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概要 

 

 荻生徂徠は日本儒学のなかに徂徠学と呼称される独自の体系を築き上げた。彼は社会経

済という人間の「作為」のなかに「自然」の筋目を見出したという意味で、ヨーロッパの初

期経済学と同じ学知の可能性を開いたと言える。徂徠は武士を農村へと帰すことで、農業経

済が過度に商品経済に侵されることを防ぎ、経済の持続可能性を確保しようとした。また、

徂徠は貨幣の流通速度の違いに自覚的であり、銭の鋳造による地域経済の振興を企図した。

徂徠と同時代のリチャード・カンティロンもまた、貨幣経済の発展による諸問題から経済価

値の基盤である農村経済を守ろうとした。カンティロンは土地が素材を与え労働が形式を

与える財の価値が土地の量に還元されることを主張した。カンティロンは奢侈の蔓延が国

民経済を衰退に向かわせることを懸念し、それを防ぐために国家による貨幣流通量のコン

トロールが必要であると説いた。 
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Sorai Ogyuh and Rochard Cantillon 

 

Yoshihiro Yamazaki 

 

 

Abstract 

 

     Sorai Ogyuh built the special system of thoughts called Sorai school in Japanese tradition 

of Confucianism. He found the natural law in artificialities in a society and an economy and 

opened the same possibility of a science as early economics in Europe. He tried to stop 

commodity economy to invade agricultural economy excessively and to keep economic 

sustainability by making warriors to go back to their home villages. Sorai also noticed velocity 

of money and planned the development of local economies by minting copper coins much. 

Cantillon, a contemporary of Sorai, tried to protect village economies which were basic to 

economic value from various problems raised by monetary economy. He argued that lands 

gave material and labor gave form to goods and that value of goods could be expressed only 

by amount of lands. Cantillon considered that the states had to control circulating amount of 

money to prevent spread of luxury from making national economies to decline.  
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荻生徂徠とカンティロン 

 

山﨑 好裕 

 

はじめに 

 

 荻生徂徠とリチャード・カンティロンを比較するなどと言うと、突拍子もない思いつきの

ように思われるかもしれない。しかし、本稿は筆者からすれば、十分な必然性を持った研究

になっている。ただ、そのことはここでいくら述べたとしても無駄であり、結局本稿全部を

読んでもらわないと納得してもらえないことであろう。だから、ここでは、二人の外形的な

比較にとどめておかねばならない。 

 荻生徂徠は 1666 年に生まれ、1728 年に没した。一方のリチャード・カンティロンは 1680

年から 1690 年の間に生まれた。没年は 1734 年であり、若干カンティロンの方が年下では

あるものの全くの同時代人である。カンティロンの死因が、仕えていた料理人か誰かが殺害

して屋敷に放火したためであるというのは有名な話であり、その点は病死である徂徠とは

異なっている。だが、火事との縁ということであれば、徂徠の弟子筋である福岡黒田藩の儒

学者・亀井南冥1が深い。南冥は、黒田藩が藩校・修猷館と並列的に設けた藩校・甘棠館の

学長に当たる祭酒となったが、1792 年には失脚する。そして、甘棠館が 1798 年に消失した

のに続いて、1814 年に自宅からの失火によって焼死した。 

 そうした因縁話を別にしても、同時代人であることの意味は思想面でも大きい。共に農村

経済が崩壊して都市における商業経済が勃興するなかで経済について思索し、土地の持つ

経済的価値について肯定的な思想を展開している。彼らの著作が後世の経済思想に深い影

響を与えた点でも共通点がある。カンティロンの場合、ウィリアム・スタンレー・ジェボン

ズによって「経済学の揺籃」という高い評価を与えられた。ジェボンズは 1881 年にカンテ

ィロンを発見して、過剰とも言える賞賛を献呈したのである。 

 徂徠も江戸期経世論のまさに元祖となった。藩営商業論を展開した太宰春台は徂徠の弟

子である。商業的農業を肯定した田中丘隅は晩年徂徠の影響を受けた。海保青陵は天地の運

行を貨幣経済の論理で理解し、利息を肯定した。本田利明は富の源泉を対外貿易に求めた。

彼らも徂徠の影響下にあったのである。 

 そして、徂徠とカンティロンの二人を比較するに先立って、我々は二人を巡る通説を批判

することを避けられない。徂徠に関しては屹立する偉大な業績として丸山（1952）がある。

丸山は徂徠の思想を江戸期における近代思想の萌芽として評価する一方、封建思想から最

                                                      

1 南冥は志賀島から出土したと伝えられる金印の由来を示した『金印弁』を著し、一躍注

目を集めた。しかし、そのあまりにもよいタイミングと彼の不自然な失脚などの状況証拠

を鑑みると、筆者も金印偽造説に与せざるを得ない。 



終的に脱却できなかったという限界も指摘した。さらに、丸山が徂徠に近代を見たのは、自

然から作為への移行を読み取ったからに他ならない。しかし、このストーリーを戦後日本社

会の要請という時代的状況から切り離して、徂徠を客観的に見たときに異なった解釈を取

る方がより自然なものと思われる。 

 カンティロンの場合も重農主義への決定的な影響を読み取る解釈がある一方で、土地価

値説とは異なる労働価値説的な言辞があることから、古典派経済学の先駆者と見る考え方

もある。これについても、虚心にカンティロン（1755）を読むと全く異なった描像が筆者に

は見えてきた。したがって、本稿はまずこれらの通説を粉砕することから書き始められなけ

ればならない。 

 

 

Ⅰ．自然と作為 

 

