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「第４次産業革命」と生産様式の移行

斎 藤 正 美

自動 運転の車が でき、有名な 囲碁棋 士が

ー」 が2013年に 「戦略 的イニシ アチ ブ工 業

AIプログラムに敗れ、巨大なデータ が人間

4.0の履行のための勧告」を行った。ドイツ

の行動を明らかにするようになり、人々は社

工業の優位性を確認しながら、機械と倉庫シ

会が大きく変わる予感を抱いている。こうし

ステムと生産設備をサイバー&実物空間のな

た 事 態 に 対し 、ここ の とこ ろ IoT（ internet

かでグローバルに統合したビジネスを構築す

of things：物のインターネット）、ビッグデ

るというのである。このなかでエネルギー生

ータ、AI（人工知能）等の技術を、「第 4 次

産、貯蔵、サイバー空間での情報を自立的に

産業革命」と規定する議論がさかんになって

交換しながら、生産主体を互いに独立にコン

いる。

トロールする姿を描いている。

2015年 6 月の閣議で提示された「日本再興

一方、同じ年にオックスフォードの研究者

戦略 」（改訂 2015）では、 IoT、ビ ッグデ ー

は、「第 4 次産業革命」の影の部分に着目し、

タ、人工知能が従来にないスピードとインパ

2030年に今ある仕事の49％が機械に奪われる

クトで進行している状況を受けて、① この

可能性があると発表した。10年～20年後にな

技術がもたらす変革の姿や時期、② ビジネ

くなってしまう仕事のトップ25として、第 1

スの可能性、③ 官民が行うべき対応、を検

位は、電話による販売員（テレマーケター）、

討するとした。その後 8 月に、産業構造審議

第 2 位は、不動産登記の診査・調査、以下、

会で「新産業構造部会」を立ち上げ、2016年

手縫いの仕立て屋、コンピュータを使ったデ

4 月に中間報告「「新産業構造ビジョン」～

ータの収集・加工分析、保険業者……と続く、

第 4 次産業革命をリードする日本の戦略～」

これに対し、10～20年後に残る仕事のトップ

が発表された。政府の規定では、「第 1 次産

25は、 1 位から順に、レクレーション療法士、

業革命」の担い手は動力を獲得した蒸気機関

整備・設置・修理の第 1 線監督者、危機管理

であり、「第 2 次産業革命」の担い手は、動

責任者、メンタルヘルス・薬物関連ソーシャ

力を革新した電力・モーターであり、「第 3

ルワーカー、聴覚訓練士……である。データ

次産業革命」の担い手は自動化を進めたコン

に基づく定型分析や審査等はなくなり、メン

ピュータである。第 4 次産業革命の担い手は、

タルや管理業務は残るということであろう。

自立的な最適化を可能とした人工知能である。

確かに、生産と生活に巨大な変革を迫る、
IoT、ビッグデータ、AI 技術であるが、これ

ドイ ツでは「科 学と技術の国 家アカ デミ
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を｢第 4 次産業革命｣と規定することには大き

わしい水準に達していなければ、協同組合的

な問題がある。産業革命は単なる技術の発達

社会主義を目指す運動は流産せざるを得ない。

ではなく、労働手段の変化を起点とし、労働

したがって、協同組合的社会主義への移行を

力と労働手段の結合様式の変化を表す概念で

議論するには、新しい生産様式にふさわしい

ある。すなわち、技術革命を起点として封建

技術がすべて出そろっているかどうかをまず

的生産様式から資本主義的生産様式への変化

確認しておかなければならない。この上に立

を表わす概念である。労働手段が労働者から

って、当該の技術的発達が、どのような性格

分離し、労働者に対立して資本として現れる

を持っているかが議論できる。

一方、農民が土地から引き離され、プロレタ

ところで、SF 文学の世界では、たとえば

リアに転化するまでの資本主義の確立と世界

アルフレッド・ベス ター『破 壊された男 』

史的変化を表わすのである。

(1953年)、で描かれたように無意識の欲望で

このことは、すでに1953年に相川春喜が、

すらエスパーに透視されてしまう時代は、24

星野芳郎の第 2 次産業革命説を批判したなか

世紀であった。科学の世界では、そんなに遠

で明らかにしていた（相川春喜｢“第 2 次産

い時代ではなく、人間の記憶を引き出せるの

業革命説”の批判 ―技術史の方法によせて

は、カーツワイル『ポストヒューマン誕生 コ

(1)｣『科学史研究』第25号、1953年 3 月）。

ンピュータが人類の知性を超える時』(2007

したがって、「第 2 次産業革命」とか「第 3

年)、によれば2020年代である。2020年代に

次産業革命」等は、生産様式の移行が伴わな

は、証人喚問で｢記憶にございません｣という

い限り、使用できない用語である。

ことが通じなくなり、証人の記憶が引き出せ

マルクス経済学の分野では、現在、社会主

るというのである。カーツワイルは脳の部分

義的生産様式をアソシエートした労働の生産

的機能の解明が相当進んでいることを踏まえ、

様式と規定し、それは協同組合社会主義であ

それらの総合から脳を機能的にシミュレート

るとする見解が、精力的に主張されている。

できると予想している。クーロン人間のよう

とすれば、IoT やビッグデータやAI が、アソ

に生物的なコピーでなく、非線形の工学モデ

シエートした労働の生産様式の物質的基礎と

ルの巨大な建築物を通して、脳をシミュレー

どのような関係にあるのかが、第 1 に問われ

トするのである。当然、記憶もコピーできる。
IoT、ビッグデータ、AI の延長上には、遺

るべきであろう。
将来実現する協同組合的社会主義社会では、

伝学、ナノテクノロジ―、ロボット工学の発

少なくとも自立した協同組合が相互的に情報

達に支えられてこのような世界が開けている。

をやり取りし、この個別相互的な情報のやり

今や、デモに「携帯」やスマホ、インターネ

取りを、すべての協同組合が同時に共有でき

ットは必需品である。人工知能が大量の情報

なければならないであろう。このこと一つを

をもとに自ら自律的に考え、全体の中で相互

とってみても、コンピュータの方式の飛躍を

的に情報を交換し最適な行動をとるとすると、

要請することが分かる。2000年代に本格化し

利潤原理を否定することを提唱するかもしれ

たマルチプロセサーに基づく並列処理方式の

ない。マルクス派は、「第 4 次産業革命」に

コンピュータがその考え方に対応するもので

対し、生産様式の移行の観点から注目する必

ある。つまり、生産技術がこの水準になって

要があろう。

いれば、政治的に実現した協同組合的社会主
義を維持できるのである。逆に、物質的基礎

（さいとう

であるコンピュータ技術などが、これにふさ

究員）
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まさみ

政治経済研究所主任研

■連載特集

地域特集・地域の問題（１）■

「輸出大国」の行き詰まりと
地域循環経済への課題
村 上 研 一

《要旨》 日本経済は、高度成長期に形成された重化学工業生産力を基盤に、1970年代から80年代にかけて
機械産業を中心に輸出依存的「経済大国」化を遂げた。こうした成長の中で、輸出産業の稼ぐ外貨
を前提に、食料・エネルギー・資源の海外調達が拡大し、国内資源産業は衰退を余儀なくされるグ
ローバル志向の産業構造が形成された。2010年代、輸出産業の国際競争力低下および海外生産の拡
大によって貿易黒字が大きく減退し、資源価格の動向によって貿易赤字が拡大する事態が生じてい
る。食料・エネルギーを安定的に確保し、人々の生活の安定につながる産業・経済を実現するため
には、国内資源産業の復活と地産地消による地域循環経済への転換、さらに各産業の特性を踏まえ、
産業ごとの再生産循環のあり方を再検討することが不可欠である。
目 次

日本大震災は、自然災害の深刻な影響ととも

はじめに.
Ⅰ.戦後日本の産業・貿易構造
1.高度成長と戦後産業構造の形成
2.輸出依存的「経済大国」化と産業・貿易構造
Ⅱ.長期不況と成長産業の分岐
1.1990 年代不況の歴史的意味
2.輸出依存的成長産業の絞り込み
Ⅲ.「輸出大国」の終焉と地域循環経済の課題
1.輸出依存的「経済大国」の行き詰まり
2.地域循環経済と日本産業の課題
おわりに.

に、従来の輸出依存的成長からとり残されて
きた被災地域における過疎と地域経済の衰退
を顕在化させた。また原発事故は、制御不能
な原子力技術自体の問題とともに、大規模集
中型から地産地消型へのエネルギー供給のあ
り方の課題を浮かび上がらせた。一方、日本
の貿易収支は同年、31年ぶりに赤字となり、
14年にかけて赤字額は増加し続けた。12年末
以降の円安ドル高にもかかわらず輸出数量は
伸びず、昨今ではシャープや三菱自工、東芝
など代表的な輸出企業の経営破綻が表面化し
た。こうした状況の下、輸出依存的成長の限

はじめに

界と、これに代わる地域循環経済への転換が
提起されるようになっている。
本稿ではまず、高度成長期に形成された重
化学工業を主軸とした日本産業の構造的性格、

2008年、米国の金融危機に端を発した世界
不況が日本経済を直撃し、自動車を中心とす

とりわけ貿易構造の特質についての考察を通

る輸出産業に過度に依存した日本産業の脆弱

じて、従来の輸出依存的成長のあり方が深刻

性が明瞭になった。さらに2010年代に入って、

な行き詰まりに直面している実態と要因につ

高度成長期以来の日本の産業構造の根本的変

いて検討する。さらに、今日の日本経済およ

容が明らかになってきている。11年 3 月の東

び地域経済の産業構造の検討から、こうした
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図１

鉱工業生産者出荷指数の産業別推移

（2000年＝100）

出所：経済産業省経済産業政策局統計調査部「鉱工業指数年報」各年版より作成。

行き詰まりを克服し、国民生活の安定につな
がる産業・経済活動を確保するためには、地
域循環経済・産業の展望が不可欠であること、

１．高度成長と戦後産業構造の形成

そしてその実現に向けた課題を明らかにした
鉱工業生産者出荷指数（2000年＝100）の産

い。

業別推移を図１で示した。高度成長開始前の
1953年にはほとんどの産業で同指数は10未満
である。高度成長末期の73年の指数に注目す

Ⅰ．戦後日本の産業・貿易構造

ると、この段階で2000年にほぼ匹敵する水準
を示している産業と、この段階では60未満で
70年代から80年代に急増する産業とに二分さ

日本経済は高度成長期、臨海工業地帯を中

れる。前者は鉄鋼、金属製品、窯業・土石製

心に形成された重化学工業を主軸に急成長し

品、石油・石炭製品など素材産業であり、こ

たのに続き、1970年代後半から80年代にも欧

れら産業が高度成長期日本の生産拡大の中心

米先進国を上回る経済成長を遂げ、80年代半

であったことが分かる。こうした素材産業の

ばには一人当たりGDPで米国に匹敵する「経

うち粗鋼生産量を国際比較した図２では、55

済大国」化を実現した。本節では、高度成長

年に1000万トン弱と英独の半分程度だった日

期に形成され、その後の「経済大国」化の原

本の粗鋼生産量は、60年代前半に英独を凌駕

動力となった重化学工業を主軸とする日本産

し、 73年 には米 ソ両超大国 に匹敵 する 1 億

業の性格について、貿易構造および国際分業

1932万トンのピークに達しており (2)、高度成

との関連に留意しながら概観しよう 。

長期に形成された日本の素材産業の生産能力

(1)
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図２

主要国の粗鋼生産量の推移

（暦年）

出所：(社)日本鉄鋼連盟編『鉄鋼統計要覧』各年版より作成。

表１

1955～2011年

部門構成（名目）

原材料 労働手段 流通資材 流通設備 ｻｰﾋﾞｽ資材 ｻｰﾋﾞｽ設備 公共資材 公共設備 消費手段
輸出
年
R
F
ZR
ZF
SR
SF
GR
GF
A
1955 51.01% 11.05%
2.62%
3.79%
0.00%
25.33% 6.20%
1960 52.39% 9.02%
2.25%
2.66%
1.57%
0.00%
1.94% 24.88% 5.29%
1965 47.85% 7.05%
2.72%
3.70%
1.88%
0.00%
2.78% 28.12% 5.90%
1970 47.64% 9.80%
3.06%
5.03%
2.89%
0.00%
2.48% 22.57% 6.52%
1975 45.45% 7.84%
3.16%
5.14%
3.34%
0.52%
1.90% 24.98% 7.67%
1980 46.10% 7.45%
3.61%
5.63%
3.74%
0.66%
1.85% 22.87% 8.09%
1985 43.66% 7.36%
3.84%
3.17%
4.20%
2.53%
0.68%
1.95% 23.26% 9.34%
1990 40.27% 9.16%
4.91%
4.75%
4.10%
2.94%
0.68%
1.95% 23.85% 7.38%
1995 37.84% 8.19%
5.54%
3.61%
4.89%
2.91%
0.90%
2.43% 26.52% 7.16%
2000 36.92% 7.56%
5.96%
3.02%
5.45%
2.79%
1.09%
2.34% 25.91% 8.96%
2005 37.77% 5.48%
6.78%
2.80%
5.53%
2.60%
1.18%
2.21% 24.41% 11.22%
2011 38.15% 4.75%
6.85%
2.35%
6.48%
2.10%
1.29%
1.74% 24.40% 11.88%
注：１．1955年の「労働手段」には「流通設備」「サービス設備」「公共設備」を含む「固定設備」を意味する。
２．1960～80年の「流通設備」は「サービス設備」を含む「不生産的部門用設備」を意味する。
出典：各年の「産業連関表」より作成。

の巨大さが明瞭である。

合計
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

ぶ」成長、理論的にはⅠ部門主導の蓄積が進

表１は、生産的部門の国内生産総額につい

展したものと理解できる。60年以降の貿易総

て、産業連関表に示された販路構成から再生

額、食料・エネルギー・資源と金属・機械の

産（表式）論的視角に基づく部門構成の動向

輸出入動向を示した表２では、高度成長期に

を推計したものである。表 1 で、高度成長期

食料・エネルギー・資源輸入額が輸入総額の

には後の時期と対比して原材料構成比が大き

6 割前後を占めている。一方、輸出に占める

く、好況下の1960・70年には労働手段構成比

金 属 ・ 機 械 の構 成 比 は 60年 33.3％ か ら 70年

が高まっている。すなわち、好況期を中心に

52.3％に高まっており、急拡大した金属・機

生産手段生産が急拡大する「投資が投資をよ

械の生産能力が国内需要を上回り、外需に依
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表２

輸出入額の長期推移

単位：百万円
輸入

1960年 食料・エネルギー・資源

増加率

構成比

対GDP

輸出

増加率

構成比

対GDP

収支

対GDP

1,077,653

60.9%

6.5%

121,603

6.6%

0.7%

－956,050

－5.8%

機械・金属

340,846

19.3%

2.1%

613,052

33.3%

3.7%

272,206

1.6%

内生部門計

1,768,913

100.0%

10.6%

1,843,060

100.0%

11.1%

74,147

0.4%

62.6%

6.5%

170,693

40.4%

4.6%

0.5%

－2,029,548

－6.0%
3.3%

1965年 食料・エネルギー・資源

2,200,241

104.2%

機械・金属

539,400

58.3%

15.3%

1.6%

1,666,448

171.8%

44.8%

4.9%

1,127,048

内生部門計

3,516,932

98.8%

100.0%

10.4%

3,719,271

101.8%

100.0%

11.0%

202,339

0.6%

4,239,343

92.7%

54.9%

5.6%

254,228

48.9%

3.0%

0.3%

－3,985,115

－5.3%

機械・金属

1,497,971

177.7%

19.4%

2.0%

4,467,382

168.1%

52.3%

5.9%

2,969,411

3.9%

内生部門計

7,725,334

119.7%

100.0%

10.2%

8,545,007

129.7%

100.0%

11.3%

819,673

1.1%

12,796,539

201.9%

64.2%

8.2%

266,811

4.9%

1.3%

0.2% －12,529,728

－8.1%

1970年 食料・エネルギー・資源

1975年 食料・エネルギー・資源
機械・金属

2,039,762

36.2%

10.2%

1.3%

12,188,359

172.8%

61.0%

7.8%

10,148,597

内生部門計

19,937,999

158.1%

100.0%

12.8%

19,979,316

133.8%

100.0%

12.9%

41,317

0.0%

21,929,776

71.4%

59.8%

8.7%

420,390

57.6%

1.2%

0.2% －21,509,386

－8.6%

機械・金属

4,270,222

109.3%

11.6%

1.7%

22,320,127

83.1%

64.9%

8.9%

18,049,905

7.2%

内生部門計

36,701,803

84.1%

100.0%

14.6%

34,416,765

72.3%

100.0%

13.7%

－2,285,038

－0.9%

18,541,525 －15.5%

0.1% －18,155,230

－5.5%

1980年 食料・エネルギー・資源

1985年 食料・エネルギー・資源

6.5%

51.1%

5.6%

386,295

－8.1%

0.8%

機械・金属

5,515,755

29.2%

15.2%

1.7%

32,474,010

45.5%

68.3%

9.8%

26,958,255

内生部門計

36,264,940

－1.2%

100.0%

11.0%

47,544,652

38.1%

100.0%

14.4%

11,279,712

3.4%

14,198,670 －23.4%

33.7%

3.2%

302,288 －21.7%

0.6%

0.1% －13,896,382

－3.1%

1990年 食料・エネルギー・資源

8.2%

機械・金属

9,382,382

70.1%

22.3%

2.1%

32,725,576

0.8%

70.1%

7.3%

23,343,194

5.2%

内生部門計

42,112,722

16.1%

100.0%

9.4%

46,677,269

－1.8%

100.0%

10.4%

4,564,547

1.0%

0.0% －10,958,246

－2.2%

1995年 食料・エネルギー・資源

11,189,443 －21.2%

27.4%

2.2%

機械・金属

10,689,090

13.9%

26.2%

2.1%

31,679,863

－3.2%

68.5%

6.3%

20,990,773

4.1%

内生部門計

40,817,309

－3.1%

100.0%

8.1%

46,271,782

－0.9%

100.0%

9.1%

5,454,473

1.1%

0.1% －13,444,317

－2.5%

2000年 食料・エネルギー・資源

231,197 －23.5%

0.5%

13,711,371

22.5%

27.2%

2.6%

267,054

15.5%

0.5%

機械・金属

15,686,014

46.7%

31.2%

3.0%

38,365,875

21.1%

68.1%

7.4%

22,679,861

4.3%

内生部門計

50,325,241

23.3%

100.0%

9.7%

56,298,661

21.7%

100.0%

10.8%

5,973,420

1.2%

0.1% －20,323,303

－3.9%

2005年 食料・エネルギー・資源

20,666,588

50.7%

30.7%

4.0%

343,285

28.5%

0.5%

機械・金属

20,657,111

31.7%

30.7%

4.0%

43,939,457

14.5%

61.4%

8.5%

23,282,346

4.5%

内生部門計

67,267,368

33.7%

100.0%

13.1%

71,523,182

27.0%

100.0%

13.9%

4,255,814

0.8%

0.1% －28,413,887

－6.0%

2011年 食料・エネルギー・資源

28,828,365

39.5%

37.4%

6.0%

414,478

20.7%

0.6%

機械・金属

21,200,802

2.6%

27.5%

4.4%

43,553,213

－0.9%

61.4%

9.1%

22,352,411

4.7%

内生部門計

77,154,371

14.7%

100.0%

16.2%

70,944,580

－0.8%

100.0%

14.9%

－6,209,791

－1.3%

出典：各年の「産業連関表」より作成。

存した再生産構造が形成されたものと捉えら

る石炭・農林漁業など資源・エネルギー・食

れる。こうした外需依存は同時に、外貨獲得

料生産の衰退を伴った。

を通じて食料・エネルギー・資源輸入を可能
にした。表 2 で食料・エネルギー・資源の貿
易赤字は60～70年に対GDP比 5 ～ 6 ％を占め、
機械・金属の貿易黒字は60年1.6％→65年3.3

２．輸出依存的
「経済大国」化と産業・貿易
構造
1970年代初頭、変動為替相場制移行と円高、

％→70年3.9％と高まっている。

オイルショックなど資源価格の世界的高騰に

以上の考察から、Ⅰ部門主導の蓄積を通じ
て重化学工業の巨大な生産力が形成された高

より、日本重化学工業に有利な条件は失われ、

度成長期、資源・エネルギー・食料の輸入を

高度成長は終焉した。ただし70年代後半、日

前提に生産力が強化される一方、重化学工業

本経済はこうした停滞を先進国の中でいち早

製品輸出により獲得された外貨が資源・エネ

く脱し、欧米諸国を上回る 4 ～ 5 ％台の経済

ルギー・食料の輸入拡大を可能とする産業構

成長を継続した結果、80年代半ばに「経済大

造が形成されたことが明らかである。こうし

国」化を達成する。
表 1 では、輸出構成比が1970年6.52％→75

た産業構造の形成と経済成長は、国内におけ
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年 7.67％ → 80年 8.09％ → 85年 9.34％

図３

電機・自動車産業の生産額と従業者数 （1975年＝100）

と急増しており、この間の成長が輸
出依存的だったことが明瞭である(3)。
表 2 で 75年 か ら 85年 に 輸 入 総 額 が
19.9兆円から36.3兆円へ1.8倍に増加
したが、輸出総額は同期間に20.0兆
円から47.5兆円へ2.4倍に拡大し、と
りわけ金属・機械の輸出額が12.2兆
円から32.5兆円へ2.7倍に増加してい
る。
製造業各部門の輸出額の推移を実
質ベースで検討すると、製造業輸出
全体の伸びに対する電機および自動
車の寄与率は70年代後半・80年代前

出所：
「1975－80－85年接続産業連関表」および同「雇用表」より作成。

半、いずれも合わせて 8 割程度を占
めることが分かる (4)。さらに図 1 で73年から

時間・過密労働につながった (7)。さらに、機

80年代の出荷指数は、電機・輸送機械など機

械産業の競争力を支えたのは価格競争力とと

械産業で著しく伸びている。このように、円

もに品質面での優位性であったが、高度成長

高や資源価格上昇など、国際競争上日本重化

期における素材産業の量的・質的な拡大が品

学工業に不利な条件下にありながら、電機・

質の優れた機械製品の素材的前提となったも

自動車を中心とする機械産業が国際競争力を

のと理解できる(8)。

高め、輸出依存的成長を遂げたことが「経済

この時期の貿易構造を表 2 で検討すると、

大国」化の主因である。なお日本の電機・自

輸入に占める食料・エネルギー・資源の構成

動車産業では、製品メーカーの内製率が低く、

比は1975年64.2％（対GDP比8.2％）→ 80年

部品生産・加工など広範で重層的な下請け・

59.8％（同8.7％）→85年51.1％（同5.6％）

系列関係を利用した生産が一般的であったこ

と、資源価格が高騰した70年代に高まってい

とから、輸出依存的成長は、こうしたサプラ

るが、80年代には資源価格低下および「減量

イチェーンを通じて国内の生産と雇用拡大へ

経営」の成果により縮小している。他方、輸

と広く波及していった(5)。

出に占める金属・機械の構成比は75年61.0％

この時期の電機・自動車産業の国際競争力

（同7.8％）→80年64.9％（同8.9％）→85年

強化は省エネ、雇用と設備投資の抑制、下請

68.3％（同9.8％）と増加している。品目別貿

け単価切下げなど「減量経営」を通じたコス

易収支では、85年に金属・機械の貿易黒字が

トダウン (6)に拠るところが大きい。雇用面に

食料・エネルギー・資源分野の貿易赤字を上

関して、1975年から85年の自動車および電機

回り、こうした構造が05年まで継続している。

産業の国内生産と従業者数の推移を示した図

図４に示したように、高度成長期に形成され

３では、国内生産が自動車で 2 倍程度、電機

た重化学工業生産力を基盤に「減量経営」以

で 4 倍弱に拡大した一方、従業者数は両産業

来の国際競争力強化によって可能となった金

とも微増で、雇用抑制を伴った生産拡大、す

属・機械輸出を前提に、大量の食料・エネル

なわち単位生産量あたり労働コストの大幅な

ギー・資源を輸入する貿易・産業構造は、輸

削減が実現したことが明瞭である。こうした

出依存的経済大国「日本」に独特な性格であ

労働コスト削減は、「過労死」を生むような長

ると捉えられる。
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図４

「輸出大国」日本の産業構造

食料・エネルギー大量輸入

外貨（ドル）獲得

資源・エネルギー輸入
…化石燃料依存

重化学工業の生産力・技術力
…輸出産業（自動車・電機）の成長
ﾄﾘｸﾙ･ﾀﾞｳﾝ：下請・系列

輸出競争力・外貨獲得
…「減量経営」、円安志向

国内資源産業の衰退

国内生産・雇用の波及＝「経済大国」

長時間労働・過労死・貿易摩擦

国・地域製品のシェアが増大した(9)。
こうした円高、アジアのライバル諸国の台
頭は、1989～91年のソ連・東欧社会主義体制

Ⅱ．長期不況と成長産業の分岐

の崩壊を遠因としている。92年の大統領選挙
で、冷戦の勝利者ブッシュ（父）大統領を破
って登場したクリントン政権は、従来の対ソ

日本経済は1990年代以降、マイナス成長と

連・社会主義の外交・防衛問題を最優先する

なる年も含めて国際的にも低い成長率に陥り、

政策から、「日本、西ヨーロッパに後れをとっ

失業率上昇、格差・貧困の拡大が深刻化した。

た経済的力量を国家的力によって取り戻そう

本節では、90年代から2000年代にかけての日

とする……中略……戦略的通商政策 (10)」への

本産業の動向を、輸出依存的「経済大国」の

転換をはかった。こうして、米国世界戦略に

変容という視角から検討しよう。

おける日本の位置づけは、冷戦下のソ連・社
会主義陣営に対する「反共の防波堤」として
育成・支援する対象から、ドイツと並んで米

１．1990年代不況の歴史的意味

国産業・経済にとってのライバルへと変化し
た (11)。一方、中国の外資導入策も、ソ連崩壊

1990年代初頭、輸出依存的「経済大国」日

を受け、生産の担い手として外資を含む民営

本の成長が急減速した背景として、日本産業

企業を容認しつつ、計画経済から市場経済へ

をとりまく国際環境の変化が指摘できる。80

移行する「社会主義市場経済」化を通して経

年代半ばに米国が債務国に転落、貿易摩擦が

済成長を実現することによって、共産党支配

激化し、85年 9 月のプラザ合意後に円相場は

の維持をはかる狙いに基づくものであっ

急騰、90年代には貿易不均衡是正を迫る米国

た(12)。

クリントン政権の円高放置にも起因して95年

電子・電機産業においては、「デジタル化・

には一時 $ 1 ＝ ¥ 80を上回る水準に達した。

モジュール化されたエレクトロニクス製品で

一方、輸出産業のライバルとなるアジア諸国

は、……中略……開発から量産までを行うオ

も台頭した。円高進展下、対ドル固定相場を

ープンな分業システムが主流となった」こと

維持していた韓国、台湾などアジアNIEs、マ

を 背 景 に 、 米 国 ICT（ Information

レーシア、タイなどASEAN諸国が輸出依存

Communication Technology）企業は「コア

的成長を遂げ、中国も92年の鄧小平氏「南巡

部品は自社設計し、製造は外部委託するとい

講話」を契機に外資導入・輸出依存的成長戦

う生産システム (13)」を確立した。そして、ア

略を採用し、圧倒的低賃金を武器に台頭した。

ジア企業への生産委託によって開発期間短縮

こうして90年代、米国市場に占める日本製電

と生産コスト削減を実現し、開発から生産、

機製品 のシェアは急速 に縮小し 、アジア諸

組立を自社内に抱える垂直統合方式が主流の
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and

表３

1990～2011年の産業別貿易収支・貿易特化係数の推移
貿易収支
1990年

単位：億円
増加率

1995年

2000年

2005年

2011年

90→11

寄与率

貿易特化係数

90→11

1990年 1995年

2000年 2005年

2011年

農林水産業

－27,777 －22,193 －19,058 －20,320

－23,552 －15.2% －2.3% －96.83 －96.63 －93.21 －94.39 －96.09

鉱物

－13,916 －8,972 －8,845 －16,005

－29,823

114.3%

8.5%

石炭・原油・天然ガス

－63,270 －41,623 －68,115 －123,244 －186,549

194.8%

66.0% －100.0 －100.0 －100.0 －100.0 －100.0

食品

－34,001 －36,795 －38,426 －43,665

－44,215

30.0%

5.5%

－87.57 －91.29 －91.37 －89.41 －86.98

繊維製品

－12,515 －19,064 －21,809 －26,855

－29,347

134.5%

9.0%

－45.77 －64.29 －65.91 －72.08 －75.36

化学

4,190

6,795

8,799

8,483

－6,373 －252.1%

鉄鋼

10,208

9,149

10,032

17,611

22,789

一般・精密機械

53,695

53,648

56,207

55,735

69,044

電気機械計

90,778

80,977

72,989

52,071

24,008 －73.6%

民生用電子・電気機器

28,245

12,512

8,351

電子計算機・同付属装置

18,278

10,886 －2,038

－97.82 －96.40 －96.50 －97.07 －97.68

5.7%

9.14

13.70

14.72

10.02

－6.24

123.2%

－6.7%

42.23

44.36

52.82

49.54

51.73

28.6%

－8.2%

61.35

60.76

49.39

42.66

49.54

35.8%

63.96

46.15

30.40

20.40

10.57

－2,549

－4,331 －115.3% 17.4%

83.72

50.81

31.75

－6,816

－38.65 －50.24

－7,003 －138.3% 13.5%

55.92

27.40

－3.80 －13.77 －21.15

通信機械

6,534

2,448

1,292

5,332 －14,301 －318.9% 11.2%

75.93

32.40

15.51

17.16

－42.67

電子応用装置･電気計測器

2,496

3,828

7,371

7,056

5,726

129.4%

－1.7%

27.58

35.22

42.46

32.87

28.02

半導体素子・集積回路

8,476

17,421

15,680

12,102

16,155

90.6%

－4.1%

49.51

44.11

27.32

19.24

29.24

電子部品

10,453

13,859

17,395

17,106

10,708

2.4%

－0.1%

71.39

71.04

53.35

41.61

35.54

重電機器

8,298

9,475

8,703

12,181

13,819

66.5%

－3.0%

62.50

57.66

42.45

40.54

42.53

その他の電気機器

7,999

10,547

16,236

7,658

2.6%

62.43

61.18

67.67

60.92

23.90

乗用車

49,514

25,997

47,029

66,085

55,560

12.2%

－3.2%

73.35

58.01

75.75

78.57

79.82

その他の自動車

37,015

38,512

36,198

45,493

44,438

20.1%

－4.0%

90.57

89.00

82.15

76.04

72.72

9,054

11,263

12,246

13,494

20,537

126.8%

－6.1%

88.92

94.11

95.14

94.61

95.11

その他の輸送機械・同修理

－1,516

－18

364

－3,702

433 －128.6% －1.0% －13.45 －0.22

2.90

－22.24

2.86

機械計

238,541

210,379 225,034

229,176

214,021 －10.3%

13.1%

66.40

56.55

46.35

40.87

40.09

金属・機械計

233,432

209,908 226,799

232,823

223,524

5.3%

55.44

49.54

41.96

36.04

34.52

6.83

7.87

4.77

－2.69 －11.17

船舶・同修理

合計(農林水産・鉱業・製造業)

