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経済サイバネテックス論の現段階とその若干の問題点
‑Ю, И, Чёрнякの所論を中心として‑

浜砂敬郎

Some Problems of Economic Cybernetics

KEIRO HAMASUNA

はじめに

サイバネテックスの経済学への適用に関する本格的な研究が開始されたのは, 1960年代に入
症(11注L2)

ってからのことである｡それいらい,サイバネテックスは,他の研究領域や実践分野における
と同様に,経済学の領域においても,経済サイバネテックスとして独特のレーゾンデートルを
得つつあるかにみえる.
もちろん,研究の歴史も洩く,理論体系もまだ十分な展開をみていないのが実情であるが,
それでも,経済サイバネテックスについては,大きく分けて,立場を異にする二つの把握ないし
は理解があるように思われる｡
一つは,経済サイバネテックスを経済過程の運動法則を解明する「社会科学」として捉える
立場であり,他の一つは,経済サイバネテックスを,国民経済を計画化するための経済管理論
ないしは管理経済学として把握する立場である.

(註)この二つの把握は,方法論的な立場による区別であって,論者のすべてが,すっきりと二者択一的
に双方に分けられるわけではない.論者によっては, (例えばO,ランゲ)方法論的な展開におい
ては, 「唯物弁証法」として捉え,その理論的な考察においては,経済管理論として把握している
からである.

前者によれば,それは,認識論としては唯物弁証法の,そして,経済学としてはマルクス経済
学の発展形態であるという.この立場にたつ代表的な論者としては,たとえば,東ドイツのG.
注(3)

クラウス(Klaus)をあげることができる.とはいえ,論者たちが,唯物弁証法なり,マルク
ス経済学なりの正統的継承者であるかどうかは,なお,大いに検討の余地があると思われるが.
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(註)エンゲルスは,形式論理学と唯物弁証法に代わる「横断的」な特殊科学の必要性を否定している.
「各々の個別科学が,事物及び事物に関する知識の全体のなかで,自らその占める位置を明らかに
する要求をかかげてそれが明らかになれば,全体との関連を取扱うための,特殊科学などというも
のは不用である.従来の哲学全体の中で,なおも残存しつづけるものは,思惟とその法則とに関す
る学,すなわち形式論理学と弁証法のみである.残ったものは,すべて自然と歴史に関する実証科
蝣*(41

学の範囲である」

さて,こんにち,経済サイバネテックス研究のほとんどが,後者の理解に立っており,その
柏5)

研究のいずれもが,理論構成の中心にシステムの概念を据えている.本稿にとりあげるチョル
ニヤーク( K), H, H芭p>HHK )の経済サイバネテックス論も,この第二の理解に拠るものであ
る.
彼は,経済サイバネテックスについては,共著および謄写刷を含む二十篇に近い論文をもの
にしているが,ここにおいて,考察の素材として直接にとりあげるのは,彼単独の著作として
は唯一のものと思われる¥AuajK3 h G灯C3 GmeM B細別脈ej (1970年, MOCKBa)以下
r本書jと略する)である.

(註) F本書』は, 1972年にそのドイツ語版が刊行された.訳者はR.ランゲであり, H.フィッシャー
教授の序が付けられている｡

チョルニヤークをして,著しく具体性を帯びる経済サイバネテックス研究に向かわしめたも
S3H

のは,ソビェト連邦において,現在なお進行している経済管理上の一連の改革である.そこで
は,社会的生産過程の連続的機械化,自動化に即応する経済管理機構の効率化,なかんづく,
計画計算および統計報告業務の機械化・自動化が,個別企業単位に止どまらず,部分的には,
部門あるいは地域レベルにおいて問題になっている.しかも,それは,国民経済総体の計画お
注(7)

よび管理機構を一元的に「自動体系化」するための準備段階としそ位置づけられている.チョ
ルニヤークの研究は,こうした経済管理および計画上の新しい課題を解決するために,経済サ
イバネテックスを具体化させ,内容豊かなものにしようとする企ての一つである.

