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１ ポランニーによる経済の捉え方

カール・ポランニー（Karl Polanyi : 1886～
1964）

•社会哲学・政治学・経済学の3領域から構成。

•経済学では、特に経済史、経済人類学を中
心としている。

•経済史・・『大転換』（1944年）

•経済人類学・・『制度化された過程としての

経済』（1957年）
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ポランニー経済学の最大の特徴

•経済を内部に包摂した社会の次元
から、経済そのものを捉え直したこ
とにある。
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＜ここでの社会＞

•政治的領域・・クラス関係、価値規範

•文化的領域・・文化・宗教、倫理、慣習

生活世界・暮らしの体系
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『大転換』を中心に

•例えば、ポランニーの歴史観の特徴は、そ
れまで主題とされてきた資本主義の生成・
発展の過程を分析するという歴史分析の方
法を転換していることにある。

•つまり、ポランニーは、経済そのものが社会
全体の中でどのようにして位置づけられ、ま
たその位置を変えてきたのかということを改
めて問うような歴史分析を展開している。
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「社会における経済の位置」

•労働は人間活動

•土地は自然の別名

•貨幣は購買力（分配のツール）

• 3つの要素が擬制的に商品化される
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労働
土地
貨幣

W-Gの運動へ

市場メカ
ニズム

安定的な制度システムから不安定な擬制システムへ
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生活世界

『大転換』の歴史的なダイナミズム：二重運動

G-W-G'
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資本主義の特殊・歴史性

宇野派・マルクス経済学と異なる点

１） 安定的な制度システムと不安定な制度

システムという2つの社会認識が存在し

ている点。

2） 両者の緊張的な関係という点。
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ポランニー理解を深めるために

•安定的な制度システムの中で行われる経済活
動は、ある一定の社会組織や生産組織、自治
組織・共同体、家族・親族といった組織体を政
治的・文化的な領域で保証しつつ、それらの組
織体そのものを再生産するという役割を持つ。

•つまり、労働・土地・貨幣は、これらのコミュニ
ティーを持続的に再生産するためのものとして
の、「使用価値的な」意味がある。
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•したがって、制度から擬制（フィクション）とい
うポランニーの言説には、上述の制度シス
テムの中に「埋め込まれた経済」が人間の
経済本来の姿であるという、彼の確信が含
意されている。

•こうしたポランニーの経済の捉え方は、市場
経済や資本主義経済を分析の対象とする
新古典派やマルクス経済学とも異なってい
る。いわば「広義の経済学」を構築するもの。
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ポランニーの問題点と批判（補足的に）

•むきだしの擬制システムが成立するためには、市
場メカニズムによる社会の組織化が必要である。
しかし、これは結局、労働・土地・貨幣の要素市場
化のみを言っていることとなり、市場メカニズムが
客観的に成立した時点で擬制となってしまう。ポラ
ンニーはしばしば、Non-marketという用語を使用
するが、例えば中世の経済活動などでは、需給で
成り立つ市場経済が中心的な位置を占めている。
しかしそこでは、19世紀的な擬制システムが全面
展開されているとは言い難い。
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• このような批判は、アナール学派のフェルナン・ブ
ローデルといった歴史家に多い。もちろん、ポラン
ニーが意味するところは、「市場メカニズムが支配
的ではない」という意味ではある。しかし、擬制シ
ステムの内実を、安定的な制度システムとの比較
の上でより深く考察し、定義づける必要はあるだろ
う。

•例えば、マーシャル・サーリンズは、価格メカニズ
ムのような形で変動するレート交換の場において
も、そのレートを誰が決定しているのかということ
に注目し、擬制システムとの区別を行っている。
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ポランニーによる２つの市場観（補足の補足）

＜不安定な擬制システム＞

•自己調整的な市場（価格メカニズム）：要素
市場

＜安定的な制度システム＞

•市場は「交換の場」として、いちば的に社会
の中に埋め込まれている。

→しかし、理論的な区別があいまい。
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ポランニー経済人類学を中心に

「制度化された過程としての経済」

１） 埋め込まれた経済（安定的な制度システム）を

分析するための経済学的な枠組み

２） 必ずしも市場メカニズムに依拠しない人間の経

済行動を「制度」という視点から明らかにする。

３） ここで「制度」とは、家族やコミニュティー、文化・

慣習、宗教といった社会的な諸関係を中心に

構築される安定的な統一性のこと。
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４） 市場メカニズムを舞台とした人間の経済行動を

