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現代経済理論の発展をめざして

大 石 雄 爾

2014年の末にフランスの経済学者、トマ・

比較することで各時代間の所得格差を推計・

ピケティ氏執筆の大著が日本でも翻訳され出

確認している。むろん、資料の不足は研究者

版された。『21世紀の資本』（山形浩生他訳、

による想定に依らざるをえないが、仮定や推

みすず書房、2014年）と題されたもので、過

計の根拠が多面的かつ詳細に検討されている

去の関連資料を集めて詳細に研究し、所得格

点からして、対象の真実の姿を概観するのに

差の一般的な変化傾向を突き止める中で現代

役立つものであることが分かる。本書の翻訳

の格差拡大の動きを特定している。

には筆者も参加しているが、マディソン氏の

氏は、貧富の格差の解消に向けて累進資本

遺著およびピケティ氏の著書がともに経済学

課税を提唱する。氏の分析方法はシンプルで、

の研究に大いに役立てられることを願ってい

分析および提示された内容は容易に理解しう

る。

るものとなっている。貧富の格差拡大が依然

さてここで、現代資本主義経済の構造とそ

として進む今日、この内容の分かりやすさは

の運動法則を対象とする理論研究に関する成

つか

経済学者・経済関係者ばかりでなく、問題に

果に目を向けてみよう。ここでは、研究活動

関心を寄せる多くの市民の意識を掴みつつあ

の集大成として著されたもので、2014年に出

るようだ。その上、何よりも適切な資料を集

版された次の 2 点を取り上げてみたい。そし

め、それに基づき所得格差の動向を実証的に

て、経済理論（マルクス経済学）研究の進展

説明しえたという点が付け加わる。本書の意

との関係で、筆者の思うところを少し述べて

義は、貧富の格差に関する歴史的傾向を有意

みることにする。 1 つは鎌倉孝夫氏の編著書

の方法を用いて確認したところにあるといえ

『「資本論」を超える資本論』（社会評論社、

る。理論的な立場から見ると、それは研究の

2014年）であり、もう 1 つは小西一雄氏の手

対象となる素材、しかも資本主義社会の経済

になる『資本主義の成熟と転換

的事実に関する貴重な資料として重要な意味

と恐慌』（桜井書店、2014年）である。

現代の信用

うた

を持つ。

鎌倉 氏の編著書は、書名 中に マルクス の

他方、アンガス・マディソン氏の遺著『世

『資本論』を超えたと謳っているため、どこ

界経済史概観 ― 紀元 1 年－2030年』（〔公

で超えたとされているかは気になる所である。

財〕政治経済研究所監訳、岩波 書店、2015

分かりやすい点に絞って簡単に見てみよう。

年）はローマ帝国における首都ローマおよび

宇野理論では、理論の構成を第 1 篇「流通

各属州、その他諸地域の 1 人当たり所得を推

論」、第 2 篇｢生産論｣、第 3 篇「分配論」と

計し、さらに資本主義発展の時期における主

し、第 1 篇では商品、貨幣、それに資本を流

要国の 1 人当たり所得推計を行い、それらを

通形態という面から規定するとされる。商品
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の形態規定において、価値の形態は規定され

に出す（価値とする）意図、交換実現の条件

るものの価値形態によって示される価値実体、

（その可能、不可能の要因）をとらえる」と

すなわち質的に同じ価値の中身は問題にされ

いうことになる。商品そのものの規定が与え

ないことになる。価値実体が明らかにされな

られないまま、むしろ商品所持者の意図に即

いため、それにふさわしい価値形態の分析お

して商品を捉える、すなわち商品に規定を与

よびその展開が不可能となるはずであるが、

えている。そして、この「対象の所持者」が

マルクスが展開した価値形態をまねて（しか

どのように思考し行動するかは、観察者（ま

も、極めて恣意的に）説明して見せている。

ずは宇野氏）の自由な想定に委ねられること

まず、どんな社会においても、使用価値を持

になる。その規定が主観的・恣意的にならざ

たないものは商品とはなりえない。マルクス

るをえないのは明らかであろう。

は、商品の分析の冒頭で商品が何よりも「外

次に、小西氏の新著『資本主義の成熟と転

的な対象」である点に言及し、人間が直接認

換』に移ろう。本書は、ダイナミックに変化

識することのできる使用価値の側面から規定

する現代の信用制度の在り方を 審 らかにし

を行っている。商品の認識および規定の第一

ている。第 1 章では金廃貨論への批判 が展

つまび

歩は、使用価値から始められねばならないこ

開されているが、筆者も1978年の IMF にお

とが分かる。明確な諸使用価値の規定を前提

ける金廃貨宣言は単に制度的なもので、実際

として、ある商品の交換価値は、使用価値の

の経済過程における金の廃貨は不可能だった

異なる他の種類の商品との一定割合で表現さ

と考えている。それだけに、小西氏の金廃貨

れる。そこで、この商品の価値実体、すなわ
．．．．．．．．
ち「質的に同じで量的に等しいもの」の詮索

論に対する批判も興味深く読ませていただい
た。

が可能となるのである。

商品としての金は、80年代以降も世界全体

宇野氏はここで、商品に含まれるのは「質
．．．．．．．．
的に一様で、量的に異なるもの」と述べるの

では年々1000トンを超えて生産され続けてい

だが、このことは価値の等しい商品が比較さ

購買価格により規定されることを考えてみよ

れていないことを意味する。もはやそれは、

う。各国通貨当局は1978年以降も金の購買・

ある商品の価値が他の商品の一定量で表され

販売を随時行っているが、この金の購買によ

る交換価値ではない。すなわち、こうして分

ってその通貨のもつ金量を通貨当局が事実上

析の対象が交換価値でないものにすり替えら

指示することになる。交換比率が不安定に変

れているのである。商品に規定を与える場と

化するのは避けられないが、ここにおいて金

なる第 1 篇を「流通論」に組み替えたのは、

が貨幣の価値尺度機能を果たしていることが

価値の実体である労働の析出をしないですま

理解されるのである。

る。金と通貨との交換比率は、通貨当局の金

せる口実設定のためと見てよいだろう（宇野

さて、小西氏によれば、本書執筆の重要な

氏の商品論に関しては、次の小論を参照のこ

目的の 1 つは「利潤原理を相対化するような

と。大石「マルクス貨幣論の研究― 価値形

経済システムへの転換」の道を明らかにする

態論で論じられたこと ─ 」、駒澤大学『経

ことである。利潤原理の相対化が図られるな

済学論集』第45巻第 2 号、2013年）。

らば、勤労する者の報われる、よりまともな

宇野理論の場合、主観的、恣意的な分析と

社会を実現することも不可能ではないと考え

規定の仕方が目立つが、それを可能にするの

られる。その場合、現代の利潤原理について

が「対象自体に即して対象をとらえる論理」

は、諸資本の競争によって 1 つの平均利潤率

である。鎌倉氏によれば、「商品にしようと

が形成され、その利潤率が傾向的に低下して

する対象の所持者に即して、商品として交換

いくものとして一般的に捉えるのでは十分と
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はいえない。一言でいえば、独占資本主義の

い。というのは、独占価格の成立を可能にす

価格形成原理・利潤原理の解明が研究の前提

る独占的市場構造（生産過程を含む）の理論

となるということである。たしかに、1980年

的解明が十分になされているとはいえないか

以降の経済のグローバル化の中で、あらゆる

らである。比較的多くの研究者によって支持

部面で諸資本の競争が激化したのは紛れもな

されている独占価格論に、参入阻止価格論と

い事実である。しかし、独占的市場構造の方

いう考え方がある。参入阻止価格を設定する

もそう短期間の内に簡単に変化してしまうも

ということは、独占的企業が共同して採用す

のではない。価格の面で見ても、産業部門、

る 1 つの施策としてはありうるかもしれない。

製品によっては独占的価格構造を保持してい

参入を受ける部門の諸企業は、新たな企業の

る部分も広く存在しているのである。

参入阻止という共同の利益のために、同じ計

少し前になるが、調査のためマレーシアの

算に基づいて価格設定のさいに相互に共同す

クアラルンプールを訪れたことがある。中心

ることは可能である。しかし、参入企業と参

街を歩いていると、ソニーのオーディオ製品

入先部門との間には共通の認識は成り立ちえ

専門店があったので入ってみた。ラジカセは

ないのであって、参入企業は、様々な参入障

人気の商品と見えて平場にたくさん置いてあ

壁をクリアーした上で現在よりも高い利潤率

ったが、少し離れた棚には見た目が一段とき

での利潤獲得が望めると判断しうるならば、

れいでより多くの機能を持ったラジカセが飾

参入を実行するであろう。

られている。値段を見ると、先に見たものの

そして、新規参入がなされてしまえば、も

2 倍から数倍にもなっていた。この差の理由

はや参入阻止価格は何の意味もなさなくなる。

を店員に尋ねてみると、先の製品はマレーシ

一般に、新規企業の参入がなされて一定の地

アのソニー工場で製造されたもの、後の製品

歩を築きえた場合には、新企業も含めた諸企

は日本の工場で生産され、マレーシアに輸出

業によって価格の設定が行われ（現実には、

されたものだという。基本的な使用価値は同

独占価格はプライス・リーダーシップのもと

じでも、その仕様と品質は異なっているので、

で管理価格という形態をとる）、競争は主と

労働価値論の観点からいえば、品質の優れた

してシェア獲得の場面に移っていく。この理

ラジカセ 1 台の生産のためにより多くの複雑

論は、参入企業が参入先部門の寡占企業が想

労働が投下されるということになる。したが

定する通りの生産規模で参入し、利潤率やそ

って、その生産に必要な労働時間は同じであ

れを実現するための価格もこの部門が予想す

るとしても、後者 1 台の価値の方が前者 1 台

る通りに計算することを前提するものである。

のそれよりも大きいことになり、価値通りに

いってみれば、これはこの参入先部門の願望

売られる場合にもより高い価格になる。関税

にすぎず、それらの前提の客観的根拠はどこ

や為替相場の影響も避けられないし、物価水

にも与えられていない。参入する企業も、寡

準、賃金水準の違いなども考慮されなければ

占部門に参入する大企業であるから、参入当

ならない。だがしかし、この大きな価格差の

初は低利潤、場合によっては赤字覚悟で参入

内には、市場支配力に基づく独占利潤の一部

を確実に実現しようとするであろう。

が含まれている可能性も否定できないのであ

研究者の中には、独占資本主義の下で資本

る。

蓄積は停滞基調をとると考える者もいるが、

これまで、独占資本主義の経済については

19世紀末以降、世界大戦や世界恐慌による中

多くの研究が積み重ねられてきたが、その利

断はあるにしても、基本的に生産力の上昇と

潤原理についてはマルクス経済学の環境にお

資本蓄積が進展したことは明らかである。強

いても未だ確定的な理論の定着を見てはいな

いて歴史的事実に顔をそむけない限り、誰に
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でも容易に理解できるはずなのである。独占

の取得があればこそ、そこからの控除によっ

資本主義の場合には、独占的産業資本は独占

て更新費用の積み立ても可能になるのである。

利潤を取得する。大まかに、大企業と中小企

なお、独占利潤の源泉は、一般的には、独

業の経常利益率を比べてみても大企業のそれ

占部門が生産する商品と非独占部門のそれと

の方が一段と高くなっているが、大企業では

の交換における商品相互の相対的価格差の内

資本の蓄積が進み資本規模が大きくなってい

にある。すなわち、独占資本は独占価格での

るため、利潤総額は大きくなる。したがって、

販売を通して独占利潤を確保するが、非独占

独占的高利潤を取得する独占資本は、潤沢な

資本は独占価格での購入を余儀なくされる商

研究開発費用を確保し、より生産性の高い生

品部分の支払を通して、部門内で生産された

産設備の開発を推進する。特別剰余価値の生

利潤の一定部分が再配分されることになる。

産、超過利潤の取得が進展していく構造が形

そして、非独占部門では競争が支配的である

成される。独占利潤を特別剰余価値の固定化

が、資本の合併と分割、部門間における企業

として 捉えたのは白杉 正一郎氏 であったが

の参入と退出などが行われていく限り、利潤

（『独占理論の研究』ミネルヴァ書房、1961

率の均等化の運動も進んでいくはずである。

年）、この説には詳細に検討されるべき内容

そこに 1 つの平均利潤率が浮かび上が って

が潜んでいる。というのは、特別剰余価値は

くる背景が確認されよう。

商品の市場価値が低下すれば消滅するのであ

独占資本主義の解明は、現代における国家

るが、市場価格、したがって販売価格を（諸

の政策について研究する場合にも大きな手掛

資本の共同によって）変えないということは、

かりを提供してくれるはずである。現代経済

構造的に見れば、本来市場価値水準にあるべ

におけるグローバリゼーションの真相に迫る

き価格を（諸資本の共同によって）これまで

上でも、独占資本主義の経済構造とその運動

の水準に引き上げることに帰着する。ともす

法則を解明することは欠かせないであろう。

れば、市場価値以上への価格引き上げによる

現代の資本主義経済が、 1 つの世界資本主義

独占利潤確保の面のみに焦点を当てて考えが

に統合される動きを強めながらもその構造を

ちであるが、これら 2 つの見解を 1 つの理論

複雑化させていることは否定できない。現代

に包摂していく作業が求められている。

資本主義経済がはらむ矛盾が2008年の金融恐

独占的経済構造の分析においても、まず産

慌、多くの国における財政赤字の膨張・財政

業資本によって担われる生産過程の特徴が明

破たん等の形を取って顕現することも明らか

らかにされなくてはならない。独占的産業資

になっている。至る所で経済格差、所得格差

本は、一般に、設備の稼働率は下がり遊休固

の拡大も進行している。経済理論には、こう

定設備を抱えることになる。独占的大資本が

した現実に展開される資本主義経済の真相を

支配的な段階になると、諸資本の競争は価格

理論的に解明することが強く求められている

引き下げ競争からシェア拡大の場面に移行す

のである。

るため、いつ需要の拡大があっても対処しう
るようにしておかなければならない。その設

（おおいし

備を維持し、耐用年数が来たところで更新し

ゆうじ

駒澤大学名誉教授・政

治経済研究所評議員）

うるためには、更新費用を減価償却基金とし
て留保しておく必要がある。ところが、遊休
設備は商品の生産に充用されないため、その
価値を生産物に移転しその販売によって回収
するということができない。豊富な超過利潤
-4-

■連載特集

現代の貧困（３）■

アベノミクスが用意する
一億総貧困への道
竹 信 三 恵 子
５ページ～１８ページ
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■評論■

アベノミクス約３年間の評価
─ 「第１の矢」（大胆な金融政策）を中心として ─

齊 藤 壽 彦

《要旨》 本評論では、第 2 次安倍内閣が実施したアベノミクスについて、開始後約 3 年間のその政策の評
価を行った。それは 3 つの方策から成り立っており、それを包括的に論じた。特に、その第 1 の矢
とされる大胆な金融政策、とりわけ「量的・質的金融緩和」について、総合的に詳しく論評した。
それは効果が限定されており、目的を達成できなかったということを、事実に則して明らかにした。
目 次
はじめに
第1章 アベノミクスの内容
第1節 大胆な金融政策
第2節 機動的な財政政策
第3節 民間投資を喚起する成長戦略
第2章 アベノミクスのメリット論とデメリット
論
第1節 アベノミクスのメリット論
第2節 アベノミクスの限界論、デメリット論
第3章 アベノミクスの実態とその評価
第1節 「量的・質的金融緩和」の実態とその
評価
1 金融政策の波及メカニズム
2 金利の低下
3 為替相場の低落
4 株式価格の上昇
5 物価の上昇
6 賃金の上昇
7 銀行貸出、国内設備投資の増大
8 財政信認・国債信用、日銀券信認低下の
おそれ
第2節 機動的な財政政策の実態とその評価
第3節 民間投資を喚起する成長戦略の実態と
その評価
むすび

はじめに

第 2 次安倍内閣のアベノミクスという経済
政策は、デフレ脱却と成長率の引き上げとい
う目的を達成するための手段を示すものであ
り、①日本銀行が金融緩和政策をこれまでに
なかったほど大胆に推し進めること、②政府
が公共事業のための財政歳出を行って経済を
浮揚させるという機動的な財政政策を実施す
ること、③民間の投資を増加させるために政
府が経済規制の緩和や新産業の育成などを図
るという成長戦略を推進すること、これらの
3 つの方策からできている。第 2 次安倍内閣
は、この 3 本柱を「 3 本の矢」と呼んだ ( 1 ) 。
大胆な金融政策と機動的な財政政策とで時
間を稼いでおいて、その間に民間投資を喚起
する成長戦略で日本の成長力を底上げしよう
とする政策であった。アベノミクスにおいて
は特に超金融緩和政策が重視された。成長戦
略は短期的な景気刺激効果を狙ったものでは
なく、法人税率の引下げ、雇用・農業・医療
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における規制緩和、経済特区の設置、環太平
洋パートナーシップ協定（TPP）の推進など
の構造改革を内容とするもので、それには強

第１章

アベノミクスの内容

い反対が存在し、その実施は容易ではなかっ
た。その一部は実行に移されたが、その効果

第１節

はすぐに発揮されるものではなかった。

大胆な金融政策

2015年 9 月24日には安倍首相は「新・三本
の矢」を提唱するに至った。これはすべての
人が活躍できる「 1 億総活躍社会」を目指し

アベノミクスは、「第 1 の矢」として大胆な

て、(1) 希望を生み出す強い経済（2014年度

金融緩和政策を行うものであり、2013年 4 月

に490兆円であった名目GDPを 2 割程度引き

以降は「量的・質的金融緩和」として、異次

上げ、2020年に600兆円にする）、(2) 夢をつ

元的金融緩和が行われることとなった。

むぐ子育て支援（現在1.4人程度の出生率を

2013年 1 月22日の政府（内閣府および財務

1.8人にまで引き上げる）、(3) 安心につなが

省）および日本銀行の政策連携に関する共同

る社会保障（介護離職をゼロにする）を実現

声明（「デフレ脱却と持続的な経済成長の実現

(2)

しようとするものである

。

のための政府・日本 銀行の政 策連携につ い

アベノミクスをめぐっては、政治家や専門

て」）において、日本銀行は、物価安定の目標

家などの間で大論争が行われてきた。この政

（インフレ目標）を消費者物価対前年比 2 ％

策について私はかつて「アベノミクス 1 年」

上昇とするとともに、金融緩和政策を推進し

という評論を執筆したことがある（齊藤壽彦

て、早期にこの実現を目指すこととした。

[2014a]）。アベノミクス導入後、すでに 2 年

日本銀行は、2013年 4 月 4 日にデフレ脱却

半以上を経過し、改めてその考察を行う必要

のために「量的・質的金融緩和」の導入を決

が生じている。時間の経過に伴い、それに対

定した。これは、第 1 に、強く明確なコミッ

する評価もある程度可能になってきている。

トメントを行おうとするものであった。すな

新 3 本の矢の提唱はそれまでの 3 本の矢の政

わち、 2 年以内に対前年比 2 ％の「物価安定

策評価を必要としている。

の目標」（物価上昇）をできるだけ早期に実現

このアベノミクス政策の実施状況はどのよ

することとされた。

うなものであったのか。またその実際の効果

第 2 に、資金量などを増大させることを操

はあったのか、なかったのか。実際に副作用

作目標として、量・質ともに次元の違う金融

は発生しなかったのか。こうしたことを本評

緩和を実施することとした（異次元の金融緩

論で考察したい。

和）。まず第 1 に、マネタリーベース・コント

アベノミクスの内容はきわめて広範に及び、

ロールを採用することとし、金融市場調節の

その理解は容易ではない。そこで本評論では、

操作目標を、無担保コールレート・オーバー

まず、アベノミクスを包括的に把握する。そ

ナイト物からマネタリーベースに変更するこ

のうえで、大胆な金融政策と呼ばれる超金融

ととした。マネタリーベースは現金通貨（日

緩和政策を中心に論じ、これを総合的に論述

本銀行券＋硬貨）および民間銀行保有日本銀

する。本評論では、実施された「量的・質的

行当座預金からなるもので、ハイパワードマ

金融緩和」政策の評価、特にその問題点につ

ネーとも呼ばれるが、これを増加する。これ

いて詳論することとする。詳細な論拠の記載

を年間約60～70兆円のペースで増加し、 2 年

は割愛する。

間で 2 倍にする。第 2 に、長期国債保有残高
を年間約50兆円のペースで増加し、 2 年間で
- 20 -

2 倍以上に拡大する。また、長期国債保有の

ースを「60兆～70兆円」から「80兆円」に、

長期化を図り、買い入れの平均残存期間を従

②長期国債の保有残高の年間増加額を「80兆

来の 3 年以下から 7 年程度に延長する（日本

円」に（30兆円の増額）、③長期国債の平均残

銀行が保有する長期国債の残高が銀行券発行

存期間を「 7 ～10年」に（ 3 年延長）、ETF

残高を上まわらないようにするという、2001

（ 株式 指 数連 動 型 上場 投 資 信 託）、 J-REIT

年 3 月の金融政策決定会合で決定された「銀

（不動産投資信託）の買入ペースを 3 倍にす

行券ルール」は停止された）。日本銀行が第 3

るというものである( 4 ) 。

に、ETF（株式指数連動型上場投資信託）お
よびJ-REIT（不動産投資信託）の保有残高を

第２節

機動的な財政政策

増加させる。
金利を操作対象としないこの政策は、米連
邦制度理事会（FRB）が実施してきたいわゆ

アベノミクスの「第 2 の矢」は「機動的な

る「量的緩和政策」（QE）とは異なるもので

財政政策」（財政スペンディング政策、積極的

「量的緩和政策（Quantitative Easing ）」を

な財政支出）であった。これはデフレ脱却を

実施しているが、これは正式には「大規模資

産 購 入 政 策 （ Large

どを通じて有効需要を創出しようとするもの

chases）」と言われている。これは、長期国

である。また、持続的成長に貢献する分野に

債などの大規模資産購入に伴う長期金利の引

ある。

ある。アメリカでは2009年以降、 3 次に及ぶ

Scale Asset

Pur-

よりスムーズに実現するために、公共投資な

重点をおき、成長戦略へ橋渡しするものでも

第 2 次安倍内閣は、2012年12月に発足し、

き下げによって、設備投資及び個人消費の活
性化を目的とするものであった。この政策は、

2013年 1 月11日に「日本経済再生に向けた緊

短期金利ではなく長期金利のコントロールを

急経済対策」を閣議決定した。景気対策の目

図ろうとするものであるという意味では中央

玉は、公共事業支出の拡大であった。安倍内

銀行の伝統的政策とは異なるが、金利調整を

閣は、不況対策として、2012年度補正予算で

目標とするという意味においては伝統的政策

4.7兆円、2013年度当初予算で5.3兆円、合計

の枠内にとどまる政策である。これはインフ

10兆円にのぼる大規模な公共事業費を計上し
た。14年度は 5 兆9685億円とした( 5 ) 。

(3)

レ期待を求めるものではなかった 。
第 3 に、わかりやすい金融政策を目指すこ

安倍 首相の唱える「第 二 の 矢」の 中心は

ととした。日本銀行は2010年10月に「資産買

「国土強靭化政策」と呼ばれるものである。

入等の基金」によるオペレーションを開始し、

将来日本を襲うかと思われる「南海トラフ地

定例の国債買入オペレーション以外にこれに

震」と「首都直下型地震」に対処して、これ

基づく国債買オペレーションを行ってきたが、

に耐える強靭な国土をつくろうというもので

「資産買入等の基金」が廃止され、長期国債

ある。
2014年12月27日に政府は総額3.5兆円の緊急

の買入方式が一本化された。
第 4 に、物価安定目標実現まで金融緩和を

経済対策を取りまとめた。これは2014年 4 月
の消費税引き上げ以降の消費の弱さ、円安を

継続することとした。
マネタリーベースと日本銀行の長期国債保

背景とした原燃料コスト増による中小企業の
疲弊、地方経済の回復の遅れ等に対処するた

有は2013～2014年に急増している。
日本銀行は、2014年10月31日に、「量的・質

めに行われた。その内訳は、生活者・事業者

的金融緩和」の拡大策の導入を決定した。そ

支援1.2兆円、地方の活性化0.6兆円、災害復

の内容は、①マネタリーベースの年間増加ペ

旧・復興加速化1.7兆円となっていた( 6 ) 。この
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緊急経済対策を盛り込んだ2014年度の補正予

医療・農業における「岩盤規制の改革」など、

算が2015年 2 月 3 日に成立した。政府は今回

より踏み込んだ戦略が立案された。

の経済対策で、国内総生産を実質0.7％程度押

安倍内閣は2015年 6 月30日には「『日本再興

(7)

し上げられるとみていた

戦略』改訂2015―未来への投資・生産性革

。

命 ―」を閣議決定した(11)。これは、未来投
資による生産性革命とローカルアベノミクス

第３節 民間投資を喚起する成長戦略
を推進しようとするものである。「改訂2014」
は(1)「稼ぐ力」を高める企業行動を引き出す、
アベノミクスの「第 3 の矢」である成長戦

(2)新時代への挑戦を加速する、(3)個人の潜

略に当たる「日本再興戦略」は2013年 6 月14

在力の徹底的な磨上げをはかるというもので

(8)

日に閣議決定された

。これは「成長への道

あった。「改訂2015」は(1)中堅・中小・小規

筋」として、「民間の力を最大限引き出す」、

模事業者の「稼ぐ力」の徹底強化、サービス

「全員参加・世界で勝てる人材を育てる」、

産業の活性化・生産性の向上、(3)農林水産業、

「新たなフロンティアを作り出す」、成長の果

医療・介護、観光産業の基幹産業化を図ろう

実を国民の暮らしに反映させる、ということ

とするものであった。

を掲げている。そのうえで、① 産業再興プラ
ン（民間投資を喚起するとともに、人材の育
成やイノベーションを創造する力を強化して
労働生産性を高め、民間の潜在活力を最大限

第２章

に発揮させる市場機能を高め、産業基盤を強

アベノミクスのメリット論
とデメリット論

化する）、② 戦略市場創造プラン（規制改革
をすすめるとともに、ビジネス展開を支える

第１節

アベノミクスのメリット論

インフラを整備することで、社会課題をバネ
に新たな成長分野を開拓する）、③ 国際展開

１

大胆な金融政策の効果

戦略（我が国の強みを活かして拡大する国際
市場を獲得し、世界のヒト・モノ・カネを日

アベノミクスのメリット論とデメリット論

本に惹きつけることにより、世界の経済成長

については齊藤壽彦[2014a]において論じて

を取り 込んでいく）と いう 3 つ のアクショ

いるが、本稿においても略述しておこう。

ン・プランを優先的に取り組むべき施策とし
て打ち出している。

大胆な金融緩和政策は、物価上昇を通じて
実質金利を低下させて、設備投資を刺激して

安倍内閣は2014年 6 月24日には「経済財政

景気を上昇させることが期待されていた (12)。

運営の基本方針2014～デフレから好循環拡大

金融緩和は円安や株高をもたらして景気を

へ」（骨太方針）( 9 ) と「『日本再興戦略』改訂

浮揚させる効果がある、ということも指摘さ

2014 ―未来への挑戦 ―」(10) を閣議決定し

れている(13)。

た。
２

機動的な財政政策の効果

前者は経済財政政策の総合的・体系的な方
針を示している。後者は成長戦略について上

公共投資などの政府歳出は有効需要を増大

述の「骨太の方針を補完するものである。こ

させて生産を増大させる機能を有する。道路

れは 1 年前（2013年 6 月14日）に政府がまと

建設等の公共事業に 対する財 政支出は、 土

めた「日本再興戦略」の改定版で、法人税減

木・建設業界や鉄・セメント等の素材産業に

税の新提案や、残された課題であった雇用・

対する有効需要を増大させて、内需拡大に一
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定の役割を果たす。

要である。金融緩和政策が内需の拡大を直ち

藤井聡氏（京都大学教授・内閣官房参与）

にもたらすわけではない。

は、2013年における「実体経済」の景気回復

また、賃金水準が低迷しているときに物価

（名目GDPは＋0.9％、4.6兆円増加）の 9 割

が上昇すれば、人々の生活がかえって苦しく

以上は「第二の矢」である財政政策によって

なる。

もたらされたのであり、「財政政策がデフレ脱
却効果を強く持つ」と述べている(14)。

(2) 1990年末以降のデフレの主要原因は通貨
膨張抑制ではなく賃金の低下による消費

３

民間投資を喚起する成長戦略の効果
減退である
安倍内閣は、短期的な金融財政上の資金散

アベノミクスは素朴な貨幣数量説の見地に

布に止まらず、経済構造改革などの長期的な

立ちつつ、デフレ（物価の持続的な下落）は

政策によって日本産業を再興させ、新たな成

貨幣的現象であるという想定に立っている。

長分野を切り開き、日本経済の国際的な展開

だがデフレは貨幣的現象ではない(16)。

をも図ろうとした。安倍首相は2014年12月27

1990年以降、1997年にかけて名目国内総生

日に日本経済再生本部で、このための改革を

産（GDP）は増大していた。日本経済が長期

断行することを明言した(15)。

停滞に陥ったのは1998年以降のことである。

アベノミクスはこのような 3 つの政策のも

1990年代、ことに1990年代末に企業がリス

たらす経済的な効果を通じて、1990年代末か

トラを進め、賃金コストを切り下げた。内閣

ら続いてきた日本のデフレ状態からの脱却を

府の「国民経済計算」によれば、雇用者報酬

はかり、日本経済を再興させようとするもの

（国内で雇われているすべての人が、 1 年間

であった。

に受け取った給料、賞与、手当等の総額）が、
1998年以降、減少傾向をたどっている。1990

第２節

年代末以降デフレが本格化した。その後、企

アベノミクスの限界論、
デメリット論

業の内部留保が増大する一方で、賃金コスト
の減少を受けて、国内の民間需要、消費が落

このようなアベノミクスに対しては以下の
ような批判があった。

ち込んだ（家計の消費支出、住宅建設が国内
民間需要の約80％を占める）。その結果として、
国内総生産も、1998年から減少し始めた。国

１

大胆な金融政の限界論、デメリット論
内民間需要は、日本経済に対する総需要（国

(1) ベースマネー（日銀当座預金＋現金）の

内民間需要と政府需要、および輸出を合計し

増加が物価上昇や景気と結びつかない

たもの）のおよそ65％を占める。その減少が

日本銀行が国債を金融機関から買うなどし

生産を減少させたのである(17)。

て民間銀行の日本銀行当座預金残高を増加さ
せたとしても、ベースマネーの増加が物価上

(3) 金利低下が金融機関の収益に及ぼす悪影

昇とかならずしも結びつかない。

響

このことは1980年代以降の統計的事実から

金融の異次元的緩和が金利低下を助長し、

明らかである。日本銀行の国債買入代金が日

貸出金利の低下が金融機関の収益を減退させ

本銀行に当座預金として滞留する（0.1％の利

て、金融機関、ことに国内業務に依存する地

子付）。日銀当座預金は2015年 3 月には200兆

域金融機関の経営の困難をもたらす。

円を超えた。
2 ％の物価上昇のためには実需の回復が必
- 23 -

(4) 財政信認・国債信用、日銀券信認の低下
財政信認・国債信用の低下の恐れ

(5) 円安、株高についての問題

現在の国と地方の財政状態はきわめて厳し
い。国と地方の債務残高は1000兆円を超過し、

通貨膨張が直ちに円安をもたらすとは限ら
ない。

国内総生産（GDP）の 2 倍を上回る。財政の

これが円安をもたらすとしても、グローバ

維持可能性のためには政府債務の対GDP比率

ル化が進んでいる日本経済にとって、それが

を引き下げることが必要である。

輸出を増大させる効果は限られている。

日本銀行が無原則に国債を買い入れていけ

円安が生じるとすれば、原材料やエネルギ

ば、国債膨張に歯止めがかからなくなり、財

ー資源の輸入価格を上昇させて、これらの輸

政が破綻する。日銀の無制限的国債買入れは

入に依存している企業、特に内需に依存して

「金融 政策」ではなく て「財政 ファイナン

いる中小企業の収益を圧迫する。また、輸入

ス」とみなされて日本財政に対する信認が低

品やエネルギーの価格を上昇させて、これに

(18)

下して国債が暴落するおそれがある

。

依存している国民生活に打撃を与える。

また、将来、インフレーションが生じたと

資産としての株式の価格が将来へのインフ

きに、大量の国債を買い入れた日銀が通貨価

レ期待や経済成長期待によって上昇したとし

値を維持しようとして国債買入れを抑制しよ

ても、それが実体経済の好転をもたらすとは

うとすれば、国債が暴落する。

限らない。成長戦略、産業構造転換が掛け声

もしも国債が暴落すれば、金融市場の金利

倒れに終われば、株価は低落する。

が急上昇し、借り入れを行っている民間企業
２

公共事業等への財政歳出の効果に疑問

に打撃が生じる。また、国債に依存している
国家の利子負担が増大し、財政悪化がさらに

財政歳出の景気刺激効果を認められるが、

進行するおそれもある。さらに、大量の国債

この効果は一時的である。友寄英隆氏は、公

を保有している銀行にも大損失が生じる。

共事業を中心とするスペンディング政策は、

GDPの一時的な増加のための「カンフル剤」
的な効果をもたらすと論じている(21)。

日銀券信認の低下の恐れ
日本銀行が大量の国債を保有するようにな

ケインズは投資には乗数効果があると論じ

った結果、それを売却できなくなり、日本銀

たが、今日の公共投資には、この波及効果は

行が金融緩和政策からの出口戦略をとれなく

限定的であって、景気回復効果は大きくない。

なる。インフレが生じたときに中央銀行がそ

賃金上昇により公共事業者の経営に困難が生

れを抑制できなくなり、中央銀行としての役

じている。

割を果たせなくなる。これは中央銀行として

公共事業への財政歳出については、予算上

の役割の喪失、中央銀行の事実上の破綻であ

の制約がある。またこれが財政の健全化に逆

る(19)。

行する(22)。

主要国が中央銀行による財政ファイナンス
３

成長戦略に関する問題点

に慎重なのは、それが覚醒剤のように一時的
高揚をもたらし、そのことが、そこからうま

成長戦略に関しては、規制緩和をして従来

く脱出するのをきわめて困難にするからに他

新規参入ができない部門への企業進出を認め

ならない。異次元の金融緩和から脱却すると

ることは、すでに権益を持っているものの抵

いう出口政策を考えないで大胆な金融緩和に

抗を受けることとなり、容易に実現できるも

ふみきることは危険である(20)。

のとはいえない。雇用制度改革などを伴う規
制緩和が国民生活の向上に繋がるものかどう
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かについての検討も必要であり、それは正社

った。

員の解雇自由を求めているのではないか。企

だがこのような心理的効果はいつまでも続

業減税は、大衆課税としての消費税を引き上

くというものではなかった。2014年10月末に

げる一方で、もうかっている大企業を支援す

は「追加的金融緩和」が実施された。これは、

るものではないか。TPPには農林水産業や食

日銀による大幅な国債買入れを伴っていた。

の安全、医療などが危機にさらされるという

にもかかわらず、その効果は、眼に見える形

問題があるのではないか。

としては、金融市場の限定的な領域ないし期
間にのみ現れたにすぎなかった(24)。

このように、アベノミクスには効果が乏し

第 2 の波及メカニズム に 関 しては 、当初

いばかりか副作用がある、ということが指摘

（2013年 5 ～ 6 月）、長期金利上昇という事態

されているのである。

も生じたが、基本的には長期金利が顕著に低
下するという効果が実現した。だが、この長
期金利の低下は、設備や住宅投資の顕著な増

第３章

加には繋がらなかった(25)。

アベノミクスの実態と
その評価

第 3 の波及メカニズムである金利低下によ
るポートフォリオ・リバランス効果に関して
は、量的・質的金融緩和実施後に株価上昇が

第１節

「量的・質的金融緩和」の
実態とその評価

みられ、また、対外証券投資が2013年後半や
2014年 5 月以降に増加している。だが貸出の

１

金融政策の波及メカニズム

増加傾向はあまり見られない。
２

金利の低下

アベノミクスをどのように評価すればよい
のであろうか。これをアベノミクスが登場し
てから 3 年弱の実態に即して評価してみよう。
2013年 4 月に導入した大胆な金融緩和政策、

この金融緩和の影響を、金利、為替相場、
株価、物価、賃金、銀行貸出、設備投資に立
ち入って検討してみよう

すなわち「量的・質的緩和」政策はデフレ脱

異次元的金融緩和政策は、金利の低下によ

却、 2 年以内における対前年比 2 ％の物価上

る設備投資の増大を期待していた。大規模な

昇という政策目標を掲げていた。その目標を

長期国債の日銀買入れは、資金の貸手である

達成するための日本銀行が想定していた政策

金融機関の貸出意欲と能力（信用のアベィラ

効果の波及メカニズムには、第 1 に、政策思

ビリティ、借手から みれば資 金調達の容 易

想の大転換による、経済主体のマインドに対

さ）を高める効果があり、確かに長期金利の

するサプライズ効果、第 2 に、大量の国債買

低下には一定の効果があった。

入れによる長期金利の抑制、第 3 に、金利低

ゴールドマン・サックス証券チーフエコノ

下によるポートフォリオ・リバランス効果と

ミストの馬場直彦氏は、異次元緩和後、 5 、

(23)

いう 3 つの経路があった

。

10、20年金利が、それぞれ最大55ベーシス・

当初は、経済主体の「期待」を膨らませる

ポイント、60ベーシス・ポイント、40ベーシ

という第 1 の心理的効果が実現した。これが

ス・ポイント程度、日銀の大量国債購入によ

各種の相場にかなりの効果を及ぼした。家計

り人工的に引き下げられた可能性があると推

部門の 消費者態度、景 況感が好 転した。当

計している。日銀が物価目標を達成して、異

初は慎重であった企業のマインド、業況判断

次元緩和を停止すると、 5 、10、20年金利は、

も、企業収益の増加に遅れつつも好転してい

それぞれ1.1％、1.5％、2.0％まで上昇する可

- 25 -

能性があると試算している (26)。日本銀行企画

採用のために、円の価値がドルに対して相対

局は「量的・質的金融緩和」の 2 年間の効果

的に低下するという期待（予想）の発生と、

を計測して、 1 ポイント弱実質金利を押し下

日本の通貨当局の円安容認の「口先介入」、第

(27)

げたことを明らかにしている

。

3 に、金融緩和政策による日本の金利低下と

金利の低下は借入を行っている企業や国債

米国連邦準備制度理事会の「量的緩和」政策

発行を行う国家にとっては金利負担の軽減を

からの離脱方針とアメリカの金利引上げ予想

もたらすものであったといえる。

による対外投資のためのドル需要の増大（日

だが金利の低下は設備投資の助長をただち
にもたらすものではなかった。

米の金利格差の広がり予想からドル高に振れ
やすい）、第 4 に、投機マネーの円売り（安倍

た。すなわち、東京商工リサーチが発表した

理運用独立行政法人(G P I F)の運用改革に積

2014年 3 月期決算によれば、銀行114行のうち

極的であり、公的年金マネーによる外債投資

6 割にあたる74行で「総資金利ざや」が前年

が加速するという思惑が浮かぶと円が売られ

また低金利下で金融機関の収益が圧迫され

同期より縮小し、 8 行が逆ざやとなった。ま

内閣は日本国債中心に投資する年金積立金管

(30)
る）
。

た主要な100信用金庫のうち過半数の52信金で

円安とアベノミクスとの関係でいえば、日

「総資金利ざや」が前年同期より縮小してい

本国内の低利資金が国内銀行の在日外国金融

る。

機関への貸出増加をもたらし、これが外国投
資家の日本株式への投資を支え、これによっ

３

為替相場の低落
て得たキャピタルゲインがアメリカに送金さ
アベノミクスは、円安を惹起して輸出を奨

れ、この所得移転が円安の一因となった事実

励して景気を回復させることを公言していな

が注目される(31)。金利がゼロ近い円を借りて

い。これは諸外国からの批判を招くことをお

より高利回りのドル建などの資産に投資する

(28)

それたからであろう

。

円キャリー取引がリーマンショック以来の活

大胆な金融緩和政策は、短期的には、円の

況を呈した (32)。キャリートレード（円借り取

価値下落への期待（予想）を強め、円の為替

引）が円安の一因であると考えられる。

相場の低落を促した。2013～2014年に円の為
替相場は大幅に低落している。

もっとも、円安はアベノミクスのみによる
ものであるとは必ずしも言えない。これはア

リーマンショック後の円高基調から一転し

ベノミクスが採用される前から始まっていた

て、2012年の秋（第 2 次安倍内閣が発足する

貿易収支の赤字、国際収支の悪化によるとこ

少し前）から始まる円安トレンドは、2014年

ろが大きいと思われる。日本の経常収支は貿

に入ると加速し、同年10月には 1 ドル=110円

易収支の黒字を反映して1990年代以降大幅な

(29)

台まで下落した

。

黒字を達成していた。だが財務省が2015年 1

為替相場は国際収支などの国際的支払差額

月26日に発表した2014年の貿易統計（速報）

によって規定される外国為替に対する需給関

によると、東日本大震災以降、 4 年続けて輸

係や両国通貨の相対的価値変動や金利や為替

入額が輸出額を上回る「貿易赤字」となり、

投機など様々な要因によって変化する。

赤字額は12兆7813億円と過去最大を更新した。

円安の原因は以下のようなものである。

東日本大震災以降、原子力発電の行詰まりか

第 1 に、日本経済の変化による貿易収支赤

ら燃料（原油や液化天然ガス）の輸入が増え、

字化とその拡大、経常収支黒字幅の縮小によ

経常収支が悪化し、2013年後半には赤字に転

る、輸入代金支払いなどのためのドル買需要

換していた。その後2014年に入り、経常収支

の増加。第 2 に、量的・質的金融緩和政策の

が黒字を回復し、夏以降の原油安で輸入の伸
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びは鈍ったが、円安による輸入価格の押上げ

カーが輸出を増やす動きもでてきた。海外に

が貿易赤字を膨らませ、経常収支の黒字幅は

進出した企業の一部に国内生産を増やす動き

614億円にとどまった(33)。これによる経常収支

もみられる。だが各メーカーが積極的に輸出

の悪化がさらに円安を促進したと考えられる。

を増やそうとしているとはいいがたい(38)。

外国為替市場では輸入企業が代金を支払うた

このようにアベノミクス採用期に円安が進

めに、2014年 4 月から 8 月中旬にかけて以降

行したわけであるが、それには輸出奨励効果

膠着していた円相場に変化が生じ、円売り・

がほとんどなく、また輸入原材料に依存する

外貨買いが勢いを増すようになった (34)。国際

中小企業には打撃を与えたのであり、それは

的資金移動は為替相場に影響を及ぼすが、公

日本経済の活性化には繋がらなかったのであ

的性格を有するゆうちょ銀行・かんぽの外債

った。

への資金運用も、円売りドル買による円安を
助長したと考えられる(35)。

円安には輸入品の価格上昇に伴う消費者物
価上昇による家計の実質購買力低下という副

円安はトヨタなどの外貨を稼ぐ大手輸出関

作用もあった。

連企業に大幅な利益をもたらした。直接的に

2015年 3 月頃には円の先安観が薄れてきた。

は円安は大企業製造業にのみに恩恵をもたら

アメリカの早期利上げ観測が後退し、また中

した。

東情勢への懸念などから、安全資産としての

円安が急速に進んでも、輸出数量はあまり

円が買われやすくなってきたためである (39)。

増えていない。大幅な円安が生じたにも関わ

もっとも、今後連邦制度理事会が利上げを決

らず、輸出には目立った好転がみられなかっ

定することが予想されており、これが実行さ

た。

れれば、これを反映して円相場が低落、ある

この原因の第 1 は、生産拠点の海外シフト

いは低水準を維持するかもしれない。

の進行である。日本の企業、特に大企業は、
４

株式価格の上昇

円高のもとで生産拠点を世界に分散して多国
籍企業化を推進していた。海外で生産して、

アベノミクスは、直接的には株価上昇を目

海外で販売すれば、円相場の変動は日本の輸

的とすることを表明していない。株価操作と

出企業の国内生産に影響を及ぼさない。

受け取られるおそれがあるからであろう。

第 2 に、世界で高い競争力を持つ日本企業

だが株価回復が景気回復の予兆となり、政

は、価格を維持して（値下げをしないで）円

府の支持率を引き上げる効果も期待できるか

安による収益増大効果を享受するという戦略

ら、政府がそれによって株価を引き上げるこ

をとるようになったためである。

とを期待していたことは確かである。

第 3 に、重用な輸出品である電気機械のう

アベノミクスは、短期的には、将来の株式

ち、民生用品にはグローバルな消費者の嗜好

価格上昇の期待（予想）を強めた。2013年に

の変化やイノベーションへの対応の面で、か

は株価が上昇しているが、その予想が株価上

つてのような国際競争力を失った品目が増加

昇に寄与したと考えられる。2012年には 1 万

(36)

していた

円台であった日経平均株価は2014年に 1 万

。

円安は、輸入に関係した業者には打撃を与

7000円台にまで上昇している。2015年 4 月に

(37)

えている

。円安による輸入原材料価格の上

は 2 万円前後となった。

昇のために中小企業の経営が苦しくなり、こ

株式価格の上昇は主として海外投資家の日

れを販売価格に転嫁することが難しく、一部

本株への投資によって支えられたものである。

には円安倒産もみられるようになった。

しかもそれは 3 本の矢に対する期待に支えら

円安が定着してきたこともあり、国内メー

れたものである(40)。
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巨額の公的年金資金を有する年金積立金管
５