(註) 「生産技術と管理方法の不突合は,生産力発属の障害となり,生産の上昇を遅らせる.種々の環や
部門における生産力水準と管理方式の不一致は極めて多様であるが,それは一定の一般的で客観的
な源泉をもつ.それは経済関係,生産連関,生産物およびその利用方法等々の複雑化とそれにもと
づく不断にその度合をます管理過程の複雑化である.経済管理の効率を質的に改良し,向上させる
必要性が,現在,極めて重要な問題である」 (CTP 6‑CTP 7)
「すでに,機械化の段階の生産と管理業矧こ関する研究が,管理過程が生産過程に不可避的に先行し,
後者を完成させることを示している.一一(中略) ・‑・‑生産が充分に整備され自動化されているの
に,管理が依然として手作業方法,および,手労働の概念に立脚しているならば,管理はあらゆる
生産一経済システムにとっての障碍となる」 (CTP99)
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彼の意図は,経済サイバネテックスの理論を,実際に適用し,計画および管理実践に一定の
方法や手続上の指針を与えることである.そのために,彼は,自分自身の管理実践や経験にも
とづいて,経済管理機樺を組織的にシステム化するために必要な基本的な概念や具体的な方式
を,経済サイバネテックスとして定式化している.

(註) 「ここでは,企業や公共機関における経済指導者,経済家,技師,および労働者に,経済管理シス
テムの改良や設計のために,最′ト限必要な縫済サイバネテックスの概念を一般的に叙述する試みが
なされる」 (CTP3)

この点,チョルニヤークの研究は,啓蒙期の経済サイバネテックス研究には見受けられなか
った,経済管理論としてのそれなりの体系的輪郭と方法論的特質とを備えている.

注(1)北川敏男著F情報科学の動向Ijおよびrnj , 1968年, rMaTeMaTHKa h KHBepHeTMKaJ
MocKBa , 1971年) , C203‑C204, H, n, 4>eAOpeHKO 「3KOHOMHKa H州ateMaTHKa」 ( FOkt只Bpb H
HayuHb蛸FlporpeccJ的ocKBa, 1967年)
注(2) J, R, Pierce [Symbols,Signals And NoiseJ (New York. 1961年)
荏(3) G, Klaus [KybepneTik und Gesellscha氏J (Berlin, (1973年) H, HobHK [KHBepHeTHKa
一触dococjscKHe h CoHHOJiorHHecKHe FIpoBJieMbiJ (MocKBa , 1963年)邦訳,ラティス編集部訳
rサイバネテックス入門, ‑その思想と方法‑J (1969年K. B. Batorojew 「Norbert
Wiener und die Kybernetik」 ( rGesellschaftsw‑issenschaftliche Beitrage j
1974年, 12)
注(4)エンゲルス『空想から科学へj岩波文庫版P60.
注(51飯尾要教授をはじめとするわが国の経済サイバネテックス研究者のほとんど.さらにポーランドの
H, Greniewski , 0, Lange,東ドイツのS, von.K邑nel ,ソビエト連邦のE.3.帆a免M脚aC
等々,
注,<6) r本書J Ot Abto押, DiaBal, §1,
注(7)たとえば, AnaAeM脚HayK Cccp [SOcial Science] 1974年Ml, D,グヴィシアこ,鎌倉孝
夫訳「経済管理の改善」以下の一連の論文

‑)

チョルニヤークの研究において,特に具体性をもつ第一の論点として,システムそのものの
概念規定をあげることができる(rjiaBal, §2)0
彼は, r本書jの冒頭において,ソビエト連邦の最も新しい経済管理論として経済数学と経
済サイバネテックスとをあげているctpll)｡それによると,経済数学は, (1)社会主義経済の
計画化および管理に関する経済学的カテゴリーの規定, (2燈済過程の記述およびモデル化, (3)
最適経済計画の数学的方法から成り立っ.これに対して,経済サイバネテックスは,国民経済
の計画過程を最適に機能させるために,管理システムを分析・綜合しかつ導入する方法を研究
の対象としている｡両者は,区別されているとはいえ,それぞれ,経済管理の実践において,
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理論的過程および技術的な組織過程として相互補完的な関係にあり,経済サイバネテックスは,
経済数学の経済分析やモデル化にもとづいて,経済管理システムを設計し企画する.
ところで,一般には,システムは,研究対象の若干個の機能や属性を,入力Input )およ
び出力(Output )として表示する単位(要素)ないしはその複合体であると言われている・
さらに,形式的な数理的公準にもとづいて,システムの安定性なり,最適性なりを抽象的に論
ii‑:(8!