49,624

54,824

3,236 －59.5%

－4.2%

41,284 －29,830 －137,137 －376.4% 100.0%

出所：「1990－95－2000年接続産業連関表」および「2000－05－11年接続産業連関表」より作成。

日本企業に対する競争力を高めていった。こ

うした「グローバルインバランス」を前提に、

のように、冷戦終結後の経済覇権を志向する

金融主導の米国・輸出主導のアジア双方の成

米国の戦略的通商政策と、低賃金労働力を利

長が継続した。

用した中国の外資導入・輸出依存的成長とが
デジタル技術を通じて結びつき、日本電機産

２．輸出依存的成長産業の絞り込み

業の国際競争力に深刻な打撃を与えたものと
理解できる。
さらに2000年代、中国は01年にWTOに加盟

次に、1990年代に大きく変化した米国の世

し、外資導入・輸出依存的成長を加速してい

界通商戦略および国際分業の新たな展開を踏

った (14)。米国も00年代初頭のIT株バブルの崩

まえつつ、輸出依存的「経済大国」日本を支

壊後、証券化・格付けを利用した「金融の証

えてきた輸出産業の動向を検討しよう。

」により低所得層も

1990年代前半、バブル崩壊に伴う内需停滞

含めた住宅融資が拡大し、住宅価格上昇に伴

とともに円高が進み、表 2 の輸出額は機械・

う資産効果によって消費拡大が続き、好況が

金属を含めて減少している。さらに表３に示

持続した。さらにデジタル技術を基盤とする

した品目別貿易収支および貿易特化の推移を

情報通信技術の更なる進展の下、米国ICT企

みると、繊維製品の貿易赤字額が90年1.3兆円

業はアジア企業への生産委託を拡大させたた

→95年1.9兆円→00年2.2兆円へと急増し、電

め、アジアからの対米輸出が増加し、米国の

機産業全体の貿易黒字額が9.1兆円→8.1兆円

貿易赤字・経常赤字は増大した。こうして経

→7.3兆円、貿易特化係数は64.0→46.2→30.4

常黒字国に滞留した過剰ドルは、好況下の米

と減少している。電機貿易の中では、「民生用

国金融市場への投資を通じてに還流した。こ

電子・電気機器」の貿易収支が2.8兆円→1.3

券化」「リスクの商品化

(15)
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兆円→0.8兆円、貿易特化係数が 図５ 電機・自動車産業の国内生産額と従業者数
（1995年＝100）

83.7→ 50.1→ 31.8、「 電 子 計 算
機・同付属装置」の貿易収支が
1.8兆円→1.1兆円→－0.2兆円、
貿易 特 化 係数 が55.9→ 27.4→－
3.8と大きく減少している。上述
したアジアのライバル地域の台
頭を背景に、国内の労働集約的
な産業・工程の国際競争力が失
われたことが明瞭である。
し か し な が ら 米 政 権 で 1995
年、ウォール街出身のルービン
財務長官が就任し、ドル高政策
へ転換 (16)したことで、日本の輸
出産業は再び輸出依存的成長を

出所：
「1975－2000－05年接続産業連関表」および同「雇用表」より作成。

遂げられる条件が整った。ただ
し、輸出依存的「経済大国」化
を遂げた冷戦終結前の80年代と
は異なり、低賃金のアジア諸国と輸出競争力

業の競争力の維持・強化につながったことは

を競うことが求められたため、一層のコスト

明らかである。なお、このような正規雇用の

ダウンが不可欠となった。そこで95年、日経

非正規雇用への置き換えは、平均賃金の減少

連「新時代の「日本的経営」」が打ち出され、

を通じて国内消費・内需の減退 (18)の要因とな

パートや派遣など雇用期間付きの非正規雇用

り、内需停滞が日本産業の外需依存性の深化

を広く利用する方針が示された。こうした方

につながった点も否定できない。

向での労働法制改定が、不良債権処理による

表 1 で輸出構成比をみると、95年7.16％→

雇用・ 生産力調整、企 業負担軽 減をはかる

00年8.96％→05年11.22％と顕著に高まってい

「小さな政府」の推進とともに、新自由主義

る。表 3 で95年から05年にかけて貿易黒字が

的「構造改革」

大きく拡大しているのは乗用車、自動車部品

として実施されるようにな

(17)

った。

を含む「その他の自動車」、中間財の鉄鋼、化

新自由主義的「構造改革」は1990年代末以

学製品などである。電機産業全体の貿易黒字

降本格化し、労働法制では労働者派遣の対象

は縮小しているが、産業用機器の「電子応用

が96年に26業務に拡大、99年に原則自由化、

装置・電気計測器」「重電機器」と、中間財の

04年には製造現場への派遣も解禁された。輸

電子部品関連では黒字額が拡大している。一

出産業のうち雇用者数の多い自動車・電機両

方、消費財を中心とする「民生用電子・電気

産業における生産、雇用、労働者派遣・業務

機器」、「電子計算機・同付属装置」は貿易黒

請負業などへの支払いを示す「その他の対事

字が大きく縮小し、前者は05年に後者は00年

業所サービス」への投入額の推移を示した図

に赤字に転じている。先に検討したように、

５では、国内生産額が伸びる中で、直接雇用

電子 ・電 気機 器分野では90年 代以 降、米 国

者数が減少し、非正規雇用の利用が大きく拡

ICT企業がアジア地域への生産委託を進め、

大していることが分かる。雇用が不安定で昇

日本企業の国際競争力喪失を招いたことを反

給の少ない非正規雇用の利用拡大が、輸出産

映している。
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なお、表 2 では食料・エネルギー・資源の

年代日本産業の停滞の実態を踏まえ、打開策

貿易赤字が95年11.0兆円→00年13.4兆円→05

としての地域循環経済の意義とそれを実現す

年20.3兆円と増加しているが、金属・機械の

るための課題について検討したい。

貿 易 黒 字 は同 時 期 に 21.0兆 円 → 22.7兆 円 →
23.3兆円と高水準を保ち、前者の膨大な貿易

１．輸出依存的「経済大国」の行き詰まり

赤字は輸出産業の稼ぐ外貨で賄われている。
ただし輸出産業の中では、電機産業が工程間
の国際分業体制 (19)に組み込まれ、国内生産・

米国金融危機によって、「グローバルインバ

輸出の中心は電子部品と産業用機器となり、

ランス」を前提した金融主導の米国・輸出主

消費財を中心とする電機製品は海外生産の拡

導のアジア双方の成長は破綻した。2010年代

大によって生産拠点の空洞化

が進んだ。こ

に金融危機は欧州に広がり、共通通貨ユーロ

の点に関して表 2 では、金属・機械の輸入額

導入の問題にもかかわって経済停滞が長期化

が95年10.7兆円（輸入全体に占める構成比は

している。こうした成長の破綻に直面した欧

26.3％）→00年15.7兆円（同31.2％）→05年

米各国では、反グローバリズムとともに排外

20.7兆円（同30.7％）と大きく拡大している。

主義も台頭し、政治・経済の不安定性が高ま

また表 3 では、95年から05年にかけて「繊維

っている。さらに、輸出依存的成長の限界に

製品」「食料品」などでも貿易赤字が拡大して

直面した中国は09年以降、巨額の財政支出を

いる。

通じた景気対策を実施したが、過剰生産能力

(20)

このように1990年代以降、日本産業内部で

の温存をもたらし、10年代にはさらなる過剰

分岐と格差が顕在化した。輸出産業の中でも、

生産が顕在化し、経済成長率は大きく減退し

アジア規模での生産体制に組み込まれて国内

た (22)。このように、10年代の世界経済は世界

生産拠点の空洞化を余儀なくされる産業・分

的過剰生産を底流に、政治的不安定性の下で

野も生じて成長産業は絞り込まれ、繊維・食

停滞状況に包まれている。

品など輸入品との競争にさらされる産業も広

こうした状況下の日本経済は2011年、31年

がった。さらに、新自由主義的「構造改革」

ぶりに貿易赤字に陥り、15年にかけて赤字が

の下での不良債権処理を通じた生産力調整は

継続した。主な品目別貿易収支の推移を示し

衰退産業・企業の退出を促し、市町村合併を

た図６では、赤字拡大の主因が鉱物性燃料輸

含む「小さな政府」の追求が公共事業抑制を

入額の増大(23)によることが分かる。ただし、

通じて建設業雇用の減退

貿易赤字総額が13兆円に拡大した14年の鉱物

(21)

を招き、地方経済

性燃料の貿易赤字額は26兆円と、貿易黒字を

の衰退につながった。

維持していた08年とほぼ同水準である。08年
と14年とを比較すると、輸送機械や一般機械、
電気機械など輸出産業の黒字額が10年代に落

Ⅲ．「輸出大国」の終焉と地域循環経
済の課題

ち込んだために、鉱物性燃料の赤字額はほぼ
同水準でも、貿易収支の大幅な赤字につなが
ったことが明瞭である。15年の輸出産業の貿

2008年以降の世界的不況は、金融資本を中

易黒字額は輸送機械15.0兆円・一般機械7.4兆

心に繁栄してきた米国資本主義とともに、日

円に対して、電気機械は1.3兆円まで減少して

本やアジア諸国の輸出依存的な成長の限界を

いる。電気機器の品目別貿易収支の推移を示

も露呈させ、東日本大震災の発生した11年以

した図７では近年、半導体等製造装置や電気

降、日本は貿易赤字となった。本節では、10

計測機器など産業用機器で黒字を確保してい
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図６

品目別貿易収支の推移

（億円）

出所：財務省「貿易統計」より作成。

図７

電気機器の品目別貿易収支の推移

（億円）

注
：
「
半
導
体
等
製
造
装
置
」
の
輸
入
額
は
注：
「半導体製造装置」の輸出入額は2007年より掲載されるようになった。
出所：財務省「貿易統計」より。

るもの の、消費財を中 心とする 通信機や音

からの部品輸出量の推移を示した図８では10

響・映像機器の赤字が拡大し、電子部品の黒

年代、国内生産と輸出は横ばい、海外生産は

字も急減している。

大きく拡大しているが、部品輸出は縮小して

このように、2010年代日本で巨額の貿易黒

いる。海外生産拡大の下で部品輸出が減退し

字を稼げる輸出産業は自動車と一般機械に絞

ている事態は、部品の現地調達とこれに対応

り込まれた。自動車産業に関して、日本メー

した下請・系列企業の海外展開、サプライチ

カーの国内生産・輸出・海外生産台数、日本

ェーンごとの海外移転(24)を反映しているもの
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図８

自動車の国内・海外生産・輸出台数、部品輸出指数の推移

（2005年＝100）

出所：財務省「貿易統計」および日本自動車工業会資料より作成。

図９

電算機のぞく一般機械の相手地域別輸入と貿易収支の推移

（1000ドル）

出所：財務省「貿易統計」より作成。

と捉えられる。一方、一般機械の貿易収支と

属・機械輸出額が減退したため、資源価格高

輸入動向を示した図９では、中国からの輸入

騰が貿易赤字に直結したものと捉えられる。

拡大に起因して10年代は貿易黒字が減少に転

以上の考察から、機械産業での大幅な貿易

じている。同産業では近年、汎用品を中心に

黒字で獲得される外貨が大量の資源、エネル

海外生産が拡大しており、将来は自動車産業

ギー、食料の輸入を可能にする、という図 4

同様に海外現地生産の増大により国内生産・

で示した輸出依存的「経済大国」としての成

輸出が停滞する事態が予測されている

。こ

長のあり方が限界を迎えていることは明白で

のように10年代、輸出産業の競争力低下と海

ある。こうした限界を克服し、安定した国内

外移転が進み、貿易額全体が拡大する中で金

経済循環を実現するためには、資源、エネル

(25)
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ギー、食料など従来は大量輸入が前提されて

億円、商業5914億円、教育・研究3160億円、

きた品目を中心に、国内生産・調達を拡大す

「その他の対事業所サービス」3087億円、広

ることが不可欠であると思われる。

告2854億円、「その他の情報通信」2485億円、
物 品賃 貸 サービス 2201億 円 、化 学最 終製 品
2176億円である。見られるように、化石燃料

２．地域循環経済と日本産業の課題

関連で約1.5兆円、研究開発や情報通信、流通、
対事業所サービスなど事業サービス分野で約

「輸出大国」が限界を迎えている今日、輸

2.8兆円の赤字となっている。なお、後者につ

出依存的成長に代わる、地域内循環を基軸に

いては東京一極集中が進んでおり、一定程度

したより安定した産業構造への転換を展望す

の赤字は避けられない。

る必要がある。輸出産業による外貨獲得の限

東北地域の地域収支均衡化の課題は、「輸出

界は、 従来は海外調達 が前提さ れてきた資

大国」に代わる日本の産業・経済のあり方に

源・エネルギー・食料の確保を困難にし、国

直結する。自然エネルギー賦存量の大きい東

内各地域でのエネルギー、資源および食料の

北地域では、化石燃料・原発から再生可能エ

生産・調達が要請される。

ネルギーへの転換は、地域収支の赤字削減と、

地域 循環経済 の展望 に関し て、東 北地 域

首都圏への電力供給者として原発に代替し得

（ 6 県）を事例に考察しよう。2005年東北地

るものと考えられる。さらに、一定程度の移

域産業連関表（53部門表）で、移輸出合計額

入が避けられない事業サービス分野の赤字を

から移輸入合計額を差し引いた地域収支額は

補填し、地域収支の均衡を実現するために、

－2 兆2744億円、域内生産額に占める構成比

農林水産業の支援・振興と結びついた都市部

は－2.9％で、これは対域外収支赤字、すなわ

への食料品供給増大が期待される。図 4 に示

ち域外との取引における支払い超過を意味す

したように、輸出依存的「経済大国」ではエ

る。地域循環経済を展望する上で、地域収支

ネルギーと食料の海外調達が拡大し、農林水

額全体および産業別地域収支の均衡が指標と

産業や鉱業など国内資源産業は衰退した。地

なる。産業部門別の地域収支額では、2000億

域資源を活用したエネルギーと食料の域内生

円以上の黒字産業は電力9587億円、「通信機

産の復活は、地域循環経済の実現とともに、

械・同関連機器」5522億円、「電子計算機・同

輸出産業が国際競争力を喪失して多額の外貨

付属装置」5428億円、電子部品4752億円、農

獲得が困難になる中で、エネルギー・資源の

林水産業3824億円、飲食料品2656億円、運輸

安定的確保に不可欠の条件となる。他方、都

2643億円である。うち電力の黒字額は、原発

市部についても、省エネと再生可能エネルギ

を含む発電所から首都圏への電力供給を意味

ーの普及によって、鉱物性燃料輸入を大きく

するが、福島原発事故後は大きく縮小するも

削減できる見通しが示されている(26)。

のと思われる。通信機械、電子計算機、電子

このように「輸出大国」が終焉を迎え、輸

部品など電機産業の黒字も大きいが、電機産

出依存的成長と外貨獲得が困難に陥る中、日

業の国際競争力は近年著しく減退しており、

本経済および各地域経済の安定を実現するた

黒字額縮小は避けられない。さらに、農林水

めには、グローバル化と地域循環経済をめぐ

産業と飲食料品の黒字額は合計約6500億円で、

る産業ごとのあり方が再検討される必要があ

都市部への食料品供給を示している。一方、

る。図 4 で示したように、高度成長期以来の

地域収支額が2000億円以上の赤字となってい

輸出依存的「経済大国」は、金属・機械の国

る産業は、石油・石炭製品8564億円、情報サ

際競争力強化を通じた外需依存的成長を志向

ービス8176億円、石炭・原油・天然ガス5974

し、食料・エネルギー・資源の海外調達をは

- 14 -

かるという意味で、グローバル志向を内包し
ていた。さらに貿易摩擦の改善が迫られる中
で、食料・エネルギーなど本来は国内・地域

おわりに

内調達が可能な産業まで、機械産業の貿易黒
字の代償として市場開放にさらされ、衰退を
余儀なくされた (27)。しかし、機械産業の国際
競争力低下と空洞化が進展する今日、貿易収

本稿 の検討を通して、 従 来 の輸出 依存的

支・地域収支の均衡化をはかるためには、食

「経済大国」の産業・再生産構造が行き詰ま

料・エネルギーについて、グローバル調達か

りつつある今日、地域循環経済への転換が求

ら地域資源を活用した地産地消への再転換が

められるべきことが明確になった。

望まれる。さらに、地球温暖化に伴う気候条

Ⅰ節では、高度成長期に形成された重化学

件変化の下での食料・水不足への対処、地球

工業生産力を基盤に、1970年代以降「減量経

環境保全の観点から二酸化炭素排出や送電ロ

営」を通じた国際競争力強化によって実現し

スを招く長距離輸送を回避するためにも、グ

た輸出依存的「経済大国」日本の産業構造を

ローバル調達から地産地消への転換が推奨さ

明らかにした。原料・エネルギー供給と販路

れる。機械産業については、消費財を中心と

を海外に依存するグローバル産業としての重

する量産分野の貿易黒字は縮小しているが、

化学工業、とりわけ機械産業が成長の基軸と

高度成長期以来の素材産業の生産力と高精度

なり、下請・系列企業を通じて国内生産・雇

な加工技術に裏付けられた産業用機器を中心

用への波及をもたらした。他方、農林水産業

に、世界各国へ輸出を続けるグローバル産業

を含む国内資源産業など、地域経済・雇用の

としての地位を保っている。ただし、これら

担い手であった諸産業は衰退を余儀なくされ

産業用機器は非量産分野であり、国内生産・

た。「輸出大国」日本の成長は、経済活動の地

雇用への影響は小さい。

域循環型からグローバル循環型への変容を促

今日、地球環境問題など人類的課題も視野

す性格を内包していた。

に、食料・エネルギー確保、人々の生活条件

Ⅱ節では、1990年代から2000年代の日本産

の安定につながる産業・経済への転換が求め

業の変容を考察した。冷戦後の米国通商政策

られている。そこで、各産業の性格や国際環

の転換、アジア諸国の台頭を背景に、日本の

境を踏まえ、各産業の再生産循環にとってグ

諸産業は厳しい国際競争にさらされた。95年

ローバル化、国内循環、あるいは地域循環の

「ドル高転換」を経て輸出企業および政財界

いずれがふさわしいかを再検討し、最適なあ

は、「輸出大国」としての従来型の産業・経済

り方に向けた政策的調整が必要になると思わ

構造を前提に、正規雇用の非正規雇用への置

れる。なお付言すれば、グローバル志向・国

き換えも含む更なるコストダウン、地方経済

際競争力志向の従来の成長のあり方は、「減量

や衰退産業の犠牲も強いつつ国際競争力強化

経営」や新自由主義的「構造改革」の追求を

をはかる新自由主義的「構造改革」を実行し

伴い、長時間労働や過労死、非正規雇用増大

た。その結果、国際競争力を強化して輸出依

による格差・貧困の拡大など、日本社会に負

存的成長を続けた産業と、生産と雇用が減退

の影響を及ぼしてきた面も否定できない。上

する産業とが分岐し、また成長産業でも非正

記の政策的調整を構想する際には、こうした

規雇用が拡大し、格差と貧困が広がった。

雇用と労働条件の改善をも視野に入れること

Ⅲ節では、2010年代の貿易赤字は、機械産

が不可欠である(28)。

業の競争力低下・海外生産拡大によって、大
量の食料・エネルギー・資源輸入を賄うだけ
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の外貨獲得が困難になった結果であると把握

( 6 )「減量経営」を通じたコストダウンに関しては

された。「輸出大国」が行き詰まる中、食料・

前掲拙稿第 2 章の他、具体的な産業分析を通じ

エネルギーは海外調達から国内・地域内調達

た研究として、丸山恵也『日本的経営』日本評

へと切り替え、地域循環経済を展望する意義

論社、1989年；野村正實『トヨティズム』ミネ

が明らかになった。さらに、地球環境問題等

ルヴァ書房、1993年などを参照。

人類的課題へ対処する観点から、各産業の特

( 7 ) この時期の長時間・過密労働の実態については、

質を踏まえ、産業ごとにふさわしい再生産循

森岡孝二『企業中心社会の時間構造』青木書店、

環のあり方の再検討が不可欠である、との結

1995年；福田泰雄『現代日本の分配構造』青木
書店、2002年などを参照。

論を導いた。
本稿では、今日の日本産業の停滞の実態を

( 8 ) この点について原朗氏は、「高度成長期はそれ

踏まえ、食料・エネルギーを中心に地域循環

自体として未曾有の産業発展をもたらしたとは

経済への転換をはかることが、日本経済の安

いえ、その後の数十年の動きも合わせて観察す

定と人々の生活改善に寄与するとともに人類

れば、まず鉄鋼業、ついで機械工業を軸とする

的課題にも合致することを明らかにした。た

戦後日本の巨大な産業発展全体の始動期として

だし本稿は、こうした課題の意義と展望につ

も位置付けられるべき」であり、「成長始動期の

いての粗削りな素描に過ぎない。地域循環経

産業構造は、……合理化により競争力を高めた

済の実現に向けて、さらに地域をベースとし

のちに外需に依存していく基盤を作っていく時

た具体的な実践と研究に学んでいかなければ

期である」（原朗「高度成長期の産業構造」原朗

ならないと考える。

編『高度成長始動期の日本経済』日本経済評論
社、2011年、26－ 7 頁）と評価している。

注

( 9 ) 前掲拙著、第 5 章を参照。

( 1 ) 本節の内容について詳細は、拙著『現代日本再

(10) 萩原伸次郎『通商産業政策』日本経済評論社、

生産構造分析』日本経済評論社、2013年、第 1

2003年、145頁。

～ 3 章を参照。

(11) 萩原伸次郎『日本の構造「改革」とTPP』新

( 2 ) 1973年の粗鋼生産量は、高度成長終焉後に凌駕

日本出版社、2011年、第 2 章を参照。

されることはなかったが、2000年代のいわゆる

(12) 藤 野彰 「中国共 産党 の新 指導 思想 に見る 政

「いざなぎ越え」景気末期の07年に73年を上回

治・経済・社会の変容」（『立命館国際研究』第

る 1 億2020万トンに増大した。

20巻 3 号、2008年 3 月）を参照。

( 3 ) 1970年代後半から80年代の日本を輸出依存的成

(13) 藤田実『日本経済の構造的危機を読み解く』

長と捉える見解は、井村喜代子『現代日本経済

新日本出版社、2014年、99頁。

論〔新 版 〕』 有 斐 閣、 2000年、 286頁；吉 川洋

(14) 古賀義弘編『中国の製造業を分析する』唯学

「マクロ経済」（橘木俊詔編『戦後日本経済を検

書房、2011年を参照。

証する』東京大学出版会、2003年所収）、24－ 7

(15) 高田太久吉『金融恐慌を読み解く』新日本出

頁；宇仁宏幸『構造変化と資本蓄積』有斐閣、

版社、2009年、122頁。

1998年、131－46頁など、理論的立場を異にする

(16)「ドル高転換」は、米国が経常収支赤字分を対

諸論者に共通している。

米投資によって埋め合わせ、同時に対米投資に

( 4 ) 前掲拙著、第 2 章の表2-6を参照。

より米国金融市場の活況をはかる狙いであった。

( 5 ) 日本における下請関係の実態とその特質につい

徳永潤二「米国の経常収支赤字ファイナンスと

ては、清晌一郎「系列・下請取引の経済効率性

国際資本移動」（信用理論研究学会編『金融グロ

と支配・従属関係」（『経済系』第189集、関東学

ーバリゼーションの理論』大月書店、2006年所

院大学、1996年）を参照。

収）などを参照。
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(17) 日本の新自由主義的政策の展開については、

(27) 暉峻衆三『日本資本主義の食と農』筑波書房、

菊池信輝『日本型新自由主義とは何か』岩波書

2011年を参照。

店、2016年を参照。

(28)「アベノミクス」成長戦略としての「働き方改

(18)「家計調査」では実収入、および社会的固定費

革」は、「減量経営」や新自由主義的「構造改

を除いた日常生活費は、いずれも1990年代半ば

革」の延長線上に、更なる国際競争力強化をは

をピークに減退を続けている。金澤誠一「国民

かる政策的意図に基づき、労働条件悪化につな

の「生活崩壊」の進行」（『 経済』2017年 1 月

がるものと捉えられた。しかし、長時間労働や

号）を参照。

過労死の実態が明らかになる中で、労働時間規

(19) 前掲拙著第 5 ・ 6 章では、貿易統計や国際産

制など労働条件改善の課題が含まれるようにな

業連関表を用いた分析から、1990年代後半から

ってきている点は注目される。

2000年代の日本電機産業が、アジア規模での生
産体制の一環に組み込まれた状況を明らかにし

（むらかみ

た。なお、アジア規模での生産体制における日
本電機産業の位置は、00年代に入ると、電子部
品供給者としての役割を韓国・台湾に譲りつつ、
産業用機械・労働手段供給者としての性格を強
めていることが明らかになった。
(20) 国内電機産業の生産拠点の空洞化については、
拙稿「神奈川県産業の動向についての実態分析
(上)(下)」（都留文科大学『地域社会研究』第
20・21号、2010・11年）を参照。
(21) 1990年代後半以降の建設業の生産・雇用の減
退については市村昌利「建設産業」（『経済』
2015年 4 月号）を参照。
(22) 今日の中国の過剰生産能力の堆積と経済停滞
については、内閣府政策統括官室編『2015年下
半期世界経済報告：中国経済の減速と世界経
済』内閣府、2016年などを参照。
(23) なお、拙稿「2010年代日本の産業構造と転換
の課題」（『経済』2016年 4 月号）で検討したよ
うに、10年代の鉱物性燃料輸入額の増大は、円
安にも起因する輸入価格上昇を主因とするもの
で、原発停止に伴う化石燃料輸入量拡大に帰す
るものとは言い切れない。
(24) この点については、清晌一郎編『日本自動車
産業グローバル化の新段階と自動車部品・関連
中小企業』社会評論社、2016年を参照。
(25) 吉田三千 雄『戦後 日本 重化 学工業 の構造分
析』大月書店、2011年、108頁を参照。
(26) 歌川学『スマート省エネ』東洋書店、2015年
を参照。
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けんいち

中央大学准教授）

■論文■

利潤率の傾向的低下法則をめぐる議論から見た
日本資本主義の現段階
森 本 壮 亮
《要旨》 「グローバル資本主義」と言われることも多い現代資本主義は、いかなる特徴を持ち、それ以前
の段階とはいかなる違いがあるのか？ この論点について、本稿は利潤率の傾向的低下法則の観点
から考察する。利潤率の傾向的低下法則に関しては、1961年に出された「置塩定理」と呼ばれる批
判が存在する。それは「利潤率は必ず上昇する」と主張するもので、高度成長期まっただ中の当時
の経済的状況からすると、時代を捉えた理論であった。しかし、高度成長終了後の日本資本主義は、
それまで以上に輸出と海外進出に活路を見出すようになる。この段階では、諸資本は激烈な価格引
き下げ競争に直面し、置塩定理の成立を許す世界から利潤率の傾向的低下法則が貫徹する世界へと
変貌する。現代日本資本主義の諸問題を考える時、この観点からの分析が欠かせない。

マルクスが『資本論』で明らかにしたよう

目 次
Ⅰ はじめに
Ⅱ 置塩定理をめぐる議論
(1) 置塩の議論(置塩定理)
(2) Shaikh[1978][1980][2016]の議論
Ⅲ 置塩定理をめぐる議論から見た日本資本主義
の構造変化
Ⅳ おわりに

に、資 本 主 義 経 済 を突き動かしている 推 進
(1)

力 は利潤の獲得であり、その効率性の指標
は利潤率である。それゆえにマルクスは資本
主義経済の長期的動向を考察する際には利潤
率の動きに最も注目したのであり、『資本論』
第三巻では、長期的には利潤率は低下してい
く傾向にあると論じ、これを「利潤率の傾向
的低下法則」と名づけたのであった。そして
「1861―1863年草稿」では、「資本主義的生産

Ⅰ はじめに

の進行に伴って利潤率は低下する傾向をもつ
という法則……こそが経済学の最も重要な法
則 な の で あ る 」（ MEGAⅡ /3.2、 S.1632、 訳

「グローバル資本主義」と言われることも

(8)144頁 (2)）とも指摘している。このことを

多い現代資本主義は、いかなる特徴を持ち、

鑑みると、マルクス経済学の視座から現代資

それ以 前の段階とはい かなる違 いがあるの

本主義の特徴を明らかにしようとする時、利

か？

長期間続く成長の停滞とデフレ、賃金

潤率の動向に注目しながら、利潤率の傾向的

低下と並行した企業の内部留保の拡大、正社

低下法則の観点から分析を進めていくという

員の減少と非正規の増加に象徴される格差の

のが当然とられるべき最重要の手続きの一つ

拡大、経済の金融化と株主資本主義の進行。

であるように思われる。

我々が直面するこれらの問題を考える時、上

しかしながら、事はそう単純ではない。我

記の現代資本主義の特徴を明らかにすること

が国の論壇においても海外の論壇においても、

が大きな鍵となる。

利潤率の傾向的低下法則に関わるマルクスの
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図１ 総資本営業利益率の推移 (％)
12

10

8

6

4

2
全産業（
金融業，
保険業を除く
）

製造業

0

出所：財務省「法人企業統計」より作成。
注：全規模、年度（ただし1959年以前は暦年）
。

主張は理論的には誤りであることが論証され

を更新したというニュースをしばしば目にす

たと観念されていることが多いからである。

るようにはなっているが、財務省「法人企業

その「論証」を今から半世紀以上前に行った

統計」を用いて中小企業も含めた企業全体の

のが、我が国の経済学者であった故置塩信雄

利潤率を見てみると、使用総資本に対する本

氏であり、以来それは「置塩定理」として広

業でのもうけの比率を表わした総資本営業利

く知られるところとなっている。利潤率の傾

益率は、長期的には奇麗な低下傾向を見せて

向的低下法則とは真っ向から対立するかのよ

いる（図１）。また、同じ「法人企業統計」か

(3)

うに見える「利潤率は必ず上昇する 」とす

ら、マルクスが分析の対象としていた利潤率

るその「定理」は、置塩の弟子だけでなく、

概念（不変資本と可変資本の合計に対する、

J.E.Roemerなど海外の研究者からも広く支持

剰余価値の比率）に近い指標を作り、その動

を集め、海外の論壇では「通説」としての地

きを見ても、同様に長期的な低下傾向が見ら

位をほ ぼ獲得している ように見 受けられる

(6)
れる（図２）。

(4)

すなわち、一部の大企業は繁

し、 我が国の論壇においても、置塩定理を支

栄を謳歌しているかもしれないが、日本経済

(5)
持する力は昔も今も非常に大きい。

全体で見ると、利潤率は長期的には低下傾向

このように、国内外の論壇の状況を見る限
り、理論的には反証されたかのようにも見え

にあるのである（少なくとも、上昇してはい
ない）。

る利潤率の傾向的低下法則だが、日本資本主

このような置塩定理と現実の齟齬は一体な

義の現況を見ると、「利潤率は必ず上昇する」

ぜなのか？

と主張する置塩定理に対して、逆に大きな違

する」はずではなかったのか？

和感を抱く状況となっている。

なぜ日本資本主義は現在苦境に陥っているの

確かに2000年代以降、大企業が史上最高益

理論的には、「利潤率は必ず上昇

であろうか？
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それなのに

これらの疑問を追求すべく、

図２ 利潤率の推移 (％)
35

30

25

20

15

10
全産業（
金融業，
保険業を
除く
）

製造業

5

0

出所：財務省「法人企業統計」より計算して作成。
注１：利潤率＝剰余価値÷（不変資本＋可変資本）
注２：剰余価値＝付加価値－可変資本
注３：可変資本＝従業員給与＋従業員賞与＋福利厚生費
注４：不変資本＝原材料・貯蔵品＋有形固定資産（土地を除く）＋無形固定資産
注５：全規模、年度（ただし1959年以前は暦年）
。

まずは置塩定理をめぐる過去の議論を振り返

もありうるとしても ―説明するほどばかげ

ってみたい。

たことはない」（K.Ⅲ、S.250、訳(9)409頁）
と指摘したのである。
これに対して置塩は、以下のような論を展
開した。いま、Okishio[1961]に従い、商品 i