物価の上昇

理運用独立行政法人（GPIF）が2014年10月
に資産構成割合を見直し、比較的安全とされ

2009年以降下落が続いていた物価は2013年

る国債などの国内債券の比率を減少させて株

に入って下げ止まり、2013年後半に上昇基調

式に対する資金運用を増加させることとなっ

にはいった。この背景には、2012年秋以降の

たこともが株価引き上げを助長した。かんぽ

為替の円安方向の動きと2014年 4 月の消費税

生命の株式保有の増加、日本銀行の上場投資

引上げの影響があった。予想物価上昇率の上

信託（ETF）買入れも株価上昇を支えた(41)。

昇や経済全般の需給の改善も物価の緩やかな

株価の上昇が資産を増大させ、株式を保有

上昇に寄与した (42)。とはいえ、このことは物

する投資家の個人消費を増大させた。これが

価安定目標の達成を意味しない。

アベノミクスへの期待感や消費税引上げを控

そもそも物価の引上げは日本銀行の金融政

えての駆け込み需要とともに2013年度におけ

策の みに よっ て達成できる もので は な い。

る個人消費を増大させ、景気の回復に一定の

2014年夏からの原油価格急落は物価上昇を抑

役割を果たしたといえる。贅沢品が売れるよ

えることとなった。2015年夏ごろからは新興

うになったのは金融資産額の増大を反映した

国経済の減速、中国経済のリスクが日本経済

ためであろう。

のリスクとして認識されるようになり、賃金

とはいえ、2014年度には消費税引上げ後の

上昇機運は盛り上がりを欠き、デフレ脱却機

反動減に加えて実質所得の伸び率のマイナス

運が低下した。かくして黒田総裁は、2015年

幅が前年と比べて拡大したこともあり、個人

1 月にはその達成時期が後ずれすることを容

消費は落ち込み、景気の後退局面がみられた。

認する姿勢を見せた。

株式価格の上昇がみられたのは事実であるが、

同行の黒田総裁は就任 2 年で、「デフレ心理

これが実体経済の本格的回復と結びついてい

は明らかに変化している」と強調した(43)。だ

たとはいえないのである。

が日本銀行は2015年 4 月30日の金融政策決定

今後も株式価格が上昇傾向を続けるとは断

会合で、物価目標の達成時期を「2016年度前

定できない。成長戦略がうまくいくとすれば

半」に遅らせた。日銀が2015年10月の企業物

株価上昇が定着するかもしれない。だが、成

価指数は（2010年平均=100）は101.5となり、

長戦略がうまくいかないと海外投資家が判断

前年同月比3.8％下落した。マイナスは 7 か月

すれば、海外投資家が日本株の売却を進め、

連続であった。異次元緩和を導入してから 2

株価は反転する可能性があるのである。海外

年半を過ぎた2015年10月30日の金融政策決定

勢は2015年度に入り、売りに転じた（『日本経

会合で、目標である消費者物価 2 ％上昇の達

済新聞』2015年11月26日付）。実際に2015年 8

成時期を「2016年度後半ごろ」に先送りした。

～ 9 月に株価は低落している。

翌31日に日本銀行は、「展望リポート」（年 2

株価上昇が一部の証券所有者、資産家に利

回公表）で経済・物 価見通し を下方修正 し

益をもたらしたとしても、それが実体経済の

た (44)。かくして 2 年以内に対前年比 2 ％物価

改善を反映したものとはいえないし、それが

を引き上げるという黒田総裁の約束は果たさ

景気回復に大きな効果をもたらしたともいえ

れなくなったのである。第 1 の矢の意図と現

ない。株価上昇はアベノミクスの効果として

実は乖離していたということができるのであ

経済成長に寄与したものとして大きく評価す

る。
『日本経済新聞』(夕刊)2015年11月27日付

ることはできないのである。

で中川洋氏は、物価上昇率は前年比 0 ％近辺
で推移しているのであるから、「異次元緩和は
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各種の事情によって所期の効果を発揮してい

請企業の賃金引き下げにシワ寄せされるおそ

ない」と本当のことを語ってこそ中央銀行へ

れもある。賃金の上昇は現れていない。賃金

の信認が保たれると述べられている。

決定に政府が関与できる余地は少ない。
日本企業が国際競争にさらされていること、

６

賃金の上昇
海外現地生産が増大していること、赤字企業
広範な業種や大企業で収益が顕著に回復し、

が数多く存在していること、いったん賃金を

また不動産業界などで労働力不足が生じた。

引き上げるとそれを後で引き下げるのが困難

にも関わらず、名目賃金の増加が限定的にと

であるということを企業は危惧するというこ

(45)

どまった

。

となどを考慮すると、生産性の向上と消費需

企業収益が増加して大手企業を中心として

要の増大の定着、労働者の不足という事態が

企業の内部留保が2014年度に354兆円に上って

生じなければ、企業は容易に賃金を引き上げ

いる（『朝日新聞』2015年11月28日付）。これ

ようとはしないように思われる。

を賃金引き上げに充当したならば、内需が拡

実質賃金上昇は2015年11月に至っても前年
度比ゼロ近辺にとどまっていた(46)。

大して景気回復を促進することとなろう。
だが、名目賃金はひとたび引き上げると、

７

銀行貸出、国内設備投資の増大

それを引き下げるのが困難である。将来、消
費の増大あるいは生産性の向上などにより利

アベノミクス下で銀行貸出増大の動きがみ

潤増大の状態が継続する見通しが立たなけれ

られる。銀行は中堅・中小企業への融資を拡

ば、企業が名目賃金を引き上げるのは困難で

大した(47)。だがそれは顕著なものではなかっ

あった。

た。

名目賃金は上昇したが、その引上幅は抑制

金融機関に積極的なリスクテイクを促すポ

されていた。一方で、円安や消費税引上げの

ートフォリオ・リバランス効果は、アベノミ

影響も含めて、物価が上昇した。その結果、

クス採用 1 年間ばかりを見る限り、ほとんど

実質賃金は逆に低下した。2013～2014年度は

目立った効果は現れていなかった。日銀のマ

まさにそうであった。それは国民生活を圧迫

ネタリーベースは大幅に増加したのに、これ

するものであった。

が日本銀行に滞留したままとなっていた。こ

賃金の引き上げ、国民の所得の増大がデフ
レ対策として有効である。これは内需の増大

れが市中に成長資金として容易に流出しなか
った。

に寄与する。デフレの主因が賃金の抑制であ

アベノミクス下で設備投資に増大の動きが

り、その帰結が内部留保の増大であるから、

まったくみられなかったわけではない。だが

デフレ脱却のためには内部留保を賃金引上げ

設備投資の増大は顕著なものではなかった。

に充当することが必要である。アベノミクス

内閣府が2015年11月16日に発表した 7 ～ 9 月

が投資の増大と賃金の本格的上昇をもたらし

期の国内総生産（GDP）速報値は実質で前期

たとき、それは成功したといえる。安倍首相

比0.2％減、年率換算で0.8％減となった。 4

も賃金引上げを企業に求めるようになってい

～ 6 月期に続くマイナス成長となった。アベ

る。

ノミクスに景気回復効果がまったくなかった

しかし、企業の内部留保を賃金の引き上げ

わけではない。だがアベノミクスによる本格

に還元しようとする動きはまだ乏しい。一部

的な国内設備投資の上昇効果は現れてこなか

の企業にはベース・アップ以外（一時金）の

ったといえるのである。

給与の引き上げの動きがある。ごく一部の大

民間設備投資を決定するのは民間経営者で

企業が賃金を引き上げたとしても、それが下

ある。企業経営者がこれを決定するにあたっ
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て最も重視する要因は期待収益率である。こ

ているが、成果を発揮したとすれば、それは

れは販売価格やコストの動向によって規定さ

第 1 の矢である大胆な金融政策でも第 3 の矢

れる。これらには経済の期待成長率が大きく

である成長戦略のおかげでもなく、第 2 の矢

かかわっている。設備投資決定において実質

の機動的な財政政策、特に公共事業拡大政策

金利は一要因をなすものではあるが、決定的

のおかげであろう。

な要因ではない。企業経営者は、景気の先行

しかしその波及効果には限界がある。公共

きや新規のビジネス・市場が展望できるとき

事業の拡大は関連業界に有効需要をもたらし、

に設備投資を行うのであって、実質金利だけ

景気回復に寄与したが、それが国内民間需要

(48)

でそれを判断するわけではない

。賃金水準

の低下の下での内需の低迷下では設備投資の

の落ち込みによる一般産業の長期停滞を打破
するには至らなかった。

拡大は困難であった。日本銀行の金融緩和政

また、この公共投資による歳出の増大は危

策による設備投資助長効果には限界があった

機的な財政状態を一層悪化させるという問題

のである。

点を有していた。
したがって、公共投資の増大によって経済

８

財政信認・国債信用、日銀券信認低下のお
それ
本評論の第 2 章第 2 節(4)で述べたような、

を立て直すことには限界があったのである。

第３節

日本銀行の無制限的国債買入れが財政信認・

民間投資を喚起する
成長戦略の実態とその評価

国債信用、認銀行券信認の低下をもたらす恐
１
れは確かに生じた。このことを力説する必要

企業統治（コーポレートガバナンス）の強
化

があるが、これについては齊藤壽彦[2014b]、
民間投資を喚起する成長戦略の実態とその

齊藤壽彦[2015]で論じているから、その詳細

評価についても紙面の都合上、簡略な記述に

は紙面の都合上割愛したい。

とどめたい。成長戦略に掲げられているもの

第２節

は広範に及ぶが、本章では 4 つの分野に絞っ

機動的な財政政策の実態と
その評価

て言及しておきたい。成長戦略の進展過程の
a]・[2015b]等を参照されたい。

詳細」に ついて は首相官邸[2 01 4]・ [2 015
機動的な財政政策の実態とその評価につい
ては紙面の都合上、簡略な記述にとどめたい。

日本の稼ぐ力を取り戻す方策の一つとして

経済対策のために財政歳出を増やすことは

コーポレートガバナンスの強化が図られた。

確かに景気刺激効果があった。経済対策の柱

もっとも、これが企業価値の向上等につな

となったのが公共投資である。東日本大震災

がるかどうかは今後の検討課題となる。たと

からの復旧・復興の動きと合わせて、成長率

えこの効果があるとしても、それが現実化す

(49)

を大きく押し上げる効果を発揮した

。

るのはかなり先のことであろう。

国民所得統計で公共投資の前年比実質伸び
２

法人実効税率の引下げ

率をみると、2013年のそれは11％を超え、平
時としては異常な伸び率となっていた。その

法人実効税率は34.62％であったが、政府は

GDP実質成長率1.5％のうち、0.5％は公共投

課税ベースの拡大等により税源を確保しつつ、

資の伸びによるものであった。政府はアベノ

げる措置を採った。政府は法人実効税率を引

ミクスは景気回復に成果を発揮したとみなし

き続き20％台まで引き下げることを目指して

分、経済成長への寄与も大きく 、2013年 の

2015年度に2.51％、2016年度に3.29％引き下
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いる。

日本農業を基幹産業として、国の経済、地

減税部分が、本当に供給増をもたらす設備

域経済の柱として位置づけて振興を図ること

投資を助長することになるかどうかは需要構

が必要である。その際、食糧自給率の向上と

造との関係で検討される必要がある。

自然環境の保全に努めなければならないであ

減税を行うということになれば、財政危機

ろう。

の下でその財源をどうするかが重大問題とな

医療に関しては、医療事業制度の改革が進

る。外形標準課税の強化によって、これを賄

められている。政府は再生医療の実用化の促

うとすれば、資本金 1 億円以上の赤字企業の

進を図った。再生医療の支援は必要なことで

納税額が増えることとなる。

ある。早川英男氏は医療システム改革として、
医療のICT化（情報通信技術化）を進めるこ

３

労働規制の緩和

とが極めて有効であると主張されている (50)。

日本の労働の担い手に関する改革として進

社会保障制度改革としてはこのようなことも

められているのは、まず、女性労働の活用で

考慮されてよい。この医療ICT化は財政支出

ある。

の削減にとどまらず、成長戦略にも寄与する

成長戦略の中の労働の担い手に関する改革

と考えられる。このような改革は人々の暮ら

の中で特に重視されているのが労働規制の緩

しを犠牲にしないように配慮しつつ行うこと

和である。

が必要である。

労働規制改革については、企業が、何の制
約もなく、安い賃金で長時間人を働かせるこ
とができるようにして、不要になったら自由

むすび
に、金銭の支払いを行いながら解雇すること
ができるようにするものであるという批判が
ある。賃金コストの切り下げあるいは労働の
効率化による企業の国際競争力の強化と企業

本論文ではアベノミクスの現状と評価につ

収益の向上という観点だけでなく、人々の人

いて包括的に論述した。特に大胆な金融緩和

間的な暮らしへの配慮も考慮に入れて労働政

政策の評価について詳論した。

策を考えなければならないであろう。

その最大の眼目として期待された大胆な金

貧富の格差の温床となっている非正規雇用

融緩和政策は、金利低下に効果を及ぼした。

労働者の劣悪な待遇を改善することは急務の

だがそれは設備投資の増大とはむすびつかな

課題であるといえる。

かった。また金融機関の収益が圧迫された。
円安、株高には副次的な効果があった。だが

４

農業・医療改革
円安は輸出奨励効果を発揮しなかった。株高
農林水産業に関しては、2018年産米からを

は企業業績の向上を反映したものではなかっ

目途に農業者がマーケットを見ながら自らの

た。株価の将来は不安定である。大胆な金融

経営判断で作物を作れるよう環境整備を進め

緩和政策は物価安定目標を達成できなかった。

ることとした。また、農地の集積・集約を図

その投資奨励効果はきわめて限定されたもの

ることとした。これと併せて、農業経営の法

であった。金融政策は財政ファイナンスとし

人化や青年の就農を進めることとした。さら

ての性格を併せ持つようになり、財政信認と

に、農林漁業成長ファンドを通じた資金供給

日銀信認を毀損するおそれを招来するという

により、農林漁業者が加工・流通・販売にも

深刻な副作用をもつものでもあったのである。

事業活動を拡大するのを支援することとした。

機動的な財政政策は、公共事業費支出が景
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（「『新 3 本の矢』から消えた金融政策、漂う不

気回復に寄与した。だが、その効果は限定的

透明感」『ロイター』2015年 9 月25日）。

であり、かつ財政上の問題を包含していた。
成長戦略は具体的取組が遅れ、かつ長期的構

( 3 ) 建部正義[2014]100～101頁。

造改革を内容とするから今のところ大きな成

( 4 ) その理由については建部正義[2015]109～110
頁を参照。

果はあげていない。
かくしてアベノミクスの政策効果は極めて

( 5 ) その内訳については、可部哲生編著[2014]161

限定されていただけでなく、副作用を有する

～169頁を参照。

ものでもあったのである。本評論ではとくに

( 6 ) 首相官邸[2015a]。

大胆な金融政策は目的が達成できなかったと

( 7 ) 『日本経済新聞』2015年 2 月 4 日付。

いうことを中心に論述した。

( 8 ) この内容については、閣議決定[2013b]を参照。
( 9 ) 閣議決定[2014a]を参照。

注
(10) 閣議決定[2014b]を参照。
( 1 ) アベノミクス、 3 本の矢という呼称自体はす

(11) 閣議決定[2015]を参照。

でに2006年に中川秀直自由民主党幹事長が使用

(12) 建部正義[2014]99頁。

していた。第 2 次安倍内閣期の 3 本の矢の新た

(13) 嶋中雄二[2014]。

な用法は、2013年 1 月11日に閣議決定された

(14) 藤井聡氏は、デフレ脱却のためには、より効

「日本経済再生に向けた緊急経済対策」に早く

果的な支出を考えて、防災・強靭化・老朽対策、

も登場している。

インフラ投資、研究・教育投資、民間投資を誘

( 2 )『日本経済新聞』電子版、2015年 9 月25日。 9

発するための投資・補助金、中小企業支援など

月25日には安倍首相はアベノミクス第 2 ステー

への戦略的な財政政策を行うべきであると主張

ジ入りを宣言した。安倍政権は、安全保障関係

している（藤井聡[2014]。国土強靭化も徹底的

法を成立させた影響などで低下した内閣支持率

にやっていくべきであると主張している（『日本

を回復するために「新 3 本の矢」を提唱したの

経済新聞』2015年 4 月 5 日付。）

であった（『朝日新聞』2015年 9 月25日付）。こ

(15) 首相官邸[2015a]。

の新政策に対しては、政策の目標を言っている

(16) 建部正義[2013]27～28頁。

だけであって、それを実現するための具体的な

(17) 吉川洋[2013]。山家悠紀夫[2014]14～16頁等

政策が全く示されていないといった批判がある。
このような新 3 本の矢のうち、第一の矢は、旧

を参照。
(18) 財政ファイナンスについては齊藤壽彦[2015]

3 本の矢を一つにまとめたものであり、デフレ

17～36頁を参照されたい。

脱却と成長率の引上げ、強い経済、パイの拡大

(19) 齊藤壽彦[2014b]69～70頁を参照。

を目指すという旧 3 本の矢を引き継ぐものであ

(20) 翁邦雄『日本銀行』250～254頁。

る。一方、第三の矢は、社会保障の強化により

(21) 友寄英隆[2014]28～29頁。

パイの弱者への重点的な分配を目指していると

(22) 伊東光晴氏は、国土強靭化のために 1 年間に

いえる。そして、第二の矢はその両者を下支え

20兆円を計上しようという構想があったが、そ

して結びつける役割を果たす。旧 3 本の矢がパ

のようなことは財政上、不可能である、と論じ

イの拡大を目指すものであったのに対して、「新

ている（伊東光晴[2014]40～41頁）。

3 本の矢」は、それと所得再分配の双方を目指

(23) 内閣府編[2015]『平成27年度

すことを明確にしたといえる（新岸博幸「
『新三

告』50、52頁。

『DIAMOND online』2015年10月 2 日付）。新

(24) 井上哲也[2015]33頁。

3 本の矢では金融政策の優先度は低下した

(26) 馬場直彦[2014]。

本の矢』をあえて前向きに評価してみる」

(25) 井上哲也[2015]33頁。
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(27) 日本銀行企画局[2015] 1 ～ 5 頁。

全文が翌日に公開）には、消費者物価の前年比

(28) 山家悠紀夫[2014]、31頁。

（消費税引上げの直接的な影響を除くベース）

(29) 野北晴子[2014]。

は、当面 0 ％程度で推移する、と述べている。

(30)『日本経済新聞』2014年 9 月 3 日付。経常収支
の悪化については『平成26年版

このことは将来物価上昇が生じないことを意

経済財政白

味するものではない。日本経済は近い将来、需

書』183～199頁を参照。

要不足経済から脱し、供給不足経済に移行する

(31) 松本朗[2015]131～145頁。

ことが予想されている。将来、高齢化に伴う生

(32) 外国銀行の在日支店による本店向け貸出残高

産年齢人口の縮小（若年労働者の縮小）、公共・

は、2014年 6 月から2015年 1 月まで、前年比18

エネルギーインフラや機械設備の老朽化とそれ

％超の伸びが続き、2014年11月には10兆2473億

による資本生産性の低下、そして労働と資本の

円の高水準を記録し、円キャリー取引でドル資

同時的な高齢化・老朽化による技術革新力の低

産を買った投資家の収益率は、 1 年間で約20％

下が日本の供給能力を低下させ、総需要・総供

に達した（ブルームバーグ「在日外銀が黒田氏

給ギャップ（GDPギャップ）が解消し、総需要

支える、円キャリー 6 年ぶり活況」2015年 3 月

が総供給を下回るデフレ・ギャップ解消の後は

17日付）。

供給不足によって物価水準が上昇することが予

(33)『朝日新聞』2015年 1 月27日付。時事ドットコ

想される（白川浩道[2012]85頁）。日銀による国

ム:【図解・経済】経常収支、貿易収支、輸出の

債買入れに基づく政府歳出の増大がインフレを

伸び率の推移。

招くおそれもある（齊藤壽彦[2015b]35頁）。

(34) 『日本経済新聞』、2014年 9 月 3 日付等。

(45) 井上哲也[2015]34頁等。

(35) 野北晴子[2014]172～174頁。

(46) 雇用は改善した。だが非正規労働者が多く、

(36) 井上哲也[2015]34頁。

賃金水準の底上げは限定的であった（
『日本経済

(37) 橋本政彦[2014] 2 頁。

新聞』2015年11月28日付）。

(38)『朝日新聞』2015年 1 月27日付。

これを反映して、景気、個人消費は足踏みの

(39)『日本経済新聞』2015年 3 月28日付。
(40)『平成27年版

状態にある（『朝日新聞』2015年11月22日付）。

経済財政白書』は、「三本の

将来的には労働の需給ギャップは、マクロ的

矢」の一体的な取組によって人々のマインドが

なデフレ・ギャップの解消に先行して解消され

好転し、株価が政策への期待などから上昇した

る見込みである。すでに2012年から、いわゆる

と記している（10頁）。外国人投資家の2012年11

団塊世代（1947～49年生まれ）は65歳の引退年

月から2014年12月までの累計買越額は約18兆円

齢に達しはじめた。団塊世代の大多数が労働市

に達し、主要投資家の中で最大の買い手となっ

場から退出することとなった。しかも少子化の

た（
『日本経済新聞』2015年11月26日付）。

影響で、若年労働者の参入はその退出をカバー

(41)「公的マネー」による株価下支えについては

しきれない。したがって、労働需給が引き締ま

『日本経済新聞』2015年 8 月10日付等を参照。

る状態がこれから加速することになる。すでに

株価の下落により、GPIFでは2015年 7 ～ 9 月期

東日本大震災発生後に、建設作業者の賃金が高

に 7 兆8899億円の損失が出た（
『朝日新聞』2015

騰している。こうした賃金上昇は将来他の産業

年12月 1 日付）。

にも波及していく可能性がある。こうした労働

(42) 内閣府[2014]85～99頁。食料品の値上りは国
民の生活を圧迫している。

コスト高を回避するために企業は海外移転を継
続させると考えられる。空洞化が再加速すれば、

(43)『日本経済新聞』2015年 3 月21日付。

国内の生産・供給能力は一段と縮小する。一方

(44) 日本銀行が発表した「経済・物価情勢の展望

で国内需要が安定的であると考えられるから、

（2015年10月）」(基本的見解が2015年10月30日、

一般物価が賃金上昇に遅れて、ゆるやかに上昇
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を始める可能性が高い。また、円安転換が輸入

閣議決定[2014b]「
『日本再興戦略』改訂2014―未
来への挑戦―」2014年 6 月24日

物価を押し下げ、これが国内物価に波及する。
かくして国内のインフレ圧力が高まる。賃金が

閣議決定[2015]「『日本再興戦略』改訂2015―未

上昇しても、物価が上がり始めれば、現役世代

来への投資・生産性革命―」2015年 6 月30日。

の実質所得は改善しない（白川浩道[2012]99～

片岡剛士[2013]『アベノミクスのゆくえ』光文社。

103頁）。

加藤出[2014]『日銀、「出口」なし！』朝日新聞出

(47)『日本経済新聞』2015年11月10日付。

版。

(48)「湯本健治の視点」 1 頁。設備投資が増えない

可部哲生編著[2014]『図説

理由として、2015年夏ごろからの新興国経済の
減速や、海外投資重視、M&Aの増大、研究開発

度版）』東洋経済新報社。
北岡孝義[2013]『アベノミクスの危険な罠』PHP研

の拡充などもあげられる（
『日本経済新聞』2015
年11月24日付等）。

日本の財政（平成26年

究所。
国立国会図書館調査及び立法考査局経済産業課（鈴

(49) 五十嵐敬喜[2015] 3 頁。

木絢子）[2014]「企業の内部留保をめぐる議

(50) 早川英男[2015] 7 ～ 8 頁。

論」『調査と情報』第836号、11月11日。
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■評論■

マルクス経済学と現代資本主義をめぐって
─ 独占研究会50年・500回記念シンポジウムにおける３報告によせて ─

伊 藤

誠

1965年4月に発足した独占研究会が、50年・

誠一、森岡孝二 3 氏の報告は、いずれも人間

500回の記念集会を迎えたことを記念して、

と自然との搾取・荒廃をもたらしている現代

2015年7月15日に明治大学研究棟の会議室にお

資本主義を『資本論』の経済学によって批判

いてシンポジウムが開催された。予想を超え

的に解明する課題をそれぞれの観点からとも

る80人余の参席者を集め、盛会であった。す

に強調するところとなっており、総合的な社

でにこのシンポジウムにさきだち、独占研究

会科学としてのマルクス経済学を現代に活か

会創立50周年を記念し て出版された鶴田 満

す、独占研究会の精神にふさわしい記念報告

彦・長島誠一編『マルクス経済学と現代資本

であった。この 3 報告への予定討論者として、

主義』(桜井書店、2015年)も力作19論文を集

さらに今後ごいっしょに考え、研究を深めて

め、充実した内容で、独占研の活力を印象的

みたい論点につき、若干のコメントを述べる

に示していた。その「刊行にあたって」編者

機会を与えていただいた。ここでは、その論

の両氏が述べているように、この研究会は発

旨に若干の補足も加え、マルクス経済学と現

足以来、権威や因習にとらわれず、多様な観

代資本主義をめぐり、いくつかの要点に焦点

点、方法、専門領域をカバーしつつ、遠慮な

を絞って考察をすすめておきたい。

く徹底的に討論を尽くす伝統を育ててきた。

（なお、この記念シンポジウム全体の報告

そのなかで、記念シンポウジウムの報告にも、

と会場での討論・発言の要旨は、記念事業事

さきの論文集にもあきらかなように、日本の

務局メンバーとして世話役をつとめられた岩

講座派ないし正統派マルクス経済学と宇野学

田勝雄氏から、経済理論学会会員には 9 月12

派とのあいだにも学問的相互理解や交流・協

日付けメール（J S P E：2345）で配信されて

力がすすめられてきた。

いる。あわせて参照していただきたい。）

そのことは、アメリカの新古典派経済学の
支配的影響力が、論壇、各大学で強化され、
マルクス経済学がふたたび「冬の時代」を迎

１ 『資本論』と現代資本主義

えているなかで、海外のマルクス派との協力
とあわせ、大切にしたいところである。今後
の独占研究会やそのいわば母体ともいえる経
済理論学会のいっそうの活性化と発展に期待
し協力したい。

第 1 報告の鶴田満彦氏による「『資本論』
と現代資本主義」は、資本主義一般の理論的

記念シンポジウムにおける鶴田満彦、長島

解明をおこなった『資本論』において、宇野
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弘蔵が指摘していたように、あらゆる社会に

集』第 4 巻、社会評論社、所収）において仮

共通な経済原則が資本主義のもとで経済法則

説的に提示している認識にごく近い。その認

としてあらわれる特殊な形態としくみが問題

識を、宇野理論における資本主義の世界史的

とされていることを重視し、経済原則をさら

発展段階論との関連で、どのように位置づけ

にたちいってつぎの 3 点に集約していた。

ることができるかが、かねて宇野学派の内外

すなわち、①地球環境保全を含む人間の生

から問いかけられている方法論上の問題点の

命・労働力の再生産、②労働をはじめとする

ひとつであった。独占研究会としても、とく

各種資源の諸生産部門への適切な配分、③人

に帝国主義論ないし独占資本主義段階論との

間の自由時間の増大を可能とする労働生産力

方法論的関連を、鶴田氏の報告のグローバル

の上昇、である。

資本主義論の規定をめぐり、あらためてその

そのうえで、現代資本主義は、第二次大戦

論点が問いなおされるところがあるにちがい

義に移行するとともに、M E 化、雇用形態の

ない。

多様化と非正規の増大、金融化、新自由主義

いる。

後の国家独占資本主義からグローバル資本主

ここには方法論上、二つの可能性が生じて

への転換、アジア諸国の工業化などのインパ

そのひとつは、現代資本主義も、帝国主義

クトのもとで、一方で収斂すべき最終解をも

段階の支配的資本としての金融資本とその利

たない多様性を示している。他方で、経済格

害にそった政策を基調としており、現にグロ

差と貧困の拡大、地球温暖化や原発問題にみ

ーバル資本主義もM E 化により多国籍化した

られるように、労働力の再生産が危うくされ、

金融資本の利害にそって、投資や取引、さら

教育、医療、保育、介護などの必要な公共部

には雇用の規制緩和をすすめつつ、経済危機

門への資源配分を不足させ、労働生産性の上

に対応する国家や中央銀行の政策介入や、軍

昇に比して労働時間の短縮はおくれ、経済原

事力による世界市場の「秩序」維持に依存す

則に離反する傾向が顕著となっている、と分

る帝国主義的特徴を保持し続けているとする

析している。

立場である。たしかにポスト冷戦期に入り、

こうした鶴田報告の論旨には、重要な方法

社会主義に対抗する資本主義としての特徴は

論的示唆が少なくとも 2 点ふくまれている。

薄れてきてはいるが、アメリカなどの軍事費

第 1 に、1970年代初頭以降の現代資本主義

削減は、逆に日本に安保関連法案による海外

の危機と再編の過程が、国家独占資本主義か

派兵と戦争への参加・協力を求める帝国主義

らグローバル資本主義への移行をもたらして

的同盟強化の要請をともなう一面も示してい

いるという認識である。それは、新自由主義

る。それゆえ、グローバル資本主義としての

を政策基調とするにいたった現代資本主義の

自由な市場原理主義への反転も、帝国主義段

展開は、19世紀末からの独占資本主義とその

階の基調のうえで、現代資本主義が示してい

利害にそった帝国主義政策や、その延長上に

る現実的変容として、両大戦間期の危機の時

社会主義との対抗関係をふくんで国家の福祉

代、その後の高度成長期に続く、現状分析の

政策や雇用政策を重視していた資本主義の発

次元で解明されてよいのではないか、とする

展段階が、大きく反転されて、市場原理主義

見地である。

にいわば逆流し、資本主義に内在する原理的

これにたいしいまひとつの可能性は、1970

諸問題が根源から問われる時代になっている

年代初頭に高度成長期が終わってからの現代

とする見解と理解してよいのであろうか。

資本主義の連続的な危機と再編は、鶴田報告

この論点は、かねて拙著『逆流する資本主

も強調しているように、先進諸国と新興諸国

義』（東洋経済新報社、1990年、『伊藤誠著作

の世界経済の索引役としての主客転倒、収斂

- 37 -

先のみえない先進資本主義モデルの多様化な

分に成立する余地があった。それを経済原則

どをともなう、大規模な移行期をなし、その

に反する原理とまではいえないのではなかろ

意味でもグローバル資本主義は、古典的帝国

うか。

主義段階とも、高度成長期の国家独占資本主

さらに「地球環境保全を含む人間の生命・

義とも異なる資本主義の世界史的段階を意味

労働力の再生産」とされる経済原則の側面に

しているとする見地である。

おいても、それぞれの社会における自然環境

内容的には、ほぼ同様の認識にたちながら、

や人間の再生産に弾力的自由度も内包されて

これまで私自身は、現代資本主義の市場原理

きたはずで、たとえば、自然環境の荒廃や現

主義への逆流現象も、宇野の資本主義の世界

代的な少子化や人口減少の進行は、程度問題

史的発展段階論における爛熟期の帝国主義段

ではなく、それ自体でただちに経済原則に反

階の資本主義の現状に生じている特徴的変化

する事態とみなしてよいのであろうか。

として分析する見地によっている。これにた

これに関連して、鶴田氏が近著『21世紀日

いし、鶴田報告は、むしろグローバル資本主

本の経済と社会』（桜井書店、2014）で、今後

義を新たな世界史的発展段階として特徴づけ

の日本の経済社会は、脱成長の定常型経済に

る見地を示しているようにも思える。もしそ

向かうものとみていることは、氏の経済原則

う理解してよいなら、そこに生じている方法

論にてらし、肯定的に理解されやすいところ

論的相違が、どのような意義を有し、どのよ

にも思えるが、その相互関係にもおそらくは

うに止揚されうるのか、政治経済学的な含意

整理・再考を要するところがあるのではなか

をふくめ、さらに協力して検討を深めてみた

ろうか。

い論点のひとつとなるのではなかろうか。

資本主義の運動法則の根底に客観的に認識

第 2 に、『資本論』にふくまれる経済原則

可能な経済原則として、どのような内容が学

の内容を再整理してとりだし、現代資本主義

問的にくくりだせるか。またそこには弾力的

の批判的考察に適用する方法は、注目すべき

な許容度もあるとするならば、その範囲内で

試みである。とはいえ、鶴田氏がこの発想を

政治的判断もふくめ、望ましい経済秩序をど

学んだとされる宇野自身の理論では、私のみ

のように規範的に構想し、グローバリゼーシ

るところ、経済原則に鶴田氏ほど規範的意義

ョンのもとで多様化している資本主義の類型

を認めていたとは思えない。

の比較にもとづきながら、21世紀型社会民主

たとえば、最小の労費で最大の効果を上げ

主義やさらに21世紀型の社会主義の諸構想の

るよう労働生産性の上昇を求めることは、あ

可能性やその選択の道が民主的に探られてゆ

らゆる社会につうずる経済原則の一面として

くよう、どのように示唆してゆくべきか。人

宇野も 述べているとこ ろがある が、それを

間と自然に荒廃作用を深めている現代資本主

「人間の自由時間増大のための」ものと鶴田

義の批判的考察の政治経済学的論拠を確かめ、

氏が規定しているところは、資本主義にいた

その手順を科学的に確実なものとしてゆく努

る階級諸社会の経済生活の原則をなしている

力が、世界と日本の変革への選択肢の再検討

と、マルクスや宇野がみていたかどうか。む

とあわせて、いま切実に求められている。

しろそれは階級社会をのりこえて初めて社会

その意味でも鶴田報告の経済原則論には、

の目標となり規範となりうるところなのでは

興味ある方法論的示唆と論点が提起されてい

なかろうか。実際、資本主義のもとでは、労

ると思われるのであり、これをめぐる今後の

働生産性の上昇と自由時間の増大との関連に

独占研究会の内外での論議の進展にも期待し

は多分に弾力的な多様性が存在し、そこにマ

てゆきたい。

ルクスのいう相対的剰余価値生産の原理も多
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こうした長島報告にも、興味深い多くの論
点が提示されていたが、そのなかから 2 点を

２ 独占研究会のフロンティア

選んでコメントを述べた。
すなわち、第 1 に長島報告でも、現代資本
主義が提示している複合的危機は、近代以降
の資本主義が人間と自然をともに搾取・荒廃

第 2 報告の長島誠一氏の「独占研究会のフ
ロンティア」は、恐慌論、マルクスの執筆プ

させてきた帰結として、「社会原則」にてらし
て根源から、全面的に批判されている。

ランの後半体系にあたる世界システム論、環

その点では第 1 報告に通底するところがあ

境危機の分析、社会システムとアソシエーシ

る。それは独占資本とその利害にそった帝国

ョン論、脱原発の社会経済システム論にわた

主義や国家独占資本主義（ないしケインズ主

り、みずからの研究のあとをふりかえりつつ、

義）の国家政策の意義の批判的考察に関心を

今後の独占研究会で取り組むべき主要諸課題

集中しがちであった、いわば20世紀型現代資

の全体の展望を示された雄大な問題提起をな

本主義論とくらべ、あきらかに『資本論』の

していた。

体系的な資本主義の原理的解明にたちもどり、

そこでは、現代資本主義の複合的危機が、

その枠組みの拡大深化をつうじ現代世界の人

経済システムの恐慌による自己破壊の可能性

間と自然との複合危機をその根本から批判的

を現実化する諸条件、その世界市場恐慌とし

に考察する方法論を示唆しているように思わ

ての発現と歴史的変容、環境危機の累積的深

れる。

化、さ まざまな歴史社 会をつう じ普遍的な

とくに、原発過酷事故をふくむ自然環境破

「社会原則」をみたせなくなっている国家の

壊の問題にマルクス経済学がこれから本格的

統合機能の低下、人間疎外の深化、原発過酷

に研究を深めなければならないとされている

事故などをふくめ、まさに総合的に研究上の

ところは、長島報告における重要な問題提起

重要な争点として提示されていた。それをつ

であろう。地球温暖化問題をはじめ、そこに

うじ、総合的社会科学としてのマルクス経済

は地球規模での世界システムとしての資本主

学の特質とその重要な現代的課題とが考察さ

義の作動に関わる分析が求められるところが

れ、とくに従来クローズド・システムとして

多いにちがいない。しかも、そこには、近代

考察されがちであった、恐慌論や独占資本論

資本主義が促進してきた、科学技術の発達が、

を世界市場との関連で、オープン・システム

少なくともある時期以降、資本主義企業の利

として展開する課題が強調されていた。

害にそってある種の偏向を強め、けっして中

あわせて、環境破壊としての環境危機（現

立的で選択の余地のない進路をたどってきた

代的貧困）を、格差・恐慌・失業・疎外など

とはいえないものとなってきていることへの

の経済危機（古典的貧困）とともに資本蓄積

批判的考察も求められる側面があるといえよ

の両面として把握し、マルクス経済学の体系

う。
それはひるがえって、生産力の上昇のいわ

においてとりくむ必要がある、とされていた。
それと同時に、現代資本主義が市民革命の

ば質的内容に、生産諸関係の影響や選択の余

理想に反し実質的には「不自由・不平等・搾

地があることを省察して、唯物史観において、

取」の秩序になっていることを批判し、21世

生産諸関係の変化をもたらす基本要因とされ

紀は「自由・平等・博愛」を実現する社会経

ている生産力の発達に、生産諸関係の及ぼす

済システムとしてのアソシエーションを実現

反作用をも十分に考慮して研究をすすめなけ

してゆかなければならない、と主張していた。

ればならないことを示唆するところでもあろ
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う。

年のナロードニキ的なロシア共同体の変革母

そのように理解してよいならば、帝国主義
段階論や国家独占資本主義論はどのように位

体としての可能性の容認もそれと呼応する広
がりを示唆している。

置づけられ、長島報告における現代の複合危

とくに複合危機論の重要な一面をなすエコ

機の重要な一環とされる自然環境破壊に、ど

ロジー危機や脱原発社会への長島報告の提起

のような文脈で連なる諸問題を生じてきてい

している論点には、 市民革命 の普遍的理 念

るのかも、興味のある重要な問題となるであ

（少なくともその通念）のみではおそらくお

ろう。たとえば、古典的帝国主義段階の帰結

さまらない幅や深さが感じられる。それに対

としての第一次世界大戦から大恐慌を挟んで

置されているマルクスのアソシエーションの

第二次世界大戦までの大戦間期に、多くの軍

理念は、どのような意義と内容において、近

事産業技術の発達が、その後の高度成長期に

代市民社会の理念をこえる側面を有していた

あいついで石油・電力多消費型の耐久消費財

のか。

の大量生産技術に転用されて、現代の原発過

たとえば、各種のグリーン・リカバリー戦

酷事故や地球温暖化の問題を生ずるにいたっ

略にそったソフト・エネルギーの多様な開発

たことは、周知のところである。

は、各地域社会の自然条件の特性との関連を

とはいえ、そこに生じている現代資本主義

十分配慮した、地産地消のエネルギーの産出

における自然環境破壊の危機は、グローバル

と消費の促進をうながし、それぞれにローカ

資本主義のもとで帝国主義世界戦争や冷戦の

ルな地域社会の経済再生への人びとの協同と

脅威がうすれ、独占資本の国内市場の支配も

連帯を大切に育ててゆくことが望ましいであ

世界的競争にさらされるなかで、軽減されて

ろう。それは、国家主義的な傾向をそれぞれ

いるとはいえない。むしろ、両大戦間期や戦

に示していた20世紀型の社会主義と社会民主

後の高度成長期を経て、人間と自然を荒廃さ

主義をこえる、21世紀型のオルタナティブを

せる資本主義に内在的な原理的作用が、増幅

模索してゆくうえで、グローバル資本主義の

されたすがたで現代的に複合危機をもたらし

もとで、世界的にかえって重要視されつつあ

ているとみなければならないであろう。

るグローカルで下からの協同的社会経済の拡

長島報告も注目している欧米でのエコロジ

大・強化による、持続可能な自然と人間の共

ス経済学は、現代資本主義における自然環境

長島報告でも論及されている J・フォスタ

問題の深刻化に複合危機の重要な一面として

ーらの欧米のエコロジカル・マルクス派の論

の研究を促されていることに疑いはない。そ

議には、このような論点について、マルクス

の研究に、たとえば宇野三段階論がどのよう

の思索や理論にもとづき、どのような考察が

に役立てられるかにも、点検をすすめてみた

展開されつつあるのであろうか。ここにもマ

いところである。

ルクス経済学と現代資本主義の研究のフロン

カル社会主義の研究とも連帯しつつ、マルク

生に向かう発想にも適合している。

第 2 に、長島報告が強調しているように、

ティアを、国際的な視野において協力して推

マルクスのアソシエーション論は、市民革命

進したい課題が、たしかに浮上しているとい

の理想としていた、自由、平等、友愛ないし

えよう。

人権を引き継いで、そのさらなる実質的実現
を求める側面を有している。しかし、その側
面とあわせて、古代以来の共同体的平等主義
のコミュニズムの理念をも継承しようとする
ところもあったように思われる。マルクス晩
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この報告についても主につぎの 2 点をコメ

３

日本経済を見る眼

ントとして述べた。

─「雇用身分社会」の成立に
焦点を当てて─

J・B・ショアや D・K・シプラーの著書にお
すなわち、第 1 に、森岡氏が邦訳している

ける分析などからみても、新自由主義政策の
もとでの雇用関係の非正規化への傾向と、そ
第 3 報告は、森岡孝二氏の近著『雇用身分

れにともなう労働条件の劣悪化と格差拡大は、

社会』（岩波新書、2015年）にもとづく「日本

アメリカはじめ先進諸国に共通するところで

経済を見る眼 ─『雇用制身分社会』の成立

もある。それだけに、日本における雇用関係

に焦点を当てて─」であった。

の同時代的変容が、雇用身分社会とされる特

そこでは、現代の日本資本主義について、

殊性をどのような意味で示しているのか。ま

グローバル化や情報化のもとで新自由主義的

たその由来はどう理解できるか。これを問題

雇用の規制緩和がもたらしてきた「雇用形態

として分析した報告内容には興味をひかれる。
そこ では、戦前の日本 に お ける職 員・職

の多様化」が、総合職正社員、一般職正社員、
限定正社員、嘱託社員、契約社員、パート・

工・女工の雇用身分差別が、最近の日本にお

アルバイト、派遣のいずれかの身分に引き裂

ける雇用身分格差の「温床」として指摘され

かれた「雇用身分社会」を階層構造として成

ている。その「温床」は、戦後の高度成長期

立させていることが批判的に考察されていた。

には、 1 億総中流化といわれた格差縮小傾向

その階層構造のもとで、非正規が全労働者の

のなかで、いったん解消されていたのであろ

4 割近くに達し、違法で過酷な労働条件で若

うか。あるいは高度成長期に広がったいわゆ

者たちを使い捨てにするブラック企業が増し、

る日本型経営の終身雇用、年功序列賃金、会

ワーキングプアなどの新たな貧困が社会問題

社別組合などの特殊性は、どういう役割を、

化し、年収300万円以下の所得階層が過半を占

新旧雇用身分差別の構造をつなぐうえで、果

めるに至っている。

たしているのであろうか。たとえばその時期

それは、鶴田報告でも論及されているピケ

にも大企業と中小企業とでは雇用関係に二重

ティのいう富と所得の格差再拡大が、日本で

構造があるとみなされていた。その意味では、

は、戦前の職員・工員・女工の雇用身分格差

雇用関係に構造的差別があっても、所得格差

を「温床」として、新たにいっそう体系化さ

が縮小する傾向も生じえたことも注意されて

れた雇用身分格差を生じさせている現状を鋭

よいのではなかろうか。
他方、平等な競争を尊重する市場原理主義

く告発することとなっている。それはまた、
長島報告で強調されている市民社会の理想が、

による雇用形態の規制撤廃傾向のもとで、か

新自由主義の市場原理主義による雇用関係の

えって不平等・不公正な雇用身分格差が構造

自由化をつうじて、いかにパラドクシカルに

的に拡大しているのは、資本主義的市場原理

不自由・不平等・搾取の階層構造を身分差別

の形式的自由がもたらすたしかに逆説的な実

として現代日本に再生させているかを的確に

質作用といえよう。その点では、新自由主義

分析する報告ともなっている。資本主義が内

のもとでの高等教育の個人負担の増大が、教

在させている、自然と人間の搾取・荒廃作用

育も個人主義的市場原理にゆだねる政策の作

をめぐり、人間の搾取関係が、現代の日本で、

用として、高所得のエリート層の子弟でない

いかに構造化された差別的雇用関係のすがた

とエリート養成の大学や大学院に進みにくく、

をとって深化・拡大しているかが、解明され

結果的に、医者の子弟でないと医者になりに

ているのである。

くいような、世代をこえるエリート養成の作
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用を果たし、社会の競争的流動性を大きく減

は、政府の責任を問い、派遣制度の見直し、

殺する身分社会に近い秩序を形成しつつある

非正規比率の引き下げ、最低賃金の引き上げ、

ことにも、呼応する変化が雇用制度にも進展

8 時間労働制確立、性別賃金格差解消、規制

しているわけである。こうした雇用制度と教

緩和との決別などを主張する目次構成となっ

育制度の両面の相互作用から、資本主義にさ

ている。そこも注目を集める重要な章となる

きだつ身分社会における世代をつうずる家族

であろう。

的格差をすら想起させるような、差別と格差

そのようなまともな雇用再建のためにはま

が現代日本に固定化し、悪循環的に拡大する

た、それを要求して闘う21世紀型の労 働運

傾向も生じているともいえるのではなかろう

動・社会運動の再建・強化こそが重要であり、

か。

それなしには実現困難ではないかと危惧され

そう理解してよいなら、新自由主義のもと

る。にもかかわらず、営利企業中心の雇用身

で、かつての日本型経営の雇用関係が解体さ

分社会の形成は、職場を基礎とする労働運動

れてゆき、労働組合が弱体化されて、新たな

をいたるところで分断し、弱体化し、困難に

雇用身分社会の形成が進展している現状は、

する傾向をともなっている。同じ企業で働く

経済民主主義の観点から憂慮すべき事態にち

仲間の名簿さえ作りにくくなっているといわ

がいない。それとともに、自由な競争原理こ

れる。

そが経済効率を高め成長回復につらなるとみ

労働 組合運動の衰退は 、 政 治経済 の右傾

なしてきた新自由主義の期待は、現実には容

化・軍事国家化・戦争法案に反対する諸運動

易に実現されず、むしろ裏切られつつある。

や、脱原発を含む環境問題などをめぐる社会

その根底に、非正規の不安定で劣悪な雇用関

諸運動の結集をも困難にしている。そこに生

係で働かざるをえない人びとが激増して、少

じている雇用身分社会化による労働条件の劣

子化もすすみ、国内の消費需要が冷え込んだ

化・差別化と、労働組合運動の弱体化との一

まま推移し、あわせて社会の流動性が大きく

種の相互促進的悪循環を、どのように反転し

損なわ れて、人びとが その潜在 能力を十分

てゆくか。

に伸ば せないし、発揮 しえない 閉塞状況が

ことに現代日本社会にきびしく先端的に問

深まっていることが、重視されなければなら

われている、（長島報告の強調していた）複合

ない。

危機の重要な基底的一面には、こうしたいわ

題状況は、こうしてみると日本経済の衰退、

D・ハーヴェイの『資本の〈謎〉』（作品社、

デフレ脱却の困難と通底し、アベノミクスを

2012）の第 8 章「何をなすべきか？

ふくむ新自由主義への批判に有力な論拠を与

すべきか？」が世界のマルクス派の関心を広

える意義を有しているとみてよいであろう。

く集めたのも、この問題が新自由主義のもと

なお、日本において 5 年連続で自殺者の減

で、現代資本主義をめぐる共通の関心事とも

森岡報告の提起している雇用身分社会の問

少が続いていることは、このような問題状況

ば社会変革の主体の 危機があ る。たとえ ば

誰がな

なっていることをうかがわせる。

とのかかわりでどう理解すればよいか、にも

ハーヴェイによれば、社会諸運動の結集を

コメントのなかでふれた。森岡氏からは、電

困難にしている閉塞状況を脱するためには、

話相談の受付などのいわゆる自殺予備軍への

共通の目標に大まかな合意が必要となる。そ

対応の普及も自殺減少に寄与しているとの回

こには、自然環境の尊重、ラディカルな平等

答もあり、これも参考になった。

主義、共同利益の感覚にもとづく社会諸制度、

第 2 に、「まともな雇用の再建に向けて」、

生産手段共同所有化の発想、民主的行政手続

報告のもととされた森岡氏の近書の最終章で

き、直接生産者の組織する労働過程、新しい
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社会関係と生活様式の探求の自由などが含ま