じるのが,従来のサイバネテックス研究の趨勢である.
チョルニヤークは,このようなシステムについての形式的な規定に止どまらず,これを
経済管理の実践に適用すべく,さらに具体化し,実定化するための規定を設ける.すなわち,
第一に,システムの機能を,観察者の目的にそって,換言すれば,彼が解決しようとする実践
的な課題にそって規定する.そのためには,第二に,このシステムの機能を定量的に把握しな
ければならない.したがって,第三に,システム機能の把握については,対象の内的構造に関
する科学的認識が十分でなければならない.要するに,対象の内部構造に最も規定的に関連す
る機能を確定することが大前提である.
(註)チョルニヤークは,第一の規定をシステムの相対性(OTHOCMTCflbHOCTb ) ,第二の規定をシステムの
実践的合目的性( FIpaimmecKa只UeJieHanpaBJieHHOCTb CncTeMHoro MeTOAA)および第三の規定を,
観察の客観性(06'beKTHBHOCTb Ha6jlK)AeHHR)と呼んでいる(ctp 17).

故に,チョルニヤークにおいては,システムは,思考節約的な認識方法として捉えられる暗
描(Black Box)の概念ではなく,一定の目的をもち,若干個のパラメーターによって機能的
に操作される技術的な組織概念である.かくして,例えば,経済データー加工過程の連続的な
機械化や管理課題の決定における手続過程のようを,経済管理過程をシステム化する方式の具体
的な規定が,彼にとっての経済サイバネテックスの主要な課題となる.

(註) 「経済管理システムの分析は,主要な基礎的課題である新しく改良された管理システムの企画およ
び定着に従属する.
新しい管理システムの企画および形成の局面においては,既存の管理方式と連続的に結合して,節
しいシステムを形成するために,相互に関連する方法と手段の総体が,緊急に選択され,整備され,
経営に定着することが必要である」 ctp78).
荏(8)その典型的な代表例が, W. R. Ashby fAn Litoroduction To Cyberneticsj (London
1956) ,篠崎他訳『サイバネテックス入門』 (1967年).

(二)

チョルニヤークの研究が実践的志向を強く示す第二の論点は,現行の経済管理組織に関する
調査および研究の方法的規定である( 「 mこの調査方法や研究方法は,いずれもシス
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テム化の方式を導入する前提をなすものであって,つぎに見るように, (1)経済組織の診断(
加arH03 SKOHOMHMeCKO員CHCTeMbI ) , (2燈済管理過程の研究( Hccjie^oBaHne npoueccoB
ynpaBjieH朋) , (3情報の流れの研究( HccjieAOBaHHe FIOTOKOB HH(pOpMaUHH )から構成され
ている.

(註) 「経済管理システムについては,知識としてのみ知られているのが実情であり,なお管理技術につい
ても僅かしか知られておらず,システム目的の具体的な定式化やその達成の要件に関して,困難が
生じている.
それ故に,多くの知識が,経済管理システムの形成についての研究の前段階,すなわち,その調
査と分析に必要である.この段階は,費用および労力の支出において,企画と定着の段階に劣るも
のでは射り(CTP27)

はじめに,経済組織の診断においては,特別に研究斑が編成され,一定の技術的組織的な改良
を必要とする企業や管理機関を調査する.この調査分析においては, ①業務報告や統計資料の
検討, ②組織管理者との面接, ③該当する組織への直接的な立ち入り検査によって,計画課題
とそれを遂行する労働組織との衡平状況,および衡平を妨げている技術的組織的な欠陥が明ら
かにされる.そして, ①欠陥に対する方策, ②この方策実施の技術的難易度, ③そゐ経済的効
莱,さらには, ④方策の実施によって生ずる職位・職務関係の変化および他の経済単位との相互
関係に作用する技術的組織的な変化などが分析され,それらは調査報告書にまとめられる￣.
これが,経済組織の診断手続の簡単な要約である.その特徴は,調査の直接的な対象が,単
一の経済単位(たとえば企業)であるばあいにも,それに関連する調査範囲は,垂直的には,
上方は政府管理機関から,下方は当該単位の下部経済組織にまで,また水平的には,隣接する
経済単位にまで及ぶことである.そのために,調査分析の事項④にもあるように,新しい方策
の実施は,技術的可能性や経済的効果に依存するだけではなく,機構総体の組織的構造によっ
ても条件づけられる(以上DiaBan, §1).
さて,経済組織の診断が,どちらかと言えば,生産や流通の下部経済単位について行われる
とすれば,上位にある経済管理機関の組織的分析は,つぎの二つの研究によってなされる.こ
こにおいて,チョルニヤークは,一般の情報理論の研究者とは異なり,情報の流れの研究より
ち,管理課題の研究(先の(2)の管理組織の研究)を重要視し,これを先行させる.それは,管
理の課題および機能が,情報の内容および流れを規定するからである.

