
26 

特集・現代資本主義の変容とコンヴァンシオン

プラグマティックな社会経済学のために
一一『資本主義の新たな精神』を手がかりに一一

須田文明 ・ 海 老 塚 明

1.はじめに

本稿で紹介する議論は，アクターネットワ}ク理論(必mや，ボルタンスキーとテヴノ，

コンヴァンシオン理論に見られるような，フランスにおけるプラグマティックな社会科学研究

の動向を対象としている。

まず，我々がここ 10年以上にわたって我が届への導入を試みてきたコンヴアンシオン理論

をとりあげて(一連の須田拙稿参照).なぜこれが 17"ラグマティックな」社会経済理論と呼

びうるのか示すことにしよう。この理論こそは.ANTとボルタンスキー，テヴノ『正当化の

理論Jを接合させることで，当時支配的であったレギュラシオン理論の欠落点，とりわけアク

ターの判断能力と事物を通じたコーディネーシヨンを解明することを可能としたのである。

Diaz-Bone. Thevenot (2010)によれば，コンヴァンシオン理論の新規性は制度経済学とプラグ

マティック社会学との結合にあり，フランスの新しい社会科学の進化を示しているという。か

つてフランス社会学のシーンを支配していたプJレデュー社会学は再生産を説明するために，支

配の構造的メカニズムを解明するのに貢献した。その特徴は，行為とそのダイナミズム，アク

ターの能力，とりわけのその判断能力，これらについての狭い仮説に依拠していたことにあり，

行為の動機を利害のみに縮減したことにある。 80年代末にこうした狭さを脱却しアクター

の認知的，評価的能力を正当に解明しようとしたのがプラグマティック社会学である。当初7

この社会学はアメリカのプラグマテイズム(デユーイやジェームズ，パース)を参照すること

がなかったが， しかしミードやゴ7'7ンを通じて，行為状況における判断を強調するエスノメ

ソドロジーを導入した。こうした展開の中で，ボルタンスキーとテヴノの「正当化の理論』は，

公的判断に服する批判と正当化の応酬を解明し，事物に固まれた物質的状況における現実のテ

ストを関与させる新しい社会学理論を提供した。ここで「現実のテスト」というのはアメリカ

のプラグマテイズムの遺産と ANTと関連づけることである。またもう一つの鍵概念として

「共通普」があり，これにより道徳哲学，政治哲学の伝統と再結合されることとなった。さら
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にテヴノがすでにそれ以前に確立していた概念「フォルムの投資J(investissement de forme) 

があり，これにより，コーディネーションの節約を保証する等価形態(コードや分類，ルーJレ，

標準，認証，慣習など)の確立一一これには当然，コストがかかる が明らかにされた。

コンヴァンシオン理論について主題的に取り上げる前に，このアプローチがプラグマティッ

クな社会経済学である理由について，少し触れておこう。コンヴァンシオンとは，行為状況の

評価と自らのコーデイネーションに着手するために，アクターにより開拓され，使用される解

釈枠組みのことであり，コンヴァンシオン経済学 (EC)によればアクターたちは反省的にコ

ンヴァンシオンを使用することができると想定され，彼らは，現実状況へのコンヴァンシオン

の適用，状況におけるその実施について判断できるのである。一般的に ECは，不確実性の下

でのコーディネ}ション問題への解決策としてコンヴアンシオンをとらえる。

批判や争いの時，コンヴアンシオンは，正当化の秩序， I偉大さJ=価値として参照され，対

立する複数のコンヴァンシオンが動員される。コンヴァンシオンはハピトゥスではなく，自動

的に実現されるような身体化された構造ではない。アクターたちはコンヴアンシオンについて

反省するのであって，コンヴァンシオンとは 7 プラグマテイズムの観点から，集合的問題に直

面したコーデイネーション状況における集合的経験の成果なのである。アクターたちがコン

ヴァンシオンをこのような状況において作り出し，このコンヴァンシオンは安定化され。アク

ター・事物・観念のネットワークの中で強固となり，逆にこのネットワークを安定化させる。

さらにアクターたちは様々なコンヴァンシオンの間での新たな妥協を創出し，コンヴァンシオ

ンの変化に貢献する。こうしてコンヴァンシオンのダイナミズムがプラグマティックな観点か

ら導入されることになったのである。

なお行為状況の評価とコーデイネーションの際の「焦点」としてのコンヴァンシオンの役割

は，テヴノの「コミットメントレジーム」やボルタンスキーらの資本主義の「精神Jと容易に

関連づけることができる。続く第2節ではフランスにおけるプラグマティックな社会経済学を

構築するために不可避となっているコンヴァンシオン理論とアクターネットワーク理論を概観

し，第3節ではテヴノの「コミットメントレジーム」論，第4節でボルタンスキーらの資本主

義の新たな精神における芸術家的批判の議論を紹介することにしよう。

2 プラグマティックな社会経済学の源流

(1 )コンヴァンシオン理論

コンペンションについての検討は，進化ゲーム理論 (SugdenやYoung)において， I複数均

衡ゲ}ムの安定した均衡解」ないし「自己実現する規則J(Sugden， 1986， p. 32)として扱われ

てきた。しかし進化ゲーム理論にあっては，コンベンションとは「複数均衡を有する相互行為

にとっての非決定問題を解決することJ(Young， 1996， p.105)，つまり均衡の選択の問題へと
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縮減される。それでも， Sugden(1989)が.1コンペンシヨンはしばしば規範でもあるJ(p. 150) 

と述べるように，進化ゲーム理論でさえ，コンベンションが，自律性を有する社会的力として

現れ，それはアクターの意識や行為を変容させることもできると考えている。こうしたコンベ

ンションの規範性の考慮は重大である。というのも，社会的なサンタシヨンの存在が，均衡な

らざるコンベンションを可能とするからである。

またコンベンションが一般化された信念へと客観化されることで，個人的行為を方向付ける

様は， Leibenstein (1982)の「努力のコンベンションJ(そこでは，同僚グループによる倫理

的庄力を通じて，ナッシユ均衡ならざるコンペンションが確立することになる)や Spenceの「教

育シグナルJでもすでに示されていた。オルレアン (Orlean.2008)によれば，スペンスが「品

質のコンヴアンシオンJをめぐる議論に興味深い寄与を行うことになったという。すなわちス

ペンスにあっては品質のコンヴァンシオンとは集合的に承認された観察可能在共通表象のこと

なのであり，具体的に彼は，賃金と教育水準とを結合させる。労働者の「品質」たるその生産

性は不確実なのであるが， しかし雇用主がいったん，教育水準yを導入するや， Wω-C(y)