Ⅱ 置塩定理をめぐる議論

の価値を ti とし、商品iの生産に直接・間接に
必要とされる j 商品を a ij、直接労働をτi とす
ると、

（1） 置塩の議論
（置塩定理）

t i = Σa ij t j +τ i
周知のように、マルクスは『資本論』第三

となる。ここで、マルクスが指摘したように、

巻で、資本主義的生産様式の発展とともに進

もし商品 k を生産している産業において、機

行する資本の蓄積の進展につれて、資本の有

械化によって価値を低下させる（労働生産性

機的構成は高度化していき、一般的利潤率は

を上昇させる）ような新技術が導入されると

「累進 的な低下の傾向」（K.Ⅲ、S.223、訳

すると、それは

(9)364頁）を持つと主張した。すなわち、機
Σa kj t j +τ k >Σa' kj t j +τ' k

械化が可変資本に対しての不変資本（固定資
本および流動不変資本）の比率を高めて利潤

のようなものだと表わされる（ダッシュは新

率を低下させるのであり、「利潤率の低下を労

(7)
技術を示す）。

賃率の騰貴から ―例外的にはそういうこと

における新技術の導入はこのようなものでは
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しかし、現実の資本主義経済

ないと、置塩は主張した。現実の資本主義経

この代替的技術変化の場合には、資本の有機

済において諸資本の行動を規定するものは、

的構成が高まり、利潤率も低下する結果とな

労働生産性ではなく利潤率であるから、諸資

る。それゆえ、置塩自身による定理の考察の

本は費用価格を低め利潤率を高めるような新

結論は、「もし一般的利潤率が傾向的に低下す

技術を導入しようとするというのである。こ

るとすれば、必ず実質賃金率の上昇があった

のような新技術は、商品 j の生産価格をpj、貨

はずだし、実質賃金率が低下しないにもかか

幣賃金率を w 、p j / w（商品 j の支配労働価

わらず、利潤率が上昇しているとすれば、革

値）をq jとすると、

新的技術変化があったはずだということであ
る」（置塩[1978]、153～154頁）というもので

Σa kj q j +τ k >Σa' kj q j +τ ' k

あった。

のような技術である。このような新技術は、

このように利潤率低下の原因を資本構成の

全ての商品において投下労働価値(ti)と支配労

高度化ではなく実質賃金率の上昇に求めるこ

働価値(qi)とが一致するごくまれな場合（例

とは、資本構成はむしろ低下し（図３）実質

えば、全産業で資本構成が均等なために、価

賃金率は上昇を見せていた（図４）当時の時

値から生産価格へと転化が起こってもその大

代状況を捉えた議論であったと言うこともで

きさが変わらない場合）を除けば、上の労働

きるし、実質賃金率の上昇が利潤を圧迫して

生産性を上昇させるような技術とは、一般的

資本主義の危機の大きな要因となっていると

に異なるものである。そして、このような新

する説（Glyn and Sutcliffe[1972]）とも時に

技術の導入に成功したあかつきには、利潤率

統一戦線を組みながら、学界で大きな勢力と

はそれ以前と比べて上昇する。

なった。

このように、価値－労働生産性基準の技術

しかしながら、それは先述の「利潤率の低

革新（マルクス型）と費用価格－利潤率基準

下を労賃率の騰貴から……説明するほどばか

の技術革新（置塩型）の技術革新とを区別し、

げたことはない」とするマルクスの論とは真

資本主義経済における技術革新は後者だから、

っ向から対立するものである。それゆえ、我

利潤率は必ず上昇すると主張するのが、「置塩

が国でも置塩定理には正統派から多くの批判

(8)
定理」と呼ばれているものである。

が出されたが、欧米の論壇で正統派的な立場

ただし、置塩は利潤率が低下する可能性を
排除したわけでは決してない。上述の議論に

から最も影響力のある形で批判を出したのは、
A.Shaikhであった。

は実質賃金率が変動しない場合という仮定が
存在しており、実質賃金率が上昇する場合は
事情が異なる。置塩はこの場合を分析するた

（ 2） Shaikh[1978][1980][2016]の 議 論

めに、「革新的技術変化」と「代替的技術変
化」という二つのタイプの技術変化を区別し

置塩定理に関する議論の詳細は、『資本論体

て考察を行っている（置塩[1978]、148～149

系』第 5 巻（本間・富塚編[1994]）において、

頁）。

それぞれ立場を異にする論者による解説とい

まず、革新的技術変化とは、たとえ実質賃

う形で非常によくまとめられている通りであ

金率が変化しなかったとしても、資本家がそ

り、そこではShaikh[1978]の議論もとり上げ

れを採用すれば利潤率を上昇させることがで

られているものの完膚無きまでに叩かれてい

きるような技術の採用である。対して、代替

る（本間・富塚編[1994]、508～511頁、521

的技術変化とは、実質賃金率が上昇した場合

頁）。しかしながら、欧米ではShaikh[1978]の

に初めて有利となるような技術の採用である。

議論は、“Temporal Single-System Interpretation
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図３ 資本構成の推移
3.5

3

2.5
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全産業（
金融業，
保険業を除く
）

製造業

0.5

0

出所：財務省「法人企業統計」より計算して作成。
注１：資本構成＝不変資本÷可変資本
注２：可変資本＝従業員給与＋従業員賞与＋福利厚生費
注３：不変資本＝原材料・貯蔵品＋有形固定資産（土地を除く）＋無形固定資産
注４：全規模、年度（ただし1959年以前は暦年）
。

図４ 実質賃金率の推移（2010年＝100）
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出所：厚生労働省「毎月勤労統計調査」
、総務省統計局「消費者物価指数」
。
注１：実質賃金率＝月間現金給与総額（事業所規模30人以上、調査産業計、年平均）÷消費者物価指数（持家の帰属家
賃を除く総合、年平均）
注２：2010年＝100
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表１

市場価格が100の場合

技術

(1)
市場価格

(2)
単位コスト

A
B
C

100
100
100

78
76
75

(3)
単位あたり利潤
[(1)－(2)]
22
24
25

(4)
産出量

(5)
(6)
資本ストック 単位あたり資本ストック
(固定資本)
[(5)÷(4)]
16500
137.50
18500
142.31
21000
157.89

120
130
133

(7)
利潤率(%)
[(3)÷(6)]
16.00
16.86
15.83

出所：Shaikh [2016]、 p.315

（TSSI）”と称するグループを中心に非常に高

いま、ある部門で支配的な技術Aがあり、

く 評 価 さ れ て お り 、 Shaikh自 身 も 、 近 著

そこにBとCの二つの技術を開発した資本が出

Shaikh[2016]からは、自説を変えていないば

てきて、その様子は表１で示される通りであ

かりか、ますます確信を深めているように見

るとする。すなわち、市場価格（商品の販売

える。これは一体どういうことなのか？

こ

価格）は100であり、単位コストは、Aが78、

の疑問を探るべく、Shaikh[1978]、およびそ

Bが76、Cが75だとする。すると、商品 1 単位

れへの 批 判 に 答え るべ く書 かれ た

あたりの利潤（利潤マージン）はAが22、Bが

Shaikh[1980]の議論を、今一度振り返ってみ

24、Cが25となる。また、産出量および資本

(9)
よう。

ストックが表の通りだとすると、利潤率はA

Shaikh[1978]は、M.Dobbの恐慌論を検討す

が16.00％、Bが16.86％、Cが15.83％となる

るというスタイルで、利潤率の傾向的低下法

（この例ではマルクスとは異なり可変資本は

則をめぐる議論について分析を行っている。

入っていないが、可変資本の有無はここでは

そして『資本論体系』第 5 巻では、実質賃金

議論を本質的に変えるものではないので、無

率上昇ではなく資本の有機的構成の上昇によ

視して差し支えない）。

る利潤率の低下を導き出すために、固定資本

この時、単位あたりの費用価格が最も低く

を導入したことがShaikhの議論の核心である

て利潤マージンが最も高いのはCであるが、

と紹介されている。確かにShaikhは、産業予

固定資本も加味した利潤率が最も高いのはB

備軍の規模が小さくて蓄積が賃金上昇をもた

である。それゆえ、新規参入後も市場価格が

らす場合にのみ資本の有機的構成が高まり利

100のままであるならば、新規採用される技術

潤率が低下すると主張するDobbの論を批判し

はBであろう（逆にCの技術は、当初の技術A

ており、この批判はDobbと同様に、置塩そし

よりも利潤率を低下させてしまうので、採用

てまたGlyn and Sutcliffeにもあてはまるもの

されることはないであろう）。Shaikhによれば、

である。だが、Shaikh本人の説明によれば、

これは新古典派が想定するような、全ての生

その批判のポイントは、マルクスの競争概念

産者が受動的なプライス・テイカーとなって

と新古典派の完全競争概念との違いを示した

おり、新技術の採用があっても価格が変化し

ことであり、Dobbや置塩、Glyn and Sutcliffe

ない「静かな」（Shaikh[1980]、p.79）完全競

は新古典派の完全競争概念を採用してしまっ

争の世界である。

ているという点にあるという（Shaikh[1980]、

しかし、現 代 資 本 主 義 における 現 実の競

p.83）。Shaikh[1978]では数値例のミスなども

争(10)というものは、そのようなものではない。

あっ て 少 々混乱を招い たき らいが あるが、

諸資本は市場において無限小の存在ではなく、

Shaikh[2016]ではより鮮明な説明となってい

市場価格に影響を与える存在であり、価格を

るので、こちらの例（pp.313～316）を用いな

下げて他の資本から顧客を奪うことで競争相

がら、その議論を簡単に見ていこう。

手を市場から退出させようとしている「アク
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表２

市場価格が84に低下した場合

技術

（1）
市場価格

（2）
単位コスト

A
B
C

84
84
84

78
76
75

（3）
単位あたり利潤
[(1)－(2)]
6
8
9

（4）
産出量

（5）
（6）
資本ストック 単位あたり資本ストック
(固定資本)
[(5)÷(4)]
16500
137.50
18500
142.31
21000
157.89

120
130
133

（7）
利潤率(%)
[(3)÷(6)]
5.09
5.62
5.70

出所：Shaikh [2016]、 p.315

ティブなプライス・カッター」（Shaikh[2016]、

低下することを示した」（板木[2006]、17頁）

pp.313～314）である。このような「競争戦」

ものだと解釈され、「その後の論争を通じて

(11)

において、

もし新技術の採用によって市場

……固定資本を導入した場合にも一般的に置

価格が84に下がるとするならば、事情は先程

塩定理が成立することが明らかになった」（同

とは大きく異なってくる。その様子を示した

上）という形で総括されることが多い。確か

のが、表２である。

に、置塩自身も置塩定理について述べた日本

先程の市場価格が100のままの場合はBの技

語文献では固定資本を考慮した場合も考察し

術が利潤率を最大にするものであったのに対

ているし（置塩[1978]第 3 章第 3 節）、それ以

し、今度は利潤率を最大にする技術がCに変

外の方法によっても固定資本を考慮した置塩

わる。このように、新技術の採用後も市場価

定理の成立を示すことは、モデル上は可能で

格が変化しないような場合（言うまでもなく、

(13)
ある。

これは置塩定理の世界である）は、Bの技術

しかし、問題はその理論の現実性である。

のように、たとえ単位コストが高くても高い

固定資本が存在するということは、その導入

利潤率をもたらす技術が採用される。しかし、

と稼働の期間（長ければ何十年と続くその期

マルクスが描いた現実の競争戦は、このよう

間を通じて、固定資本は商品に価値を移転さ

な生やさしいものではない。単位コストを低

せていく）が存在するということでもあり、

めるような技術を得ることができるならば、

固定資本を含む新技術の導入を資本が判断す

資本は第一にそのような技術を採用し、価格

る際に、そのような長期的な利潤率に基づく

競争を仕掛けて競争相手の他の資本を追い落

判断を行っているかどうか、もしくは可能か

とそうとする。これこそが資本主義における

どうかである。さらには、たとえ新技術の導

現実の競争だというのが、Shaikhの一貫した

入時には利潤率を上昇させるような合理的な

(12)

主張である。

判断であったとしても、固定資本の稼働の期
間の間に状況が大きく変わり、固定資本が足
かせとなって負の特別剰余価値が発生してし

Ⅲ

置塩定理をめぐる議論から見た
日本資本主義の構造変化

(14)
まう可能性、
また技術革新が絶え間なく起

こる先行き不透明な状況の中、資本が利潤率
の上昇ではなく一過性の特別剰余価値または
超過利潤の追求を行うという状況も考えられ

先述のように、以上のようなShaikhの議論

る。

は我が国では「置塩定理で想定されていた流

この問題を考えるにあたって、戦後70年の

動不変資本のみのモデルに固定資本を導入す

日本資本主義をごく簡単に振り返ってみよう。

ることによって、実質賃金率一定のもとでも

まず敗戦後の焼け野原の中から、戦後の日本

資本の有機的構成の高度化によって利潤率が

資本主義は始まった。物とカネ不足の中、復
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興と先進資本主義国へのキャッチアップのた

「集中豪雨的輸出」という言葉にも象徴され

め、傾斜生産方式に始まる政府による統制政

るように、海外市場にそれまで以上に活路を

(15)

策が展開され、

規制に守られた官民一体の

見出していくようになった。このことは、国

「護送船団方式」や「日本株式会社」などと

家独占資本主義の市場から資本が対外試合に

いう用語で批判されるようにもなった。そし

打って出ることを意味する。

て戦後直後に一度は解体されたはずの財閥も、

また、主たる輸出先となったアメリカ政府

メインバンクとして企業への資金供給を担っ

との貿易摩擦が拡大し、プラザ合意による急

た銀行を中心として再度結集してゆき、戦後

激な円高ももたらした。このことは、激しく

に「『資本の論理』に即して」（鈴木[2008]、

なっていく競争に備えたコスト削減という目

33頁）結集していった非財閥系の集団も加え

的とも結びつきながら、生産の海外移転を促

て、高度成長期前半には「六大企業集団」体

進した。この動きに対して当時、NICs諸国の

制が確立された。それは月 1 回程度開かれる

経済成長や、ASEAN諸国や中国の開放によっ

「社長会」をはじめとする幾種もの企業間の

て、その受け入れ態勢が非先進資本主義国に

会議体を内部に持ち、それぞれの企業集団内

おいてもちょうど整っていた。さらに冷戦体

で主だった産業に企業を抱えて、集団内で取

制の終結は東欧・旧ソ連経済の開放をももた

引が自己完結するようにされた「ワンセット

らし、1990年代は資本にとってまさに世界規

型産業連関」（鈴木[2008]、54頁）を持つもの

模で自由に生産の移転が可能となったのであ

であった。

り、資本を呼び込むことに成功して（生産手

このように、復興期から高度成長期までの、

段・消費手段いずれに対しても）消費の原資

国家による統制のもと「六大企業集団」に象

を得た国々は、資本にとっての消費市場を新

徴される企業間結合を持った体制は、まさに

たに形成することにもなった。

「国家独占資本主義」そのものであった。そ

この段階での競争は、国境を越えて資本が

こでは、資金不足という状況はあれど、旺盛

市場を奪い合って激しい価格競争を展開する

な需要と安定的な企業間結合によって、今日

とともに、生産を本国から少しでもコストの

的なほどまでには激しい価格競争を仕掛けて

安い途上国に移すことでコスト面での競争力

いかなければならない状況にはなかった。資

を高めようとしていくというものである。こ

本は国家の指導や協力を得ながら、企業間で

こでは、国家が統制し、資本も互いに結合し

も調整を行ったり安定的な取引を行ったりす

て集団を形成していた国家独占資本主義の論

ることで、無政府的で破滅的な競争を回避出

理は全く通じず、「国際競争」の名のもと、互

来る状況にあったのである。これはまさに置

いに国籍を異にする資本が激烈な競争を展開

塩定理が主張するような、価格が安定的で資

していくことを強制 される。 これはまさ に

本が利潤率の上昇を目指していくことの出来

Shaikhやマルクスが描いた「競争戦」そのも

る環境にあったことを意味する。

のである。

しかし、高度成長の終了とともに状況は一

この過程では、企業集団に属する大企業で

変する。それまでのようには需要が伸びなく

あっても敗者となることが往々としてあるの

(16)
なり、
実質賃金率と原料価格の急上昇とい

であり、バブル崩壊による不良債権が重くの

う状況に直面した資本は、1970年代後半から、

しかかった都市銀行は、自らの企業集団内の

「減量経営」という標語とともに人件費の抑

敗者となった企業を救済する能力も失ってい

制と機械化を進めるようになっていく（産業

き、「六大企業集団」体制は「 崩壊」（ 鈴木

用ロボットの普及はこの頃からである）。同時

[2008]）していくこととなった。

に、国内需要が期待するほど伸びない中で、

このように安定的な取引関係を保証してくれ

(17)
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そして、

た企業集団という枠組みが無くなるというこ

失をともにしなければならないのかというこ

とは、企業集団を構成していた企業がその大

とは、力と狡知の問題となるのであり、そう

小を問わず、国際的な激烈な競争の舞台に放

なれば競争は、反目する兄弟の闘争に転化す

り出されるということを意味した。

る。（K.Ⅲ、S.263、訳(9)431～432頁）

また、それまでは自国の産業を統制してい
た国家についても、1980年代以降先進資本主
義国で「小さな政府」路線が流行りになると
ともに、資本が自国の外に出て行って市場を

Ⅳ

おわりに

奪い合う状況で、統制や指導の余地が少なく
なっていった。また、それぞれの国家が自国
資本に有利となるように国家間交渉を行うわ

重田[2013]は、1970年代後半以降のグロー

けなので、互いに自国資本のために相手国市

バル化した現代資本主義について、「世界経済

場を開放するよう、すなわち相手国の規制を

基盤における世界寡占としての多国籍企業に

緩和するように要求することが、それまで以

よるグローバルなメガコンペティションの資

上に行われるようになった。そこでは、国家

本主義」（48頁）であり、「それぞれの異なる

間の軍事力に代表される力関係が事を決める

諸国を出自とする多国籍企業が、グローバル

のであり、日本資本主義で言えば、アメリカ

なメガコンペティションとしての激烈な国際

に対して、市場の開放・規制緩和を強制され

的競争をおこない、相互食い合いによる一人

ることとなった。

勝ちをめざす世界寡 占間競争 を展開して い

このように、日本資本主義は1970年代後半

る」（49頁）と指摘している。このような認識

を境として、国家による統制のもと「六大企

には筆者も意見を一致するところであるが、

業集団」に象徴される企業間結合を有して利

この1970年代後半に変質した現代資本主義に

潤率上昇を目指すことが出来た国家独占資本

ついて、以上見てきたような利潤率の傾向的

主義から、国家による統制や保護を失い、資

低下法則の観点からは、以下の点が見えてく

本が国境を越えて市場を奪い合って激しい価

る。

格競争を展開する「競争戦」を強いられる段

第一には、1970年代後半に国際化が進めら

階へと変化したのである。この変化は、利潤

れたことによって競争の状況が変化し、それ

率が低下した際の資本間競争の変化として、

までのように国家統制と企業間結合を有した

マルクスが次のように書いているものと全く

もとで利潤率上昇を目指すことが出来た状況

同じである。

から、国家統制が失われ、資本が無政府的に
激烈な価格競争を展開することを強いられる

すべてがうまくいっているあいだは、競争

状況へと変化したこと。また第二に、その結

は……資本家階級の兄弟的結合の実践として

果として利潤率の傾向的低下法則が貫徹して

作用し、その結果、資本家階級は各自が行な

しまう状況になってしまったということ。そ

った賭けの大きさに比例して共同の獲物を共

して第三には、この1970年代後半の変化によ

同で分け合う。しかし、もう利潤の分配では

って、（少なくとも我が国では）国家独占資本

なく、損失の分配が問題となるやいなや、各

主義が崩壊していったことである。

自は、できるだけ自分の損失分を減らしてそ

その崩壊後の現代資本主義について、マル

れを他人に転嫁しようとする。……その場合、

クスが『資本論』で描いたような古典的な資

個々の各資本家がどれだけの損失を負担しな

本主義への「逆流」と看做すことも、（国際的

ければならないのか、一般にどの程度まで損

な独占資本が、互いに市場価格に影響を与え
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を記す。訳文は基本的に新日本新書のものを使

ながらの激烈な競争を展開している点では）

用するが、必ずしもそのままではない。

「独占資本主義」であると看做すことも、不
可能ではない。しかし、そこにおける競争主

( 2 ) 新MEGAからの引用は、MEGAの次に部門、巻

体は、かつてのように国内で小規模に活動す

号、分冊、頁数を順に記し、その後に邦訳箇所

る資本ではなく、国際的に展開し市場価格に

を併記する。

影響を与える大規模な資本であり、そのよう

( 3 ) Okishio [2001]、p.493、訳187頁。

に大規模な資本であっても生存をかけて相互

( 4 ) その「通説」を批判する取り組みとして、近年

に追い落とし合い、全体としては利潤率の低

“Temporal Single-System Interpretation（TSSI）”と

下という結果を伴うという点は、それ以前の

称するグループが置塩定理批判を行っている。

段階とは全く異なるものであり、見逃されて

その内容については、Kliman[2007]第 7 章を参
照のこと。

はならない。
また最後に、マルクスは利潤率低下の帰結

( 5 ) たとえば、置塩定理に関する近年の論考として

として、次のような重要な指摘をしている。

板木[2006]第 1 章があるが、そこではこれまで
の論争における置塩定理批判が成功していない

他方、総資本の価値増殖率すなわち利潤率

ことがまとめられている。また田添[2011]でも、

が資本主義的生産の刺激である（資本の価値

TSSIによる置塩定理批判は成功していないとい

増殖が資本主義的生産の唯一の目的であるよ

う「『置塩定理』に対する擁護論」が展開されて
いる。

うに）限り、利潤率の下落は、新たな自立的
諸資本の形成を緩慢にし、こうして資本主義

( 6 ) ここでの「利潤率」の計算にあたっては、従業

的生産過程の発展をおびやかすものとして現

員給与、従業員賞与、福利厚生費を合わせた労

われる。それは、過剰生産、投機、恐慌、過

働者の取り分ともいえるものを「可変資本」と

剰人口と併存する過剰資本を促進する。
（K.Ⅲ、

看做し、付加価値からこの「可変資本」を引い

S.252、訳(9) 412頁）

たものを「剰余価値」と看做して、分子の利潤
部分に持ってきている。それゆえ、この「剰余

今日、金融投機の拡大や、企業内部に急速

価値」には、マルクスがそう考えたように、役

に積み上がっている内部留保といった現象か

員報酬や地代、利子、配当、税などが含まれて

ら、現代資本主義が「金融資本主義」として

いる。そして、原材料・貯蔵品、有形固定資産

規定されることも多い。しかしながら、これ

（土地を除く）、無形固定資産を合わせて「不変

らの現象もまた、本稿で見てきた利潤率低下

資本」と看做し、これに「可変資本」を足し合

の帰結であり、それを引き起こしている1970

わせたものを分母部分に持ってきている。この

年代後半以降の無政府的な資本間競争の帰結

ように計算された「利潤率」は、マルクスのも

と言えるものなのである。

のと完全には一致しないかもしれないが、先の
総資本営業利益率と比べると、かなり近いもの

注

になっていると思われる。ただし、小西

( 1 ) マ ル ク ス は 「 推 進 力 」（ K.Ⅲ 、 S.269、 訳

（[2014]、198頁）も指摘しているように、「法

(9)441頁）という表現以外にも、「生産の出発点

人企業統計」の「原材料・貯蔵品」の項に記載

および終結点として、生産の動機および目的と

されている値は、あくまで「資産」としてのも

して現われる」（K.Ⅲ、S.260、訳(9)426頁）と

のなので、使用された原材料が反映されている

いう表現も用いている。なお、『資本論』からの

ものではなく、この値をもってマルクスのいう

引用に関しては、「K.」と略し、続けて巻号、

「流動不変資本」の大きさと看做すことはでき

MEW版の頁数、新日本新書訳の分冊番号と頁数

ない。ここにこの方式の計算の一つの限界があ
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る。

ただし、「価格低下と競争戦とは、どの資本家

なお、不変資本、可変資本、剰余価値は「価

にも刺激を与えて、新しい機械、新たな改良さ

値ターム」であり、利潤率も「価値ターム」で

れた作業方法、新たな組み合わせの使用によっ

あるこれらの比率として計算しなければならな

て、自分の総生産物の個別的価値をその一般的

いとする批判に関しては、森本（[2016]、239～

価値以下に低めようとさせたであろう」（（K.Ⅲ、
S.265、訳(9)434頁）とも書かれているように、

240頁）を参照されたい。
( 7 ) マルクスは「1861-1863年草稿」では「資本は
、、、
……一つの商品の生産に社会的に必要な労働を

資本間の競争が「競争戦」へと一度変化すると、

絶え間なく短縮してゆくのである。これによっ

るというShaikhの論理をマルクスも認めるであ

て商品の価格はその最低限にまで引き下げられ

ろう。

価格低下競争によって利潤率低下がもたらされ

る」（MEGAⅡ/3.2、S.1619、訳(8)123頁。強調

(12) 以上のようなShaikhの論理は、我が国の論壇で

は原文）と書いており、このような商品価値を

も置塩定理の提出直後から富塚良三氏を中心に

低下させていこうとする資本の傾向は、「この篇

主張されてきたもの（富塚[1965]第五論文）と、

のなかの最も重要な ―資本主義的生産の進行

本質的には同じである。

に伴う利潤率の低下という―問題を解決して

(13) たとえば、中谷[1994]第 4 章第 2 節やRoemer

ゆく前であっても、答えられる」（MEGAⅡ/3.2、
S.1620、訳(8)125頁）と、利潤率の傾向的低下

[1979]など。
(14) シャープの堺工場がその典型例であり、技術

法則論以前の問題として扱っている。

革新が激しい液晶パネル業界にあって、稼動す

( 8 ) ただし、置塩の議論の結論は「利潤率は上昇す

る時にはすでに負の特別剰余価値を発生させる

る」というものでは決してない。詳細は、置塩

時代遅れな存在になってしまっていたことは、

[1978]第 3 章を確認されたい。

記憶に新しい。

( 9 ) Shaikh[1982]でも、「ネオ・リカーディアンの

(15) もちろん、産業間によってその強さや成否に

代数とその理論の貧困」を示すものとして、同

は差があった。橋本[1995]は高度成長期までの

様の置塩定理批判がなされている。

産業政策について、「それが通常考えられる範囲

(10) Shaikh[1980]では「マルクス的な競争」という

をこえた幅広い政策であったが、経済成長への

表現が主に用いられているが、Shaikh[2016]で

貢献という点では、これまた限られた成果しか

は「現実的な競争」という表現に統一されてい

生まなかった」（155頁）と評価しながらも、金

る。

融・保険業に対する大蔵行政は「厳しく……実

(11) Shaikh の言う「競争戦」と、マルクスの言う
「競争戦」とでは、資本間の苦しみを伴った激

効をもった」（162頁）と評価している。
(16) 吉川[2012]は、「高度成長は耐久消費財の普及、

しい競争という意味では共通しているが、果た

人口移動と世帯数の増加を基底として、旺盛な

している役割をはじめ意味するところが異なる

設備投資によってもたらされた」とし、農村か

ことに注意が必要である。Shaikhは利潤率低下

ら都市への人口移動・世帯数の増加が減速し、

をもたらすものとして「競争戦」を説明してい

耐久消費財が普及しそれ以上の需要の増加が見

るが、マルクスは逆に、「利潤率の低下が諸資本

込めなくなったことによって高度成長が終焉し

間の競争戦を呼び起こすのであって、その逆で

たとしている（140～141頁）。

はない」（K.Ⅲ、S.267、訳(9)437頁）とし、利

(17) もちろん企業集団によってその結合の能力や

潤率低下によって「利潤の分配ではなく、損失

「崩壊」の程度には差が存在し、六つの企業集

の分配が問題」となった「反目する兄弟の闘

団が存在していた体制が崩壊したということで

争」（K.Ⅲ、S.263、訳(9)431～432頁）として

ある。1999年に芙蓉グループに属していた日産

「競争戦」を説明している。

自動車がルノーの傘下となったことは、都市銀
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行が自らの企業集団内の企業を救済する能力も

森本壮亮「
『前貸経済学』としての“Temporal Single

意志も失っていた典型例であるが、2004年に三

System Interpretation”―学説史的視点からの一

菱自動車が経営危機に陥った際には、三菱グル

評価―」『経済論叢（京都大学）』第184巻第 4

ープが企業集団をあげて全面的に救済に入った。

号、2010年10月。

しかし、2016年に再度三菱自動車が経営危機に

森本壮亮「『資本論』解釈としてのNew Interpreta-

陥った際には、皮肉にも日産自動車に救済され

tion」『季刊 経済理論』第51巻第 3 号、2014年10

ることになった。

月。
森本壮亮「利潤率の傾向的低下法則と日本経済―

参考文献

置塩定理を中心にして―」『経済経営論集（桃

板木雅彦『国際過剰資本の誕生』ミネルヴァ書房、

山学院大学）』第57巻第 3 号、2016年 3 月。

2006年。

吉川洋『高度成長―日本を変えた6000日―』中

置塩信雄『資本制経済の基礎理論 ― 労働生産

公文庫、2012年。

性・利潤率及び実質賃金率の相互関連―(増訂
Armstrong, P. and A.Glyn [1980], “The law of the fall-

版）』1978年。

ing rate of profit and oligopoly: A comment on

置塩信雄『現代資本主義分析の課題』岩波書店、

Shaikh,” Cambridge Journal of Economics, 4.

1980年。
置塩信雄『マルクス経済学Ⅱ ―資本蓄積の理論

Bleaney, M. [1980], “Maurice Dobb's theory of crisis: A
comment,” Cambridge Journal of Economics, 4.

―』筑摩書房、1987年。
置塩信雄『経済学と現代の諸問題 ―置塩信雄の

Brenner, R. [2006], The Economics of Global Turbulence, London: Verso.

メッセージ―』大月書店、2004年。
小西一雄『資本主義の成熟と転換 ―現代の信用

Ernst, J. [1982], “Simultaneous valuation extirpated: A
contribution to the critique of the neo-Ricardian

と恐慌―』桜井書店、2014年。

concept of value,” Review of Radical Political Eco-

佐藤真人『戦後日本の資本利益率格差』関西大学出

nomics, 14.

版部、2016年。
重田澄男「現代資本主義の現局面 ―規定的形態

Freeman, A. and G. Carchedi (eds.) [1996], Marx and

と歴史的性格 ―」『政経研究』101号、2013年

Non-Equilibrium Economics, Cheltenham: Edward
Elgar.

12月。
鈴木健『六大企業集団の崩壊 ―再編される大企

Glyn, A. and B. Sutcliffe [1972], British Capitalism,
Workers and the Profits Squeeze, London: Penguin

業体制―』新日本出版社、2008年。

Books.（ 平 井 規 之 訳 『賃 上 げ と 資 本 主 義 の危

田 添 篤 史 「『 置 塩 定 理 』 に 対 す る 擁 護 論 ―
Laibmanの議論の拡張および厳密化をベースとし
て ―」『季刊 経済理論』第48巻第 2 号、2011

機』ダイヤモンド社、1975年）
Kliman, A. [2007], Reclaiming Marx's “Capital”: A
refutation of the myth of inconsistency, Lanham:

年 7 月。

Lexington Books.

富塚良三『蓄積論研究』未来社、1965年。
中谷武『価値、価格と利潤の経済学』勁草書房、

Kliman, A. [2010], The Persistent Fall in Profitability
Underlying the Current Crisis: New temporalist evi-

1994年。

dence, New York: Marxist-Humanist Initiative.