(註) 「研究が統一的な過程にもかかわらず,方法論との関連において,それは,目的意識的にこっの部
分に分けられる.管理業務の研究と情報の流れの研究とがそれである.一般的な関心は,情報の流
れの研究に向けられているのが実情である.しかし,研究のこの部分は,副次的な意味しかもって
いない.それというのも,情報の作成,その伝送回路,有効情報量は,組軌こよって実現される課
題および管理業務の観点からのみ評価できるからである」 (CTP40‑CTP41)
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管理課題研究の主要な局面は, ①管理課題の定式化を具体化するために,可能なかぎり,複
合的な計画課題を体系的に細分化すること, ②この細分化にそくした管理組織の機能的な構成,
および, ③その課題一機能を表示する経済標準指標の体系図表の厳密な対応づけである・さらに,
この対応づけのためには,管理課題の遂行に先行ないしは後行する将来計画,当座計画,およ
び計算報告の各段階において,標準指標を精密に確定する方法が,とくに重要視される(以上
DiaBaII, §2).

(註) 「各々の課題に一定の標準が対応する.一般システム論においては,目的達成の軌道の方向が規準
ともいわれている.具体的な組織においては,規準は(標準として)目的達成の成功度を評価する
尺度である.したがって,被調査企業または管理機関においては,目的系樹を,各々の目的に対応する
標準の系樹とともに記述することが必要である」 (CTP48)
「このようにして,組織の課題の具定的な定式化は,被調査組織の管理業務の研究過程において達
せられるが,課題の完全な相互関係は,管理機能の相互連関図及び目的の論理的系樹に基づいての
み確定される.これは組織全体の活動諸条件を規定する.課堰が十分正確に定式化され,分割され
たならば,組織の小部門の調査にもとづいて,時間的な連続性と相互関連性が確定される」 (CT
P50.
因みに,チョルニヤークは, 『本書』において,商船隊の編成に関して具体的な説明を行ってい
る.

つぎに,経済管理課題の達成は,相互関連する生産企業や管理機関からなる統一体としての
経済構樺によって遂行されるが,その相互関連性と有機的な統一性は,指令情報や報告情報に
よる経済単位問の恒常的連絡を必要とする.情報の流れの研究は,こうした情報の連結様式を
把握する表式およびモデルの作成と,その流れを正確かつ迅速にする情報の加工および伝達方
法の組織化を主な内容とする.言うまでもなく,この研究にもとづくシステム化は,後(次の
(三))にみるように,経済管理機構の有機的な関連性を著しく強める(以上DiaBa II, §3).

(≡)

チョルニヤークの研究が,それなりの実践的な組織性と具体的な体系性をかたちづくる第三
の論点として,現行の経済管理過程がもつ技術的な組織的欠陥の摘出と,それに対して系統的
に規定されたシステム化の方式をあげねばならかユDiaBa IE)・
はじめに,緊急な改良を必要とする組織的な技術的欠陥について見ると, ①報告作成および
計画計算業務が,職員個々人の精神的労働力や手労働力に依拠しているために生ずる,一方に
おける魔大を労働力の費消と,他方における情報の遅延や末到着および記録の陳腐化や不明瞭
化, ②経済管理機構の肥大化にともなう組織・機関の,とくに指令系統や職位・職務関係の複
雑化・錯綜化, ⑨, ①および②の結果として,機関相互や職員間における,計画決定事項の了解
や報告内容の理解についての統一性の欠如,したがって,複数部門間の同時的決定を必要とす
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る計画実施の不可能性, ④新しく開発される経済管理技術の導入の困難性等々が列挙されてい
るctp79‑ctp80)