という「自己実現的信念」が登場し， yの水準で期待される賃金と yを達成するに必要なコス

トの差額を最大化させるように，各人が行動するというのである。こうしてスペンスは市場的

コーデイネーシヨンにおける集合的信念の役割を明らかにしたのである。さらに興味深いのは，

市場的コーディネーシヨンにおいては，賃金は限界生産性のみに関わり 1 他の外生的変数が除

去される以上，ワルラス的世界では男女同一賃金が課せられることになる。しかし，スペンス

はこれに男女の「性」という観察可能な変数を導入し，性を共有知の対象とすることで，これ

が品質のコンヴァンシオンに統合され，価格(賃金)に反映されることになる。ここではもち

ろん性は限界生産性にとって内在的な品質ではない。それは事後的に客観化された基準である

が，いヮたんこの信念が共有知となるや，信念の自己実現ないし「信念の均衡Jが生じること

になる。ここでは，コンヴアンシオンとは自己実現する共通表象のことである。つまりスペン

スの教育シグナルは，市場的相互行為を可能とさせる，新しい集合的目印を示している。これ

は，教育水準という，選好や資源，生産関数といったファンダメンタルズとは無関係な，背景

的知識へのアクターたちの合意によるのである。ここには，アクターによる経済や環境的背景

に対する同ーの表象が，商品の客観性の本質をなしていることが示されているのである。

続いてオルレアン (Orlean.2008)はコンヴァンシオンの外在性と客観性について。ワルラス

的市場空間を事例に，財への関係の客観化を論じている。ワJレラス的市場空間にあっては，財

の品質は均質であると同時にすべてのアクターにとって共有知である。こうした世界でのワル

ラス的個人は，彼を取り巻く環境や他者についての表象を形成することなく，客観化された変

数(価格と品質)，つまり競り人の叫ぶ価格ベクトルにパラメータ的に反応するにすぎず。そ

うすることで，それぞれの目的関数(消費者にとっての効用関数，生産者にとっての生産関数)

を最大化するように調整する。ワlレラス的世界では，競り人が客観化された制度的媒介として



プラグマティックな社会経済学のために 29 

交通信号機の役割を果たしているのである。つまりそれぞれのドライパーは，他のドライパー

の信念を表象することなく，信号の色にパラメータ的に反応すれば全体的コーディネーション

が確保される(その制度化された性格からして，それは「自生的秩序Jなどではなかろう)。

つまりここでは，アクターの相互行為において，財という事物が完全なる媒介をなしており，

各人の商品およびその価格への関係のみによって，それぞれのアクターが完全に定義され，アク

ターは他者との直接的関係に入る必要もない。こうしたワJレラス的合意にあっては，財が市場的

コーディネーションを促進する共通言語をなしている。しかしこうした客観性が動揺するや，

相手の表象についての表象(さらにその表象についての相手の表象の表象 )といった鏡像反

射的な戦略的合理性を発動させなければならず，市場取引が危機に陥る(アカロフの「レモンJ)。

またオJレレアン (Orlean，2005)は，ワルラス的な市場モデルをめぐって，新経済社会学(グ

ラノベツターら)を批判する。すなわち新経済社会学は，社会的結合を人と人との間の濃密な

パーソナJレな関係として考えているために，ワJレラス的モデルにおけるような，諸個人が価格

シグナルにしか反応せず，他者とも出会うことがないような世界を，全くの虚構としてしか考

えられないのに対して，コンヴァンシオン経済学は個人の市場的分断をワルラス的幻想として

片づけることを拒否し，正当化可能な行為モデルのーっとしたのである。つまり市場的世界が

パーソナルならざる結合で満足できるとすれば，それは， (モノへの特殊な関係に基づいた)

社会構造のおかげなのである。つまりお互いに全くなじみのない諸個人を結合させるために，

財というコンウeアンシオン的な事物 (Livet，Thevenot， 1994)が事前にフォーマット化されて

いるのである。こうしたフォーマット化により財の同定，価格による共通の評価が可能となる

のである。つまり個人的行為の社会的「埋め込みJは新経済社会学の考えるような，パーソナ

ルな人的結合のネットワークによるというよりも，むしろ事物のネットワークに基づくのであ

る。埋め込みにおける事物の過小評価が，新経済社会学に対して，市場的結合におけるパーソ

ナJレならざる関係の理解を妨げたのである。

(2)アケ空 ネットワ ウ理論

さて，コンヴァンシオン理論とならんで，事物がアクターの相互行為，相互の期待を調整す

ることを明らかにしたのは， ANTの貢献である。 Callon(1991)はこうした事物を媒介物と名

付け，次のように定義する。すなわち媒介物とは，アクタ一間で確立される関係の，形と素材

を持った事物であり，アクターの相互行為は媒介物の流通を通じてなされるという。翻ってア

クターは，相互行為の中で， r相互規定 entre-definitionJにおいて把握され，それは，自らが

流通させる媒介物の中に具体化されている (p.198)。それならば媒介物にはどんなものがある

か。それはまず，文字によるインスクリプション1 つまりテキストである。このインスクリプ

ションとその流通は物質的支えを前提としている。この支えにより輸送に耐え.r不変性」が

確保される。この不変性によって，時間と空間を超えた相互行為が可能となる。次の媒介物は
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技術的人工物であり，その他に人間存在，とりわけ彼らが肉体化されているスキル(ノウハウ