部分的な要素として捉えている点が重要。

５） したがって、ポランニーによる「経済過程」とは、

「人間が自然およびその仲間たちに対して働き

かける行為の全過程」を意味するものとして、

高次のレベルで抽象化されている。
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ポランニー理解を深めるために

•例えば、ポランニーによれば、アリストテレス
の時代における経済生活は、善意（フィリ
ア）で結ばれる共同体（コイノニア）・自給自
足（アウタルキー）・公正の3つの価値規範を
基軸とする制度的な社会体制の中で機能し
ていた。そして，日々の社会生活を営む諸
個人の経済的な動機に関しても，現在私た
ちが想定するようなホモ・エコノミクスによる
ものではなかった。
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•個人の動機は，通常，家族，共同体，政治，
宗教などの次元の事実によって構成される
状況から生み出されるものであった。

•つまり、社会生活における全体の一部分と
して経済が存在している状態においては、
市場（交換の場）を舞台とした経済活動や貨
幣は、その全体性を補うものとしての、社会
的な意味内容しか付与されない。
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＜経済過程＞

家族・コミュニティー
文化体系・慣習や宗教

価値規範

＜市場経済＞

合理的な経済人
節約原理

ポランニーの経済観
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「制度化された過程としての経済」の意義

広義の経済学という視点の重要性

１） 経済そのものを、社会全体との連関の中で考

察する。（歴史過程も含めて）

２） 市場経済は、その部分的な側面に過ぎない。

３） ポランニー以降の経済人類学は、この意味に

おいて、未開社会の分析に力が注がれてきた。

しかし、このことは、現代社会における「生活世

界の原理構造」を捉えるためには重要な視点。
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経済過程の分析視点

•ポランニーにとっては、交換様式の
体系であった
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「財の持ち手変換のモード」
ポランニーにとって経済とは，社会の全体性との連
関の中で把握されうるものである。したがって，各々
の社会における人々の社会的諸関係の結節点やそ
の構造関係，あるいは，社会的な価値規範からなる
法則性を表現するものとしての財やサービスの移動
関係は，ポランニーにとって重要な視角となった。

☆注意すべきことは、マルクス的な「生産関係」はな
い。それは「財の占有と移動」の中に内包されてい
る。
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社会統合の3類型

•経済過程が制度化される仕方によって、互酬の社
会統合、再分配の社会統合、（市場）交換の社会
統合の3つに分類される。

経済過程の制度化

互酬 再分配 市場交換
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財・サービスの移動関係：社会構造が前提

G-W-G′の世界 25



•互酬・・対称的な社会構造をもつ。親族間や隣

人間などの制度的な位置関係によって

決定

•中心性・・中心性をもつ社会構造。クラスを軸と

する主従的な位置関係によって決定

•市場交換・・バラバラな諸個人の束の間の因果

関係の連鎖として現れる。
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社会統合の類型化に関して

1） 互酬・再分配は安定的な制度システムの中で行

われる。

Ex 古代や未開社会。トロブリアントのクラ交易、イ

ンド村落社会、アフリカ社会の分配構造など。

2） 市場交換は不安定な擬制システムのうえで現

れる。

Ex 市場社会、資本主義社会。
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クラ交易
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２ G-W-G’の制度化

ポランニー経済人類学の意義

•ポランニーが残した功績は、それまで前近
代的とされてきた古代社会や未開社会に対
しても、広義の経済学という視点から新たな
光をあてたことにある。

•例えば、互酬や再分配という概念装置がな
ければ、現在の私たちからすればアリストテ
レスの時代の経済などは、いまだ「無名」の
ままである。
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•けれども、ポランニーは、経済そのものを
「制度化された過程」として広く位置づけるこ
とで、こうした「経済の無名性」を浮き彫りに
し、そこに理論的な概念を与えていった。

•しかし、こうしたポランニーの経済の捉え方
は、果たして古代社会や未開社会だけに拡
張しうるものなのだろうか？
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G-W-G′の制度化

•現在の資本主義的な商品社会、市場社会
は、ポランニーが言うところの「市場交換」の
社会である。

•人々はバラバラな諸個人（合理的な経済人、
個別資本家）として独立しており、各々がつ
かの間の因果関係の連鎖として関係してい
る。
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G－W－G′