望と関連させつつ、さらに促進し強化する方

れてよい。こうした目標に向けて、現在広く

向をさぐる作業にとっても、あきらかに大切

生じつつあるマルクス主義とアナーキズムと

な方法論を示唆するところといえるであろう。

の収斂傾向も重視したい。反資本主義運動の
担い手としても、職場での労働者階級の組織

（いとう

まこと

東京大学名誉教授）

運動にとどまらず、地域社会での階級意識の
形成、農民運動との連帯、都市開発や信用制
度の破壊的作用のために生活基盤を奪われた
人びとの生活権の要求などにも可能性が求め
組合、労働者協同組合、N P O、N G O などの
られてよい。労働組合とともに、各種の協同

協力関係も重視されるべきである。
朴元淳（パク・ウォンスン）ソウル市長の
グローバル社会的経済フォーラム（G S E F）
イニシアティブのもとに2013年に発足した、

が、各地方政府との協力も重視しつつ、労働
者協同組合などの非営利的経済主体の拡大・
強化による社会的経済の育成をめざして「ソ
ウル宣言」を採択し、世界に呼びかけている
のも、ハーヴェイの問題提起にそって、マル
クス派からみても重要な意義をもっていると
いえよ う（なお、この 点につい て詳しくは
『変革のアソシエ』No.18、2014年10月号の
各論稿を参照されたい）。こうした社会的連帯
運動が、労働者の階級的組織運動の再活性化
への社会的基盤としても役だってゆくよう、
期待したいところである。
森岡報告は最後に、現代日本の雇用身分社
会ともいうべき雇用関係における差別と格差
の拡大傾向を、新自由主義批判に総括しつつ、
もともと資本・賃労働関係の考察に基本をお
くマルクス経済学の原点回帰を強く求めてい
た。それも、鶴田報告、長島報告ともある意
味で通底するところがある。現代資本主義の
複合危機の批判的解明には、実際、資本主義
の基本となる原理そのものにたちもどって考
察の基準を再考せざるをえないところが多い。
そのことは、複合危機の基底的一面をなす労
働者運動の衰退と困難に対し、その克服への
方途を現代的に探求する試みを、より広い社
会的経済のグラス・ルーツからの成長への展
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■評論■

現代日本人の意識構造の軌跡

北 村

実

至っている。

目 次

本調査の質問項目は、「生活の目標」「人間
はじめに
1．政治に対する態度
2．権利に関する知識
3．政治活動
4．政治課題

関係」「家庭」「仕事」「政治活動」「ナショナ
リズム」「宗教」など多岐に亘っており、40年
間の調査によって蓄積されたデータを分析す
れば、時代状況や世代交代による現代日本人
の意識の変遷の足跡をあらためて辿り直すこ
とが可能となろう。
本稿では、「政治活動」に関する意識に絞っ
て、同調査のデータを紹介しつつ、同時代を

はじめに

共にした一人として、少しく私見を交えさせ
ていただく。

本年 2 月に『現代日本人の意識構造』（NH

K放送文化研究所編）と題する調査報告が出
版された。これは同研究所によって1973（昭

1．政治に対する態度

和48）年から 5 年ごとに実施されてきた「日
本人の価値観やものの考え方を捉える意識調
査」の 9 回目にあたる2013（平成25）年の報

本調査は、基本的な政治的態度に関して、

告書で、これを機に調査開始から40年に亘る

「政治的有効性感覚」「権利に関する知識」

「日本人の意識の軌跡」の総括を試みており、

「政治活動」という 3 つのキイコンセプトを

データ分析を踏まえた実証的研究成果として

設定して、意見の収録を行った。このうち、

注目に値しよう。帯に記された大沢真幸氏の

第 1 の「政治的有効性感覚」（政治的・社会

「これは、40年間の私たちの心の動きを捉え

的決定に対して自分個人または他の人々との

た完璧な定点観測だ ！」とのキャッチ・フレ

共同の行動や努力が効果を発揮するという感

ーズもあながち過褒ではなかろう。

覚・信念）について、本調査では、①選挙・

周知のように、「社会意識」の研究は、個人

デモ・陳情・請願が国政にどの程度影響を及

の意識ではなく、社会的・集団的意識を「集

ぼしていると思うか、②世論（国民の意見や

合表象」と呼んで、その解明に着手したデュ

希望）が国政にどの程度反映しているか、に

ルケムに始まり、今日枢要な位置を占めるに

ついて質問し、回答をえた。
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第 1 問の「選挙やデモ等」については、回

デ モ 等
(数字は％)

答の選択肢として、国政に①非常に大きな影
強い やや強い やや弱い 弱い 無回答

響を及ぼしている（「強い」）、②かなり影響を

1973年

14

33

40

6

及ぼしている（
「やや強い」）、③少しは影響を

1978年

13

30

44

7

6

及ぼしている（
「やや弱い」）、④まったく影響

1983年

8

24

54

9

6

を及ぼしていない（「弱い」）の 4 選択肢を設

1988年

7

24

54

10

6

1993年

7

22

54

11

5

1998年

5

17

57

15

5

2003年

5

18

60

13

5

2008年

7

21

55

13

5

2013年

5

16

59

14

4

7

定し、それぞれについて、回答してもらった
ところ、以下のような結果となった。
選 挙
(数字は％)

強い やや強い やや弱い 弱い 無回答
1973年

40

26

23

5

6

1978年

35

26

28

6

5

1983年

28

26

35

7

4

1988年

23

27

37

8

5

小括
行動形態として、デモと陳情・請願とでは、
やや質的な違いはあるものの、これらは議会

1993年

24

26

37

9

5

1998年

19

21

41

14

4

2003年

18

23

42

13

5

2008年

21

27

38

11

3

2013年

21

28

40

9

3

政治を補完する意思表示の手段として歴史的
由緒を有するものであって、これらの動向は
代表制民主主義の現状を照らし出すバロメー
タ―といってよかろう。その視点に立つと、
1980年代以降の、とりわけ1998年以降の落ち
込みは戦後日本の議会制民主主義の形骸化と
小括
して由々しき事態といわねばならない。主権
これを見て、あらためて確認できるのは、

者であるはずの国民が間接民主主義の欠陥を

代表制民主主義にとって死活の制度であるは

埋めるために合法的に認められているデモ・

ずの選挙に対し、主権者である国民の約半数

陳情・請願の権利を手放してしまうとは、民

が「影響は〈やや弱い＋弱い〉」と答えている

主主義国家の存否に関わる重大事というべき

事実である。「〈強い〉（非常に影響を及ぼして

であろう。

いる）」と「〈やや強い〉（かなり影響を及ぼし

とりわけデモの意義は大きい。デモとは、

ている）」と回答した有権者は調査開始年度の

議会制民主主義・代表制民主主義を補完・補

1973年次から98年次まで下がり続け、遂に

正する必要不可欠の手段であって、これを敵

1998年には40％にまで落ち込み、2008・2013

視するなら、民意の反映が損なわれざるをえ

の両年次でわずかに上向いたものの、なお過

ない。

半数に達せず、過半数を割り込んだ年次が何
と1998年以来続いてきたとは！

忘れもしない1960年の日米安保条約改定に

これは、選

反対する「60年安保反対闘争」で、30万以上

挙が民意を反映せず、代表制民主主義が主権

が国会を取り巻き、当時の岸政権を総辞職に

者の手中から離脱してしまっているというこ

追いこんだ。デモを含む集会の自由は、憲法

とを意味する。この衝撃的な事実に、暗澹た

21条で全国民に保障された権利で、基本的人

る思いを禁じえない。

権の中でも特に大事な権利だ。それが近年た
った 5 ％の支持しか得ていないとは、と慨嘆
していたところ、2015年の 8 月から 9 月にか
けて、安全保障関連法案に反対するデモが連
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日国会前を始めとして全国各地で展開され、
世 論

8 月30日のデモには国会周辺や日比谷公園に

(数字は％)

強い やや強い やや弱い 弱い 無回答

主催者発表で12万人が集まった。「戦争させな
い・ 9 条壊すな ！

総が かり行動 実行委員

会」が「戦争法案廃案！

1973年

4

18

52

19

7

1978年

4

18

56

16

7

1983年

3

16

59

18

5

1988年

3

14

60

18

5

1993年

3

13

59

19

6

1998年

2

9

53

33

4

2003年

2

8

57

29

4

2008年

2

9

58

28

4

2013年

2

11

62

22

3

阿部政権退陣！」

をスローガンに掲げて呼び掛けたデモに、参
加者があふれ、警察側が国会前の車道を解放
するという異例の措置を取る事態となった。
筆者は賛同者に名を連ねたが、当日は信州安
曇野の別荘に滞在しており、老齢の身でもあ
り、盛会を期待しつつ見守っていたが、平和
主義・民主主義に加えて、立憲主義を守れ、
を合言葉に馳せ参じた予想を越える大群衆の
小括
出現に、先の慨嘆を撤回せざるをえなくなっ
世論尊重は民主政治の原点だが、その「世

た。
今回のデモ参加者は自らの意思で、手弁当

論」に対し、「強い（十分に反映している）」

で、手書きのプラカードを用意して参集した

との答えが最高でも 4 ％しかなく、しかも98

草の根の個人だ。60年安保のデモ参加者は、

年以降になるとたった 2 ％に落ち込んでしま

宗教者・大学教員・新劇人などの個人参加は

っている事実にあらためて驚かざるをえない。

別として、その多くは労働組合・全学連・平

「やや強い（かなり反映している）」を加えて

和運動団体に所属する人たちで、組織動員だ

も、 2 割強から 1 割で、逆に「やや弱い（少

った。これを見て、戦後民主主義はそれなり

しは反映している）」と「弱い（まったく反映

に定着し、いざとなれば主体的に行動に立ち

していない）」を合せると、当初の70％から98

上がる力を秘めている、との思いを強くした。

年度以降になると何と80％を越すという数字

そこで、疑問が生じる。それは調査に現れ

に接して、そもそも 「民主主 義」とは民 衆

たデー タによると、デ モ等に対 する評価が

(demos)の支配(kratein)であって、民意の

1980年以降釣る瓶落としに落下してきたのに、

「下意上達」「ボトム・アップ」でなくてはな

突如2015年になって急上昇したのは何故か、

らないのに、日本における議会制民主主義が

それは調査では表明されずに心底に潜んでい

まったく「上位下達」（トップ・ダウン）に成

たデモ等への肯定的評価が事態の進行によっ

り下がってしまっている事実に衝撃を感じざ

てもはや潜めておけず、止むにやまれぬ行動

るをえない。

となって発現したのか、という疑問である。
今後の調査を待ちたい。

総括
第 2 問の「世論」に関しては、回答の選択
肢として、国政に①十分反映している（「強

上記の調査によって数量的に把握された政

い」）、②かなり反映している（
「やや強い」）、

治に関する国民意識の変動は、いうまでもな

③少しは反映している（「やや弱い」）、④まっ

く、調査年次の1973年から2013年までの日本

たく反映していない「弱い」）の 4 つを設定し、

における政治動向の国民の意識への反映であ

回答してもらったところ、以下のような結果

って、したがってこの変動の真意の究明に先

となった。

立って、まずこの間の政治動向を一瞥してお
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く必要があろう。

党へと戻るといった目まぐるしい変転に、民

調査開始の1973年といえば、時の田中角栄

心はやや選挙への期待を取り戻しかたと思わ

首相が「福祉元年」を宣言した年であった。

れたが、2008年と2013年とも微増に止まり、

田中首相は、施政方針演説で、「経済成長の成

大勢を変えるには至っていない。

果が社会すべての階層に対し行き渡るもので

本調査の三問に対する肯定的回答がいずれ

なければならない。引き続いて社会保障の充

も1998年度と2003年度で最低を記録している

実に努力していく」と胸を張ったが、それは

のも、ひとえに政治の局面における低迷によ

戦後の目覚ましい経済復興のお蔭であった。

って、高度経済成長破綻による国民生活の条

たしかに、これに先立つ20年前の1956年の

件悪化に対して無策に終始した政権の担い手

年次経済報告で、「もはや『戦後』ではない」

への期待喪失の意思表示ではなかったか。

と宣言されて以降、高度成長期を迎え、毎年
実質経済成長率が10％台を維持したものの、

なお、本調査の報告書は、「政治的有効性感

「福祉元年」宣言の翌年の74年には第 1 次オ

覚」に関する調査結果を以下のように総括し

イルショック、79年には第 2 次オイルショッ

ている。参考までに、当該個所を引用してお

クに見舞われて、経済環境が一変し、20数年

こう。

に亘る低成長期を迎えることになった。しか
も、この低成長期末期の1988年に初めて消費

〈最近の10年間は「選挙」「デモなど」「世

税（税率 3 ％）が導入され、これに続く90年

論」の 3 つの項目がそれぞれ異なる動きを示

代初頭から始まるバブル崩壊以降の好転の見

しているが、98年と比べて《強い》や《やや

込みのない低迷期にさらに消費税増額（税率

強い》が減少した項目はなく、有効性感覚の

5 ％）が強行され、2008年にはリーマン・シ

低下がほぼ一貫して続いていた90年代までと

ョックに遭遇し、国民生活は萎縮を余儀なく

は様相が変わってきている。

されたのだった。

それでも、この10年間で政治的有効性感覚

このような経済情勢下にあって、政治の局

が顕著に回復したとは言えず、70年代からみ

面では、1993年の衆議院選挙で自民党が敗北

れば大きく低下していることには変わりはな

し、「55年体制」が崩壊するまで、この間にロ

い。今では、政治に影響を及ぼしていると考

ッキード事件を始めとする汚職事件があった

える人が最も多い「選挙」でも、《強い》と

ものの、長期にわたって自民党政権が続き、

《やや強い》を合わせて半数になっている。

一票の格差拡大も是正されず、民心が選挙に

「デモなど」は 4 人に 1 人で、「世論」が政

よる国政から離れていった。

治に反映していると考える人に至っては 1 割

自民党政権の崩壊は、国民に期待を抱かせ

程度にすぎない。〉

たが、93年から98年にかけて、細川内閣を始
め短命の内閣の交代が相次ぎ、 1998年に は

なお、本調査は、政治的有効性感覚の世代

「選挙」に対し、国政に「強い（かなり影響

別の相違をも調査しており、それによると、

を及ぼしている）」と「やや強い（かなり影響

「一九二四～二八年」生まれをピークとして、

を及ぼしている）」がともに減少し、「やや弱

そこから若い世代になるにしたがって下降し

い（少しは影響している）」が41％に達し、こ

ていく傾向を確認し、新しい世代ほど政治的

の傾向は2003年まで続いた。その後自民党が

有効性感覚を持たなくなる傾向があるが、そ

政権を取り戻し、小泉政権の「郵政選挙」で

れでも最低は「一九六九～八三年」生まれの

は勝利したものの、間もなく政権が自民党か

世代であって、1980年代後半生まれの世代に

ら民主党へ転じ、すぐにまた民主党から自民

なると上昇傾向にあることを確認している。
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昇し、2013年には78％に達しており、認知度
は群を抜いている。 それに比 し「表現の 自

2．権利に関する知識

由」と「団結権」は年を追って、認知度が下
がり、2008～13年には、前者は35～36％、後
者は22％へと漸減している。「生存権」の認知
度が高いのは生活に直結する権利であるから

第 2 問の「権利に関する知識」については、

当然として、民主的社会にとって死活の権利

回答の選択肢として、「ア、思っていることを

として等しく重要なはずの「表現の自由」と

世間に発表する《表現の自由》」、「イ、税金を

「団結権」との認知度の低さと漸減傾向には、

納める《納税の義務》」、「ウ、目上の人に従う

驚きを禁じえない。両者とも、前者とともに、

《目上に従順》」、「エ、道路の右側を歩く《右

戦後民主主義の獲得物として、最大限の意義

側通行》」
、「オ、人間らしい暮らしをする《生

を持つ権利ではないか。このデータに接して、

存権》」、「カ、労働組合をつくる《団結権》」

戦後民主主義の底の浅さを思い知らされずに

の 6 つを用意し、いくつ選んでもよい、とい

はおかない。

う設問 形式で、憲法に 定められ ている「権

「表現の自由」は、あらためていうまでも

利」（表現の自由、生存権、団結権）の認知度

なく、「思想・良心の自由」、「言論・集会・結

の高さを確認しようと意図した。複数回答の

社の自由」を含意する権利中の権利であって、

結果は、 1 位は「生存権」、 2 位は「表現の

歴史的には、「……からの自由」（自由権）と

自由」、 3 位は「団結権」だが、意外なこと

して、「生存権」を初めとする「……への自

に「納税の義務」を権利と誤解している人が

由」（社会権）に先んじて登場した民主的社会

予想外に多く、70年以降は 3 位を上回り、75

の根幹をなす死活の権利である。これらの認

年以降は 2 位をも上回るに至った。「納税の

知度が「生存権」と比べて低いのは、生活保

義務」を除く正真正明の 3 権利の年次別の選

守主義への傾斜の証しなのであろうか。
「表現の自由」もさることながら、「団結

択率（％）は、以下のようである。

権」の認知度の低さについては、労働運動の
(％)

後退と連動しているだけに、日本の民主主義
生存権

表現の自由

団結権

1973年

70

49

39

1978年

70

46

36

1983年

77

44

29

1988年

76

43

27

1993年

75

40

26

70年の35.4％から2010年には18.5％になった。

1998年

76

37

23

労働争議も同様で、厚生労働省の『労働争議

2003年

76

36

20

統計調査』によると、半日以上のストライキ

2008年

77

35

22

2013年

78

36

22

の発展・深化にとって黙過できない一大事と
いわざるをえない。本報告書の付録に掲載の
データ表によると、労働組合への加入率（推
定組織率）は、70年代半ばから低下しつづけ、

は、最多の74年には5197件もあったが、10年
後には594件となり、近年になると、多い年で
も50件程度にすぎず、これは40年間で100分の
1 にまで減少していることになるという。

総括

「生存権」は1973年の70％から少しずつ上
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も「なし」が55％～72％と常に過半数を越え
ている。この調査結果を見る限り、日本国民

3．政治活動

の政治に対する態度は極めて消極的且つ冷淡
であったと言わざるをえない。
それでも、「署名」が30％台、「集会出席」
が17～14％に達したこともあった。この背景

第 3 問の「政治活動」については、回答の

には、1982年のNATO諸国へのミサイル配備

選 択 肢 と し て 、「 ア 、 デ モ に 参 加 し た 《 デ

を機にヨーロッパから世界各地へ広がってい

モ》」、「イ、署名運動に参加した《署名》」、

った反核運動が日本でも盛り上がり、六月の

「ウ、マスコミに投書した《投書》」、「エ、陳

国連軍縮特別総会に向けた大規模な集会や署

情や抗議、請願した《陳情》」、「オ、献金・カ

名活動が国内でも取り組まれたという事情が

ンパした《献金》」、「カ、集会や会合に参加し

あったと思われる。また、「署名」は1988年に

た《集会出席》」、「キ、政党・団体の新聞や雑

最高の32％を記録しているが、これは中曽根

誌を買って読んだ《機関紙購読》」、「ク、政

内閣の提出した売上税法案に対し、各地で反

党・団体の一員として活動した《党員活動》」、

対運動が起こり、遂に廃案に追い込んだ市民

「ケ、特に何もしなかった《なし》」を提示し、

運動の高揚の反映であろう。

上記の中から、この一年の間に行った活動を

こう見てくると、何か問題が起こると、音

いくつでも答えてもらうことにした。各選択

なしの構えでいた国民が突如立ち上がり、署

率（％）は以下のようになった。

名活動や示威活動を展開する、というのが国
民性なのかもしれない。本年の「安
（％）

全保障関連法案」反対を叫ぶ国会周
署名 献金 集会 機関紙 党員 陳情
出席 購読 活動

デモ

投書 なし

辺を初めとする全国各地での集会と

1973年

24

14

13

11

3

5

4

1

60

デモ行進がその何よりの証拠といえ

1978年

25

13

12

9

3

4

4

1

61

るのではなかろうか。

1983年

30

15

17

10

4

4

2

1

56

1988年

32

13

14

8

3

4

2

1

55

1993年

21

9

12

6

3

2

1

0

64

1998年

25

9

10

6

2

2

1

1

65

2003年

22

7

11

2

2

2

1

1

65

2008年

19

8

8

4

2

1

1

0

69

2013年

16

9

7

5

2

1

1

1

72

4．政治課題

本調査では、上掲の「政治に対する
態度」に続いて、「政治課題」、すな
わち国民の政治に対して期待する課題につい
て、調査を行っている。選択肢として、「1．
国内の治安や秩序を維持する《秩序の維持》」、

総括
「2．日本の経済を発展させる《経済の発
展》」、「3．国民の福祉を向上させる《福祉の
八つの政治活動の内、もともと 1 ％か0％

向上》」、「4．国民の権利を守る 《権利の擁

しかない「投書」は別として、他の七つは、

護》」、「5．学問や文化の向上を図る《文化の

2000年代に入ると、いずれも最高時と比べて、

向上》」、「6．国民が政治に参加する機会をふ

ほぼ半減ないし、それ以上減っている。しか

やす《参加の増大》」、「7．外国との友好を深
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める《友好の促進》」の 7 つを用意し、その中

ら再び《経済の発展》へと移って行った。

から、日本の政治が取り組まなければならな

なお、《経済の発展》がバブル崩壊後の93年

い最も重要な事柄とみなす事項を 1 つだけ選

に21％へ増加した後、98年にさらに増えて48

択してもらった。その結果は、40年間を通し

％になり、《福祉の向上》を抜いてトップにな

て、どの時代でも《経済の発展》と《福祉の

ったが、この27％の増加は 5 年間の変化量と

向上》のどちらかが最多で、この二者で全体

してはこれまでの「日本人の意識」調査では

のおよそ半数から 3 分の 2 を占めている。参

最大のものであるというから、特記に値しよ

考までに、二者に加えて、 3 位の《秩序の維

う。

持》までの選択率（％）を掲げる（ 4 位以下
は 5 ％以下）。

2003年に17％に落ち込んだ《福祉の向上》
が再び上昇に転じ、2008年には 《経済の発
展》を抜き、2013年にはまた抜き返されると

（％）

いう複雑な経緯を辿った背景には、長引くデ
秩序の維持 経済の発展 福祉の向上

フレ状態にあって、消費税増税につながった
1973年

13

11

49

1978年

17

21

32

1983年

19

19

27

1988年

13

12

37

1993年

12

21

37

1998年

11

48

18

2003年

17

48

17

2008年

21

25

28

政方針演説で、「子どもからお年寄りまで全て

2013年

17

37

20

の国民をカバーする『全世代対応型』へと社

2012年の「社会保障・税一体改革大綱」の影
響が考えられよう。そこには、こう書かれて
いた。「半世紀前には65歳以上のお年寄り 1
人をおよそ 9 人の現役世代で 支える『胴 上
げ』型の社会だった日本は、『騎馬戦』型の社
会になり、2050年には『肩車』型の社会にな
る」と。これを受けて、野田佳彦首相は、施

会制度を転換する」と訴えた。こうして「福
祉国家」実現への見込みが遠のく羽目となっ
た。
少子高齢化の進展にともない、社会保障費

総括
が増大し、政府によって、医療費の自己負担
の増額や年金支給開始年齢の引き上げ等が行
第 1 問に関する「総括」ですでに述べたよ
うに、高度成長末期の1973年は時の田中角栄

われ、《福祉の向上》の実現は難しくなりつつ
ある。

首相によって発せられた「福祉元年」であっ

《秩序の維持》は、時に 2 位に浮上するこ

て、国民の福祉への願望・期待が高まり、そ

とがあっても、全体の傾向としては 3 位に止

れを受けて福祉関連の政府予算も拡充された

まっており、諸外国と比べても、日本の治安

結果の反映であった。それ以降 1993年ま で

が良好な部類にランクづけられていることを

《福祉の向上》が第 1 位をキープし続けたの

国民も認識しているに違いない。《秩序の維

は当然であったが、バブル経済崩壊後の90年

持》が最上位にランクされるような事態は最

代後半に入ると、《経済の発展》に人心が移っ

悪というべきであろう。

た。とはいえ、2008年の「いざなみ景気」も
リーマンショックによる世界的金融危機によ

（きたむら

って吹き飛ばされ、以後長期にわたってデフ
レが続き、ふたたび人心が《福祉の向上》か
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みのる

早稲田大学名誉教授・

政治経済研究所相談役）

■論文■

労働価値説からみたピケティ的現象

田 添 篤 史
《要旨》 本稿はトマ・ピケティが歴史的なデータを用いることで示した r > g が、労働価値説の観点からみ
て何を意味するのかを、モデルを使用することで明確にする。得られた結論は r>g の背後には剰余
価値率の継続的上昇があるということである。ピケティ自身は資産所有が所得を決めることによる
メリトクラシーの否定、個人の努力ではなく単なる相続によって個人の人生の多くが決まるという
「正当化されない」格差の発生と民主主義の危機に問題をみている。また資本主義を乗り越えると
いう意思はなく、より良い資本主義へと修正を行う必要があるという立場である。しかし労働価値
説の観点からするとピケティがみている諸現象の基底には剰余価値率の継続的上昇が横たわってお
り、これは究極的に労資問題から免れ得ないことを示している。

るが、それに対する対処法はあくまで資本主

目 次
1 一般的なモデル
2 ピケティ型のモデル
3 まとめ

義内部での再分配政策の強化にある。これら
の点でマルクス派とは大きな差があるといえ
る。
このような差があるとはいえピケティが膨

トマ・ピケティの『21世紀の資本』は様々

大な歴史データを集積することによって見出

な反響を呼んだ (1)。これに対する反響は肯定

した現象は重要なものであり、労働価値説の

的なものもあれば否定的なものもあり、評価

妥当性を述べるのであればピケティが示した

が確立するまでには時間が必要であると思わ

諸現象が、労働価値説の立場からみて何を意

れる。2015年の時点でピケティを取り扱った

味するかを確認することは重要なことである。

文献についてはすでに膨大なものがあるが、

このような問題意識のもとで本稿はピケティ

マルクス経済学の立場からは伊藤(2014)ある

が歴史的なデータを用いることで示した

いは、ハーヴェイ(2014)などの否定的な評価

r > g、および一定の r ということが労働価値

が代表的と思われる。ハーヴェイはピケティ

説の観点からみて何を意味するのかをモデル

について批判的であり、伊藤も一定の評価は

を使用して明確にする。第 1 節では制約の数

しつつも批判を行っている。伊藤が指摘する

が少ない比較的一般的なモデルを示す。その

ように、ピケティの資本概念はマルクス経済

うえで第 2 節においてそのモデルに対してピ

収益を生み出すあらゆるものを資本と呼んで

r > g が意味するところを明らかにする。第

いるため厳密性に欠ける。またピケティは資

3 節はまとめである。

(2)

学でいうところの資本とは異なっており 、

ケ テ ィ の 議 論 に 沿 う 形 で 制 約 を 追 加 し、

本主義あるいは資本の運動メカニズムを分析
したわけではなく、資本主義の死滅を論じて
いるわけではない。国民所得の中で資本へ配
分される割合が増大することを危惧してはい
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Kt+Vt+Ft+s t Mt = Kt+1+Vt+1+Ft+1

となる。これらのことより t 期の資本と t+1

1 一般的なモデル

Kt+1+Vt+1+Ft+1
───────── = 1+s t r
Kt+Vt+Ft

期の資本比率は、

ピケティは、利子率 r を、土地、株などの

となるため、資本の成長率は s t r であること

がわかる。ここでの仮定のように利子率 r を

収益を生むすべての資産を使用して定義して

毎期一定に保つためには剰余価値量も資本量

いる。

と同率で増大する必要がある。そのため、t
期の剰余価値量と t+1 期の剰余価値量の間

『資本論』では利潤率の計算の説明は基本
的に生産に投じられた産業資本をベースに商

Mt+1 =(1+s t r)Mt

には、

業資本を含めて計算する形で述べられている。
しかし擬制資本も資本であるのだから、資本

(1)

という関係が成立する必要がある。

市場の均衡においてはそれが生産に投じられ

t 期における有機的構成の逆数をβt、剰余価

価値を生み出す資本であれ、剰余価値の配分

値率をαt とする。この記号を使用すると、
Vt =βt Kt , Mt =αt βt Kt

を受けるにすぎない資本であれ、すべてが等
しい利子率を獲得せねばならない。この考え

となる。この表記法を使用して、(1)式を次

のもとで、本稿では擬制資本も含めて全ての

の形に変形する。

αt+1 βt+1 Kt+1
────────── = 1+s t r
αt β t K t

資本に対して同一の利子率が与えられると仮

定する。以下では t 期において生産に使用さ
れ価値を生み出す資本を Kt+Vt とする。Kt

(2)

次に t 期におこなわれる投資の中で、生産

は流動不変資本＋固定資本の合計であり、Vt

に追加投資される割合がγt とすると t+1 期

する。ピケティのいう資本は Kt+Vt+Ft に該

Kt+Vt の間には次の関係がなりたつ。

は可変資本である (3)。また擬制資本を Ft と
当するため、この合計部分を以下ではピケテ

の 生 産 資 本 Kt+1 +Vt+1 と t 期 の 生 産 資 本

(1+βt+1)K t+1=(1+βt)K t+γt s tαt βt K t

ィと同様に資本とよぶ。ピケティが歴史的デ

上の式の右辺第 2 項は γt s t M t に対応してい

ータから見出したいくつかの事象の中で、r

る。

が一定であるという仮定のみをまずは利用し

これを(2)に代入し変形すると、

いては考慮せず、資本の回転期間の問題につ

αt+1βt+1[1+βt(1+γts tαt)]
──────────────── = 1+s t r
αt βt(1+βt+1)

いても捨象する。生産資本であっても擬制資

を得る。このように資本の絶対的な量とは関

本であっても資本市場においては等しく評価

され、すべての資本が等しい率で t 期に生産

係なく、パラメータのみで決定される関係を

ピケティの見出した現象から一定の率 r を仮

ほかのパラメータによってあらわされる式へ

てモデルを作成する。以下では資本減耗につ

された剰余価値 M t の配分を受ける。また、

得る。この式を、t+1 期の剰余価値率αt+1が

と変形すると、
(1+βt+1)
βt
αt+1=───── ─────────(1+s t r)αt
βt+1 [1+βt(1+γts tαt)]

定するため、この経済において利子率は次の
ように計算される。

Mt
───── = r = const.
Kt+Vt+Ft

(3)

ここで M t のなかで s t の割合が資本蓄積に投
資されるとすると、t+1 期の資本は

となる。経済学的に意味のある範囲ではすべ
ての変数が正であるので、両辺の対数をとり

各パラメータの t+1 期の剰余価値率に対す
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る影響を調べる。ここでは t 期の有機的構成

めには、剰余価値量は s t r の率で成長しなけ

の逆数βt および剰余価値率αt は所与であ

ればならない。そのため M t+ 1 =(1+s t r)M t

るとし、t+1 期の有機的構成の逆数βt+1、t

の 関 係 が成 立 し ている 。この 関 係 式 およ び

期の蓄積率 s t、t 期の蓄積の中で生産資本に

M t =αtVt の表記を使用すると(7)式は、

Vt+1+(1+s t r)αtVt =(1+gt+1)(Vt+αtVt)

投下される割合γt の影響をみる。
ラメータの中で t+1 期の有機的構成の逆数

となる。(8)式を V t =βtK t を使用して書き

βt+1 、t 期の蓄積率γt で偏微分したものは

直すと、

(3)式の両辺の対数をとり、上にあげたパ

(8)

βt+ 1K t+1+(1+s t r)αt βtK t

=(1+g t+1)(1+αt)βtK t

次のように符号が決定する。

－1
logαt+1
────── = ──────── ＜0
βt+1
βt+1(1+βt+1)

logαt+1
────── = ────────── ＜0
γt
[1+βt(1+γt stαt )]

(9)

(4)
となる。

－βt s t αt

また上で述 べたように

(5)

t 期の蓄積率 s t については次に見るように符
号は確定しない。

(1+βt)r －βt γt αt
logαt+1
────── = ───────────── (6)
[1+βt(1+γt st αt)](1+s t r)
st

となるため符号は分子によって決定される。

(4)式は K に対して V が大であるほど必要で

本＝ t 期の生産資本 ＋ t 期の蓄積の中で生産
資本の蓄積に向けられた割合

という関係は

(1+βt+1)K t+ 1 =(1+βt)Kt+γt s tαt βt K t

常に成立している。その関係式を再掲すると、

である。これを変形したものを(9)式に代入
し整理すると、
βt+1
(1+βt)
(1+gt+1) =────── ───────
(1+βt+1)
βt(1+αt)

[

ある剰余価値率は低くなることを示している。

γt s tαt
αt
+ ────── +(1+s t r) ─────
(1+αt)
(1+αt)

これは死んだ労働に対して生きた労働が大で

]

あるほど剰余価値の源泉となる部分が大きい
ため、一定の剰余価値量を生み出すためには

t+1 期の生産資

(10)

を得る。

剰余価値率がより低くてもよいという一般的

(3)式と(10)式から次のことがわかる。αt

な理論と一致している。(5)式は蓄積のなか

およびβt は所与として、t 期に生産された

で生産資本に投入される部分が大であるほど

剰余価値量から蓄積に回る割合 st、またその

剰余価値率はより低くてよいことを示してい

中で生産資本に投資する割合γt を決定する。

る。擬制資本は価値生産物を生み出さず分配

このもとで t+1 期の剰余価値率αt+1か t+1

を受けるのみであるから、この部分の増大が

期の有機的構成の逆数βt+1 のど ちらかが決

生産に投入され価値を生み出す資本の増大よ

定されると、(3)式から他方も決定される。

りも小さい場合ほど、より少ない剰余価値量

そののち(10)式から g t+1が決定される。

で一定の利子率を達成することができる。そ

以上の式が、r が一定の仮定のみを利用し

のため剰余価値率は小さくてよいことになる。

た場合に導かれるモデルである。各変数の組

ここでまで展開してきた関係式とは別に、

t+1期と t 期の GDP の関係を、労働価値説

み合わせにより様々な動態が描かれる。また

の 観 点 か ら 表 す 。 こ こ で t 期 の GDP は

Vt+Mt に等しいとする。この場合、t 期から

も剰余価値率の増大を必要としていない。次

t+1期における GDP の成長率を gt+1とする
V t+1 +M t+ 1 =(1+g t+ 1)(V t +M t)

と次の式が常に成立する。

r が一定であることは、それだけでは必ずし
節ではここで示したモデルにさらにいくつか
の制約を加えピケティの主張は労働価値説の
観点からして何を意味しているのかをみる。

(7)

先に述べたように利子率を一定の値に保つた
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とも端的に表すために s t =1 とした。
このような付加的な制約を課した場合には

2 ピケティ型のモデル

剰余価値率が通時的に上昇する必要があるこ
とは簡単にわかる。以上で述べてきた仮定の
V t+ 1 +(1+r)αt V t = (1+g)(V t +αtVt)

もとで(8)式は、
前節では r は一定の仮定のみをおきモデル
を示した。次にピケティが主張したいくつか
の点を追加的制約として課すことによってピ
ケティの主張をよりよく表現したモデルをつ

Vt+1－(1 + g)Vt =( g －r )αtVt

となる。これを変形すると、

となる。r > g の仮定からこの式の右辺は負

となる。そのため Vt+1－(1+g)V t < 0 が成立

くり、それが意味するところをみる。

しているが、これは剰余価値率の上昇を意味

r > g をみたす g が所与の定数として与えら

の間には、

追 加 の 制 約 と し て 使 用 す る 条 件 は 、 (1)

する。なぜかといえば、t+1 期と t 期の V+M
(1+αt+1)Vt+1=(1+g)(1+αt)Vt

れるということ、(2)取得された利潤＝剰余
s t =1の 2 点である 。(1)に関して、r > g に

価値は すべて資本蓄積 に回され る、つまり

の関係が常に成立するが、これを変形すると
(1+αt+1)
────── Vt+1 =(1+g)Vt
(1+αt )

ついてはピケティの主張として説明は不要で

あろう。しかし g が所与で一定であるとい

となる。剰余価値率が上昇するならば、αt+1
>αt であるから上の式より、Vt+1－(1+g)Vt

ピケティの叙述にはどのようにでも受け止め

< 0 となるためである。

ついても将来的には低下していくという見方

構成が上昇する、ということのみでありどれ

と、長期的には低い率ではあるが一定のトレ

ほど上昇するかについては前節で示したよう

ンドにしたがって成長していくという二つの

に(3)式の関係で決まる。(3)式に含まれてい

う点については明らかというわけではない。
ることができる部分が多いが、成長率 g に

見方が混ざり合っている。ここでは

Rowthorn(2014)の、ピケティは新古典派成
長論の均斉成長経路上で議論を行っていると

いう指摘と、また g の変動の影響を排除し

ここまでで明らかになったことは、有機的

るパラメータの中で蓄積率については s t =1
と仮定しているため、t+1 期の有機的構成の
逆数 βt+1 およ び蓄積の中で、 どれだけ が生

r > g が何を意味するかという点に注目する

産資本の増加に投じられるかを示すγt によ

ためという 2 つの理由から、g は一定という

れることになる。前節の(4)式および(5)式で

仮定をおいた。次に(2)の仮定について説明

βt+1が大きくなる、つまり t+1 期の有機的
構成が低下すると、t+1 期において必要と

を行う。ピケティの結論の要点は、経済が生
み出す付加価値の多くの部分が資本によって

って t+1 期の剰余価値率の大きさが決定さ
示 し た よ う に t+1 期 の 有 機 的 構 成 の 逆 数

取得され (4)、格差が拡大する結果として民主

なる剰余価値率は低下する。また t 期の蓄積

主義の基盤が脅かされるだろうという点にあ

の中で生産資本に向けられる割合が大である

r > g であったとしても資本によって取得さ

る。 しかし資本蓄積が 起きて いない場合、

ほど t+1 期において必要となる剰余価値率
は低下する。つまり、t+1 期の有機的構成

れる割合の増加は発生しない。そのため格差

が低いほど、蓄積の中で生産資本に向けられ

が拡大していくためには取得された付加価値

る割合が大きいほど、必要となる剰余価値率

の多くが資本蓄積に投下され 資本 / 所得

の上昇度は抑えられることになる。ただし経

比率が増加する必要がある。この状態をもっ

済成長率 g が外生的に一定という制約が課
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されているもとでは、剰余価値率の上昇を抑

これは究極的に労資問題から免れ得ないこと

することはない。ここでは gt+1=g、s t =1 で

を示している。

える効果があるこの二つの要因は同時に作用

一定 と仮定しているた め、(10)式 から βt+1
とγt は片方が決まれば他方が決まる関係に
ある。(10)式から βt+1 とγt は逆に動く (5)こ

3 まとめ

とがわかるため、 βt+1とγt のそれぞれが上
昇する場合に剰余価値率の上昇を抑えるとい

う先に述べた効果はそれぞれが打ち消しあう。

本稿ではピケティが示した諸現象が労働価

つまり有機的構成を低める場合には蓄積の中

値説の観点からみてどのような意味を持つの

で生産資本に向ける割合を減らす必要があり、

かをモデルを通じて明確にした。そこで明ら

逆の場合は逆である。そのため剰余価値率の

および r は一定という現象の根底にあるもの

上昇を抑えることが困難となる。

かとなったのは、ピケティの見出した r > g、

このようにピケティの議論は、剰余価値率

は剰余価値率の継続的上昇であるということ

の上昇が継続的に起きている状態を表すもの

である。剰余価値率の継続的上昇というもの

として労働価値説の枠内で理解される。また

は、利潤率の傾向的低下に、反対に作用する

ピケティの枠組みにおいては有機的構成の高

要因のひとつであったため想像できる点では

度化の停滞という置塩信雄の利潤率傾向的低

あるが、ピケティの議論において要点となっ

下法則が成立しないことを示す議論のなかで

ていることを改めて確認した。またピケティ

要点となったメカニズム (6)が、生産資本と擬

的な仮定のもとでは、有機的構成の低下とい

制資本への投資の配分という要因と打ち消し

う利潤率の低下を阻止する要因と、追加蓄積

あうことによって十分に働かない。そのため

の中で生産資本の蓄積に向けられる割合の上

剰余価値率の持続的上昇の傾向がより強まる

昇という剰余価値率の上昇を抑える要因が同

ことになる。

時になりたつことはない。有機的構成が低下

r > g および一定の r が成立するための要点

し価値の源泉が資本全体に占める割合が増加

が剰余価値率の継続的上昇ということであれ

蓄積にむけられる割合が低下することで、価

ば、ピケティが問題とした格差社会における

値を生み出さずに分配をうけるのみである擬

緊張の発生は労働と資本の対立という資本主

制資本の資本全体に占める割合が上昇するこ

義の軸と無関係ではない。ピケティ自身は労

とになり、これが剰余価値率の上昇度を抑え

資間の対立に資本主義の問題をみているわけ

ることを困難にする。逆の場合は逆である。

ではなく、資産所有が所得を決めることによ

このような要因によって剰余価値率の継続的

るメリトクラシーの否定、また個人の努力で

上昇は強化されることになる。

ピケティが歴史的データから見出した

した場合には、追加的蓄積の中で生産資本の

はなく単なる相続によって個人の人生の多く

ピケティの議論の要点が剰余価値率の継続

が決まるという「正当化されない」格差の発

的上昇にあるとすれば、ピケティのいう

生と民主主義の危機に問題をみている。また

r > g の継続は資本主義の一般的法則ではな

資本主義を乗り越えるという意思はなく、よ

いということになる。ピケティ自身は第二次

り良い資本主義へと修正を行う必要があると

世界大戦後の資本主義の黄金時代に成立した

いう立場である。しかし労働価値説の観点か

あるとみているが、r > g を支えているもの

らするとピケティがみている諸現象の基底に
は剰余価値率の継続的上昇が横たわっており、

g>r および 資本 / 所得比率 の低下が例外で
が 剰 余 価 値 率 の 継 続 的 上 昇 で あ る 以 上、
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r > g の持続はその限界に到達する。その限
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( 3 ) C+V と表記されることが多いが、利子率の計
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頭におき、冨塚良三氏の表記法に従った。利潤
率の計算においてはすべての資本が参加すると
いう点については本間・冨塚(1994)が説明を与
えている。
( 4 ) ピケティ自身の資本によって取得される割合
が増大していくメカニズムは、資本と労働の限
界代替率が1を上回るという仮定をおき、そのも
とで資本の蓄積が進展していくという点にある。
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d [βt/(1+βt)]
( 5 ) ───────── ＞ 0 であるため、(10)式を
d βt
成り立たせるためにはβが増加する場合にはγ
が減少する必要がある。
( 6 ) 置塩の議論では、置塩の定義した有機的構成
は利潤率を低下させない一定限度までしか上昇
しない。
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■論文■

アメリカの構造的パワーの再認
─ グローバル金融危機を生き延びたのはなぜか ─

和 田 洋 典

《要旨》 グローバル金融危機は、アメリカの凋落を表すと解されてきたが、実際には依然、アメリカの金
融機関と金融市場の競争力や国際制度における影響力は保たれている。本稿ではこの逆説的な事態
の解明について、S. ストレンジらにより提起された構造的パワー概念に再着目し、その後の研究動
向を併せて検討しながら接近する。まず、構造的パワーは市場を通じて他国・アクターをステーク
ホルダーと化す能力として把握可能であり、構造的パワーを基礎づける要因にアメリカの国内制度
があるとの整理を行う。そのうえで国際通貨と銀行規制の事例をとりあげ金融危機後にも構造的パ
ワーが維持されていることを確認し、その理由について、危機は必ずしもアメリカの国内制度の失
敗を意味しておらず、むしろ構造的パワーの本来的な作用の帰結であるとの理解を提示する。

ェースに代表されるように、危機を生き延び

目 次

た大手銀行は一層巨大化し収益力を保ってい

はじめに
Ⅰ 構造的パワーとは何か
Ⅱ 通貨金融における構造的パワーの基礎
Ⅲ 事例解釈
1 維持されたドルの特権
2 銀行規制の歴史的パターン
Ⅳ 国内制度の失敗をどう考えるか
結びにかえて

る。G20を中心に進んだ銀行規制などの国際
制度改革も結局は米英主導で進められた。
グローバル金融危機という明白な失敗を経
ても支配的地位を喪失しなかったアメリカの
しぶとさは、かつてスーザン・ストレンジら
power)概念を想い起させる。ストレンジは、

によって提起された構造的パワー(structural

ブレトン・ウッズ体制の崩壊はアメリカ覇権
の衰退を表すとの通説的見解に対し、ニクソ
ン政権が単独主義的に国際ルールを変更しえ

はじめに

たことやその後もドルの特権的地位が維持さ
れていることを挙げて、アメリカの構造的パ
ワーは弱まっていないと主張した。このロジ
2000年代のグローバル金融危機は、アメリ

ックは、アメリカが金融上の支配的地位を維

カ国内の信用バブルに端を発するものだった

持している今日のグローバル金融危機後の展

だけに、アメリカの金融覇権の凋落を表すと

開にも適用可能であるように思われる。

の見方がなされてきた (1)。だが危機後数年を

他方、近年の国際政治経済分析において構

経てみると、むしろ顕著なのは経済、政治の

造的パワー概念を用いた研究が低調になって

両面でみたアメリカ金融の強靭さである。す

いた理由に、その漠とした捉えどころのなさ

なわち外貨準備や貿易、金融取引のシェアに

があったことも否定できない。「世界の政治経

表れるドルの地位はほとんど変わっていない。

済構造を形づくり、決定する力 (2) 」をさすと

ベア・スターンズを救済したJPモルガン・チ

いう構造的パワーのあまりの包括性は、その
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具体的な作用の追跡や事例との整合性の検証

種の構造的パワーに共通する点に、他のアク

(3)