やルーティン)や貨幣がある。

非人間的な媒介物，技術的デバイスがなぜへテロなアクターを規定し，結合させることがで

きるのであるうか，という聞いに対して Callon(1991， p. 200)は以下のように答える。つまり

技術的デバイスはいわば行動プログラムをなしている。これはネットワークをテキスト化して

いるのである。すなわちネットワークは技術的デパイスの中にテキストとして記載(インスク

リプト)されており，媒介物は無口なのではなく，翻訳しているのである(ラジカセには on

とか offとか，早送りとか書かれていように)。例えばデザイナーは，技術的デバイスに対し

て技術的選択と同時に社会的選択も記載している(照明器具が故障したとき，素人の使用者に

よる修理を許すのか，それとも密閉されて，電気専門庄の係員にゆだねられるのか)。

このように技術的デパイスたる媒介物はヒューマンとノン ヒューマンに対して役割を割り

振り，これらを全体として結合させる能力(ネットワ}クを包摂する能力)があり，いわば行

動プログラムをなしている。このプログラムは文字(どのような形であれ)により翻訳され，ネッ

トワークはこのデバイスの中に読み取られる。こうして媒介物は，実体が入り込んでいるネッ

トワークを記述し，社会的結合に対して一貫性を与える。社会的なるものは，媒介物を癒合さ

せるインスクリプションの中で読み取られるのである (p.204)。

こうして，相互行為はノン ヒューマンな事物によって枠組み付けられており，この事物が

なければ相互行為はあらゆる方向に氾濫してしまうであろう。つまり人間において相互行為が

ローカル化されており，枠組み付けられ，維持され，安定化されているのは，それはまさに，

人間ならざる事物というアクターから作られた枠組みによってである。こうした相互行為から

見れば，社会とはヘテロ性をつうじてしか維持されず，むしろ(多くの設備と重厚な道具を要

請する)集積と集計の作業の(常に暫定的な)到達点でしかないのである。さらに事物への結

合により，相互行為は時空を超えて維持されることができる。我々は相互行為においてノン

ヒューマンな事物へと連結することで，現在の時聞を超えて，我々の身体という素材とは異なっ

た素材の中で，持続することができる L.空間的に離れた場所で相互行為することができるよ

うになる。こうした例を Lalour(1994， p目 603)は羊飼いと羊との相互行為によって示している。

羊飼いとしての私が犬と昼寝をするためには，木の柵に対して羊を囲むという行為を委任する

だけで十分なのである。私は，自らの能力を私の外側で実現するように，この柵の中に表現さ

れている。柵の板の中に入り込むことで，私は， (私による継続的な羊の監視を必要としていた)

複雑な関係から， (柵の鍵をかけることしかもはや私には要求されない)関係へと移動するの

である。こうして羊たちが，その鼻を板にこすりつけることで私と相互行為しているとき，羊

は， (柵によって切断され，委任され，翻訳され，増殖した)私の一部unmoiと相互行為して

いるのである。このように事物は委任を受けた代表者，代弁者なのであり，かかるものとして

行為するのである。例えば人間的アクターがノン ヒューマンなアクターに対して状況の維持
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(ダムに対して貯水を委任する)や規則性，時間的安定性，時聞や空間を超えた相互行為，標

準化や規格化，統制，予測といった機能を委任するのである。事物は人間よりも確かであり，

事物が社会的結合の可能性を維持させるのである。まさに社会は「裸のJヒトの心的紐帯に

よって成り立っているのではなく，石と砂とセメントから成立しているのである。

3. テヴノにおけるプラン

(1 )コミットメント・レジ ム

1 )コーディネーションとパワーの投資

コミットメントというタームは，通常，共通の主張回useへの取り組みを示しており，ある

いは他者に対する契約化された約束に由来する義務，もしくは物質的な暗黙の結合を示してい

る (Thevenot，2011)。またコミットメントないし約束は，発せられた発話(約束すること，つ

まりコミットすることでコーデイネーションが促進される)としても理解されている。テヴノ

のコミットメント概念は，こうして発話の定式が有するコーデイネーションのパワーを. Iパ

ワーの付与=投資」という観念にまで鍛え上げた。さらに結合させるパワーが，パーソナリテイ

概念のみならず共同体の概念の中心にあり，テヴノは認知的形態への投資をコーデイネート能

力の投資へと関連づけているのである。しかしある定式ないしフォJレムが認知的であると同

時に調整的な力を持っているとしても，この定式化にはコストのかかる投資が必要である。

Thevenot (2006)の議論の難解さは，同ーの単語についても，通常の意味とかなりかけ離

れた意味を持たされていることが挙げられる (Genard，2011)。つまり百levenot(2006)にあっ

ては. Iコミットメント engagementJにきわめて多義的な意味が与えられ，この理論を通じて

「パワー pouvoirJの問題が取り上げられる。ブJレデューや(前期の)フーコーがパワーを支配

に縮減するのと対照的に，ここではパワーは実体化されておらず，主体のポテンシャリティな

いし，力としてとらえられる。主体とは，常にすでに定式化されている環境でコミット L.コ

ミットされている (Genard，2011)。コミットメントは，意思に基づいた決定というように，

主観主義的には捉えられない。むしろ環境のアフオーダンス(支度準備 appretement)の観点

から検討される。 77オーダンスは積極的であると同時に受動的な形態として捉えられなけれ

ばならない。それはプランへのコミットが示しているように，アフォードすること(支度準備

すること appreter)が一方にあり，他方で親密性へのコミットが示しているように，安穏さ

alseを特徴付ける環境の格付けに示されるような「アフォードされていること」がある。こう

したアフオーダンスこそが「フオ Jレムの投資J.ないし「定式を与えること」の内実なのであり，

これがコミットメントを支え，コーデイネーションにパワーを与える。

こうしてテヴノは事物に囲まれた世界との関わり，その中での妥当な行為，事物を通じた相

互行為について三つのコミットメント・レジームを明らかにしている(須田「事物と装置」
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pp.29-31参照)。このレジームに応じて事物を把握し，妥当な情報を収集し，評価する様式 (1情