橋本寿朗『戦後の日本経済』岩波新書、1995年。
橋本寿朗『デフレの進行をどう読むか』岩波書店、

Marx, K. [1861-1863], Zur Kritik der Politichen
Ökonomie (Manuskript 1861-1863), Karl Marx,

2002年。
本間要一郎・富塚良三編『資本論体系第 5 巻 利

Friedrich Engels: Gesamtausgabe (MEGA), Ⅱ/3.,
Berlin: Dietz Verlag, 1980.（資本論草稿集翻訳委

潤・生産価格』有斐閣、1994年。

- 29 -

員会訳『資本論草稿集』第 4 ～ 9 分冊、大月書
店、1978～1994年）
Marx, K. [1867, 1885, 1894], Das Kapital, Erster Band,
Zweiter Band Dritter Band, Berlin: Dietz Verlag,
1962, 1963, 1964.（資本論翻訳委員会訳『資本
論』第 1 分冊～第13分冊、新日本出版社、1982
～89年）
Nakatani, T. [1980], “The law of falling rate of profit
and the competitive battle: Comment on Shaikh,”
Cambridge Journal of Economics, 4.
Okishio, N. [1961], “Technical changes and the rate of
profit,” Kobe University Economic Review, 7. （置
塩[1987]、所収）
Okishio, N. [1977], “Notes on technical progress and
capitalist society,” Cambridge Journal of Economics,
1. （置塩[1987]、所収）
Okishio, N. [2001], “Competition and production
prices,” Cambridge Journal of Economics, 25.（置
塩[2004]、所収）
Roemer, J.E. [1979], “Continuing controversy on the
falling rate of profit: Fixed capital and other issues,”
Cambridge Journal of Economics, 3.
Shaikh, A. [1978], “Political economy and capitalism:
Notes on Dobb's theory of crisis,” Cambridge Journal of Economics, 2.
Shaikh, A. [1980], “Marxian competition versus perfect
competition: Further comments on the so-called
choice of technique,” Cambridge Journal of Economics, 4.
Shaikh, A. [1982], “Neo-Ricardian economics: A wealth
of algebra, a poverty of theory,” Review of Radical
Political Economics, 14.
Shaikh, A. [2016], Capitalism: Competition, conflict,
crises, New York: Oxford University Press.
Steedman, I. [1980], “A note on the `choice of technique' under capitalism,” Cambridge Journal of
Economics, 4.

（もりもと

そうすけ

桃山学院大学）

- 30 -

■論文■

過労死防止対策としての
労働時間の把握と業務量の管理
―長時間労働依存型ビジネスモデルの経済分析―

石 川 啓 雅
《要旨》 2014年に過労死等防止推進対策基本法が制定され、長時間労働を含む過重労働はもはや許されな
い状況となっている。少子高齢化により労働力人口自体が高齢化することもあり、「心身に支障を来
すような労働」を前提とする経済活動そのものの転換が求められている。そこで、本稿では、この
ような「働き方改革」を是正するためには何が必要なのかという観点から、労働時間の把握をめぐ
る課題、労働時間と業務量の関係について検討を行った。
労働時間の把握については、「確認行為」が必要であること、労働時間と業務量の関係については、
長時間労働依存型業種の経営データを基に、長時間労働是正のためには「業務量の管理」が必要で、
近年のWLB（ワーク・ライフ・バランス）の取組みにはそれが欠如している点を指摘した。
目 次

基本法によると、過労死とは「業務における

はじめに－問題意識と課題の限定－
Ⅰ.過重労働職種の労働時間の把握
－専門的･技術的職業従事者の労働時間－
1.過重労働職種の労働時間
2.過労死防止対策としての労働時間の把握の課
題について
Ⅱ.長時間労働依存型(≒過労死型)ビジネスモデ
ルの経済分析
1.「一人当たり売上」のもつ意味
2.「一人当たり売上」と労働時間
3.生産性、労働時間、人数
4.相反する「一人当たり売上」と利益率
5.労働装備率にみる労働特性
Ⅲ.WLB(ワーク・ライフ・バランス)論批判
－業務量の管理なき対策－
おわりに－「自由の王国」と労働時間－
補遺：経済学における労働時間研究の現状
－森岡孝二氏の指摘を踏まえて－

過重な負荷による脳血管疾患若しくは業務に
おける強い心理的負荷による精神障害を原因
とする自殺による死亡又はこれらの脳血管疾
患若しくは心臓疾患 若しくは 精神障害を い
う」（第 2 条）とあるが、電通の過労自殺のよ
うな問題が後を断たないのは何故なのか？
同法の成立や過労死及び過重労働の実態が
明らかになるにつれて、行政や企業は残業時
間の上限規制をはじめとして様々な対策・改
革を世間に対して掲げざるを得なくなってい
る。それだけ問題が深刻なわけだが、他方で、
これほど問題になっているのにもかかわらず、
一部専門職の労働者を労働時間規制の適用外
とする「高度プロフェッシナル制度」の導入
を見直す動きはなく、残業時間の上限規制に
ついても、現行の36協定（労働基準法36条に
基づく時間外労働に関する労使協定）の特例

はじめに
－問題意識と課題の限定－

をそのままスライドさせようとするなど、か
け声とは裏腹に消極的な姿勢が目につく。事
態は依然深刻だと言わなければならない。上

2014年に制定された過労死等防止推進対策

限規制が過労死に至るぎりぎりの水準で、イ
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ンターバル規制もなく、労働

表１

過労死の職種（仕事の内容）別内訳

時間規制を除外する制度が成
立すればどのようなことにな
るかは想像に難くない。

脳･心臓

精神障

疾患

害

専門的・技術的職業従事者
職種別

ところで、過労死の定義に

計
19.2 %

118

325

443

管理的職業従事者

53

80

133

5.8 %

事務従事者

59

362

421

18.2 %

販売従事者

95

178

273

11.8 %

従えば、過労死の原因は「業

サービス職業従事者

82

183

265

11.5 %

務における過重な負荷」、「業

輸送・機械運転従事者

10.8 %

161

89

250

生産工程従事者

70

159

229

9.9 %

運搬・清掃・包装等従事者

50

58

108

4.7 %

にあるとされているが、労災

建設・採掘従事者

68

58

126

5.5 %

認定に労働時間の長さが目安

上記以外の職種

39

23

62

2.7 %

33

1.4 %

務における強い心理的負荷」

（≒基準）のひとつにされて

「専門的・ 建築・土木・測量技術者

33

技術的職業 情報処理・通信技術者

20

いることからわかるように、

従事者」の 保健師・助産師・看護師

労働時間の長さがこの負荷に

内訳

相当することは、言うまでも
ない。そこで、長時間労働の
原因ということになるが、「働

社会福祉専門職業従事者

職種別計

795

53

73

3.2 %

59

59

2.6 %

35

35

1.5 %

1,515

2,310

100 %

出所：
「過労死等の労災補償状況」(厚生労働省)より作成。
注：上記「内訳」については、請求件数の多い職種（中分類の上位15職種）で
ある。

き方」やそれに対する労使双
方の「管理」の問題が随分言われているもの

いての経済分析（Ⅱ）、数年前から注目されて

の、それ以前の問題として、労働時間そのも

いるWLB施策（ワーク・ライフ・バランスの

のが「適正に」把握されているのかというこ

取組み）の検討（Ⅲ）を行いたい。

とや、労働時間の長さはそもそも何に起因す

なお、以下の考察は、主として統計データ

るのかという肝心なところが一向に見えない

に基づくものであり、「ひとりひとりの人間の

現実がある。例えば、労働時間は何によって

苦難」にアプローチできるものではない点で、

決まるのかという問題に関して言えば、その

過労死防止対策の検討としては不十分である。

長さを左右する仕事の量が最終的に市場のな

それ故、本来ならば、併せて詳細な事例研究

(1)

(2)

かで決まらざるを得ず 、それを前提にして

なりモノグラフ が必要であるが、その欠如

「働き方」や「管理」の問題を考えざるを得

についてはご寛恕いただきたい。

ないとしても、市場に対して使用者は何らか
の計画をもって臨んでいるのが普通であろう。
したがって、労働時間は使用者の利益計画や
売上計画と密接な関係をもっている。にもか

Ⅰ.過重労働職種の労働時間の把握

かわらず、こうしたことが一向にみえてこな

－専門的・技術的職業従事者の労働時間－

いのである。これでは、過重労働の対策は何
一つみえてこない。そもそも消化できる仕事

１．過重労働職種の労働時間

量（業務量）なのかどうかの確認や検討なし
に、「労働時間を減らします」というのはあま
りにも漠然としているのではないかという疑
問が浮かんでくるのである。

表１は、厚労省の「過労死等の労災補償状
況」より、平成26・27年の労災請求件数につ

そこで、本稿では、過労死防止対策の検討

いて整理したものである。過労死等の多い職

の一環として、過労死関連職種の労働時間の

種としては、専門的・技術的職業従事者、事

現況確認（Ⅰ）、労働時間と仕事量の関係につ

務従事者が多く、両者を合わせて全体の約 4
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割を占める。「労災補 表２ 労働時間の現状
年間労働時間

償状況」では労災請

週60hr以 専門的・

労働力調 毎月勤労 労働力－毎勤 上就業者 技術的職

求件 数の上位15位に

査

統計

①

②

農林漁業を除く全産業

1,954

1,734

220

12.7

8.7%

17.4%

鉱業，採石業，砂利採取業

1,996

2,020

－23

－1.2

0.0%

0.0%

らかにしているが、

建設業

2,029

2,058

－29

－1.4

11.0%

6.4%

最も多い専門的・技

製造業

2,049

1,958

91

4.6

7.1%

8.3%

電気・ガス・熱供給・水道業

2,076

1,871

205

11

3.6%

10.3%

ついて、日本職業分
類の中分類職種を明

術的職業従事者に注

比率
③

③／②

業従事者
比率

情報通信業

2,162

1,955

207

10.6

9.3%

59.3%

目すると、建築・土

運輸業，郵便業

2,188

2,063

125

6

18.5%

0.6%

木・測量技術者、情

卸売業，小売業

1,897

1,640

256

15.6

9.3%

2.8%

金融業，保険業

2,056

1,772

284

16

6.0%

2.6%

不動産業，物品賃貸業

1,875

1,840

35

者、製造技術者（開

学術研究，専門・技術サービス業

2,046

1,860

186

発 ）、 保 健 師 ・ 助 産

宿泊業，飲食サービス業

1,788

1,237

生活関連サービス業，娯楽業

1,877

1,640

教育，学習支援業

1,946

医療，福祉
複合サービス事業
サービス業（他に分類されないもの)

1,852

公務（他に分類されるものを除く）

2,146

報処理・通信技術

師・看護師、社会福
祉専門技術者の 4 職
種が具体的な職種と
なっている。

7.7%

0.8%

10

10.0%

49.1%

550

44.5

12.3%

1.0%

236

14.4

11.1%

4.8%

1,514

431

28.5

10.7%

73.9%

1,870

1,625

245

15.1

3.7%

49.2%

2,020

1,807

213

11.8

3.4%

3.4%

6.0%

5.7%

9.3%

6.1%

1,735

264

1.9

15.2

そこ で、こ れら の

出所：「労働力調査」(総務省、H27)、「毎月勤労統計調査」(厚生労働省、H27)より作成。

職種が従事している

注：「週60hr以上就業者比率」、
「専門的・技術的職業従事者比率」は労働力調査より算出。
は1,800hr超。

と考えられる業種を
念頭に置きながら、
産業別の年間労働時

間を整理したものが表２である。

る過労死認定基準並みの労働時間となる。こ

「支払労働時間」を対象とした調査である
(3)

毎月勤労統計調査によると 、全体的に年間

うした働き方をする就業者が確実に 1 割も存
在していることになる。

1,800hr以内に収まる業種が多いなかで、 4 職

しかしながら、詳細をみていくと、必ずし

種の従事産業と考えられる情報通信業、学術

も「労災補償状況」が示す状態を反映してい

研究・専門・技術サービス業、医療・福祉、

るわけではない。教育、学習支援業について

教育・学習支援業をみると、情報通信業、学

は、週60hr以上就業者の割合が高く、支払労

術研究・専門・技術サービス業が1,800hrを大

働時間と実労働時間の差異は非常に大きいけ

きく超え、年間で大体150hrの超となっている。

れど、全従事者の平均労働時間は特に長いと

しかしながら、「実労働時間」を反映している

いうわけではない。医療、福祉については、

と考えられる労働力調査の数字をみると、 4

労災認定請求が多いのにもかかわらず、業種

業種全てが1,800hr超となっており、情報通信

全体として平均労働時間が極端に長いという

業、学 術研究、専門・ 技術サー ビス業では

わけでもないし、60hr以上従事者の比率も低

2,000hrを超えてくる。労働力調査 では、週

い。これらの背景には、短時間労働の非正規

60hr以上の労働をしている就業者の数を調べ

労働者の多さが反映されていることも考えら

ているが、これによると実に 1 割もいる。週

れるが、「労災補償状況」で散見される業種で

60hr以上の労働は法定の所定労働時間40hrを

労働時間が短いという結果は、過労死防止の

基準にすれば、週20hr以上の所定外労働時間

ために労働時間を把握しようというとき、こ

となり、月にすると80hr以上で、労災におけ

の 2 つの調査には限界があることを物語って
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いる。

表３

土木建築サービス業の労働時間

労働時間の把握については、行政が行
う統計調査のほかに、企業や労組による

毎月勤労

建設コンサ

統計

ルタンツ白

賃金白書
賃金白書との差分

書
対企業調査 対企業調査 対労働者調査

ものがある。そこで、行政による調査も

③

③－①

2004 年

173

668

495

と、労働時間把握をめぐる問題がより鮮

2005

157

690

532

明になる。

2006

145

715

569

2007

194

386

710

515

324

2008

200

383

672

471

289

労働時間を並べてみたものである。土木

2009

174

379

671

497

292

建築サービス業は、一般的に、建設コン

2010

178

411

649

471

238

2011

188

444

678

489

234

2012

164

448

691

526

243

行政機関から仕事を受注して、公共事業

2013

186

435

662

476

227

を行うための調査や計画、土木構造物や

2014

191

564

373

2015

190

546

356

含めて、これらの調査を比較してみる

表３は、土木建築サービス業の所定外

サルタントと呼ばれている業種で、主に

建築物の設計を行う。したがって、専門
的・技術的職業従事者が多数雇用されて

①

③－②

出所：「毎月勤労統計調査」(厚生労働省)、「建設コンサルタンツ白
書」(2010～2015各年版

おり、「労災補償状況」で上位職種とさ
れる建築・土木・測量技術者が従事して

②

建設コンサルタンツ協会)、「賃金白

書」(全国建設関連労働組合連合会、2016)より作成。
注：

は36協定の延長時間の指導基準年360hr超。

いる。同表をみると、まず行政の毎月勤
労統計調査においては、36協定の指導基
準の下限である360hr / 年を超える数字は
ない。多い年でも200hrでしかない。傾向とし

確に記録し、労働者の心身の健康を損なうよ

ては、2008年をピークに多少は減る傾向にあ

うなものであれば、適正な時間内に収めて長

るようだ。「建設コンサルタンツ白書」の数字

時間労働の是正を行うことが基本条件になる。

は、業界団体である建設コンサルタンツ協会

しかし、前項で整理したように、正確な労働

が会員企業を対象に調査を行ったものだが、

時間がわからない、サービス残業が把握され

残業時間は360hrを超えている。行政が把握し

ていないという問題がある。労働時間の一部

ている、企業が行政に対して申告している残

が私的時間とみなされ、労働時間から除外す

業時間より長い。

るように 圧力を受けたり、自主的に除外する

最後に、建設コンサルタントの労働組合の

ように誘導されるようなことが行われ、労働

産別組織である全国建設関連労働組合連合会

時間の把握が大きな課題であることが浮き彫

が組合員を対象に調べている残業時間をみる

りになっている。

と、毎月勤労統計調査や経営側調査の数字を

2016年 4 月に野党 4 党が共同提出した労働

上回る。最近の傾向としては減っているが、

時間規制に関わる法案 (4)は、労働時間の上限

それでも指導基準の360hr / 年に対して200hr近

規制、インターバル規制など過重労働対策に

くオーバーしている。この差は言うまでもな

重点をおいた内容となっており、これらを担

くサービス残業である。

保する措置として労働時間の記録を義務づけ
ている。このことからもわかるように、労働
時間の把握は過労死防止対策にとって「基本

２．過労死防止対策としての労働時間の
把握の課題について

の作業」ともいえる。しかし、政府の高度プ

過労死を防ぐにはどれだけ働いたのかを正

を期待する企業にとっては、労働時間を積極

ロフェッシナル制度の導入とその対象の拡大
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的に把握しようとする動機はない。裁量労働
制なりみなし労働時間制度が適用になれば、
残業代を払う必要がないので、そもそも労働

１．「一人当たり売上」のもつ意味

時間を把握すること自体が必要でなくなる。
それ故、労働時間の把握を企業に義務づけた

労働時間規制を不要とする立場からは「労

としても、労働時間の一部を「削る」ような

働者は残業目当てにわざと残業をしている」

動きがなくなるわけではく、むしろ、フレッ

とか「労働のパフォーマンス不足（生産性の

クスタイム制度や在宅勤務のようなものが導

低さ）」が長時間労働の原因だとする声がよく

入されれば、日時間を基本とした労働時間の

聞かれる。

把握など要らなくなる。故に、労働時間の把

しかし、労働時間は仕事量によって決まる

握には、記録をとって残しておくだけではな

のであって、仕事量はそもそも企業が目標と

くて、 その実施と内容 について の「確認行

する、あるいは計画する商品やサービスの生

為」も必要になる。

産・供給量（以下、生産量とする）によって

確認行為が必要となれば、当然、「誰がどの

決まる関係にある。そして、商品やサービス

ように確認を行うのか」という問題に行き着

の生産量は目標とする売上（売上計画）の水

く。どのようには別にして、これまでの経緯

準によって変わってくるのであり、さらにそ

を顧みると、労働時間の記録・保管は企業の

の目標とする売上げは獲得したい利益がどの

責任であっても、その確認行為は行政の役割

くらいか（利益計画）によって決まってくる。

であろう。もちろん、全ての事業所に対して

仮に、従業員が100人の会社があったとして、

これを行うのは困難だが、データを提出させ

この企業の損益計算上の粗利が20％であった

たうえで、不自然なものについては、巡回調

とする。会社として販管費や金融費用も含め

査や抽出調査により確認をとるという方法も

て 2 億円の粗利が必要だとすれば、必要な売

ある。また、会社の中では、労働は組織的に

り上は 2 億円÷0.2＝10億円となる。これを従

行われるのであるから、労働時間を労働者ど

業員全員で稼ぐとすれば、一人当たりが背負

うしで確認し合えるような状況（閲覧できる

わなければならない売上は、10億÷100人＝

ような状況）になっていなければならない。

1,000万円となる (6)。つまり、これは金額ベー

労働時間の把握が必要だと言われているが、

スでみた、貨幣数量によって表現された仕事
量にほかならない。これが製造業のような物

実は中身が明確ではない面がある。

的生産であれば、商品やサービスの価格から、
物量ベースの、したがって使用価値ベースの
仕事量を導き出すことができ、必要な労働時

Ⅱ．長時間労働依存型（≒過労死型）
ビジネスモデル(5)の経済分析

間にまで遡及することができる。しかし、サ
ービス業のような非物的生産の場合、商品で
ある労働サービスは「非定型的」である場合
(7)

それでは、長時間労働は何故起きるのか？

が多いので 、物量として仕事量を把握する

ここでは長時間労働依存型ビジネスの「経済

ことが困難である。そのため、金額が消化す

分析」を行う。

べき仕事量となる。

通常は「経営分析」なのだろうが、経済学

したがって、一人当たりの売上げが多けれ

の分析ツールのひとつである価値論的な考え

ば多いほど仕事の量が多いという関係が成立

方に基づいて考察を試みることから、敢えて

する。あるいは仕事の量が多いほど一人当た

「経済分析」とした。

りの売上が多い＝生産性が高いという奇妙な
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図１

一人当り売上と労働時間

10億円未満

10～40億円未満

(R = 0.4)

40～100億円未満

100億円以上

売 上 高 ／ 技 年間平均所定
術職員
外労働時間
2008 年
13,505
348
2009
12,647
359
2010
14,151
394
2011
13,701
449
2012
13,239
458
2013
14,427
444
2008
18,266
449
2009
17,925
425
2010
17,769
427
2011
18,218
394
2012
16,877
399
2013
18,031
376
2008
22,091
378
2009
20,814
362
2010
21,839
422
2011
19,139
515
2012
20,202
475
2013
20,705
515
2008
26,151
416
2009
24,887
398
2010
25,398
451
2011
23,337
531
2012
24,007
528
2013
26,199
532

出所：
「建設コンサルタント白書」(2010～2015各年版、建設コンサルタンツ協会)巻末資料(本稿末に転載)より作成。
注：グラフは右表より作成(表は稿末の基礎資料より作成。売上高/技術職員は売上高区分に合わせて基礎資料の値を縮約)。

関係が成立する。

との関係をみた。
データの当てはまりはよくないが、相関係
数の大きさと傾向線のベクトルをみると、お

２．
「一人当たり売上」
と労働時間

おむね一人あたりの売上が多いほど残業時間
は多くなるという関係がみられる。そして、

そこで、以上のことから推測できるのは、

残業時間の上位と下位にあるデータの数をみ

一人当たり売上と労働時間の間には相関があ

ると、残業時間の上位グループはほとんどが

るのではないかという仮説である。

2,000万 円 超 、 下 位 グ ル ー プ は 半 数 以 上 が

図１は、前節で労働時間の比較を行う際に

2,000万円未満となっており、売上金額が多い

とりあげた土木建築サービス業について、一

グループほど残業時間が多く、低いグループ

人あたりの売上と残業時間について整理した

ほど短いという傾向を認めることができる。

ものである。土木建築サービス業における労

そして、ここで示される一人当たり売上は全

働は専門的・技術的職業従事者による対人サ

て残業なしには消化できない水準であること

ービス（例えば、顧客が要求する内容の技術

がわかる。

資料を作成する、相談された課題の解決策を

残業時間は企業に対するアンケート結果で

検討して提案をする等々）であり、労働の投

あり、バラツキも大きいため、以上の結果は

入に対して成果を物量で把握できないので、

厳密なものではないが、少なくとも、残業時

一人当たり売上を仕事量と解釈し、残業時間

間は一人当たりの売上げと関連するというこ
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図２

とがうかがえる。

生産性、労働時間、人数の関係

したがって、労働時間が長い
短いという問題はまず仕事量と
の関係で把握すべきものであ
る。そして、その仕事を消化す
る人間が企業との雇用関係のも
とで労働行為を行う存在であっ
てみれば、企業の目的は利益の
獲得とその最大化にあるのだか
ら、利益や売上と仕事の関係を
整理した上で理解する必要があ
る。所定内労働時間で消化でき
るかできないかわからない利
益・売上目標を設定しておきな
がら、ただ単に労働者が「怠け
ているから」というのでは、事
態の改善には程遠いと言わなけ
ればならない。企業の立場とし
ても、労働時間の削減には売
上・利益とのバランスを考慮せ
ざるを得ないのであるから、利

出所：「建設コンサルタント白書」(2010～2015各年版、建設コンサルタンツ

益・売上と労働時間の関係把握

協会)巻末資料、
「賃金白書」(全国建設関連労働組合連合会、2016)より

が必要になってくるはずであ
る。

作成。
注：「実質一人当たり売上高」は、国土交通省が受発注価格を積算する際に用
いるべき単価として公表している設計業務技術者単価(技術者A)をサー
ビスの供給価格とし、2013年を1として係数を作成し、売上高をこれを
除して換算した。詳細は巻末資料を参照されたい。

３．生産性、労働時間、人数
げに先行して発生することからもわかる。常
仕事量決定の起点である利益は何に規定さ
れているのか？

識的に考えても、費用が 0 あるいはマイナス

現象としては、商品やサー

になることは考えられない。したがって、利

ビスの販売によって実現された売上から生産

益の追求は最終的に売上げの拡大、したがっ

や販売にかかった費用を差し引いた残余が利

て労働投下に依らざるを得ない (8)。そこで、

益となるので、商品やサービスの売買（流通

「生産性」という考え方が出てくる。

過程）から発生しているようにみえる。計算

価格を一定とすれば、売上を伸ばすために

上は 売上－費用＝利益 なので、利益の水準

は数を消化するしかない。価格が下がってい

を左右する要因は売上と費用にあることにな

る時には尚更そうである。否、上がっている

るが、労働価値説的な見方をすれば、利益の

時には利益の上積みが期待されるのが普通な

水準を左右するのは費用ではなく売上である。

ので、やはり数が問題となる。そこで、今度

というのは、労働投下の結果としての売上げ

は、「一人あたりの売上」を生産性指標として、

るモノや労働そのものがなければ利益は発生

その推移をみたものが図２である。価格変動

しないからである。そのことは、経費が売上

の影響を取り除き、実質的な仕事量を把握す
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図３

るために、土木建築サービス業における

利益率と一人当り売上の関係

技術サービスの供給価格を算出する際に
(9)

用いられる行政の「技術者単価 」によ
る補正を行った。
これをみると、実質値はさほど低下し
ていないことがわかる。表掲は略するが
付加 価値 生産 性も同様 の動 きをし てお
り、労働者の生産性が著しく低下してい
るわけではない。このことは何を意味し
ているのであろうか？

消化する仕事の

量が限界に達していることを意味するの
ではないだろうか。というのは、技術職
員の数と残業時間の動きをみると、トレ
ード オフ がみ られるか らで ある。 つま
り、人が減っていくなかで労働時間を延
長してようやく生産性を維持している、
あるいは人が増えることでようやく労働

出所：図１に同じ。

時間を延長することなく作業量を維持で
きているという関係がみてとれる。
このことは、結局、生産性の上昇には限り

業時間が長いグループでもあることを図 1 で

があるので、利益を指向すれば、人を増やす

確認したが、売上げが増えるほど利益率が落

か、既就労者の時間延長で稼ぐしかないこと

ちるのは、外注を利用して売上を消化してい

を意味している。人を雇うにしろ、既就労者

るからである。つまり、雇用ではなく、作業

の労働時間を延長するにしろ、どちらにしろ

委託という形で、新たな労働を投下すること

労働を投下することでしか利益は出てこない。

で、売上を消化しているわけである。売上が
増えれば増えるほど、消化しなければならな
い仕事の量は増えていく。それを消化するた

４．相反する「一人当たり売上」と利益率

めには、「人を増やす」、「時間を延長する」、
「誰かに頼む」という労働投下をめぐる選択

したがって、利益の追求には、自ずと限界

肢があるが

(10)

、後者を選択すれば、当然経費

が出てくる。人を増やさなければ、労働時間

がかかるということになる。だが、誰かに頼

の延長で対応することになるが、それも無制

めば問題が解消されるのかと言えば別で、図

限にはできない。心身の疲労は当然として、

が示すのは、外注を以てしても長時間残業を

一人で同時に多くの作業や顧客対応を迫られ

余儀なくされている現実である。

るという状態になって作業効率も落ちてくる。

結局、売上を上げるほど利益率が低下し、

そこで、消化能力をオーバーする分は外注、

ますます数を追求せざるを得ないという悪循

委託で消化することになる。故に、売上を追

環がある。長時間労働の根本には、こうした

求すればするほど、利益率は下がることにな

経営の仕方に一因がある。数を消化する経営

る。図３は一人あたりの売上と売上高総利益

の仕方は一概に否定されるべきものではない

率の関係をプロットしたものだが、見事に逆

が、以上のような問題が出てくることを踏ま

相関を示している。売上の上位グループは残

えないと、ただ「労働者を搾ったという事実
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しか残らない」点に留意す

表４

労働装備率の比較
全産業

る必要があろう。

製造業

学 術 研 究 , その他の学術 建 設 コ ン
専門・技術 研究,専門･技 サ ル タ ン
サービス業 術サービス業 ツ

労働装備率(職員)

５．労働装備率にみる
労働特性

10,950

10,140

5,230

2,840

2,532

－

－

－

－

3,038

固定資産比率

56.2 %

50.7 %

72 %

43 %

30 %

有形固定資産比率

29.8 %

23.7 %

6.7 %

18.6 %

18.3 %

技術職員

出所：「法人企業統計調査」(財務省、H26)、「建設関連産業の経営分析」(国土交通

ところで、ここでとりあ

省、H25)より作成。

げた土木建築サービス業、
あるいは専門的・技術的職

表５

長時間労働是正の取組み状況

業従事者が働いている産業

短時間正 分からな
社員
い

全体

正社員

ノー残業デーの設定

14.6 %

16.6 %

16.7 %

8.6 %

勤務間インターバル制度の導入

6.5 %

7.4 %

6.1 %

4%

36協定に基づく延長時間の引下げ

8.4 %

9.2 %

10.5 %

6%

計画年休の導入(事業所・グループ全体)

2.3 %

2.5 %

2.6 %

1.5 %

表４は、産業間の労働装備

計画年休の導入(個人)

9.5 %

10.4 %

5.3 %

7.2 %

率の状況を比較したものだ

時間単位での年休制度の導入

3.6 %

4%

7.9 %

2.5 %

年休取得日数・取得率の目標設定

14 %

14.9 %

5.3 %

11.7 %

その他

1.2 %

1.4 %

3.5 %

0.8 %

分からない・特にない

5.7 %

6.4 %

4.4 %

3.9 %

には大きな特徴がある。
それは、機械化・自動化
が困難だという点である。

が、建設コンサルタンツの
労働装備率はかなり低いこ
とがわかる。固定資産比率

出所：「過労死等に関する実態把握のための社会面の調査研究事業

も有形固定資産比率も低

27年度厚労省委託

報告書」(平成

みずほ情報総研株式会社、H28より作成。

い。
このことは、機械化あるいはハードの導入
によって生産性を上げることが困難であるこ
とを物語っている。対人サービスの基本特性
を踏まえて言えば、ITを積極的に導入したと
しても、機器やソフトが顧客対応をしてくれ

Ⅲ．WLB（ワーク・ライフ・バランス）
論批判
－業務量の管理なき対策－

るわけではない。顧客との間に過剰なサービ
スを要求しないまたは対応しないというルー

それでは、対策として、どのようなことが

ルや慣行がなければ、単位時間当たりに消化

行われているのだろうか？

できる仕事量は改善されない。故に、時間の

厚生労働省の委託で行われた「過労死防止に

延長で稼ぐしかないことになる。それは、一

関する実態把握のための社会面の調査研究」

人当たりの売上としては増えるのだろうが、

（みずほ情報総研株式会社実施）にある「勤

労働時間ベースでみた売上は下がっていくこ

務先における長時間 是正等に 関する取り 組

とを意味する。日本の労働者、とりわけ「ホ

み」（労働者側回答）を整理したものである。

ワイトカラーの生産性が低い」という議論は、

取り組みとして多いのは「ノー残業デーの実

以上のような構図を無視して、単純に数字だ

施設定」「年休取得日数の取得率の設定」「計

けをみたものでしかない。したがって、「残業

画年休の導入（個人）」といったところである

代の支払いをやめれば生産性が上がる」など

が、前節の議論を踏まえて言えば、これらに

という議論はかなり問題がある。そこにある

共通して言えるのは、いずれも仕事量の管理、

のは、結局「責任は働いている人間にある」

軽減を前提にしたものではないという点であ

という無責任な理屈でしかない。

る。例えば、ノー残業デーに関して言えば、
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表５は2015年に

残業しない日を定めて、定時に帰宅するよう

業務量がそもそも適正なのかということの

に勧奨するものでしかなく、業務量を適正な

検証なり検討がそもそも抜けているのである。

水準に管理するというものではない。「年休取

業務量は利益計画を前提に決まってくる。そ

得日数の取得率の設定」にしても同様で、仮

して、利益計画を前提に予算統制が行われ、

に計画で取得率を定めても、仕事の量が多け

残業代を払わない、つまり労働時間の一部を

れば消化できないということになる。「計画年

記録しない、させないということが行われる。

休の導入（個人）」は「年計画表に基づき一定

こうなると業務量と労働時間の関係が正確で

の範囲内で具体的な日を希望して定める計画

はなくなってくるので、長時間労働の原因が

年休の導入」というものだが、事前に計画を

「業務の量」にあるのか「業務のやり方」に

たてるという点では評価できるものの、それ

あるのか区別できなくなっていく。WLB論に

が業務量のコントロールや人の配置計画と連

は「業務のやり方」論はあるが、そもそも前

動しているかどうかはわからないため、休暇

提となるサービス残業も含めた労働時間の把

のスケジュールを報告させ、消化を促してい

握がない。すべての対策が「業務のやり方」

るだけというケースも考えられる。

の問題になってしまっている。

以上のことは、数年前から議論されている
WLB論についても言えることである。「仕事
と生活の調和」は理念的には否定されるべき
ことではない。しかし、取組みとして紹介さ
れるもののほとんどが、業務量を管理すると