を非常に困難にしている 。しかも構造とい

ターに対し何らかの行動や選択を行うよう直

う概念には元来、個々の主体の行動によって

接圧力をかけることなく、その選択の範囲を

は変わらないという意が含まれる。ゆえに、

変えることができることがあるという。この

アメリカの支配的地位の維持を構造的パワー

アクター間の関係を決める構造という概念は、

概念によって説明することは同義反復にすぎ

ルール、慣行、規範、標準手続きからなる国

ない面がある。

際レジームと重なりつつも、それよりもさら

そこで本稿では、構造的パワー概念を手が

に上位の包括性が想定されており、いわばメ

かりにアメリカの通貨金融分野における支配

タ・レジームのイメージで捉えるべき概念と

的地位の持続性について考察するにあたり、

位置づけられる(6)。

まず準備作業として、構造的パワー概念の再

power)である。関係的パワ

構造的パワーに対比される概念は関係的パ

検討を行い、そこからできるだけ観察可能な

ワー(relational

具体的な要素を抽出する。そして、通貨金融

ーは政治学における標準的なパワー観とほぼ

分野における構造的パワーを基礎づける要因

等しい内容であり、特定の相手に向けて行使

として、アメリカの国内制度を特定する。以

され、何らかの行動を強いるというものであ

上の概念分析を踏まえ、グローバル金融危機

る。この関係的パワーとの比較で明らかにさ

後の国際通貨と銀行規制の問題をとりあげて

れる構造的パワーの特徴は、それがパワーの

奈辺に構造的パワーの作用を見出せるかとい

行使や影響を蒙るアクターとの関係で間接的

う視点から解釈してゆく。そのうえで、グロ

であり、パワーが市場を通じて拡散すること

ーバル金融危機というアメリカの国内制度の

にある。加えて関係的パワーが強制を意図し

有効性や正当性が低下した証左ともみえる出

て行使されるのに対し、構造的パワーは往々

来事にもかかわらず、なぜアメリカの構造的

にして意図されないまま市場を通じて作用し、

パワーが維持されているのかという問題につ

影響を受ける側は半ば自発的に取り込まれる

いて考察する。

という色彩が強い (7)。具体例としては、アメ
リカの財政赤字を日本が米国債の購入を通じ
てファイナンスしてきた状況が挙げられる(8)。
この場合、一面ではアメリカが日本に債務の

Ⅰ 構造的パワーとは何か

引き受けを担わせているとみることができる。
さらに日本の行動は、アメリカが振り出した
債務証書の国際的な流通性を高めることで、
ジョナサン・カーシュナーは国際政治経済

結果的にアメリカ中心的な国際金融市場の発

学における構造的パワー概念に関して、 2 つ

展にも貢献している (9)。その半面、日本側も

の系譜を重視する (4) 。まず第 1 にストレンジ

安全保障上の理由による対米関係の重視に加

によるものがある。ストレンジによれば、構

え、安全性と流動性という米国債の経済的な

造的パワーとは、物事がどのように行われる

価値を見込んで購入していることにも留意を

べきかを決めるパワーであり、国家間または

要する。つまり、少なくともアメリカから直

国家と企業・私人の関係を決める枠組みを形

接的なかたちで購入を強制されているわけで

成するパワーをさす。この「枠組み」は構造

はない。むしろドル中心的な金融構造の範囲

的パワーでいう構造と同義で用いられており、

で、経済的利益を図る手段を選択した結果、

世界政治経済の構造には、安全保障、生産、

それが米国債の購入となったという把握のほ

(5)

金融、知識の 4 種類が存在する 。そして 4

うが実相に近い。
- 58 -

もう 1 つの構造的パワー概念の系譜にアル

る。市場は本質的に分権的であり、多数の支

バート・ハーシュマンのものがある。ハーシ

持した対象に報奨を与えるメカニズムである。

ュマンによれば、国際経済関係には、従属的

その点を想起すれば、アメリカの支配的地位

な地位に立つアクターがその状況に経済的、

は究極的には、多数の市場アクターがその地

政治的利益を見出すという「構造的特徴」が

位に利益を見出し、正当性を認めることで支

(10)

ある

。ハーシュマン自身の関心は主に通商

えられている。この状況をアメリカの側から

問題にあり、ナチス・ドイツが戦略物資や独

いえば、構造的パワーをもつということは、

占供給する財の輸出を通じ、東欧諸国を自ら

市場を通じた経済関係に他国・アクターを取

に依存するよう仕向けた歴史的事例などがと

り込んで、その関係に利益を見出すステーク

りあげられている。このように経済関係を一

ホルダーと化してしまう能力を得ることであ

種の階層関係ととらえ、低階層のアクターも

ると言い換えることができる。

その関係に利益を見出すという視点は、スト
レンジの構造的パワーにも包含されている。
さらに両者の構造的パワーはマルクス主義と

Ⅱ

の近さという特徴を共有する。ハーシュマン

通貨金融における構造的パワーの
基礎

は、ラテンアメリカの輸入代替工業化戦略の
理論的根拠となった従属論について、自らが
先駆者であるとしている。ストレンジもマル

つぎに通貨金融の領域における構造的パワ

クス主義の構造的視座を評価しつつ、その階

ーはいかなる要因に基礎づけられたパワーな

級論が生産構造のみに着眼するのに対し、自

のかという問題を考えたい。アメリカの構造

身の構造的パワー概念は安全保障、金融、知

的パワーの重要な源が圧倒的な規模を誇る市

識にも跨る点でより包括的であると位置づけ

場であることは論を俟たない。しかしそれ以

(11)

ている

。

外に金融に関しては、それが多数の参加アク

その一方、ハーシュマンにおけるパワーの
行使は意図的なものと想定されており、その

ターの信認により支えられる本質的に社会的
なシステムであることが重要になる。

作用は通商上の相互利益を伴いつつも、従属

ストレンジが、金融における構造的パワー

的なアクターに対する強制力として発揮され

の内容として述べているのは、信用を創造し

る。それに対し、ストレンジの構造的パワー

管理する能力である。そして、この能力は各

は、ただ「そこに存在する」だけで効果的に

国内において国家と銀行に分かち合われる。

(12)

行使されうるとされるように

、パワーがお

ゆえに、国家と銀行の政治的、規制的関係が

よぶのは飽くまで構造に対してであり、最終

重要になるという。またグローバルな金融市

的に影響を蒙るアクターとの関係ではより一

場統合は未だ道半ばであり、国際金融構造は、

層の間接性が想定される。

国ごとに分かれた通貨システムに象徴される

以上の検討をふまえて、より包括的な概念

ように、各国の金融通貨制度の延長上にある

提示を行なっており、かつ通貨金融の領域を

「つくりかけの家」の面が強い(13)。このよう

重視するストレンジに主に依拠しつつ、構造

に、ストレンジにおいては構造的パワーとの

的パワーの特質を抽出してみよう。まず構造

関係で各国内における国家と銀行の制度的関

的パワーは、外交的な関与を通じて直接的、

係に重要な位置づけが与えられている(14)。そ

強制的なかたちで行使されるのではなく、市

の点は、通常、国際政治学において構造的と

場を通じて拡散し、影響を受けるアクターと

いう用語からはケネス・ウォルツ流の国内レ

の関係では間接的に作用する性質をもってい

ベルを捨象した分析が連想されることをふま
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えれば、ストレンジの議論のわかりにくい部

である。金融規制監督に係る権限は、持株グ

分といえるのかもしれない。とはいえ、彼女

ループを包括的に監督する連邦準備制度、国

の国内要因重視は明確である。実際、彼女は

法銀行担当の通貨監督庁(OCC)、連邦預金保

第二次大戦後の経済の黄金時代について、覇

険公社(FDIC)や投資銀行担当の証券取引委

権安定論でいう国際公共財（ブレトン・ウッ

員会(SEC)に加え、ニューヨーク州金融サー

ズ体制）のおかげというより、アメリカの国

ビス局など州当局に分散されてきた。こうし

家と市場により信用創造が継続的になされた

た状況は、一般に国際場裡でアメリカがまと

ことから説明できると論じている(15)。

まったかたちで主張を打ち出すことを困難に

筆者は、こうしたアメリカのパワーを支え

し、アメリカの影響力を低下させる要因と考

る要因として国際制度よりも国内制度を重視

えられている(19)。今般のグローバル金融危機

する見方は、今日においても妥当性が高いと

の際にも、分散的な国内制度は、責任の所在

考える。アメリカの信用バブルと消費ブーム

を不分明にしたほか、対応に係る意思決定の

に踊り、その崩壊後、急激に落ち込んだ世界

非効率性が批判された。

経済のグローバル金融危機前後の経過は、こ

だがここで国家と市場の相互浸透という視

の見方の妥当性を強く裏づけるものだといえ

角を通せば、分散的な国内制度が強みになり

よう。結局のところ、世界の金融経済の盛衰

うる側面が透けてくる。というのも、完全競

を左右するのは、IMFなどの国際機関ではな

争市場が最適な資源配分をもたらすという経

く、連邦準備制度の金融政策や米国内の規制

済理論からの類推で、単独の機関が規制監督

政策を通じた信用管理なのである。

権限を「独占」しているよりも、複数の機関

構造的パワーの中核的要因としての国内制

が自らへの支持を求めて競合するほうが、多

度という視点を、より明示的に打ち出したの

様な市場参加者の利益を吸い上げるうえでよ

はレオナルド・シーブルックである。シーブ

り効率的である可能性が高いためである (20)。

ルックは、アメリカの構造的パワーは国家能

さらにシーブルックは、金融パワー概念に

力に依拠しているとし、その国家能力は国内

ついてマックス・ウェーバーの経済社会学を

における国家と金融界の競合しつつ協調する

援用しつつ発展させた論考において、政府系

関係に由来すると述べる。つまりアメリカと

住宅金融機関を設けて低所得層にも住宅ロー

いう国家の能力は自国の金融界と深く浸透し

ンを利用可能にしていることがアメリカの金

あい、融合的な関係にあるからこそ強力なも

融パワーの基礎にあると論じた。移民など他

のとなっているという(16)。これは、社会的な

国であれば銀行融資にアクセスできない低所

利益から自律的な行動をとる国を強い国家と

得層を金融システムに取り込むことは市場に

し、社会的な利益の圧力を受けやすい国を弱

厚みをもたせる。同時に、低所得層の生活を

い国家と分類する比較政治学における通説的

改善することで、金融システムの民主主義的

理解とは相当異なる考え方である (17)。シーブ

な正当性を高めるためである (21)。以上の点を

ルックにおいては、アメリカ国家が金融界に

筆者なりに敷衍すれば、アメリカにおける国

浸透されていることはその弱さを意味するの

家と市場の相互浸透という場合の市場は、ウ

ではなく、金融界の利益を国際場裡において

ォール街の金融エリートにとどまらず、サブ

実現し、金融市場の動態に適応する能力を生

プライム・ローンで取り込まれた低所得層を

んでいるとみなされる(18)。

も覆う広い裾野をもつ。それゆえ国家の意思

この市場との融合が強い国家を生むという

決定は、市場に包摂された国民各層からのフ

逆説的な論理は、アメリカの国内制度が分散

ィードバックを受けながらなされることとな

的であり続けることを理解するうえでも重要

り、市場友好的でかつ民主的正当性を兼ね備

- 60 -

えたものになりやすいのである。

金融危機と密接な関連性を有する通貨と銀行

ところでこのシーブルックの論考は住宅バ
ブルが崩壊する前に発表されている。危機後

規制の領域における構造的パワーの作用を確
認してゆく。

においてその妥当性をどう評価すべきだろう
か。証券化商品の発行や流通を手がけ、あげ
く国有化された住宅金融公社はバブルの象徴

Ⅲ

事例解釈

的存在となった。その点からすれば、今さら
サブプライムなどの低所得者向け住宅ローン
を促進する制度をアメリカの力と関連づける

１

維持されたドルの特権

ことは馬鹿げているようにみえなくもない。
しかしここで注意すべきなのは、低所得層
を巻き込む信用バブルはアメリカの金融と実

ブレトン・ウッズ体制においてアメリカ・

体経済に深刻な打撃をもたらしたものの、他

ドルは世界各国の通貨価値のアンカーとして

国の受けた打撃もそれに劣らず深刻だったこ

の役割を付与された。これは一面では覇権安

とである。アメリカ発のグローバル金融危機

定論で強調されたようにアメリカに国際経済

に続いて欧州債務危機が生じた一因には、欧

関係を支える通貨の信認と流動性を共に維持

州系の銀行がアメリカの住宅ローンから組成

する負担を負わせた。その半面、自ら刷った

された証券化商品を大量に購入していたこと

ペーパー・マネーによる世界中からの購買を

があった。中国もまた空前の規模で蓄積した

可能にし、双子の赤字を計上しつつ緊縮的な

外貨準備を住宅関連などの米政府機関債で運

政策対応を回避する「とてつもない特権(exor-

用し、多額の損失を蒙りうる状況に直面して

bitant

いる。

のでもあった(22)。そして覇権衰退の証とみな

privilege)」をアメリカに付与するも

こう考えると、グローバルな金融市場は、

されたブレトン・ウッズ体制終焉の後も、ド

良きにつけ悪しきにつけアメリカを中心とし

ルの特権は逆に強化され、それに「超」がつ

た構造を保っている。あるいはその中核にア

く(super exorbitant privilege)(23)ことになる。

メリカにおいて国家と相互に浸透しあいなが

というのも、ブレトン・ウッズ体制下で特権

ら形成された市場がある。そしてその外延が

を制約していた金との交換義務から解放され

拡がるなかで、他国・アクターを包摂してゆ

たためである。

く過程がすなわち金融のグローバル化という

このドルの特権ないしはストレンジのいう

ことなのではあるまいか。欧州や中国が米官

ドル紙幣本位制は、構造的パワーの象徴的な

民の債務を大量に購入していたことからもわ

事例である。アメリカの経常赤字は1990年代

かるように、他国にとってグローバル金融に

以降、金融危機前をピークに趨勢的な拡大を

参与することは、アメリカの市場と政策を通

続けた。緊縮策に追い込まれずに長期間にわ

じ生成された取引手法や慣行、さらにはその

たり赤字を垂れ流すことができたのは、日本、

背後にあるエートスを受け入れることにほか

産油国や近年の中国などの黒字国が米国債を

ならない。こう考えると、アメリカが国際場

はじめドル資産を保有し、赤字をファイナン

裡にお いて推進する政 策アジェ ンダなり規

スしてきたためである。このように国際通貨

範・ルールなりが、他国のアクターの行動の

秩序は一面では赤字国であるアメリカにきわ

選択肢や文脈を規定するような普遍性を発揮

めて有利なかたちで運営されてきた。

するのはむしろ当然のことに思えてこよう。

だがここで注意を要するのは、黒字国の側

以上を踏まえ、次節においてはグローバル

がアメリカから直接的なかたちでドル資産の
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保有を強いられてきたわけではないことであ

ワーの堅固さは一層はっきりする。ユーロ導

る。む しろ多くのケー スにおい て、国際貿

入を主導した独仏両国は元来、ドルを基軸通

易・金融取引における利便性や流動性、安全

貨とする国際通貨システムに批判的であった。

性への考慮からドル資産が選択されている。

フランスはブレトン・ウッズ時代以来、ドル

このようにまさに国々が市場を通じて本質的

の地位への不満を隠してこなかった。ドイツ

にはアメリカ優位の関係に取り込まれている

にしても、マルクを捨ててユーロ導入に踏み

状況には、構造的パワーの作用がみてとれよ

切った動機の 1 つに、プラザ・ルーブル合意

う。

などアメリカの都合による政策調整に辟易し、

ではグローバル金融危機を受けて、この構

アメリカ経済やドルへの依存を下げるねらい

造的パワーは失われたのだろうか。結論を先

があったとされる。

取りすれば、そうしたことは起きていない。
たしかにその兆しが皆無だったわけではない。

は、ユーロが安全な逃避先（safe haven）とし

とりわけ中国は他の新興国と連携しながら、

て取って代わる千載一遇の機会でもあった。

ドル紙幣本位制の打破をめざす姿勢を鮮明に

だが事態はそうした方向には向かっていない。

した。中国人民銀行の周小川総裁は2009年に

むしろサブプライム・ローン延滞に始まる金

公表した論文で、IMFの発行するSDR(特別

融危機は、早くも2007年にパリバ・ショック

引出権)を新たな準備通貨として育成すべきと

として欧州に飛び火している。この時期パリ

論じている。その後も中国はG20やBRICS会

バ以外にも多くの欧州系銀行が、市場で短期

議でSDRの活用拡大を提起し続けた。とはい

のドル資金を調達し証券化商品に投資してい

えアメリカの消極姿勢から、SDRへの国際的

た。そのため証券化商品の価格下落に伴い、

な関心は下火に向かいつつある。またエリッ

疑心暗鬼に陥った市場から流動性が枯渇し、

ク・ヘレイナーによれば、中国は流動性プレ

欧州系銀行はドル建て負債が借り換えられな

ミアムを負担したうえでSDR建て債券を発行

い事態に追い込まれた。かかる危機的状況か

する等の行動に消極的であり、本気でSDR普

ら欧州を救ったのは、連邦準備制度と欧州中

及を進める気があるのかは疑わしいとい

央銀行(ECB)の間で結ばれたスワップ協定で

う(24)。

SDRの推進以外にも、中国は手持ちの米国

ある(26)。つまりユーロがドルに取って代わる

債売却をちらつかせてアメリカを牽制する動

存するものだったかが図らずも明らかになっ

きや、外貨準備運用の多様化、人民元の国際

たといってよい。

その意味でアメリカを震源とする金融危機

どころか、欧州金融の繁栄は如何にドルに依

化によりドル体制から脱却する意向をみせて

同様の展開はアジアでも観察された。アジ

きた。とはいえマイケル・ドゥーリーらのい

ア諸国はアジア金融危機時の経験からIMFへ

わゆるブレトン・ウッズⅡ論が示すように、

の忌避感が強く、その後は自助努力として外

中国は長年ドルの買い支えにより人民元のレ

貨準備蓄積や地域的な通貨金融協力を進めて

ートを低位に抑えることで、輸出競争力を保

きた。その主たる成果はASEAN＋3 が2000年

(25)

ってきた経緯がある

。その結果、今や中国

に 2 国間のスワップ協定をネットワーク化し

は最大の米国債保有者として、かえってドル

たチェンマイ・イニシアチブ(CMI)である。

の下落にきわめて脆弱な立場に立たされてい

ところが、いざグローバル金融危機下で銀行

る。結局のところ、中国はアメリカ経済やド

間市場の逼迫や通貨下落に見舞われた韓国や

ル紙幣本位制のステークホルダーとして深く

シンガポールが頼ったのは、連邦準備制度と

組み込まれているのである。

のスワップ協定であった。CMIが活用されな

欧州についてみても、アメリカの構造的パ

かったのは、その支援がIMFのコンディショ
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ナリティとリンクしていたことによる(27)。結

張する米英両国に対し、銀行経営への影響を

果、皮肉なことに、アジア諸国はIMFへの依

懸念し、規制の程度やペースを緩やかなもの

存を回避したいがために、IMFを支配すると

にとどめようとする仏独や日本という構図で

みなしてきたアメリカに頼ることになったの

進んだ。そして結果は、普通株等からなる中

である。

核的自己資本の比率が倍以上に引き上げられ

このように欧州、アジアとも自己防衛的な

たほか、好況時に資本を積み増す反景気循環

動機からドルを求めた。その結果、ドルの実

バッファー、流動性規制の導入など、米英の

効レートは危機のピークである2008年から09

主張に沿った規制強化のオンパレードとなっ

年にかけて顕著に上昇する。これは危機がア

た。つまりアメリカに加え、銀行の取り付け

メリカを震源としたことやその背景にアメリ

騒ぎを経験したイギリスという危機を起こし

カの巨額の対外債務があった点を考慮すれば、

た側がそれを非難していた仏独などに概ね勝

一驚に値しよう。その経過をアメリカの立場

利したと総括できる(29)。

からいえば、危機時にも通貨価値の維持や赤

じつはこうした一見、逆説的な展開は、国

字のファイナンスを容易に達成できたことに

際銀行規制の歴史において繰り返されてきた

なる。しかもそれはアメリカが直接的なかた

ものにすぎない。バーゼル委員会は地理的に

ちで欧州、アジアに圧力をかけた結果ではな

こそ欧州の中心部に位置するものの、その規

い。むしろ欧州、アジアの側がドルの融通を

制策定は基本的にアメリカの内発的な国家・

アメリカに乞う立場にあった。かくして国々

市場関係改変のダイナミズムに他の主要国が

が自らの利益や安全を図った行動がアメリカ

巻き込まれてゆく過程として把握可能なもの

優位の構造の維持・継続につながる構図には、

である。

構造的パワーの顕著な作用をみてとることが
できるだろう。

自己資本比率などに関する最初の本格的な
国際規制として知られるバーゼルⅠは、1988
年にまとめられた。そもそも銀行に関する規
制制度は歴史的な経緯や市場の自由度につい

２ 銀行規制の歴史的パターン

ての考え方の多様性を背景に、国ごとにばら
ばらであった。そうした状況下で、国際的な
リーマン・ショック後に設けられたG20サ

規制作りの発端となったのは1980年代のラテ

ミットでは当初、銀行規制改革が主要議題に

ンアメリカ債務危機である。その際、大小の

掲げられた。その発端における議論の文脈は、

銀行破たんに直面したアメリカ国内で規制強

過度に 自由主義的なア メリカ（ ないしは米

化論議が巻き起こり、議会は国際銀行貸出監

英）の金融モデルを社会的な価値を重視する

督法で連邦準備制度やOCCに資本規制を制定

欧州のアプローチで規制するというものであ

する権限を授与する。だがそこで浮上したの

った(28)。リーマン・ショックであれサブプラ

は、アメリカのみが銀行に高い自己資本比率

イム危機であれ、アメリカ系銀行のリスクテ

を課すと、国際競争上、不利になるという問

イクにより引き起こされたことを考えれば、

題であった。そこでアメリカは競争条件の公

アメリカが主導権を失うのは自然な流れのは

平性(level playing field)の確保をねらい、イ

ずであった。

ギリスと連携してバーゼル委員会を舞台に国

ところがいざバーゼル銀行監督委員会の場

際規制導入を進めることとしたのである。米

で、具体的な検討段階に入ると、攻守は逆転

英のイニシアチブに対し、消極的だった日本

する。すなわち、バーゼルⅢの策定過程は、

やフランスは最終的に押し切られることにな

国内の政治圧力を背景に大幅な規制強化を主

る。というのも、交渉途上で米英のみが独自
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に規制を導入する構えをみせたことで、日本

に向けて動きだした(33)。そして1998年にバー

などの銀行にとってニューヨーク、ロンドン

ゼル委員会議長に就任したニューヨーク連邦

市場から締め出される怖れが生じたためであ

準備銀行総裁の下で改定が進められ、2004年

(30)

る

。

にはバーゼルⅡがまとめられた。バーゼルⅠ

以上の過程について構造的パワーとの関係

からの最も重要な変更は、先端的な銀行に対

で整理すると、まずアメリカ国内の国家・市

して自らの手法によりリスク管理を行わせる

場関係改変に他国が巻き込まれてゆくという

こととした点である。

点で構造パワーの作用がみてとれる。その半

この変更は、高度なリスク管理手法を備え

面、元来消極的であった日本などが賛成に転

ない日本の銀行やドイツの地域金融機関など

じたのは、市場を通じた参加の誘導というよ

に不利に働きうる。にもかかわらず、このと

り、米英市場へのアクセスを交渉材料に強い

きはアメリカが日本などに対し直接的にパワ

power)の発揮であり

ーを行使するという展開にはなっていない。

られた面が強い。これは市場パワー(market
(31)

、ストレンジの分類で

この時期になると日本などにとりバーゼルⅡ

いえば直接的、強制的なかたちでの行使され

で採用された先端的 な手法は 、自らの「 遅

る関係的パワーに当たるだろう。とはいえ、

れ」を取り戻して追いつくべき対象として捉

より長期の視野でバーゼルⅠが各国で導入さ

えられるようになっていたからである(34)。つ

れるまでの経過を併せて考えると、関係的パ

まり、アメリカ国内で生成された手法・ルー

ワーと構造的パワーが当初から混在しており、

ルを受容することが他国にとって自己利益と

徐々に後者の役割が拡大していったとみるこ

みなされる状況が生まれていた。ここには、

ともできる。バーゼルⅠは委員会のメンバー

アメリカが他国の利益認識や選択の範囲を規

を越え100か国以上で導入が進められたが、そ

定している点で、構造的パワーの作用がみて

の要因としてバーゼルⅠの定めた自己資本比

とれる。

率が市場で銀行の健全性の指標として認識さ

このように国際銀行規制の策定と普及は、

れていったことが大きい。つまり各国にとっ

基本的にアメリカの内発的なダイナミズムの

てバーゼルⅠの採用が、銀行の資金調達や国

対外的な拡張 ─アメリカ国内の事情で手が

際ビジネス展開に資するような状況が訪れた

けられた規制改革に他国が取り込まれる過程

のである。その意味で国々の自己利益を考慮

─として理解できるものであり続けている。

した規制の導入が、同時にアメリカの国家・
市場関係の対外的な拡張にもなっているとみ
なせる。したがって、この段階では構造的パ

Ⅳ

国内制度の失敗をどう考えるか

ワーの作用が重要性を増したと解釈可能であ
る(32)。
バーゼルⅡの策定過程も、アメリカの内発
的な要因に推進された点は共通している。バ

Ⅱ節で論じたように、通貨金融におけるア

ーゼルⅠの自己資本比率算定は、資産の種別

メリカの構造的パワーは究極的には国内制度

ごとに定率のリスクウェイトを割り当てるシ

に支えられている。そうだとすると、グロー

ンプルな方式を採っていた。しかし1990年代

バル金融危機という明白な失敗があった以上、

半ばになると、それはより精緻化されたリス

アメリカの国内制度の正当性は失墜し、それ

ク管理手法を採用する大手米銀にとって、時

に基礎づけられた構造的パワーも霧消してゆ

代遅れにうつるようになる。そうした米銀の

くはずではないのだろうか。カーシュナーも、

事情を背景に連邦準備制度はバーゼルⅠ改定

金融危機により新自由主義的なコンセンサス
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やアングロ・アメリカ型資本主義への疑義が

また前述のように、危機の影響はアメリカ

アジアを中心に高まっている傾向を強調する。

にとどまらず、欧州や中国を巻き込み、さら

その帰結として、たとえばドルの地位が、ユ

にはそれら経済大国に依存した世界各国にお

ーロの再建や人民元のアジア地域通貨化に押

よぶものであった。そのうち特に欧州との比

され、相対的に低下していくことを見込む(35)。

較でいえば、アメリカの受けた打撃は相対的

その一方、前節でとりあげた事例は、いず

には小さかった。したがって、危機後の国際

れも構造的パワーがなお健在であることを強

的な対応もかつての国際金融危機と異なり、

く示唆するものであった。ではなぜアメリカ

危機を起こしたアメリカを救済するという構

の構造的パワーはその基層にある国内制度の

図にはなっていない。むしろG20などでみら

ゆらぎに直面しても、維持されているのだろ

れたのは、相変わらずアメリカが主導し、消

うか。 1 つのありうる説明としては、現状の

極的なドイツなどを説得しながら協調的な景

健在ぶりは制度的な慣性によるというもので

気刺激策をまとめあげる姿であった。

ある。歴史的にも第一次世界大戦はイギリス

関連して、アメリカ自身の危機対応も迅速

の凋落 を決定づけたが 、その通 貨ポンドは

なものであった。リーマン・ショックの翌月

1950年代前半まで主要な国際通貨の地位を保

に当たる2008年10月には、与野党の対立を調

ったという。この考え方からすれば、アメリ

整して金融安定化法を成立させている。これ

カの構造的パワーも長期のスパンで考えれば

は財務省に不良資産救済プログラム(TARP)

いずれ衰えてゆくと予想される。

の下、ほぼ自由裁量で使える公的資金枠を付

実際に長期を経てみないことにはこの説の

与するものであった。世論受けの悪いシティ

当否を判別することは難しい。とはいえ、リ

やAIG、バンカメの救済も躊躇なく実施し、

ーマン・ショックから数えるとすでに 7 年と

金融システムの安定を取り戻したアメリカ政

いう、通貨金融の世界では決して短いとはい

府の対応能力は非常に高いと評価すべきであ

えない期間が過ぎている。その点を重視し、

る。その点は、1992年に宮澤喜一首相が公的

以下ではアメリカの構造的パワーの持続性に

資金の活用を表明した後、やっと小泉純一郎

は、単なる慣性以上の積極的な根拠があると

政権下で大々的な注入に踏み切った日本と比

措定して議論を進めることにしたい。

べれば一目瞭然ではないだろうか。

構造的パワーが保たれている第 1 の理由は、

金融政策についても、2008年11月には量的

危機はアメリカの国内制度の失敗を必ずしも

緩和政策(QE 1 )に踏み切り、国債以外に住宅

意味しないというものである。キンドルバー

ローン担保証券を買い取って住宅市場の崩壊

ガーが明らかにしたように、金融史において

を防いだ。そして2010年以降、QE 2 とQE 3

は、投機熱が異常に高まる熱狂（マニア）が

を相次いで実施した。その結果、金融市場や

資産価格の崩落や銀行破たんが生じる危機に

雇用の回復を達成し、執筆時（2015年 3 月）

転ずる過程が繰り返されてきた(36)。ケインズ

において、金融緩和から抜け出せない他の先

が資本市場を平均的な予想を予想しあうゲー

進国を尻目に、逸早く金融政策の正常化をに

ムに喩え、ミンスキーが金融不安定化仮説で

らむ展開に転じている。このように、市場と

示したように、金融資本の流れは常に合理性

浸透しあうことにより国家に備わった市場の

に基づくわけではなく、不確かな群集心理に

動態への適応能力は、危機後にも遺憾なく発

動かされる面がある。そうだとすれば、危機

揮されたといってよい。

はアメリカの規制制度の不備というよりも、

第 2 に、やや逆説的かもしれないが、危機

金融という仕組みが内生的に抱える問題に根

を時折発生させることは構造的パワーの衰退

差すと理解できる。

を意味しておらず、むしろそれが本来的に備
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えている副作用であろう点である。構造的パ
ワーは、一面ではアメリカ中心的な市場が世
界を覆いつくすことで、国家間の関係におい

結びにかえて

てアメリカを圧倒的な優位に立たせる。その
半面、アメリカ国家もまた市場の推移をコン
トロールする能力を徐々に喪失してゆくこと
になる(37)。この構造的パワーの抱える矛盾は、

本稿の議論は、アメリカの構造的パワーの

現代の 金融グローバル 化の第一 歩といえる

持続性や自己強化的な側面を強調するもので

1960年代以降のユーロ市場の発展が、連邦準

あった。とはいえ、歴史的に種々の政治経済

備制度による通貨の管理を無効にしてゆく経

的なパワーが盛衰を繰り返してきたことから

過でもあったという経緯に端的に表れている。

すれば、一見無謬に近い構造的パワーといえ

さらに敷衍すれば、ストレンジが金融上の

ど永久に持続するわけではないだろう。そこ

構造的パワーの内容として挙げた信用を創造

で残りの紙幅では、これまでの議論を要約す

し管理する能力が最も必要とされるのは、ま

ることに代え、今後の研究課題として構造的

さに銀行信用の流れが途絶する危機の時にほ

パワーがいかなる条件、要因の下で衰微しう

かならない。既述のとおり、欧州とアジアで

るのかという問題について予備的な考察を加

最後の貸し手としてその役割を果たしたのは、

えることにしたい。

多角的な国際機関や地域協定ではなく、連邦

まず他の国家アクターに取って代わられる

準備制度であった。つまり危機が生じたこと

可能性について検討しよう (40)。最初に考えら

で、国々はドルを中心とした金融構造に一層

れる候補は中国だろう。各種予測において、

分かち難く結びつけられたのである。

中国は2030年頃までに最大の経済大国になる

第 3 に安全保障要因との関連が考えられる。

と見込まれている。かりにそうなった場合、

本稿ではこれまで構造的パワーの作用につい

中国が金融構造の中心としてアメリカに取っ

て、主に他国が自己利益上の考慮からアメリ

て代わるのだろうか。筆者はその可能性は低

カ優位の通貨金融構造に取り込まれる過程と

いと考える。それは、構造的パワーの構成要

して理解してきた。ここでいう自己利益上の

素である、他国・アクターが自発的に中国を

考慮にはドル建て資産の収益性や流動性の高

中心とする構造に取り込まれるという事態の

さという要素に加え、ドル資産に対する一般

進展には限界があると思われるからである。

的な信認がある。信認を支える要因として通

つまり市場に参加する世界中のアクターから、

常挙げられるのは、中央銀行の独立性や健全

中国の金融市場や人民元が現在のアメリカ市

な財政運営といった自由主義的な経済政策・

場やドル並みに支持されるということはあり

(38)

制度である

。それらに加え、ドルへの信認

そうにない。その最大の理由は、統治者が共

が究極的にはアメリカが世界に安全保障の傘

産党を名乗り続けることに象徴されるよう、

を提供してきたことに支えられている、とい

中国は根本的な部分で資本主義にコミットし

(39)

うのは大いにありそうである

。紛争時のド

ていないことである。毛沢東時代への回帰を

ル高という「有事のドル」現象は、まさにア

唱えた薄熙来・元重慶市党書記の失脚騒動が

メリカの通貨が世界の市場アクターにとって

露呈したように、格差の拡大が社会主義への

の安心の拠り所であることを示している。

回帰に結びつく可能性は決して無視できるも
のではない。海外に財産を移転する「裸官」
らの行動をみても、そもそも富裕になった中
国人自身、自国の通貨や市場をさほど信頼し
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ていない。そう考えると、中国が順調に経済

能性として、アメリカ自身の内なる変化をと

成長を続けてアメリカを追い越したとしても、

りあげたい。構造的パワーの基層にアメリカ

その力の行使は直接的な強制に依らざるをえ

における国家と市場の相互浸透的な関係があ

ないのではないだろうか。それは自らが優位

ることは既に論じたとおりである。それゆえ、

な構造の内に他者を安住させる構造的パワー

アメリカの国家・市場関係が根本的にその成

とは異質のものである。

り立ちや思想を変える事態に至れば、それに

2 番目のより有望な候補はEUである。近

由来していた構造的パワーも相応の変質を迫

年の欧州債務危機により、共通財政の欠如な

られることになろう。実際、グローバル金融

どユーロの弱点は種々明らかになった。とは

危機後に「強欲」とされた金融界やそれを許

いえ、すでにEUの経済規模はアメリカを超

容した規制制度は改革の俎上に載せられてい

えている。そして20か国近い主権国家による

る。改革はなお進行中であり、確たる見通し

共通通貨の導入は、EUが一定の包摂性、他

は述べ難いが、 1 つその行く末を暗示するの

国を取り込む能力を発揮していることを示す。

は規制機関改革の経過である。前述のように

危機から立ち直り、財政や銀行監督における

規制監督権限が複数機関に細分されているこ

より強固な基盤を確立したEUが、構造的パ

との問題点が明白になったことから、危機後

ワーを発揮する事態は十分にありえるだろう。

には連邦準備制度に規制監督権限を集約する

しかしながら、そこに至る道には 2 つの障害

等の抜本的な改変が提起された。しかし2010

がある。第 1 にイギリスである。イギリスは

年 7 月に成立したドッド=フランク法では、

ユーロを採用せず独自通貨を保ち続けている。

貯蓄金融機関監督庁(OTS)の廃止が決まった

世界の 2 大金融センターの一角を占めるロン

のみである。そして懸案の各機関の調整につ

ドンがユーロ圏に統合されていないことは、

いては、新たに金融安定監視協議会(FSOC)

アメリカと対抗するうえで欧州の弱みであり

が設けられた。要するに、飽くまで分散的な

続けよう。さらに構造的パワーは一種の包摂

規制監督制度への選好の範囲で政策決定がな

力とみなしうるが、域内のイギリスすら包摂

されたといってよい。

しきれない現状は、EUを核とする構造の外
延拡張に際しての限界を示唆している。

ドッド=フランク法における銀行の証券業
務への規制強化なども、基本的にはアンドリ

ドイツはハイパー・インフレーションの歴史

（regulatory liberalism）、すなわちルールを

的経験から、経済金融運営において物価安定

詳細に整備すれば市場は適切に機能するとい

に傾斜した保守主義を採用しており、それに

う自由主義的な想定 の範囲に とどまって い

部分的にでも抵触する国際的なイニシアチブ

る (42)。結局のところ、一連の措置は、キンド

には何であれ消極的な傾向がある。このドイ

ルバーガー、ケインズ、ミンスキーらの市場

tant hegemon)

の内在的な不安定性への洞察に立脚したもの

第 2 にドイツの問題がある。周知のように

ツ特有の優先順位は、「不承不承の覇権(reluc-

ュー・ギャンブルの いう規制 重視自由主 義

(41)

」とも称されるとおり、ド

ではなかったのである。

イツが域内の信用創造・管理や最後の貸し手

おそらく、国家・市場の相互浸透を支える

の役割を果たす妨げとなってきた。域内の中

分散型の規制制度やその下での自由な経済活

心的な大国のこうした内向性が、EUの構造

動の許容は、アメリカ政治経済における立憲

的パワーとしての台頭に資するとは到底思わ

的な多元主義的価値観と深く結びついている

れない。

のであろう。その点にかんがみれば、国家・

このようにアメリカの潜在的なライバルは

市場関係の成り立ちを一新するような内的な

いずれも限界を抱える。そこで最後に残る可

変化がいかなる要因によって生じるかを仮説
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■論文■

対人サービス労働における労働組織
─ 『資本論』第一部第12章｢分業とマニュファクチュア｣の検討を中心に ─

阿 部 浩 之

《要旨》 『資本論』第一部第 4 篇では、物的生産労働が実質的に前提され、相対的剰余価値生産の具体的な
内容、すなわち資本による労働の実質的包摂が、資本主義的生産様式の歴史的な発展段階を通して
説かれる。マニュファクチュアについては、第12章「分業とマニュファクチュア」において、資本
主義的生産様式の最終段階である機械制大工業を分析するための前段階として説明される。
機械化になじまない対人サービス労働の分業や熟練、労働組織について考究するときには、マニ
ュファクチュア型の分業や熟練、労働組織についての考察をあらためて深める必要がある。本稿で
は、第12章全体について詳細な検討を加えて、マルクスのマニュファクチュア論の独自の意義を明
らかにし、さらに医療労働を中心に対人サービス労働の労働組織の問題について検討した。
目 次

念」、第11章「協業」、第12章「分業とマニュ

1.問題の所在
2.第12章｢分業とマニュファクチュア｣の理論的
検討
a.第12章｢分業とマニュファクチュア｣の構成
b.第１節｢マニュファクチュアの二重の起源｣
c.第２節｢部分労働者とその道具｣
d.第３節｢マニュファクチュアの二つの基本形
態――異種的マニュファクチュアと有機的
マニュファクチュア｣
e.第４節｢マニュファクチュア内部の分業と社
会内部の分業｣
f.第５節｢マニュファクチュアの資本主義的性
格｣
3.対人サービス労働の労働組織
4.結語

ファクチュア」、第13章「機械と大工業」から
構成され、相対的剰余価値生産の具体的な内
容、すなわち資本による労働の実質的包摂が、
資本主義的生産様式の歴史的な発展段階を通
して説かれる。
そこでは、物的生産労働が実質的に前提さ
れ、単純協業やマニュファクチュアは、あく
まで資本主義的生産様式の最終段階である機
械制大工業を分析するための前段階として説
明される。つまり、物的生産労働においては、
単純協業、マニュファクチュア、機械制大工
業という発展のうちに技術的基礎としての熟
練は絶えず解体され、機械体系に順次置換さ
れて単純労働化が進行し、結果として資本の
労働力に対する支配が客観的かつ実質的に完

1．問題の所在

成されていくと概ね理解されてきた(1)。
一方、サービス労働の部面に関しては、そ
の資本主義的生産様式について歴史的制約も
あり『資本論』においては本格的な議論は展

『資本論』第一部第 4 篇「相対的剰余価値

開されていない (2)。ちなみに『直接的生産過

の生産」 は、第10章「 相対的剰余価値の 概

程の諸結果』においてマルクスは歌手や教師
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の例を挙げたあとで次のように述べている。

が問われてよい。資本主義経済における全て

「これらの労働の大部分は、その形態から

の労働組織が、機械制大工業型に収斂するの

見れば、やっと形態的に資本のもとに包摂さ

か再検討される必要がある。物的生産労働以

れているかいないかで、むしろ過渡形態に属

外の労働に目を向けるならば、機械制大工業

(3)
している。」
しかしながら、次のように注意

を終着点とする分析 (8)では不十分であると考

を促してもいる。「資本主義的生産の発展につ

えられる。

れて、すべてのサーヴィスが賃労働に転化し、

物的生産労働において、マニュファクチュ

すべてのその遂行者が賃金労働者に転化し、

アは、機械制大工業に至る中間段階とされる。

したがって彼らがこの性格を生産的労働者と

しかし、対人サービス労働をはじめ機械化に

共通にするようになる」( 4 )

なじまない労働を考察していくうえで、労働

現代資本主義においては、いわゆるサービ

者の熟練をその不可欠の要素とするマニュフ

ス業に従事する労働者が増大している。この

ァクチュアという資本主義的生産様式をあら

現象は、労働者自身の消費生活過程自体がサ

ためて検討する必要があると思われる。もし

ービスを含む必要生活資料の購入と消費によ

対人サービス労働を含めたいわゆるサービス

って営まれていることと表裏一体をなしてい

産業の労働編成がマニュファクチュア型であ

(5)

る 。育児、教育、介護、医療といった対人

るならば、そこでの分業や熟練がどのような

サービスを含むサービス商品の購入は労働者

ものかが問われなければならない。

にとって今や必要不可欠なものとなっている。

このような観点からみると『資本論』第12

福祉国家型の経済政策が後退するとともに、

章「分業とマニュファクチュア」で展開され

市場原理が労働力の再生産過程＝消費生活過

るマルクスの熟練やマニュファクチュアにつ

(6)

程まで拡大浸食しつつあるといってよい 。

いての一連の議論は、対人サービス労働につ

消費過程の流通過程化と称される事態である。

いてわれわれが考察しようとするとき今日的

資本主義市場経済の発展につれて、資本が

に再生する可能性を秘めている(9)。

サービス労働の部面をいよいよ包摂しつつあ

確かに第12章の記述それ自体、全体を通し

る今日、すなわち「すべてのサーヴィスが賃

て歴史的かつ具体的に展開されていることも

労働に転化し、すべてのその遂行者が賃金労

あり、論理的展開が後景化している印象を与

働者に転化」しつつある現局面における、対

える。しかし、マニュファクチュアを資本主

人サービス労働を中心とするサービス労働に

義的生産様式の過渡的な存在として限定する

ついてその資本主義的生産様式とりわけ労働

のではなく、第12章でマニュファクチュアに

組織の 問題を考察する のが本稿 の目的であ

関連して説かれている分業や熟練、労働編成

る(7)。

についての議論を分析的に把握することが重

資本主義経済の下ではサービス労働の部面

要である。なぜなら機械化になじまないサー

においても「より多数の労働者が、同時に、

ビス産業の労働組織では、分業や熟練の問題

同じ場所で（同じ作業所でと言ってもよい）、

が依然として重要な意味を有しているからで

同じ種類の商品を生産するために、同じ資本

ある。

家の指揮のもとで働く」（K.I.S.341）ことに

本稿では、マニュファクチュアを機械制大

なる。資本がサービス労働の部面に進出する

工業へ至る中間段階としての相対的剰余価値

際には、労働組織の問題が物的生産労働の部

生産の歴史的展開として理解するのみならず、

面と同様に重要な意味をもつ。物的生産労働

対人サービス労働の分業や熟練、さらには労

と同様に、対人サービス労働においても機械

働組織について考察することを目的としてマ

制大工業が最適な生産様式となるのかどうか

ニュファクチュアそれ自体をとらえかえして
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いくことを試みる。そのために、まず第12章

ュファクチュア」）。そこでわれわれは、マニ

「分業とマニュファクチュア」全体について

ュファクチュア的分業と、すべての商品生産

立ち入った検討を加え、マルクスのマニュフ

の一般的基礎をなす社会的分業とのあいだの

ァクチュア論の独自の意義を明らかにし、マ

関係に、簡単にふれ ることと する（第 4 節

ニュファクチュア型の労働組織、分業や熟練

「マニュファクチュア内部の分業と社会内部

についての考察を深めていくこととする( 2 )。

の分業」）。」（K.I.S.371）実際には、さらに第

そして、そのことをふまえた上で医療労働を

5 節「マニュフ ァクチュアの資 本主義的性

中心に対人サービス労働の労働組織について

格」が加わる(10)。さっそく、順に検討してい

検討を加える( 3 )。

くことにしよう。

2．第12章「分業とマニュファクチュ
ア」の理論的検討

b．第１節「マニュファクチュアの二重の
起源」
第 1 節では、まず「マニュファクチュアは、

a．第12章「分業とマニュファクチュア」
の構成

二重の仕方で発生する」（K.I.S.356）として
二つの発生の仕方が提示される。
一つ目は「さまざまな種類の自立的手工業

第12章「分業とマニュファクチュア」にお

者の労働者たちが、同じ資本家の指揮のもと

いてマニュファクチュアは、労働過程の分業

で一つの作業場に結合され、一つの生産物が

に基づく協業形態の典型的姿態、そしてそれ

これら労働者の手を通って最終的に完成され

を基礎とする相対的剰余価値生産の歴史的存

ることになる」（K.I.S.356）仕方であり、具

在としてとらえられてきた。マルクスも章の

体的に客馬車の例をあげる。
客馬車マニュファクチュアにおいては、客

冒頭で次のように述べている。
「分業にもとづく協業は、マニュファクチ

馬車を製造するために車大工、馬具匠、木工

ュアにおいて、その典型的姿態をつくり出す。

細工師、など多数の独立した手工業者が一つ

それが、資本主義的生産過程の特徴的形態と

の仕事場に結合され協力して労働する。車大

して支配的なのは、おおよそ一六世紀中葉か

工、馬具匠、木工細工師は、それぞれ本来、

ら一八世紀最後の三分の一期にいたる本来的

独立した手工業者であり、客馬車の製造以外

マニュファクチュア時代のあいだである。」

も可能であった。それら本来は独立した手工

（K.I.S.356）

業者が客馬車製造に専念するように特化して

さて 、第12章「分業 とマニュ ファクチ ュ

いく。いわば客馬車製造という目的のもと、

ア」の構成をマルクス自身、第 4 節冒頭で以

ある範囲の社会的分業が内部化され結合され

下のようにまとめている。「われわれは、まず

たものと捉えることができる。結合を主たる

マニュファクチュアの起源を考察し（第 1 節

原理としたマニュファクチュアである。

「マニュファクチュアの二重の起源」 ―引

二つ目は、「同一または同種の作業をする、

用者挿入。以下同様）、次いで、マニュファク

たとえば紙や活字や針をつくる多数の手工業

チュア の単純な諸要素 とその道 具を考察し

者たちが、同じ資本により同じ作業場で同時

（第 2 節「部分労働者とその道具」）、最後に、

に就業させられる」（K.I.S.357）仕方である。

マニュファクチュアの全機構を考察した（第

この場合、本来は、それぞれの手工業者が

3 節「マニュファクチュアの二つの基本形態

完全な商品を作るのであり、その生産に必要

――異種的マニュファクチュアと有機的マニ

な一連の作業を順次に遂行していたのである
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が、「同じ手工業者によってさまざまな作業が