報フォーマット J)が差異化され，相互行為のコ}デイネーション様式が三つに区分されるこ

とになる。すなわち親密なコミットメントレジーム，プランにおけるコミットメントレジーム，

正当化におけるコミットメントレジームである。このようにコミットメントは，世界への三つ

の関係の持ち方を保証し，単に人々の間での相互行為を扱うのではないo こうした保証は，人

の能力，そのパワーと関連づけられているが，この能力は単に，人の性向だけに由来するので

はなく，事物を伴う環境的世界の布置にも由来し，これが妥当であるかどうかは事物と存在物

をテストするフォーマットに応じて異なる。アクターは，その「ノーマJレな客観性感覚」によっ

て，こうした三つのコミットメントレジームの聞を状況に応じて移動することができる。コミッ

トメントは単に，他者に対する約束(共同体を構成する)であるだけでなく，状況に応じて。

自我に対する約束(一貫したパーソナリティを構成する)でもある。

2) レジ ムにおける善の探求

Genard (2011)によれば，コミットメントとコーデイネーションとは対概念として理解さ

れなければならないという。 Thevenot(2006)の画期的なところは，コーデイネーションの

中に. 1自己自身とのコーデイネーション」を導入したことであるという(もっともフーコー

がすでに，この問題構制に着手していたとはいえ)。これまでの社会学は戦略や交渉，解釈といっ

た概念に示されるように，相互行為に集中することで7 この自己自身とのコーデイネーション

を等閑視してきたのである。この自我への関係において重要なのが，とりわけプランにおける

行為でのコミットメントであり，そこではプランにより追求される目標そのものではなく。自

我への関係のタイフ¥自我とのコーディネーションのタイプ，こうしたコミットメントが生み

出す他者とのコーデイネーションのタイプが重要なのである。アクターはみずからの意思をプ

ランの中で形成し，これをフォーマットし，従って彼はプランという規格化された要請に服L.

こうした要請は規格化を通じて，その他のプランへと当該のプランを連結する。プランが，規

格化された事物を通じて自我と他者を連結している以上7 プランにコミットする人は，正当化

の要請を免れ(なんとなれば7 プランの遂行によってしか評価されないから)。親密さにおい

てのみ秘密が開示されるような関係も免れている。

こうしてテヴノ(百levenot.2011)は，パーソナリティの一貫性にとって肝要なコミットメント

に注目する。こうしたコミットメントは他者との関係において承認され，共同体の一貫性にとっ

て決定的だからであり，コーディネーシヨンのパワーを付与するレジームをなしている。以下，

「プランにおけるコミットメント・レジームJ.1親密なコミットメント・レジームJ.1正当な

コミットメント レジーム」における，それぞれの善についてのテヴノの議論を紹介しておこう。

「プランでのコミットメント・レジームjで承認されるべき普は. 1目標J(個人による利害

追求の中で当然視されている道具的合理的行為のモデルが示しているような)ではない。プラ

ンでのコミットメント・レジームに固有な普は，プロジェクトにおける個人的意思の形成とそ
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の遂行である。コミットメントに由来する善は，未来に投企L，この投企を遂行する意欲的能

力に固執するという意味で，自由主義的な構成へと縮減される。

また「プランでのコミットメント・レジーム」の善は，適切に実施される行為プランの遂行

から得られる満足でしかないとしても，自らのプロジェクトを保証L，保証を得ることで，将

来へと投企する seprojeter個人の能力を支えている (Thevenot，2010)。コミットメントレジー

ムにおけるプランの能力を扱うことで，人とその自律性，責任に注目 L，プロジェクトへのこ

うした能力を支えている事物の世界の「機能的」布置へのダイナミックな依存を考察すること

ができる。他方，アクターは言わば，意図的に，その環境をフォーマット化する。こうしてこ

のコミットは多くの個人の聞でのコーデイネーションをいっそう容易に促進する。というのも

それは，投企する別の個人によって理解可能な機能性に依拠し，ノーマJレな行動プランについ

て伝達する日常言語に依拠しているからである。

「親密なコミット メントレジーム」での普は，パーソナライズされ，ローカライズされた，

過去に根付いた慣れとして現れる。それは慣れによる領有に由来する安穏さにあり，慣れ親し

んだ世界を通じた自己とのコーデイネーション様式としての，慣れそのものが保証する自己へ

の信頼にある。また親密なコミットメントの約束は，アタッチメントである。それは近接性に

おいてしかコミュニケートされず，近接性においてしか他者とのコーデイネーションを促進し

ない。なお親密なコミットメントは，事物が意のままにされているような環境との親密化とし

て理解される。このコミットメントは，熟知されている環境において感じられる「安穏さ=居

心地の良さ」によって，また身体と存在物，事物との聞の収数によって具体化されている。「正

当化」のアプローチがコンフリクトからアプローチすることで静いや批判をもっぱらとするの

と対照的に，親密なコミットメントはコミットメントの身体的次元に重要性を付与し，自己の

ほしいままにする事物と身体との馴染みにおいて確認される (Genard，2011)。

きて親密さのコミットメントは，人に対して保証ないし「一貫性」を与え，事物からなる環

境への愛着ないしアタッチメントと関連している。親密さのレジームに参画する事物や存在物

は，人への保証を付与することで，愛情に満ちた投資対象となっている。そこでは言葉による

定式化以前でのジェスチャーや態度，跨跨，当惑などの形で相互行為が行われ，これを伝える

情報フォーマットは，プランのレジームにおけるようには規格化されえない (Genard，2011)。

「正当化可能なコミットメントレジーム」は，価値に依拠している。このレジームでは，共

通普への参画に資する存在物の能力に，善は由来している(ボルタンスキー，テヴノ「正当化

の理論J)。このコミットメントでテストされる普は，コモンへの参画の仕方に応じて(コミッ

トされる関係がインスピレーションなのか，伝統的権威の尊重，名声への熱狂なのか，抽象的

連帯なのか，競争なのか，技術的効率性なのかで)異なる。それぞれの価値において，人は，

相互依存関係を通じて，すべての人にとって有益で広汎なコーデイネーションを公的に保証す

るパワーを付与されている。
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(2) プランの専制と規格による統治