 丸山（1952）は、丸山が 1940 年から 44 年に欠けて『国家学会雑誌』に掲載した論文を

単行本にまとめたものである。同書第 1 論文は「近世儒教の発展における徂徠学の特質並

にその国学との関連」と題されている。内容に関して、丸山自身は、近世初期の思想界をほ

とんど独占していた朱子学が歴史推移のなかで社会的適合性を失い、徂徠が儒教の政治家

によって儒教思想の適合性を回復しようとした過程のなかで近代意識がどのように芽生え

ていったかを書き記したものとしている。林羅山によって構築された朱子学の世界観は、山

鹿素行、伊藤仁斎、貝原益軒と徐々に内面的に崩壊していき、元禄・享保期の徂徠に至って

決定的な変質を遂げる。徂徠は道が自然のものではなくて聖人によって制作されたもので

あるとすることで、政治思想を道徳的制約から独立させ、公私を峻別する倫理観を確立した

のであるとする。 

 第 2 論文『近世日本政治思想における『自然』と『作為』』は、第 1 論文の主題を自然と

人為の両軸に沿って図式化した。丸山は朱子学を自然的秩序観、徂徠学を作為的秩序観とし

て図式的に整理し、近世後半の山縣大弐を目的変質的秩序作為論と定式化するとともに、寛

政異学の禁を、自然的秩序観の復活を目指したものと解釈した。経世論は作為的秩序観に則

ったものであるが封建制の枠組みから外れることができなかった上、明治自由民権運動で

作為説が興隆を見せても直ぐに明治国家によって鎮圧されて自然的秩序観に塗りつぶされ

ていったのだとする。 

 丸山（1952）から長い年月が経っており批判も少なくないなかで、その基本的内容が未だ

に我々の基本的歴史認識の構図となっていることには驚かざるを得ない。それは理解の簡

単さだけが理由でなく、戦後日本政治思想のイデオロギーとして機能してきたことが原因

なのである。しかし、我々は学術的な歴史認識を正しく形成する必要がある。まず、何より

も丸山の指摘する内容は歴史的事実と異なっている。黒住（2003）は丸山の誤りを直裁に 2



点に分けて述べている2。 

 

（α）儒教の歴史的流れについて、丸山は儒教（朱子学）があったが、打ち倒されたと

いう変化を説いた。しかし、実際の歴史はむしろその逆であった。すなわち儒教（朱子

学）は初め微弱なものであったが、徳川後期になるほど広く盛んに存在するようになっ

た。 

（β）思想空間に占める儒教の位置について、丸山は儒教は国家体制的イデオロギーで

あるとして儒教（朱子学）の専一性・中心性を強調した―ただし彼はそのヘゲモニーが

結局打倒されるというのだが―。しかし、実際には、儒教（朱子学）は体制を独占した

どころか、むしろ様々な思想・宗教との複合のうちにあった。儒教自身の中においても、

朱子学・古学・陽明学等は混交して、朱子学の正統性はさほど確立されていなかった。

そればかりか、そもそもあらゆる儒教を併せても、儒教は自身の政治的ヘゲモニーはも

っておらず、仏教や神道などの諸思想とのシンクレティズムのうちに存在していた。 

 

 黒住の指摘は真に正しく、そもそも儒教的秩序観は江戸期日本の武家支配と家の論理と

は相容れるものではない。家は中国でも先祖祭祀を基軸とするが、日本の先祖祭祀に儒教の

出る幕はなく、既に仏教によって独占されていた。また、日本の家が本来中国・朝鮮のよう

に血縁重視でなく、社会的な仮構のようなものであったことは江戸期を通じた養子縁組の

多さからも明らかである。そうなると儒教的に血脈を受け継ぐ同族集団が天を祭ると言っ

た宗教構造は受け入れられるべくもなく、地縁共同体を中心にした神道の神社祭祀が自然

なものなのである。 

 政治的にも儒教圏の中国・朝鮮では儒教的知の体系性によって社会秩序を構築する科挙

制度を通したメリトクラシーは、日本では一切省みられることはなかった。中国・朝鮮では

武家政治は長続きせず、必ず儒教的な王権政治へと回帰したが、日本では平安末期以来江戸

期を通して持続した。武家政治は儒教政治とは全く異なり、秩序観や正統性ではなくパワー

バランスがものを言う。つまり、儒教は実際のところ、政治的な効果を持つことはできず、

単なる政治的修辞としてしか機能しないのである。つまり、荻生徂徠は丸山の言うように儒

教を政治化したわけではなく、武家政治に適合的な儒教を新たに作ったのである。 

 徂徠を理解するときに「聖人の道」が最大限に重要であることは論を俟たない。丸山の徂

徠観も、徂徠が天と聖人を同一視したと理解し、人間である聖人を絶対的・究極的主体と考

えたとすることから導かれている。天をも恐れぬ、尊大な人間中心主義に丸山は近代性を見

た。だが、徂徠が初期の著作『蘐園随筆』のなかで伊藤仁斎の学の真髄を「天地は一大活物」

ということに見ていることは見落としてはならない。この言明には生成を繰り返して窮ま

りない自然への畏怖が明確に表明されていると考えられる。晩年の『徂徠先生答問書』では

                                                      

2 黒住（2003）、171。 



「天地も活物、人も活物」とあり、徂徠にとって活物性が宇宙と人事をともに貫く原理なの

である。 

 徂徠の儒学体系はその著『弁道』と『弁名』に叙述されている。前者は徂徠学総論、後者

はその各論とでも言うべきものであり、徂徠の中心概念である道について詳らかにする前

者と体系を構成する各名辞について細かに規定した後者と言う対比をなす。『弁道』は 1717

年に脱稿し、出版されたのは徂徠没後の 1737 年であった。両書を対比しながら解明するこ

とによって徂徠学への理解が深まることは言うまでもない。ここで問題にしている自然と

作為についても、『弁道』が道は「天地自然の道に非ざる」3と述べている一方で『弁名』が

「古先の聖王、天に法りて以て道を立つ」4と述べていることをどのように理解するかであ

る。徂徠にとって天地自然の理は深遠神妙であって人知では推し量ることができない。だが、

常人よりも遥かに大なる器量を有する聖人であれば、天地と人とを貫く活物性という共通

点を利用して、自らの内から天地のりに即応して生きることが可能なのである。だから、古

代の聖人たちが打ち立てた道は彼らの作為がなければ生まれなかったものである一方、天

地の理に則ったものとなっている。人の世のなかに天地の理と同じ法則性の存在を主張し、

それを作為によって把握した道のなかに常なる人知を超えた理法を見出すことこそ、徂徠

が主張したものであった。だから、丸山の説くように、徂徠において日本儒教思想は自然か

ら作為へと転換したのではない。そうではなく、徂徠は作為のなかに天地自然の理法を見出

すことが可能であるとしたのであった。このあたりの機微を徂徠自身が説いている箇所を、

傍証として丸ごと引用しておこう5。 

 

先王の道は、先王の造る所なり。天地自然の道に非ざるなり。けだし先王、聡明睿智

の徳を以て、天命を受け天下に王たり。その心は、一に、天下を安んずるを以て務めと

なす。ここを以てその心力を尽くし、その知巧を極め、この道を作為して、天下後世の

人をしてこれに由りてこれを行はしむ。あに天地自然にこれあらんや。 

 

 ここで「あに天地自然にこれあらんや」の反語は、単なる天地自然の道ではなく、先王の

作為という媒介を経ているのだ、という意味に解している。この媒介を意識することなく、

人の世をそのまま無媒介に天地自然と同一視するこれまでの儒学を、徂徠は口を極めて批

判する6。 

 

 大氐、自然にして然る者は、天地の道なり。営為運用する所ある者は、人の性なり。

                                                      