る労働者を部分労働者として論じている。す

時間的につぎつぎと行なわれる代わりに、そ

なわち、「手工業的熟練が依然として生産過程

れらの作業が互いに引き離され、分立化され、

の基礎であるからこそ、各労働者はもっぱら

空間的に並列させられ、それぞれ異なる手工

一つの部分機能に適応させられ、彼の労働力

業者に割り当てられ、そして協業者たちによ

はこの部分機能の終生にわたる器官に転化さ

ってす べての作業が全 部、同時 に遂行され

れる」（K.I.S.359）

る。」（K.I.S.357）

続いて、マルクスは、スミスが『国富論』

これは、元来、単独の労働者ができる労働

であげた分業の三つの利点をその順番通りに

過程を 分割した分業で あり、仮 に「単純分

記述している ( 1 2 ) 。ちなみにスミスの『国富

業」とでも称しうるものである。分割された

論』での記述は以下の通りである。

労働過程は当然ながら、より単純化されたも

「分業の結果、同じ人数のものがつくり出

のとなる。スミスの有名なピン作りの例示も

すことのできる仕事の量がこのように大きく

これに該当する。分割を主たる原理とするマ

増加するのは、三つの異なる事情にもとづい

ニュファクチュアである。このマニュファク

ている。第一は、個々の職人すべての技能の

チュアにおいては、従来は一つであった労働

増進、第二は、ある種の仕事から他の仕事へ

過程が細かく分割されており（単純労働化）、

と移る場合にふつう失われる時間の節約、そ

そこでの熟練は、定型的な作業をより短時間

して最後に、労働を促進し、短縮し、しかも

で処理することができる、いわば手際の良さ

一人で多くの人がやれるようなさまざまな機

といったものに集約されよう。ある一定時間

械の発明、にもとづくのである。」（
『国富論』

内により多く生産できるようになれば熟練が

(I)15～16頁(13)）

形成されたことになる。つまり単純労働化さ

マルクスが再三指摘するようにスミスは、

れれば熟練の形成自体が容易となる（不熟練

社会的分業と作業場内分業をしばしば区別し

化）と 同時に、まもな くその熟 練は「頭打

ていない点には注意を要する。一方、『資本

ち」になり限界に達することが予想される。

論』においては表題に「分業とマニュファク

すなわち、熟練の「のびしろ」は比較的小さ

チュア」とあるように、分業がマニュファク

いと考えられる(11)。

チュアという資本主義的生産様式と一体とし

このように第 1 節ではマニュファクチュア

て説かれ (14)、そもそも「分業とは何か」とい

には二つの起源があることが示される一方、

うことも明確には定義されていない (15)。以下

その起源の違いは、それ以上追究されること

に述べられる三つの利点も、はたして作業場

なくマニュファクチュアとしていったん一括

内分業によるものなのかマニュファクチュア

りにされる。この二つの起源は、第 3 節にお

という特定の資本主義的生産様式によるもの

いて論じられる異種的マニュファクチュアと

なのかが必ずしも判然としない。これは、第

有機的マニュファクチュアとの関連、あるい

12章全体についてもいえる。分業はそれ自体、

は機械化との関連などがさらに問われるべき

協業を前提としているわけであるが、図式化

と思われるが、これについては後にみること

すれば、次のようになる。（分業に基づく協業

にする。

の利点）－（単純協業の利点）＝（作業場内
分業の利点）

c．第２節「部分労働者とその道具」

それはともかく、スミスのあげる第一の利
点である「個々の職人すべての技能の増進」
について次のように述べられる。

この節では、マニュファクチュアに従事す
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「同一の限定された活動を絶えず反復し、

この限定されたものに注意を集中することに

れる。」（K.I.S.360-361）

より、目的とする有用効果を最小の力の支出

つまり、すきまとは労働力の不生産的消費

で達成するすべが、経験を通じて教えられる。

であり、これを減少することにより生産性の

なお、また、世代を異にする労働者たちがい

増大が達成されることになる。一方、すきま

つも同時に一緒に生活し、同じマニュファク

がなくなることの弊害についても指摘してい

チュアで一緒に働くのであるから、こうして

る。「同一種類の労働が連続することにより、

獲得された技術上のコツは、やがて固定化さ

活動の転換そのもののなかに回復と刺激とを

れ、堆積され、伝達される。マニュファクチ

見いだす活力の弾力とはずみが破壊される。」

ュアは、すでに社会のなかに存在していた自

（K.I.S.361）

然発生的な職業分化を作業場の内部において

そして、第三の利点である「機械の発明」

再生産し、系統的に極度にまで推し進めるこ

については、「マニュファクチュア時代は、労

とによって、実際に細目労働者の熟練技を生

働道具を部分労働者たちの専門的な特殊機能

み出す。」（K.I.S.359）

に適合させることにより、それらの道具を単

この記述は部分労働についてではあるが、

純化し、改良し、多様化する。それによって、

熟練についてのマルクスによるまとまった定

マニュファクチュア時代は、同時に、単純な

義を与えている。すなわち、熟練とは、「目的

諸用具の結合から成り立つ機械設備の物質的

とする有用効果を最小の力の支出で達成する
すべ」の獲得であるととりあえず考えてよい

362)としてマニュファクチュアから機械制大

であろう。

工業への展開の必然性を指摘する。

諸 条 件 の 一 つ を つ く り 出 す 。」 ( K.I.S.361-

さらに、インドの織物業を例にとって次の
ように述べる。「この技巧をインド人に、蜘蛛
に与えるのと同じように与えるものは、世代
から世代へと積み重ねられ、父から息子へと

d．第３節「マニュファクチュアの二つの
基本形態 ― 異種的マニュファクチ
ュアと有機的マニュファクチュア」

継 承 さ れ た 特 殊 な 熟 練 に ほ か な ら な い 。」
この節では、マニュファクチュアには、本

（K.I.S.360）
マルクスは、表題にもあるように部分労働

質的に異なる二つの基本形態があることがま

者（＝細目労働者）についての熟練について

ず述べられる。「マニュファクチュアの編成に

論じ、それは総じて属人的なものとして説か

は、二つの基本形態があり、それらは、とき

れている。

にはからみ合っているが、本質的に異なる二

スミスのいう第二の利点「ある種の仕事か

つの種類をなしており、とりわけ、あとでマ

ら他の仕事へと移る場合にふつう失われる時

ニュファクチュアが機械経営の大工業に転化

間の節約」いわゆるすきまの問題については、

するさいに、まったく異なる役割を演じる。

次のように説明する。

この二重性は、製品そのものの本性から生じ

「一つの製品を生産するさいのさまざまな

る。」（K.I.S.362）
そして異種的マニュファクチュアとそれを

部分過程を順次にやりとげていく一人の手工
業者は、ときには場所を換え、ときには用具

形成する製品について説明する。

を替えなければならない。一つの作業から他

「この製品は、独立した部分諸生産物を単

の作業へと移行するため、彼の労働の流れが

に機械的に組み合わせることによって形成さ

中断され、彼の労働日にいわばすきまがつく

れるか、または、一系列の関連する諸過程お

られる。これらのすきまは、彼が同一の作業

よび諸操作によってその完成した姿態が得ら

を一日中引き続いて行うようになると圧縮さ

れるかのいずれかである。」（K.I.S.362）
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続いて、ペティを援用し、時計を例として

組織について言及されていく。マニュファク

あげる。時計は、一人の手工業者による個人

チュアにおいては、「労働者相互のこの直接的

的製品から、無数の部分労働者たちの社会的

依存」（K.I.S.365）を契機として「独立の手

(16)

生産物に転化したというのである

。

工業の場合とは、または単純な協業の場合と

一方、有機的マニュファクチュアについて

さえも、まったく異なる労働の連続性、画一

は、「マニュファクチュアの完成された形態」

性、規則性、秩序、とりわけ労働の強度まで

（K.I.S.364）であり、「相連関する発展諸局

もが、生み出される。」（K.I.S.366）ことが指

面、すなわち一連の段階的諸過程を通過する

摘される。

製品を生産する」（K.I.S.364）として縫針マ

そして、ガラス壜のマニュファクチュアを

ニュファクチュアが例示される。そして、さ

例にとり「この五人の部分労働者は、単一の

まざまな段階的諸過程が、時間的継起から、

労働体の五つの特殊器官を形成しており、こ

空間的並存に転化されているとされる。

の労働体は、ただ統一体としてのみ、すなわ

この有機的マニュファクチュアの説明は、

ち五つの特殊器官の直接的協業によってのみ、

第 1 節の「同じ手工業者によってさまざまな

機能を果たしうる。もし五つの部分からなる

作業が時間的につぎつぎと行なわれる代わり

労働体の一つの部分が欠けると、この労働体

に、それらの作業が互いに引き離され、分立

は麻痺してしまう。」（K.I.S.367）と述べる。

化され、空間的に並列させられ、それぞれ異

さらに、マルクスは「全体労働者のさまざ

なる手工業者に割り当てられ、そして協業者

まな機能」が「簡単なもの複雑なもの、低級

たちによってすべての作業が全部、同時に遂

なものや高級なもの」に分割されることに注

行される。」（K.I.S.357）という説明の繰り返

目していく。「ある作業ではより多くの力を、

しである。第 1 節のマニュファクチュアの起

他の作業ではより多くの熟練を、第三の作業

源の問題との関連でいえば、この有機的マニ

ではより多くの精神的な注意深さなどを発揮

ュファクチュアについての説明は、先ほど仮

しなければなら」（K.I.S.369）ないが、分業

ひようそく

に「単純分業」と名づけた後者（起源の二つ

の導入によって一人の労働者がこれらすべて

目）と 平 仄が合う。

をこなす必要がなくなり、各労働者はそれぞ

マルクスは、第 1 節のマニュファクチュア

れの特性に応じて適材適所よろしく配置され

の二つの起源と第 3 節の異種的マニュファク

ることになる。つまり、「さまざまな諸作業が

チュアと有機的マニュファクチュアという二

分離され、自立化され、分立化されたのち、

つの基本形態の関係について明示的には論じ

労働者たちは、その目立った特性に応じて、

ていないが、一つ目の結合を主たる原理とす

分割され、分類され、群に分けられる」

るマニュファクチュア＝異種的マニュファク

（K.I.S.369）ことになる。

チュア、二つ目の分割を主たる原理とするマ

マニュファクチュア型の労働組織において

ニュファクチュア＝有機的マニュファクチュ

は、労働者は差し当たり雇用時の資質によっ

ア（機械化が容易）と考えることが可能であ

て配置されるわけであるが、この時ある職務

(17)

る

。

を遂行するにあたり、当該労働者に求められ

実際のマニュファクチュアは、異種的マニ

る最低限の資質すなわち主体的な条件が、「平

ュファクチュアという側面（結合原理）と有

均的に、普通の人間ならだれでも、特殊の発

機的マニュファクチュアという側面（分割原

達なしに、その肉体のうちにもっている単純

理）を併せもつと考えられる。

な労働力の支出」（K.I.S.59）ということであ

第 3 節の後半部分では、この基本形態の問

れば、それは単純労働（einfacher

題は後景に退き、マニュファクチュアの労働

であり、「特殊の発達（besondere
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Arbeit）

Entwick-

」を必要とすればそれは複雑労働（komlung）
plizierter Arbeit）ということができよう。

論』で指摘していた ことの繰 り返しであ っ
た）とは異なっている。第 3 節で展開される

加えて分業の結果、その資質が特化＝一面

等級制に関するこれらの利点こそは、マルク

化する形で熟練が形成されることが指摘され

ス自身によって独自に解明された分業の利点

る(18)。「部分労働者の一面性が、またその不完

と考えてよいと思われる。マルクスが、資本

全性さえもが、彼が全体労働者の分肢となる

主義的生産様式としてのマニュファクチュア

場合、完全性となる。習慣としてある一面的

を分析した成果であろう。

機能を営むことにより、部分労働者は、この
機能の自然に確実に作動する器官に転化させ
られ、他方、全機構の連関により、部分労働

e．第４節「マニュファクチュア内部の分
業と社会内部の分業」

者は機械の一部がもつ規則正しさで作業する
前述したように、マルクスはこの節の冒頭

ように強制される。」（K.I.S.370）というので

で第 1 節から第 3 節までの一応の総括を行い、

ある。
「習慣としてある一面的機能を営むことに

「マニュファクチュア的分業と、すべての商

より、部分労働者は、この機能の自然に確実

品生産の一般的基礎をなす社会的分業とのあ

に作動する器官に転化」というのは、まさに

いだの関係に、簡単 にふれる こととする 」

熟練の形成そのものである。ある労働組織に

（K.I.S.371）として、スカルベクの『社会的

組み込まれた労働者が、その組織のみで通用

富の理論』に依拠して分業を次のように分類

するような組織限定的な性質が濃厚な熟練を

する。
「農業、工業などのような大きな類への社

形成していくことが想定される。
さらには、マニュファクチュア型の労働組

会的生産の分割は、一般的分業と名づけるこ

織が、分業の結果、その技量を全体的に高め

とができ、種および亜種へのこれらの生産上

ていく、つまり集団として全体労働者＝結合

の類の区分は、特殊的分業と名づけることが

労働力として能力を向上させていくことにな

でき、一つの作業場内部での分業は、個別的

ろう。これは「集団的熟練」ともいうべきあ

分業と名づけることができる。」（K.I.S.371）

る種の熟練の形成といえる。集団力の一つの

ここでいう一般的分業と特殊的分業はとも
に社会的分業としてまとめられるべきもので

形態である。
その結果、いわゆる等級制が発展する。「全

ある。個別的分業がマルクスのいうマニュフ

体労働者のさまざまな機能は、簡単なもの複

ァクチュア的分業、あるいは作業場内分業で

雑なもの、低級なものや高級なものがあるの

あるといえる(20)。

で、その諸器官すなわち個別的諸労働力は、

そして、「あらゆる発展した、商品交換によ

まったく程度の違う訓練を必要とし、それゆ

って媒介された、分業の基礎は、都市と農村

え、まったく違う価値をもつ。したがってマ

の分離である。」（K.I.S.373）として、マニュ

ニュファクチュアは、諸労働力の等級制を発

ファクチュア的分業と社会的分業の相互関係

展 さ せ 、 そ れ に 労 賃 の 等 級 が 対 応 す る 。」

を説明する。「商品生産および商品流通は、資

(K.I.S.370）それゆえ、熟練を要さない不熟

本主義的生産様式の一般的前提であるから、

練労働も全体労働の一部に組み込まれること

マニュファクチュア的分業は、すでに一定の

になる(19)。

発展度にまで成熟した、社会内部における分

これら、マニュファクチュアの労働組織、

業を必要とする。その反対に、マニュファク

全機構の利点は、第 2 節で述べられた三つの

チュア的分業は、あの社会的分業に反作用し、

利点（これらの利点は、スミスが既に『国富

これを発展させ何倍にもする。」（K.I.S.374）
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マニュファクチュア的分業は、社会的分業

資本の下でしか労働できない存在になってし

を前提としながら、社会的分業自体を発展さ

まうという指摘である。一面化された労働力

せることが指摘される一方、この二つの分業

は今や資本の下でしか機能できなくなるので

は、商品を生産しているか否かという点で本

あり、賃金労働者に対する資本の支配の実体

質的に違うとされる。

的根拠が新たに加わることになる。機械制大

「マニュファクチュア的分業を特徴づける
ものはなにか？

それは、部分労働者が商品

を生産しないということである。部分労働者

工業の下での労働の単純労働化、不熟練化さ
れることによる労働力の高い互換性とは、異
なる事態である。

たちの共同生産物が、はじめて、商品に転化

これは同時に、資本にとっては、購入する

する。」（K.I.S.376）「マニュファクチュア的

労働力について、その労働力が発揮する具体

分業は、一人の資本家の手に生産手段が集中

的有用労働の側面から大きな制約が加わるこ

されることを想定しており、社会的分業は、

とを意味する。このような資本と賃労働の相

相互に独立的な多数の商品生産者たちのあい

互制約的側面は、マニュファクチュア型の労

だに生産諸手段が分散することを想定してい

働組織の特徴の一つと考えられる。

る。」（K.I.S.376）

一方、生産力という点では、「マニュファク

さらに、両者の違いとして社会的分業の無

チュア的分業は、手工業的活動の分解、労働

政府性とマニュファクチュア的分業の専制に

諸用具の専門化、部分労働者たちの形成、一

も言及する。

つの全体機構のなかにおける彼らの群分けと
結合とによって、社会的生産諸過程の質的編

f．第５節「マニュファクチュアの資本主
義的性格」

成および量的比例性、すなわち社会的労働の
一定の組織をつくり出し、それによって同時
に労働の新しい社会的生産力を発展させる。」

この節では、マニュファクチュアの自然発
生的出発点や雇用労働者数の比例性の問題が

（K.I.S.386）が、結局はいろいろな障害に直
面し、その限界を露呈するとされる。

あらためて説かれる。すなわち、

すなわち、「手工業的熟練は、相変わらずな

「同じ資本の指揮のもとにおける比較的多

おマニュファクチュアの基礎であり、マニュ

い労働者総数は、協業一般の場合と同じよう

ファクチュアのなかで機能している全機構は、

に、マニュファクチュアの自然発生的な出発

労働者そのものから独立した客観的骨格を保

点をなす。またその逆に、マニュファクチュ

っていないので、資本は、絶えず労働者たち

ア的分業は、使用労働者の増大を技術的必然

の不従順と格闘する。」（K.I.S.389）

性にまで発展させる。」（K.I.S.380）

「同時に、マニュファクチュアは、社会的

そして部分労働の弊害にふれた後で、次の
ような重要な指摘を行なっていく。

生産をその全範囲においてとらえることもで
きず、またそれを深部において変革すること

「彼の個別的労働力そのものは、それが資

もできなかった。」（K.I.S.390）

本に売られない限りは役に立たない。この個

そして、この生産様式の限界は機械によっ

別的労働力は、いまや、それが販売されたあ

て突破されるとして第12章がしめくくられる。

とではじめて実存する一つの連関のなかで、

「マニュファクチュア的分業のこの生産物

すなわち資本家の作業場のなかで、機能する

そのものが機械を生産した。この機械は、社

にすぎない。」（K.I.S.382）

会的生産の規制的原理として手工業的活動を

生産手段をもたず労働力を販売するしかな

廃除する。こうして、一方では、一つの部分

い無産労働者は、部分労働者化したために、

機能への労働者の終身的合体の技術的基礎が
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除去される。他方では、同じ原理が資本の支

過程は細分化、規格化され（単純労働化）、熟

配に対 してなお課して いた諸制 限がなくな

練自体の習得が比較 的容易に なる（不熟 練

る。」（K.I.S.390）

化）と考えられる。
他方、対人サービス労働は、次のような特
性を有している。それは、①人間を対象とす

3．対人サービス労働の労働組織

る労働であり、②無形の有用効果＝サービス
を生産する労働である。また、③予め生産す
ることはできず在庫が存在しない。また④労
働者と顧客が労働時間を共有する形で遂行さ

以上、第12章を『資本論』の記述にそって

れ、生産と消費が同時的であり、⑤進行形で

検討してきた。マニュファクチュアには結合

提供されるためにやり直しがききにくい。さ

を主たる原理としたものと分割を主たる原理

らには、⑥対人サービス労働の場合は、労働

としたものと二つの起源があることが示され

の投入と成果に正比例的な関係が想定しにく

（第 1 節）、分業の利点がスミスの記述に沿う

い (22)。つまり、その成果は労働の対象である

形で列挙される（第 2 節）。続いて異種的マニ

ヒト＝購買者の主観的評価に左右され、また

ュファクチュアと有機的マニュファクチュア

その成果自体が不可視的なことも多い。その

という二つの基本形態に触れ、マニュファク

ために、予想以上の成果をあげることもあれ

チュア の労働組織につ いて言及 されていく

ば、その逆もありえる。これらの点が対人サ

（第 3 節）。さらに、マニュファクチュア的分

ービス労働の特性としてあげられよう。

業と社会的分業の違いを指摘し（第 4 節）、最

物的生産労働の定型性、成果の定量性に対

終節でマニュファクチュアの資本主義的生産

して、対人サービス労働は非定型性、成果の

様式としての特徴に言及する（第 5 節）。

非定量性という性質を有しているといえる(23)。

このような第12章における一連のマニュフ

それゆえに対人サービス労働は、物的生産労

ァクチュアや分業に関する論究をふまえ、医

働より以上に、労働手段の機械化による熟練

療労働を中心に対人サービス労働の労働組織

の解体、単純労働化というシェーマでくくれ

について検討してみよう。

ない可能性が高い。労働の対象がヒトである

ところで、物的生産労働では、「所与の諸生

ことが、熟練の解体＝マニュアル化を阻害す

産条件のもとでは、……特定の生産物をつく

る一方、労働者の熟練など労働の主体的側面

りだすために一定種類の労働の分量がどれだ

に依存する要素がより大きいことが予想され

けなければならないかということは、正確に

る。

わかっている。」(2 1) といえる。

モノではなくヒトを労働の対象とする対人

確かに、物的生産労働では、労働対象であ

サービス労働(24)においては、労働過程の分割

るモノの物質的特性が把握され、その法則性

化が必ずしも容易ではなく、そのために労働

が認識されれば、そのモノ自体の取扱いや処

過程の標準化やマニュアル化が物的生産労働

理については標準化が進み、労働過程におい

に比べ困難であると考えられる。労働の対象

て技術的な確定性が早晩もたらされると考え

が「生身の人間」であるケア労働をはじめと

られる。労働手段の機械への転化によって、

して、対人サービス労働における労働組織は、

労働者の技術は機械に移転され、労働過程は

物的生産労働における労働組織とは自ずと異

再編される。また、何らかの発明はそれまで

なるものにならざるをえない。

の熟練、技術、知識を一挙に陳腐化する。い

対人サービス労働のような非定型性、成果

ずれにしても、全体的な趨勢としては、労働

の非定量性という性質をもつ領域を資本が包
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摂する際には、物的生産労働の場合とは異な

その一方で、病院という組織は有機的マニ

る困難さが生じることになる。対人サービス

ュファクチュアという側面（分割原理）から、

労働を資本が包摂する際の困難性、すなわち

従来は一人の医師が担っていた一連の労働過

非定型性、成果の非定量性という性質を処理

程が分割され、看護師、薬剤師、臨床検査技

するためには、機械化に通じるような標準化

師、診療放射線技師、臨床心理士、看護助手、

や定型化、規格化といった方向性に必ずしも

医療事務員によって各々遂行されるとみるこ

集約されない臨機応変さや柔軟性を有した労

とができる。このように各職種に配分された

働組織が必要とされる。つまり、「労働者の等

業務は、場合によってはさらに分割が進み、

級編成」や「手工業的熟練」、「熟練労働者の

一部はマニュアル化あるいは単純労働化し、

優勢」といったマニュファクチュアのもつ特

さらには受付業務などのように機械化・自働

性が生かされる可能性がある。

化されていく部分が発生しよう。しかし、労

物的生産労働においてはこれらの特性はマ

働の対象である患者 ・利用者 が「生身の 人

ニュファクチュアの限界そのものとされた。

間」ゆえの多様性、不安定性を有しているこ

それゆえにマニュファクチュアから機械制大

とに加え、労働者と患者・利用者の個性の組

工業へと発展する必然性が説かれるのである

み合わせが多岐に亘るため機械化になじまず

が、逆にこれらの特性は対人サービス労働に

労働者の熟練に依存する部分はどうしても残

はむしろ適合的でふさわしいものと考えるこ

される。

とが可能と思われる。機械化になじまない労

このように現実にみられるマニュファクチ

働においては、機械化されない熟練を中心と

ュアは、異種的マニ ュファク チュアの側 面

するマニュファクチュア型の労働組織(25)が形

（結合原理）と有機的マニュファクチュアと

成されると考えられる。

いう側面（分割原理）という二面からとらえ

実際の対人サービス労働の労働組織をみて

ることができると考えられる。マニュファク

みよう。もちろん対人サービス労働も同質な

チュア型の労働組織は、この二つの原理を駆

ものではなく、一括りに論ずることはできな

使して機能していくことになる。

いが、今回は、病院という組織を通じてマニ

そして病院という組織それ自体が、マニュ

ュファクチュア型の労働組織について検討し

ファクチュア型の労働組織としてその技量を

てみよう。

全体として高め、さまざまな疾患や症状を有

医療労働という対人サービス労働が行われ

する「生身の人間」としての患者（＝労働の

る病院では、医師、看護師、薬剤師、臨床検

対象）についての対応力を強めていくことに

査技師、診療放射線技師、臨床心理士、看護

成功するならば、このことは、前述したよう

助手、医療事務員などの多数の職種がそれぞ

な集団として全体労働者＝結合労働力として

れの分野に特化して相互に結合し、異種的マ

の能力の向上すなわち熟練の形成を意味しよ

ニュファクチュア型の労働組織を形成して、

う。全体労働者としての熟練（＝「集団的熟

全体として医療労働を遂行している。

練」）の形成は、集団力の一つの形態である。

それぞれの職種では、職務に従事するスタ

このように組織された労働組織においては、

ート地点において求められる最低限の資質は

小幡のいう粘着性(27)がみられるのであり、も

異なり (26)、その一定の職務に従事することに

し労働者が入れ替われば、あうんの呼吸のよ

よってその資質が特化＝一面化される形で、

うな労働者相互のコミュニケーションや連携、

さらなる熟練が形成されていく。この熟練に

さらには形成された全体労働者としての熟練

は、その病院のみで通用するような組織限定

を毀損することにもなりかねない。

的な要素も含まれよう。

病院という組織は、さまざまな単純労働と
- 80 -

複雑労 働から構成され る「労働 者の等級編

するサービス部面における労働をその労働組

成」を有する一種ヒエラルキー的な労働組織

織も含めて解明することがいよいよ重要にな

として機能することになる。

ってきていると考えられる。さらなる検討を
加えていくことを今後の課題としたい。

4．結語

注
( 1 ) 宇野は、この「資本家的生産方法の発展」を、
「いわば資本主義が自ら前提とする単純なる労
働力商品を自らその特殊なる発展動力によって
実質的に完成するものとして、その自立性を明

第12章「分業とマニュファクチュア」では、
物的生産労働を念頭にして機械制大工業へ至

らかにするのである。」（宇野[1964]81頁）とし

る中間段階として資本主義的生産様式として

て労働力商品を実質的に完成させる過程として
とらえた。

のマニュファクチュアが詳説される。そして
同時に本稿でみてきたように、マニュファク

( 2 )「『資本論』が執筆された時代には、サービス

チュアという生産様式のもつ独自の意義も明

労働はいまだ支配階級への寄生的な個人的奉仕

らかにされている。

という過渡的形態（家庭内労働）をとっており、

マニュファクチュアには結合を主たる原理

所得再分配過程に位置し社会的分業の体系に包

としたものと分割を主たる原理としたものと

摂されていなかった。すなわちそれは基本的に

二つの起源があり、異種的マニュファクチュ

servant）によって担われていた。」（飯盛[2014

は 召 使 と か 従 僕 と か の 僕 婢 階 級 （ menial
b]155頁）

アと有機的マニュファクチュアという二つの
基本形態や機械化との関連が示唆され、マニ
ュファクチュアの労働組織についても言及さ

( 3 )『直接的生産過程の諸結果』（訳書119頁）また、
青才[2006]は、サービス提供をa.本来のサービ

れていた。

械化になじまない対人サービス労働の領域で

ス、不生産的労働としてのサービス。例えば、
．．．．
家庭教師の労働。b.自営のいわゆるサービス提
．．．
供者。例えば私塾の教師。c.資本制的ないわゆ
．
るサービス産業。例えば、学校資本。という三

は「労働者の等級編成」や「手工業的熟練」、

形態に区分し説明を加えている。現代資本主義

「手工業的熟練」を基礎とし、「労働者その
ものか ら独立した客観 的骨格を 保っていな
い」マニュファクチュア型の労働組織は、機

においては青才により cに区分されるサービス

「熟練労働者の優勢」といった特性をむしろ

提供がますます拡大しているといえよう。

利点に転化しているのである。マニュファク
チュアのもつ特性は、物的生産労働では資本

( 4 )『直接的生産過程の諸結果』（訳書115頁）

にとっての限界そのものとされるが、対人サ

( 5 ) 櫛田は、「労働力商品の再生産費は、生活手段

ービス労働では適合的となりうるのである。

価値だけでなくサービス商品価値が加わった商

一方、この「手工業的熟練」が組織限定的

品価値によって規定されるのである。」と述べて
いる（櫛田[2015a]）。

なものであればあるほど、マルクスが指摘し
たように資本と賃労働の相互制約性はいよい

( 6 ) この状況を鎌倉は次のように説明する。「資本

よ高まることが想定される。マニュファクチ

は、利潤追求を目的としてあらゆる生産部門に

ュア型の労働組織のもつもう一つの側面であ

浸透して行くが、その中で、物質的な富、物の

る。

生産過程だけでなく、人間の生活領域、そこに

現代資本主義における賃労働について考究

おける人間の人間に対する働きかけとしてのサ

するためには、対人サービス労働をはじめと

ービスの領域にまで浸透することになる。教育
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をはじめ、医療・保健の領域が、資本投下の場

業＝工場での剰余価値生産である。」
(坂本[1977])

となり、利潤獲得の手段とされる。対人的サー

内田の主張も同様である。「マルクスが分析対象

ビス労働自体が商品化されて、価値・剰余価値

としたのは、じつはこの最後の項目にあらわれ

を形成するものとされる。」（鎌倉[1996]143頁）

る資本制大工業です。機械制大工業における生

( 7 ) 飯盛名誉教授に次のような御指摘を頂戴した。

産過程の分析こそが、かれが本来ねらいとした

「阿部氏の主張に対して問うべきことは、まず、

ところです。（中略）機械制大工業が廻り道して

対人サービス労働とは何か、サービス労働は対

つかまれる。だから、「単純協業」や「分業」の

人サービス労働だけか、ということである。サ

章でも、分析の対象そのものは機械制大工業

ービス部門の定義、種々の視点からのサービス

だ。」（内田[1961]）確かに『資本論』執筆時の

部門の分類・区分を明瞭に示しておくことがサ

マルクスの意図をふまえれば正統な理解といえ

a]）本稿では「対人サービス労働とは、人間そ

よう。その反面、かかる理解からは、第12章に

ービス部門研究の出発点である。」（飯盛[2014

おいてマニュファクチュア独自の特性や意義を

のものを対象にした労働である」ととらえてい

とらえる観点は希薄化してしまう恐れがある。

る。また、対人サービス労働のみがサービス労

( 9 ) マニュファクチュア論については、次のよう

働と考えるものではもちろんないが、本稿では

な主張もみられる。「マニュファクチュア論は、

物的生産労働との違いがより大きいと考えられ

第一にマニュファクチュア的分業という大工業

る「対人」サービス労働にとりあえず絞り込ん

の内部では消滅するべき生産力要因を扱ってい

で議論する。対人サービス労働の定義は必ずし

るという点、そして、マルクス自身が大工業の

も確定してはいないが、例えば二宮は、「人間を

社会的労働編成としては単純協業の方が優勢で

直接的な対象にした労働を対人サービス労働と

あると述べているという点で、その理論的・現

呼んでおく」とし、「対人サービス労働とは、①

代的意義に疑問の余地を大きく残している。」

労働対象である人間の欲求を充足するサービス

（今井[2010]）

を提供する労働である、②サービスを受ける人

(10)『資本論』初版（1867）では、「分業とマニュ

間はそのサービス労働を直接に消費・享受する

ファクチュア」（「機械と大工業」も）に現行版

主体である、③サービスの提供・供与とその消

（1890）のような第 1 節～第 5 節のような区分

費・享受は同時一体的である、という三つの内

けはない。第 2 版（1872）以後は、現行版と同

容にまとめられる」（二宮[2014]）としている

様に第 1 節～第 5 節の各節から構成される。

（二宮はこの対人サービス労働が「生存過程」

(11) 熟練の「のびしろ」は、複雑労働の方が大き

の視点からは精神代謝労働として把握されると
する。詳しくは、二宮[2006]、[2014]を参照さ

いと一般的には考えられる。
(12) いささか奇妙ではあるが、マルクスはこの節

れたい）。

ではスミスにはいっさい触れていない。

( 8 ) 坂本の主張をみてみよう。「これらの諸章（第

(13) 引用は大河内一男監訳『国富論』全三巻、中

11章から第13章を指す―引用者）を以上のよ

公文庫、1978年を使用した。

うに論理展開的に理解しようとする場合、さら

(14) 小幡は、「この章（第12章―引用者）は表題

に当然のこととして必要なことは、このような

が示すように、分業がマニュファクチュアとい

論理展開によって最終的に説明されるべき対象、

う資本主義的生産様式の一つを通して説かれる

すなわち『資本論』が最終的に説明しようとし

かたちになっており、先行する協業の分析から

ている相対的剰余価値生産の形態についての表

分業の理論が展開されているわけではないので

象をたえず明確に意識しておくことである。『資

ある。
」（小幡[1997]）と指摘する。

本論』の場合、このような表象は、具体的には

(15) 61～63草稿では、分業は以下のように説明さ

いうまでもなく第一三章で登場する機械制大工

れる。「分業は、協業の特殊的な〔besonder〕、
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特殊化された〔spezifiziert〕、発展した形態であ

どちらの場合にも、労働力の価値は低下する。」

って、それは、労働の生産力を高め、同一の仕

（K.I.S.371）修業費の問題は、労働力商品の価

事を行なうのに必要な労働時間を短縮するため

値規定と関わる重要な問題であり、相対的剰余

の、したがって、労働能力の再生産に必要な労

価値生産の一形態でもある。

働時間を短縮し、剰余労働時間を延長するため

(20) 社会的分業とマニュファクチュア的分業を61

の、強力な一手段である。」（『資本論草稿集』④

～63草稿では、次のように説明している。「一方

423頁）

は、異なる労働諸部門への社会的労働の分割で

(16) ペティは、「時計の製造では、一人が歯車を、

ある。他方は、一商品のマニュファクチュアに

他の一人がぜんまいをつくり、他の一人が文字

おける労働の分割であり、したがって、社会に

盤を刻み、他の一人が側をつくるなら、仕事の

おける労働の分割ではなくて、同じ一つの作業

全部がだれか一人の人に負わされていると仮定

場の内部における労働の社会的分割である。後

した場合よりも、時計は良くまた安いものとな
るであろう。」（『人類の増殖にかんする一論』）

Produktion〕としてのマニュファクチュアが対

と述べている。

応するのである。」（『資本論草稿集』④428頁）

(17) 伊藤もこのことについて以下のように論じて

者の意味の分業に、特殊な生産様式〔Weise der

(21)『剰余価値学説史』(2)224頁

いる。「マニュファクチュアは、マルクスによる

(22) 鎌倉は、次のように指摘している。「この労働

と二つの起源と二つの基本形態をもつ。そのひ

（対人的労働―引用者）は、例えば教育労働の

とつは、もともとはそれぞれ独立の手工業者で

場合のように、対象が人間（＝主体）である以

あった指物工、真鍮工、ガラス工、塗工、メッ

上、この労働を行なう者がかりに一定の目的、

キ工などがひとつの馬車マニュファクチュアに

意図をもって労働しても、それがその目的にそ

集められるような場合で、独立の部分生産物の

っ た 結 果 を 生 み 出 す と は 限 ら な い 。」（ 鎌 倉

機械的合成により製品がつくられる「異種マニ

[1996]134頁）

ュファクチュア」の形態を形成しやすい。もう

(23)「多くの「非物質的労働」の場合には事情が違

ひとつは、もともとは一連の諸作業を一人でつ

う。一定の成果をあげるために必要な労働量は、

ぎつぎにやっていた製針工の作業が、同一作業

成果そのものと同じように推測的なものであ

場内で細分されてそれぞれの労働者の専有機能

る。」（『剰余価値学説史』(2)224頁）「代価が支

に転化される場合で、たがいに関連のある一連

払われるのは、サーヴィス提供そのものにたい

の諸工程を通過して製品がつくられる「有機的

してであり、それの結果は、その性質上、サー

マニュファクチュア」の形態をもたらしやす

ヴィス提供者によっては保証されえない。」（同

い。
」（伊藤[2006]171～172頁）

上(3)192頁）なお、阿部[2011]においても検討

(18) ある職種に従事するスタート時点において求

を加えた。

められる最低限の資質（単純労働と複雑労働の

(24) 飯盛は、「サービス労働においては労働対象

相違）とある職種に従事した後に形成されてい

（原料）は存在せず、それが働きかける対象は

く資質（熟練と不熟練の相違）は区別して検討

サービス対象と呼ぶべきであろう」（飯盛[2014

されなければならない。

a]）と主張する。二宮[2014]も「物質的生産労

(19) 等級制と関連して修業費についても次のよう

働では、労働手段と労働対象の双方が生産手段

に述べられている。「等級制的区分とならんで、

と一括りにされたのにたいして、人間を相手に

労働者が熟練労働者と不熟練労働者とに単純に

した労働では、肝心の労働対象が人間であるた

区分される。後者にとっては修業費はまったく

めに、労働対象である人間と労働手段とを一括

不要になり、前者にとっては、機能の単純化に

して生産手段とするわけにはいかなくなる」と

より、手工業の場合に比べて修業費は減少する。

注意を促している。
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(25) 小幡は、マニュファクチュア型の労働組織を
「熟練を要する中心的な労働の周辺に、マニュ

の研究によせて―」『佐賀大学経済論集』47-1
飯盛信男[2014b]『日本経済の再生とサービス産

アル化された不熟練労働が、何層にも配置され

業』青木書店

る」（小幡[2009]130頁）労働組織としてとらえ、

伊藤誠[2006]『『資本論』を読む』講談社学術文庫

さらに「資本は、このようなマニュファクチュ

今井祐之[2010]「個別的資本の内部での分業の利点

ア型の労働組織を駆使して、人間社会の諸領域

について―協業の利点との関連で―」『立教

に浸透する性格をもつ。この組織原理は、労働

経済学研究』64-1

を通じてモノを生産し、そのモノを消費するこ

内田義彦[1961]『経済学史講義』未来社

とで欲求を充足という媒介をとらない対人サー

宇野弘蔵[1964]『経済原論』岩波書店

ビスの領域などに資本が進出するときに、強力

小幡道昭[1997]「協業と分業」『経済学論集』（東京

に発揮される。医療、教育、法律・行政サービ
スなど、私的な消費生活とは区別される独自の

大学）63-2
小幡道昭[2009]『経済原論 基礎と演習』東京大学

社会的活動の領域である。」（同上）としてその
今日的意義について述べている。

出版会
小幡道昭[2014]『労働市場と景気循環

(26) 例えば、医師、薬剤師、看護師などはそれぞ
れ国家資格としてその養成課程や資格試験につ

判』東京大学出版会
鎌倉孝夫[1996]『資本主義の経済理論―法則と発

いて法的に規定され、その最低限の資質が担保
されることになる。

恐慌論批

展の原理論』有斐閣
櫛田豊[2015a]「サービス商品と国民所得（上）」

(27) 小幡[1997]は次のように指摘する。「個別労働
者の売るものが分散性をもった労働力であって

『青森大学研究紀要』37-3
櫛田豊[2015b]「サービス商品と国民所得（下）」

も、それが集団力として発揮されるとすれば、
この組織化のための負担は同じ労働力を使いつ

『青森大学研究紀要』38-1
坂本和一[1977]「生産の社会化の諸段階

『資本

づけることのほうが有利であるということが生

論』第四篇第一一章～第一三章における論理と

じうる。」「労働力の商品化が集団力を前提とす

歴史」（佐藤金三郎・岡崎栄松・降旗節雄・山口

るかぎり、労働市場は本質的にこうした粘着性
をともなう」小幡のいう粘着性すなわち資本と

重克『資本論を学ぶⅡ』有斐閣選書）
二宮厚美[2006]『ジェンダー平等の経済学―男女

賃労働の相互制約的側面はマニュファクチュア

の発達を担う福祉国家へ―』新日本出版社

型の労働組織においてはさらに強まることにな

二宮厚美[2014]「マルクス経済学からみた社会サー

ろう。

ビス労働 教育・福祉・医療労働の把握のため
に」『経済』第224号
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■論文■

保険販売の自由化と販売代理店等の地位低下

知 見 邦 彦

《要旨》 経済の金融化がすすむなかで、機関投資家としての保険会社の地位は高まってきた。この10年余
の保険の自由化（商品、料率、代理店制度）において、保険販売者の業務の自立化・高度化とサー
ビスの向上が掲げられたが、保険会社の効率化は進展したものの、損害保険の代理店や生命保険の
外務員の多くは、一方的に処遇が悪化し地位低下がもたらされた。保険会社の優越的地位の濫用に
よって代理店制度改悪が一方的にすすめられ、一部の大型代理店が優遇されたものの、多くの一般
代理店の手数料が引き下げられ地位が低下したのである。保険会社の保険金不払い事件による消費
者利益の侵害も、保険の自由化が進展し過当競争が激化したことが背景にある。保険販売者が公正
な経済取引を求め、保険会社に対し労働者としての地位と権利を主張する法的根拠が存在する。
目 次

険販売者がいる。消費者にとって保険商品に

はじめに
1.保険販売市場
(1)保険販売網の制度的概要
(2)保険販売網の変遷
(3)保険販売者数の変化
2.代理店制度の自由化とその影響
(1)弱小代理店の整理淘汰と保険販売網の再編成
(2)保険会社による優越的地位の濫用
(3)消費者の利益と対立
3.保険販売をめぐる環境変化
4.今後の保険販売者
(1)｢公正な取引｣違反と代理店委託契約書変更
問題
(2)代理店の労働者性と法的地位
おわりに

は使用価値やリスク認識の困難さがあるにも
かかわらず、それを埋め合わせる日本特有の
保険販売（方法）によって巨額の保険資金が
集められてきた。保険商品の販売を担うのは、
「保険屋」とやや侮蔑的に呼ばれる、保険代
理店、販売外務員等であるが、保険販売の自
由化によって銀行窓販・テレマ（電話販売）・
ウエブ（通信）販売・ショップ型販売等が加
わり、重層的で複雑な販売網になっている。
保険代理店は事業としての独立性が認められ
るものの、保険商品をつくる保険会社とは、
事実上対等な関係ではない。基本的に商品・
価格・手数料（報酬）等の決定権は保険会社
がにぎっている。この10年余の保険の自由化
（代理店制度・手数料の自由化を含む）にお

はじめに

いて、保険販売者の業務の自立化・高度化と
消費者サービスの向上が掲げられたが、保険
会社の効率化は進展 したもの の、損害保 険
日本は保険商品売上高（営利保険会社によ

（以下「損保」と略称）の代理店や生命保険

る年間保 険料収入）51兆円の保険大国で あ

（以下「生保」と略称）の外務員は否定的影

(1)

る 。経済の金融化が進展するなかで、保険

響を受けた。彼らの多くは処遇が悪化し地位

会社は巨大な機関投資家として存在感を高め

低下がもたらされたと言っても過言ではない。

てきた。その陰に、光のあたらない存在の保

本稿は保険販売の自由化によって損保代理店
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や生保外務員の利益がいかに損なわれてきた

人代理店等に分類される。

おとし

か、それが消費者の不利益につながり保険の

販売商品は、生保、簡易保険は人保険であ

役割をいかに 貶 めてきたかを問うことを目的

り、損保は物保険と人保険となっており、全

としている。同時に、保険販売者の地位向上

保険市場の約 9 割は人保険である (3)。代理店

を図るための課題を問い議論の素材となるこ

（外務員）の基本となる業務は保険マーケッ

とを期待するものである。

トの開拓および保険契約者と保険契約を締結
し、保険料を領収し、事故が起きた時の事故
通知受付、保険会社への報告等である。形式
上、保険代理店は、保険会社と業務委託契約

１．保険販売市場

を結ぶ独立した事業者であるが、後述するよ
うに事業性・独立性に乏しく、事実上保険会
社の管理下におれている代理店が多数存在す
一般的に、企業活動における商品の製造と

る。保険募集・契約締結を委任された代理店

販売は表裏一体で、商品の使用価値が価格と

は保険募集時の説明義務等があり、代理店の

の対比で優れていることに加え販売力の強さ

過失によって正当な保険金が支払われないよ

が相乗効果となって売上高が増加し利潤が実

うなケースでは代理店固有の責任がきびしく

現する。商品の使用価値が分かり易ければ販

追及される。
外務員は生命保険会社の営業職員である。

売努力はそれほど必要としないこともあるが、
保険の場合は商品の販売時点ではその使用価

生命保険契約は損害保険と比べ、より「対面

値を消費者が把握するのは容易ではなく（事

販売」で売られ「人的要素」が強いといわれ

故発生後はじめて使用価値を認識する等）、販

る。それは主として保険商品の性格に由来す

売部門による「巧みなアプローチと説得」が

る。そもそも保険商品の使用価値は保障（補

カギをにぎると言われている。従って保険経

償）機能にあるが一般には理解しにくい。た

営の最重要課題は商品開発等よりも販売力の

とえば死亡による経済的損害を保障するのは

強化であり、販売網の量質がとりわけ重視さ

掛け捨ての生命保険を購入すれば足りるのだ

れるのである。民営生損保会社の販売網に焦

が、リスクに備え保険料を「捨てる」のを嫌

点をあて、その制度と変遷を概観してみる。

い一般には受け入れられていない。事故の発
生確率を考慮し、正確なリスク認識から合理
的価格の保険料を支払い保険契約する消費者

（1）保険販売網の制度的概要
は少ないのである。消費者の不十分なリスク
認識を埋め合わせるのが対面の人的アプロー
損保の取扱保険料の約 4 割は専業代理店が

チである。これは契約判断を外務員との個人

占め、生保では外務員（営業職員）の取扱い

的信頼関係に依拠しておこなうことを意味し

(2)

が約 7 割といわれている 。代理店形態は、

ており、生保の「地縁的義理・人情販売」と

保険種類によって損害保険代理店、生命保険

いわれる所以となっている (4) 。彼女等にとっ

代理店、生損保総合代理店に、また専業代理

て生命保険契約は「人間関係をつくることに

店と兼 業（副業）代理 店（自動 車ディーラ

よって転がり込んでくる」のである。さらに

ー・整備工場、不動産会社、銀行等）に、保

「保険料掛け捨て」イメージを払しょくする

険会社一社のみの保険商品を扱う専属代理店

手法としての保険料積立型保険の推奨、すな

と複数扱う乗合代理店に、規模別には全国展

わち死亡リスクカバーを前面に出さない「掛

開するような法人代理店から小エリア内の個

けた保険料が戻る養老保険」一本やりの単純
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販売が生保の販売網に適合し一般化したので

