次
大戦終了とともにドイツ旧手工業法は終了する。
しかし，米英占領地域とフランス占領地域との間で
は様々なバリエイションを見る。独立手工業資格
は英仏占領地域では有効だったが，米占領地域では
営業の自由導入の結果として消滅した。手工業団
体については，米英占領地域では自由意思による団
体結成は合法的であったが，フランス占領地域では
加盟義務を持った組織として再編された。手工業
の職業教育，職人資格試験制度，マイスター試験制
度は残った。ここに見られる相違は，市場秩序にお
ける各国の歴史と戦時および戦後経済に対する役
割等に加えて，戦後政治体制維持とのかかわりを含
みながら，占領政策が変化するが，ドイツの東西分
裂の結果，まったく別次元の体制選択問題に移行す
る。ソ連邦の計画経済体制における市場秩序とそ
の機能は科学的研究を行う歴史的時代を迎えてい
る。
１０）これらアメリカにおける経験の日本への導入は，
ペガサス・グループを率いて日本におけるチェー
ン・ストア経営のコンサルタントとして巨大チェー

ン・ストア経営を立ち挙げたために，この経営方式
の対独占メーカーとの対抗関係は軽視ないしは無
視されがちであった。アメリカにおける小売商業
経営革新の歴史は，歴史的内容の相違を含んでいる。
　そのために，異部門間の独占・寡占関係の成立と対
抗関係研究に当っては，日本の長期にわたる商業史
との慎重な対比の上に評価しなければならない。
１１）今日では，独占・寡占企業への対抗軸として単に
中小企業だけを取り上げるだけでは不十分であろ
う。ＮＰＯ組織，歴史的にも実践的にも多様な形態
の協同組合組織がある。日本における法体系にも
協同組合は市場秩序法に位置づけられている。た
だし，それは生活協同組合だけであって，農業，商
工業等における事業協同組合組織は産業組合とい
う認識である。しかも多くの協同組合，それは生活
協同組合も含めて，その機能低下が著しい。独占・
寡占問題を今日的にとらえる力量が低下している
のではないかと危惧しなければならない。
１２）この評価に関しては制定後６０年を経て労働基準
法を振り返って見ることも意味がある。とくに，戦
後民主化のなかで代表的法体系を形成していたと
評価される労働法体系は，いまや労働者のための規
制法から使用者・雇用主にとっての“使用法”に転
換してしまっている。行政機能の上から見れば，労
働基準法実施を基本とする労働基準行政は，長期に
わたり“監督・指導”行政と化し。本来の基準行政
の実を見ることはないように見える。日本の戦後
法規のなかでもこの悲劇を十分に検討する必要が
ある。いまや戦後民主化の延長線だけで評価すべ
きではない。

１３）この問題は，グローバリゼイションを考える上で
も重要な論点になる。とくにアメリカの民主主義
や外交，中でも覇権主義の理解，およびアメリカ国
内政策と対外政策における覇権主義の根拠を理解
してかからなければならない。この点では佐伯啓
思氏の論稿に教えられるところが多い。同氏『「市
民」とは誰か』（１９９７年）『アダム・スミスの誤算』
『ケインズの予言』（いずれも１９９９年，PHP新書），
『新「帝国」アメリカを解剖する』（ちくま新書）
などを参照。
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