ポランニー的な現代資本主義の概念図
：二重運動の後退（マクロ的視野）
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•しかし、特に開発が進む第3世界などにおい
ては、よりミクロなレベルで、互酬的な分配
関係を自発的に構築している。さらに、そこ
では、地域的なコミュニティー経済が、安定
的な制度構築をもたらす基盤として機能して
いる場合があることが、明らかとなってきて
いる。
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キース・ハートの「インフォーマル・エコノミー」

・ポランニー派の経済人類学者。

• 1960年代のガーナにおける労働移動と失業者
（フラフラ人）の調査を行う。

•南部で都市化が進み，貨幣収入を得ようとした
出稼ぎ労働者が北部から南部に大量に押し寄
せていた時代。

•労働市場からはじき出されて行き場を失ったフ
ラフラ人は、どのようにして暮らしていたのか。
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•フラフラ人たちは、スラムを形成する中で彼
ら独自のコミュニティー・ルールを作り、財の
調達や分配を行っていた。

•その中心となるものが、「ブラック・マーケッ
ト」。

•そこで展開される経済活動は、各々の信頼
関係や名声、コミュニティー内での価値規範
を基礎に展開されている。

35



•例えば、価格の決定は競争力が決定的な
力を持つのではなく、社会関係のネットワー
クや、その物品を獲得するさいに費やした
時間や専門性によって決定されている。さら
には，文化・宗教的なルールもその市場に
は反映されており，インフォーマルな商取引
においては、肉の卸売りはイスラムのハウ
ザコミュニティーが独占的に行うことになっ
ている。
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•つまり、互酬的な分配や公正価格、あるい
は信頼関係によるツケなどがインフォーマ
ル・エコノミー（暮らしの体系）を支える土台
となっており、例えば予算制約に基づく合理
的な消費活動や貯蓄といった行動は、そこ
ではほとんど見られない。
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インフォーマルエコノミーの意義

１） 経済主体が個々バラバラなわけではなく、

個々人がなんらかのコミュニティーに帰

属している。そして、そのことが社会的に

承認されることによって初めて、G－W－

G′の運動が行えるという構造になってい

る。
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2） 特にサーリンズの考察のように、何が価

格を決定しているのか、ということが重要

となる。すなわち、フラフラ人たちは、自己

調整的な市場メカニズムを横目にみなが

ら、彼ら独自の市場システムを制度的に

構築している。
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フォーマルな市場メカニズム

インフォーマルな市場制度
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ジョナサン・パリーの「贈与経済」

•インドのベナレス（宗教都市）を調査。

1970年代後半。

•宗教的な価値規範が、市場経済を逆規定す
るという構造になっている。
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•パリーによれば，現代インドの市場経済の実態
は、僧侶階級を中心とする特殊な贈与行為で
ある「ダナ」の循環過程を背景に持ちつつ展開
されている。

• この贈与行為は、「浄」・「不浄」といったヒン
ドゥー社会に固有な宗教倫理によって形成され
る日常的な行為である。そして、その特殊性は、
「ダナ」として贈られる物品や貨幣の中に内在
する「不浄」な罪を僧侶たちが浄化するという宗
教的な行為にある。

42



• したがって、ベナレスの人々は、日々、魂の救
済を求めて僧侶たちにダナを贈ることを目的と
する経済活動を行う。

• さらには、投機的な経済活動も、ダナを贈るた
めのものであれば称賛され、そうでなければ卑
下されるという、地域に固有な「市場倫理」も形
成されている。

•つまり、ここでは、宗教生活が社会の上位に位
置し、市場経済はそれに下属するという形を
とっている。
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パリーの贈与経済の意義

１） 資本の自己増殖過程として把握されるG－
W－G′という運動も，それは宗教的な倫理
によって形作られる贈与循環の一過程を意
味することとなる。

労働力・生産手段→生産過程
G′－W′

収入（－）ダナへの贈与（Gift）
G－G′・・・収入（－）ダナへの贈与（Gift）
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したがって、G－W－G′の運動を成り立た

せる要素として、ダナへの贈与が義務づ

けられている。

2） 宗教的な価値規範で結ばれる経済主体

と、コミュニティー倫理が、G－W－G′の世

界を支えていることとなる。

45



３ 国家から地域へ

•このように、地域的なレベルで行われる資
本主義経済を見てみれば、それは各々の地
域の特色によって様々な姿かたちを持つ。

•ポランニーの枠組みの中で言い換えれば、
市場社会を舞台としたところで現れる、文
化・慣習や宗教、コミュニティー規範といった
側からの主体的な制度構築の過程が浮き
彫りとなっている。
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•そして、このことは、また同時に、「互酬」や
「再分配」といった生活世界の原理構造を組
み込んだものとしての、市場社会の多元性・
多様性を示唆している。
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生活世界