3 徂徠（1737）、14。 

4 徂徠（1789）、172。 

5 徂徠（1737）、14。 

6 同上、15。 



後儒察せず、すなはち天地自然を以て道となす。あに老荘の帰ならずや。 

 

 このように、徂徠は真の儒学を、天地自然とは区別された人の世、つまり、「運用営為」

の領域が存在することを認識し、そこに現れた人の性の理法を認識するものと考えている。

『政談』同様、徂徠が８代将軍・吉宗の諮問に与った書として『太平策』がある。このなか

に徂徠の「天地の造化はうつりゆくものなり」7という言葉がある。ここに示されているの

は天地自然の持つ歴史性であり、その根拠は生々流転する自然の活物性にある。自然すら歴

史性を持つのであれば、同じ活物性を持つ人の世の「運用営為」に歴史性がないわけがない。

だから、徂徠は制度自体が時代に応じて変わっていくのは極めて自然なことであると考え

ることになるのである。この意味で、徂徠の社会経済観は、人間の作為した経済運行のなか

に自然の法則性を看取する経済学的な法則把握と通底する発想に導かれている。 

 

 

Ⅱ．経済学の揺籃 

 

 リチャード・カンティロンの親戚であるフィリップ・カンティロンが、リチャードの『商

業試論』を下敷きにした著作『交易の分析』を出版したのは、1759 年のことであった。以

後、両著作は十分に区別されることなく読み継がれていくことになる。ジェームズ・ステュ

アートも『交易の分析』には言及するものの、『商業試論』の存在は知ってすらいなかった

かもしれない。ヴィルヘルム・ロッシャーは『商業試論』を読んで、その著者を重農主義の

先駆者とみなしたが、それをフィリップであるとばかり思っていた。だから、ジェボンズが

『商業試論』をあらためて見出し、それが重農主義に留まらない、極めて広い守備範囲を持

っていることを指摘したとき8、彼はロッシャーが既に同書に言及していることを知らなか

った。ロッシャーが著者をリチャードではなくフィリップとして論じていたからである。 

 ともあれ、重商主義の先駆として見るにせよ、古典派全般の嚆矢と見るにせよ、カンティ

ロンに関する議論では価値論が中心であったことは否定できない。カンティロン（1755）は

次のように始まる9。 

 

 土地はそこから富がひき出される源泉、あるいは素材である。人間の労働はその富を

生み出す形式である。そして富それ自体は食糧や日常の便利で快適な品々にほかなら

ない。 

                                                      

7 徂徠（1721）、473。 

8 ジェボンズは、リチャード・カンティロンがマルサス『人口論』をほぼ完璧に先取りし

ているとまで書いている。 

9 カンティロン（1755）、訳 3。 



 