おわりに
－「自由の王国」と労働時間－

いう発想がない。「週の仕事の目標や達成状況
を細かく、逐次メールで課員に伝える」とか

過労死を防止するためには、長時間労働を

「段取りタイムをつくった」とか「カエル会

なくすためには、労働時間と業務量の適正な

議をしてアイデア出しをした」だとか「年休

把握（前者については「確認行為」）が必要に

取得者に報奨金を出す制度をつくった」「在宅

なるというのが本稿の主張である。

勤務制度をつくった」だとか様々だが、そも

かつて、マルクスは、労働時間の無制限な

そも仕事量が適切であるかどうか、偏りを是

延長が公認されている状況下においては、い

正するためにどうするかといった検証や見直

かに生産力が発展しようとも「人間の解放」

しを基に行われているものではない。効果が

はないことを指摘した

あったとされる話も、そうした取組みでなん

とする資本主義という経済システムとその担

とかできる仕事量だった可能性がある。した

い手である営利企業は、商品の生産過程や生

がって、結局、「労使一体で取り組みました」

産時間の短縮を追求するけれども、労働者の

という話にしかならないのである。そして、

労働時間の短縮には前向きではない。それは

そこには「誰が、何を、どう管理するのか」

目的ではないし、明らかに資本主義市場経済

という話が抜けており、責任の所在が明確で

の経済法則に反するからだ。労働時間の短縮

はない。その典型が「中間管理職が問題」と

は剰余労働時間の短縮を招く。だから、労働

いう指摘で、管理職が熱心に取り組まないか

時間の短縮は遅々として進まず、そうした動

らワーク・ライフ・バランスが進まないよう

きについては総じて後ろ向きである。そのこ

なことが言われているが(11)、そこには経営者

とは 19世 紀イギ リス資本主 義の歴 史を例 に

の責任に関する議論が見事に抜け落ちている。

『資本論』で克明に検証されているところで

会議にエライ人が同席すればいいという話で

あるが、それから150年の時と場所をかえてみ

もないはずである。

た現代日本でも確認されることは言うまでも
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(12)

。利潤の追求を目的

ない。労働時間の問題は資本主義経済システ
ムの宿痾でもある。
しかし、労働時間の短縮がないかぎりは人
間の解放、社会の進歩はない。だから、マル
クスは、未来社会を考える際、それを条件と

補遺：経済学における労働時間研究
の現状
－森岡孝二氏の指摘を踏まえて－

した。その未来社会に関する議論は「自由の
王国」と呼ばれている。

本稿では過労死防止対策の検討作業として、

その「自由の王国」論のなかで、マルクス

労働時間と業務量の関係について考察を行っ

はたとえ資本主義ではなくなっても、対自然

たが、具体的には労働時間の経済分析が中身

との関係や様々なリスクに備えて、剰余労働

となっている。そこで、後付けになるのだが、

から解放されることはないとしている（必然

補足として、労働時間研究の状況について触

の領域）。しかし、その一部は人間の発達のた

れておきたい

(13)

めに自由時間に充てられなければならないと

。

実は過労死が重大な社会問題になっている

している。マルクスは他人の労働を搾取する、

にもかかわらず、労働時間に関する研究は進

掠め取ることについては批判をしているけれ

んでいないと言われている。経済学の立場か

ども、剰余労働それ自体は不要などと言って

ら過労死問題に長年取り組んでいる森岡孝二

いるわけではない。剰余労働時間の一部を生

氏によると、マルクス経済学ですら労働時間

活時間に充てることは、何も利益の存在を前

を正面から取り上げたものはないらしい

提としたビジネスを即否定するものではない。

森岡氏によると、労働時間に関する研究が少

求められているのは、必要な剰余と自由時間

ない理由として、①労働過程論の欠如、②資

のバランスである。そのためには、経済活動

本・賃労働関係視点の欠如、③厚生労働省の

が「無政府・無計画」であってはならないの

毎月勤労統計や平均労働時間の考察に止まっ

であって、本稿で指摘したように、利益・売

てしまう（雇用形態や性差による労働時間の

上と労働時間の関係を把握し、適正量を前提

差異をみない）点を指摘している。こうした

にした仕事量の増減管理、人の配置を行うな

問題は、理論を偏重する方法と関係があるよ

どの対応が求められる。電通の事件も業務量

うだ。現実の職場で労働時間を決めているの

の管理や業務体制の見直しをせず、過重な負

は、労働者を雇用した企業である。雇用契約

担を当事者に「自己責任」として押し付けた

書、就業規則、労働基準法に労働時間が書か

ことに起因している。

れているとしても、実際にどれだけ働くかは、

経済環境に見通しが立たないことを理由に、

(14)

。

会社の事業計画と雇う者と雇われる者の間に

巨額の内部留保も還元せず、仕事の量も減ら

ある指揮命令系統のなかで決められる。企業

さず（≒把握せず）、労働時間の規制緩和を追

にしてみれば、どれだけの時間を働かせるか

求した 先に企業や国は 何を目指 すのだろう

は、商品を購入した後にそれをどう使うかと

か？ 「市場競争」や「経済効率」に偏った現

いう問題なので、森岡氏が指摘するように商

実主義の延長からは何も生まれてこない。

品交換の法則の、経済原理の外にある。換言

過労死問題、労働時間問題には、最終的に

すれば「市場の外」にある。労働時間の長さ

どういう社会にしたいのか、「人間の自由」や

は労働市場における労働力の需給論だけでは

「社会の進歩」と何なのかという根本的が問

説明がつかない、資本・賃労働関係という力

われている。

関係抜きには説明できない面があるにもかか
わらず、意外とこの点についての共通理解が
ない。問題が市場（需給関係）の問題にされ
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てしまうと、あとは理論や原理の拡張で説明

されており、生産手段の所有・管理のあり方に

可能なので、労働をめぐる制度、作業組織、

起因する資本・賃労働関係の問題としては捉え

技術等が具体的にどう労働時間と関係してい

られてはいない －、所有や主体を問題にする

るのかが後背に退いていくことになる。

はずのマルクス経済学においても同様の傾向が

他方で主流派経済学の方では、労働時間の

見受けられる（とりわけ理論研究）。それは「搾

決定を「所得と余暇をめぐる労働者の選択行

取の説明は必ずしも価値論を必要としない」と

動」という労働供給側の要因で説明する議論

いう見解にも表れている。所有のあり方や主体

に代わって、労働需要側の要因や労働制度・

の問題は政策論や歴史研究で取り扱うべき課題

慣行を取扱う研究が出てきている

(15)

だと言ってしまえばそれまでだが、それでは何

。しかし、

のための理論なのだろうかと思わざるを得ない。

以前より具体的になったとはいえ、企業と労
働者の関係はフラットなものとして扱われ、

話は逸れたが、要は「市場で決まるから」と

合理的選択論の拡張で事象を説明していると

か「市場が問題」というだけでは、足りないと
いうのがここでの指摘である。

いう面 は払拭し難い。 問題の取 り上げ方も
「労働者の命と健康にかかわる問題」として

( 2 ) 実態をレポートしたものは、中澤誠・皆川剛

よりも「生産性にかかわる問題」として捉え

『検証 ワタミ過労自殺』（岩波書店、2014）な

る傾向があり、マルクス経済学の穴を埋めて

ど研究者以外のものも含めて多数あるが、多数

いるとは言い難いのが現状である。

の事例を考察したうえで、ケース横断的に考察
し、類型化したものとしては、熊沢誠『働きす

注

ぎに斃れて』（岩波書店、2010）がある。

( 1 )「“市場”のなかで決まってくる」というのは

( 3 ) 何をもって労働時間とするかには、大きく分け

事実だが、こればかりを問題にすると、問題解

て「支払労働時間」と「実労働時間」の二つの

決の具体的な話につながっていかないのではな

考え方がある。前者は、賃金の支払いの対象と

いか？ 市場で商品所有者として、財・サービス

なった時間で、後者は、小休止（休憩）や作業

の売買の「主体」となっているのは、多くの場

の準備時間や引継時間等を含んだ実際の拘束時

合、企業である。その企業は市場に対して全く

間が対象となる。したがって、どちらを採用す

受け身の状態で物事を決めて行動しているわけ

るかで、労働時間は変わってくる。ILO（国際

ではない。そして、その企業の下には、採用や

労働機関）は「実労働時間」を労働時間として

職場内で業務命令に対してNOとは言えない労働

いるが、日本の行政と企業は「支払労働時間」

者が働いている。こうした労働者の存在の根拠

を労働時間とみなしているようだ。したがって、

になっているのは生産手段の「所有」であるが、

準備時間や引継時間、掃除、企業ぐるみで行う

所有から派生する労働契約や意思決定の仕組み

社会貢献の時間といったものはカウントされな

の下で労働の成果が企業のものとなり、労働者

いし、サービス残業も支払いの対象外なので当

は人格まで売り渡さなければならない。当たり

然カウントされないことになる。

前の話なのかもしれないが、こうした仕組みも

なお、「支払労働時間」は企業の「労働コス

問題にしていかないと、「市場システムの問題を

ト」を、「実労働時間」は「生産に対する労働投

指摘するだけ」で、「何を、どう変える」という

下の実態」を把握するのに適しているらしく、

話が深いところまで掘り下げられないのではな

このことを踏まえると、生産性の中身も労働時

いか？ こうした仕組み自体を大して問題にして

間の定義によって大きく変わることを意味して

いない主流派経済学はともかく －問題にされ

いる。

てはいるが資本・賃労働関係は労働市場におけ

以上の点について、福島利夫「労働時間」（伊

る労使の非対称性や労働市場の流動性の問題に

藤陽一・岩井浩・福島利夫『労働統計の国際比
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較 』 法 政 大 学 日 本 統 計 研 究 所 、 梓 出 版 社、

てである。したがって、コントロールには、搾

1993）が詳しい。

る、払わない、削るということではなくて、何

( 4 ) 労 働 基 準 法 の 改 正 案 で 、 法 案 の 詳 細 は、

が必要な経費で何が必要でない経費なのかを見

http://hatarakikata.net/modules/topics/details.php？

極め・判断していくことが求められている。利

bid＝689を参照されたい。

益とは、費用がかかるものはかかることを前提

( 5 ) 伍賀一道「規制緩和による雇用と働き方・働か

としたうえで、「いくら残せるか」という話でし

せ方の変容」（労務理論学会誌№19、2010）では

かないかない。目標利益と売上を与件とした予

「過労死予備軍＋非正規雇用依存型ビジネスモ

算統制だけでは経営は成り立たない。経営学の

デル」が提示されているが、ここでの長時間労

テキストをみると、残念ながら、こうした本質

働依存型モデルは「過労死予備軍依存型」に相

に言及しているものは皆無である。

当することは言うまでもない｡

( 9 ) これは、公共事業の計画調査業務や設計業務等

( 6 ) これは、経営学あるいは管理会計でいうところ

の発注価格や応札価格を積算する際の単価とし

の損益分岐点分析の考え方、つまり営利企業の

て国土交通省が公表しているものである。委託

利益確保のための操業度管理の考え方を参考に

を受ける企業はこの単価にかかる日数（人日）

したものであるが、筆者は利益・売上と労働時

を乗じて応札価格（供給）を見積もっている。

間のバランスを検討するための、労働時間管理

故に、これは実質的に技術サービスの単価を意

のためツールとして利用できるのではないかと

味する。図 2 の「実質一人当たり売上高（技術

考えている。

職員）」は、技術者単価について、2014年（平成

( 7 ) この点については、阿部浩之「対人サービス労

26年）を基準年として係数を算出し、これによ

働に お け る 労 働 組 織 」（『 政 経 研 究 』 № 105、

り補正を行った。具体的には稿末の参考資料を

2015）が、①人間を労働対象とする、②サービ

参照されたい。

ス労働である、③在庫をつくることができない、

(10) このことは、機械化・自動化の場合も同じで

④生産と消費の同時性、⑤やり直しがきかない

ある。機械の投入は価値を形成する生きた労働

（進行形）、⑥投入と成果の関係が一定ではない

の投下を意味するものではないが、過去労働と

（成果の非定量性）という的確な整理を行って

いえ、労働が投下されているのである。価値は

いる。このほかにも、労働者のもつ技能に依存

形成しないが、生産手段を買うなり借りるとい

するウェイトが大きい、労働過程の分割（分

う形態をとるので、経費は新たに発生すること

業）が困難といった特質を指摘している。論文

になる。最大のちがいは、経費は発生する点で

によると、このような特性をもつ労働のもとで

同じだが、過去労働の投下は価値を生まないの

は、労働組織はマニュファクチュア的な様相を

で、この経費の負担なり回収は生きた労働を必

帯びるらしい。同感である。専門的・技術的職

要とする点である。したがって、機械・自動化

業従事者が多数就業する職場でも分業は行われ

はますます多くの仕事を消化しなければならな

るけれども、工程は完全に分割されているわけ

い状況へと追い込まれることを意味する。故に、

ではなく、工程間の摺合せは労働者相互の技術

商品の 1 単位当たり生産にかかる時間や原価は

的・人格的調整により行われている。

確かに減るだろうが、経営全体としての利益率

( 8 ) それ故、企業経営のやり方として、原価管理、

が低下したり、総労働時間は減らないというこ

つまりコスト・コントロールの追求には限界が

とになる。したがって生産性の追求は必ずしも

ある。それは、コストを 0 にはできないという

労働時間の減少を意味しない。

ことだけではなくて、売上げるためには商品や

(11) NHKのクローズアップ現代の「めざせ“ 5 時

サービスの生産や販売活動が必要で、その活動

まで管理職”？!!－脱・長時間労働の実践－」

を行うためには費用がかかるという意味におい

（2013/5/14放送 http://www.nhk.or.jp/gendai/artic
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les/3346/1.html）では、「中間管理職が問題」と

理論」（p193）という興味深い指摘が行われてい

されて、「テコ入れ」を図った事例が紹介されて

る。ヒックスの議論がふさわしいかどうかは別

いる。が、職場管理の「カイゼン」でどれだけ

にして、事態の改善には「企業が労働者に要求

変わるかは未知数である。そもそも消化できな

する労働時間をはっきりさせる必要がある」の

いほどの仕事があったのなら、それは「やらな

で、企業が作業量をどのように決めているのか

いよりマシ」以上のものにはならない。

を考える上で参考にはなる。

(12) マルクスの「自由の王国」論については、内

(14) 森岡孝二「日本資本主義と労働時間 －何が

田弘「労働時間と自由時間」（久留間陽三・保志

問われているか －」（鶴田満彦・長島誠一編

恂・山田喜志夫『資本論体系７ 地代・収入』有

『マルクス経済学と現代資本主義』桜井書店、

斐閣、1984）の整理がわかりやすく、参考にな

2015）、同「『資本論』と現代の労働 －いまマ

る。また、湯田勝「共産主義思想と『経・哲草

ルクスの労働時間をどう読むか－」（経済理論

稿』」（細谷昴・畑孝一・中川弘・湯田勝『マル

学会『経済理論』Vol.53,No4、2017）を参照の

クス経済学・哲学草稿』有斐閣新書、1980）も

こと。森岡氏は後者の論文で『資本論』の労働

参考になる。

時間の章（第 1 巻第 8 章「労働日」）の意義は具

(13) 労働時間研究の流れを整理したものについて

体的なものの考察に基づく「過労死の発見」で

は、1990年代半ばまでを対象としているが、小

あったとして、理論だけを抽出するような理解

倉一哉「労働時間に関する研究の系譜」（早稲田

の仕方には問題があるとしている。なお、森岡

大学産業経営研究所『産業経営』№22、1996）

氏自身の研究としては『企業中心社会の時間構

がある。これによると、労働時間研究には、①

造』（青木書店、1995）があり、これ以降、労働

労使の力関係からアプローチするもの（マルク

時間の問題を取り扱ったものは、マルクス経済

ス経済学）、②医学・生理学の観点から「最適労

学においては見当たらない。

働時間」に迫ったもの（労働科学論的アプロー

(15) これについては山本勲・黒田祥子『労働時間

チ）、③「所得と余暇」に関する労働者の合理的

の経済分析』（日本経済評論社、2014）がある。

行動や生産性との関連で説明を試みたもの（主

主流派経済学の理論と計量経済学の手法により、

流派経済学）、④生活時間全体の中で労働時間と

長時間労働の要因にアプローチしたものであり、

非労働時間の関係を問題にしたもの（生活時間

「希望労働時間と実労働時間の乖離」に着眼し

構造論的アプローチ）という主に 4 つの視点か

て「不本意な労働時間」を検出するなど興味深

ら研究がなされてきたことが整理されている。

い論点もあるが、「働くことが好きならば、どれ

このうち①については、「量的分析がなされてい

だけ労働時間があろうと、それは働きすぎとは

ない」とされ、マルクス経済学内部でも、古く

みなせない」とか「長時間労働は雇用確保のた

はなるが、山本潔「労働時間短縮の経済理論」

めのバッファーであり合理性がある」など首肯

（『日本の賃金・労働時間』東京大学出版会、

できない話も多い。依拠している理論の特性に

1982）により、批判的考察が試みられている。

よるところも大きいが、もう少し労働者がおか

製造業を対象とした分析で、労働時間の把握に

れている状況に力点を置いてもいいような気が

関する問題も重視されていないので、今起きて

する。「労働者が希望する時間」に労働時間が収

いることを考察するには馴染まない面もあるが、

まったとして、そうした状況を労働者が「納得

このなかでは主流派経済学のヒックスの最適生

している」かはまた別の話である。

産論をして「資本が歴史的・社会的に与えられ
た生活時間により決定される労働時間を、いか
に自身の利益追求という目的に適合的なものに
改鋳していくのか、この時間の変動を解明する
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社
人
人

％
％
％
％
％
％
％
％
％
％
％
％

6～8
8 ～ 10
10 ～ 15
15 ～ 20
20 ～ 40
40 ～ 60
60 ～ 100
100 億円以上
合計

3 億円未満
売上高 / 総利益 3 ～ 4.5
率
4.5 ～ 6
6～8
8 ～ 10
10 ～ 15
15 ～ 20
20 ～ 40
40 ～ 60
60 ～ 100
100 億円以上
合計

会員企業
10 億円未満
10～40 億円未満
40～100 億円未満
100 億円以上
出所：建設コンサルタンツ白書
：賃金白書
：国土交通省単価

年間平均所
定外労働時間

1999

1998

1999

20,539
10,140
25,911
1.27
38.7
147.4
76.7
79.2
574
46,100
1.19
21,864
8,556

20,552
10,199
26,327
1.35
37.4
141.7
81.9
80.3
592
47,500
1.22
21,560
8,352

1998

1999
509
57,090
47,186
9,850
19.4
92.7
25.6
5.0

1998
502
58,095
47,631
9,809
19.7
94.9
25.4
3.7

2000

2000

20,394
10,046
25,411
1.24
39.4
148.0
79.5
80.2
631
44,300
1.14
22,313
8,821

2000
511
53,730
45,737
9,639
18.9
89.5
26.0
4.4

2001

2001

20,587
10,126
26,218
1.19
40.5
153.5
74.5
81.1
634
43,700
1.12
23,338
9,014

2001
516
53,603
44,700
9,360
18.1
86.6
25.1
4.1

2002

2002

19,516
9,720
24,563
1.17
43.5
158.1
72.5
81.2
658
42,600
1.10
22,430
8,876

2002
512
53,207
44,141
9,123
17.8
86.2
26.0
4.1

2003

2003

18,835
9,476
23,783
1.14
45.8
165.5
69.3
82.3
661
42,600
1.10
21,717
8,653

2003
505
52,231
43,443
8,445
16.7
86.0
25.7
3.6

2004

2004

2004
498
51,407
42,199
7,949
16.0
84.7
25.5
2.9
3.2
18,573
9,327
24,377
1.09
48.6
173.6
67.2
83.8
668
42,300
1.09
22,418
8,577

2005

2005

2005
483
48,284
41,234
7,521
15.6
85.4
25.6
2.4
2.6
17,641
8,899
22,128
1.09
51.0
179.8
68.5
85.0
690
42,100
1.08
20,446
8,223

1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
時間
時間
時間
時間
時間
建設コンサルタンツ協会ＨＰ（http://www.jcca.or.jp/achievement/annual_report/index.html）
全国建設関連産業労働組合連合会発行
国土交通省ＨＰ（http://www.mlit.go.jp/tec/sekisan/sekkei/tanka.html）

千円
千円
千円
千円
千円
千円
千円
千円
千円
千円
千円
千円

売上高 / 技術 3 ～ 4.5
4.5 ～ 6
職員

3 億円未満

コンサル部門職員
技術職員
コンサル部門売上
一社当たり売上
一社当たり技術職員
収益性
売上高総利益率
売上高営業利益率
売上高経常利益率
生産性
売上高 / 職員
付加価値 / 職員
売上高 / 技術職員
総資本回転率
安全性
総資本自己資本比率
流動比率
固定比率
労働分配率
一人当たり所定外労働時間（年）
設計業務技術者単価（技師 A）
サービス単価係数

①
②
③
④
億円
億円
⑤
億円
⑥*
％
⑦
％
⑧
％
⑨
千円
⑩
千円
⑪
千円
⑫
回
⑬
％
⑭
％
⑮
％
⑯
％
⑰
時間
⑱
円
⑲
⑳*
㉑*
実質一人当たり売上高（技術職員） 千円
実質一人当たり付加価値（職員）
千円
㉒*
＊⑥＝③÷①、⑳＝⑲ｎ÷⑲ 2013 、㉑＝⑫÷⑳、㉒＝⑪÷⑳

建設コンサルタンツ協会会員企業数

[参考資料]

2006

2006

2006

2006
464
47,084
39,540
7,340
15.8
85.2
25.5
2.7
3.1
18,294
9,156
22,376
1.09
53.1
187.5
67.8
84.8
715
40,100
1.03
21,706
8,882

2007
386
360
439
377
410

2007

2007

2007
451
46,353
39,003
7,298
16.2
86.5
25.6
3.4
3.7
18,142
8,999
22,061
1.04
54.0
185.1
64.9
83.6
710
38,300
0.98
22,407
9,140

2008
383
348
449
378
416

2008
33.1
37.3
29.1
28.5
27.6
28.2
29.6
25.4
24.0
25.6
22.3
24.7

2008
11,249
12,646
14,135
16,271
13,223
15,896
18,162
20,739
22,765
21,417
26,151
21,637

2008
432
46,058
38,888
7,306
16.9
90.0
24.7
3.0
3.1
17,715
8,780
21,637
1.05
54.8
185.1
67.0
84.5
672
38,300
0.98
21,976
8,918

2009
379
359
425
362
398

2009
33.2
32.8
29.9
27.6
21.7
28.1
35.7
23.3
23.2
27.7
22.0
24.4

2009
11,321
12,564
13,397
14,559
11,395
15,330
17,774
20,670
22,800
18,827
24,887
20,756

2009
419
43,669
37,080
6,863
16.4
88.5
24.4
2.3
2.5
17,130
8,674
20,756
1.09
55.3
195.5
67.6
85.8
671
39,300
1.01
20,545
8,586

2010
411
394
427
422
451

2010
35.6
34.4
31.2
29.1
25.0
27.1
29.3
24.3
23.8
25.4
22.7
24.6

2010
10,831
14,438
15,884
15,569
14,032
13,698
18,621
20,988
22,044
21,634
25,398
21,458

2010
409
43,582
36,907
6,831
16.7
90.2
24.6
3.5
3.7
17,720
9,137
21,458
1.09
55.1
194.7
60.6
84.0
649
38,900
1.00
21,458
9,137

2011
444
449
394
515
531

2011
30.0
33.3
35.3
23.8
25.9
25.1
26.6
26.1
23.0
25.6
20.7
23.4

2011
10,344
13,497
16,980
12,539
15,145
15,402
18,570
20,681
18,321
19,956
23,337
20,059

2011
420
44,121
37,583
6,665
15.9
89.5
23.4
1.7
1.8
16,434
8,501
20,059
1.08
55.6
204.7
62.2
87.3
678
38,900
1.00
20,059
8,501

2012
448
458
399
475
528

2012
28.1
37.8
29.1
27.3
23.9
27.2
27.2
23.3
24.8
26.6
21.8
24.2

2012
11,496
13,348
12,550
13,688
15,111
13,576
17,097
19,959
20,496
19,908
24,007
20,222

2012
424
44,080
37,520
6,913
16.3
88.5
24.2
3.0
3.4
16,695
8,633
20,222
1.06
55.2
204.6
58.3
85.2
691
38,500
0.99
20,432
8,723

備考

国土交通省単価

賃金白書

建設コンサルタ
ンツ白書

2013
435
444
376
515
532

備考

2013
備考
30.8
34.0 建設コンサルタ
37.1 ンツ白書
27.8
25.4
25.9
25.3
25.4
25.2
26.3
23.2
24.8

2013
備考
11,189
14,590 建設コンサルタ
15,396 ンツ白書
15,690
15,271
15,915
18,569
19,608
21,498
19,911
26,199
21,778

2013
425
45,266
38,511
7,434
17.5
90.6
24.8
4.7
5.0
17,876
9,280
21,778
1.08
54.0
196.6
55.5
82.4
662
38,900
1.00
21,778
9,280

随想
学童集団疎開・体験記
北 村

実

政府 は、縁故先へ の疎開 を奨 励し つつ、

らであった。当時旧 制中学校の 月謝 5 円 が

「疎開の希望はあるが縁故先がないためにで

負担できず、進学の断念を余儀なくされると

きない学童のための集団疎開」を1944（昭和

いう時世であったので、残留者が出るのは不

19） 年 3 月 3 日に 次官会 議決定し 、次いで

思議ではなかった。

6 月30日に「学童疎開促進要綱」を閣議決定

集団疎開希望者が縁故疎開希望者より倍の

した。

人数になったのは、必ずしも縁故先がなかっ

「絶対的防衛圏」として敵の手には渡せな

たからではなく、「先生を信頼し、先生に預

いはずのサイパンを失い、米軍の本格的な本

けたい」という父母の希望からであった。そ

土空襲が避けられない事態に追い込まれて、

れで、私の同級生の T 君のようなケースも

ついに政府は大都市の学童疎開を決意し、急

生じた。 T 君の父親は結核研究所を主宰し

遽実行に着手したのであった。

ていた人だが、息子の集団疎開先に家を借り

対象となったのは、東京都区部、横浜市、

て一家で疎開したのに、息子を集団疎開先に

川崎市、横須賀市、大阪市、神戸市、尼崎市、

預けたまま見守ることにしたのには驚いた。

名古屋市、門司市、小倉市、戸畑市、若松市、

四谷区の集団疎開先は、山梨県の日蓮宗総

八幡市であった。なお、このうち、北九州の

本山の所在地として有名な身延とその周辺だ

5 市は計画を返上した。

った。そこに四谷区 の国民学校 7 校が集 団

これを受けて、東京都では、 7 月16日に全

疎開したが、私の通っていた第四国民学校の

都国民学校長会議を招集し、翌々日には各校

疎開児童は、身延駅前の南から北にかけて軒

毎に緊急の父兄会を開催し、国民学校初等科

を連ねていた 5 軒 の旅館に三 分の二が配 属

三年生以上の学童疎開に関する説明を行うと

され、残りは富士川を越えた総本山登り口前

いう慌ただしさで、国民学校初等科の学童集

の 2 軒の旅館に配 属された。 滞在先とな っ

団疎開が 実施され、第一陣は 早くも 8 月 4

た旅館は 7 軒で、 すべて身延 山への参詣 者

日に出発した。連日新聞の都内版に「何々学

の宿であった。これに比し、総本山の宿坊を

校出発」という記事が載った。

割り振られた学校の児童は悪条件を余儀なく

縁故先がなく集団疎開を選択する児童は半

された。

数以下と見込んだ政府の予想は見事に外れ、

私たちは1944（昭和19）年 8 月下旬に、許

私の在住する四谷区では、対象者4241人のう

可された荷物（ 1 人30キロ）を送り出した後、

ち希望者は2386人に及び、目標数1800人を大

専用列車で四谷駅から東京駅を経て東海道線

幅に上回ってしまった。残りは縁故疎開組と

で富士駅まで行き、そこで身延線に乗り換え、

残留者だった。残留者が出たのは、学童一人

身延駅で下車した。親たちの心配などどこ吹

につき月額10円の保護者負担が求められたか

く風と、みんな遠足気分で、お菓子を交換し
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合ったりして、大はしゃぎだった。集団疎開

陰か、風邪とか下痢とかはあったが、重病で

の行く末は想像すらしなかった。

病院に入院するといった事例はなかった。私

引率教員は主任・副主任を筆頭に 8 人で、

の宿泊先の寮母さんの一人が日赤の看護学校

いずれも「兵士の決意」で赴任したという。

出身の看護婦資格を持つ人で、風邪を引いた

寮母14人、作業員 7 人で、一旅館あたりの児

り、御腹を壊したりすれば、すぐ薬をもらえ、

童数は平均48人であった。生活の拠点の旅館

地元の嘱託医の手を煩わすようなケースもな

を「寮」と呼び、それぞれ地域を同じくする

く、病院に行ったのは、私だけだった。顔に

兄弟・姉妹が「寮長」（最上級生）の統率下

面疔ができて、ほっといたら大変と、その保

に共同生活を送ることになった。各寮には、

母さんに連れられて、富士宮の大きな病院に

実施要綱に従って、教員 1 名、寮母 2 名

行き、切除してもらった。

（内 1 名は看護婦資格保持者）、作業員 1 名

集団疎開生活は、最初は楽しかったが、翌

が配置され、それに加えて旅館側のスタッフ

年の春頃から急速に食糧事情が悪化し、耐え

が児童の世話に当たる体制になっていた。

難くなった。集団疎開生活で一番苦しんだ事

平日は、午前中各寮で自習し、昼食を済ま

は何だったか、と問えば、まず体験者は異口

せてから、身延国民学校へ大声で童謡などを

同音に、「食事」の不足を挙げるに違いない。

合唱しながら集団登校し、地元組と入れ替わ

たしかに、食事は量質共に貧弱で、到底東京

って、 授業を受けた。 授業は 4 学年で男女

の親元での三食とは比べ物にならなかった。

1 組毎の 計 8 クラスに分かれ、国語・ 算数

しかし、疎開先で、かなりの違いがあったよ

を主とし、それに体育も加わり、男子は木製

うで、身延の場合は、翌 年の 7 月 6 日夜 半

の銃を担いで行進したり、突撃訓練をしたり

の甲府空襲で、県の食糧倉庫が炎上し、焼き

した。休日は、野山に分け入ったり、富士川

米が配給されるようになるまでは、何とか我

で遊んだりした。五年生の私は、男子組の副

慢できた。といっても、日曜日には、畑に入

級長の他は無役でのんびりと過ごせた。

って桑の実を摘んで食べたり、小川で沢ガニ

地元の子供たちとの交流はほとんどなかっ

を捕まえて焼いて食べたりしたが、先生から

た。よく疎開学童へのいじめの話を聞くが、

沢ガニは肺臓ジストマの宿主なので、食べて

身延ではそんなことはまったくなかった。地

はいけないといわれ、びっくりした。

元の子供達からすれば、疎開学童の出現はカ

1945（昭和20）年 3 月早々に六年生が上級

ルチャー・ショックだったようだ。雨の日に、

学校受験のため帰京したので、最高学年とな

ゴム長に雨合羽を着て、大声で合唱しながら

った私が寮長と身延駅前地域の寮長代表とに

行進していく姿は、藁草履に唐傘の地元の子

指名され、これまでのようにのんびりしてい

供からすれば、羨望の的だったに違いない。

られなくなった。 4 月に入る と、新三年 生

だが、罵声を浴びせられたり、石を投げつけ

がやってきた。一行中に、私の妹も混じって

られたり、といったことは皆無だった。私達

いた。追いかけるように、これまで集団疎開

の宿舎脇のハンコ屋の同い年の女の子と親し

の対象となっていなかった一年・二年生がや

くなり、方言の意味や算数を教えてもらった

ってきた。そのなかに、新一年生になったば

りした。地元の学校の方が授業時間数が少し

かりの私の下の妹もいた。これで、東京に残

多く、先に進んでいたので、未習部分の教え

っているのは両親だけとなった。

を乞うたのであった。

寮では、一階が男子、二階が女子に割り振

毎日、起床後洗面をすますと、先生の号令

られていて、男子は原則として二階には上が

に従って、上半身裸になって、乾布摩擦をし、

らない決まりになっていたが、寮担任の先生

それから朝食をとるという生活パターンのお

が二階にいたので、寮長になると、連絡のた
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め二階に上がる機会に恵まれ、妹たちの様子