現在，ネオリベラJレといわれる政治的潮流の規範的基礎についても， Thevenotは上述の議

論を延長させて解明しようとしている。 Thevenot(1997)以来，テヴノは「規格による統治」

について言及してきた。それはたんに政治的正統性が規格装置や第三者機関(政治とその批判

を広範に免れている)により代替されていることだけを示しているのではなく，複数の価値の

妥協=合成において，市場的善が占める位置が増大していることを示している。規格化の工業

的価値が，市場的な財およびサービスの状態へと縮減され， 1市民的」格付けがフェアトレー

ドという市場的格付けへと縮減されていることにも，これは示されている。事物やサーピス(ケ

ア)の認証から地球規模でのベンチマーキングにいたる規格の普及は，ネオリベラル資本主義

における規格による統治の拡大を示しているのである (Thevenot，2010)。要するに，現代資

本主義において，市場とプランとの間での様々な合成的装置が展開されるようになっている。

こうしたプランレジームの専制は， evidence-basedな政策評価手法を通じて遂行される。す

なわち 80年代に公共政策部門で，ボトムアップと称して，市民参加型手法が登場し，とりわ

け都市開発や地域振興分野において地方公共団体やアソシアシオンのイニシアチプと官民パ}

トナーシップが顕著に見られることになった。その後， 2001年の財政法に関する有機的法

(LOLF)の制定以降，プロジェクトの公募からその評価に至るまで，手続きが厳格化されるよ

うになっている。政策や政治は，プラシへと実質的に縮減されなければならず，批判は特定の

証明によって構成されているフォーマットへと定式化されなければならないのである。様々な

対抗的社会運動において， 1具体的提案(プラン)がない」と批判されることがしばしばである。

こうしたプランの専制から脱却するためには，科学的真理の社会的構築という旧来のアプロー

チでも，また経済理論の遂行性 (Callon)を強調するだけでも不十分なのであり，批判を当惑

させてしまうメカニズムこそを明らかにしなければならないのである (Thevenot，2010)。

さて，このようにテヴノは現代資本主義の傾向を，プランのコミットメント・レジームの専

制としてとらえている。こうした彼の理解は，ボルタンスキー・シアベロの「資本主義の新た

な精神』における「プロジェクトのシテ」と大いに関係している。以下では『精神』を詳細に

取り上げ，プラグマティックな社会経済学が現代資本主義の現状診断にどのような貢献をなし

えるかを検討することにしよう。

4. r資本主義の新たな精神』と芸術家的批判

(1 )資本主義の精神

1) なぜ[精神」か

ボルタンスキーらは資本主義を「形式的に平和的な手段による，資本の無制限の蓄積要求」

と定義し，資本は富の物理的形態から切断され，永続的な再投資と流通によってのみ増大する，
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としている。また資本蓄積には多くの人々が動員されなければならず，これらの人々の多くは

その労働成果について所有権を持たず，この蓄積過程に参加するいかなる動機も，アプリオリ

には有していない。資本主義はこうした人々のこの過程への効率的コミットメントを正当化す

るためのイデオロギー(資本主義の精神)を必要とする。このイデオロギーは資本主義企業へ

のコミットメントの個人的動機のみならず，このコミットが共通善に資する，という動機を提

供しなければならないのである。こうした正当化は，資本主義が最も必要とする人々，日常的

に資本主義企業への批判に直面し，かて Lて日常的に資本主義企業への自らのコミットメント

の正当化を求められる人々 1 管理職層 cadresに向けられる。彼等こそは， i従業員であると同

時に，資本主義のスポークスパーソンであるJ(p.52)。ボルタンスキらがそのコーパス分析の

ために用いた文献も，管理職層向けのマネージメント文献であった。

こうした資本主義の精神に内容を与えるのが，批判である。資本主義による蓄積過程への動

機付けは，資本主義の空虚さのゆえに，資本主義が提供できないものなのである。つまり自ら

自身にその正当化を見いだす資本主義(資本蓄積それ自体を目的とする)は，倫理的領域から

切断されており，アクターを動員するためには，自らの外側に，正当化の資源を求めなければ

ならない。資本主義は，その敵，資本主義への批判を必要とし，批判こそが，資本主義に対し

て倫理的基礎を提供し，正統性を与えるのである。アクタ}たちは批判により培養される資本

主義の精神を内面化することで，蓄積過程に倫理的な制約を加えることになる。資本主義の精

神は蓄積過程を正当化するだけでなく，これを制約する。もしくは蓄積過程を制約する限りで

しかこれを正当化しない([精神jpp. 65-U8)。他方。資本主義はこうした批判を統合すること

で，当該の批判を武装解除させることができる。

2)資本主義の精神の三つの構成要素と二つの批判

こうした資本主義の精神は三つの構成要素からなる。まず資本主義へのコミットメントは「エ

キサイティング」でなければならない。資本主義システムは，人々を開花させる「解放的な」

側面を有しているのである。次いでこの精神は，彼ら自身及び彼らの家族にたいして「安全性」

を提供するものでなければならない。最後にそれは，公正さに基づいていなければならない。

つまり資本主義が正義感覚と整合的で，共通善に資するものでなかったならば，存続すること

ができなかったであろう。

なお資本主義の精神は歴史上の二つの形態の資本主義批判によって進化を遂げている。すな

わち一方では貧困や不平等の源泉としての資本主義を批判する[社会的批判」があり，社会主

義やマルクス主義を典型とし，ある歴史的段階で福祉国家を形成した。他方で芸術家的批判は，

資本主義が個人から創造性や自律性を奪い，生活の脱魔術化や非真正性(ニセモノ)の源泉と

なっていることを批判する。
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(2)三つの資本主義の精神とその変容