地域的なレベルにおける主体的な制度構築
：資本主義の多元性と多様性

G-W-G'
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•また、このような主体的な制度構築が行わ
れる理由は、彼らにとっての「暮らしとしての
生活世界」が、まさに安定的な制度システム
として存在しているから。

•例えば、互酬や再分配といった概念装置は、
そうした「暮らしとしての生活世界」における
行動原理を明らかにするツールとして有効
だろう。
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暮らしとしての生活世界

「暮らしとしての生活世界」

•玉野井芳郎が提唱。

•日本のポランニー研究の特色は、ポラン
ニーやその弟子たちが行っていった非市場
社会（未開社会）の経済分析を、現代社会
における「暮らしとしての生活世界」に置換
しながら研究の方向を定めていったことにあ
る。
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•例えば、玉野井芳郎を始めとするポランニー研
究の展開は、「埋め込む」べき社会のひとつの
原型として、地域共同体に光を当てている。

• したがって、そこでは、市場のメカニズムには
完全に依拠しないローカル・マーケットを中心と
する人々の商品交換や、相互扶助の労働交換、
農業や漁業における自然資源の共同管理と
いった、コミュニティーベースでの経済生活が
「生活世界」として再評価されている。
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国家から地域へ

•とりわけ、ポランニーの『大転換』を中心にし
た場合には、現代資本主義の理想的な形
態として（二重運動の帰結として）「福祉国
家」がよく取り上げられる。

•しかし、コミュニティーの帰属とセーフティ
ネットの構築という観点から言えば、それを
実現している主体は、小規模な地域共同体
である場合が多い。
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•つまり、先のインフォーマルエコノミーもイン
ド経済も、玉野井が言う「地域主義的」な経
済も、ある一定の文化や慣習・価値規範を
基礎に形成されるコミュニティー意識が、成
員たちの生命の再生産構造を保証するもの
となっている。

•したがって、安定的な制度システムの構築
を実現する担い手は、じつは国家ではなく、
各々の地域における人々であると言える。
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•さらに、資本の運動を自らの制度的な文脈
によって内部化するか否かも、地域におけ
る人々の手に委ねられている。

•資本主義の多元性・多様性は、資本の運動
の内部から生じるものではなく、各々の地域
にとっていわば「合理的」な制度生成が行わ
れるか否かに左右されるといえる。
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愛知県のおむすび通貨
（地域通貨）
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インドの綿市場
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イスラムの饗宴（互酬）
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アフリカ・ダホメの伝統的な市
（売り手は必ず女性）

58



主要な参考文献

•玉野井芳郎・平野健一郎編訳[1975]『経済の文明
史』日本経済新聞社

•玉野井芳郎[1990]『地域主義からの出発』学陽書
房

•玉野井芳郎[1978]『エコノミーとエコロジー』みすず
書房。

•玉野井芳郎[1990]『等身大の生活世界』学陽書房。

• Hart,K. [1973]. “Informal income opportunities and 
Urban Employment in Ghana” Jornal of Modern 
African Studies. 11 (1). 

59



• Parry, J. and Bloch, M. [1989]. Money & the 
Morality of Exchange. Cambridge University Press.

• Polanyi, K. Arensberg, M and Pearson, W. [1957]. 
Trade & Market in the Early Empires. Henry 
Regnery Company. （フランシスコ・ベネット，ウォル
ター・ニール所収）

• Polanyi, K. [1944]. Great Transformation－The 
Political and Economic Origins of Our Time. Beacon 
Press.（吉沢英成・野口建彦・長尾史郎・杉村芳美
訳[1975]『大転換』東洋経済新報社）

60



• Polanyi, K. Edited Pearson, W. [1977]. The 
Livelihood of Man. Academic Press.（玉野井芳郎・
栗本慎一郎訳[1980] 『人間の経済Ⅰ―市場社会
の虚構性―』岩波現代選書）

• Polanyi, K. Edited Pearson, W. [1977]. The 
Livelihood of Man. Academic Press.（玉野井芳郎・
中野忠訳[1980] 『人間の経済Ⅱ―交易・貨幣およ
び市場の出現―』岩波現代選書）

• Sahlins, M. [1972]. Stone Age Economics. Aldine De 
Gruyter. / 山内昶訳[1984]『石器時代の経済学』法
政大学出版局

61