代理店の信用に依存して保険販売するのが一

ある。米国に匹敵するような巨大な生保市場

般的であった。保険 販売専業 の代理店の 新

をつくりあげたのはこの販売網と販売手法だ

設・育成を軽視する政策が長期間継続してき

といえる。

たのである。これらの問題に対し各損保会社
が実施した専業代理店の育成のための制度に

（2）保険販売網の変遷

特別研修生制度（代理店研修生などの呼称）
がある。採用からの一定期間、専業代理店に
なるための教育と研修を受けながら保険募集
活動を行い、数年で保険会社専属の専業代理

① 損保の販売網
店になるというものである。特別研修生には、
1948年の「保険募集の取締に関する法律」

固定給プラス歩合給が支給された。採用数が

によって保険代理店制度が発足したが、当時

多い年度には業界で5000名をこえる研修生が

(5)

は主として火災保険が対象だった 。代理店

採用されたので人件費コストを増大させる専

手数料は収入保険料に対し、一律に普通物件

業代理店対策だった。また、損保経営は研修

15％、その他物件10％であった。当時の代理

生採用によって自立した専業代理店の増加を

店で本来の保険代理業務を処理しうる代理店

求めたものの、その代理店が自らの利益追求

は少なく、保険会社の社員に業務を代行させ

と地位向上に向かうことに懸念を持つという

る、いわゆる「代行代理店」が多数であった。

矛盾を抱えていた。それでも自立した専業代

これらの代理店に一律に手数料を払うことは

理店増加の必要に迫られ大量の研修生採用に

不公平であるとの議論から1951年に代理店格

踏み切ったのである。現在の専業代理店の多

付制度が制定され、代理店の業務能力、獲得

くが研修生OBである。

保険料挙績状況に応じて三分類（特別、甲、

自由化以前の損保代理店について、保険販

乙）し異なった手数料が支払われることにな

売における営業社員との「二重構造」問題と

った。その後、1965年に「代理店種別」 と

して次のような問題が指摘されていた (6)。保

「個人資格」の二本立て制度となり、1973年

険会社が代理店の新設に傾注するあまり代理

にはノンマリン代理店制度、80年には新ノン

店の教育、質的向上が不十分になり、代理店

マリン代理店制度が制定される等の変遷をた

の多くは小規模かつ副業的で業務的に自立で

どっている。これらは代理店の業務自立化と

きない代理店として放置されることになった。

質的向上をねらったものであった。しかし保

保険販売業務が自立せず本来の保険サービス

険会社による代理店の新設競争のなかで「代

提供が不十分な代理店に対し保険会社の社員

行代理店」の増加、代理店の質より量を重視

が、その業務を代行・補完することは、人件

する傾向は変わらなかった。そして2001年に

費と代理店手数料の二重支払いであり効率的

は代理店制度が廃止され、業界共通の代理店

ではないとの議論がクローズアップしてきた

制度ではなく、各社個別の制度へ移行するこ

のである。欧米にはないこうした二重払い構

ととなった。代理店手数料は完全自由化され

造が欧米のトップ保険会社との効率格差の要

金融庁の認可も不要となった。

因となっていることから、営業社員と代理店

明治以来、保険商品はその使用価値如何よ
り誰がどのように販売するかが重要であった。

の一体的リストラの必要性が待ったなしの状
況になったのである。

保険販売網は企業市場では企業オーナー、金
② 生保の販売網
融機関市場では各支店長、大衆市場では各地
の名士や個人資産家等に代理店委託されたが、
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日本の生保の販売網は代理店制度を経て、

表１ 損害保険代理店数と募集者数の変遷

1920年代に外務員による組織的販売へ向かっ
た。戦中戦後の男性労働力の不足のなかで既
婚女性の大量採用が本格化し、訪問販売方式
を採用したことが我が国の生保販売網の特徴
である。1943年には登録外務員が25万人に達
した。彼らを管理したのは外務員から選抜さ
れた支部長（一種の請負制）が多かったが、
次第に保険会社の自前のエリア管理組織であ
る営業所・支社が拡大していった。外務員が
労働法の適用対象となる労働者とみなされる
ようになったのは1949年である。外務員の主
流を女性が占めるようになったのは1950年代
後半である。当時は養老保険一本やりで各社
商品に違いはなく外務員の数が売上高を規定
したので各社「人海作戦」をとった。1970年

年 代理店数
増減率
募集者数
増減率
1998
593,872
1,180,784
1999
570,919
－3.9
1,154,511
－2.2
2000
509,619
－10.7
1,145,252
－0.8
2001
342,191
－32.9
1,575,195
37.5
2002
323,139
－5.6
1,642,271
4.3
2003
305,836
－5.4
1,716,006
4.5
2004
286,576
－6.3
1,797,510
4.7
2005
266,753
－6.9
1,873,485
4.2
2006
253,810
－4.9
1,986,035
6.0
2007
235,846
－7.1
2,147,461
8.1
2008
217,864
－7.6
2,154,962
3.5
2009
207,903
－4.6
2,160,029
2.4
2010
202,098
－2.8
2,173,600
0.6
2011
197,005
－2.5
2,139,475
－1.6
2012
194,701
－1.2
2,094,250
－2.1
出所：日本損害保険協会、「代理店実在数の推移」(国内会
社、外国会社合計)および「「募集従事者数の推移」
(国内会社、外国会社合計)より作成。

代には50万人程度の外務員が在籍したが、業
界全体で 1 年間に40万人が新規登録され、同
じ年に40万人程度が退職していくという大量

解禁にともない銀行員が大量に保険募集者に

採用大量脱落の状況が続いた。1975年の保険

なったためである。

審議会答申はこれを問題視し厳しく改善を求
めた。これを契機に各社は外務員の教育・育

損害保険会社の支払い代理店手数料、人件
費等の事業費の変遷は表２の通りである。

成に重点をおくようになった (7)。銀行の生命

この14年間で売上高が0.8％減少、代理店手

保険窓販が始まったのは2005年の一時払い終

数料は2.5％減少した。 1 代理店あたり年間手

身保険、一時払い養老保険販売からだった。

数料は、98年の206万円から2012年の611万円

銀行の窓販は2007年にはすべての生保商品が

に増加、募集者 1 人あたりは103万円から57万

解禁となった。

円に減少した。生命保険外務員（営業職員）
数は90年の45万284人をピークに2004年に16万
3642人、2006年に24万7058人、2011年に23万

（3）保険販売者数の変化
4937人と約半分に減少した。しかし、前述し
た通り、保険契約（保険料）がどの販売チャ
損害保険代理店数
と募集者数の変遷
表２

事業費内訳

は 、 表 １ の 通 りで あ
る。 10数 年で募 集者

1998
売上高
7,215,383
(正味保険料)

増減率 構成比

2012

（単位：百万円）
増減率 構成比

構成比

2005

100.0

7,457,202

3.4

100.0

7,159,672

－4.0

100.0

16.9

1,174,481

－3.8

15.7

1,189,902

1.3

16.6

数 の 2 倍 近 い 増加 と
事業費内訳

代 理 店 数 の 激 減が 特

代理店
手数料

1,220,861

徴 で あ る 。 代 理店 の
統 廃 合 が 急 速 に進 ん
だ こ と を 裏 付 けて い
る 。 募 集 者 数 の増 加
は 主 と し て 銀 行窓 販

人件費
1,014,698
14.1
837,646 －17.4 11.2
852,276
1.7 11.9
物件費
770,998
679,547
716,092
10.0
その他
242,825
159,794
162,866
2.3
事業費合計 3,249,382
45.0 2,851,468 ‐12.2
38.2 2,921,136
2.4 40.8
出所：『インシュアランス損害保険統計号』㈱保険研究所、平成11、18、25年版、「正味事業
成績および総資産・運用資産・収益および事業費内訳表」より作成。
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ネルからあがっているのかを見ると、2009年

4年体系でみると保険料規模、保険料増収率等

で外務員からが68.1％で最も高く、次いで通

によって規定されている(10)。このポイント項

信販売の8.7％となっており、外務員が最重要

目は永続的なものではなく毎年のように、各

(8)

チャネルであることに変わりはない 。

社の利潤率（経営指標）の状況に応じて変動
する。
代理店に自立化・専業化を迫り、大型代理

２．代理店制度の自由化とその影響

店を優遇し、非効率な中小代理店は切捨てる
という代理店再編成が強引にすすめられた。
代理店に不利な代理店委託契約書による一方
的な代理店契約解約もおこなわれた。この場

2001年の代理店制度・手数料自由化の目的

合、代理店が保有していた契約（顧客）は保

は、代理店の業務の自立化・専業化・大型化

険会社の直扱い契約に移管されるが、保険会

と「マルチチャネル化」によって、消費者に

社から当該代理店に対価・報酬は支払われな

対するサービスと利便性の向上をはかること

い。一般的に考えて保険商品は保険会社が製

にあるとされてきた。しかし、実際には、弱

造・販売するものであるが、その販売先の顧

小代理店が淘汰され専業代理店等の生業が厳

客（商圏）は代理店が開拓・保有しているも

しくなる一方大型代理店が増加するという変

のである。損害保険商品の場合、新規契約締

化が生じ消費者利益が向上したかは疑わしい。

結以降は毎年、同一代理店に継続契約してい

その原因は、業界統一であった代理店手数料

くことが多いからである。当該代理店がその

率を、各保険会社が自由に決められる「ポイ

保有顧客の価値・財産（グッドウイル、いわ

ント制」に変え、保険経営上の効率の高い大

ゆる「暖簾」）を売却する場合、報酬を求める

型代理店を優遇し、その他の代理店の手数料

のが商慣習であると思われるが保険会社はそ

を引き下げたことにある。マルチチャネル化

れを認めない(11)。

と代理店手数料率の自由化の影響を次にみる。
② 保険会社「直営代理店」
・社員の代理店化と
保険募集の再委託

（ 1）弱小代理店の整理淘汰と保険販売網
の再編成

保険会社「直営代理店」・社員の代理店化と
は、保険会社が出資する法人代理店に保険会
社の社員やOBを送りこみ（または出向）直接

① 弱小代理店の整理淘汰
保険販売事業を展開することである。ここに
まず、一部の大型代理店の手数料が増加す

は営業事務・支援を担当していた女性社員が

る一方、弱小代理店の整理淘汰が進行し、専

送りこまれるケースや、「出前出張サービス」

業代理店の手数料が下げられ彼らの生活が脅

（社員が保険会社に在籍したまま、代理店に

かされることになったことがあげられる。松

出向き代理店事務の指導・応援を行う等）も

(9)

によると、「ポイント制」によって、

行われる。損保会社の再編によって余剰とな

2004年に5000万円近い収入保険料をあげ年間

った正社員があてられるのである。この保険

手数料940万円を得ていた代理店が、2009年に

会社直系の法人代理店は、「保険会社の支援が

は同規模の売上高で手数料が700万円程度に減

手厚いため競争条件が公平ではなく、保険会

少しているケースがある。原因はポイント点

社の判断で代理店の集約化が進み、直営代理

数が減少したのである。ポイントは各社によ

店が中小代理店の受け皿となることにより市

って異なるが、損保ジャパン日本興亜社の201

場での存在感が大きくなり専業代理店の地盤

浦章
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を奪いかねない(12)」等が懸念されている。

を守り育成するとしてきた保険会社が、自ら

前述したように一律代理店手数料率がポイ

通販保険子会社を設立し専業代理店の地盤を

ント制に移行すると代理店の扱い保険料が大

侵食している」と批判されるのもやむを得な

きいほど、売上保険料増加率が大きいほど高

いだろう。

い手数料率が支払らわれることになるので弱

・ショップ型

小代理店がより規模の大きい代理店の傘下に

ショップ型は来店した顧客に異なる保険会

はいり「委託型募集人」にならざるを得なく

社の商品を店頭で比較検討させる「コンサル

なる。それをかかえる代理店側は歩合によっ

タント販売」という従来の訪問販売方法を一

て報酬を払うのでコストを抑えることが可能

新する大型乗合代理店の販売方式である。ト

だった。ところが金融庁は2015年までに委託

ップ代理店「ほけんの窓口」は533の店舗（同

型募集 人を廃止する（ 委託業務 の再委託禁

社ホームページ、2015年10月27日現在）に、

止）との方向転換を指示した。同庁は2001年

ショップ要員600名、訪問販売要員400名を抱

には、事務ガイドラインで、「保険の販売は雇

え、手数料収入100億円に達すると言われる大

用関係にあるものに限る」としていた規定を

型代理店である。先行する設備投資額が大き

外し事実上認めてきていたのである。しかし

く、マーケット見通しを見誤って失敗するケ

「マルチチャネル化」がすすむなかで、金融

ースも相当数ある。ショップ型は生保商品を

庁は来店型の保険ショップ（乗合代理店）が

中心に販売している。

委託型募集人を大量採用し事業を急速に拡大、

・銀行窓販

保険商品の説明不足や強引な勧誘（手数料率

銀行の保険商品窓販は2001年に住宅ローン

の高い商品への誘導等）を問題にし始めてい

に関連する生命保険や火災保険等が解禁され

(13)

た

。

て以降、2002年に個人年金等、2005年に一時
払い終身保険、一時払い養老保険等が解禁と

③ 保険販売チャネルの多様化
なり、2007年には全ての保険商品の窓販が可
保険マーケットの中軸であった保険販売網

能となった。銀行窓販の新規契約件数をチャ

（損保は専業代理店、生保は外務員）は、販

ネル別シェアでみると、2010年現在で生保分

売チャネルの重層化・多様化のなかで、既存

野が6.1％、損保分野が0.3％となっている(16)。

の商圏が奪われていった。銀行窓販、通販、

そのなかで、保険事故が多い損保商品より金

来店型保険ショップ等の進展の影響は次に見

融商品に近い積立型の生保商品が販売の中心

るように大きなものだった。

となっている。2011年には生保商品のうち一

・通販型（ダイレクト系）

時払い商品が過半を占めるようになった。変

専業代理店の契約が奪われているケースの

額年金販売において銀行窓販は生保の中心的

多くは通販型損保会社によってである。最大

チャネル（ 7 ～ 8 割）となっていることが注

の理由は、これらの会社が巨額の宣伝広告費

目される。損保商品の内訳をみると、当初は

をつぎ込み、割安な保険料で、代理店手数料

住宅ローン関連の火災保険が中心だったが、

を差引いても対応できないほどの低価格で、

2010年度には傷害保険のウエイトが上回ってい

保険商品を提供していることである (14)。ネッ

る (17)。変額年金、一時払い終身保険販売をめ

トを通じた消費行動が一般化してくると「保

ぐって消費者トラブルが発生し、2005年と

険だけは対面販売」とも言えない状況もすす

2009年の二度にわたり国民生活センターから

んでくる。損保大手社も通販保険子会社を設

注意喚起があった。2011年度には一時払い終

立したが、必ずしもすべてが成功しているわ

身保険をめぐるトラブルが目立つようになり、

(15)

けではない 。この問題については、「代理店

相談件数が急増した。高齢者がトラブルにあ
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うケースが多い(18)。

理店に対し保険会社は「社員代行」等の法令
違反に対し厳格さが乏しい。一般消費者に対

④ 大企業・金融機関等の保険市場における支
配的影響力

してほとんど募集活動はおこなわないことを
許し自らの系列内に割安な保険料を提供し、

保険会社による大型代理店の優遇は、代理

かつ保険業務に自立していない代理店に高い

店手数料率だけにとどまらない構造的な問題

手数料を支払っているのである。自動車販売

である。保険市場では個々の消費者が保険会

会社、修理工場、不動産販売・仲介会社等へ

社と公正に保険契約をおこなっているわけで

の代理店委託も同種の問題がある。保険会社

はない実態がある。また、その不公正な取引

がこれらの代理店に対し厳しい態度がとれな

を保険会社が排除する姿勢を持っているとは

いのは保険料（売上）競争至上主義があるか

思われない現実がある。その一つに企業等の

らである。長年の「専業店、上級代理店の少

別動代理店の問題がある。すなわち、ほぼ全

ない」という保険業界の弱点はこれらの大企

ての大企業が別働体代理店の形で保険販売を

業等との関係から生じている弊害を断ち切れ

おこなっているが、専ら企業グループ内部に

ないことが根本原因となっているのである。

向かって保険販売をおこなうことを常態とし

今日、一般の専業代理店が問題にするのは、

ている。保険業法では、企業等の自己物件保

自らの扱える商品・料率では、保険契約者に

険契約を中心とする代理店は事実上の保険料

対して、最適な商品を最も低廉な保険料で提

割引効果を生じることから別動代理店として

供することができないことである。特に、各

禁じている。取引先などへの圧力募集的な販

種団体保険制度の被保険者の対象範囲の安易

売も一部では見られる。別動代理店は損保代

な拡大、大幅な割引の適用についてである。

理店に多いが、AFLAC社のがん保険などの生

扱える商品・料率は、どの代理店にも機会均

保商品も一部販売している。官公庁の保険対

等であり、商品説明力、商品提案力、事故発

象物件を中心に募集する別働代理店も存在し

生時等のアフターサービス力等が優れた代理

同様な問題が認められる(19)。金融機関は融資

店が保険契約者から選ばれる公正な募集環境

を材料に圧力募集的な保険販売もできるので

を求めるのは当然である。

必ずしも自社グループだけではない。これに

これまで見てきたように、代理店制度の自

は一定の規制措置が講ぜられているが、抜け

由化は、販売網の重層的で階層的な変化をも

穴だらけの規制であり機能していない。

たらすものとなった。従来の中心的な販売網

従って、保険市場と保険販売を最もゆがめ

である専業代理店に新たなチャネルが新たな

ているのが大企業（系列）、金融機関、官公庁

販売方法をもって加わり重層化・多様化がす

等であるといっても過言ではない。これらの

すむ一方、専業代理店のうち弱小代理店は淘

市場は保険対象物件である「人」も「財」も

汰され、多くの専業代理店の経営は困難にな

巨大であるだけでなく影響下にある物件もさ

り、保険会社が育成する「中核代理店」およ

らに大きい。保険会社にとっては大企業や金

び保険会社直営代理店等の大型代理店がそう

融機関は大口顧客であるだけでなく大株主で

した中小代理店の受け皿となって、市場支配

あり、その意向には従わざるを得ない。保険

力をもつという販売網のヒエラルキーができ

会社は大企業、金融機関に対し保険代理店を

あがったと見ることができるだろう。

委託するが、それらの代理店の契約者に対し、
団体割引等の優遇割引を提供しているだけで
なく料率上の様々な便宜を与えている。また
大企業・金融機関の従業員で構成する別働代
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銀行等との取引への影響を畏れ、固有名詞の
公開を拒み、法令違反にできないケースが圧

（2）保険会社による優越的地位の濫用
倒的に多い。
・自動車ディーラー代理店による抱き合せ販売
日本代協（一般社団法人日本損害保険代理

自動車ディーラーが自動車販売時に自動車

業協会）は、「損害保険の普及と保険契約者の

保険保険料と自動車販売代金の値引きをセッ

利益を守るため、損保代理店の資質の向上に

トにしているケースがある。これも法令違反

努める損害保険代理店の団体」である。1970

であるが、事実認定時において、自動車ディ

年に創立され、代理店の利害に関連する代理

ーラーは自動車保険とは無関係に値引きをし

店諸制度の改定に際し保険会社に要望を提出

ているだけと主張し、水掛け論になるケース

(20)

してきた

。しかし次のように、要望が受け

がほとんどである。

入れられず業界や監督官庁と見解が対立して

・団体契約・団体扱契約・集団扱契約の料率

いる諸問題が存在する。

格差拡大による消費者間の不公平の拡大の問
題である。料率割引の適用範囲が、企業の退

① 代理店乗合問題
職者や関連会社社員を対象とする等、拡大し
代理店の乗合制度の運用については、古く

ている。団体割引による保険料格差が広がっ

から、損保代理店と損保会社の間で見解が対

ており、保険契約者間の不公平に繋がってい

立している。損保代理店は、損保各社の独自

る。また、銀行で住宅ローンを借りて住宅を

商品開発が進む中で、最適な商品を最も低廉

購入した人は保険料が安く、自己資金で購入

な保険料で提供したい意向から、複数の損害

した人は高いという不公平な事例もある。

保険会社との代理店乗合要望が強い。金融庁
においても、比較情報の提供を促す観点から、

③ 代理店制度の自由化に関連した代理店の経
営状態悪化・不安定化

乗合問題を検討課題と認識している (21)。乗合
申請に対する合理的理由なき拒否の実例があ

代理店制度自由化により代理店の業務量が

りルール化を同会は要望しているが保険会社

増大し、業務内容が複雑化している。保険契

側が抵抗している。問題の本質は代理店サイ

約の保険会社コンピューターシステムへのダ

ドが保険契約者の利益のために複数保険会社

イレクト計上の開始（代理店による契約のデ

と代理店契約を結ぼうとするのに対し、自社

ータ入力）等によるものである。そのことが

の管理下に置きたい保険会社がそれを認めた

事務員の増員、パソコン初期投資、通信環境

がらないところにある。

の整備経費等の増大をもたらした。これらに
よるコストアップは代理店経営を圧迫してい

② 法違反の不公正取引是正
る。
同会は、以下の例は法令違反であるが、事
④ 手数料ポイント制導入による問題
実が立証困難等の理由により、法令違反扱い
にできないため、保険契約者の不利益を防止

手数料ポイント制度には保険契約者の利益

できていないとしている。

推進および代理店の質と無関係な次のような

・銀行窓販における圧力販売・抱き合せ販売

事項が組み込まれており是正すべきである。

保険契約者は専業代理店との契約を望んで

「キャッシュレス比率」すなわち保険料支払

いるにもかかわらず、銀行の有形・無形の圧

い方法をキャッシュレスにするかどうかは、

力により銀行の関連代理店を選ぶケースが散

保険契約者が専権的に決めることである。「早

見される。法令違反であるが、保険契約者が

期継続契約更改割合」についても、継続契約
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更改時期は代理店の一存で決めることはでき

命令を発した。生保では、明治安田生命にお

ず、保険契約者の意向を尊重すべきである。

いて1999年～2004年の 5 年間に、営業職員が

保険料の「口座振替不能率」は代理店の努力

健康状態に関する情報を告知しないよう勧め

でコン トロールできる ものでは ない。また

るなど不当な募集で契約者を加入させておき

「生保販売状況」は損害保険代理業の質とは

ながら詐欺無効を理由に保険金を支払わなか

関係しない。

った悪質な案件が多数発覚した。2005年金融
庁は同社に業務停止命令を発動した。2000年

代理店制度自由化における問題の一つは、
従来保険会社がおこなっていた業務が代理店

からの 5 年間で生保他社の保険金不払いは435
件、約20億円にのぼった(23)。

側に移行し代理店側にコスト増加をもたらし

生損保各社でおきた不払い事件の直接原因

ていることである。代理店委託契約書に規定

として次の点が指摘されている。

されている代理店の業務は、「保険契約の締結

・保険料率の自由化以降、商品開発、販売競

およびそれに付随する業務」であり、付随業

争が激化し、各社独自商品や特約を相次い

(22)

務も具体的に明示されてきた

。この付随業

で発売し、商品の複雑化が急速に進んだ。

務が変更・追加される時に代理店の意見が反

保険会社社員や代理店の理解がそれについ

映されず一方的に改訂されているのである。

ていけなかった。

保険契約の計上や保険事故対応業務等があら

・保険自由化の一環として外資系に限定され

たに追加されるのであれば対応する手数料が

ていた第三分野の医療保険等に国内生損保

追加払いされなければならないのである。

会社が参入すると新たな激しい販売・利潤

以上のように各種の要望が集約され政策要

獲得競争がおきた。保険加入時に過去の病

望としてまとめられ、代協は保険業界および

歴等の申告チェック等の支払管理体制を整

監督官庁と粘り強く交渉してきた。しかし、

備する必要があったにもかかわらず、競争

代協の要望が代理店と消費者の利益を反映す
るものであってもその要望の多くが実現しな

を優先させてしまった。
原因はより根本的なところにあると指摘する
議論には次のようなものがある(24)。

いのは、保険会社・業界・監督官庁から独立
し対等な力を持つことがむずかしい代協の組

・保険金不払い問題等の根底には消費者を無

織的性格から生じていることは否定できない

視・軽視する業界体質があるとの指摘であ

事実である。

る。代理店や営業職員に対して過大な販売
目標（ノルマ）を課すのは従前から指摘さ
れていたが、保険の自由化により販売競争

（3）消費者の利益と対立
が激化するにともないより強化された。
・保険金は「契約者から請求を受けて初めて
事故が起きた時に損害を保障（補償）する

支払うもの」という「請求主義」の認識が

のが保険の使用価値であるが、その基本的役

業界体質となっていた。複雑化した商品内

割が果たされていないことが両保険業界で明

容や請求手続きを契約者が正確に理解する

らかになった。損保では2005年、富士火災で

のは困難であり、契約者が保険金請求事案

自動車保険を中心とした保険金不払い問題発

であることを認識できず請求しないまま時

覚が発端となり、48社が金融庁から調査報告

効になってしまうケースもある。

を求められた結果、18万件約84億円の支払い

・生保資金の運用利廻りが予定利率に届かな

漏れがあることが判明した。金融庁は管理体

いという「逆ザヤ」問題からの生保危機を

制に構造的な欠陥があるとして同年業務改善

乗り切るための対症療法の一つとして、保
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険金支払い部門の削減と劣化が進んだ。「逆

と業界再編成が進行し保険不信がさらに高ま

ザヤ」問題による自己資本の不足、予定利

った。簡易保険が民営化され、今、農協共済

率引き下げ問題にまで波及した「生保産業

の民営保険化がねらわれている。国内市場の

の危機」が背景にある。

狭隘化のなかで大手保険会社の海外進出競争

・保険業界は不祥事事件に対して自浄能力に

が激化してきている。保険市場全体が「相互

乏しい。行政の命令でしか明るみに出さな

性」をもった公共的性格を弱め競争的で利益

い隠ぺい体質、個別企業、業界内部事情を

中心的市場へと急速に変化してきたことが最

優先する体質、保険会社のコーポレートガ

大の特徴である。そのなかで保険販売網もコ

バナンスの弱さを指摘する意見が多い。

スト削減競争の影響を受けたのである。

保険会社が自由化を契機として、消費者と

保険は大数の法則（危険の個数を大量に集

保険販売者を犠牲にしたコスト削減、利潤拡

めると危険発生率は一定程度予測できるよう

大に向かったことが、保険金不払い問題にみ

になり合理的保険料が確定できる）に基づく

られる保険の保障機能の低下をもたらしたと

制度だが、リスクと保険契約が増加してはじ

言わざるを得ない。

めて保険料が合理的 な水準に なり（低廉 化
し）、リスクを幅広くカバーできる担保力（資
金量）をもった営利保険事業が成立・発展す
る。保険契約の数の広がりが必要であること

３．保険販売をめぐる環境変化

から保険販売網の確立が決定的に重要となる。
国内保険市場は企業と個人の保険需要（保険
購買力）に規定されている。激化する企業間
2000年をこえると、保険業界ではこれまで

競争は狭隘化する国内市場でのコスト削減競

にない大規模な業界再編成がたて続けに発生、

争をもたらし、さらに海外進出を巡っての激

特に損保では2012年までに三メガ損保体制と

しい競争が展開する。

なり 9 割のマーケット・シェアーを持つまで

保険産業は偶発的損害から生じた経済的損

になった。国内損害保険市場は長期の景気低

失を補てんし、企業と国民生活のリスクを保

迷と実質賃金の低下、少子化、自動車保有台

障（補償）する役割があることから、銀行と

数の減少などから先行き市場が狭隘化すると

並んで強い公共性をもっている。従って民営

みた損保各社が再編成を梃としたコスト削減

保険は保険業法に基づき金融庁（旧大蔵省）

をねらったものである。保険販売網の見直し

の監督下にある。保険行政は1959年以降、保

もコスト削減の視点をもっておこなわれるこ

険審議会を通じて進められてきた。保険審議

とになった。保険市場をめぐる環境変化のキ

会は消費者保護など公共的役割発揮を掲げる

(25)

」、「規制緩

が、1959年初代会長に経団連会長が就任した

和と自由化」および「海外進出」の三つであ

ことにみられるように、基本的には大資本の

る。保障を中心とした保険の使用価値は保険

要請（担保力・資金力拡大、金融機能拡大）

商品の金融化（＝積立型保険商品、保険の金

を受け、保険事業の効率化、自由化を促進さ

融商品化）の進行によって「逆ザヤ」が発生

せる答申をだし、保険行政を方向付ける役割

し保険会社の経営破たんが増加することによ

を担ってきた。1997年の日本版ビッグバンの

って消費者の保険不信につながった。保険の

一環としての保険改革を求める保険審議会の

自由化・規制緩和（商品、料率、代理店制度

最終報告書は、保険商品・料率の自由化と総

等）によって商品・料率・販売網をめぐる競

合金融機関化を促進させるものとなった。日

争が激化し中小保険会社の経営困難・破たん

米保険協議により、自由化スケジュールが加

ーワードは「保険商品の金融化
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速化されたため、監督官庁が公共性を維持す

利はく奪が同時並行的に進んだのである。

るための規制を緩和し、商品・料率の自由化
に向かったのである。個別企業は激化する競
争のなかで料率ダンピング等も現出し中小保
険会社は経営を不安定化させ、企業間格差を

４．今後の保険販売者

拡大させ、業界再編成・寡占化が急速に進行
することになった(26)。
損保業界の再編成のなかで注目されるのは

（ 1 ）「公正な取引」違反と代理店委託契約
書変更問題

労使関係の激変・労働組合の弱体化である。
全損保（全日本損害保険労働組合）は損保産
業の労働者の個人加盟による産業別労働組合

これまで述べてきた保険会社と代理店の間

として1949年に設立され業界で唯一の労働組

の諸問題の性格は、独禁法に規定される「自

合であった。全損保は資本から独立した個人

由で公正な取引」の問題の範疇で論じられる

加盟の産業別労働組合としての利点を生かし

べき内容が多い。ポイント制による手数料率

相対的に良好な労働条件を獲得していった。

の変更、代理店のダイレクト計上による労働

日本全体では、1950年～1960年、労使協調的

付加と経費負担増、代理店乗合申請に対する

労組幹部育成と労働戦線分断が始まったが、

合理的理由のない保険会社の拒否、銀行や自

全損保も組織攻撃を受けた。1960年にその東

動車ディーラー等に よる抱合 せ販売等の 有

京海上支部は72時間ストを実施するなど戦闘

形・無形の圧力販売、大口契約者への不適正

的労働組合だったが、1966年ごろから金融再

料率適用による消費者間不公平等の問題は、

編成のなかで激しい組織攻撃を受け組織分裂、

経済取引の公正性の原則から逸脱していると

さらに大手を中心に全損保から多数の組合員

言える。

が脱退することになった。しかし、全損保は

「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関

分裂攻撃を乗り越え、組合員数で約半分が組

する法律」（独禁法）第 2 条第 9 項に基づく公

織に止まり、約30年にわたって組織を維持し

正取引委員会告示「不公正な取引方法」は昭

産業別労働組合の機能を発揮し相対的に良好

和57年に改訂された。その条項に照らし、乗

な労働条件を維持し続けた。全損保から脱退

合申請に対する合理的理由のない保険会社の

した組合員により結成された損害保険労働組

拒否は10項「排他的条件付取引」および15項

合連合会（損保労連、67年に結成）が93年 6

「競争者に対する取引妨害」（分割払い残手数

月で組合員 4 万3000人に達したのに対し、全

料支払い拒否等による）に、銀行や自動車デ

損保は94年 3 月にはほ ぼ同数の組合員 4 万

ィーラー等による抱合せ販売等は 9 項「抱き

1000人を擁していた。保険の自由化を背景に

合わせ販売等」に、大口契約者への不適正料

した資本の競争激化が資本に組合攻撃の「千

率適用は 5 項「不当廉売」に抵触する疑いが

載一遇のチャンス」与え、拮抗する勢力を維

ある。ポイント制による手数料率の変更、代

持していた全損保の解体攻撃がおこなわれた。

理店のダイレクト計上の労働付加と経費負担

全損保組合員数はこの再編成の中で激減し、

増については14項「優越的地位の濫用」に違

2005年までには全損保から損保労連に約 2 万

反している疑いが強い。14項では「優越的地

人の組合員が移り、2014年末段階では全損保

位の濫用」を次のように規定している。

組合員は約3700名までに減少した。保険会社

自己の取引上の地位が相手方に優越してい

のコスト削減は保険会社の人件費削減のため

ることを利用して、正常な商慣習に照らして

の労働組合攻撃と代理店の手数料カット・権

不当に次の各号のいずれかに掲げる行為をす
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ること。

約款に含まれることを合理的に予測できず、

(1)継続して取引する相手方に対し、当該取

②代理店に過大な不利益を与える義務荷重等

引に係る商品又は役務以外の商品又は役

があれば無効とされる。有効とされるのは、

務を購入させること。

①契約内容を画一的に変更する合理的理由の

(2)継続して取引する相手方に対し、自己の

存在、②相手方が現に存在し、変更について

ために金銭、役務その他の経済上の利益

すべての相手側から承諾を得ることが困難で

を提供させること。

あること、③変更内容の合理性および相当性

(3)相手方に不利益となるように取引条件を
設定し、又は変更すること。

の存在、④変更により相手側が被る不利益の
程度に応じた適切な措置が講じられているこ

(4)前 3 号に該当する行為のほか、取引の条
件又は実施について相手方に不利益を与

と、および、⑤変更内容の合理的方法による
周知の諸条件があるときである(27)。

えること。

代理店委託契約書が業界統一フォームから

(5)取引の組手方である会社に対し、当該会

各社個別契約に変更され、代理店報酬がポイ

社の役員の選任についてあらかじめ自己

ント制（基礎手数料率＋会社の求める課題の

の指示に従わせ、または自己の承認を受

達成度を指数化した加算係数）の名のもとに

けさせること（競争者に対する取引妨害）。

扱い保険料の規模と伸び率等によって差別化

代理店のダイレクト計上の労働付加と経費負

され中堅・小規模代理店の手数料率が低下し

担増およびポイント制による手数料率の変更

たこと、報酬の見返りのない業務荷重が発生

等はこれらの条項に違反している疑いが強い。

したこと、さらにその基準項目（指標）を代

次に「保険代理店委託契約書」の法的問題

理店の意向を聞かずに毎年のように保険会社

を検討してみる。委託契約書が業界統一から

は恣意的で一方的に変更してきたことは上記

各社個別化された改定の際に次の二つの内容

規定にてらして有効だとは言いがたいのである。

が改訂された。①手数料にポイント制が導入
されたこと、②手数料取扱い規定が契約書の

（2）代理店の労働者性と法的地位
付属書類ではなく「別に定める」として保険
会社が一方的におこなうことができるように
なったことである。保険会社は保険代理店と

法人代理店を除く個人専業代理店は独立し

「保険代理店委託契約書」を締結し、委託業

た自営業者であるが労働者性がある。彼らの

務内容、代理店手数料、帳簿等を規定してい

諸困難にかかわる問題を保険労働者の問題と

るが、保険会社は個々の代理店と一律的に同

してとらえなおし、掘り下げて考えてみよう。

一内容の契約を作成し個別交渉や修正に応じ

最近の労働市場では、企業が社会保険料など

ることなくそのままの内容ですべての代理店

のコストや労働法上のさまざまな義務を負わ

と契約している。この契約は「大量かつ定期

ない業務委託契約や請負契約を締結し働かせ

的に行われる取引を効率的におこなうため契

ることが増加している。また企業と専属的な

約条件を画一化」している約款の性格をもつ

契約関係にあり、主な収入源をその企業に依

ものである。これまで民法には約款に関する

存している個人事業主が幅広い業界に存在す

規定はなかったが、「民法改正要綱」（2015年

る。しかし形式的に業務委託契約や請負契約

3 月31日、国会提出）では「一方的な契約条

を交わせば労働者の資格がなくなるというわ

項に対する規制」として、「約款を用いること

けではない。個人がある企業から委託を受け

の合意」、「不意打ち条項」、「不当条項規制」

自営の形式で委託された業務を遂行し報酬を

等が規定された。すなわち、①代理店が変更

える契約を業務委託契約というが、労務を提
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供する就業者は「委託労働者」（トラック等持

れており、会社の業務依頼を断るのは事実上

込運転手、NHK集金人、電気・ガス検針員

困難であり、業務遂行方法を一方的・定型的

等）とよばれる。保険販売における代理店委

に決定されている。しかし判例では、業務遂

託契約も業務委託契約であり代理店主は委託

行の時間的・場所的拘束については問題が指

労働者となる。委託労働者は様々な業務態様

摘される等、労働者性を肯定するものと否定

があるが保険代理店は一つの企業に専属し企

するものが混在し決め手に欠く。委託労働者

業組織に組み込まれていることが特徴である。

の係争事件をみると下級審で労働者性が肯定

個人で企業と請負契約や業務委託契約を結

され控訴審で否定されるなど判断は分かれて

ぶ個人事業主が労働組合法上の労働者に当た

いる。

るかどうかの争いで最高裁判所や労働委員会

労働法規が理念において、使用者による労

は労働 者に該当すると いう判決 を下してい

働条件の一方的決定に対する規制の体系であ

る(28)。労働組合法上の労働者該当性の判断基

るならば、従来型の指揮監督下にある労働者

準は、最高裁にて次の 5 つが判示されている。

だけを対象にして、労働者か事業者か判然と

①業務遂行に不可欠な労働力として会社組織

しない委託労働者等を対象外とすることには

に組み込まれているか、②契約内容や業務遂

問題が多いと言わざるをえない。事業性が薄

行方法を一方的・定型的に決定されているか、

く労働者性が高い中小規模専業代理店（委託

③報酬の計算・決定の仕方等において労務対

労働者）の生活権を擁護する法律解釈が求めら

価性が認められるか、④個々の業務依頼を断

れる。

るのが事実上困難か、⑤業務遂行の日時・場

個人代理店は保険会社と業務委託契約に基

所・方法につき会社の拘束を受け、指揮監督

づき保険募集に従事しているのである。もち

下に置かれているかである。代理店は①～④

ろん法人の専業代理店に雇用され保険募集業

に該当することは明らかである。⑤について

務にあたる使用人や生保の営業職員が労働者

は、保険業法で保険会社に代理店の教育・管

であることは論を俟たない。従って損保の専

理・指導責任を明示し、代理店委託契約書で

業代理店で働くほとんどの人々は店主も含め

は代理店営業所の承認、契約・契約異動・事

労働組合法上の労働者であり、労働組合を結

故をただちに保険会社あて報告を求める等、

成（加盟）し要求実現のための労使交渉をお

場所的、時間的拘束をおこなっているのであ

こなう権利を有しているといえる。

る。労働基準法 9 条は「労働者とは、事業ま

では法人代理店の使用人である保険募集従

たは事務所で使用され、賃金を支払われてい

事者が雇用主である代理店主を超えて保険会

る者」と定義するが、抽象的であいまいなた

社と交渉できるのであろうか。この問題は労

め労働行政では「労働基準法研究会報告書」

働者を使用する経営者の「使用」がどの範囲

（1985年）で示された「判断基準」（「使用従

にまで及ぶかという問題を労働者の利害に実

属性基準」という）が用いられ判断されてい

質的な影響力ないし支配力を及ぼしえるもの

る。その基準は指揮監督関係および報酬の労

かどうかを中心に判断するということである。

務対償性をあげている。指揮監督下の労働で

保険会社は法人代理店の従業員を直接には使

は、仕事の依頼 ‣業務従事の指示等に対する

用していないがその利害に大きな影響を与え

諾否における自由の有無、業務遂行上の指揮

ていることは否定できないということである。

監督の有無、勤務場所・時間の拘束性の有無

前述した「委託型募集人」のケースを考えて

(29)

等をあげている

。

みよう。代理店制度の自由化で弱小代理店が

代理店は代理店委託契約書により労務の対

より規模の大きい代理店の傘下に統合され吸

価として報酬の計算・決定の仕方等が規定さ

収側代理店の代理店手数料率が適用されると
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前述し た。実際この募 集人は、 店主（経営

る。同時に保険販売者が、保険会社に適正で

者）に管理・監督はされず、地盤も保険募集

合理的な価格を求めること、不要な特約付加

の実態も従前と変わらない。最近、金融庁の

を避けるなど保険商品に付加される様々な特

指示で雇用関係を結ぶように変更されたが、

約が契約者にとって必要かどうかを吟味する

それでも保険募集の実態が変わるとは考えら

ことなどは消費者の利益擁護の立場から必要

れない。恐れず言うとすれば法人代理店のほ

なことである。消費者に近い保険販売者の利

とんど が個人代理店の 寄せ集め なのである

点を活かし、保障機能を高める合理的な保険

（事務職員は捨象）。前述した一連の募集行為

商品の開発・改善の役割を推進していくこと

を法人の中で分業するのではなく募集人夫々

は社会的信頼を高め地位向上につながってい

が各々の地盤で同種・同様の業務内容を展開

く。同時に、そのことが保険地盤の確保と拡

しているのである。個人代理店は代理店委託

大につながるものと思われる。保険商品の使

契約書に基づき前述した業務内容の募集を行

用価値はあくまで保障（補償）機能であり金

う上に保険会社の販売方針や各種キャンペー

融機能ではない。安易な手数料ねらいの金融

ンに従って募集の具体的行動、労働内容が決

商品的保険商品に手を出し、消費者に損害を

められていく。日々の使用者の指図はなくと

与えるようなことは避けなければならない。

も保険会社の使用者の意を受けた指示に基づ

全国各地で、少子高齢化と地域衰退がすすみ、

き働いているのである。その上にポイント制

異常災害が多発している。公的な災害対策、

によって業績が評価され報酬に直截的に関連

リスク管理だけでは不十分であることが次々

付けられているのである。保険会社が募集人

と明らかになっている。保険販売者は地域の

の労働内容・労働条件を事実上決定している

人的、物的リスクを把握し保険サービスを提

とみて誤りではないだろう。従って保険募集

供するとともに、リスクに対する高い専門知

にあたる労働者（募集人）の労働組合が申し

識をもって安全・安心のネットワークづくり

入れた労使交渉を保険会社が拒否することは

に参画、貢献し信頼をえていくことも求めら

できないはずである。結論的に言えば、個人

れている。保険販売者への期待は大きい。

代理店主が労働基準法上の労働者であるか否
注
かについては様々な委託労働者の労働実態を
総合的に判断して決められているという曖昧

( 1 ) 2012年度決算における生命保険料35.1兆円、

さがあるが、労働組合法上の労働者であるか

損害保険料9.6兆円、簡易保険料（かんぽ生命）

否かについては明確に労働者と認められる法

6.5兆円。『Insurance 損害保険統計号』平成25

的根拠が存在するのである。

年版、(株)保険研究所、223頁、および、かんぽ
生命ホームページ、ディスクロージャー誌「か
んぽ生命の現状」2013年、損益計算書主要項目
のうち保険料等収入を参照。

おわりに
( 2 ) 損害保険の加入チャネルの内、専業代理店約
4 割は、日本損害保険協会のホームパージ、「統
計」の「募集形態データ」の「携帯専業・副業

消費者は外資系保険会社やネット上の直販

別、法人・個人別、専属・乗合別代理店数、扱

型会社の宣伝と商品説明に困惑している。消

い保険料、募集従事者数の推移2013年」を、生

費者はリスクと保険商品について幅広い高度

命保険の加入チャネルの内、外務員68.1％、通

な専門知識を求めるのであり、価格の安さだ

信販売8.7％は、生命保険文化センターのホーム

けを求めているのではないことは明らかであ

ページ、「平成21年度生命保険に関する全国実態
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クト系の S B I 損保が 1 万7190円に対し、損保ジ

調査<速報版>」44頁を参照。

しの自動車保険料（無事故、20等級）でダイレ

( 3 ) 保険対象が人か物かによる分類。人は各種生
命保険、傷害保険、物は火災保険、自動車保険
等をいう。

ャパン日本興亜は 3 万4860円。
S BI損保（あいおい損保出資）、生保では住友生

(15) 三井ダイレクト、東京海上イーデザイン損保、

( 4 ) 石田重森・真屋尚生『新時代の保険』千倉書
房、1987年、64～66頁を参照。

命と三井生命との合弁でメディケア生命保険等。

( 5 ) 大蔵省・宮本英利・山本孝之『損害保険 －

(16) 金融庁「銀行等による保険募集に関するモニ

21世紀へのビジョン』金融財政事情研究会、1988
年、164頁を参照。

タリング結果」平成22年度を参照。
(17) 松岡博司「本格始動後10年を経過したわが国

( 6 ) 上山道生『現代日本の損害保険事業』保険研

の保険商品銀行窓販」、『ニッセイ基礎研究所』、

究所、1991年、100～101頁を参照。

2013-02-12、 1 ～ 3 頁を参照。

( 7 ) 下和田功『はじめて学ぶリスクと保険』有斐

(18) 中途解約をおこなった場合、経過年数によっ

閣ブックス、2004年、229～230頁を参照。

ては解約返戻金が一時払い保険料を下回ること

( 8 ) 田中隆「生命保険販売における営業職員に関
する一考察」、『生命保険論集』第169号、2009年、

を説明していなかった。
(19) 日本損害保険代理業協会「活力ある代理店制

2 ～ 4 頁を参照。

度研究会平成19年度～22年度報告」、130～131頁

( 9 ) 松浦章『日本の損害保険産業』桜井書店、
2014年、73頁を参照。

を参照。
(20) 同上書、128～131頁を参照。

(10) 同社のポイント項目は保険料規模、増収率、

(21) 平成18年 6 月、金融庁「保険商品の販売勧誘

自動車ノンフリート継続率、同新規率、損害率、

のあり方に関する検討チーム」最終報告におい

キャシュレス化率、「安心行動基準」、専属代理

て、中期的課題として次のように記載されてい

店か否かによって構成されている。自動車ノン

る。「保険会社と代理店等の関係の見直し……比

フリートとは契約者が所有・使用する自動車の

較情報の提供を促すための環境整備を図るため

総台数が 9 台以下のものをいう。キャシュレス

に、保険会社と代理店等の関係について見直す

化率とは契約保険料を現金では扱わず口座振替

ことが必要な点はないか。また、利用者利便の

等で処理される件数比率である。

向上の観点から、乗合代理店の一層の普及が図

(11) 大塚英明「損害保険事業における対契約者責
- 114、2010年、107～108頁を参照。

られるための方策を検討していくことが必要で

任の法的構造(1）」
『早稲田法学』85巻、 3 号、83

はないか。」
(22) 大塚、前掲書、100～103頁を参照。

(12) 日本損害保険代理業協会「活力ある代理店制

(23) 井上涼子「生保業界における保険金不払い問

度等研究会」平成22年度報告、17頁を参照。

題 ─求められる信頼回復へ向けた取組」、『立

(13) 2014年1月16日、金融庁は保険会社に対し保険
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連して保険代理店使用人の適正化を求めた。金