 中川（2016）はカンティロンの価値論を研究史的にまとめている。中川はハチソン（1988）

を肯定的に引きながら、カンティロンの価値論が、一方ではテュルゴー、セイ、ワルラスに

引き継がれて主観価値説の源流となり、他方ではアダム・スミス、リカードウ、マルクスに

よって継承されて労働価値説を形成していったというストーリーを語っている。また、ステ

イネル（1992）などがフランソワ・ケネーの価値論を名目的主観価値説と名づけたのになら

って、中川はカンティロンのそれを名目的客観価値説と名づけることができるのではない

か、と問題提起している。ケネーの価値論は、財の価値は人間の欲求に比例すると述べてい

るから主観的である。また、ケネーはこうして決定される価値が金銭的価値そのものである

としていることから名目的なのである。中川がカンティロンの価値論をケネーと対比的に

客観説の方に分類しているのは、土地の客観量でもって価値を規定しようとしているから

であろう。 

 中川（2016）のように後世の価値論への影響から振り返ってカンティロンを解釈するの

が一般的である。しかし、筆者は、むしろ、カンティロンからの影響よりはカンティロンへ

の影響という観点から著述を呼んだ方が、ありのままのカンティロンを理解できるような

気がする。『商業試論』の冒頭を再び読んでみよう。普通この箇所は、カンティロンの土地

価値説と労働価値説を語っていると解釈されるのだが、これに続く箇所で富の具体的な例

を列挙していることと併せ考えるともっと単純素朴な意味にとった方がよい。つまり、私た

ちは消費財を得るときにその文字通りの素材を土地から手に入れてくる。しかし、そのまま

では食べることも着ることもできないので、素材に形を与えて消費可能なかたちへと持っ

ていくために労働を加えて素材を加工するのである。もちろん、カンティロンはこの冒頭分

を書くにあたって、ウィリアム・ペティの『政治算術』にある「土地は富の母であり、労働

はその父である」という文言を下敷きにしている。だが、カンティロンが敷衍した素朴な表

現を見ることで、ペティの真意がかえって明らかになっているように筆者には感じられた。 

 この素材と形式という対比法は、アリストテレスの質料因と形相因という西欧哲学に

脈々と受け継がれる議論をはっきりと継承している。アリストテレスはその『自然学』のな

かで、あらゆる現象の精気に四つの原因があるという 4 原因説を唱えた。すなわち、現象に

素材を提供する質料因、現象の形や性質を意味する形相因、そして、変化の動力を意味する

作用因、何のためにその現象があるのかという目的因である。実はこのなかで最初の質料因

と形相因はプラトンのころからあってアリストテレスに継承されたものである。つまりは、

西洋哲学的原因観の最も基本になるものと言っていい。これに対して、作用因は運動学の研

究のなかで原因論に取り込まれ、目的因は生物研究のために考えられることになった。カン

ティロンが素材と形式に限定して叙述しているのは、そのような伝統を考えれば、自然なも

のと言える。たとえば、木材だけでは家という富は生み出されない。そこに労働によって家

の形式が与えられる必要があるのである。 

 無論カンティロンは価値論を大いに展開している。カンティロンは財に備わった価値を



「内在価値」と名づける。「内在価値」を決めるのは財の「生産に入りこむ土地と労働の量

の大きさ」10である。だが、直ぐに「地味あるいは土地の生産物と労働の質」11が考慮に入

れられた上で「内在価値」が決まるという但し書きが続く。中川（2016）はこの二つの決定

要因が矛盾しており、カンティロンは一貫していないと見るのだが、果たしてそうであろう

か。カンティロンはここで土地と労働を単に物理量として見ることはできないと述べてい

るだけであり、経済を扱っている以上当然のことを述べているまでである。すなわち、地味

の異なる土地を単一の地味を基準として量的な大きさに還元するということ、また、質の異

なる労働をたとえば単純労働を基準にして単一の尺度で測るということが原理的に必要で

あるというだけのことである。これは現実にそうした還元や測定が可能かどうかとは別な

原理上の議論であって、実際の計量とは無関係に意味を持つ叙述であるということが理解

されなくてはならない。では、実際の「内在価値」はどのようにして知りうるのか。我々は

「内在価値」を現実の市場価格を通じて間接的に把握するというのがカンティロンの答えで

ある。だからこそ、直ぐ後に、多くの財が市場では「内在価値」どおりには売られないこと

が起こる、と書かれなければならなかった。この偏移は「人々の気分や気紛れや好み」12、

「人々の行う消費のいかん」13によって生じる。だから、中川（2016）が、土地と労働の量

によって決定される「内在価値」を考えるカンティロンが、需要と供給による価格の決定に

触れていると言って問題にする必要は一切なかった。 

 カンティロンによれば、財の「内在価値」は決して変動しない。それなのに市場価格が止

むことなく日々変動を続けるのはなぜなのであろうか。カンティロンはその理由を消費の

変動に対して財の生産を速やかに合致させることができないことに求める。だから、「きち

んと整った社会」14に見られるように、財の消費が安定している財に関しては市場価格が「内

在価値」から大きく離れることはない。 

 「内在価値」を決める土地の量と労働の量のどちらが根源的であろうか。いずれにしても

これは決定しておかなければならない。なぜなら、そもそもの「内在価値」を概念的にせよ

量的に規定できるためには、土地の量と労働の量をどちらか根源的な方に還元しておかな

ければならないからである。そして、カンティロンはこの還元を行うために、日々の労働の

価値が土地の生産物と結んでいる関係に着目する。「内在価値」はこの還元によって「労働

に従事した人々に割り当てられる生産物を産出するのに必要な土地の量」15によって計量さ

れることになる。この表現も素直に解釈すれば、次のようになろう。財を生産するために必

                                                      

10 同上、訳 20。 

11 同上。 

12 同上。 

13 同上。 

14 同上、訳 21。 

15 同上、訳 28。 



要な土地の量が多ければ多いほど、「内在価値」は高くなる。これに労働の量を土地に還元

したものを足し合わせなくてはならない。この還元には何をすればよいのか。労働は土地生

産物である食糧によって再生産される。ということは、労働の「内在価値」はその再生産に

必要な食糧の「内在価値」に等しい。食糧の生産にはもちろん再び土地と労働が必要である

が、その一定の比率で無限回の還元を繰り返せば、食糧の「内在価値」を土地の量だけに還

元し尽くすことができる。こうして労働の「内在価値」を土地の量に翻訳することが可能に

なり、財の生産に直接必要になる土地の量に土地の量で表現した労働の価値を加えれば、あ

らゆる財の「内在価値」が土地の量で表現できるのである。 

 問題は、なぜカンティロンが「内在価値」を労働ではなく土地に一元化したかということ

である。上の手続きを逆に行えば、もちろんすべてを労働に還元することも可能であるのだ

からだ。これは土地を所有する地主だけが自立した経済主体であって、他のあらゆる人々の

生存はこの地主の出費によって支えられているというカンティロンの社会経済観に由来し

ているのだが、それは次章以降で荻生徂徠と比較検討していくなかで明らかにしていく。 

 

 

Ⅲ．都市と農村 

 

 土地と土地に根ざす人々を社会の根源とみなす社会経済観は荻生徂徠にも共有されてい

る。徂徠は『政談』のなかで次のように述べる16。 

 

 総じて商人は利倍をもって渡世をするもの故に、当時のありさまにても、一夜検校に

もなり、または一日の内にもつぶれもするものにて、これ元来不定なる渡世をするもの

なる故也。武家と百姓とは、田地より外の渡世はなくて、常住の者なれば、ただ武家と

百姓の常住に宜しきようにするを治めの根本とすべし。 

 

 徂徠は商人が繁栄する一方で武士が困窮する昨今の時代状況が、武士が本来いるべき農

村を離れて都市に居住する「旅宿の境界」にあるためであると考える。当代にあっては百姓

以外に武士も商人も本来人の住むべき農村を離れており、それは「雲の根をはなれたるよう

な境界」17であって、このままでは社会経済が自ずと治まるようなことにはならない。武士

が百年以上農村に住まなくなったために「田舎のしまり」がなくなってしまった。もし武士

が農村にいるならば、百姓たちの頭を抑えることができて我儘がなくなり、農村の秩序が保

たれるのである。また、武士の知行が商人に吸い取られるという事態が発生しているのも

「旅宿の境界」ということに由来している。旅宿を旅宿と心得ているならば、武士は都市生

                                                      

16 徂徠（1727）、161－162。 

17 同上、79。 



活において節約に努めるのだが、そんなことにつゆ気づくことなく「旅宿を常住と心得る故」

18武士の日常の支出が莫大になり、結果困窮するのである。 

 実はカンティロンもまた『商業試論』の冒頭近くで農村と都市について論じている。カン

ティロンは農村の土地を所有する地主が農村にできる限り住み着くことで、彼らの生活を

助ける召使や労働者も農村に居住することになり、人口の増加と繁栄とが導かれることを

指摘する。地主の邸宅の城下にこうして人が住み着くようになると、商人たちがその人口を

当てにして市を定期的に開くようになり、村が商業的にも繁栄を見せることになる。これが

町である。村々の中心に城下町が存在するのは、徂徠の時代の日本の各藩の経済地理的構造

と一緒である。カンティロンは町の規模の決定について次のように書いている19。 

 

 ある町の区域内の村 （々すなわち、その住民たちが普段、この町の市に彼らの物産を

持ってくる村々）が有力であれば、つまり村々が多くの生産物を持っていれば、町はそ

れ相当の有力で、かつ大規模なものとなるだろう。しかし町の周辺の村々に僅かな生産

物しかない時は、その町も同様に貧しく、みすぼらしいものである。 

 

 であれば、有力な領主、つまり、広範囲の土地や村々を所有する地主の城下町はそれだけ

繁栄して大きくなっていく。これが都市である。大領主は「他の同種の地主や貴族たちと心

地よい社交生活を楽しむために」20自分の本来の居所から離れた都市に行って、支出の多い

都市生活を楽しめるだけの資力を持っている。こうした都市の大きさは、都市に居住する地

主たちの所有する土地の生産物量に比例するのだから、カンティロンにあっても虚飾に満

ちた都市経済を支えているのは農村経済に他ならないのである。 

 当然、徂徠にあっても農村は国の豊かさの根本であり、「都鄙の境なき時は、農民次第に

商売に変じゆき、国貧になるもの」21なのである。ただ、ここで気にかかるのは、農民と商

品経済との関係を徂徠が本当のところ、どう考えていたかである。というのも、普通に考え

れば、農民を貨幣経済に巻き込む最大のきっかけであろう田畑の売買を徂徠がはっきりと

肯定しているためである。徂徠の認識では、現在百姓が保有し耕作している田畑は「面々に

金を出して買いたるもの」22である。だから、これを売買させないということは「甚しき無

理」23なのである。当時このことを禁じていたために起こっていた弊害がある。それは農民

が金に困った場合に自らの財産である土地を売って正当に金を得るのではなく、商人から

                                                      