本来,社会主義的な経済管理機構は,国民経済的規模において,社会的生産力を意識的,計
画的に発展させるべく形成されたものであ晋?)それが,いまや,一方においては,その管理効
率が基本的には,精神的労働や手労働の個人的な限界内に制限されており,他方においては,
直接的生産過程から姫大な労働力を引き揚げているために,現代的生産力の発展に即応しなく
なっている.チョルニヤークは,この不即応の技術的組織的射則面に着目している.
つぎに,チョル二ヤークは, r不即応』についての処方策として,システム化の四つの方式
を提示する( DiaBa n, § 1‑§4).この諸方式は,実施の技術的難易度,経済的効果,
および組織の構造的条件を考量し,なかんづく経済的効果を基準として,導入の容易さの順序
に配列されている｡
(註) 「これらの方式は,様式および役割,作成の価格と困難度,設計の困難度,経営における導入と定
着などについて,本質的に多様である.管理システムの改良を促進するためには,なによりも,簡
便かつ低廉で容易に導入できる管理方式が利用される.それが,管理に充分な効率を保障しをいと
きにかぎり,複雑かつ総合的な高価な種類のシステムに移るのである」 (CTP78).

とはいえ,それらは,同時にシステム化のために,究極的には,経済管理の自動システム化
のために,相互依存する一系列をなす方法的規定でもある.
(註) 「新しい管理システムの企画と形成の局面においては,既存の管理方式と組織的に結合して,新シ
ステムを形成する,相互関連性をもつ方法と手段の総体が,緊急に選択かつ整備され,経営に導入
されることが必要である」 (CTP78).

システム化の方式の第一は, 「管理機構の組織化方法」 CoBepmeHCTBOBaHHe opraHH3aijH‑
OHHbix MexaHH3MOB ynpaBJieH脚)と言われるものである.それは,また「労働の科学的な組織
化方法」 (Mercui HayMHO員opraHH3au捌TpyAa)とも呼ばれ,経済管理に関する既存の技術
水準を所与として,管理労働を合理的に組織化する方法である.この方式は, ①種々の管理業
務を運行するために必要な労働時間量の測定および作業管理, ②指令や報告に関する記録の書
式および記入方法等の標準化, ③管理課題の体系的な分割に応ずる管理機能の組織的な構成,
およてJ唱), ①, ②, ⑨を基礎的準備として,分割された諸課題を担う組織間の論理的時間的な相
互関係の規定と職員数の配分,さらに,各職員の職位・職務およびその相互関係の規定という
手続をとる.すなわち,目的一機能的な観点に厳密にしたがう管理業務の組織的な再編成と,
それに対応する作業労働の徹底した分割が,その特徴である.
チョルニヤークによると,これは,新しい技術的装置の導入や高額の経済的支出を必要とせ
ず,こんにち最も普及している方式である.また,それは,経済データー加工過程の総合化や
数学的モデルを適用す,る客観的な基礎条件を形成する意味において,システム化の第一段階と

浜砂敬郎

8

言えよう(以上DiaBan §1)・
ところで,経済管理過程の機械化は,労働力を最も費消している報告作成や事務計算過程か
ら開始される.この方法的規定が,システム化の第二の方式「データー加工の統合化および機
械化」 ( MHTerpau… h MexaHn3au脚06pa6oTKH aaHHbix )である・
データー加工過程の統合化のためには,まず情報源の単一化,すなわち企業においては報告
作成の,および経済管理機関においては入力情報の統一化が必要である.つづいて,情報伝送
過程の統合化がそれに接続する.これは,情報の遅延や未到着を除くだけではなく,さらに入
力情報の時間的整合性を保障する.また,統計加工や趣済計算を迅速化かつ機械化するために
は,加工や計算の基準となる価格指標や税率等を含む標準比較データーの集中的整備と検索が
必要である.最後に,もっとも重要な統合化は,統計加工および経済計算そのものの連続的な
機械化であって,そのためには,情報連関表や流れ図が,経済情報間の論理的な前提関係を精
確に規定しなければならない.
かくして,データー加工過程は,統計加工および計画計算過程を連続化し集中化するために,
経済管理機構の総体的な統合化を前提し,また,逆にそれを促進する(以上DiaBa HI, §2)