19世紀以降，資本主義は三つの精神を体験している。第一の精神(ウェーパーとゾンバル

トに示される)は，ブルジョワと関連付けられる。この場合，資本主義の担い手たちをエキサ

イトさせるのは経営することへの意欲である。安全性の要素は，プルジョワモラJレであり，家

族的美徳，資産，貯蓄が強調される。正義の要請は， Iチャリティー」ないし「パターナリズム」

の装置により担われる。第二の精神は，計画化された統合的大企業に関わり， 1930年代に登

場した(ガJレプレイスにより描かれている)。その典型的担い手は，従業員ディレクター(フ

ランスでの「カードJレJ)である。人をエキサイトさせるのは権力の追求であり，安全性はキャ

リアの計画化(福祉国家と関連した多くの装置)により提供される。正義に関しては，国家と

の結合，生産性上昇益の再配分，コンピテンスから得られるメリットクラシーである。萌芽的

な資本主義の第三の精神は，ネットワーク世界の表象， IマネージャーJ，Iコーチ」の表象に

基づいており，彼らこそがプロジェクトを7ァシリテートt__，その主要な特徴はコネクション

を確立する能力である。「マネージャー」が「公正である」のは，かれが，自分のために利益(コ

ネクションから得られる)を保持するのでなく，彼が促進するプロジェクトの他の「協力者」

にも利益を与えるときであり 1 このことが彼らの「エンプロイヤピリティ」を強化しつまり

プロジェクト終了後には，別のプロジェクトで採用されるよう彼らのチャンスを最大化すると

きである。こうした論理においては，プロジェクトからプロジェクトへの移行が，主要なテス

トの契機をなしている (Blondeau，Sevin， 2004)。

1)精神の変化 (1965ー75)

ボルタンスキー/シアペロは， 60年代と 90年代のマネージメント文献の比較から。利潤形

成のための新しい装置と精神を記述している。こうしたことが可能となったのは，マネージメ

ント文献が二つの方向に向けられているからであるという (Blondeau，Sevin， 2004)。すなわち，

こうした文献は所与の時点で利潤を生み出すより良い方法の探求に向けられていると同時に，

規範的目標(採用される利潤獲得方法が正当化可能であること)にも向けられているのである。

マネージメント文献においては，所与の時点で，資本主義の利潤獲得手法に対する批判と，そ

れに対する正当化との応酬が，事物を伴う具体的状況において描写されている。ボルタンス

キー/シアベロのアプローチがプラグマティック社会経済学の潮流に属するのも1 このような

手法によるためである。彼らは，こうした文献のコーパス分析を通じて，新しい精神の規範性

を記述するには，既存のシテ(市民体)では不十分であり，萌芽的正当化様式を理解するため

に「プロジェクトのシテ」という概念に依拠することになったのである。

さて 1968-75年の期間は，資本主義の深刻な危機を示しており，経営者が，労働力の管理を

掌握できなくなったことに現れている(それは生産性減少に見られる)， 68年をピークにした

批判は以下の，確立したテストを対象としていた。

・賃金と利潤の分配の基礎として機能していたテスト，付加価値分配のテスト。
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カの非対称性とヒエラJレキーを正当化していたテスト(工場や家庭での)

・社会的選別の基礎とされていたテスト(入学試験，キャリア)
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68年は社会的批判と芸術的批判の二つの要素が混在しており 7 熟練労働者に支持を得てい

たフランス労働総同盟CGTが伝統的な社会批判を展開 L. フランス民主労働連盟CFDTは芸

術的批判(自主管理の要求など)を展開した。

こうした批判に対して，経営者団体は二つの対応をとった。すなわち経営者団体は当初，

1950年代に確立したテスト(団体交渉，全国レベルでの交渉)を通じて，組合と合意し，社

会的批判はテストを厳格にL.最低賃金の上昇，労働者の雇用安定化を実施した。しかし賃金

上昇は石油危機の下で，資本主義の危機を収束させることができなかった。 1975年頃には，

経営者団体は，こうした負担を忌避し芸術家的批判を受け入れるようになった。多くの大企

業が「労働条件改善J.自律的チームを実施することになった。こうして 70年代初頭に支配し

ていたカテゴリー化(テストの厳格化)を終湾させ，テストの場所と性格を修正させる「移動」

(批判をはぐらかし，迂回すること)により，新たな利潤獲得方法を模索するようになったの

である。

この時期を通じて，ごつの批判は効力を失い，労働運動により表明されていた社会的批判は，

この批判が解釈できなかった無数の移動を通じて武装解除された。他方，芸術家的批判につい

ては. 68年にこの批判を行った人々は，労働組織の改善に満足した。 1981年以降成立した社

会党政権の下で，芸術家的批判の支持者たちの多くがパワーエリートに統合されることになっ

た。こうして強権的政治の発動無しに労働者を掌握することができるようになり.80年代を

通じた労働者の脆弱化は，これらの移動の結果なのである。

このように「社会正義」の要請に関連した集団的表象から. I自律性」の要請に関連した個

人的表象への移行がなされた。資本主義的利潤への労働者の協調が相変わらず追求されたが，

その手段はもはや労働者の集団的統合ではなく，パフォーマンスの向上と可動性を称揚した，

人の開花という表象であった。

2)精神の変化 (1980年代以降)一一プロジェヲ卜志向的正当化レジーム一一

新しい正当化の論理は可動性や個人的コミュニケーション能力を強調し，これは，ネットワー

ク世界における正義形態を示す。この市民体(シテ)での普遍的基準は活動である。工業的シ

テにおいて活動は「仕事」を意味L.I安定した，給与所得的地位Jを意味していることとは

異なり，プロジェクトのシテでは，活動は，仕事と非仕事との聞の対立，給与を支払われた活

動と無報酬の活動の対立，生産性によって測定される活動と，パフォーマンスによっては評価

されない活動との対立を解消している。つまり生活が一連のプロジェクトとして構想されてい

るのであり，常に前向きであること，常に他者との新しい出会いに備えていること，活動の刺

激に駆り立てられていることが価値なのである。

プロジェクトは暫定的で短期的である。だからこそ，それはネットワーキングに調整されて
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おり，コネクションを増大させることで，新たなプロジェクトを開始させ，プロジェクトの継

起がネットワークを拡張させる。またこのシテで価値ある人はフレキシブJレで，多能的で，一

つの活動から別の活動に移動し， リスクを引き受けなければならない。さらに彼はこうした特

質を自分の利益のためだけに用いるのではなく，共通善に資さなければならない。彼は信頼感

を生み出し，自らが構築したネットワークのコネクションをチームメイトに配分し，彼等のエ

ンプロイヤピリティを増大させなければならない。

(3)近年における芸術家的批判の復興?