歌だったからだろう。今思うに、私たちを叱

を窺ったり、他の女の子とおしゃべりしあっ

りつけたり、怒鳴りつけたり、といったこと

たり、本を交換しあったりした。

がまったくなかった優しい先生だったから、

本についてだが、戦意高揚の戦記物は、皇
国史観への疑問（北朝の抹殺

子供たちに勇ましい軍歌など歌わせたくなか

(注)

）を胸中に

ったのだろう。

秘めつつ面従腹背で軍需工場勤務を続ける父

最初は楽しかった集団疎開も、やがて段々

とそれに同調する母から厳禁されていたので、

とそういかなくなっていき、翌年の初頭から、

私の読書傾向は同級生とは相当異なっていた。

食糧事情の悪化が募ると、前途に不安を覚え

疎開先に数冊持参を許された本の選択に苦慮

ずにはいられなくなった。寮担当の先生も配

したが、思案の末に、叔母の誕生日プレゼン

給される食糧以外に何とか自前で手に入れよ

トのメーテルリンクの『青い鳥』、隣の小父

うと思い立って、寒中に私を連れて市川大門

さん（ 戦後初のNHKロン ドン特派 員になる

近くの農家を回ったが、どこの農家も応じて

とは想像できなかった）から頂戴した東南ア

くれなかった。そこで、先生は河岸を変えて、

ジアの地誌（沢山の写真入りの豪華本で、こ

静岡方面に行ってみようと思い直し、今度は

れによって占領地の情報に通じることができ

富士市近辺の農村を回って、やっとミカンを

た）の他に、一番の愛読書の『数学徒然草』

売ってもらった。先生の大きなリュックと私

等を持参した。

の小さなリュックに満杯になるまで詰め込ん

(注)

学童疎開に行く直前だったが、父が私の

で、帰寮した。皆は大喜びで、食べ終わった

教科書の巻末に載っていた歴代天皇の系図を

後、皮を捨てずに、火にあぶって食べた。そ

見て、北朝の天皇が載っていない事実に気づ

こで、もう一度富士市に行ってみようという

き、北朝年号を記した碑があちこちにあると

ことになり、また先生と出かけて、仏の顔も

いって、私をその一つに連れ出し、北朝年号

三度と懇願に及んで、再度ミカンを分けても

を確認させた。

らって、帰り、皆に配った。

男子組では、私の持参した本は、人気がな

1945（昭和20）年 4 月頃から、地元の求め

く、借り手がいなかった。ところが、女子組

に応じて、高学年児童の休日の軽作業への従

では、予想に反して、『青い鳥』が大人気を

事が始まり、まず森林組合から、薪の運搬を

博し、代わりに『小公女』などを借りて読ん

依頼された。何でも、ケーブルで山上から降

だ。

ろしていたのが、燃料不足で駄目になったの

たしか、女子組には詩人佐伯孝夫のお嬢さ

で、身延駅前の疎開学童に背負って降ろして

んもいたはずだ。よく皆で歌いながら行進し

ほしい、との依頼だった。作業開始に先立っ

たが、先生が「この歌は佐伯うばらちゃんの

て、学童代表として森林組合長から仰々しく

お父さんの詩人佐伯孝夫の作詞です」と紹介

日の丸印の鉢巻きを拝領した私は、それを締

していたのを思い出した。行進の際に唄う歌

めて、皆がとる一往復毎の小休憩を返上して、

は、先生の選んだ歌だったが、意外なことに、

休まず働いた。恐らくこのような奉仕活動の

他の寮と違って、軍歌は皆無だった。今思う

お陰だろうか、地元の農家が疎開児童を何人

と、私たちの寮の先生は戦争賛美を快く思わ

かずつ招いて、御馳走してくれることになり、

ない人だったのではなかろうか。だから、私

まず下級生の女子から招かれた。それは楽し

たちの 同級生の加賀美 一郎君がNHKで歌っ

かったらしい。

ていた「お山の杉の子」も歌わなかった。と

7 月 6 日 の県庁所在地甲 府の空 爆は物凄

いうのも、「お山の杉の子」は大きくなった

かった。富士川の上流が真っ赤に染め上がっ

ら戦場に赴くという童謡を装った戦意高揚の

た。県の食糧倉庫の焼失は、焼き米の配給と
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なって、疎開学童の食生活を直撃した。毎日

報告すると、その先生は大声で「ああ」とい

のように、富士川の真上を米軍のB29が我が

って、ドスンと尻もちをついた
(注)

物顔に北上していった。時折日本の戦闘機が

(注)

。

なお翌年になるが、焼け残った母校を訪

迎撃に出動したが、B29の高度に達すること

ねた際に、この先生が集団疎開の疲労で結核

ができず、護衛のグラマンに迎撃され、すご

になり、休職を余儀なくされ、私の寮の担任

すごと退散してしまった。富士川の河川敷で

だった温和で寛容な先生が目出度く中等教員

拾ったグラマンの薬莢の大きさにはびっくり

検定試験に合格し、長野の県立中学に栄転し

した。これではとても太刀打ちできないと思

たことを知った。学校は休校中だった。何し

った。

ろ周りは荒野で、人の住んでいる気配は全く
感じられなかった。

そうこうするうちに、 8 月15日を迎えた。
この日は午前中に農家の草むしりをしてから、

玉音放送の真相を知ると、ああ、戦争は終

帰って昼食をとり、それから天皇陛下の玉音

わったんだ、ここにいなければならない義理

放送を聞く、という段取りになっていた。行

はない、もう長居は無用だ、と即座に思った。

き先は立派な門構えの大きな農家だった。あ

それで、疎開先の両 親宛に「 すぐ迎えに 来

っというまに、作業を終えると、早々とおや

い」という手紙を出そうとしたら、検閲に引

つになった。疎開学童の主任教師の先生が農

っ掛ってしまった。先生から「お前が帰って

家の御主人に向かって、今日の天皇陛下のお

しまったら、士気にかかわる。何とか我慢し

話は何でしょう、と問いかけると、御主人は

てもう少しいてくれ」と懇願されたが、どう

「もう戦争は終わりにしよう」というお話に

しても脱出したかった。そこで、今度は内緒

違いない、と断言した。これを聞くや、主任

で手紙を投函した。すると、敗戦の日から一

の先生は血相を変え、「この人は非国民だ。

週間足らずで、父親が迎えにすっ飛んできた。

信じちゃいけない」と叫び、全員に退席を命

戦時中本業（室内装飾）の廃業を余儀なく

じた。おやつにありついたばかりの一同は、

され、出入り先に拾われて、海軍御用達の軍

後ろ髪を引かれる思いで、立ち去らなければ

需工場（パラシュートやハンモック製造）の

ならなかった。もしかすると、この御主人は

女子挺身隊の監督を務めていた父は、敗戦を

疎開児童に何か食べさせてやろうと思って、

迎え、もう無用の身になったと、すぐ退職し、

形だけの草むしりを依頼したのかもしれなか

任地から疎開先（ 5 月25日の山の手大空襲で

った。というのも、作業があまりにも短時間

焼け出され、父の郷里の群馬の富岡在に母が

で済んだからだ。

身を寄せていた）に帰り着いた。すると、私

寮に帰り、昼食を終えて、指定の旅館の大

から「迎えに来い」との悲痛な手紙が来てい

広間に参集し、陛下の玉音放送に耳を傾けた

たので、取るものもとりあえず、汽車に飛び

が、雑音が大きく、何を言っているのか、よ

乗り、小淵沢まで辿りついたが、中央線の最

く聞き取れなかった。だが、主任の先生は、

終に間に合わず、駅長に事情を話すと、同情

「勝利に向かってますます奮励努力せよ、と

され、旅館を手配してもらい、翌日やっと身

のお言葉だったに違いない」といいつつも、

延に辿りついた。

ためらいを感じたらしく、「おい、北村、駅

何とか荷物を送り出した後、急に学童疎開

へ行って確かめてこい」と命じた。駅の業務

の記念に山梨名産の水晶のハンコを持って帰

用のラジオは高性能だった。それで、私が駅

ろうと思いついた父は、半ば開店休業中のハ

に駆けつけ、駅員に尋ねると、「もう戦争は

ンコ屋に、明日の出立までに、ハンコを作っ

おしま いだよ。そう陛 下がおっ しゃったん

てくれと頼み込み、ハンコ屋の御主人の徹夜

だ」というので、全速で取って返し、その旨

に近い作業の御陰で無事出来上がり、私は苗
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字、妹たちは名前の入ったハンコを手にして、

演説を繰り広げた。だが、その元教頭だった

疎開仲間に別れを告げた。

という教師はすでに辞職していた。

もう何日かで学童疎開一周年記念のお祝い

入学した学校の校舎が戦争末期に謀略等の

があるから、帰るのは御馳走を食べてってか

秘密戦の要員養成機関の陸軍中野学校に接収

らにしたら、という声にも耳を貸さず、脱走

され、その実験施設として使われていたとい

に及んだのは、あまりにも身勝手な行為だっ

う話は、ずっと後になるまで知らなかったが、

たと恥じ入らざるをえない。帰心矢の如しで、

校庭のいたるところに掘られた穴に試験管や

後に残る皆のことなど考えなかった。

その他の機材が土もかぶせず放棄されていて、

後になって知ったが、私達が寮から引き上

それを掘り起こし、撤去し、地ならしをする

げた後、続々と迎えが来て、十月初旬には数

作業が授業の一貫として課された。その作業

人を残すだけになり、それも直ぐに迎えが来

の監督が元配属将校の老大尉だった。こうし

て、私たちと同様、両親の疎開先に再疎開し

て、私たちの戦後が始まった。

ていき、最終的には十月半ばには全員親元に

キャンパスは加賀百万石の支藩の屋敷跡で、

引き取られていったそうだ。しかし、他校で

典雅な御殿が学校の施設の一部になっていて、

は必ずしもそうはいかず、東京都出身の親の

通用門は東大の赤門を小さくした黒門だった。

迎えが来なかった疎開児童全員が疎開先を離

私はすっかり気に入り、家族が東京に引き上

れ、集団で東京に帰り着いたのは翌年の三月

げた後も昇格した新制高校を卒業するまで、

末だったそうだ。下町大空襲等で、両親を失

祖母の家から通い続け、夏休みには帰京して、

い、親族に引き取られなかった児童は、孤児

御茶の水のアテネ・フランセの夏期講座で、

院に収容されたが、そこから脱走して、浮浪

大学生に混じって、ネイチヴの教師からフラ

児になった可哀そうな事例も少なくなかった。

ンス語を教わったりして、二股生活を満喫し

幸いなことに、八月下旬に親元に帰り着い

た。

た私は、地元の学校に転入し、正規の授業に
加えて、中学進学希望者のための特別授業に

以上、私の学童集団疎開から戦後直後に至

も参加し、何とか遅れを取り戻すことができ、

る体験を綴ったが、その体験はその後の私の

翌年四月には、群馬県立富岡中学校（旧制）

人生にどんな影を落としたか、あらためて考

に無事 入学することが できた。倍 率は 3 倍

えてみたい。

で、私 の学校からは、 6 名受験 して、級長

両親は長子の私と妹達とを平等に扱うと称

の K 君と私しか合格しなかった。焼け野原

していたが、実際は私を特別扱いしていた。

となった東京では、ほとんどの中学校が無試

私にとっては、それがいつも気になって仕方

験で入学できたそうで、まだ帰京できない疎

がなかった。特に母親に偏愛の気味があった。

開組が地方の中学校に殺到し、そのあおりで

それから脱却する機会となったのが、学童疎

地元組がはじき出されてしまったんだ、と地

開であった。学童疎開は、家族からの自立を

元組から揶揄された。たしかに、合格者の三

強いた。

分の一程は疎開組で、それに国民学校高等科

寮では、上級生の指揮の下で、朝の起床か

からの再受験組を加えると、残る地元出身の

ら、食事、通学、入浴、就寝に至るまで、す

現役組は半数程度だったようだ。

べてが執り行われた。集団生活は、我儘だっ

入学早々上級生から体育館への集合を命じ

た私を鍛えた。寮長になってからは、「強き

られ、出向くと予科練への志願を強要した教

を挫き、弱きを援け」をモットーとし、ごく

師を弾劾する集会であった。数人の予科練の

少数の隠微ないじめを繰り返す上級生を抑え、

制服を着用した上級生が涙を流しながら弾劾

下級生からの熱烈な支持を得た。上級生の一
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部には反感を抱く者もいたに違いないが、誰
一人として面と向かって文句を言う者はいな
かった。
学童疎開は、私の人格形成・人格改造に計
り知れない影響を及ぼした。学童疎開を経験
しなかったら、私は恐らく自己を矯正できな
いまま成人してしまったであろう。
とはいえ、もちろん、無謀な戦争などなけ
れば、学童集団疎開などせずに、我が家で親
の庇護の下に安楽な生活が送れたはずだった。
もとより戦争による学童の集団疎開など二度
とあってはならない。
学童疎開50周年記念出版と銘打たれた『遥
かなる戦火を離れて』の著者の佐江衆一を始
めとして、学童集団疎開の体験者は学童疎開
の惨めさを語ってやまないが、私とてそれに
異議を申し立てようなどと思ったことは全く
ない。
だが、災い転じて福となす、ということも
言いうるので、もしこの見地に立つならば、
学童集団疎開もあながち無駄だったと言い切
れ な い の で は な か ろ う か 。「 少 国 民 の 軍 隊
化」という批判は決して間違いではないが、
教育学者の海後宗臣は、「疎開教育への課題
として、疎開教育は親の膝元を離れて集団共
同の生活を営むことにより今まで利得されな
かった逞しい生活力が付与されつつある実情
を見れば、積極的な意味を備えているとして
学校方式の内で考えられていた生活訓練とは
その意味が全く改められつつある」と、その
意義を 肯定していた。 これを「 時局への迎
合」の弁として退けてしまうのは、いささか
単純すぎよう。
集団学童疎開の体験は、少なくとも私にと
っては、決して無駄ではなく、その後の人生
にとって貴重な体験だった。
（きたむら

みのる

早稲田大学名誉教授

哲学・社会思想）

- 51 -

■研究ノート■

日本の労働分配率推移の再検討
― OECD, Employment Outlook 2012 の指摘が意味するところ ―

祖 父 江 利 衛
《要旨》 厚生労働省の『毎月勤労統計調査』に依れば、2015年の実質賃金も対前年比でマイナスだった。
この状況下、1990年代以降の日本における労働分配率低下が指摘されるようになった。その要因は、
実質賃金の伸び悩みとそれに続くマイナスへの転落と認識されている。しかしながら、その一方で、
高度経済成長期から石油危機を経て90年代半ばまでの日本の労働分配率は、上昇傾向で高水準を保
ってきた、との理解が広く受け入れられてきた。
ところが、この理解と正反対の見解が OECD, Employment Outlook 2012 に掲載された。他の多く
の加盟国と同様に、日本の労働分配率は1990年から2010年までの20年間に低下し続けてきたと言う。
しかも、低下は既に30年前から始まっていた国も存在する、とも指摘する。日本国内の定説と
OECDの違いは、看過できない相違と考える。そこで、本稿ではこの違いがなぜ生まれたのか、を
検討する。
相違が労働分配率の分子に利用するデータ選択の違いから生じているのは、想像に難くない。一
般に労働分配率の計算では、国民経済計算の雇用者報酬や法人企業統計の人件費が分子に用いられ、
そこから得られた結果から「上昇傾向で高い水準」という定説が導き出されている。しかしながら、
OECDは、雇用者報酬をそのまま利用せずに雇用者報酬の構成要素である「現金給与」を抽出して
労働分配率の計算をしている。そして、この方法で計算すると、確かにOECDが示す結果が得られ
る。さらに、法人企業統計でも人件費から「役員給与」などを取り除いた値で計算すると、通説と
は異なる結果を得る。
労働分配率の計算を「現金給与」に限定する妥当性は、論じられる必要があるかもしれない。し
かしながら、これまでの通説は分子の中身に無頓着だった、と言わざるを得ない。
目 次

実質賃金は前年比－0.9％、2010年を100とす

はじめに
各論説の趣旨
OECD の見解
労働分配率の算出
OECD が示す労働分配率
SNA 雇用者報酬の算出方法と OECD の計算
方法
Ⅶ 計算結果が示す意味 ―小括にかえて―

る指数で94.6、実質マイナスは2012年以降 4

Ⅰ
Ⅱ
Ⅲ
Ⅳ
Ⅴ
Ⅵ

(1)

年連続している 。この点に関連して、須藤
時仁と野村容康は 1 人当たりの雇用者報酬と
可処分所得の伸びが98年以降にマイナスへ転
じた、と指摘する (2)。また、野田知彦と阿部
正浩も90年代における賃金の伸び悩みと2000
年以降の大幅下落を指摘する(3)。
その一方で、野田・阿部は、高度経済成長
期（60年代）以降の日本の労働分配率は2000
年頃までは上昇傾向にあった、とも述べる。

Ⅰ はじめに

60年代以降の労働分配率がほぼ一貫して上昇
傾向だった、とする見解は須合智広・西崎健
(4)

司でも主張されており 、労働分配率が（高
『毎月勤労統計調査』（以下、『』省略）の

い水準で）持続的に上昇してきた、という見

「平成27年分結果確報」によれば、2015年の

解は広く一般に許容されているように思われ
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る。ところが「持続的に上昇傾向を辿った日

須藤と野村の著述（以下、論説①と表記）

本の労働分配率」に対して、まったく正反対

は、労働分配率を直接取り上げてはいない。

の見解が現れた。OECD の Employment Out-

彼らの主張を端的に述べれば、実質GDPの分

look 2012 がそれで（以下、アウトルック2012

析からこの20余年間における経済の長期停滞

と表記）、その主張は、（日本を含む）ほぼす

の主要因は、ひとえに雇用者報酬が伸び悩ん

べての加盟国のここ20～30年間の労働分配率

だことにあると要約できる。彼らは「何が経

(5)

は低下し続けてきた、というものである 。

済の成長を決めているのか」と問い、個人消

日本 の労働分 配率に 対して の日本 の通 説

費が経済成長の「トレンド要因」（以下、「」

「長期上昇傾向で高い水準」とOECDの「長

省略）になっていると指摘する 。そして、

期にわたり低下してきた」とする主張との相

経済成長のトレンド要因である個人消費の動

違をどのように整合的に理解すればよいので

きを概ね決定しているのが雇用者報酬と結論

あろうか。単に、「利用したデータが異なる」

付ける (8)。その上で、既述したような雇用者

では済まされないと思われる。もし、利用し

報酬と可処分所得の伸び率が98年以降にマイ

たデータごとにまったく異なる見解が生まれ

ナスになった実態を論じている(9)。

(7)

るのであるなら、データやデータ処理の違い

90年代半ば以降の賃金上昇伸び悩みは、野

を検証すべきであろう。そこで、本稿では素

田と阿部も指摘する（以下、論説②と表記）。

朴な疑問、「日本での通説とその逆のOECDの

さらに、彼らは2000年以降における生産性の

主張とがなぜ生じたのか」を考えることにす

大きな上昇の下での賃金大幅低下を述べる。

る。再度強調しておくと、労働分配率の値の

この賃金の動向を労働分配率の低下の要因と

水準が異なっている、それが問題なのではな

してとらえ、「2000年以降に見られる経済全体

い。趨勢が全く正反対なのである。

の労働分配率の低下は、低賃金産業の労働者

なお、なぜ労働分配率を問題にするのかを

ウェイトが増加（あるいは高賃金産業の労働

述べておく。吉川洋は「現代経済では、生産

者ウェイトの低下）していたからではなく、

要素間の分配と個人間の分配はそれほどスト

多くの産業で賃金そのものが伸び悩んでいた

レートに結びついてはいない。」と述べる。し

ことが影響していたこともわかった。」とす

かし、「にもかかわらず労働所得と資産保有の

る

間には個人間の分配上その平等度に大きな差

識は論説①と共通しているように思われるが、

があるために、一般に労働分配率の上昇は個

論説①では触れられていない労働分配率に言

人分配の平準化をもたらす。労働分配率は今

及し、賃金伸び悩みを分配率低下の要因と指

日でもなお一国経済の分配上のパーフォーマ

摘する。90年代半ば以降の賃金動向の共通し

ンスを表す指標として重要な意義をもってい

た認識を考えれば、労働分配率に言及してい

るのである。」と労働分配率に着目する意義を

ない論説①でも分配率の低下を許容している、

説く(6)。この指摘に同意するからである。

と見なすことが可能であろう。そのように考

(10)

。90年代以降の賃金動向に関する事実認

えると、論点はそれより前の時期に対する評
価が両論説で異なることにあると思われる。
論説②においても、主要なる分析対象時期

Ⅱ 各論説の趣旨

は90年代以降であるので、それ以前の労働分
配率の言及は必ずしも詳細ではない。「高度成
長期以降、わが国の平均労働分配率は高まる

ここでは、各論説の趣旨を改めて整理して
みる。

(11)

傾向にあった

」「90年代半ばまで労働分配率

は上昇傾向にあった
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(12)

」「90年代以前、わが国

の労働分配率は趨勢的に上昇してきた (13)」と

上昇してきた」が通説となっていることを確

一言で済まされ、その後の2000年代は低下に

認してきたが、以下でOECDのアウトルック

転じた、と続く。この表記から、高度成長期

2012の第 3 章に掲載された見解をまとめてみ

から90年代までの日本の労働分配率が「趨勢

る。第 3 章はタイトル（「資本に屈する労働

的に上昇してきた」との認識は、すでに論説

者」）からして挑戦的だ。“Key findings”によ

が不必要なほど一般的定説になっている、と

れば「国民所得に占める雇用者報酬は、ほと

見なすことも出来よう。値の算出方法は後に

んどすべてのOECD加盟国で低下してきてい

詳細に検討するが、分配率は1990年に66.6％、

る。その低下を中央値で示すと、1990年代初

それが2001年74.4％へとほぼ一貫して上昇し

頭の66.1％から2000年代末の61.7％まで下が

続 け 、 そ の 後 の 06年 に は 70.9％ へ と低 下 し

り、国によっては下落が30年以上前から始ま

(14)

っていた。」と指摘する

須合と西崎も論説②と類似した事実認識を

べき点は、労働分配率が2000年代末に下がっ

示す（以下、論説③と表記）。「わが国の労働

ているという指摘のみならず、この間（In re-

分配率は40年間にわたって上昇トレンドを持

cent decades）持続的に低下してきた、低下の

ち、景気循環の過程でこの周りを変動してい

始まりは国によっては30年以上前からだ、と

た

。

るように見える。」と記述している

(15)

。「1990

年代の景気低迷の中で上昇傾向を辿り、特に

(19)

。この指摘で着目す

いう点にある。単純な90年代初頭と2000年代
末の 2 時点間の比較ではない(20)。

景気が大幅に悪化した1998年にはかなり高い

アウトルック2012に掲載されているデータ

水準にまで上昇した。」とも述べる(16)。論説②

が図１になる。データは加盟国の内でデータ

で利用されているデータとは異なるが、示さ

が得られる30ヵ国、1990年を始年とする 3 ヵ

れている値は80年代平均64.6％、90～2000年

年平均値（1990年値と表記）と2009年を終年

平均68.8％で、論説②と同様に90年代末には

とする 3 ヵ年の平均値（2009年値と表記）を

70％超としている

(17)

。ここでも、労働分配率

比較 検討 して いる。なお、 詳細は 省 く が、

が長期上昇趨勢を辿ってきたという事実認識

1990年や2009年を基準に算定されていない国

への問いかけではなく、高度成長期以降の労

々も存在する。しかしながら、ここでは煩雑

働分配率上昇を前提としてその動向を意味付

になるのでその点を考慮しない。また、労働

ける、という課題設定になっている。

分配率がどのように計算されているのかは、

無論、雇用者報酬の伸びが低下してきたと

後に検討する。さて、データに依拠すると、

しても、その伸びがプラスである限り労働分

1990年との比較で2009年までに労働分配率が

配率の上昇は有り得る。しかしながら論説②

低下した国は、26ヵ国に達する。その低下が

や③のように「労働分配率は上昇傾向にあっ

最も大きかったのはノルウェーの10.1ポイン

た」ということに対して、論説①は明示的で

トだった（60.9％から50.8％への縮小）。先に

はないがそのような認識に懐疑的 (18)、この点

述べた中央値に近いのがスペイン（66.2％→

を再度確認しておく。

61.6％）、日本は63.3％から58.0％へと5.3ポイ
ント低下した。
アウトルック2012の認識は、日本国内での
通説が主張する70％台への上昇とは明らかに

Ⅲ ＯＥＣＤの見解

異なる。利用したデータ・ソースが違う、デ
ータが網羅している範囲の差、そういう次元
では済まされない両者に根本的な労働分配率

日本国内では「労働分配率は趨勢的に長期

に対する相違が存在している、と見なさざる
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図１ OECD加盟国における労働分配率低下（1990～2009年）

出典：OECD, Employment Outlook 2012, p.113, Figure 3.1。

を得ない。後に述べるが、OECDが利用して

ら「固定資本消耗」を差引き、間接税を加え

いるデータ・ソースは特別ではない。

補助金を 引いた「 国民所得（NI）」（以下、
「」省略）

(22)

が用いられる。法人企業統計は

「年次別調査」（以下、「」省略）と「四半期
別調査」（以下、「」省略）が存在するが、四

Ⅳ 労働分配率の算出

半期別調査を累計したのが年次別調査、では
ないようだ。そもそも年次別調査と四半期別
調査は調査対象が異なっており、公表される

各々の労働分配率がどのようなデータ・ソ

項目も異なるとされている

(23)

。年次別調査を

ース、それをいかに処理しているのかを検討

利用すると、分子は「人件費」、分母に「付加

する。吉川が指摘するように、労働分配率の

価値」が用いられる。SNAの雇用者報酬÷国

概念は明瞭であるが、算出となると困難が伴

民所得の労働分配率A（暦年）と法人企業統

う。そのためか、算出方法は一義的に定まっ

計の年次別調査に基づく人件費÷付加価値の

ておらず、これらの点は、論説②でも③でも

労働分配率B（年度）のそれぞれを1980年か

認識されている。ここでは、論説②に依拠し

ら2009年までを示したのが図２になる(24)。

(21)

。なお、以下、

グラフの趨勢を観察すると、SNAに基づい

数値はすべて電子版を利用する。一般に労働

ても法人企業統計に基づいても労働分配率の

分配率に用いられるデータ・ソースは、国民

水準や動向に著しい相違があるようには見え

経済 計算 （ 以下 、SNAと 表記 ）と 財務 省の

ない。そこで、以下の考察はSNAに基づく値

『法人企業統計』（以下、『』省略）とされる。

（労働分配率A）に限定する (25)。分配率は、

SNAを利用する場合、分子に国内総生産額

30年間に65％水準から75％水準へと上昇した。

（生産側）の項目から「雇用者報酬」（以下、

80年代初頭に70％目前まで上昇した分配率は、

「」省略）、分母は「国民総所得（GNI）」か

80年代半ば以降に減少に転じた。再度上昇に

て算出方法を整理してみる
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図２ SNAと法人企業統計とに依拠した労働分配率（1980～2009年）

出典：国民経済計算・法人企業統計。詳細は注24を参照。

転じるのは90年代に入ってからで、90年代末

にあたる部分の計算は、産業部門（公務を含

から2000年代初頭において75％へと達した。

めず）から農林水産業部門や鉱物資源産出部

論説③の認識は、この動きを指している。ま

門・不動産部門を除き、さらに自営業者の所

た、80年代後半の低下と停滞している時期は、

得は、給与以外の所得＝配当などが含まれる

バブル期に該当する。この定義による労働分

可能性を排除するために雇用労働者（以下、

配率の動きをそのまま読み取れば、「労働の提

雇用者と表記）の平均給与額を自営業者にも

供に対する取分」にバブルの恩恵はなかった、

適用する。つまり、農林水産業等を除いた産

「労働は貢献しなかった」、と見なすことも可

業部門で働く雇用者と自営業者との総和に雇

能ということになる。

用者の平均給与額を乗じた値（[雇用者＋自営
業者]×[雇用者の平均給与]×12ヵ月）を分子
として算出された労働分配率となる。
さらに、OECDのWebサイト上のデータ・

Ⅴ OECDが示す労働分配率

ベースから比較的長期の労働分配率もダウン
ロードできる（以下、OECD労働分配率と表
記）。そのデータを図示したのが図３になる(27)。

OECDは、アウトルック2012でその労働分

参照比較する為にSNAに基づく労働分配率A

配率の算出方法を提示している。このレポー

も再掲した。両者の違いは一目瞭然で、その

トでも、通常の労働分配率は国民経済計算の

動向と趨勢が正反対であることを理解できる。

雇用者報酬をGDPなり国民所得で除した値と

では、OECDは算出において具体的にどの

したうえで、この値は過大に算出される傾向

ような数字を利用したのであろうか。Webサ

(26)

。そこで出

イト上で公開されているSources and Defini-

来る限りこれらの影響を排除するため、分子

tionsの解説に依れば、雇用者の平均給与の出

を内包していることも指摘する
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図３ OECDデータ・ベースに依拠した労働分配率（1980～2010年）

出典：OECD.Stat。詳細は注27を参照。労働分配率CとDに関しては注33。

典は厚生労働省の“Monthly Labour Survey”

a)賃金・棒給のみに言及する。賃金・棒給の

（毎月勤労統計調査）であることが示されて

下に次の 5 項目、 1 現金給与、 2 役員給与、

いる

(28)

。なぜ、OECDは労働分配率の分子と

3 議員歳費等、 4 現物給与、 5 給与住宅差額

して毎月勤労統計調査の数字を利用すること

家賃、が存在し、さらに 1 の現金給与は 3 部

にしたのだろうか。そもそもSNAの雇用者報

門、ⅰ農林水産業、ⅱ公務、ⅲその他の産業、

酬がどのように計算されているのか、この点

で構成されている（図４参照）。ⅲには産業大

の確認をしておく。OECDが利用しているデ

分類の農林水産・公務以外の全てが含まれる。

ータ・ソースは、国民経済計算にも用いられ

そして、ⅲで利用されているのが毎月勤労統

るデータ・ソースであるにもかかわらず、結

計調査に基づく 1 人あたり現金給与であり、

論には大きな相違があらわれている。

雇用者数は国勢調査 （中間年 は『労働力 調
査』）に依拠し、これらの値を乗じている

(31)

。

他方で、SNAの国内総生産額（生産側）では、

Ⅵ

SNA雇 用 者 報 酬 の 算 出 方 法 と
OECDの計算方法

自営業者（個人企業主と家族従業員）の所得
は雇用者報酬ではなく、営業余剰・混合所得
に分類される(32)。
OECDは、この点を補正する為に雇用者報

内閣府の国民経済計算（GDP統計）のWeb

酬に本来含まれない自営業者の所得を雇用者

サイトには「推計手法解説書（年次推計編）

の平均給与額と見なし、雇用者の合計値と合

平成17年基準版」が掲載され、この第 8 章に

算し て分 子に していたこと が明瞭 と な る。

雇用者報酬の推計法が説明されている (29)。以

OECDの計算方法とその筋立ては、SNAの推

(30)