18 同上、89。 

19 カンティロン前掲書、訳 9-10。 

20 同上、訳 10。 

21 徂徠前掲書、14。 

22 同上、335。 

23 同上。 



借金をし、それを返済できないという理由で借金のかたに土地を取り上げられてしまうの

である。これによって農村の本来あるべき、土地の所有権が都市に住む商人に移ってしまう。

これは農村経済の存立基盤を掘り崩し、都市経済と商人を繁栄させることにつながってし

まう。だが、農民が金に困るという事態はここでの徂徠の議論の前提であり、それは農民が

既に商品経済に取り込まれているということを意味している。だから、徂徠は農民が商人に

変じることを忌み嫌ったのだが、農民が主体的に換金作物を栽培して金銭的に豊かになる

ことは否定していない。なぜなら、それは農村経済が繁栄することに他ならないからだ。徂

徠のこの論点は、カンティロンの著名な「企業者」論につながるものである。 

 カンティロンは、土地はすべて君主と地主のものであって、財の「内在価値」はすべて彼

らの支出によって実現されることになるとする。と言うのも、カンティロンの考えている財

は商品、つまり、消費財であり、当時消費を行うのは原則地主たちだけだったからである。

彼らは土地の所有から地代を得て、それを消費支出に振り向ける。君主と地主は自立自存で

生きていけるが、それ以外のすべての人々、つまり、君主と地主に仕える給与生活者と「企

業者」は地主の支出によって生存を許される従属者である。カンティロンは次のように明言

する24。 

 

 君主と地主たちがもし彼らの土地を閉ざして、誰にも耕作させないとすれば、その国

の住民だれもが食糧も衣服も持たなくなることは明らかである。したがって一国の全

住民は地主たちのために耕作される土地の生産物で生存するだけでなく、まさにこの

地主たちの出費によって生存するのである。住民たちは彼らの所有物をすべて、この地

主たちから受けとるのである。 

 

 ただし、一般住民のなかには直接地主に仕えていない者も多いので、自分たちが地主の地

所のおかげで生計を維持していること、地主の出費のおかげで生きていることに気づかな

い。問題は地主の地所を借り受けて耕作している小作農であるが、カンティロンによる小作

農の定義は「地主の農場または土地に対して、一定額を支払うことを地主に約束している一

人の企業者」25というものである。彼らは自らの農業生産物の価格が不確定に変動するなか

で販売活動をするので、小作農の経営は不確実性にさらされている。都市や市での販売価格

から輸送費を引いたものが小作農の利潤になるが、日々の価格変動があるので彼らの利潤

が一定のものになることはない。やがて、小作農の生産した農産物を都市に運搬するだけの

事業を営む者が現れる。彼らのなかには都市に居住して農村から農産物を仕入れて販売す

るものが現れるであろうが、こうして商人が誕生する。そして、商人のなかから農産物に付

加価値をつけて販売する者が誕生し、パン屋や肉屋になっていく。カンティロンは小作農か

                                                      

24 カンティロン前掲書、訳 30。 

25 同上、訳 33。 



らパン屋までをすべて「企業者」と呼ぶが、彼らは本質的に給与が不確定な給与生活者とい

ってよい存在である。 

 「企業者」のなかには莫大な額の金銀を蓄積することで、小さな地主よりは遥かによい生

活をしたり、いくつかの地所の所有権を買い取ったりするものさえ出てくる。これら貨幣所

有者が地主に成り上がることもあるし、しばしば地主自体がこうした貨幣所有者であった

りするのだが、もしそうしたことがなければ、貨幣所有者が地主と覇を争う勢力となるであ

ろうとカンティロンは述べている。これはカンティロンが、地主である武家の支配的地位を

貨幣所有者である商人が脅かすという徂徠が見ていたのと同じ状況を目撃していたという

ことである。 

 「企業者」である借地農が「三つの地代」を生み出さなければならないというのはイング

ランドの常識だとカンティロンは言う。すなわち、第 1 に地主に支払われるべき本来の地

代、第 2 に借地農自身の生計の維持と営農費用に必要な「地代」、第 3 に借地農の利潤とし

ての「地代」である。何のことはない。カンティロンは現在我々がマクロ経済学的な概念と

して付加価値と呼ぶものを「地代」と呼んでいるわけである。そして、この「三つの地代」

論は貨幣の流通量を規定するために必要であった。カンティロンは説明する26。 

 

 要するに地主の主な地代こそが、流通に関しては、貨幣の最も必要かつ最も重要な部

門とみなされるべきである。もし地主が都市に住み、借地農もこの同じ都市で自分の物

産を全部売り、そして田舎での消費に必要な商品を全部、この都市で買い入れるとすれ

ば、現金は常にこの都市にとどまっていられるのである。借地農は自分の農場の生産物

の半分を超える物産を、この都市で売るだろう。彼はこの同じ都市で地主に対して、こ

の生産物の三分の一に相当する貨幣を支払うだろう。また彼は残りの貨幣を、田舎で消

費されるはずの商品の代価として商人や企業者たちに支払うだろう。しかしながら、こ

の場合でも、借地農は自分の物産を大口にまとめて売り、このまとまった金額は後で小

口に配分され、これがまた借地農の大口の支払いのために新たに寄せ集められるはず

であるので、流通は常に、借地農が自分の物産を売って得た貨幣を田舎に持ち帰り、そ

の貨幣を後で都市に送り返す場合と同じ結果を（流通速度は別にして）生むのである。 

 

 もし商品経済が必要とする貨幣が、商品経済の広がりが都市に限定するという条件の下

で都市から出ることがなければ、本来の農村経済は貨幣なしで運営できるはずである。しか

し、実際には農村に貨幣が持ち帰られても、結局借地農の消費のために小口で支出されて再

び都市へと還流し、それがまとめられて借地農の物産への大口の支払いに当てられるわけ

で、広い意味でやはり貨幣は都市経済にのみ必要なものなのである。 

 

                                                      

26 同上、訳 90-91。 



 

Ⅳ．貨幣数量説への疑義 

 