1 )社会的批判の復興

金融市場の規制緩和が投機利潤を増加させ，工業的投資の収益性から金融収益性への移行を

もたらした。それと平行して，社会闘争の成果たる従業員の安全性装置は，フレキシピリテイの

増大により浸食され，失業増加に示されるように社会状況が悪化したが，こうした展開は，批判

の欠知を特徴とするイデオロギー的混乱によってなされた。すなわちネットワーク型企業の隆

盛により，社会階級という概念が衰退した。多くの措置が，団体協約で使用される分類を回避

して，新しい基準を導入し，社会階級に基づいた分類を解体した(労働者というカテゴリはオ

ベレータという表現に代わった)。またカードルの地位は，先端部門の企業(その組織はフレ

キシブルで，ヒエラルキー的でない)で疑問視されることになった。社会階級という概念の弱

体化は，生産過程に包摂された個人の階級聞での不平等を対象とした社会批判を弱体化させた。

それでも 1985-95年の脆弱化と貧困，不平等に引き続いて，批判の再活性化が見られるよ

うになり，それは高級官僚による改良主義をもたらした。これらはプロジェクトのシテと整合

的であり，移動の時期の後で，新しいシテに向かうカテゴリ化の努力が始まった。こうしてプ

ロジェクトのシテがコネクショニスト的世界に正義の制約を課することとなったのである。

2)ネットワーク世界における芸術家的批判

ここ 20年来，芸術家的批判が資本主義の再活性化をもたらしている以上，資本主義への芸

術家的批判はいかにして可能なのであろうか。芸術家的批判は，特異性を喪失した日常生活の

非真正性の批判を特徴としている。それはまず消費領域での解放を旨としており，真正的な財

やサービスの商品化を通じて資本主義により回収される。また，生産領域でも，ネオマネージ

メントという組織管理様式が，こうした非真正性批判に応え，ネットワークや企業組織内での

真正なる人間関係を強調している。新たな精神は，こうした組j織における人間の十全たる開花

を主張するのである。ボルタンスキー/シアベロは『精神』第7章「芸術家的批判のテスト」

で，コネクショニスト世界における芸術家的批判の軌跡を，とりわけ真正性の観点から描写し

ているので詳細に追うことにしよう。なお以下の記述は『精神j7章の要約である。

①コネクショニスト的世界における真正性のコード化

資本主義の新たな精神が. 60年代末に盛んに展開された芸術家的批判の多くを利潤形成に
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取り込んだために，解放や自律性，真正性の要求という観点から資本主義になされた告発は，

もはや時代遅れの感がある。第三の精神が支配的であったとき，芸術家的批判は，標準化や大

衆化を批判の対象としていた。やがて新しい資本主義がこうした批判を吸収し，差異化的産品

を産出するようになる。それはまた，これまで市場領域の外側に留まっていた真正なる財の商

品化を伴っていたのである。さらにこの時期，労働関係を「人開化する」意思と並んで，ケア

労働に見られるように，人間の特定の質のさらなる商品化の方向も進行した。とりわけ直接身

体に結びついた現前が，共感や魅惑を喚起することで，使用者の満足に，従って利潤に影響を

与えるようになっている。要するにコネクショニスト的世界での利潤実現における媒介者の

役割，人格的関係，友情，信頼の重要性の故に，また私生活とビジネスとの区別の衰退の故に，

かつての「利害抜きの」関係がますます市場領域に導入される傾向にある。

ところが真正な財やサービスの商品化は逆説を有している。すなわち，一方で，これらの財

が真正であるためには，市場領域外古ミら掘り出されなければならず，使用者との特異な関係に

おいて定義される純然たる使用価値であるような，オリジナルなものに準拠亡なければならな

い。しかし他方で，これらの財が利潤をもたらすためには，管理と計算の領域に統合されなけ

ればならず，つまり「コード化」されなければならない。

ところで7 コード化による商品化を通じた真正性の内生化は，熱中と失望の急速な循環を促

すことになる。つまり真正な市場財は，市場で流通するためには，市場関係以前の状態に準拠

して提示されなければならないが，他方で真正なる財やイベント，感情が生の自然発生性の表

れなのか，それとも真正な財を商品化するための熟慮の結果なのかを知ることがきわめて困難

となる。庖員の微笑み，友情の仕草，夕食への招待は自然発生的で誠実な感情の表れなのか，

それともサービスをより魅力的にするための研修の成果なのか，を知ることが困難となるので

ある。こうして，資本主義による真正性の需要の回収は 1 モノや人間の真正性に関して新たな

不安を惹起する。それは「真正Jであるのか，それとも「ニセモノ」なのであろうか。こうし

た緊張は，事物そのものではなく，その事物の制作者の「意図」への無限の遡及をもたらして

しまうのである。要するに，差異の商品化のあらゆる試みが，スベクタクJレ化として告発され

てしまうことになる。このように，非真正性批判の無力化が見られたのも 68年5月なのであっ

た。一方では世界の非真正性への批判が成功l. このことが資本主義による真正性の回収をも

たらした。他方，それと同時期に，真正性への要求のラデイカルな脱構築が仕組まれることに

なり，こうした要求そのものがスペクタクJレとされたのである。

②真正性の探求の失墜

ところで，真正性の脱構築はコネクショニスト世界の形成と無縁ではない。こうした世界で

は，存在はネットワークを流通し，異なる存在との関係に入るたびに修正され，その化身のど

れーっとして，別の顕現が参照すべきオリジナyレをなしているわけではない。ネットワーク世

界では真正性の問題は，もはや形式からして提起され得ない。こうして新たな資本主義は，そ
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の商品化を通じて真正性の需要を回収すると同時に，他方では真正性の要求そのものを批判す