下、この解説書に依拠する 。雇用者報酬は、

計方法に則って労働分配率を計算しようとし

基本的に a)賃金・棒給、b)雇主の社会的負担、

ていた、と理解できよう。労働分配率＝労働

この 2 項目から成り立っているが、ここでは

者の取分として着目しているのは、雇用者報
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酬の総体ではない。それを構成するⅲ

図４ GDP推計における雇用者報酬の構成概念

での 雇 用 者 の「 現 金給 与」 に限 定さ
れ、そこに自営業者の労働の対価部分
を加えていることが明らかである（自
営業者の所得全て＝混合所得では、不
労 所 得 が 含 ま れ て し ま う ）。 以 下 、

a）賃金・棒給
雇
用
者
報
酬

1
2
3
4
5

現金給与
役員給与
議員歳費等
現物給与
給与住宅差額家賃

ⅰ農林水産業
ⅱ公務
ⅲその他の産業

b）雇主の社会的負担

OECDが提示している計算方法で労働
分配率を計算してみる。利用した数字
はSNAの解説に従い、給与に関しては毎月勤

の雇用者のみを分子として算出した分配率に

労統計調査と『船員労働統計調査』（以下、

なる。この場合の分子は、SNAの推計手法解

『』省略）、雇用者数は国勢調査となる。

説書が示すGDPの雇用者報酬でⅲのみを抽出

詳細は注33を参考にしてほしいが、簡単に

したことを意味する。

計算方法の留意点を述べておく。雇用者数と
自営業者数は国勢調査の産業等基本集計に掲

（雇用者×現金給与）×12ヵ月÷国民所得

載されている「従業上の地位」を利用した。

図 3 のそれぞれの描線を比較してみると、

雇用者は「雇用者」の数値、自営業者は「雇

AとC・Dとの相違は明らかであろう。少な

人のある業主」「雇人のない業主」「家族従事

くとも、後者に上昇傾向は全くない。さらに、

者」の 3 項目の合計値を採用した。繰り返し

CとDとの比較検討から、OECDが示す労働

念を押すが、雇用者に役員は含まれていない。

分配率の長期低落傾向は、どのような要因が

また、給与額は毎月勤労統計調査の値で、雇

主に関与しているかも知ることが出来る。C

用者と自営業主ともに「現金給与」を用いた。

とDの相違点は、前者の80年代と90年代との

船員労働統計調査も参照するのは、毎月勤労

分配率は50余％でほぼ横ばい、2000年代にな

統計調査では船員の給与が捕捉されていない

り低下傾向が顕著になったのに対して、Dは

ためで、この点もSNAの推計手法を踏襲して

30年間ほぼ一貫して低下傾向、と見なすこと

いる

(33)

が出来る。CとDの差は、（自営業者×現金給

。

得られた結果を図 3 の上にプロットしてみ

与）部分に相当する。労働分配率D（および

た。労働分配率D（△）は、農林水産業と公

OECDデータ・ベース労働分配率）の低下は、

務とを除き、船員を含む雇用者（以下、雇用

自営業者の動向が大きく寄与していたことが

者と表 記）に、データ ・ソース は異なるが

解る。その動向とは、「現金給与」の変動もさ

「現金給与」を乗じ、自営業者にも雇用者の

ることながら自営業者総数それ自体が大幅に

現金給与額を適用した値となる。

低下したことの影響である(35)。その結果、雇
用者の部分に上乗せされていた（自営業者×

〔（雇用者 ×現金給与)＋(自営業者 ×現金給
与）〕×12ヵ月÷国民所得
上式は、雇用者

(34)

現金給与）部分が大きく縮小し労働分配率D
の低下をもたらした、と理解できる。ただし、

と自営業者とを合算して

雇用者と自営業者との合計人数（公務を除き

分子に採用しているOECDが示している方法

農林水産業を含む）は、1980年の5,145万人か

を再現したことになる。多少の誤差は存在す

ら95年をピークとする5,819万人まで増加し、

るが、ほぼOECDのデータ・ベースから得た

その後は減少に転じて2010年5,217万人となっ

労働分配率（Business sector excl. Agricul-

ている。この間の増加は、自営業者の減少を

ture）と一致している、と見なせるであろう。

上回って雇用者数が伸びたためで、80年代は

次に労働分配率C（□）は、既述した計算

ここで含意している雇用者数が年率換算 2 ％
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程度で増えていった（70年代は年率1.6％）。

統計を利用した場合も同様で、「人件費」では

しかしながら、働き手の増加は労働分配率の

なく「従業員給与」に基づくとまったく異な

上昇には結びつかなかった。

る労働分配率の動向が現れる。加えて、ここ

労働分配率Cは、通説とは異なり50余％で

での主張は、（自営業者の不労所得を除く）

ほぼ一定であった。紙幅の関係で詳細は省く

OECDの意図も、役員を「労働の提供者」と

が、法人企業統計の労働分配率B（人件費÷

見なさない、この点にある

(36)

。

付加価値）ではなく、「人件費」から「役員給

第二点は、賃金（及び労働生産性）と労働

与」などを除いた「従業員給与」（および「従

分配率の関係であろう。既述したように野田

業員賞与」）を分子として計算してみても労働

と阿部（論説②）は、2000年以降の状況を労

分配率Cと類似の結果（50％と55％の間でス

働生産性の大幅上昇の下での賃金の大幅下落

ネークのような推移）が得られる。

を指摘した

(37)

。彼らは、労働分配率が賃金と

労働生産性とへ要因分解できることを示す。
労働分配率(LS)を賃金(LW)の付加価値(AV)

Ⅶ

に対する比率と見なすと、以下のように表せ

計算結果が示す意味
―小括にかえて―

る（Lは雇用者数）(38)。
LS＝LW÷AV＝(LW / L)÷(AV / L)

労働分配率計算において分子をどの範囲と

この式から、雇用者 1 人当たりの賃金が上

するか、議論の余地が存在し、見解の一致が

昇すれば労働分配率は上昇し、労働生産性が

見られているわけではない。OECDも特別な

上昇すれば労働分配率は低下することが理解

データを利用したわけではなく、通常利用さ

できる。差分（⊿）をとり、両辺を対数表示

れているデータの数字だ。そのことを承知の

にすると、賃金と労働生産性とに分解され、

上で、知見に基づきいくつかの論考を述べる。

各々が如何に働くのか明瞭となる。

第一に、分子を雇用者報酬内訳であるⅲ、
その他の産業で働く雇用者の現金給与に限定

⊿log LS＝⊿log（LW / L)－⊿log(AV / L)

すれば、観察した30年間の労働分配率は50余

野田と阿部は、このメカニズムから、労働

％をほぼ維持し続け、上昇トレンドとは言い

生産性上昇の下における賃金の下落が労働分

難い。 一般的な計算方 法である 雇用者報酬

配率を低下させた2000年以降の実態を再度述

（あるいは法人企業統計の人件費）総体を分

べる

(39)

。

子とすれば上昇トレンドを辿っていた。つま

労働生産性と労働分配率の関係は、須合・

り、現金給与を「労働提供者の取分」と純粋

西崎（論説③）でも論じられている。詳細な

に考えるのであるなら、通説は見かけ上の労

モデル解説は省略するが、労働分配率を以下

働分配率の上昇と高水準を容認しているに過

の式で表している。

ぎないことになる。やや単純化し極論すれば、
雇用者の現金給与以外の部分が労働分配率の
水準を押し上げ、上昇トレンドを誘発してい

WL
α
── ＝ ──
PY
μ

Y
────
ΛL L

（（1-σ）/σ）

た、ということである。そうなると、プリミ

ここで、Wは名目賃金、Lが労働投入量、P

ティブに導き出される論点は、雇用者報酬で

が生産物価格、Yが産出量、ΛLが労働の効率

計算した場合、現金給与以外の何が労働分配

係数、そしてσが労働と資本の代替の弾力性

率を押し上げるのに最も寄与していたのか、

を表している

そのことをまず問うべきであろう。法人企業

表示の要因分解から「労働分配率の趨勢的変
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(40)

。この式の差分をとり、対数

動（＝長期傾向：引用者注）は、①効率単位

無頓着すぎるのではないか。「現金給与のみが

の労働の平均生産性の伸び率、②労働と資本

労働者（＝労働の提供者）の取分ではない」

の代替の弾力性の水準に依存する。」と述べ

という議論は有り得る。であるから、吉川が

(41)

。所与の労働効率の下で、Y / Lが上昇す

指摘する困難が伴っても「一体、労働者の取

れば、また労働と資本の代替の弾力性（σ）

分はどの範囲か」という本質をなおさら問わ

が低ければ（＝労働を簡単に施設・設備へ置

なければならない。我々は、労働の対価それ

き換えられない）労働分配率の上昇をもたら

自体を問題としているのである。モデルを精

す、と理解できる。そして、「わが国の労働分

緻化することは重要だ。しかし、インプット

配率は、労働の平均生産性が趨勢的に上昇す

する数値が不適切であるなら、そこから抽出

るに伴って趨勢的に上昇するという意味で、

された結果に価値はない。

る

上昇トレンドを持つ」との結論を導く

(42)

。

前提となる「労働分配率が上昇傾向を辿っ

しかしながら、そもそも労働生産性と労働

てきた」は、雇用者報酬や人件費をそのまま

分配率とが上昇してきた、との見解を素直に

利用した場合の結果に過ぎない。それ自体を

首肯することが出来ない、なにか違和感を持

疑うことが等閑視されている。検証の優先順

つ。1970年代半ば以降、「生産性基準原理」の

位は、労働分配率の分子にどのような数字を

下で賃金決定がなされるようになった、それ

利用するのか、（SNAと法人企業統計のどちら

に親和的な労働組合が労働運動のヘゲモニー

のデータ・ソースを利用するのか、といった

を握った、とされている

(43)

。そう考えると、

次元ではなく）それらの数字はどのように計

野田・阿部が示した数式は、「生産性基準原

測・算出されているのか、こちらが上である

理」が実現しなかったからこそ労働分配率が

ことを信じて疑わない。

上昇したのだ、という主張に等しい。須合・
注

西崎の場合、物的な労働生産性の上昇の成果
(44)

は実質賃金に反映された、と見なすようだ 。

(1)

厚生労働省ホーム（http://www.mhlw.go.jp/）

しかし、この仮定は（モデルとしては当然で

よりホーム⇒統計情報・白書⇒各種統計調査⇒

あろうが）やや無邪気過ぎないか。しかも、

厚生労働統計一覧⇒毎月勤労統計調査(全国調

注43で言及したが、70年代半ばの労働分配率

査・地方調査)⇒結果の概要から「毎月勤労統計
調査－平成27年分結果確報」を選択。

大幅上昇の要因は、生産性とは無関係な賃金
上昇によってもたらされた、このことが許容

( 2 ) 須藤時仁・野村容康『シリーズ現代経済の展望
日本の経済構造変化―長期停滞からなぜ抜け

されている。
だとすれば、労働分配率を算出する際にイ

出せないのか ―』岩波書店、2014年、27頁。

ンプットとしてSNAの雇用者報酬や法人企業

( 3 ) 野田知彦・阿部正浩「労働分配率、賃金低下」

統計の人件費をそのまま分子に採用して妥当

樋口文雄編『バブル／デフレ期の日本経済と経

なのか、それ自体が根源的に問われるべきだ。

済政策 6

労働市場と所得分配』慶応大学出版

会、2010年、 3 頁。

少なくとも、OECDはそのことを懸念したの
で数値を組み替えた。そもそも、雇用者報酬

( 4 ) 須合智広・西崎健司「わが国における労働分配

は、その命名にもかかわらず「労働の提供者

率についての一考察」『金融研究』（日本銀行金
融研究所）21巻別冊 1 号、2002年 6 月。

＝労働者の取分」以外の要素が含まれている
可能性が否定できない。人件費も同様である。

( 5 ) OECD, Employment Outlook 2012, “Chapter 3 La-

このことは、もっと意識され留意されるべき

bour Losing to Capital: What Explains the Declining

だ。それぞれのデータがいかなる手続きで算

Labour Share ? ”を参照。

出され、何が含まれているのか、そのことに

( 6 ) 吉川洋「労働分配率と日本経済の成長・循環」
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石川経夫編『日本の所得と富の分配』東京大学

法人企業統計は財務総合政策研究所ホーム・
ページ（h ttps://www.mof.go.jp/pri/index.htm）

出版会、1994年、107～108頁。
( 7 ) 須藤・野村、前掲書、 5 頁。

より『財政金融統計月報』掲載の法人企業統計

( 8 ) 須藤・野村、前掲書、26頁。

に依拠〔財務総研TOP⇒刊行物⇒財政金融統計

( 9 ) 須藤・野村、前掲書、27頁。

月報⇒財政金融統計月報ダウンロード（法人企

(10) 野田・阿部、前掲論文、 3 頁。

業統計年報特集）〕。法人企業統計の年次は年度

(11) 野田・阿部、前掲論文、 5 頁。

基準。

(12) 野田・阿部、前掲論文、 6 頁。

(25)

野田・阿部は、さらに多様な計算方法の労働

(13) 野田・阿部、前掲論文、 9 頁。

分配率をグラフで示している（野田・阿部、前

(14) 野田・阿部、前掲論文、10頁。

掲論文、10頁、図表1-1）。「同じ統計を用いたと

(15) 須合・西崎、前掲論文、125頁。なお、この論

しても、計算方法によって労働分配率の水準や

文は2003年に発表されているので、論説①や②

傾向に違いがあることがわかる。」と概説する

と異なり2000年代に入ってからの賃金の大幅低

（11頁）。確かに、水準は高い90％台から低い60

下という認識にはなっていないように思われる。

％台と異なる。しかしながら、傾向（＝グラフ

(16) 須合・西崎、前掲論文、126頁。

の形状）に「違い」があるとは言い難い。形状

(17) 須合・西崎、前掲論文、129頁、図表 1 を参照。

は酷似している、と表現した方が正確と思われ

(18) 注 8 の引用箇所の前段で「七〇年代後半から

る。

低下し続けてきた一人当たりの雇用者報酬と可

(26) OECD, Employment Outlook 2012, p.116.

処分所得の伸び率が、」とわざわざ記述している。

(27) OECD.Stat (http://stats.oecd.org/) ホーム・ペ

(19) OECD, Employment Outlook 2012, p.110.

ージの左側“Data by theme”からProductivity⇒Pro-

(20) もし 2 時点比較であるなら、論説②や③で指

ductivity Archives⇒Unit Labour Costs-Annual Indi-

摘される90年代の上昇も織り込める。

cators⇒Labour Income Share Ratios。ここで採用

(21) 野田・阿部、前掲論文、 6 ～ 9 頁。

した産業範囲（Sector）は、農業を除いた“Busi-

(22)「国民所得(要素費用表示)」と表記されるが、

ness sector excl. Agriculture”。また、アウトルッ

通常はこの値を「国民所得」と呼ぶとのこと。

ク2012で示された数値と細部で若干の相違が存

(23) 野田・阿部、前掲論文、 8 頁。『法人企業統
計』の調査対象は営利法人等だが、四半期調査

在する。
(28) 注27の操作で表示される結果から、国名Japan

では資本金等が1,000万円以上に限定されている。

のシンボルマークⓘをクリックすると、右側に

(24) 雇用者報酬と国民所得は、内閣府ホーム・ペ

Informationが現れ、Detailed Japanese Unit Labour

ージ（http: //www.cao.go.jp/）より「2009年度

Cost metadataをクリック、新しいタブでSources

国民経済計算（2000年基準・93SNA） 1 .総合勘

and Definitionsが開く（2016年 9 月21日閲覧）。

定」の「国内総生産勘定（生産側及び支出側）」

(29)

内閣府ホーム・ページ⇒統計情報・調査結果

と「国民可処分所得と使用勘定」に依拠。内閣

⇒国民経済計算（GDP統計）⇒統計データ⇒統

府ホーム・ページ⇒統計情報・調査結果⇒国民

計の作成方法⇒推計手法解説書（年次推計編）

経済計算（ GDP統計 ）⇒ 統計デ ータ ⇒統計表

平成17年基準版（平成24年11月16日）⇒第 8 章

〔(国民経済計算確報)⇒2009年度国民経済計算

所得支出勘定の推計（PDF形式：42KB）。この推

(2000年基準・93SNA)〕。2000年基準のデータで、

計値が国内総生産（生産側）における雇用者報

1980年～2009年の時系列データが得られる。ま

酬にも利用されることになっている。2005（平

た、「4.主要系列表」の「国民所得・国民可処分

成17）年基準を参照しているが、2000（平成12

所得の分配」からも雇用者報酬のデータは得ら

年）基準も同様の記述内容（2016年 5 月 3 日閲

れるが、値が細部で異なる。

覧）。
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(30) 同上、82～87頁。

が、このような計算を行うのは、毎月勤労統計

(31) 同上、83頁。毎月勤労統計調査で網羅されて

調査に船員の給与が網羅されていないため。

いない船員に関しては、『船員労働統計調査』に

自営業者に関しても農林水産業従事者と船員

依拠しているとのこと。

とを雇用者と同様の処理をした（したがって、

(32)「家計（個人企業）については、個人企業主と

農林水産業の自営業者は含まれない）。また、本

家族従業員への労働報酬と営業余剰とが混在し

文で述べたように家族従業員などを含み、雇用

ているために[混合所得]と呼ぶ。」（引用文中の

者と同様に現金給与額を乗じて計算する。無論、

「」は、[]を用いる。以下、同じ）と表記して

これらの値を最後に12倍する。

いる（同上、85頁）。
(33)

(34) (雇用者×現金給与）の部分を正確に記載する

1 人あたりの給与額は、毎月勤労統計調査の

と、(雇用者-船員)×(毎月勤労統計調査の現金

紙媒体を利用した。1995年までは『毎月勤労統
計調査年報』、2000年以降は『毎月勤労統計調査

給与)＋(船員)×(船員労働統計調査の現金給与)。
(35)

国勢調査のデータに依拠すると、自営業者総

年報 全国調査』の、各々当該年版に依拠（ただ

数（農林水産業を含む）は1980年：1,604万人か

し、1980年のみ85年版）。それぞれに掲載されて

ら2010年：790万人へと半減した。

いる「事業所規模 5 人以上」の「調査産業計」

(36)

この点の理解を助ける簡素で明瞭な説明は、

における常用労働者 1 人平均月間「現金給与総

松尾匡・橋本貴彦『これからのマルクス経済学

額」の値。自営業者には同条件の「きまって支

入門』筑摩書房、2016年、を参照。示唆に富む

給する給与」を適用。毎月勤労統計調査におい
て、船員の給与は調査対象に含まれていない。

(39～47頁)。
(37) 労働生産性の伸びと賃金の伸びのギャップは、

したがって、平均値にも反映されない。

厚生労働省の2015（平成27）年版『労働経済の

船員の給与は、国土交通省ホーム・ページ

分析』(労働経済白書)の第 2 章でも詳しく論じ

（http://www .mlit.go.jp/index.html）から船員労

られている。

働統計調査に依拠（国土交通省ホーム・ページ

(38) 野田・阿部、前掲論文、12頁。

⇒統計情報・白書⇒統計情報⇒交通関係統計資

(39) 野田・阿部、前掲論文、40頁。

料⇒船員労働統計調査から「調査の結果」を参

(40) 須合・西崎、前掲論文、134頁。なお、論文で

照）。利用したのは「船長・職員・部員平均」の

はYを要素所得と表記している。また、Lを労働

「現金給与額」。（船舶）職員とは、航海士や機

と表記しているが、労働投入量とした。μはマ

関士などの海技士免許が必要な職種に従事する

ークアップ率（原価に対する利益部分の割合）、

船員。部員は、甲板長、甲板手（員）や操機長、

αは「
（コブ＝ダグラス型生産関数の場合）規模

操機手（機関員）などの一般船員。

に対する収穫一定を確保するためのパラメー

雇用者数は、政府統計の総合窓口（https://ww
w.e-stat.go.jp/sg1/estat/estattopportal.do） よ り、

タ」とのこと。
(41) 須合・西崎、前掲論文、135頁、および同頁の

各年の国勢調査・産業等基本集計に依拠。「雇用

(4)式参照。

者」を利用して、以下の操作をした(なお、ここ

(42) 須合・西崎、前掲論文、162頁。

にはそもそも役員は含まれていない。別途「役

(43) 森武麿ほか『現代日本経済史〔新版〕』有斐閣、

員」の項目が存在）。農林水産業と公務従事の雇
用者と船員（船長・航海士など）を差し引いた。

2002年、225-227頁。
(44)

吉川洋は、法人企業統計に依拠した労働分配

船員数は抽出詳細集計に依拠。上記の公務員等

率に基づき、「1950年代の後半から61年まで低下

を差し引いた雇用者数に毎月勤労統計調査の現

した後、60年代を通じて約60％の水準で安定し

金給与額を乗じ、船員数に船員労働統計調査の

ていた。しかし70年代初頭に急上昇し、70年代

現金給与額を乗じた値とを合算した。繰り返す

中葉以降約70％の水準で推移してきた。」と述べ
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る（吉川、前掲論文、119頁）。そして、「ケイン

働と資本の代替の弾力性は、1970年代央を境に

ズ的な分配理論の枠内で70年代初頭における労

0.79から0.92に若干上昇した。これを労働分配率

働分配率の急上昇について考えてみることにし

との関係から見ると、生産関数がコブ=ダグラス

よう。70年代初頭における60％から70％へとい

型（労働と資本の代替の弾力性σ→ 1 の場合）

う労働分配率の急上昇は、新たな水準がその後

に近づき、労働分配率のトレンド的な上昇テン

20年近く持続してきたという意味で[長期的]な

ポが、より緩やかなものとなってきていること

変化であった。しかし、それは決して長い期間

を示している。」とも述べる（須合・西崎、前掲

にわたってトレンド的に上昇したわけではない。

論文、148頁）。

むしろごく限られた数年の間に急上昇し、その

こうなると、74年を挿む労働分配率の急上昇

後はそれが安定的に推移したのである。」との認

後の動きは、吉川の主張する「その水準を維

識を示す。吉川に依れば、1973年から75年の労

持」と須合・西崎の「上昇テンポが緩やかにな

働分配率の上昇が大きく、20％以上上昇した

った」とでは、上昇なり動きの程度をいかに表

（60.5％から72.2％）。この上昇は、労働生産性

現しているのかの相違で、実質的には同一の認

の低下、およびそれにもかかわらず生じた大幅

識と読み取ることも出来なくはない。

な実質賃金上昇で説明できる、とする（吉川、
前掲論文、135頁）。

（そふえ

吉川は、ケインズ的な理論で重要なポイント
を 3 点指摘するが、「実質賃金の動き（これは新
古典派理論とは異なり、労働の限界生産力と等
しくなる必然性はない）」をその一つに掲げてい
る（吉川、前掲論文、132頁）。この点は、別の
箇所で「実質賃金の成長率が生産関数を通じて
の代替の弾力性と要素比率の変化によってメカ
ニカルには決まらない。」とも説明している（吉
川、前掲論文、128頁）。
吉川の70年代の動向に関する論考で肝要なの
は、賃金の伸びが労働生産性との連動を前提と
していないこと、労働分配率の上昇は70年代の
一時期に急増してその後は安定的に推移したこ
と、この二点にある。
74年前後の動向については、論説③の須合・
西崎も類似した説明をしている。「1973 / 10月に
第 1 次石油ショックの発生により、期待インフ
レ率が急激に加速し、1974年の春闘における賃
上げ率は、主要企業平均で32.9％と過去最高に
なった」「その結果、労働の平均生産性が低下す
る中になっても、1974 / 2Qの実質賃金は前期比
＋2.9％と上昇したため、労働分配率は急激に上
昇した。」と指摘している（須合・西崎、前掲論
文、152頁）。一言で述べれば生産性とは無関係
だった、ということに他ならない。さらに、「労
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りえ

関東学院大学経済学部非常

勤講師、政治経済研究所研究員）

■研究ノート■

東方社２万枚のネガにみる戦争と社会
井 上 祐 子
《要旨》 東方社はアジア・太平洋戦争期に陸軍参謀本部の下で、主に対外向けの写真宣伝物を制作してい
た団体である。東方社についての研究は、その制作物に関する研究を中心に蓄積されてきたが、写
真ネガに対する関心は低く、ほとんど顧みられることがなかった。筆者は2011年から 6 年間にわた
る東方社写真の発掘・調査の共同研究に参加し、政治経済研究所付属東京大空襲・戦災資料センタ
ー所蔵「青山光衛氏旧蔵東方社・文化社関係写真コレクション」及び東方社カメラマンたちの遺族
が所蔵する写真ネガ、約 3 万枚の概要を確認した。本稿では、その中の戦後のものや東方社撮影以
外のものを除いた 2 万枚余りの写真ネガの内容を概括的にまとめた。そして戦局の推移の中で、東
方社の写真が社会とともにいかに変容していったのかを考察した。
目 次

は、東方社時代のものも含め、ネガフィルム

はじめに
Ⅰ.国内取材
1.陸戦部隊と航空関係の宣伝資料（1941 年夏
～ 42 年夏)
2.近代都市東京の街と人々の登場（1942 年秋
～ 43 年夏)
3.戦 時 体 制 と 「 大 東 亜 共 栄 圏 」 の 前 面 化
（1943 年秋～ 44 年 10 月)
4.空襲下の日本（1944 年 11 月～ 45 年 8 月)
Ⅱ.海外取材
1.1942 年シンガポール取材
2.1943 年中国華北地方取材
3.1943 年フィリピン取材
4.1944 年中国北京取材
5.1944 ～ 45 年大陸打通作戦従軍取材
6.1944 年東南アジア取材
おわりに

をそれぞれの撮影者に分配していたが、何ら
かの事情で撮影者に戻されなかったものが、
文化社の社屋に残された。文化社解散後、同
社社屋を買い取った故青山光衛氏が、それを
発見し、保管されてきたが、2011年に青山氏
のご遺族から、公益財団法人政治経済研究所
付属東京大空襲・戦災資料センター（以下セ
ンターと略記）に寄贈された。
センターでは共同研究「戦争末期の国策報
道写真資料の歴史学的研究－国防写真隊と
東方社を中心に－」（学術研究助成基金助成
金基盤研究(C)、2011～13年度、課題番号：
23520853、研究代表者：山辺昌彦）において、
この「青山光衛氏旧蔵東方社・文化社関係写
真コレクション」（略称「東方社コレクショ
ン」）を整理した。「東方社コレクション」に

はじめに

は約17500点の写真ネガが含まれているが、そ
の概要については 3 冊の研究成果報告書にま
とめた(1)。

東方社はアジア・太平洋戦争期に陸軍参謀

続いて、共同研究「戦中・戦後の「報道写

本部の下で、主に対外向けの写真宣伝物を制

真」と撮影者の歴史学的研究 －東方社カメ

作していた団体である。戦後は社名を文化社

ラマンの軌跡－」（同、2014～16年度、課題

と改め、出版社として再出発した。文化社で

番号：26370810、研究代表者：井上祐子）で
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は、東方社の元社員が所蔵する写真ネガ及び

点、45年 1 ～ 8 月が約3100点になる。この偏

その他の資料の収集を行い、林重男・菊池俊

りの原因としては、「東方社コレクション」に

吉・別所弥八郎の三氏のご遺族からご提供い

1944～45年のものが多いこと、林重男の入社

ただいた写真ネガ及びコンタクトプリントよ

が43年夏であること、菊池俊吉は41年 9 月か

り、合計約12500点の写真について整理した。

ら47年末まで東方社・文化社に在籍したが、

(2)

こちらも 2 冊の研究成果報告書にまとめた 。

菊池の写真についてはその全てではなく、人

また共同研究「戦中・戦後の写真家の思想史

々の暮らしのほか、防空や空襲被害などを整

的分析－濱谷浩資料を中心に－」（政治経

理の中心に置いたことなどがあげられる。し

済研 究所 特別 プロ ジ ェク ト研 究 、 2016～ 17

たがって、今回整理したネガだけでは、東方

年）においても、資料の発掘・調査を行って

社の全体像を論じるには程遠いが、傾向の一

きた。

端を明らかにすることはできるのではないか

東方社研究は1980年代末頃から本格化した

と考える。

が、その中心にあったのは、東方社の代表的

前述の共同研究の各報告書では、所蔵者別、

な制作物である大型グラフ雑誌『FRONT』の

内容別に解題を記しているが、本稿では、国

グラフィックワークの研究 (3)であり、写真そ

内と海外に分けて、通時的に見直していきた

のものに対する関心は低かった。『FRONT』

い。時系列の視点を入れることで、戦局の変

においては、個々の写真が記号化され、「それ

化にともなう東方社の業務内容・写真内容の

ぞれ特定の時間と空間とを専有する個体とし

推移を検証し、あわせて写真に見える社会の

ての意味を剥奪されて (4)」組み合わされるこ

変化についても考えていきたい。

とで、図像の意味を固定化し、メッセージを
効率よく伝えることが試みられていたと指摘
されている。しかし今回の写真群の発掘・整
理により、不十分ではあるが、それぞれの写

Ⅰ．国内取材

真を固有の時と場所をもった写真として、歴
史の文脈の中で考察できるようになった。
本稿では、この約 3 万枚のネガ群のうち、

東方社は1941年春に設立された。同年 5 月

東方社時代に東方社社員が撮影したネガ約 2

21日付の「東方社業務計画 」によれば、当

(8)

(5)

万枚 を通して見える東方社の写真の特徴と

初は『東亜建設』というA3判の対外向けグラ

意義について、概括的に考えていきたい。写

フ雑誌の発行を計画していた。創刊号のテー

真ネガとコンタクトプリントのほかに、文書

マは「産業戦士」で、以下、「高等専門教育」、

資料として、ネガホルダー、ネガファイル、

「少国民の生活」、「働く日本女性」、「駐日留

コンタクトプリントのメモ、東方社美術部に

学生」、「満州国」、「東亜共栄圏」などを予定

所属していた今泉武治の日記 (6)（以下「今泉

しており、「日本海軍」、「日本陸軍」というテ

日記」）、濱谷浩の撮影ノート (7)（以下「濱谷

ーマもあるものの、軍事宣伝誌ではなかった。

ノート」）、及び菊池俊吉が内容と枚数をまと

しかし同年夏以降、対米英戦が必至となる中、

めたメモ（以下「菊池メモ」）なども利用した。

軍事関係が優先され、誌名も『FRONT』に変

とはいえこれらは東方社が撮影・収集した写

更された。

真ネガの一部に過ぎず、文書資料も乏しい。

今回整理した東方社撮影分ネガの中で最も

また撮影時期にも偏りがある。撮影時期が不

古いものは、1941年 8 月に開催された第12回

明なものもあるが、1941年が約1700点、42年

明治神宮国民体育大会夏期大会のものである

が約2400点、43年が約5800点、44年が約8300

が、初期は軍関係が多い。その後は、軍関係
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や各種行事と並行して、暮らしや街頭の風景、