 ジョン・ローは 1716 年、一般銀行を設立し、翌年には勅令を得て一般銀行券による租税

支払いを可能にすることに成功した。これは一般銀行券が国家紙幣の資格を得たことを意

味する。さらに同年、ローはルイジアナの植民地開発と交易の特権を手に入れ、西方会社の

設立許可を得た。ローはこの会社を利用して価値の下がった国債で株式の払い込みを行い、

国債を株式に転換することを画策したのである。カンティロンも同時期に自分の銀行を開

業しており、同業者のローとの関係を避けることはできなかった。 

 ローは 1718 年に一般銀行を王立銀行に改組した。また、その翌年、諸貿易会社を糾合し

てフランス貿易を一手に取り仕切るインド会社を設立した。新会社は旧西方会社の倍以上

にあたる 42 万 4000 株を追加発行するとともに、応募価格を 500 リーブルから 1000 リー

ブル、5000 リーブルへと順次引き上げて投機を煽った。カンティロン自身このブームで 5

万ポンドを稼いだものの、ローのやり方に大いに不信を持っていたため、ローとの関わりを

避けるためにイタリアへと出国した。半年後の 1720 年にカンティロンはパリに戻ったが、

その年の内にローの事業は崩壊した。危機回避のために王立銀行券とインド会社株を段階

的に引き下げたことでパニックが発生し、ローが大蔵大臣を辞任した直後に正貨流通が復

活した。カンティロンはそれでも 1734 年まではパリに滞在していたが、その間、1730 年か

ら 1732 年までの間に『商業試論』を執筆したと考えられている。パリを離れてロンドンの

豪邸に移ったカンティロンであったが、程なく何者かに殺され、屋敷にも火が放たれて焼失

した。 

 この経緯から明らかなように、『商業試論』はローの金融システムを批判することを目的

に書かれている。カンティロンは正貨と銀行券との連関を否定して、それ自体「内在価値」

を持たない紙幣による信用創造を意識したローの金融システムに強い不信感を持っていた

ようである。だから、カンティロンにとって本来的貨幣はどうしても正貨である金銀でなけ

ればならない。金銀はそれ自体が「内在価値」を持つ財だから、貨幣量とは関係なく価値を

有すると言ってよい。しかし、国家紙幣となってくると話は別であって、購買力である貨幣

価値は貨幣量に反比例することになる。これはローの金融システムが貨幣数量説を前提に

しているということであって、これに対抗するためにカンティロンは貨幣数量説を批判し

なければならない。カンティロンは、貨幣量が増大するとジョン・ロックの言うように物価

が比例的に上昇することは「世間の誰もが認めるところ」27であると述べる。しかし、重要

なのは貨幣の増加がいかなる経路で起きるのか、また、その増加が諸財の価格をいかなる割

合で高くするのかを明らかにすることなのであって、ロックの貨幣数量説はその点、不十分

だとするのである。カンティロンは、貨幣の増加が一国の消費の増加を引き起こし、それが

                                                      

27 同上、訳 105。 



次第に価格の上昇を引き起こすと考えている。 

 たとえば、貨幣の増加が国内にある金銀の鉱山で起こるならば、鉱山の所有者、「企業者」、

労働者がそれぞれの利得に応じて出費を増やす。この出費の増加は消費財の生産者たちに

利得をもたらし、彼らの出費も増加するので、乗数過程的な波及を通して何倍かの大きさで

経済に作用することになる。だが、こうして生じる価格上昇によって被害を受ける人々も存

在する。まず、地代を契約によって決めている地主や名目所得が一定な給与生活者の実質所

得は減少する。給与生活者は名目所得の引き上げを要求し、地主は召使に暇を出す。また、

国内の高物価はすべての国民に外国製品のほうが安いことを気づかせるから、輸入が増え

るとともに国内製品の販売が減り、ついには国内生産者たちが破滅するだろう。 

 それでは、貨幣の増加が諸外国との貿易差額から生じる場合には何が起こるだろう。この

場合、外国貿易に従事する「企業者」や商人が富裕になり、輸出品を加工している職人や労

働者の所得が増える。彼らは勤勉で節約家としての性質を持つから、彼らの消費が直ぐに増

えて出費が急増することはない。しかし、彼らの蓄えが一定額まで増大したとき、こうした

人々も急激に出費を増やし、そのとき、物価の上昇が起きる。他に貨幣の増加は、諸外国か

らの援助金がその国にあった場合とか、外国使節の国内での出費があった場合、外国からの

旅行者がその国にしばらく滞在する場合などにも発生する。この場合、貨幣の増加と国内消

費の増加は同時に起きるのだから、物価は速やかに上昇するのである。そして、カンティロ

ンはこれらの議論をまとめて次のように述べる28。 

 

 貨幣量の増加がその国にもたらす物価の騰貴の割合は、この貨幣が消費と流通とに

与える動きしだいであろう。導入された貨幣はなん人もの手を渡るうちに自然に消費

を増やしていくだろう。しかしその消費〔の増加〕も場合によって大小さまざまであろ

う。消費は貨幣を手に入れる人々の考えしだいで、ある種の物産や商品の方へ多く向け

られたり少なく向けられたりするだろう。貨幣がどんなに豊富にあっても、市場の価格

はある種の物より別の物の方で高くなるだろう。 

 

 カンティロンはこのように価格の不均質な上昇が消費の増加によってもたらされるとし

た上で、貨幣の増加が国民の大多数の消費を増やし、その限りで国内の生産を増大させる限

りで好ましいものであるから、貨幣が豊富な国はそうでない国に比べて強国になると考え

る。しかし、こうした強大さは永続するものでなく、必ず衰退を余儀なくされると予測する

のである。カンティロンが考える衰退の原因は次のようなものである29。 

 

 問題の国家がたとえ貿易差額を最も貨幣の豊富な状態に保つことができるとしても、

                                                      

28 同上、訳 115。 

29 同上、訳 119。 



この豊富な貨幣は奢侈に耽る多くの富裕な個人を生み出さずにはおかないだろうとい

うことを、ひとは当然のこととして予想できるのである。彼らは外国人から絵画や宝石

を買い入れるだろう。彼らは絹製品や多くの珍品を持ちたくて、国家を奢侈の習慣のな

かにひき入れるだろう。そのため、この国の通常の貿易差額は有利であるにもかかわら

ず、この国の貨幣は、こうした奢侈品の支払いのために、毎年、外国に流出するだろう。

こうしてこの国はしだいに貧しくなり、広大な国家から劣弱な国家へと必ず転落する

だろう。 

 

 このような運命を可能な限り遅らせるにはどうすればよいのか。カンティロンの政策処

方箋は国家が貨幣の流通量を退蔵によって削減するということであった。やはり、カンティ

ロンから引用してみる30。 

 