(註) 「データー加工過程を統合化する最も重要なr手段』は,管理機能の統合化である」 (CTP 107)
「一定の活動に関する計画一経済的な業務決定は,必ず他の管理機能全体にも作用するために,こ
の決定の調整過程は,極めて困難な任務となる.この任務は,決定の採択に関する情報を相互連関
する全部門に伝える統合データー加工システムによって解決される.このようにして,デ‑ター加
工システムは,相当な程度,決定機能の統合化を完成する」 (CTP 108).

システム化の方式の第三は, 「経済数学的方法およびモデルの利用」 ( HcnoJib3OBaHHe
∋KOHOMHKO‑MaTeMaTHuecKHx motoAob h Mo^ejie崩)である.ここに言うところの経済数学モ
デルは,経済過程における管理実践のための機能的な操作モデルであって,社会科学的な理論
モデルではない.それは,先に述べたデーター加工手続を論理的かつ時間的に調整し,さらに
進んで,経済管理課題の決定を総合的に計画化するものである.したがって,このモデル作成
の目的は,手続調整,課題の決定や計画化といった職員の精神的な頭脳労働を電子計算機等の
機械装置にもとづく連続的操作におきかえることである.たとえば,こんにち,最も広範に定
着しつつある行列モデルは,生産企業段階においては,年次生産金融マトリックスとして,部
門段階においては,部門および地域間バランスとして,さらに一国総体においては,国民経済
バランスとして,すでに実践的に具体化されつつある.また,これまで数理経済モデルのなか
には見受けられなかった,管理課題相互間の操作的な前後関係や各課題への労働力配分を確定
するネットモデルCeTeBoe moAejiHpoBaHHe )などが含まれている.

(註)チョル二1,‑ク自身,掛斉バランス論について,その筋数においては経済サイバネテックス研究に
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劣らない論文をものにしている.

もちろん,経済数学モデルは,データーの手集計や方程式の手計算によっては容易に操作で
きるものではなく,その適用は,自動的な管理システムを技術的組織的な基礎とする管理機構
の存在を前提する(以上DiaBa IH, §3).

(註) 「操作効率および管理の質を向上させるために,一方では経済一数学的方法自体が,高い水準の管
理組織を要求する.他方においては,経済数学モデル,とくに最適モデルの適用は,手労働の下に
おいては,実効性をもたない.経済数学モデルを導入し,最大の効率を達成するための最適な条件
は,自動管理システムにおいて存在する」 (CTP 127).

この「経済管理システムの自動化」 CO3aaHHe aBTOMaTH3HpoBaHHO抗CHCTeMbi ynpaBJieHH可
こそ,第四の方式であって,システム化の最終段階をなす.言うまでもなく,それは,電子計
算機の導入とか計算センターの建設とかいった個々の管理技術や手段を指すのではなく,先に
見てきた三つのシステム化の方式を含む経済管理の総合的な組織化を意味する.そして,その
最とも核心的な本質は,管理課題を決定する計画過程を自動的なフィードバック機構化するこ
とである.
チョルニヤークによると,現在,自動的な経済管理システムは,企業レベルや若干の部門に
おいて,導入を前提とする試験的な企画や設備が試みられ,定着の準備的段階にある.ここで
揺,その内容には立ち入らないが,彼は,労働過程の技術的性格,企業の管理形態,部門構造
の特殊性等々を考慮して定型化および標準化されたシステムを紹介している.もとより,経済
管理の自動システム化は,一国的規模における社会的生産力発展の要請であるから,その定着
が局部的なものであっては,効率を完全に発揮しえない.それゆえに,チョルニヤークは,最
初から,それを国民経済を一元的に管理する自動システム化の準備的段階として位置づけてい
る(以上FJiaBa §4).