察」、『名城論纂』第 8 巻第 4 号、2008年、 4 ～

融庁の示す委託型募集人の「適正化」とは、雇

6 頁を参照。

用・派遣・出向か、新たな法人代理店の役員・

(25) 知見邦彦『米国における保険の金融化』唯学
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書房、2012年、64頁を参照。
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ヨタ社の販売する車両「アクア」で車両保険な
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■論文■

千葉県浦安市の市街地液状化対策と
コミュニティの合意形成
─

住宅地開発との関係を中心に ─

山 本 唯 人

《要旨》 本稿では、東日本大震災で液状化の大きな被害を受けた、千葉県浦安市における、①液状化被害
と応急対応の概要、市街地液状化対策事業の展開について紹介し、②地区全体が液状化の大きな被
害を受けたにもかかわらず、対策事業への参加を見送った「A地区」の事例から、コミュニティレ
ベルでの合意形成の阻害要因について検討した。その結果、浦安市の液状化災害が、埋め立てと地
盤対策の不十分な住宅地開発の結合によって引き起こされたこと、合意形成の難しさが、開発単位
の細分化、バブル期以降のアパート・マンション建設ブームによる住居形態の複雑化、震災後に設
立された災害対応の有志組織を有効に活用できなかったこと、高齢化などの世帯単位の要因が複合
することによって、もたらされたことが明らかになった。
目 次

られている。市街地液状化対策事業とは、液

1 はじめに―本稿の課題
2 分析視角
3 千葉県浦安市の液状化被害
3.1 液状化被害の概要と応急対応
3.2 開発と液状化災害の関連
4 市街地液状化対策の展開
5 合意形成の阻害要因― A 地区の事例から
5.1 A 地区の成り立ちと被害の概要
5.2 阻害要因の検討
(1)漁業権補償と開発単位の細分化
(2)バブル期以降の開発に伴う住居形態の複雑化
(3)有志組織の活動とコミュニティ
(4)世帯の要因―高齢化
6 おわりに

状化の再発を防ぐために、国の復興交付金を
受けて、道路と宅地の一体的な整備を行うも
のである。浦安市は、対策事業に採用する工
法を格子状地中壁工法と定め、2014年 6 月30
日までに、事業の前提となる、計画案調査に
参加する街区を募集した。
その結果、調査に応募した街区は、対象地
区面積の約47％となり、対策事業への対応は、
エリアによってばらつきが生まれた。
対策事業を行わない場合、その街区では、
震災時における再液状化の可能性が残される。
それにもかかわらず、面積にして約半分の街
区が事業への参加を見送ったことは、あらた
めて、被災地における合意形成の難しさを浮

1 はじめに―本稿の課題

き彫りにした。では、こうした、対応のばら
つきが生まれた原因はどこにあったのか。
この問いに答えるには、本来、調査の実施
に同意した地区とそうでない地区の詳細な比

東日本大震災で液状化の大きな被害を受け

較検討が求められるところであるが、現在、

た千葉県浦安市では、長期的な復興の課題の

調査に同意した地区では、次の段階である事

ひとつとして、市街地液状化対策事業が進め

業の実施に同意するかどうか、最終的な意見
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調整が行われており、関係者にアクセスする

害に対する脆弱性の度合いを低減することが、

ことは難しい。

社会科学における災害研究の課題になる。

そこで、本稿では、将来の調査に向けた中

社会学者の室井研二は、福岡県太宰府にお

間的な考察として、①浦安市における液状化

ける集中豪雨災害の研究から、高度成長期に

の被害と応急対応の概要、液状化対策事業の

おける宅地開発の進展とそれに伴う社会関係

展開について紹介し、その上で、②地区全体

の変化が、災害要因となる資源の地域共同管

が液状化で大きな被害を受けたにもかかわら

理の枠組みを劣化させ (1) 、災害脆弱性の増大

ず、ほとんどの街区が調査の段階で対策事業

をもたらしたと指摘する（室井[2011]）。こう

への参加を見送った「A地区」に注目し、合

した視点は、高度成長期に全国で展開された

意形成の困難をもたらした要因について検討

開発やそれに伴う住宅地の造成と、災害脆弱

することを課題とする。

性の関係を捉える上で、ひとつの叩き台とな
る考え方を提起している。
この見解を参照しながら、浦安市における

2 分析視角

開発と災害脆弱性の形成、液状化対策の関係
に関する仮説をモデル化すると以下のように
なる（図１）(2)。
浦安市の災害脆弱性は、元来の自然条件の

本稿では、地域環境の物理的な開発やそれ

上に、高度成長期以降の埋め立てと住宅地開

に伴う地域資源の共同管理の枠組みの構築と、

発によってコミュニティの物理的環境が構築

災害の衝撃に対する社会的脆弱性の形成を関

され、さらに、それを前提に形成された社会

連付けて捉える社会学のアプローチを、分析

関係や地域共同管理の枠組みが結合すること

視角として参照する。

によって形成される。開発のプロセスを通し

「脆弱性（vulnerability）」とは、自然の物

て、コミュニティに埋め込まれた脆弱性が、

理的インパクトである「ハザード(hazard)」

地震の物理的衝撃によって顕在化し、液状化

と対比され、「自然のハザードに対し、備え、

の災害が引き起こされるのである。

対処し、立ち向かい、そしてそれから立ち直

災害後、被害への対応や復興計画、長期的

る能力という点での個
図１ 浦安市における災害脆弱性形成の仮説モデル

味する（Blakie et al.
人や集団の特徴」を意

[1994] 9 ）。
災害は物理的ハザー
ドと、社会的な脆弱性
が結合することによっ
て生み出される。同一
のハザードであって
も、それを受けとめる
社会の側の脆弱性の度
合いによって、被害の
規模やパターンは異な
ってくる。この結びつ
きの様相を探求し、災
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な液状化対策などが展開され、それらが、コ

段階で6050人の避難者を受け入れた。

ミュニティの合意形成によって実現されるこ

3 月12日、建築物の応急危険度調査を開始

とにより、災害前の物理的環境や社会関係の

すると共に（ 3 月31日調査完了）、中町・新町

枠組みが再編成され、引いては、災害脆弱性

地区の各小学校に給水所を設置、自衛隊が給

の条件が変化する。ここで、開発や社会関係

水活動を開始、浦安市社会福祉協議会を中心

の枠組みは、高度成長やバブル経済など、ロ

に浦安市災害ボランティアセンターを設立し

ーカルな範域を越えた、上位の社会経済的要

た。

因によっても規定される。

浦安市は、 3 月16日と25日、自治会連合会

本稿では、このモデルを参照し、浦安市に

に被害状況などを説明し、 3 月19日、市内ホ

おける埋め立て・住宅地開発のあり方と液状

テルなどによる入浴の特別支援などが始まっ

化被害の発生の仕方、および、液状化対策に

た。

関する合意形成との関連性について分析する。

3 月24日、浦安市に災害救助法を適用。 3
月26日、罹災証明書発行のための家屋被害認
定調査が開始された。

3 千葉県浦安市の液状化被害

この間、 3 月17日、東京電力は浦安市で計
画停電を実施、これを受けて、浦安市は計画
停電の除外を資源エネルギー庁長官に要請、

3.1

液状化被害の概要と応急対応

3 月26日、災害救助法の適用を受けたことで、
東京電力は、中町・新町を中心とする地区を
対象から除外した。

はじめに、千葉県浦安市の液状化被害と応
急対応の過程を概観する(3)。

3 月30日、市内全域でガスが復旧、上水道
は 4 月 6 日、下水道は 4 月15日に応急対策工

2011年 3 月11日14時46分、三陸沖を震源と

事が完了した。

するマグニチュード9.0の東北地方太平洋沖地

3 月24日、自衛隊の活動は終了、 3 月31日、

震が発生し、浦安市では震度 5 強、主要動は

全ての給水所が閉鎖、 4 月19日、全ての避難

約100秒を観測した。同日15時15分、マグニチ

所が閉鎖された。

ュード7.7、震度 5 弱、主要動約50秒の最大余
震が発生。主として、この二つの地震の衝撃
で、埋め立てによって開発された中町・新町

3.2

開発と液状化災害の関連

一帯に、噴砂や地盤沈下などの大きな液状化
1960年代以降の埋め立てに始まる浦安の開

の被害が発生した。
液状化の被災者数は9万6473人、被災世帯数

発と液状化災害の発生の仕方にどのような関

は3万7023世帯、液状化面積は市域の86％に当

連があったのか。2012年 3 月に 発表された

たる約1455haに達した。

『浦安市液状化対策技術検討調査報告書』を

道路、上下水道、ガス、電気、通信施設な

もとに検討しよう。
しゆん せつ

どにも被害が生じ、災害直後の応急対応や避

浦安市域の地盤は、自然堆積層である沖積

難行動、市民生活、産業活動などに大きな影

砂質土層(A層)の上位に、 浚 渫埋立土層(F

響を及ぼした。

層)が堆積し、さらに上位に盛土層(B層)が堆

浦安市は、同日15時50分、浦安市災害対策

積する構造になっている。

本部を設立、小・中学校などに29か所の避難

浦安市液状化対策技術検討調査委員会の調

所を開設し（38か所まで増設）、 3 月11日夜の

査によれば、今回の液状化は、海底の砂を浚
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図２

浦安市の被害の概要

出典 2011 年 7 月 22 日第 1 回浦安市液状化対策技術検討調査委員会資料

渫して埋め立てたF層が 5 m以上に達してい
るエリアや、地下水位が地表から 1 m未満の

戸建住宅地に、液状化被害が集中したのであ
る。

エリアで、大規模な被害を引き起こした。

浦安市の液状化災害は、高度成長期以降の

測量によって明らかになったデータを用い

埋め立てによる土地の開発と住宅地の整備の

て、被災程度の大きかったエリアと、沖積層

され方が結びつくことにより、深刻な被害に

の下部にある洪積層（工学的基盤）の標高の

発展したのである。（図２）

分布を照らし合わせてみると、浚渫埋立土層
が厚くなる洪積層の谷部の分布と、激しく被
災したエリアの分布は、大まかに重なってい
ることが示される。

4 市街地液状化対策の展開

ただし、被災程度の大きいエリアでも、大
規模な集合住宅の場合は、ほとんどのケース
で支持層である洪積層、あるいは、その上の

液状化の被害は、対策を施さなければ、地

沖積層まで杭打ちされていたため、建物その

震によって再発するおそれがある。そこで、

ものは被災を免れた。

被災住宅の再建に加えて、液状化の再発を防

したがって、1960年代以降に埋め立てられ

ぐための対策が、復興の重要な課題になる。

た中町（第一期埋立地区）・新町（第二期埋立

浦安市は、2011年 7 月22日、東日本大震災

地区）のエリアのうち、洪積層の谷部など、

による液状化と地盤特性の関係を調査し、将

被災しやすい地盤の上に建設され、かつ、杭

来の地震に備える対策工法を検討することな

打ちなどの十分な対策が施されていなかった

どを目的として、浦安市液状化対策技術検討
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委員会を設立した。その報告を受けて、2012

にま とま るか は地域の実情 に応じ る た め、

年 6 月25日、液状化対策実現可能性技術検討

2013年 4 月以降、自治会ごとの説明会を行い、

員会を設立、より具体的に、国の復興交付金

その後、事業に参加する単位を想定した、小

を受けた、市街地液状化対策事業を実施する

規模な勉強会を地元の要望を受けて開催し、

ための対策工法の検討を行った。

復興交付金の期限である、2015年度中の事業

2012年11月、同委員会の報告書が提出され、

の着手を目標に準備が進められた。

2013年 3 月29日、地下水位低下工法の有効性

一方 、もう一つの有力 な 対 策工法 である

をテストする実証実験（通称高洲実験）の解

「地下水位低下工法」については、実証実験

析結果を受けて、浦安市は市街地液状化対策
事業の工法として「格子状地中壁工法」を採

mの地下水位低下が必要とされ、 5 年間で約

用することに決定した。この方針は、2013年

20cmの地盤沈下が推定されたため、市として

4 月24日の住民説明会において、公式に発表

はこの工法を「推奨しない」ことに決定した。

された。
その概要は以下のようになる。

3 m程度の地下水位低下で間に合う地区もあ

対策事業のメニューは、①道路と宅地の一

るのではないかという疑問が抱かれたこと、

体的な液状化対策（市街地液状化対策）と、

そして、何より、この工法の場合、公有地の

②立て替え時等に行う個別対策に分かれる。

道路部分にポンプを埋設する工事が中心のた

の結果、通常の目安とされる 3 mより深い 5

ただし、自然堆積層の地盤には起伏があり、

①は復興交付金を活用し、一定の区域にお

め、個別世帯の費用負担がほとんど発生しな

いて道路と宅地の一体的な液状化対策工事を

いというメリットがあるため、地下水位低下

行うものである。実施の条件として、事業区

工法の可能性を追求する声も根強いものがあ

域内の住民（土地権利者）全員の同意と一宅

った(4)。

地あたり100～200万円の負担が必要になる。

これに対して、浦安市による工法の発表は、

このハードルが越えられない、あるいは、①

専門家による委員会の検討を経て、決定事項

のメニューを選択しない場合は、自動的に②

として住民に発表されたため、費用負担に不

の個別対策のシナリオとなる。②は公的資金

安を感じ、合意形成の難しさが予想される地

の使用を伴わず、対策を行うかどうかも個人

区の一部では、対策事業の枠組みに強い懸念

の選択によるとされ、事実上の自己責任にゆ

が表明された。

だねることを意味している。

2014年 5 月28日、被害の大きかった 3 地

①の枠組みは、私有財産である住宅地の対

区・ 7 人の有志で、市議会宛に地質調査の実

策工事に、公的資金を投じる工夫として案出

施と液状化工法に関する情報開示を求めて陳

された。道路で囲まれた住宅地を想定した場

情があり、 6 月26日、本会議において10対 9

合、道路部分の工事と、私有地である住宅地

で否決された。また、「市長への手紙」制度を

部分の対策工事を一体的に行うことによって、

使って、個人から、対策工法のあり方を市長

道路部分の対策工事の効果を高めることが名

に質問し、格子状地中壁工法で合意形成でき

目とされている。工法としては、液状化しや

ない地域は、事実上、市の対策から「見捨て

すい砂の地盤中に、セメント系の固化材で宅

られるのか」という訴えも出された。しかし、

地を碁盤の目のように囲む「格子状地中壁工

これらの応対の過程で、市の方針変更はなか

法」を採用する。効果を上げるのに、一定の

った。

宅地がまとまる必要があることから、約100戸
を標準単位とする。

この間、市は、2013年 5 月から自治会単位
の説明会を開催、それに続いて、事業への参

その上で、具体的に、どの街区がどのよう

加を想定した街区単位の個別勉強会を実施し
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表１

浦安市市街地液状化対策事業計画案の調査依頼書提出地区 （2014年11月28日現在）

て、知識の提供と事業への理解を促した。対
策事業に参加する街区には、2014年 6 月30日
を期限として、液状化対策事業計画案調査依
頼書の提出を求め、原則として、街区全戸の

5

合意形成の阻害要因―Ａ地区の
事例から

同意を条件とした。この同意は、あくまでも、
対策工事の前提となる「調査」に対する同意

5.1

Ａ地区の成り立ちと被害の概要

であり、工事の際には、再び、全戸同意を取

こうした経緯から、この調査依頼書の提出

A地区は、1962年から1975年にかけての第

に、被災地区全体のどれくらいの街区が参加

一期埋立事業によって誕生した「中町」エリ

するかが、対策事業の社会的な有効性を占う

アの大字の一つである(5)。

ることが事業実施の要件とされた。

最初の関門になった。

第一期埋立地区は、①住宅用地、②住宅用

浦安市は、2014年 4 月 8 日、 7 月14日、 8

地・準工業用地、③レジャーランド用地・住

月20日、11月28日の 4 回に渡って調査に参加

宅用地・準工業用地に 3 分割され、1983年、

表明のあった街区を公表した。その結果、参

③の用地に東京ディズニーランドが開発され

加を選んだのは20街区、区域面積で対象地区

た。A地区は、②の住宅用地に属している。

の約47％に当たる96万4600㎡、戸数で約46％

第一期埋立地区の住宅用地の大部分は、オ

に当たる4103戸であることが明らかになった。

リエンタルランド、三井不動産、京成電鉄、

対象地区の反応は、ほぼ半々に分かれたの

日本住宅公団などによって、大規模に開発さ

である。（表１）

れた。一方、A地区では、一部が住宅公団の
団地や民間の社宅として開発されたが、大部
分は個別に宅地化が進んだ。
第一期埋立地区では、大規模に開発された
住宅地でも、約54％が戸建になっている。一
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方、1971年から1980年にかけて、第二期埋立

一方、同程度の大被害を受けたB地区では、

事業によって開発された「新町」エリアの住

3 街区、27万7300㎡、1198戸、戸建住宅が建

宅用地は、中部と東部の一部を除いて、ほと

っているすべての街区が調査への参加に同意

んどが大規模な集合住宅として開発された。

した。

そのため、埋立地全体でみると、液状化に脆
弱な戸建住宅地は、第一期埋立地に集中して

こうした対応の違いは、A地区のおかれた
以下、A地区に在住する a 氏の聞き取りと

どのような条件に由来するのか。

立地しており、今回の災害でも、このエリア
が中心的な被災地となった。

既存の資料調査をもとに、 4 つの要因を指摘
したい(7)。

整然としているエリアと、地元の区画整理に

a 氏は、2015年 1 月15日時点で83歳。1981

より、個別に宅地化が進行したため、街区も

年から浦安市に在住し、1989年から現住所に

不整形で、複数の住居形態が混在しているエ

住んでいる。市内への転入時は、夫婦と子供

リアの二つのタイプに分けられる。A地区は

2 人の 4 人世帯だったが、現在は妻との 2 人

後者のタイプに属する。

世帯である。前職は浦安市に拠点を置くデベ

戸建住宅地は、大規模に開発され、街区が

こうした、開発のされ方の違いが、合意形

ロッパーの社員で、バブル期からの浦安市の

成の難しさとどのようにつながるかという点

開発の動向を熟知している。定年後も80歳ま

は、以下の考察のポイントの一つになる。

で会社に勤続し、現在は年金生活となってい

A地区では、東日本大震災を受けて、世帯

る。東日本大震災では、自宅が液状化により

数2691世帯（住民基本台帳、2011年 1 月31

援制度を活用して、自宅の修復は完了してい

日）のうち約99.3％にあたる2672世帯が被災

るが、長期的な液状化対策に強い関心を持ち、

した。事実上、住民が居住するエリア全体が

浦安市による対策事業の問題点を指摘する活

被害を受けたといってよい。被災者数は5296

動の中心メンバーの一人となった。

次に、A地区の被災状況をまとめよう。

大規模半壊の被害を受けた。国や自治体の支

人に上った。域内の全戸で上下水道の断水、
下水道の使用停止、ガスの停止、停電が生じ、
全道路が何らかの被害を受けた。

5.2

阻害要因の検討

浦安市は、道路の被害程度、応急危険度調
（1）漁業権補償と開発単位の細分化
無という三つの指標で、被害状況を整理して

A地区は、第一期埋立事業に伴う漁業権補

いるが（図 2 ）、それによると、A地区は、

償の代替地として開発され、1978年、土地区

「中町」エリア内のB地区と並び、文字通り、

画整理事業の完了後 (8)、宅地の開発は基本的

大字単位で、地区全体が最高の水準（道路の

に個別の地権者に委ねられた結果、開発単位

被害大・応急危険度調査の対象地・建物被害

の細分化が引き起こされた(9)。

査の対象地か否か、建物被害の多い箇所の有

の多い箇所あり）を示した 2 地区のうちの一

同年、A地区の自治会が設立されるが、自

A地区では、これほどの大きな被害にもか

治会の会員は地区内に「居住する世帯」であ

かわらず、市による液状化対策事業の調査依

土地区画整理組合の解散後は、地権者の公式

頼書提出の呼びかけに、参加を表明した街区

なつながりは失われ、さらに、個別に権利の

は 2 街区、合計面積は2万4800㎡、91戸。参加

転売が進められていく中で、居住者サイドの

街区の面積はA地区全体の約4.6％にとどまっ

イニシアチブで、地権者の意見集約を図るこ

つであったことが分かる。

り、地権者の集合体とはずれがある。1979年、

(6)

た 。

とはほぼ困難な状態となっている。
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一方で、液状化対策事業の当事者は、被害

インフラは地区全体で共有しているため、戸

を受ける居住者ではなく、土地所有権を持つ

建住宅と集合住宅に関わらず、全世帯の住民

地権者とされている。

が情報を共有し、対応を合わせないと、工事

こうした状況が、A地区において、合意形

がストップしてしまう。

成の困難をもたらした第一の要因として挙げ
られる。

ところが、戸建住宅しかカバーしていない
自治会では、こうした、災害時の協力に対応
できない。

（2）バブル期以降の開発に伴う住居形態の複
雑化

また、集合住宅の増加は、地元の居住者の
把握できない、不在地主や中間的な管理会社

第二に、A地区では、土地利用の単位が細
分化する素地があるところに、バブル期以降、

などを派生させ、権利関係の複雑化を促進す
る。

アパートやマンション建設のブームが重なっ

このように、A地区では、住宅地が漁業権

て、戸建住宅と集合住宅が複雑に混在する状

補償の代替地として開発されたことに加えて、

(10)

況が生まれたことが挙げられる

。

バブル期以降、アパート化、マンション化が

一般に、エリア全体が一体的に開発された

進んだことによって、権利関係者の調整が一

戸建住宅地では、良好な住環境を維持するた

層難しくなっていく状況が生まれていたので

め、集合住宅の建設が忌避される傾向にある。

ある。

例えば、一体的に開発され、居住者に分譲さ
（3）有志組織の活動とコミュニティ
れた戸建住宅地のB地区では、同じような区
画の宅地が並び、集合住宅は一切建っていな

第三に、震災後、応急対応の過程で立ち上

a 氏によれば、個別に開発されたA地区で

がった有志組織の活動とコミュニティ組織の

い。

も、開発の当初は、集合住宅を歓迎しない雰

A地区では、2011年 3 月27日、地元で、市

囲気が根強くあった。地区内に「居住する世

長による直接の説明会が開催されたことをき

帯」であっても、アパート・マンション住民

っかけに、自治会の下に、「グループA」とい

には、初めから声をかけないため、彼らの存

う住民有志の組織が設立され、災害の緊急対

在は、事実上、自治会から除外されてきた。

応や復興に関する取り組みを行った(12)。

関係に注目する。

しかし、バブル期以降、アパート・マンシ

「グループA」のなかには、生活班、情報

ョン建設のブームが訪れると(11)、集合住宅の

班、住宅班などのユニットが設けられ、ボラ

建設は、地元の地主や中小の不動産業者にと

ンティアの受け入れや広報紙の全戸配布、HP

って、新たな投資機会として注目されるよう

による情報発信、勉強会を開催して住宅の補

になり、居住者の間でも、集合住宅の住民は

修工事に関する専門的知識の提供などが行わ

無視できない存在となった。

れた。

例えば、集合住宅の住民は、地域の祭に参

こうした活動が、バブル期以降、顕在化し

加するが、負担を伴う活動には参加しない。

つつあったコミュニティの課題に、潜在的に

それよりも、彼らを自治会に取り込んで、地

ではあるが、一定程度答える内容を持ってい

域の活動を一緒に担ってもらう方が得策では

たことに注目したい。

ないかという議論である。

例えば、広報紙の全戸配布を行った情報班

こうした、戸建住宅と集合住宅の混在化は、

の活動は、災害時において、インフラを共有

液状化災害への対応においても、新たな課題

する全ての地区内世帯に情報を届けるニーズ

をもたらした。例えば、下水道の問題では、

に対応したものである。そうした活動は、戸
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建住宅世帯を中心にした従来の自治会では難

の実施を強く期待していたが、それが不可能

しく、あえて、有志組織による対応が求めら

になった現在では、多額の負担をしてまで、

れたのである。

個人で液状化対策を行うつもりはない。液状

また、住宅班の活動は、住宅の応急的な補

化対策を行っていないA地区では、今後、資

修が中心課題ではあったが、浦安市による液

産価値は下がり、震災があれば再液状化のリ

状化対策技術検討調査委員会の動きも視野に

スクにさらされることが予想される。それで

収めながら、建築に関する申し合わせ事項の

も、住宅はこのままにして、自分と妻が亡く

問題や、用途地域、地盤改良、第一種低層住

なったあとの住宅の処分は、市外で暮らす子

居専用地域指定の見直し、複数住民の共同に

どもたちに一任したいと考えている。

よるマンション建築を許容する提案、復興政

このように、高齢世帯の場合、液状化対策

策への提言など、地域環境の長期的な共同管

のコストは、個人で負担するには規模が大き

理に関する議論も行われ始めていた。

く、それを相殺する十分な動機づけが与えら

ところが、2011年 7 月ごろを境に、自治会
の本体と「グループA」の中心メンバーとの

れないと、対策工事に関心があったとしても、
経済性の論理で打ち消されてしまう。

間で組織の位置づけについて認識のずれが生

浦安市の採用する格子状地中壁工法は、公

じ、「グループA」は11月に解散を決定してし

的資金の投入によって、世帯による経済的負

まう。

担の縮減をねらいの一つとしている。それで

地区Bにおいても、震災後、「チームB」と

も、 1 世帯当たり100～200万円程度の支出が

いう有志組織が立ちあがり、同様の活動が展

想定され、それを負担しきれないと感じる世

開された。地区Aの「チームA」とは対照的に、

帯にとっては、ハードルの高い選択肢となる。

「チームB」は、応急対応の段階を越えても

その上、対策工事の実施は、主体となる街

活動を継続し、市街地液状化対策事業の参加

区の全戸同意が必要なため、A地区のように、

の検討においては、市の構想と住民のニーズ

コミュニティ形成の経緯から、権利関係の複

を調整する役割を果たしている(13)。

雑なエリアでは、見えない調整コストがさら

こうした、震災後に立ちあがった有志組織

に上積みされる。

を、どれくらい、きめ細かな意見調整に活用

このように、世帯単位で発生する高齢化や、

できたかどうか、特に、A地区においては、

経済的負担感の増大につながる様々な状況も、

それが十分機能を発揮する前の段階で、本体

液状化対策事業への参加を見送る要因として、

の自治会組織と軋轢を起こし、解散してしま

働いていると思われる。

ったことが、液状化対策事業のための意見調
整の困難化につながったといえるだろう。

6 おわりに

（4）世帯の要因―高齢化
これまで、地区に共通する要因を見てきた
が、液状化対策事業への参加を見送る理由に
は、当然のことながら、判断の主体となる世
帯単位の状況に由来するものがある。例えば、
a 氏の例で見よう

その一つに、高齢化という要因が挙げられる。

本稿では、高度成長期以降における開発や
それに伴う社会関係の形成・変容との関連性
に視点を置きながら、千葉県浦安市で発生し

(14)

a 氏は、現在、80歳代を迎え、妻と 2 人で
。

た東日本大震災による液状化の被害、および、

暮らしている。 a 氏は、長期的な液状化対策

市街地液状化対策事業に関するコミュニティ
の対応について検討してきた。
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第一の論点である開発との関連性について

こうした、一連の経験は、コミュニティの

は、1962年から 2 期に渡って行われた埋立事

基礎にある住宅地の歴史的な開発の経緯や、

業と戸建住宅地を中心として地盤対策の不十

その上に形成されてきた社会関係の枠組みが、

分な宅地開発が結びついたことによって、今

長期的な災害防止策のあり方やコミュニティ

回の大規模な液状化災害が発生したことが明

単位での合意形成の可能性を左右する、重要

らかになった。

な要因の一つであることを示している。

液状化災害については、1964年の新潟地震

今回、浦安市は、既成住宅地における液状

をきっかけにして、防災の法的枠組みが設け

化対策の枠組みを迅速に決定・実施に移すと

られ、今回の震災でも、新しく建てられた集

いう課題と住民・地権者とのきめ細かな意見

合住宅ではほとんどが建物の被災を免れた(15)。

調整という課題の狭間で、困難な対応を迫ら

今後は、東日本大震災による被害の中心にな

れたわけだが、その一つ一つの局面において、

った戸建住宅地の液状化について、どのよう

行政や専門家、地域住民がどのような選択を

に対処するかが社会的な課題になるだろう。

し、どのような結果がもたらされたのかを検

第二に、戸建住宅地に形成された社会関係

証することは、今後の災害対策やコミュニテ

のあり方と液状化対策への合意形成との関係

ィづくりのあり方に、有益な視点を投げかけ

については、地区全体が大きな被害を受けた

てくれるだろう。

にもかかわらず、調査の段階で、事業への参
加を見送った、A地区の事例から、コミュニ

今後の調査を通じて、検討を深めていきた
い。

ティレベルでの合意形成の困難をもたらす要
注
因について、検討した。
その結果、A地区では、歴史的に漁業補償

( 1 ) 「地域共同管理」とは、社会学者の中田実に

の代替地として開発されたことから、開発の

よって提唱された概念で、以下のように把握さ

単位が細分化し、さらに、バブル期以降のア

れている。「地域社会とは、人びとの生産と生活

パート化、マンション化の波が加わることに

にかかわる、さまざまな範域（領域）と程度に

よって、権利関係が複雑化し、居住者のイニ

おける地域共同管理組織である。地域社会が多

シアティブによって、地権者の意見調整が困

様な範域のものの重層によってなりたつが、そ

難な社会関係が形成されていたことが明らか

れぞれの層において相対的にまとまった共同

になった。

（自治）の単位をなして地域を管理し、そのこ

また、近年、集合住宅住民を自治会に組み

とによって構成員の生活の再生産を保障すると

入れることが課題にされるなど、コミュニテ

ともに自己の組織化をはかっている。また管理

ィの再編成を模索する機運が生まれてくるな

とは、ここでは、当該地域共同組織の性格（構

か、A地区の災害対応では、有志組織によっ

成員の階級構成と地域権力の構成）にそって、

て、居住者や長期的な復興計画に関わるきめ

地域内の土地（利用のあり方）とそこでの「共

細かなニーズを調整する試みが行われたこと、

同社会的消費手段」を中心とする地域生活（生

しかし、そうした動きが十分な展開を見ずに

産）諸条件に働きかけて、構成員が継続して、

収束してしまったことから、住民・地権者間

有効に利用しうるように、これを適切な状態に

の意見調整がさらに難しい状況がもたらされ

維持・改良し、さらにそのために構成員（これ

たこと、および、高齢化などの世帯単位で発

らの生活（生産）諸条件の所有・利用にかかわ

生する要因も、コミュニティ単位での合意形

る共同組織の関係者）を秩序づけることであ

成を阻害する要因として働いていることを指

る」（中田[1993]38）。中田は、農村社会学から

摘した。

出発し、中田の地域共同管理論では、農漁村、
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混住化によるその変容、都市の町内会・自治会、

りをつくる「串刺し型」の区割りを行うことを

コミュニティ政策など、幅広いタイプの地域社

決定した。格子状地中壁工法では、四角い形状

会が論じられている（中田[1993]；中田ほか

の街区が有利になるため、A地区が「串刺し型」

[1998]）。近年では、地域社会全体のなかでの都

の街区を採用していることも、合意形成を難し

市社会のウエイトの増加にともなって、都市社
会における地域共同管理の課題をとりあげる研

( 9 ) A地区の区画整理やまちづくりの経緯について

究が、さまざまな事例や理論的視点と交差させ

は、自治会の歴史である『A地区のあゆみ』(1988

ながら、展開されている（田中[2004]；高村

(10) a 氏インタビューによる（2015年 1 月14日・

[2012]）。

くする要因になっている（『A地区のあゆみ』）。

年)を参照した。

( 2 ) 浦安市の液状化は大規模だったので、東日本

2015年 5 月 9 日）。

大震災の液状化に関する研究では多くの文献で

(11) 浦安市では、中高層建築物やワンルームマン

言及されている。代表的なものとして、濱田

ションの増加に対応するため、1982年、「中高層

[2011]が挙げられる。ただし、その大部分は工

建築物建築計画事前説明に関する取扱要領」、

学的な立場からの研究である。社会科学的な観

1988年、「ワンルーム形式建物指導要綱」を制定

点からのものとしては、明海大学の研究者によ

して、近隣紛争の防止を図っている。また、

る自治会アンケートに基づく研究がある（山

1988年、海楽パークシティ地区では、低層の一

内・阪本[2013]）。長期的な液状化対策に関する

般住宅地にワンルーム形式の共同住宅が建設さ

社会科学的な観点からの研究は、本研究プロジ

れるのを防止するため地区計画が設けられてい

ェクト以外には本格的な実施はされていない。
( 3 ) 浦安市の液状化被害と応急対応の概要につい

(12)「グループA」の活動については、 a 氏のイン

ては、主に、浦安市『浦安市復興計画―すべて

タビュー（2015年 1 月14日・2015年 5 月 9 日）

の力を結集し、再生・創生を』（2012年）、ぎょ

および「グループA」の会報による。

うせい編『ドキュメント東日本大震災

る（浦安市史編さん委員会 1999）。

浦安の

(13) 「チームB」については、「チームB」の活動

まち―液状化の記録』（2012年）を参照した。

報告書、および、地区B住民で「チームB」の中

( 4 ) 東日本大震災で液状化の被害を受けた茨城県

心的リーダーのb氏のインタビュー（2015年 1 月

の鹿嶋市、神栖市、潮来市などでは、地下水位

(14) a 氏のインタビューによる（2015年 1 月14

低下工法が採用され、ほとんど住民負担を伴わ

14日）を参照した。

ずに事業が実施されている。茨城県の状況につ

日・2015年 5 月 9 日）。

いては、公益財団法人政治経済研究所液状化問

(15) 1964年の新潟地震以来の液状化研究、法制面、

題研究会編『東日本大震災における液状化災害

技術面を含めた液状化対策の流れについては、

の展開 ―千葉県湾岸地域・茨城県鹿嶋地域を

濱田政則[2012]参照。

中心に』（2014）参照。

参考文献
( 5 ) 浦安の埋立事業および埋立地における市街地
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■書評■

フェリックス マーティン著／遠藤真美訳

『21 世紀の貨幣論』
（東洋経済新報社、2014年）

楊 枝 嗣 朗

であり、実体経済の裏方にすぎず、したがっ
て、「貨幣の不足は一切起こらない。
」「社会の

（一）

経済において、貨幣よりも重要でないものは、
世界金融危機の発生と急激な格差拡大が資

本質的にありえない。」
（ミル)(316～324頁)と

本主義経済への批判を噴出させる中、F.マー

見る。この点、貨幣は交換のなかから発生す

ティンは、「問題は資本主義じゃない。マネー

る、交換の産物であり、商品が導き、貨幣が

とマネーに対する考え方だ。」「マネーは人類

従うと考えるマルクスの見解とも重なるであ

のアニマルスピリッツを解き放つ史上最高の

ろう。

発明であり」、「マネーの支配を止めることは

こうした主張は、「市場経済はすべての市場

できない」。問題は、ロック、ミル、スミスら

の需要と供給が一致する水準に価格が形成さ

古典派、ならびに、今日の新古典派らの標準

れる傾向を示し」、「マネーは外生的要因であ

的な貨幣論であると言う（本書、413、416、

る」との一般均衡論の認識に繋がる（329～

422頁）。

330頁）。そして、この「マネーのないマクロ

また、リーマン・ショック後の量的緩和等

経済学」である現代の主流派経済学と並行し

の金融政策に対する批判、すなわち、「生産が

て、「金融証券の価格形成だけを研究するファ

増えるから、貨幣に対する需要が増え、貨幣

イナンス理論」（「マネーしかないファイナン

の供給 量が増えるので あって、 その逆でな

ス理論」）が発展した。現代金融理論は、「貨

い。」「金融政策を通じて国民産出量を刺激し

幣と完全代替性のある債権が無限に存在」す

ようとするのは、本末転倒である」(320頁)と

ると見て、ただ転化流動性の世界を漂流する

いう見解も、さらに、過重債務の重圧下にあ

(334～336頁）。(1)(2)(3)

る南欧諸国に、債務削減よりも緊縮財政と債

さらに、「民間金融市場はシステミック・リ

務返済の実行を求める「絶対的契約主義者」

スクを生まない。ところが、システミック・

（417頁)の声高な主張も、古典派以来のマネ

リスクを生み出している者がいる。政府だ」

ーの標準的な理解に由来すると見る。

(337頁)と、市場原理主義の「反権力思想」が

古典派経済学は、貨幣の発生の根拠を商品

広がり、中央銀行の独立性が主張されてきた。

交換に求めた。「貨幣は商品であり、金銀以外

したがって、「マネーを安定化させようとすれ

の何物でもなく、他のすべての商品と同じ需

ば、結果的に金融が不安定化する」(339頁)と

給の法則に従う。」
（セイ）商品交換において

いうミンスキーの警告は無視され、主流派経

貨幣は「時間と労力を節約するだけのこと」

済学は、「バジョットとケインズが何と闘って
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いたのか」を忘れ去ったのである(333頁）。マ

を測定できた。」そして、そこに文字、数字、

ーティンは、「マネーを経済学に組み込むとい

会計というメソポタミアの技術が導入され、

うバジョットやケインズの夢を阻んだ」ロッ

マネーが生まれるに至る。そして、その際、

クのマネーの教義を批判し、「危機対応の指針

「経済的価値の標準は政治で決まり、国が基

となる」バジョット、クナップ、ケインズ、

準になる。」
（81頁）

ミンスキー等の忘れられた貨幣論の意義を強
調する。

かくして、様々な伝統的社会的義務は、元
々は焼き串やその一握り分を意味するオボル
やドラクマという普 遍的な経 済的価値単 位
（貨幣単位）で表現されるようになる。債権

（二）

債務も貨幣単位で記録され相殺決済され、ま
ケインズは、ヤップ島の石貨フェイに注目

た、税の支払手段ともなった硬貨が発明され

し、このマネーシステムに「重要で普遍的な

ると、市場での取引手段となり、転々と流通

教訓」を見出した。「それが本書のテーマであ

した。「古代ギリシャの都市国家は、最初のマ

る。」
（ 9 頁）標準的な貨幣論では、「経済取引

ネー社会になった。」
（88～92頁）

は自然経済や物々交換経済から貨幣経済を経

貨幣出現という革命は、「野心、企業家精神、

て、最終的に信用経済に進化してきた」とさ

イノベーション」が次々に生まれる社会を出

れる。しかし、貨幣が商品交換から生まれた

現させると同時に、「カネがすべての社会」の

といった証拠は歴史上、一切見られない。貨

到来をもたらす。マネーは、「社会移動と個人

幣は金銀等のモノであり、信用貨幣はその代

の自由を実現」する手段となるが、それゆえ

替物であるといった理解も完全に逆立ちして

に、同時に、「普遍的な経済的価値という概念

いる（15～16頁）。

が過剰に支配する」緊張と不安が、以来、今

マネーとは何か？「ヤップ島のマネーはフ
ェイではない」。「フェイは信用取引の帳簿を

日に至るまでに繰り返し現れることになった
（94、96頁）。

つけるための代用貨幣にすぎない。」
（21頁)

しかしながら、マーティンは、「マネーは社

「通貨の根底にある信用と清算のメカニズム

会のあり方を変えるが、社会が混乱すること

こそが、マネーの本質なのである。」「マネー

なく、社会移動と個人の自由を実現し、社会

そのものには、目に見える物理的な実体は何

と経済が安定する」ことを約束していると言

もない。」(40～41、46、49頁)

う。「なぜなら、マネーは、……生け贄を共同

マネーはどこで、どうして生まれたのか。

体で分かち合う古代の制度から生まれた」が

古代メソポタミアでの都市の成立は、経済活

故に「共同体意識がその根底にある」からだ

動の統制・管理の必要から、文字、数字、会

と主張する。そして、「人間のすべての営みを、

計という社会的技術を発明した。しかし、マ

一つの論理、一つの 社会的技 術で規定で き

ーティンはそこではまだマネーは生まれてい

る」から、マネー社会の存立に国家は関わら

ないと見る（60～68頁）。「社会的属性である

ざるを得ないと言う（94～95頁）。

普遍的な経済的価値という概念」は、メソポ

すなわち、過重な債務累積によりマネー社

タミアに はまだ見られ なかったからだ（ 82

会が混乱した際、古代メソポタミア、ラガシ

頁）。

ュの王エンメテナによる債務の帳消しや旧約

それに対して、ギリシャ・エーゲ文明には、

聖書に記された50年に一度のヨベルの年の債

生け贄の肉を均等に分け合う儀式にみられる

務帳消し、古代アテネのソロンの改革（貨幣

「すべての部族民に等しく価値があるという

標準の調整）などにみられるように、国家は

考え方」があり、それを「基準に社会的価値

累積債務の重圧による社会崩壊をくい止める
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措置を連綿として実行し、「マネー社会を定期

り、君公はこの権利を侵害することはできな

的にリセット」してきた（275～279頁）。した

い。」
（133、136～140頁）と言う。

がって、いつの時代にも通貨当局による「何

オレームの主張を支えた商人階級の台頭と

を根拠にして貨幣の標準を調整すべきか」が

中世商業革命の展開により、国内・国際間の

問題となったのである（280頁）。

取引領域で彼らが創出した支払決済手段の広
がりは、同時に、「マネー社会を根底から変え
る」事態に結びついていく。すなわち、従来

（三）

の「硬貨による公的な支払決済」を凌駕する
1970年5月、アイルランドで銀行が閉鎖され

「私的な」支払決済制度が、近代初期に公的

ると、人々は、清算されないまま授受される

な支払決済制度と統合するに至る（156頁）。

小切手を使い続けた。また、2001年12月、ア

為替手形による融資、膨大な債権債務の相

ルゼンチン政府が銀行預金の引き出しを規制

殺決済、債務の繰り越しや大市銀行や商業都

すると、州政府や市に止まらず、スーパーマ

市の両替銀行での口座振替により、支払決済

ーケット・チェーンまでもが発行する借用証

が効率的に遂行されることになると、商人ら

書が通貨として流通した。さらにソ連邦崩壊

は、国内外の市場で公的貨幣標準とは異なる

後、企業はサプライ・チェーンでつながる企

フィオリーニ・ドーロやエキュ・ドゥ・マル

業間信用を累積させ、債務を相殺決済できる

ク等の「私的な貨幣単位」=「抽象的な価値

ようにした（35～37、99～107頁）。

を表す独自の単位」（イマジナリー・マネー）

確かに、古代からこの方、国家は貨幣標準

を導入した。それらのマネーは、日々変動す

を定め、鋳貨を発行してきた。鋳造は徴税と

る「コント」なる為替相場表に従って取引さ

同様に、国家の独占的権限であった。それゆ

れ、「私的な信用がマネーとしてヨーロッパ中

え、プライベートマネーの出現は、「国家の存

に流通する。」
（159～161頁） 商人階級は、イ

続を脅かす政治上のリスク」であった。国家

マジナリーマネー・為替制度・預金銀行によ

とマネ ーはいかなる関 係にある のだろうか

る信用のネットワークを武器に、「ソブリンマ

（115～116、119～121頁）。

ネーへの依存から脱却」し、他方、国家・君

中世ヨーロッパでフランク王国が成立し、

主の側は「プライべートマネーの奏でる音楽

ポンド、シリング、ペンスという貨幣標準が

に合わせて踊らなければならなくなった。」

導入される。その後の商業の復活、再貨幣化

（169～171頁）

（例えば、物納から貨幣地代へ）とともに、

しかし、これら私的マネーは銀行業者や商

額面の記載されることのない鋳貨の通用価値

人間の信認だけで成り立っているだけにその

の度重なる変更や頻繁な悪鋳といった鋳造特

流通領域は限られ、流通を強制する権限を持

権の乱用に並行して、商人独自の支払決済手

たないこともあり、彼らの債務不履行は、信

段が生みだされてきた。それを背景に、「だれ

用のピラミッドを崩壊させ、マネーの循環そ

がマネーを管理すべきか」という思想が生ま

のものを停止させる危険を常に孕んでおり、

れた。ニコル・オレームの小論（「貨幣の起源、

このままでは公的マネーに取って代わること

性質、法律および変更に関する論文」、1360

はできなかった。かくて、公的・私的マネー

年）は、「貨幣の発行は重要な公共サービス」

の対立の歴史に終止符を打ち、バンク・マネ

であり、「それを使用する共同体全体の所有

ーの流通領域を全国的規模に広げることにな

物」であって、「優先すべきは君主の歳入では

ったのが、「現代の銀行制度、そして現代のマ

なく、共同体全般の商業活動である。」「
（貨幣

ネーのすべての基礎となった」イングランド

標準の）変更……を決める権利は共同体にあ

銀行の創設（1694年）であった。かくて、公
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的・私的マネーの並立は、「政治の大変革の呼

いようにするしかな い」と考 えたのであ る

び水」となって、「マネーの大和解（ソブリン

（199頁）。その後、「私欲と私益の追求が……

マネーとプライベートマネーの融合）」による

結果的には社会全体の利益につながる」とす

近代貨幣制度を誕生させた（162、181頁）。

るマンデヴィル『蜂の寓話』（1714年）、さら

「マネーの大和解」によって、「国家の後ろ盾

にはスミス『国富論』（1776年）を経て、貨幣

を持つプライベートマネーが創造」されたの

標準への国家や銀行からの干渉を排除したマ

である（173、178～181頁）。

ネー世界においては、各人が「見えざる手」
に導かれ、「自分の利益を追求するほうが、実
際にそう意図している場合よりも効率的に、

（四）

社会の利益を高められることが多い」と考え
ところがである。「マネーの大和解」が成立

られ、「マネー社会を経済と政治の均衡へと向

するや否や、これまで「社会的活動を調整す

かう客観的なシステムとしてとらえる見方」

る手段」、「富を再配分し、商業を刺激する強

がマネー社会の理論的基礎となった。今日の

力な道具」であり、「社会的技術」であるとい

新古典派の思想でもある。かくて、「マネー社

うマネー概念は退けられる。イギリスで1696

会が経済と政治に両方から完全に正当化され

年に実施された旧平価での銀貨大改鋳の過程

るという、貨幣思想の歴史の中で前例のない

で、「マネーの標準」の管理をめぐって大論争

ことが成し遂げられた。」
（204～206頁）「経済

が起こり、貨幣と鋳貨は別ものであるにもか

学の生誕」とともにマネーに反革命が起こり、

定の重さを表す客観的基準とみなす J.ロック

マネーは「神格化」 され、マ ネーの本質 は

の貨幣論が勝利することになった。ロックの

スらが進めた「理論と倫理の側面で成立した

主張に基づき旧平価での銀貨大改鋳がイギリ

この和解」は、先の「マネーの大和解に匹敵

スに悲惨な社会的災害をもたらしたにもかか

する歴史的な出来事」であった（204～206

わらず、「銀は、内在的価値の尺度でもあるそ

頁）。

かわらず、両者を同一視し、ポンドを銀の一

「ただの金属の塊」となった。ロックやスミ

の量目によって、商業の尺度となる」と強弁

しかし、マネーが「モノ（金、銀）」であり、

され、その後、スミス、ミル、セイらの古典

「一定不変の客観的基準」と見なすなら、「貨

派経済学の標準的貨幣観を確立させることに

幣と価値を倫理的に議論するのは、何の意味

なった。しかし、拙著でみたように、摩損鋳

もなくなる。」「利己心の追求と契約の尊重」

貨の流通問題に明らかなごとく、硬貨に含ま

という自由放任主義や「市場に干渉しないこ

れる銀の重量とその通用価値の間には固有の

とを合理的人間の倫理上の義務」ですらある

関係性は一切なかったし、また、イギリスで

といった発想は、「ロックの貨幣観がもたらし

は17世紀末頃までに鋳貨は商取引の小銭にす

たもっとも有害な帰結であった。」
（221頁）マ

ぎなくなっていたにもかかわらず、それらの

ネーはモノではなく、信用であることを知れ

事実は無視され、金属本位制（メタリズム）

ば、マネーが人々の社会的移動を高め、野心

が本来の貨幣制度であるとされた。

を満たし、イノベーションを遂行させ、社会

「政治的自由主義と立憲政治の正統性」と

を大きく変革させる手段となりうることを理

いう政治思想に立脚するロックは、貨幣もこ

解しうる。しかし、まさにそのことから生ま

の政治哲学に即したものであるべきであって、

れる過重な債務の累積は「マネー社会のアキ

「マネーの大和解が立憲政治に害を加えない

レス腱」ともなる。過剰な貨幣債務が生み出

ようにするには、貨幣の標準を完全に固定し、

す金融不安、社会不安は、「一瞬にして債務の

君主や銀行家などからいっさい干渉を受けな

支払ネットワークをマヒさせ」、「流動性を蒸
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発させる」。ケインズは、過酷な賠償責任の履