る。そのために真正性の需要も以前のようには「素朴Jではあり得ず，真正性の要求は自らに

距離をとりつつ，絶えず形成されなければならないことになる。

ところがすべてがシミュラークル，スベクタクJレでしかないとすれば，批判者は外部のいか

なる立場から，存在者と一体化した幻想を告発できるというのであろうか。かつての標準化批

判は，真正で特異なる主体に規範的支点を見出していた。今やスベクタクJレの世界において 1

この世界を批判する場合，モノ，人，自己自身への真正な関係を要求しうる立場は存在しない。

批判的観点をどこからとり得るというのか。

コネクショニスト的世界では根本的混乱が見られる。つまり一方で可動性と適応性への要求

が真正性を剥奪せざるをえず，他方で労働現場において，人格的に結合し，信頼を抱かせるた

めには真正性が不可欠なのである。外部世界の凡庸さに抗する内面性としての真正性という観

念がまたもや立ち上がることになる。こうして適応性の要求と真正性の要求という矛盾が人格

そのものの内奥に入りこむ。人間存在のアイデンテイティは，存在がおかれている移ろいやす

い環境に依存するとはいえ，存在が蓄積の土台であるためには，十分な一貫性と時間的な永続

性，記憶を保持しなければならない。さもなければ出会いを通じて豊かになることができない

からである。ここにこそ，コミットメントの要求と，他方でのプロジェクトの不確実性という

ネオマネージメントの中心問題がある。つまりネットワーク世界での人々の幸福は瀞在的能力

の開花にあり，プロジェクト継起を通じて自己の深淵なるアイデンテイテイをすこしずつ明ら

かにすることができる。テストの継起は，プロジェクトに応じてアイデンテイティを変容させ

ると同時に，永続的個性の維持を必要とするのであり，こうした個性が維持されない限り，ネッ

トワーク移動中の既得物を資本化し得ないのである。

③商品化可能なものの再定義

ネットワーク道徳は，個人的次元と職業的次元との分割を消去している(近年， 日本で喧伝

されている「ワーク・ライフ・バランス」という標語とは逆に)。芸術的活動には，そもそも，

こうした分割がなく，だからこそ芸術作品は資本主義の周辺部に留まり，プライスレスなので

あった。しかしそもそも資本主義における自由な労働市場は譲渡不可能な労働者の人格と譲渡

可能な労働力との区別に基づいていた。ところが新しい資本主義においては，商品化可能なも

のと不可能なものとの境界線の移動，つまりそれまで市場を免れていた財やサ}ピスの商品化

が，蓄積の追求に大きな役割を果たすことになった。しかしこうした境界線の移動が受容可能

となるには，利潤と道徳との関係が再調整されなければならず，こうした再調整は資本主義の

精神の変化を促さずにはおかない。また人々への製品規格化の適用(コンピテンスという観念

の普及に示されるように)は，人格の商品化に拍車をかけることになろう。

我が国のニューアカ・ブームを記憶している向きもあろうが， 80年代前半に広まった真正

性の脱構築は，日常的凡庸さへの芸術家的批判を失墜させた。しかし真正な生活の可能性を信
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じることができず，商品化不可能な財がもはや市場領域外で存在し得ないと思われるならば，

何が商品化の過程を停止し得るのであろうか。さらには，アイデンティティ構築において，あ

らかじめ構成された集団(国民や階級，家族など)への帰属よりもネットワーク内での移動に

応じて形成される選択的紐帯への選好が規定的となっている。なるほどアイデンティティの多

元化は，近代の中心的要素であるとはいえ，多元化が解放の要因となるのは，特権的なアイデ

ンティティと断片化されざる空間における存在への願望の妥当性が承認されるかぎりでのこと

である(こうした存在がもはや他の生活様式のうちの一つでしかないとしても)。ローカルな

紐帯を維持する不変の個人が存在し続けなかったならば，ネットワーク内移動で獲得される利

i閏は限りなくゼロになろう。要するにコネクショニスト的世界における新しい資本主義に対応

した搾取モデルは，持てる者による持たざる者の搾取だけにではなく，可動性の格差に基づい

ており，可動性こそが利潤の源泉なのである。

4.おわりに

さて，これまで見てきたようなテヴノやボルタンスキの議論は，プラグマティックな社会経

済学研究にどのような貢献をなしえるであろうか。まずテヴノの議論について，科学技術社会

論STS研究の近年の成果から疑問を提示することもできょう。プランのコミットメントレジー

ムでさえ，親密さのレジームと重ならざるを得ないのである。つまりプランのレジームにおい

ても，人と事物との聞の親密な「手がかり J(須田 2008)，すなわち上野/ソーヤー (2009)

のいう「実践共同体における学習資源の複雑な構造化」が見ちれるのである。例えば，上野ら

は研究室のエスノグラフイーに基づき，実験プロトコJレや論文，道具，人による実演，生物材

料をつまんだときの感覚，これらの資源の複雑な構造化の中に，技術や知識を見る。論文や科

学的専門知といった「形式知」も，道具や感覚といった資源の布置なしには意味がないとする。

また上野らは，形式化は資源だけでなく管理様式でもある，という重要な指摘も行っている。

われわれとして付け加えておきたいのは，プランのレジームを統御している形式知は，絶えず

事物や感覚との結合，手がかりを更新しなければならず，専門知は身体感覚まで掌握しない限

り，統治様式として機能しないということである。

ところで，テヴノにしろボルタンスキ}にしろ，ネオリベラリズムにおける搾取と支配の源

泉について重要な指摘を行っている。テヴノによれば，コーディネーションのパワーの領有が，

またボルタンスキーらによれば可動性の格差が利i閏の源泉であるという。またボルタンスキー

らは，芸術家的批判がつねに資本主義により回収される運命にあるとする。しかしそれでもな

お，彼らは真正性のコード化により歪曲されることが，財の固有の尊厳に反するからこそ，商

品化が制限されなければならないと主張する。例えば奴隷制や売春斡旋の禁止という形での人

間存在の商品化の禁止という論拠が，人格次元や行為タイプ(芸術作品が競争市場で提供され
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る製品へと変えられることで堕落すると見なされる).身体，さらには景観ないし自然といっ

た別の財にまで拡大できる，とするのである。

我々の今後の研究プログラムとして興味深いのは，ネオリベラリズムにおいて，管理様式と

してのプランが親密圏とどのように相互作用しているのか，真正性の要求がその資本主義によ

る回収のダイナミズムを通じでもなお 1 くめどもつきない利潤の源泉であることは，どのよう

にして可能なのであろうか，さらにこうした商品化に歯止めをかけるために公共部門が呆たす

役割はどのようなものであろうか，ということである。
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