 豊富すぎるほどにある貨幣は、それが続く限り、国家の力にはなるが、しかし徐々に

そして当然に国家を再び窮乏のなかに投げ入れるのである。だから思うに、ある国が貿

易によって勢力を拡張し、豊富な貨幣が土地と労働の価格を上げすぎると、製品の過度

な価格高騰を予防し、かつ奢侈の不都合を防ぐために、君主または立法府は貨幣をひき

揚げ、それを不測の事態に備えて保管し、強制や欺瞞の手段以外のあらゆる手をつくし

て貨幣の流通を遅くするように努力すべきである。 

 

 貨幣の増加を物価上昇に結びつける際に消費が媒介として不可欠であると考えたカンテ

ィロンは、貨幣の増加が国民のなかに奢侈の習慣を生み出すことに国力衰退の原因を見出

した。現代風に言えば、奢侈的な浪費は投資を減少させることで将来的な生産能力を衰退さ

せるということである。このことは貨幣量の増加を通じて消費等有効需要の増大を起こす

という政策を効果が見られないにもかかわらず続けてきた某国への警鐘ともなっているか

もしれない。 

 カンティロンの前にあったのはロックの貨幣数量説であったが、荻生徂徠の前には新井

白石の貨幣数量説があった。元禄改鋳に伴う物価上昇を世間が、金含有量が 30％以上も減

少したことによる「金銀の品下り」自体が原因であると見ていたのに対して、新井白石は真

実かつ直接の原因が金銀の数が多くなってきたことであると明快に述べた。白石は金銀の

品位を慶長時に戻すことで貨幣量を減少させ、物価を安定化することを幕閣に提言して受

け入れられた。しかし、幕府は元文年間には再び貨幣の悪鋳を始めて幕末まで改められるこ

とはなかった。 

 こうした白石の貨幣数量説に対して、荻生徂徠は物価上昇が改鋳のためではないと断言

した。『政談』で徂徠は、物価上昇が「金銀の位悪敷なる故」でもなく「金銀の員数ふゑた

                                                      

30 同上。 



る故」でもないとしている。そして、次のように述べる31。 

 

 さてまた「金銀の員数を元禄の頃に比すれば半分より内になりたれども、慶長の昔に

返る故、慶長の頃の如くに世も過ぎやすき筈の事也。金銀の性よくなりたれば、諸色も

下直になる筈の事なれども、町人のいたずらにて、諸色の値段をさげぬ」という人あれ

ども、これまた世界のありさまを知らぬ人のいいたる事なり。慶長の頃より今日に至て

は、すでに百年に及ぶ。その時よりは段々に世上の人、高下貴賎に限らず、人々の身も

ち、家のくらし、覚えず侈りになり、今はまたその奢り世の風俗となりて世界の常とな

る故、これを止むべきようなし。 

 

 商人が蔓延る世の中を否定的に見る徂徠であるから、商人が「諸色」、すなわち、商品の

値段を人為的に引き上げていることを非難するのかと思いきや、そんなことを言うのは世

の中の変化を知らないからだと言っている。時代の変化のなかで人々の消費が奢侈に走る

ようになり、供給に対して消費需要が過剰になったことが物価上昇の原因なのであって、そ

れを貨幣的現象としてみることは過ちであると言っているのである。 

 新井白石の進言によって元禄期に金銀の質をよくして貨幣量を減らしたことは、物価の

抑制につながらなかった一方で景気を後退させた。これに対して、徂徠は銭の員数を増加さ

せればよかったのだと具体的な対抗策を述べている32。 

 

 今銭を夥しく吹出して、一両に七、八貫文にしたらば、金銀の員数は半分に減じたれ

ども、位一倍よくなる故、元禄の金銀をやはり吹直さずに置きて、金銀の員数元のごと

くなると全く同意なるべし。金銀の誠の位というものは、銭高くなれば位下りて金銀の

威光働き少なく、銭安くなれば位上りて金銀の威光働き強くなる事にて、金銀の性よき

は何の詮もなき事也。たとえば召仕を夥しく持ちたるを大身とし召仕を少なく持ちた

る人を小身者とするがごとし。然るを、「銭の員数少なくなれば銭の位高くなる故に金

銀もそれにつれて貴し」という人あれども、これまた物の情を全く知らぬ人にて、是非

を変乱する利口の佞人也。 

 

 ここでの徂徠の議論は吟味すると実に興味深いものになっている。最初の段で徂徠は、金

銀の価値は銭との間の相対的な関係によって決まるのであって、物質的な意味での品位と

は何の関係もないとしている。銭を大量に鋳造することで元の 2 倍の流通量にすれば、金

銀の価値は銭の 2 倍になる。だから、銭を基準にした金銀の価値額としては金銀の流通量

を半分にせずにおいたのと変わらないことになる。銭の流通量が減った方が銭の価値が上

                                                      

31 徂徠前掲書、135。 

32 同上、141。 



がるから金銀の価値も上がるのでは、というのは利口だが物の道理のわからない人の言う

ことである。ところで、金銀の流通量を減らしたのと同額だけ銭の流通量を増やせば、マネ

ーストックに変化がないことになるのに、徂徠はそこにどのような違いも求めるのであろ

うか。これまで指摘した研究者はいないと思うが、筆者は徂徠が貨幣の流通速度の違いに気

づいていたと考えている。金銀に比べて銭の方が、圧倒的に流通速度が速いため、マネース

トックが一定でも金銀と銭の構成を変えるだけで、貨幣が媒介できる取引量を増加させる

ことが可能なのである。貨幣の流通速度はカンティロンもまた随所で気にしていたもので

ある。 

 徂徠は「制度」ということを述べる。「制度」は制限と限度ということである。徂徠は「制

度」を「衣服・家居・器物あるいは婚礼・喪礼・音信・贈答・供廻りの次第まで、人々貴賎・

知行の高下・役柄の品に応じて、それぞれに次第ある」33ことと定義する。人々の暮らし振

りは時代とともに変わっていくものだから、徂徠によれば「制度」が質素すぎることも華美

すぎることもともによくない。人々の消費生活が奢侈に走るようになったのもこの「制度」

がきちんと確立できていなかったためである。当時の貨幣を巡る問題群を解決するために

は、武士の「旅宿の境界」を改めるとともに「制度」を立てるのが何よりも肝要であると徂

徠は述べる34。 

 

 元禄の時分も、金銀ふえたる勢いに乗じて、世界の旅宿をあらため、物の制度を立て

たらば、世はかようになるまじき也。当時とても同じく、旅宿の境界を止めて、物の制

度を立て、よく得と揺り据わりたらば、金銀正徳の半減になりたるとても、世間も困窮

すまじき事なれども、既にかくの如く困究したるを直さずしては、旅宿の境界を止むる

事も、物の制度を立つる事も、はなはだもって難き事也。 

 