注(9) f FIOJIHTHMeCKa只Ekohom脚:yqeSHHK j第4版(1962年, MocKBa )邦訳r経済学教科書J第三
分冊第24章(1963年)

臥 i r‑i

これまでの行論において,われわれは,チョルニヤークの経済サイバネテックス論の骨格を
ある程度まで,あきらかにできたと思う.
つぎに,それに若干の評価と批判を加えることによって,現行の経済サイバネテックス研究
の特質と問題点を浮き彫りにしていきたい.
チョルニヤークの経済サイバネテックス論の積極的な意義は,それが実践的な具体性とシス

浜砂敏郎

10

テマティックな体系性をもつ経済管理論の確立を強く志向している点にあるo
ふりかえってみると,その成立期にある「新理論」の例にもれず,経済サイバネテックスの
研究は,最近まで具体性に乏しいものであった.それは, 「経済管理過程および経済管理シス
テムの形成に関する一般法則の科学j主̀1芝いう定義にも見られるように,実質的にはシステム論
の抽象的な規定や形式的展開の域を出るものではなかった.すなわち,一方においては,これ
までの数理経済モデル論の延長上の思考として,システム総体の安定性とか最適性が形式的に
論じられた.そして,システムの概念が,機能分析的な認識方法として具体的な経済研究に適
用されるばあいには,一面的に平板化された経済市場論や経済体制論に終始している.さらに,
後者については,技術的システム論と社会科学的な経済理論との折衷的な「接合」が,したが
って,その結果としての方法論的な動揺が見られる.
また,他方においては, 「綜合管理科学」という誇称のもとに,最新の電子工学的装置の
「演算思考能力」 ,フィードバック的特性の「普遍性」 ,数理統計学的手法の「有効性」 ,お
よび数理モデルの「妥当性」等々が,現実的諸連関のもとにおける具体的な論証やシステマテ
ィックな脈絡を何らつけることなく喧伝されてきた.総じて,経済管理論としての経済サイバ
注(ll)

ネテックスは,それほど明確な理論的骨格と方法論的内実とをもつものではなかった.また,
経済サイバネテックスについての,機能主義とか数理形式主義といった批判も,このような研
注(12)

究を対象とするものであった.
これに対して,チョルニヤークは,システムを具体的に機能する技術的な組織概念として把
握する.そして,経済管理の実践のなかにおいて,豊富化されたシステムの概念にもとづく経
済サイバネテックスの展開がいかなるものであるかを示していたように思う.
結論から先に言えば,それは,現段階においては,自動的なフィードバック機構を内包した
国民経済管理システムを建設するための技術的な組織方法論ともいうべきものであろう.すな
わち,チョルニヤークの研究においては,作業管理の規則,データー加工論,経済数学モデル,
および電子計算機等々の組織的な手続や技術的装置が,それらの方法的規定によって,一連の
システム化の方式として系統的に位置づけられる・さらに,このシステム化の方式については,
適用の技術的条件,経済性および管理労働の結合様式にかかわる組織的な構造条件が論じられ
ている.言うならば,チョルニヤークの経済管理論は,実体化された技術的システム論にもと
づく経済サイバネテックスの典型的別井究であり,その展開方向を示めしている.
注(10)たとえばf craTHCTHqecK鵬CiOBajib J ( MocKBa , 1964年) ctp220‑ ctp221 ,
『机aTeMTMKa m KH6epHeTnKa b Ekohomhkc 』 (州ocKBa 1971年) ctp203
注(ll)注(3)および注(5)の論者およびその論文.
荏(12)岩崎允胤『現代社会科学方法論の批判』 (1965年)とくに第4章, 5章,是永純弘「社会主義経済学
におけるサイバネテックスの適用と疑問点」 ( r統計学』 12号, 1964年) 「現代経済学の主要な分
析手法」 (講座現代経済学批判I, r現代経済学の方法と思想』第1章の2, 1975年)
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ところで,チョルニヤークの経済サイバネテックス論が,経済管理の技術組織論的な性格を
鮮明にすればするほど,それだけ同時に,経済管理論として理論的に空疎な側面をも,また
明瞭にせざるをえない.この点に関連する‑,二の問題点を提起し,本稿の結びにかえたい.
第一の批判点は,その適用に関する問題である.
チョルニヤークの研究のような経済サイバネテックス論が,社会的生産力発展の必然的要請
であることは言うまでもない.しかし,その社会への適用は,さらに基底的な社会経済条件の
考察を必要とする.すなわち,その適用は,国民経済における政府管理機構と下部経済単位と
の恒常的な相互関連を規定する社会経済関係のもとにおいてのみ,はじめて可能である.チョ
ル二ヤークは,適用の組織的な構造条件をあげているが,一国的規模における経済管理機構の
有機的な統一性を客観的に基礎づける社会関係の考察には及んではいない.この点,経済管理
過程における技術的組織的な側面の改善にのみ主な関心を奪われているチョルニヤークにとっ
ては,無理からぬことかもしれない.
批判点の第二は,経済サイバネテックスが経済管理論としてもたねばならない理論的な性格
そのものにかかわる問題である.すなわち,チョル二ヤークの経済サイバネテックス論は,シ
ステマティックな経済管理の技術論であっても,サイバネティカルな管理経済学ではないよう
に思われる.
サイバネテックスは,その創始者, N,ウィーナー(Wilenerにおいては,明箱(White
荏(131