と誤解」したため、「貨幣をため込み」、「貨幣

行を迫ることが第1次大戦後のドイツ経済を破

不足を生み」、「貧困をみずから呼び込む」こ

綻させると警告し、「過剰な債務の累積がマネ

とになった。1718年12月の金本位制の廃止は、

ー社会の内包する問題である」と述べた（213

ローにとって必然であった（257～259頁）。

～215頁）。

ケインズも「われわれは貨幣の進化過程に

標準的貨幣論は、この認識を欠如するか、

おいて、『管理』通貨が不可欠である段階に到

忘却してきた。「金融契約は適正で履行可能な

達したのである。」（『貨幣改革論』、1923年、

ものでなければならない」ことを忘れ、ただ

『全集』第 4 巻、東洋経済新報社、164頁）と

ロックのマネーの教義や契約の尊重を追求す

語ったが、はや18世紀初期に、「貨幣の供給量

るだけでは、「マネー社会の存続と繁栄」はお

を調整し、民間商業と財政の需要を満たし、

ぼつかない。「容認できなくなったものを改め

民間の債権と債務の残高に対応できるだけの

る国家の自由裁慮権がなければ、個人間の契

マネーを供給できる能力を持つ」ために、金

約の安全性を守るものが何もなくなってしま

廃貨を断行し、貨幣標準を柔軟に変更できる

う。」
（ケインズ）（214頁）

貨幣管理の重要性を提起したローの「深い洞

ロックは貨幣の標準を「一定不変の基準」
と見たが、そのようなものは歴史上、存在し

察と先見性は、…あらゆる時代を通じて画期
的なものであった」と見る（258、273頁）。

たことはない。マネー社会はすべてのモノに

バンク・ジェネラルの創設、西方会社の設

値札をつける「非情な論理」が支配するにも

立、国債での株式払込み、両社の統合、間接

か か わ ら ず 、「 歯 止 め は 組 み 込 ま れ て い な

税徴収権の獲得等により、ローのシステムは、

い。」それゆえに、「標準をどう選択するかは、

経済的繁栄と国家の債務危機の解消を実現し

いつの時代も政治で決まる。貨幣の標準その

た。 兌換の停止、法貨からの金銀の追放、バ

ものが、富、所得、そして経済的な不確実性

ンク・マネーの優位の確立等は、「徴税権を含

というリスクをどう公平に分配するかの判断

む国家の資産をすべて所有し、市民がその株

を表象するものにほかならないからだ。」
（220

式を保有できるという、過去に例のない」も

頁）古代メソポタミアや古代アテネのソロン

のであった。エクイティとマネーと結びつけ

の改革以来、国家は、「貨幣の標準を柔軟に調

るローの「エクイティ・マネー」の究極の目

整し、……マネー社会を定期的にリセット」

標は、「マネーを使うすべての人にリスクをは

し、「重荷おろし」をせざるを得ないのである。

っきり示して、それをすべて負わせるという、
新たな和解を成立させる」というものであっ
た（272頁)(4)。 しかし、システムは、同時に

（五）

マネー社会の不安定性・脆弱性を鮮明にした。
マーティンは、こうした視点から、ルイ14

ローを「18世紀のバーニー・マグドフ」と

世崩御後のフランスで、貨幣改革と公的債務

見做すことについて、マーティンは「そのよ

幣思想（J. Law, Money and Trade, 1705)

うな評価は浅すぎる。歴史的な意味はとても

を高く評価する。ローによれば、「経済が繁栄

かしながら、マネーの欠陥をうまく避ける第

するには、貨幣が十分に供給されるような標

三の道の一般戦略の原型だった」と言う（262

準を選択し」、また「富を公平に分配するには、

～269、271頁）。マネーは、「企業家精神を解

マネーを管理しなければならない。」マネーの

き放ち」、「個人の自由と社会の移動性 を高

管理こそが金融政策の柱である。「金貨は代用

め」、「社会の発展と平和」をもたらす価値あ

貨幣でしかないのに、それこそが貨幣である

る特性をもつが、同時に、「所得と富に対する

の抜本的解消に取り組んだジョン・ローの貨

大きい。これは、マネー社会のメリットを生
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請求権」である「固定された債権」は、「その

く変貌し、流動性の投入に止まらず、銀行の

所得は不確実」であることから、「大いなるリ

株主、債券保有者、さらには海外の債権者ま

スクを内包」している。そのため、ローは、

でをも税金の投入によって救済した。2009年

「共通の経済的価値という概念の使用を制限

11月、各国政府が行った約14兆ドルの支援総

するのではなく、経済的価値を測る標準を柔

額は、世界の GDP の 4 割を超える。（356～

軟に変えられるようにして」、マネーの約束の

358頁）かくて、マーティンは、かつては「歴

不可能を可能にしようとしたのであった。ロ

史的な互恵協定」で あった「 マネーの大 和

ーの戦略は、システムの中に、標準の変更に

解」は、「大きすぎて潰せない」時代において

よる古代以来の「重荷おろし」の方策をビル

「一方的な贈与の関係」に変わったと見て、

トインしていたのである。危機と破滅につな

その修正の必要を主張する（361、384～386

がる貨幣価値の固定を避け、「マネーの潜在能

頁）。

力を解放」しようとするローの戦略は、「現代
でも大きな意味を持つ。」
（271～283頁）

そこでまず、マーティンはリスク配分の極
端なふたつの戦略を示めす。ひとつはローの
「エクイティ・マネー」の世界である。そこ
では、「マネーはすべて市場メカニズムに任さ

（六）

れる完全な無政府状態になる。」いまひとつは
標準的貨幣思想は、マネーを単に実体経済

「すべてのリスクを社会化」し、「国がマネー

の裏方としか見ず、「マネーへの疑惑」を置き

を発行する」ソブリンマネーだけの社会に回

去りにし、今次の金融危機に対応する「現実

帰する戦略（銀行の国有化、全体主義国家）

の政策決定に際しては何の役割もはたさなか

である（390、391頁）。

った。」ローレンス・サマーズらが緊急対策の

マーティンは、「この両極端な二つの戦略に

指針を、経済学の傍流と見られていたバジョ

は、現行システムに内在するリスク配分の問

ット、ケインズ、ミンスキーらの議論に求め

題が完全に解消されるという利点がある。し

たのは、彼らが「懐疑的な貨幣思想の系譜」

かし、そうするとマネー社会そのものの破壊

に連なり、「マネー社会の不安定性」を見据え

という代償を払わなければならない」
（390頁)

てきたが故である（288頁）。
標準的理論と異なり、バジョット『ロンバ

fail にみられたモラル・ハザード問題を見据

ート街』（1873年）は経済分析の出発点に、マ

え、「ナローバンキング」の銀行規制を提言す

ネー、銀行業、金融を置いた。マネーは「譲

る（391頁）。

として退け、今次の危機における too big to

渡可能な信用」であるがゆえに、「信頼と信認
の全体的水準」がマネーの流通にかかわって

（七）

くる。「お金は自己を管理する力はない」だけ
に、「マネーの大和解」（=>中央銀行の半官半

「資本主義は少なくとも、他のどのシステ

民的性格）が近代貨幣にとって重要な意味を

ムよりもいい。」「問題はマネーに対する考え

持っていた。バジョットは、「平常時の貨幣需

方だ」という視点からのマーティンの主張は、

要」と流動性が蒸発してしまう「恐慌期の貨

貨幣論の常識の嘘を明らかにし、忘れられた

幣需要」を峻別し、中央銀行の「最後の貸し

貨幣論を甦らせた。これほど面白い貨幣論も

手機能」の重要性を明らかにした（311～315

珍しい。「貨幣の抽象性と債務性」を論じてき

頁）。

た筆者も意を強くするところであるが、ここ

しかしながら、リーマン・ショックへの金

では、二、三の疑問を提示したい。貨幣生成

融危機救済策は、バジョットの時代から大き

の根拠、標準の調整や最後の貸し手や債務削
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減への国家の関与の根拠、「マネーの大和解」
の危機の理解等である。
「マネーそのものには、目に見える物理的
な実体」はなく、「通貨の根底にある信用と清
算のメ カニズムこそが 、マネー の本質であ
る」という点には、異議はない。しかし、貨
幣の生成を「比較の媒体や算定基準」がまち
まちである古代メソポタミアにではなく、「普
遍的な価値の概念」が生まれ、鋳貨も発行さ
れたギリシャ・エーゲ文明に求めるのはどう
であろうか。すでによく知られているように、
古代メソポタミアには鋳貨のようなものは見
られなくても、ハンムラビ法典には貨幣単位
が記されており、価格、利子、小作料、さま
ざまな賠償金額なども記述されている。貨幣
発生の根拠に「部族民に等しく価値がある」
ことを基準に社会的価値を測る点に求めるの
ではなく、債務=信用に貨幣発生の根拠を求
めなければ、牛の皮から神官の官職にまで価
定価：2,808円（税込）
四六判 上製 496頁
東洋経済新報社（2014年09月26日発売）
ISBN-10: 4492654658
ISBN-13: 978-4492654651

格が付けられている古代メソポタミアの状況
を説明することができないのではなかろうか。
この点は、「マネー社会の存立に国家が関わ
らざるを得ない」理由に、マネー概念の根底
に「深く刻み込まれている共同体意識」の存
在を挙げていることも関連する。しかし、彼

れた古代メソポタミアでもラガシュの王や旧

（too big to save）ことから論じなければな

約聖書の債務帳消しに言及している。国家や

らない (6) 。そして、その背景には、現代金融

中央銀行のマネー社会への介入は、信用と清

において、企業生産金融に代わり、家計・消

算のメカニズムであり、イマジナリーである

費金融が大きな存在となり、証券化・金融の

マネー発生の根拠と同様、累積債務問題がマ

グローバル化・シャドーバンキングの進行に

ネー社会の存立を脅かす点から考えた方が理

おいて、かつての「マネーの大和解」が、家

解しやすい。さらに付言するならば、マネー

計・消費者をも巻き込む国際的な規模の金融

自身が社会統合の働きを有していることが、

危機に対処せざるをえない事態がある (7)。金

国家の関与を支えるベースになっていること

融機関の規制問題もその視点から論議されて

である。貨幣がモノではなく、イマジナリー

いるのではなかろうか。

は「普遍的価値」がいまだみられないと言わ

にとどまらず、もはや「大きくて救えない」

(5)

であるからこそである 。
注
最後に、「歴史的な互恵協定」から「一方的
な贈与の関係」への移行と見る「マネーの大

( 1 ) D.グレーバーは、「経済学が物々交換の寓話に

big to fail）にみられたモラル・ハザード問題
和解」の危機は、「大きすぎて潰せない」（too
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囚われ、過去100年間、考古学や人類学からの警
告を無視してきた」ことを批判し、貨幣が商品

述べる。D. Graeber, Debt: The First 5,000
交換に先行し、計算貨幣として生まれたことを

って、貨幣は当然のものとして前提されている

Years, 2011 参照。また、向井公敏『貨幣と賃

だけで、ただ壁の背後にある配管（plumbing）

労働の再定義 ―異端派マルクス経済学の系譜

of Last Resort, Princeton, 2011, pp.5-6.）

の類に過ぎない。
」（P. Mehrling, The New Lom-

bard Street: How the Fed Became the Dealer

―』（ミネルヴァ書房、2010年）は、マルクス
が「交換過程の自然発生的な形態である直接的

( 4 ) イングランドでも国債を南海会社株式に市場

物々交換」と述べているように、商品交換と物

価格で切り替える試みがなされた。1720年のバ

々交換を混同し、「貨幣のない社会、貨幣のない

ブル法は国債での払込みを促すため、南海会社

交換」から出発するという古典派以来の「古い

以外の会社設立を抑制しようとした。ロン・ハ

問題構制」にとらわれ、貨幣形態の理論的導出

リス『近代イギリスと会社法の発展 ―産業革

に失敗したことを明らかにしている。そして、

命期の株式会社

「貨幣の発生史がどうあれ、……貨幣はそれ自

南窓社、2013年）参照。

1720－1844年』（川分圭子訳、

身の固有の価値をもつ必要がない」こと、さら

( 5 ) 拙 著『 歴 史の 中の 貨 幣―貨幣 とは 何か

に、「一般的等価物としての貨幣は、諸商品の交

―』（文眞堂、2012年 5 月）、第 6 章、第 8 章

換過程の必然的産物ではなく、逆に貨幣こそが

参照。

諸商品の交換過程にとっての不可欠な前提にほ

( 6 ) 小林襄治「英国の金融構造改革 ―大きすぎ

かならない」と論じられた（136、142、159頁）。

て救えない―」、法政大学『経済志林』第79巻

後掲拙著で、「貨幣の抽象性と債務性は、現代の

3号、2012年 1 月、参照。

する」（164頁）と指摘したが、The Economist

( 7 ) 岡本悳也・楊枝嗣朗「『グローバル金融資本主

誌も、「貨幣がどこから来たかという理論は、今

に寄せて ―」、経済理論学会編『季刊 経済理

論じることになる」（Aug. 18th, 2012）と指摘

論』、第51巻第 3 号、2014年10月、参照。

基軸通貨ドルや欧州通貨ユーロの理解にも関連

義』の歴史的位相 ―21世紀型世界金融恐慌論

後ドルやユーロがどこへ行くのかということを

する。楊枝「ユーロ通貨危機が提起する貨幣の

*

再定義 ―『異端派マルクス経済学の系譜』に

昨年、熊本学園大学学長を退き、同大学を定年
退職された岡本悳也氏に小論を献呈する。

寄せて―」（金融学会西日本部会報告、2012年
12月 1 日、熊本学園大学、レジメ参照）。

（ようじ

( 2 ) 浜田宏一氏も、シカゴ学派「合理的期待仮
説」が「（貨幣量の変化とは無関係に）実物のこ
とは実物で決まって、貨幣の動きは物価水準に
変化をもたらすだけであるとする古典派的世界
に、経済学の時計を巻き戻してしまうおうとし
た。」「したがって、実物の動きでない金融政策
は、物価水準に影響を与えるだけで、実物の世
界には何らの影響も及ぼさない、ということに
なる。」と批判する。（『世界が日本経済をうらや
む日』、幻冬舎、2015年、179、183頁。）
( 3 )「マネーのない経済学」と「マネーしかないフ
economics view と finance view として、メーリ
ァイナンス理論」は、現在の支配的な

ングによって鋭く批判されている。「両見解にと
- 121 -

しろう

佐賀大学名誉教授）

■書評■

齋藤壽彦著

『近代日本の金・外貨政策』
（慶應義塾大学出版会、2015年１月）

建 部 正 義

本書は文字どおり著者渾身の大作である。

（specie）とは、本来は法定の鋳造貨幣で、

本文1545頁、まえがきとあとがきその他（目

その名目価値が素材金属の実質価値と一致す

次・参 考文献一覧・索 引）を含 めれば優に

る本位鋳造貨幣を意味する。金本位国では金

1600頁を超えるものとなっている。

貨、銀本位国では銀貨である。しかし、一般

本書の前身は、2006年 3 月に慶應義塾大学

には、それ自身で価値を有する金地金（金本

から授与された博士（商学）学位への申請論

位制下）または銀地金（銀本位制下）も正貨

文「近代日本の金・外貨政策 ― 金本位制下

と称せられている。このような正貨は、対内

の在外正貨を中心として―」であるとの由

的には兌換銀行券準備金、対外的には国際決

である。また、本書は、著者の前著『信頼・

済のための準備金として、きわめて重要な役

信認・信用の構造』（泉文堂、2002年）のなか

割を果たす。国内に置かれている正貨を在内

で提起された概念の実証的分析への適用とい

正貨、外国に置かれている正貨を在外正貨と

う性格も兼ね備えている。

呼ぶ。
日本の通貨当局は、在外正貨とは、国際貸
借の決済上、正貨の現送に代わる機能を果た

１

本書の狙い
すものであって、政府または中央銀行が、国
際金融の中心地において、現金で保有するか

著者によれば、本書の狙いは、以下のとお
りである。

またはいつでも容易に回収できる方法で運用
したものであると規定している。この規定に

「本書は、金本位制時代に焦点を合わせつ

従えば、本来の正貨以外のものも正貨の概念

つ、明治初期から第 2 次世界大戦終了までと

に含まれることとなる。すなわち、上記の条

いう長期にわたる正貨政策の全貌を明らかに

しようとするものである」
（ i 頁）。「本書の書

件のもとに保有される預金や有価証券も金銀

名に金・外貨政策という語句を用いたのは、

正貨の概念は、これらを包含するものとして、

今日では正貨政策という言葉が一般になじみ

広義の意味に用いられていたのである。正貨

がないであろうことを考慮したものである」

政策は、金本位制下の日本においては中央銀

（iii 頁）。

行たる日本銀行にとっての最重要政策であっ

第 2 次世界大戦前の我が国では金および金
に関係する外貨についての政策として「正貨

と同じく正貨に包含される。戦前の日本では、

ただけではなく、国家にとっても最重要政策
であった。

政策」 という言葉が用 いられて いた。正貨
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「従来の研究史を超えるには資料の渉猟と

分析手法の開拓が必要である。本研究では研
究の総合化に努めるとともに、内外の一次資

第6編
第12章

金解禁実施下の正貨政策

―再建金本位制の内実

料の発掘を行いつつ資料に基づく実証分析を
行った。同時に、本書は貨幣金融の理論を踏

金輸出の解禁実施と再禁止

第13章

金輸出再禁止と金兌換停止

まえて日本の貨幣金融史を考察している。さ

―日本の金本位制に対する「一般

らに、政策担当者の貨幣観、政策ビジョンを

的信認」の事実上の崩壊

研究することはもちろん、財界、評論家、一
般国民の意識までも取り入れて政策研究を行

第7編
第14章

った」（同上）。

ちゆうさつ

人物からみた戦前日本の国際金融

海外 駐 箚財務官制度成立以前の在外
国際金融担当者

もっ て、当該 問題に たいす る著者 の総 合

第15章

戦前日本の国際金融官僚

―海外駐箚財務官を中心として

的・体系的・通史的取り組みへの強い意気込
みを窺い知ることができるであろう。
終

章

各章の要約

以上である。

２

本書の構成
３

本書の内容

本書の構成は、以下のとおりである。

本書の論点―問題提起と結論

大部の著作であることを反映して、「終章」
では「各章の要約」が与えられているが、こ

序

章

日本の正貨政策に関する研究史

第1編

金本位制確立前の正貨政策

こでは、主として、「まえがき」に相当する
「本書の論点 ―問題提起と結論」に即しつ

第1章

日清戦争以前の正貨政策

つ、適宜に前者も参照しながら、本書の内容

第2章

日清戦争賠償金と正貨政策

の整理を試みることにしたい。

第2編

金本位制確立期の正貨政策

著者によれば、本書が解明しようとした中

第3章

金本位制の確立

心的論点は、第 1 に、日本の正貨吸収、金本

第4章

確立期金本位制の機構

位制の維持メカニズムの特徴を明らかにする

第3編
第5章

日露戦争以後の金本位制維持政策

ことである。

日露戦争以後の正貨維持吸収政策と

イギリスにおいては、イングランド銀行は

在外正貨

公定歩合操作を通じて金の防衛を図ろうとし

明治末・大正初期の正貨危機対策構

た。同行は、金準備の減少に際して金流出を

想

阻止するために、公定歩合操作により、金利

第6章

第4編

第 1 次世界大戦期の正貨政策

を引き上げる政策手段を重視していた。これ

第7章

第 1 次世界大戦期の正貨吸収政策

により海外からの資金流入を促進し、為替相

第8章

第 1 次世界大戦期の正貨処理政策

場の安定を図ることに努めた。だが、日本で

第5編
第9章

第 1 次世界大戦後の正貨政策

は、公定歩合を引き上げて国際的短期資金を

正貨吸収と正貨保有、国際信用と日

流入させることは期待できなかった。という

銀券への信認の維持

のも、その引上げが産業に悪影響を及ぼすこ

第10章 金輸出禁止下の在外正貨払下政策とそ

第11章

とが懸念されていたからである。すなわち、

の転換

同操作は、金本位制実施時や、第 1 次大戦直

金解禁政策

前の外債発行や生産奨励によって正貨危機を
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克服することができないと考えられたときや、

いた売却相場を金輸出現送点よりも高めに定

ドル買投機が大規模に進行して金解禁による

めた日銀在外正貨の売却、金輸出現送点近く

金本位制維持を困難にした際に円資金源を断

に定めることによって在外正貨の減少抑制を

って投機を抑圧しようとしたときなど、きわ

図りつつ行った日銀在外正貨の売却、これら

めて限られた時期にしか活用されなかったの

による金兌換回避策、第 1 次大戦期の輸出超

である。

過を背景とした日本銀行の横浜正金銀行への

日本では政府や日本銀行が正常な貿易を通

円建て為替資金の供給による多額の外貨確保

じて自力で正貨を蓄積できたのは1882年から

と政府を中心とする通貨当局の外国為替銀行

1895年までであり、それ以後は、正貨吸収は

在外資金買上げによる正貨吸収、正金銀行か

日清戦争賠償金の獲得、外資導入、第 1 次大

らの買上価格調整などを背景とする輸出為替

戦という他力に依存していた。金本位制の維

相場騰貴の抑制、第 1 次大戦後の為替相場維

持は国際的要因に大きく規定されていた。賠

持の意図を含んだ在外正貨払下政策、金兌換

償金、外債導入募集金、第 1 次大戦中の輸出

と併用されつつ実施された金輸出解禁期の在

為替手取金買上げに基づく政府在外正貨が、

外正貨の売却、正金銀行の為替統制売り（画

政府の対外支払いを支えるとともに、日本銀

定した相場で同行が一般市場に向かって直先

行の正貨補充、横浜正金銀行を中心とする外

を問わず為替を売却するという方策）による

国為替銀行への為替相場維持のための為替資

金本位制への信認維持と為替相場維持策の採

金補充に充当され、これが金流出防衛、正貨

用、といった正貨政策が展開された。

蓄積に大きく貢献した。

本書における第 2 の中心的な論点は、得ら

日本銀行は横浜正金銀行に対して円建ての

れた正貨の運用方法を検討することである。

低利為替資金供給を実施したが、これは正貨

在外正貨の構成をみると、所有者は政府と

吸収策として構想されたものである。実際に

日本銀行であり、在外正貨の保有地はロンド

は、正金銀行は外国為替・貿易金融機関とし

ン、ニューヨーク、パリ、ベルリンであった。

て機能するようになったが、他方で、正貨吸

保有形態としては、イングランド銀行への寄

収機関としての役割も有していた。金本位制

託金、イングランド銀行以外の信用ある商業

確立に際して同行の正貨吸収機関化が強化さ

銀行への利付預金、有価証券投資などのかた

れたが、日清戦争後の入超下では同行による

ちをとった。所有目的は、外債償還、政府対

正貨吸収は困難であった。第 1 次大戦期によ

外支払いへの充用（外債利子、軍事費、政府

うやく正金銀行を通ずる正貨吸収政策が大き

在外経費の支払い）、外国為替銀行への売却、

く花開き、大戦後も1919年まで正金銀行を通

金の買入資金、日本銀行の正貨準備（銀行券

じて正貨が吸収された。

兌換準備）繰入などである。それは、同時に、
あつ

産金額が少なく金の自由市場が未発達な日

金現送費の節約、外債募集への便宜、外国為

本においては、正貨政策は為替（在外正貨）

替相場低落抑制、金の対外流出の防遏にも資

売買操作、為替相場調整政策と密接な関係を

することになった。

有していた。日本では、通貨当局の為替市場

在外正貨の運用原則は、①安全性・流動性

への介入は、英米が為替平衡操作を実施する

の重視、②収益性への考慮、③国際金融協力

よりもはるか以前から行われており、明治前

への配慮などである。在外正貨はいざという

期から昭和初期まで、国庫金が事実上の為替

ときの戦争準備金としての重要性も有してい

平衡資金として重要な役割を果たしていた。

た。

日露戦争当初の輸出為替買入奨励、輸入為

本書の論点の第 3 は、日本金融史と外国金

替取扱抑制、日露戦争以後しばらく行われて

融史の研究を切り離して考察するべきではな
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く、国際的視点から日本金融史を再検討し、

（J.M.ケインズや松岡孝児など）。しかし金

また日本金融史の研究成果から外国金融史を

貨は国内では事実上ほとんど流通しなかった

とらえなおすということである。

とはいえ、1897年に日本で確立した金本位制

日本では、金貨が国内で流通していなかっ

においては、金貨の自由鋳造（貨幣 法第14

たが、金貨が準備金として保有されていた。

条）、自由溶解、銀行券と金貨との自由兌換

本書では、諸外国の貨幣制度と比較検討しつ

（兌換銀行券条例（1897年改正）第 1 条）、金

つ、日本の金本位制は、金為替本位制ではな

の自由輸出入が認められていた。銀行券の金

く、金貨流通なき金貨本位制であったと規定

兌換は主として対外決済手段としての金を入

する。

手するために企業により行われた。この点に

20世紀初頭以降の植民地における金為替本

関しては、日本の金本位制はイギリスの金貨

位制の採用は、植民地を本国に従属させる槓

本位制とは異なっていた。だが、金貨は無制

杆となった。すなわち、金為替本位制は、銀

限法貨であり（貨幣法第 7 条）、国内で使おう

貨国であった植民地を、植民地で銀貨を流通

と思えばいつでも流通手段として用いること

させたまま本国の金本位制の体系に組み込ん

ができた。

だ。

このような金本位制は、基本的には、金貨

国内金通貨を伴わず、金為替を準備として

本位制とみなすことができる。

自国通貨に対して金本位国通貨を平価付近で

金井雄一氏は金本位制に関する通説を次の

売却する制度を金為替本位制と規定するなら

ように否定する。金本位制下の金貨流通は本

ば、完全な金為替本位制はインドにおいて最

位貨幣としての金貨の流通ではなく、小額通

初に成立した。

貨への需要を満たすものであった。金本位制

第 1 次大戦後のドイツの再建金本位制にお

下の銀行券の信認は金貨兌換によって支えら

いては、兌換の一形態として金為替兌換が認

れていたといわれているが、通貨の信認にと

められた。1924年のドイツの貨幣法では金貨

って重要なのは安定した相場での外貨交換性

の自由鋳造、金の自由輸出、法定準備の 4 分

であって、国際収支均衡に基づく外国為替の

の 3 以上は金で保有すること（外貨準備は法

安定である、と。金本位制についてはさまざ

定準備の 4 分の 1 以内）が定められていた。

まな評価が行われている。だが、その論争に

このような貨幣制度は、本来、金為替本位制

おいては、日本こそが、金貨本位制を採用し

とはいえない。だが、ライヒスバンクは自ら

つつ、金本位制時代 の早い段 階で管理通 貨

の選択によって金貨、金地金、金為替のいず

的・為替管理的な政策を採用していたという

れによっても銀行券の兌換に応ずることがで

視点が抜け落ちている。日本の金本位制が国

きた。銀行券の所有者には銀行券を金貨や金

際金本位制下で重要な役割を果たしていたに

地金に換える自由がなかったから、この制度

もかかわらず、海外の金本位制研究をみても、

は厳密な意味での金貨本位制や金地金本位制

日本の金本位制に対する言及がきわめて乏し

でもなかった。ライヒスバンクは銀行券の外

い。したがって、日本の金本位制について研

貨資金との交換にはなるべく自由に応じたが、

究することは内外の学会に貢献することにな

金との兌換は、マルク相場が為替売買操作に

ろう。

もかかわらず金輸出点にまで低落したときに

本書は日本の金本位制の対外的性格を在外

のみ考慮した。ドイツの再建金本位制は金為

正貨の役割から客観的に明示した。在外正貨

替に依存した金本位制であった。

に依存した日本の金本位制の成立・確立過程

日本の金本位制は、かなり多くの人々によ

は、英米依存性を表すとともに、英米の利益

って金為替本位制であったとみなされている

に寄与するものでもあった。だが、このこと
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は、日本の英米への従属を意味するものでは

目している。この信念は、政策理念と慎重な

なく、自立性を維持するものでもあり、日本

考慮に基づくものであった。

の利益にも寄与した。すなわち、在外正貨は、

また、通貨に対する「一般的信認」

金現送費の節約、外債募集への便宜などから

（credibility）の形成という新たな視覚を提

生じたものであり、また、日本銀行の正貨準

起した。金本位制の確立、金本位制への復帰

備確保、外国為替相場低落抑制とこれによる

を金本位制に対する一般的信認の確立という

金の対外流出の防遏などのために役立ったの

観点からとらえ、輿論の動向が大きくかかわ

である。在外正貨依存の貨幣制度が、金に厳

っていたことを示した。政策決定が当局者だ

しく拘束されない弾力的な銀行券発行を可能

けでなく輿論によっても規定されていること

にし、経済発展を考慮した金融政策を可能に

が関係者によって認識されていた。この輿論

したといえる。

（標準的な理性的意見）と世論（世間一般に

よ ろん

日本における金本位制確立、金本位制復帰

みられる私的な感情）とは当時区別されてい

に対する評価については、国際的要因と国内

たが、金本位制復帰時には大規模な世論操作

的要因をどのように取り扱うかが問題となる。

が展開され、これにより金本位制復帰に対す

本書では、日本の金本位制確立、復帰、再離

る一般的信認への補強が政府によって実施さ

脱を国際的な金本位制をめぐる動向をふまえ

れた。

て考察した。その際、国際的要因が大きな契

さらに、人間個々人の間の信頼関係も国際

機になったことを認めつつ、金本位制復帰が

金融において重要な役割を果たした。国際金

日本への国際的圧力の結果であるというとら

融家、国際金融官僚への国際的信頼が日本の

え方をせず、金本位制に対する信認、金本位

国際的信認・信用を強化していた。ただし、

制復帰への立ち遅れに対する孤立化の恐れ、

その国際的信頼は日本の政治経済に対する国

外債発行のための国際的信認の確保、国際的

際的信認・信用に規定されており、後者が崩

威信の確保、という、人間の認識が作用した

れれば、前者もそれを食い止めることができ

ことを重視した。客観的情勢が直接的に政策

なかった。

決定に影響を及ぼすのではなく、人間の考え
を通じて影響を及ぼすものであるということ

４

本書への評価

が看過されるべきではない。
加えて、日本の正貨政策の軍事的性格をも
明らかにした。第 1 次大戦期およびその終了

みられるように、本書は、近代日本の正貨

当初には、東洋での戦争に備えることが金輸

政策についての本格的かつ総合的・体系的・

出禁止の大きな要因となり、その後の金輸出

通史的・国際的研究である。戦前のわが国の

禁止継続も戦争準備金確保がその一因であっ

金・外貨政策にかんしては、これまで、金本

た。また、金解禁後に金輸出再禁止となった

位制の確立、金解禁、金輸出の再禁止といっ

背景には、満州事変の勃発があった。

た問題にしか関心をもつことがなかった評者

本書における第 4 の中心的な論点は、信頼、

には、本書から学ぶことがきわめて多かった。

て大きな要因であったことを明らかにすると

たい。また、E. H. カーの「歴史は現在と

いう問題である。

過去との対話である」という箴言を引きつつ、

信認、信用が日本の貨幣史を規定するきわめ

その意味で、本書の学問的価値を高く評価し
しんげん

本書は、金本位制の確立とその再建にあた

本書の考察が有する現代的課題へのインプリ

っては 、政策当局者（ 松方正義 と井上準之

ケーションの提起もきわめて示唆的である。

助）の信念が重要な役割を果たしたことに注

たとえば、日本銀行の異次元金融緩和にたい
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する以下の発言が注目される。すなわち、「歴

済学の基本的立場は、次のようなものであろ

史研究は、通貨制度にとっては一般国民の通

う。「人間は、彼らの生命の社会的生産におい

貨に対する信認がいかに重要であるかを改め

て、一定の、必然的な、彼らの意思から独立

て我々に思い知らせてくれた。この重要性は

した諸関係を、すなわち、彼らの物質的生産

金本位制の時代にとどまらない。現在、デフ

諸力の一定の発展段階に照応する生産諸関係

レ対策として日本銀行に過大な期待が寄せら

を受け容れる。これらの生産諸関係の総体は、

れ、同行は通貨膨張をためらうべきはないと

社会の経済的構造を形成する。これが実在的

いう議論が行われているが、通貨に対する信

土台であり、その上に一つの法的かつ政治的

認を失わせないようにするという視点が必要

な上部構造がそびえ立ち、そしてこの土台に

であるということを歴史研究は示唆してくれ

一定の社会的意識諸形態が照応する。……人

ている」
（1542頁）、と。

間の意識が彼らの存在を規定するのではなく、

いずれにせよ、本書は、たんに金融史研究

逆に彼らの社会的存在が彼らの意識を規定す

家ばかりではなく、ひろく貨幣・金融論に興

るのである」
（K. マルクス「『経済学批判』序

味を抱く研究者によっても味読されてよい力

言」）。

作である、と位置づけることができるであろ

いくつかの例を示そう。

う。

著者は、一方で、「金本位制に対する人々の
一般的な信認（一般的信認）が金本位制を支
えていたこと、その重要性を研究を通じて改

５

本書に対する若干の疑問
めて強調した」（iii 頁）、と言う。だが、他方
で、「金貨の自由溶解、金地金の自由鋳造、銀

本書の学問的価値を高く評価することにや

行券の自由兌換、金の自由輸出入を有する金

ぶさかではないが、それにもかかわらず、い

本位制が価値尺度機能と通貨価値・物価・為

くつかの疑問が残った点も否定することがで

替相場の安定機能という経済的役割を果たし

きない。以下では、与えられたスペースの範

ていたからこそ、人々は金本位制を一般的に

囲内でいくつかの問題を提起したい。

信認した」（1150頁）、とも説明する。もちろ
ん、後者の記述が正しい。

第 1 の問題は、信認・信頼という概念にか

また、著者は、「日本銀行は正貨準備として

かわる。評者も、とりわけ歴史的研究に際し

金を保有し、日本銀行券は金貨との兌換とい

ては、「一般的信認」や信頼といった概念に依

う信用によって一般的信認を得た」（464頁）、

拠して説明せざるをえない場合がありうるこ

と説明する。このように、日本銀行券に対す

とは十分に承知しているつもりである。しか

る人々の一般的信認の基礎に、金兌換の約束

し、貨幣金融史の科学的な研究を目指すとい

とその実行という経済的事実が存在したこと

う目的に照らすかぎり、本書では、経済的事

が忘れられてはならない。

実・経済法則という側面に比較して、この側

ついでながら、今日の不換化した日本銀行

面があまりにも前面に押し出されすぎている

券にかんしても、日本銀行による通貨価値の

といえないであろうか。じっさい、本書に付

維持（インフレの阻止）への不断の努力を伴

されたオビに踊る言葉は、「世界の『信認』を

うことなしには、それにたいする人々の一般

獲得せよ！」、「世界の『信認』獲得をめぐる

的信認を繋ぎ止めることはおよそ不可能にな

国際金融家たちの活躍と苦闘」というもので

るであろう。

ある。

この点は、外債発行にあたっての、国際金

釈迦に説法のきらいがあるが、マルクス経

融家、国際金融官僚の国際的信頼関係につい
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ても同断である。まさに、著者が、海外駐箚

ための手段にすぎない、という見解を紹介す

財務官として活躍した森謙吾の語録から、以
下のような引用を行っているとおりである。
すなわち、「外債発行において発行関係者が最
も重きを置くべき部分は支払い能力を証明す
ることであり、……『日本政府の財政、日本
の国力、其経済力が此起債の元利を支払ふに
充分である』ということを応募者に納得させ、
『安心』させなければならない」（361頁）、
「凡そ一国の海外市場に於ける信用は、其国
経済力の測定せられたる結果、市場に定めら
れた標準があります。如何に有能有力の人と
雖も其国の経済力を代表する一定の信用程度
を超越したる仕事は、絶対に不可能でありま
す」（1490～1491頁）、と。
第 2 は、これと同質の問題である。著者は、
「日本の金本位制の実施は……金本位制に対
する一般的信認の形成が不十分な状況のもと
で決定されたのであり、このことから松方の
信念の重要性が認識されるべきである」（198
頁）、「日本において金解禁の条件が未成熟で
あったにもかかわらず金解禁が断行された背
景には、金本位制に対する井上準之助の信念

A5判／上製／1648頁

があった。『信念』はしばしば変革のために必

慶應義塾大学出版会 (2015/2/22)

税込価格：43,200円

ISBN： 978-4-7664-1891-0

要な条件となる」（1188頁）、というかたちで、

Cコード：C3033
(4-7664-1891-3)

歴史の転轍機としての信念の役割を強調する。
しかし、井上による金解禁に反対した高橋是
清もまた「信念の人」（同上）であった。こう
した場合、歴史は基本的にどちらの方向に進
展するのであろうか。当然のことながら、「経

る。しかし、本書全体をつうじて、階級的視

済的合理性」（198頁）、「経済的根拠」（206

点およびそれを基礎にした分析はきわめて希

頁）を反映する信念の方向に進展するに違い

薄であるといわなければならない。この視点

ない。ここでもまた、「実在的土台」による

が導入されていたならば、一般的信認、信頼、

「意識諸形態」にたいする規定関係に留意が

信念を重視する本書の記述にそれなりの変化

はらわれるべきであろう。信認が経済史のな

が生じたことであろう。

かで果たす役割にはおのずから限界がある。

最後は、『資本論』の内容の解釈にかかわる

第 3 は、金解禁はどの階級の利益を代表し

問題である。著者は、「〔1897年の〕貨幣法の

ていたのかという問題である。著者は、野呂

制定は貨幣、金本位制に対する国民の一般的

榮太郎の、金の輸出解禁は物価低落および産

信認の進展を前提とし、これを法認化したも

業合理化の促進による生産費の低下に基づく

のとみなすことができる。貨幣法に基づき金

金融資本の寡頭的支配権を確立・絶対化する

貨を鋳造する国家、国家権力、貨幣高権に対
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する国民の一般的信認はカール・マルクスの
いう国家信用、国民的信用にあ たる」（220
頁）、と論定する。周知のように、マルクスの
いう国家信用、国民的信用とは、以下の文脈
のな か で 登場するもの であ る。す なわち、
「
〔ナポレオン戦争時代の〕1797～1817年のイ
ングランド銀行の銀行券〔兌換が停止され不
用を有していた（nur durch den Staat Kre換紙幣化していた〕は、国家によってのみ信

「たいていの国では、銀行券〔兌
dit haben）」、

換銀行券〕を発行する主要銀行は……事実上、
ナチオナールな信用（Nationalkredit）を背
後にもち、その銀行券は多かれ少なかれ法定
支払手段である」、と。筆者は、後者の内容に
ついては ―したがって、前者の内容につい
ても ―、従来から、次のような三宅義夫氏
の解釈に同意してきた。「ここで事実上〈ナチ
オナールな信用〉を背後にもっているといっ
ているこの〈信用〉は、信用貨幣 ―これは
……、中央銀行券であれば金で支払われると
いう信頼にもとづくものであるが ―の〈信
用〉とは異なるものであって、不換紙幣でも
必要とされるような〈信用〉のことである。
たとえば、……`1797～1817年のイングランド
た´ といっているそれと同じものであって、い
銀行券は、国家によってのみ信用を有してい

いかえれば強制通用力をもっていることにほ
かならない」（『資本論辞典』、青木書店）。ま
た、『1857-58年の経済学草稿』には、「イング
ランド銀行は、不換銀行券を発行する権能を
法律上あたえられていた期間」（『マルクス資
本論草稿集』、大月書店）、という表現も見出
される 。要するに、評 者には、 著者による
『資本論』の内容の解釈はあまりにも広義に
すぎるように思われる。

（たてべ

まさよし

中央大学名誉教授）
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論じている。
編

集

後

記
△…「評論」の第 2 は、独占研究会の記念シ
ンポジウムにおける報告を取り上げたもので

△…現在、国際社会および日本社会はきわめ
ある。人間と自然の搾取・荒廃をもたらして
て重大な問題に直面している。政治、経済、
いる現代資本主義を『資本論』の経済学によ
社会、文化等に関する理論的研究、実態の解
って解明することを課題した 3 つの報告を紹
明、政策提言を行い、これを自由かつ科学的
介し、これらに対してコメントを加えている。
に究明することを課題とする本誌の役割はま
△…評論の第 3 は、NHK放送文化研究所の
すます重要になってきているといえよう。
「現代日本人の意識構造」に関する調査報告
△…本号では「巻頭言」、「連載特集」 1 本、
の内容を紹介し、これに対してコメントを加
「評論」 3 本、学術「論文」 5 本、「書評」 2
えたものである。「政治活動」に関する意識に
本を掲載した。「連載特集」とともに評論 3 本
焦点を絞って考察している。
を掲載できたことは、特定の専門領域での研
△…学術「論文」では、第 1 論文は、ピケテ
究の成果として得た新たな知見を論拠を明示
ィが『21世紀の資本』において示した命題、
しつつ専門家にもたらすだけでなく、専門家

r > g（資本収益率 > 産出と所得の成長率）を

の主張を広く国民に伝えるという本誌の役割
労働価値説の観点から数学的モデルを通じて
を果たすことができたこととなる。
検討したものである。その命題の背後には剰
△…本号の「巻頭言」は、現代資本主義経済
余価値率の継続的上昇があることを明らかに
の構造と運動法則を対象とするマルクス経済
している。
理論の代表的な研究成果を検討し、今後ます
△…第 2 論文は、アメリカの金融構造的パワ
ますその研究を深める必要があるということ
ーがグローバル金融危機の発生後にも維持さ
を論じたものである。
れてきた原因を検討している。それが国際制
△…「連載特集 現代の貧困」として今回取り
度よりも国内制度によって支えられたもので
上げられたものは、アベノミクスがもたらす
あることを明らかにしたものである。
日本社会の貧困化問題である。労働や社会保
△…第 3 論文は、対人サービス労働における
障を中心に、アベノミクスを批判的に考察し、
分業や協業などの労働組織を、『資本論』第一
この政策が「一億総貧困社会」を出現させる
部第12章「分業とマニュファクチュア」の検
恐れがある、と論じている。
討によって明らかにしようとしたものである。
△…「評論」の第 1 は、アベノミクスの約 3
△…第 4 論文は、保険販売の自由化が進む中
年間の評価を行ったものである。特に 3 本の
で、保険会社の優越的地位の濫用によって、
矢の第 1 の矢として位置づけられている「大
多くの一般の保険代理店の手数料が引き下げ
胆な金融政策」の影響を詳細に検討しており、
られてその地位が低下したことを明らかにし
それが的となる目的を達成できなかった、と
たものである。
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△…第 5 論文は、東日本大震災で液状化被害

中で、入学生確保のためのに大学教員が奔走

を受けた浦安市の液状化対策を調査したもの

せざるを得ない、入学してきた学生の基礎学

である。A地区では合意形成が難しく同対策

力向上、就職支援に教員が取り組まざるを得

事業への参加を見送られたが、その理由を解

ない、度重なる大学改革に教員が忙殺されて

明している。

いる、といった事情もある。このようなこと

△…本誌は「書評」も重視しており、通常よ

は研究機関としての大学の危機であるとさえ

りも長い紙面を書評者に提供している。

いえよう。本誌は上記の課題に取り組む若手

△…書評の第 1 は、マネーそのものには目に

研究者に発表の機会を提供したいものである。

見える物理的な実体はなく、信用と清算のメ

△…学界ではレフリー付雑誌に論文が掲載さ

カニズムこそがマネーの本質であるとみるマ

れることが高く評価される。これは高い水準

ーチンの『21世紀の貨幣論』を紹介し、書評

の論文を書くための動機付けとなるために必

者のコメントを加えたものである。

要なことであるといえるのであり、本誌もレ

△…書評の第 2 は、貨幣・金融制度や財政運

フリー付雑誌として、研究者を支援している。

営、国策などの根幹をなす金・外貨準備に関

査読にパスするためには新たな知見の提示が

する日本の政策史を取り扱った『近代日本の

求められる。大きなテーマではこれが困難で

金・外貨政策』を論評したものである。

あり、テーマの絞り込みが専門論文として必

△…本号には本研究所関係者および外部の者

要である。これが学問の進歩であるとみなさ

が執筆している。前者について言えば、齊藤

れている。

壽彦は理事、大石雄爾氏、建部正義氏は評議

だが、査読付き論文を書くために、極めて

員、北村実氏は相談役、山本唯人氏は主任研

特殊の、現実の人間社会からかけ離れたテー

究員である。

マでの、学問それ自体の研究が行われ、人類

△…本誌掲載論文が多くの人に読まれること

社会が真に解決を求めている根源的な問題へ

を希求してやまない。

の取り組みが希薄となる、という問題も生じ

△…本誌は現代社会の抱える大きな問題に鋭

ているように思われる。

く切り込む論文の投稿を歓迎しているが、こ

△…研究はテーマが命である。本誌を、研究

のような課題に挑戦する若手研究者が少なく

それ自体のための研究、既存の研究に修正を

なってきているように思われるのは残念であ

加えただけの論文の発表の場ではなく、現代

る。

社会が真に解明を求めているテーマを取り上

高年齢の研究者が根源的な理論問題や現代
的課題に挑戦している。その一方で、このよ

げた調査、研究論文、評論の発表の場とした
いものである。

うな研究課題に取り組む若手研究者が近年大
学で育ってきていない。それには、少子化の
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