 「旅宿の境界」を止めることによって武士は自給自足に近い生活を営むことが可能になり、

貨幣経済への依存から脱却することが可能である。現在武士は都市に住まいし、金銭を必要

不可欠とする都市生活を営んでいるため、「主客の勢」35が逆転して商人が主で武士が客と

いうことになっている。もし武士が皆知行地に住むことになれば、武士は扶持米を売らずに

すむことになる一方、商人は扶持米を購入することが必要だから、武士が主となり商人を客

とすることができる。そうすれば、「諸色」の値段も武士がほしいままに決めることができ

る。カンティロン流に言えば、諸財の「内在価値」を地主階級である武士が決めることがで

きるのである。 

 そのカンティロンは国内において貨幣の流通に不均等が見られることを詳しく論じてい

                                                      

33 同上、99。 

34 同上、140。 

35 同上、161。 



る。都市は田舎に多くの商品を常に供給しているので、その貨幣による支払いを田舎は都市

にしなくてはならない。また、有力な地主は都市に住んでいるので、彼らの地代は貨幣のか

たちで田舎から都市に送られる。また、田舎から首都へと送られる諸税もまた、もちろん貨

幣で支払われなければならない。だから、こうした「負債」ないし支払うべき「差額」を田

舎は都市に対して負っている状態であるとした上で、カンティロンは次のように述べる36。 

 

 貨幣の流通は、貨幣の量にかんしても流通の速度にかんしても、地方と首都において

均等であると仮定しよう。まず第一に差額が現金で首都に送られるだろう。すると地方

の貨幣量が減り、首都のそれが増えるだろう。その結果、貨幣は首都の最も豊富にある

ということになるので、物産や商品は地方よりも首都の方で高くなるだろう。この首都

と地方の価格の差が輸送の費用と危険とを補償するはずである。そうでなければ、ひと

はその差額を支払うために、首都に現金を運び続けるだろう。そして、それは首都と地

方の価格の差が輸送の費用と危険の程度と同じになるまで続くだろう。そうであれば、

町の商人や企業者たちは村々の物産を安い価格で買い入れ、それを首都に運ばせて、そ

こでいっそう高い価格で売るだろう。そしてこの価格の差が必ず馬と馬丁たちの維持

費と企業者の利潤とを支払うだろう。利潤がなければ、彼は自分の企業活動をやめるだ

ろう。 

 

 徂徠もこのような江戸や大坂と地方の価格差をよく理解していたから、武士の困窮を防

ぐために武士を知行地に住まわせ、その武士たちが農民に下知して「所を賑わす心掛け」37、

つまり、地方の殖産興業策をさせるべきであるとする。具体的には「あるいは桑を植えて蚕

をさせ、あるいは麻をうえ、楮をうえ、総じて山を立てさせ、何に付ても地の利を見立て、

所の賑い」を得るということである。こうして地方の特産品ができれば、これを価格の高い

江戸や上方に販売することで利潤を得ることが可能になる。 

 このような地域における殖産興業策を実現するためにも地方経済の振興が必要であると

徂徠は考える。徂徠の考えではそのためにも銭の鋳造がどうしても必要になってくる。その

理由について、徂徠は次のように述べている38。 

 

 今また一両に四貫文の内外になりて、それより下へ下がらぬ事、これ銭の減少したる

筋もあり。その道理二つあり。一には銭の員数少なくならずとも、元禄已後は取分け商

人田舎の末々、山の奥まで行渡るに依て、金銀も銭も田舎等へ多くちり行きたる故也。

金銀は旅にも自由に持たるる故に、遠方よりも早くかえる事なれども、銭は重き物にて、

                                                      

36 カンティロン前掲書、訳 99-100。 

37 徂徠前掲書、124。 

38 同上、143。 



旅にて所持するには不便利なる物なる上に、田舎まで商人行渡りて、田舎の者ども今は

物を買う事を知りたれば、不断の小用は銭にて足す事なる故に、銭は皆その所その所に

滞りて、御城下へは帰りかぬる事也。是によりて銭の員数減少せぬとも、商人の広く行

きわたる程、銭は引はりたらぬ道理、みな不足する事也。 

 

 こうした細かな配慮もまた、徂徠がカンティロン同様、貨幣数量説で捉えきれない貨幣流

通の機微を把握していたがゆえに可能となった施策なのである。 

 

 

おわりに 

 

 本稿では、同時代に洋の東西で活躍した荻生徂徠とカンティロンの経済思想を比較しな

がら論じるという手法をとることで、それぞれの思想をそれ自体として理解し評価するこ

とを試みた。結果、何が明らかになったかをここで再述することは、論点が多岐に渡ること

から避けたいと思うが、現代に生きる我々が彼らから何を学べるかという観点からだけ、一

応のまとめをしてみたい。彼らは農業経済が自存できなくなって、その周辺に貨幣経済を発

展させ始めた時代に、経済学的な思索を行った。いかにして土地に根差した実体経済を守り、

虚飾に彩られた金融取引を制限していくことができるかというのが、徂徠とカンティロン

が考えるべき共通の課題であった。経済の在り方と行政ができることには法則性、あるいは、

筋目がある。そう考えた点に彼らが経済学という学知の入り口に立っていると言える理由

がある。 

 見やすいのは、徂徠とカンティロンが経済のサステナビリティ―ということを強く意識

しながら著述を行っているということである。徂徠の場合、商品経済の過度な発展が身分を

超えて人々に奢侈の傾向を生むことに危機感を抱いていた。このため、武士を農村の知行地

へと帰すことによって、武士自身と農民とを商品経済からある程度隔離し、一国の実物経済

的な豊かさを維持することを構想したのであった。だが同時に、徂徠は一国のなかで各地方

経済が生産力的に発展していくことも期待していた。このためにも武士の帰郷は不可欠で

あり、武士が知行の農民たちに殖産興業を奨励し、都市との価格差を利用して利潤を獲得す

ることを期待した。このため、地域にとどまりやすい貨幣である銭を鋳造して地方経済に供

給することを考えていた。 

カンティロンの場合も徂徠と同様の経済観を有していた。「内在価値」が究極のところ土

地の量で決まると考えたカンティロンであったから、都市の繁栄のためには農村経済の繁

栄が不可欠である。そのためには、人々が奢侈に走って基本的な国内産品ではなく輸入品を

消費するようなことが極端に起こってはならない。経済的に反映している国では貨幣量が

増加するが、それを放置すると人々の奢侈への傾向が過度に促進されてしまう。だから、カ

ンティロンは国家が貨幣流通量をコントロールすることが必要であるとしたのであった。 
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