Box)の概念と暗箱(Black Box)の概念の綜合の上に成立する.しかしながら,一般の経済
サイバネテックス研究においては,両者が意識的,あるいは無意識的に同一視されるか,明箱
の概念が完全に看過される.その結果として,サイバネテックスは,システム論と同義のもの
として考察される.チョルニヤークの研究が,実践的な具体性を帯びているとはいえ,経済管
理過程をシステム化する技術的な組織論として展開されているのも,もともと,この「同一視」
か「看過」に起因するものと思われる.
さらに,適用の社会経済的条件を度外視するとしても,チョル二ヤークの言う経済管理シス
テムが,国民経済過程のなかに定着し,十全に機能するためには,経済管理および計画化に関
する経済学的な概念の定立とその定量的規定が,なお必要である.これこそ,いわゆる管理経
済学の課題であって,先に述べたチョルニヤークの経済数学に類するかに見える(H).
ところで,サイバネテックスは,本来,高度に複雑で有機的な月嗣田胞や神経組織をその研究
対象とする.この生物組織は,極度に微細的な構造をもち,また再生不可能であるために,直
接的な実験の適用は,致命的な困難をともなう.それゆえに,生物有機体を暗箱として措定し,
その具体的な機能を電子工学的装置等によって構成される明箱にシミュレートし,後者を媒介
として対象の内的構造を定量的に解明しようとするのが,サイバネテックスの方法論的特質で
ある.したがって,サイバネテックスは,技術的システム論とは異なり,高度に複雑な微細的
メカニズムをもっ有機体の研究方法論なのである.こうしたウィーナーの研究に内在する方法
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論的特質は,こんにちの経済サイバネテックス研究においては, 「国民経済」という対象の粋
組にその片鱗が窺われるにすぎない.
さて,こうした反省に立つならば,一方においては社会有機体である経済過程を暗箱として
指定し,他方においては,一定の理論的装置(明箱)を実体的に構成することによって,経済
過程の具体的な構造を定量的に把握する経済サイバネテックスの展開も考えられるわけである
もちろん,経済の具体的な構造の定量的把握といっても,その展開は,経済管理や計画化とい
うすぐれて政策的な課題および実践的な機能・操作によって方向づけられた管理経済学を志向す
るものといえよう.
こんにち,たとえば, 0,ランゲのr政治経済学jには,このような志向が如実に見受けら
れr彼の研究においては,矛盾の同一性および対立性概念を, 「矛盾」 (アンバランス)
およびバランス概念として,客観的な経済法則論を,経済主体の行為「法則」論や合理的な経
済管理の運営原則論として捉らえなおそうとする,総じて,社会科学的な構造把塩から管理・
操作的なプラクシオロジー概念の定立への「架橋」が試みられている｡それは,科学的な経済
学によって理論的に把握された生産力と生産関係の矛盾に,主体的な経済管理および計画化の
実践を意識的に即応させるための管理経済学を構築する企てとも言うべきものである.
ともあれ,この「架橋」の成否およびそれと経済サイバネテックスの関連性については,他
の機会に検討したい.

‑了‑

注(13)拙稿「経済サイバネテックスについての一考察」 ( r統計学J 27号) , 1973年.
注(14) 0, Lange FEkomomia PolitycznaJ (Warszawa 1961年)竹浪祥一郎訳r政治経済学lj
(1964年)

(昭和50年9月29日受理)