らえた状況説明的なものや訓練する兵士たち

産業関係などが多く撮影されている。しかし、

の動きに迫るものに加え、兵士たちのポート

それも次第に戦時色が強まり、様相が変化し

レートも多い。陸軍歩兵学校のものでは、銃

ていく。本章では、写真の内容の変化によっ

剣を持ってポーズをとる兵士の写真群がある

て 4 期に分け、敗戦までに国内で撮影された

が、その中で、通常の軍服、軽装の防寒装備、

写真について、述べていきたい。

重装の防寒装備の 3 種類の軍装のバストショ
ットの写真が撮影されている。「陸軍号」には
重装備のものの類似のカットが掲載されてい

１．陸戦部隊と航空関係の宣伝資料
（1941年夏～42年夏）

る。モデルを使った写真ではままあることで
あろうが、『FRONT』においては、誌面のレ

前述のように東方社の体制が整い、写真部

イアウトの段階で場所と時を再構成するだけ

が取材を始める1941年夏には、軍関係のもの

でなく、写真撮影の段階で場所と時はあいま

を優先する方向に進んでいた。1941年夏から

い化され、その中から誌面に最も適するもの

翌42年夏までの第 1 期の国内撮影写真には、

が選ばれたと思われる。

軍や航空に関係するものを中心に約2600点の
写真がある。

さらに「陸軍号」に掲載されている図上演
習をする参謀たちの写真ネガも確認ができた

軍関係のものの中には、陸軍の歩兵学校、

が、それはカメラポジションやポーズを少し

騎兵学校、砲兵演習、さらに浜松や熊谷の飛

変えた同じような写真 7 枚の中の 1 枚であっ

行学校のものがあり、一回の取材で多いもの

た。その前後に類似するものはなく、そのと

で は 200点 以 上 の 写 真 が 残 さ れ て い る。

きに他の写真が撮影されたかどうかは定かで

『FRONT』 3 - 4 号「陸軍号」（「

」は通称

はないが、参謀たちの役割を端的に表す写真

名、1942年）には、これらの中の写真そのも

として、「陸軍号」用に撮影されたものではな

のや 類 似 した写真が20点余り ある。濱谷 も

いかと思われる。『FRONT』は 1 冊 1 テーマ

1941年 9 月30日に陸軍戦車学校を取材してい

の大型グラフ雑誌で、基本的にはシナリオ作

るが、「濱谷ノート」には「戦車、歩兵、野砲

りから始まり、初期にはそれにあわせた写真

三者大演習」と書かれている。翌42年 3 ～ 4

がカメラマンに注文されていたという 。こ

月には、熊谷・鉾田・水戸の各飛行学校や陸

の写真も編集部からの注文にあわせ、カメラ

軍航空整備学校を取材しており、鉾田の取材

マンが現場で指示して撮影したもののように

については、カメラの位置や「目標急降下 3

思われる。軍関係だけでなく、内外の人々の

回」、「海岸線×」などのメモがあり、熊谷で

暮らしや学校、労働現場の写真でも、一人ま

は撮影予定として、航法講堂、操縦練習、生

たは数人のポートレートや作業・訓練の様子

活、食堂、実習などと記されている。「菊池メ

を写した写真では、ポーズをつけて撮影した

モ」でもこの時期は軍関係のものが多い。

と思われるものが散見される。これらの写真

(9)

今回整理した写真も、演習・訓練の様子を

は、その場や被写体となった人、あるいはそ

写したものが大半を占める。特異なアングル

の所属機関の特徴や役割などを象徴し、同時

やクロ ーズアップは、 これまで の研究でも

に“あるべき姿”を示すものとして写されて

『FRONT』の特徴として指摘されているが、

いたように見受けられる。

機関銃を撃つ兵士をローアングルで間近にと

軍事に関係して、この時期には民間に関わ

らえたものや、兵器をクローズアップで撮影

るものでも、航空日のイベントや航空機の献

したものなども含まれている。歩兵や戦車の

納式と思われるもの、国民学校での模型飛行

演習では、演習の様子をロングショットでと

機の製作など、航空に関連するものが多い。
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中でも大日本飛行協会に関連するものは突出

号」に続いて、43年夏までに「シンガポール

して多く、全部で600枚を超える。大日本飛行

建設号」、「北支号」、「ビルマ号」、「フィリピ

協会は、学生を対象にした飛行機搭乗員の養

ン号」、「南方号」などが検討された

成や航空思想の普及活動を行っており、今回

ように42年夏以降は、軍事関係のものから、

整理したネガも学生たちの飛行訓練が中心で

日本の生活や社会、日本の占領地統治に関わ

ある。これらのうち、大日本飛行協会の訓練

るものへと中心が移っていく。おそらくここ

の様子と校庭で模型飛行機を飛ばす男子児童

では、『東亜建設』の企画も参考にされたので

たちの写真が、『FRONT』 8 - 9 号「空軍号」

はないかと思われる。

（1943年）に掲載されている。

(10)

。この

「戦時下の生活号」や「東京号」の企画を

また 三菱重工 航空機 工場の 写真も 「陸 軍

受けたものと思われるが、1942年秋からは東

号」に利用されているが、この時期の産業関

京の多様な側面が撮影されており、翌43年夏

係では他に大日本紡績のネガがあり、さらに

までの第 2 期の国内撮影写真には約1800点の

「菊池メモ」には日本鋼管とある。これらの

写真がある。その内容は大きく分けると、①

ネガには近代的な機械が並ぶ大規模工場での

戦時体制への組み込み、②人々の暮らし、③

大量生産の様子がとらえられており、人より

芸能・文化・娯楽、④産業・労働関係の 4 つ

も機械を主として、日本の技術力や生産力を

である。

示す狙いがあったように思われる。

①については、警防団や隣組の消防訓練、

軍事・航空以外には、第12回明治神宮国民

宮城前清掃奉仕、明治神宮参拝など、戦争に

体育大会や第13回明治神宮国民錬成大会夏期

備える訓練や敬神思想涵養のための行事など

大会などの体育関係の行事がある。前者には、

の写真が残されている。丸の内警防団の消防

入場行進や競技自体をモダニズムデザイン的

訓練では、ビル街ならではのはしご車の訓練

に写し出しているものがあり、それが一つの

の様子が多くある。

特徴といえる。

②には国民学校や街頭の様子などがあるが、
永田町国民学校では、教室での授業のほか、
薙刀の練習や校庭での体操、跳び箱の授業の

２．近代都市東京の街と人々の登場
（1942年秋～43年夏）

視察などが撮影されている。ここに写る児童
たちの服装や持ち物はまだ多様で品質も良い

1942年春までに日本軍は初期作戦を終え、

ように見え、気を抜いてよそ見をしながら歩

東南 ア ジ ア各国を占領 した 。東方 社では、

く児童が写っている写真もある。また1943年

『FRONT』 1 - 2 号「海軍号」（1942年）、続

夏の銀座街頭のスナップでは、「質実剛健 国

いて「陸軍号」をそれぞれ15カ国語で刊行し、

民服と紳士服」という看板も見えるが、男性

占領地域はじめ海外各国へ向けて日本軍の威

は背広や開襟シャツ姿が多く、ワンピースや

容を示す役割を果たした。その後、
『FRONT』

着物姿の女性たちは華やかで、バッグや装飾

7 号「落下傘部隊号」（1943年）、「空軍号」の

品にも個性があり、おしゃれである。井の頭

制作が進行していたが、 9 月には満洲建国十

公園でも、家族連れや子どもたちがボートを

周年記念式典の取材が行われ、1942年秋以降

漕いだり、遊具で遊んでいる姿がとらえられ

は様相が変わってくる。

ている。

「 今 泉 日 記」 に よれ ば 、 1942年 8 月 か ら

③には宝塚歌劇団や藤原歌劇団の舞台、大

「戦時下の生活号」の企画が検討されはじめ、

相撲などがある。国技館には「職域奉公隣保

一旦はとぎれるものの、43年に入ると「東京

共助」、「一日戦死」などのスローガンを書い

号」として再度浮上している。「戦時下の生活

た幕が掲げられているが、満員の客席には着
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物姿の女性も多く見られる。

回整理したネガでは、年別に分けると1944年

②や③の写真からは、子どもたちの心身の

のものが最も多く、本章での時期区分では第

鍛錬がはかられ、戦時統制が進められている

3 期が最も多くなる。この時期には中国やフ

ものの、現実には必ずしも浸透せず、人々の

ィリピンのものもあるが、国内のものだけで

日常に戦時色はまだ薄かったことがうかがえ

も5400点ほどになる。

る。第 2 期では戦時体制が進んでいることよ

東方社では1943年 3 月に体制が変わり、そ

りも、東京の街の近代性や文化の高さ、明朗

の頃から中国や華僑に向けての宣伝に力を入

な生活を示すことの方に重点があったのでは

れはじめ、前述のように中国や東南アジアを

ないかと思われる。その一方で、街頭の写真

テーマにした『FRONT』の企画も検討されて

の中に、わずか 9 枚だけだが浮浪者の写真が

いた。軍部が連合軍の攻勢に押され、「大東亜

あることは、注目すべきことであろう。宣伝

共栄圏」の結束を強調するようになることも

からは外れる、いわば負の側面を撮影した写

あり、第 3 期には日本・東京から「大東亜共

真は、東方社の写真に記録という側面があっ

栄圏」へととりあげる対象が広がる。

たことの証拠の一つといえよう。

第 3 期の主要なテーマは、次の 4 つに分け

④では豊田自動車工場のほか、社名はわか

られる。①軍関係、②防空・鍛錬、③徴用・

らないが、双眼鏡工場の労働者やオフィスで

勤労動員を含めた産業・労働関係、④留学生

タイプを打つ女性タイピストたちの写真があ

など「大東亜共栄圏」に関わるものである。

る。これらの写真については、第 1 期の軍関

①については、林重男所蔵ネガの中に、各

係の写真同様、工場の作業場やオフィスの全

飛行学校や飛行戦隊の写真(12)のほか、陸軍騎

体的な状況と個々の作業の様子をとらえたも

兵学校や輜重兵学校の写真など軍関係が多く

のとともに、特定の人にフォーカスしたもの

含まれている。また「東方社コレクション」

もある。また双眼鏡工場では人が替わって同

の中にも、陸軍士官学校や飛行学校の写真が

じ作業をするところが撮影されており、宣伝

ある。飛行学校のものでは、第 3 期の写真も

物への利用がうかがえる。双眼鏡工場では女

第 1 期同様、飛行訓練の様子が主で、編隊の

性が多いが、豊田自動車では女性や少年工も

空撮や搭乗前の訓示などがある。一方、陸軍

いるものの成年男性の姿が多い。

士官学校の写真では、演習の写真もあるもの

しちよう

ちよくゆ

「戦時下の生活号」は「東京号」としても

の、卒業式やその予行演習、勅諭の奉読や座

まとまらず、さらに43年夏に考えられた「日

学、通学風景など、第 1 期とは異なる傾向の

本の四季号」と合わさって、最終的に

ものも含まれている。卒業アルバム用とも思

『FRONT』特別号「戦時東京号」となったと

われるが、卒業式の写真の中には、白馬に跨

推測される。同号に掲載された第 2 期の写真

った天皇の姿もある。また特定の人物のポー

としては、丸の内警防団の消防訓練や永田町

トレートも撮影されているが、これも記念写

国民学校の授業風景、宝塚歌劇などがある。

真的なもののように見受けられる(13)。

しかし同号は制作されたものの、1945年 3 月
10日の大空襲で焼失し、刊行はされなかった。

軍関係では軍の学校・部隊以外に、1943年
12月11～12日の少国民総決起大会や1944年 3
月10日の陸軍記念日の行事なども撮影されて
いる。前者は朝日新聞社の主催であるが、陸

３．戦時体制と
「大東亜共栄圏」の前面化
（1943年秋～44年10月）
第 3 期は1943年秋頃から東京への空襲

軍少年戦車兵の戦車行進や戦車兵と国民学校
児童たちの交流会の模様など、 2 日間で400枚

(11)

が

以上の写真が残されている。諸兵学校志願受

始まるまでの時期である。前述のように、今

付所も写っており、直接募兵につなげようと
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した軍事色の強い催し物であったことがうか

いる。これらの写真からは、本来の若い成人

がえる。

男性工員たちが出征した後を、女性や若年層、

②の防空や鍛錬は、国民学校児童たちの防

徴用者たちが埋め合わせていることを、戦争

空訓練や駆け足など、子どもたちの訓練の様

協力と賛美し、奨励する目的があったことが

子が多くなっていることが特徴であろう。「菊

感じられる。しかしそれは逆に言えば、体力

池メモ」には中学生雪中行軍という項目もあ

的にも弱く不慣れな人々が、勤労動員や徴用

る。また青山学院緑岡初等学校の静岡県伊豆

という形で労働を負わされたことを示しても

への学童疎開の様子も残されている。前述の

いる。

少国民総決起大会の写真も含めて、第 3 期に

藤倉工業や石川島造船所の写真には、作業

は子どもたちが戦争に巻き込まれていく姿を

現場だけでなく、合唱や吹奏楽、縄跳びなど

記録しているものが多く目につく。

休憩時間や余暇を楽しむ姿も合わせて撮られ

防空関係ではほかに、防空服装としてズボ

ている。軍属の女性通信員たちの写真もあり、

ンをはいた女性モデルを使った写真や防空監

そこでも労働現場だけでなく、生け花や習字

視哨の写真がある。前者は防空服装を広める

などをしている写真がある。これらの写真は、

ための宣伝物に利用したのではないかと思わ

戦時下で重視された厚生の充実をアピールす

れるが、これらの写真からは防空が身近な問

るために撮影されたものであろう。さらに第

題として迫ってきていたことがうかがえる。

3 期には、大企業だけでなく、小規模の製糸

第 3 期には街頭の写真は少ないが、1944年 4

工場や精密機械工場で働く女性・女学生たち

月に東京の街頭を撮影した写真に写る女性は、

の写真があることも特徴である。

年配者は着物であるものの、ズボン姿が増え

④については、まず各国からの留学生の写

ており、43年夏とはかなり違ってきている。

真が多いことがあげられる。当時の留学生と

女性のズボン姿が増えているのは、女性た

いえば国際学友会の写真が多いが、今回整理

ちが労働現場へ駆り出されたこととも関係が

したネガには、国際学友会での授業や行事、

あろう。第 2 期から女性の工場労働者の姿は

生活だけでなく、その後進んだ学校や研究所、

あったが、第 3 期には女性・女学生に加え、

訓練所などで取材したものも多くある。特に

男子学生、成人男性徴用者の写真も多い。日

陸軍士官学校のものが約360枚あり、中国人や

立兵器大森工場で機関銃の生産に携わる女性

ビルマ（現ミャンマー）人の留学生たちが、

たちや石川島造船所でロープを巻き上げる作

授業や演習に臨んでいた様子が残されている。

業をする男子学生など、労働関係では、やは

他には桐生工業専門 学校（現 群馬大学工 学

り人々がそれぞれの現場で作業に励む様子が

部）や神奈川県警察練習所、農林省農事試験

中心になっている。しかし、その場を象徴す

場などでの授業や実習の様子もある。これら

るような人を写したものでは、その真剣な顔

の中にも、演習の状況をロングショットでと

つきに迫るだけでなく、他のものにフォーカ

らえたものや教室全体を写したものと、特定

スし、勤労動員や徴用で集められた人々が働

の学生をモデルにして、作業をしたり、授業

いていることを印象づけるものもある。例え

を受ける様子をポートレート風に写したもの

ば、三共の「東京女子専門学校学徒勤労報国

が含まれている。「戦時東京号」には、これら

隊」の腕章を巻いた女学生が作業する姿をと

を集めた留学生の頁が見開きで作られている。

らえたものでは、顔よりも腕章に焦点をあて

留学生の他には、1943年 8 月に開催された

ており、藤倉工業浦和工場の応徴士の徽章を

第 2 回大東亜文学者会議や、同年11月に大東

胸につけた男性が作業する様子を写したもの

亜会議に引続いて行われた大東亜結集国民大

では、その徽章がよくわかる角度で撮影して

会などの行事、東京回教寺院や同寺院の指導
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者であったアブデュルレシト・イブラヒムの

も掛けられ、建物自体が広告塔のようになっ

葬儀から埋葬までの様子など、イスラム教に

ていた様子がわかる。また歩道には防空壕が

関係す るものも撮影さ れている 。これらも

掘られ、付近を歩く人々も、男性は戦闘帽に

「戦時東京号」に掲載された。

ゲートル、女性はモンペ姿が多くなっており、
丸の内でも鉄帽や防空頭巾を被って歩く人た
ちの姿が撮影されている。

４．空襲下の日本
（1944年11月～45年 8 月）

③の防空関係には、大森栄養学校の女学生
たちのポンプ車を使った消防訓練や救護訓練
を撮ったものがあるほか、ラジオや鉄帽、防

米軍による東京への空襲は1944年11月24日

毒マスク、雑のうなどをそろえた室内など、

に始まるが、日に日に敗色が濃くなる中、人

家庭の防空の模範例のような写真がある。ま

人の暮らしは一層厳しいものになっていく。

た鹿児島県の志布志湾での女性の竹槍訓練や、

空襲の開始から敗戦までの第 4 期の主なテー

場所は不明だが、民間人が陸軍の「自揮」と

マは、①労働関係、②東京の街頭、③防空・

書かれたドラム缶を運ぶところなど、本土決

本土決戦準備、④空襲関係の 4 つであり、約

戦の準備の様子も撮影されている。

2800点の写真がある。

②や③の写真からは、家庭や街頭での防空

第 3 期から勤労動員や徴用による労働者が

が進められ、女性や若年層が消防・救護を担

主たるテーマの一つになってきていたが、第

い、本土決戦準備にも民間人が駆り出される

4 期には、さらなる若年層や中国人に動員の

など、一般の人々の間近に戦争・空襲が迫っ

範囲が広がっていたことがとらえられている。

ていたことが見てとれる。そしてまた、そう

新小岩操車場の写真では、中学生以上と思わ

いう協力を国民に要求する宣伝物の制作に東

れる青少年に混じって、国民学校の男子児童

方社が関わっていたことも、それらの写真か

たちが機関車の清掃やペンキ塗りに携わって

らうかがえる。

いる姿が撮影されている。また長野県の平岡

④の空襲については、被害の状況や片付・

ダムで、砂利掘りや石運びなどの重労働に従

復旧の様子、墜落したB29の残骸などが撮影

事する「中華民国興亜建設隊」の中国人労働

されており、東京のほか、横浜・川崎・千葉

者の写真もある。これらもロングショットの

を合わせて1200点近くの写真が残されている。

全体像、個々の作業の様子に加え、一人ある

今回の整理で、1945年 3 月10日の大空襲の劫

いは数人のポートレートが撮影されており、

火を地上でとらえた写真もはじめて発見され

写真に写る顔はいずれも明るい。「中華民国興

た。軍機保護法により高所からの撮影は禁止

亜建設隊」の写真では、身なりは貧相なもの

されていた(14)が、軍関係機関の特権で東方社

の、食事や余暇の様子もあり、何らかの宣伝

のカメラマンたちは、同社が入っていた九段

物に掲載するための写真だと思われる。

下の野々宮ビル（ 7 階建て）の屋上から空襲

②の東京の街頭の様子を写したものは、120

最中や直後の様子も撮影していた。これらの

点ほどで多くはないが、当時の状況を知る上

写真は、陸軍の参考にするために撮影された

では重要なものと思われる。例えば日本橋白

ものと思われるが、米軍の非人道性を訴える

木屋付近を写した写真では、白木屋一階のシ

宣伝物にも利用されていた。空襲被害関係写

ョーウインドや入口横の掲示板が、「初春の農

真について詳しくは、前述の共同研究の研究

村へ、急げ疎開者」、「誓必勝

一億憤激米英

成果報告書及び『東京空襲写真集 －アメリ

撃滅」などと書かれたポスターや壁新聞で埋

カ軍の無差別爆撃による被害記録－』（東京

め尽くされており、「銀即時供出」という垂幕

大空 襲・ 戦災 資料センター 編、勉 誠 出 版、
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2015年）を参照いただきたい。

利用されている。しかし一方で「東方社コレ
クション」に含まれていない写真も掲載され
ているので、「東方社コレクション」の中にす
べ て が 残 さ れ て い る わ け で は な い。

Ⅱ．海外取材

『FRONT』特別号「インド号」（1944年）に
は、このうち 2 点が利用されている。
主な内容は、①軍関係の視察・行事・作業、

東方社の海外取材は、前述のように1942年

②空撮や高所からの撮影を含めた街の様子と

9 月の満洲取材に始まる。その後、43年に入

人々の暮らし、③イスラム教のモスクとその

ると 3 月に大木実がビルマ方面の取材に出発

周辺、④インド国民軍である。

する。「今泉日記」（ 3 月 6 日）には「東方社

①で最も重要と思われるものは、チャンギ

の空軍号の南方写真を探す。……<中略>……

ー刑務所に設置され た「俘虜 収容所」及 び

大木君に撮影希望のものを話す」とあり、ス

「敵性国人収容所」の視察の写真であろう。

トックでは足りない写真の撮影を依頼したも

この中には視察団の軍人のほか、収容されて

のと思われる。また中国華北方面への取材あ

いる捕虜や外国人も撮影されている。おそら

るいはその準備も始まっていたのだろう、「関

くこれらは軍内部のカメラマンだからこそ撮

口君の北支の話をきく」（ 4 月 2 日）、「木村氏

影できたものであろう。他には忠霊塔の除幕

が昨日北支から帰って来た」（ 6 月24日）の記

式や、ヴィクトリア記念館前のラッフルズ像

述もみえる。

の撤去作業の様子などがある。

しかし残念ながら、ここまでの写真は現在

日本国内では軍機保護法により高所からの

のところ収集できていない。今回整理した東

撮影が禁止されていたことは前述したが、海

方社の海外取材ネガは、1943年夏以降のもの

外の写真には、この光墨撮影のものに限らず、

である。本章では、この東方社の海外取材写

空撮や高所から地上を撮影したものが含まれ

真と、東方社としての撮影ではないが、東方

ている。これも軍関係カメラマンの特権であ

社社員で第25軍宣伝班に徴用された光墨弘が

ろう

シンガポールで撮影したものについて述べた

街を行く人々や公園で遊ぶ子どもたちなどを

い。

撮影している。

(15)

。地上では、市街地を移動しながら、

③のイスラム教については、前述のように、
国内でも第 3 期にいくらか残されているが、

１．1942年シンガポール取材

海外取材では宗教関係のものも多い。モスク
を写したものには、礼拝堂で祈りを捧げる人

前述のように光墨弘は第25軍宣伝班員とし
て徴用されていたが、そのときに撮影した写

たちやモスクの周辺の様子、モスクの近くで
施しを受ける人たちの写真がある。

真が「東方社コレクション」に788点（35㎜判

④のインド国民軍は、日本軍の働きかけに

393点、6×6判395点）残されている。これら

より、英印軍の捕虜などによって結成された。

は1942年の撮影と思われ、おそらく第25軍の

インド独立を掲げる彼らは、日本の対米英戦

記録とするとともに、何らかの宣伝物に利用

争を正当化するものとして、日本にとっては

する目的で撮影されたものと推測される。光

重要な組織であり、グラフ雑誌にもよくとり

墨はこのとき取材した写真から、『南方報道写

あげられている。インド国民軍の兵士たちの

真集

マライ』（東亜文化書房、1944年）を刊

行進や整列、バグパイプなどを演奏する軍楽

行するが、その中に今回整理した写真も79枚

隊のほか、兵士たちのポートレートもある。
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②の北京の写真には、故宮博物院や市街地
を行く人々などがあり、高所から撮影したも

２．1943年中国華北地方取材

のも含まれている。③の新民会、④の治安軍
や教導隊などの現地 軍は、日 本軍により 結

1943年夏から10月末頃にかけて行われた華
北地方取材は、『FRONT』12-13号「華北建設

成・育成された日本の占領統治を支える機関
であり、産業と並んで華北取材の柱であった。

号」（1944年）のためのものであり、木村伊兵

また、さまざまな学校や訓練所も取材され

衛と入社したばかりの林重男が担当した。今

ており、「華北建設号」にも多く掲載されてい

回整理したものは、林重男所蔵の35㎜判2578

る。軍官学校を含めた各種学校や、ヒトラー

点で、すべて林の撮影と思われる。「華北建設

ユーゲントも参加した新民会の青少年団総検

号」には59点が掲載されている。

閲大会や分列行進、新国民運動会など、青少

前 述 の 通 り、 東 方社 で は 1943年 春 から 中

年は内容分類を超えて主たるテーマとなって

国・華僑向けの宣伝に力を注ぐが、「華北建設

おり、運動や行進の写真を中心に多数残され

号」は、同年 1 月の汪兆銘政権による対米英

ている。日本国内のものでは、前述のように、

宣戦布告を受けて、日本の兵站基地としての

行進や競技自体をモダニズムデザイン的にと

華北の再建設を訴えるものであった。林の写

らえた写真があるが、華北の写真では、デザ

真もこのテーマに沿っており、主な内容とし

イン性よりも個々の人物あるいは集団の力強

ては、①産業関係、②北京の人々と学校、③

さや凛々しさを写し出そうとしていたように

新民会関係、④現地軍関係の 4 つがある。

見受けられる。軍関係の写真では訓練や閲兵

①の産業関係の写真は、この取材のほぼ 4

の様子が多いが、正装をして号令をかける軍

割を占め最も多いが、農業から重工業までさ

人のポートレートもある。「華北建設号」では、

まざまな産業がとりあげられている。作業を

これらの写真をモンタージュの手法を駆使し

する人々を中心に、工場の様子をロングショ

て組合せ、若者の躍動感と快活さ、あるいは

ットでとらえたものやモデルとした人のポー

規律の正しさが生み出す美しさや力強さを感

トレートが撮影されており、天津長蘆漢沽塩

じさせる誌面を作り上げている。

場と思われる塩田の写真は243枚、石景山製鉄
所は192枚と200枚前後の写真を撮っている場

３．1943年フィリピン取材

所もある。
「華北建設号」の中の塩田の 6 枚組パノラ
マ写真は、先の243枚の中のものだが、塩田の

フィリピン取材もまた『FRONT』14号「フ

広大な風景の中に、作業をする人たちや塩を

ィリピン号」（1944年）のための取材であり、

運ぶ船を写し込んで、広大な風景の中に作業

小型宣伝物の『戦線（バトル・フロント）』

の情景をわかりやすく伝えている。「華北建設

「菲律賓」も作られている。フィリピンには

号」は資源の豊かさを誇るために、国内の軍

関口満紀と菊池俊吉が赴き、 8 月から10月ま

関係同様、雄大な俯瞰写真や高さを強調する

で撮影を行った。「東方社コレクション」に

ような仰角の写真、モンタージュなどが使わ

642点、林所蔵ネガに203点が含まれており、

れているが、連続写真によって広い空間をと

いずれも35㎜判である。今回の整理の対象で

ら え る 手 法 が 用 い ら れ て い る の は、

はないが、「菊池メモ」によると菊池は約2000

『FRONT』でも同号だけである。ネガではわ

点撮影している。

ふぃりぴん

かりにくいが、誌面になって生かされる写真
であり、林の技量の高さがうかがえる。

「フィリピン号」は、10月に行われた「独
立」記念式典を中心に、職場や学校、地域で
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「新比島建設」に励む人々をとりあげ、日本

満洲取材の目的は明らかではないが、当時東

の占領統治を正当化し、礼賛することを主眼

方社では、『寫眞』、『青與紅』など中国向けの

にしていた。写真もその線に沿っており、主

小雑誌を作成しており、それらの雑誌に利用

な内容は、①学校関係、②キャポ教会とその

する写真の撮影ではなかったかと思われる。

周辺、③軍関係の組織や養成所、④芸能・文

また関口は上海軍報道部の宣伝物の制作に協

化である。「フィリピン号」には、これらの中

力していたという証言もある

から13点が掲載されている。

も現地軍に協力していた可能性がある。この

①では日本語の授業を含む大学やミッショ

(16)

ので、北京で

取材の写真は、6×6判のカラー写真少なくと
(17)

ンスクールの授業の様子のほか、女学生たち

も3点

のポートレートがある。礼拝の様子もあり、

されている。

と35㎜判925点を合わせて928点が残

②のキャポ教会も含めて、フィリピンでも宗

関口の北京取材の主なテーマは、①北京の

教関係は一つのテーマであったと思われる。

街並と人々の暮らし、②新民会と青少年の活

また教会付近の市場の様子は、地上でスナッ

動、③宣撫工作である。前年の取材では中心

プされたものと高所から俯瞰したものがある。

だった産業関係はなく、平穏な暮らしぶりを

③の軍関係のものでは、現地警察や海員養

伝えるものが多い。

成所があるほか、民間人の竹槍部隊の行進や

①には空撮を含めた故宮博物院、北海公園、

訓練の様子もあり、現地の治安や防衛を担う

頤和園などの名所の写真と市街地を写したも

現地人の養成・訓練が進められていたことが

のがある。北海公園などでモダンな洋装の女

見てとれる。現地警察の写真の中には、やは

性モデルを撮影したものには、カラー写真も

り日本語の授業の様子があり、実習の指導に

あり、宣伝物に利用する目的があったと思わ

あたる日本軍憲兵の姿もとらえられている。

れる。市街地の写真では、露店で売られてい

④には民族衣装をつけて民族舞踊を踊る人

るものや売り手、街を行く人々などを撮影し

たちとリサール球場での音楽会の様子がある。

ている。市街地の空撮写真の間には、飛行機

前者は「フィリピン号」に掲載されており、

の編隊や飛行兵のポートレートもあり、撮影

宣伝用に撮られたものと思われる。フィリピ

に現地軍が関わっていたことがうかがえる。

ンの写真は、民族性やキリスト教の信仰を認

前年同様、この取材でも新民会の全体聯合

めていることをとらえる一方で、日本化を進

協議会と新民青少年団総検閲大会を撮影して

め、現地人を戦争に巻き込んでいく日本の占

いるが、新民会の傘下にあったと思われる学

領統治のあり方も記録している。

生の統合団体営友会の大会の写真や、男子学
生の勤労奉仕の写真もある。勤労奉仕の学生
たちも胸に新民会のマークを縫い付けたポロ

４．1944年中国北京取材

シャツのような服を着ているので、新民会の
活動の一環であったのではないかと思われる。

1944年の中国取材は二つある。一つは1944

勤労奉仕の学生たちについては、シャベルを

年 7 ～10月の関口満紀による北京取材であり、

担いで行進する姿や作業をする様子とともに、

もう一つは1944年10月頃から翌45年春にかけ

シャベルを地面に突き立ててポーズをとるポ

て、別所弥八郎が大陸打通作戦に従軍して取

ートレートなども含まれている。

材したものである。後者については次節で述
べる。

③の宣撫工作の写真は多くはないが、高峰
三枝子などが出演した音楽会の様子と東方社

関口の取材には菊池俊吉もともに赴いたが、
菊池は満洲を担当した。関口と菊池の中国・

の写真を展示した街頭展覧会の写真がある。
音楽会はラジオでも放送されたようである。
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現場の様子が残されている。他にも長沙、桂
林、柳州、漢口などの各地で空襲や戦闘によ

５．1944～45年大陸打通作戦従軍取材

る被害の状況や難民となった人々を撮影して
いる。その一方、香港では競馬場や繁華街に

別所弥八郎は1944年 9 月、理事の中島健蔵

集まる人々もとらえられており、各地でさま

に命じられて、大陸打通作戦（一号作戦）に

ざまな暮らしの様子が撮影されている。柳州

従軍した。別所はまず北京に入り、関口とと

では空撮によって地上の様子を撮影している

もに前述の音楽会の撮影をしたのち、南京に

が、飛行兵たちの写真もあり、空撮には日本

向い、10月10日の国慶閲兵典礼や観光名所を

軍の協力があったことがここからも見てとれ

撮影している。その後、漢口から陸軍報道班

る。そのほか、街頭に貼りだされたり、壁に

員として従軍する。北京・南京での撮影も含

描かれた宣伝物も撮影している。

め、別所がこの取材で撮影した写真は、いず

別所の写真に写る人々は、当然明るいばか

れも35㎜判で1892点ある。別所の写真の中に

りでなく、硬く険しい表情の人もある。実際

は、『朝日新聞』（1944.12.27朝刊）や『読売

の戦場になり、戦闘と空襲の被害を受けた場

報知』（1945.1.14朝刊）に掲載されたものも

所の記録として、別所の写真は重要なもので

ある。別所の写真については、すでに別稿で

あろう。

論じたことがある

(18)

ので、共同研究の報告書

と合わせてそちらも参照されたい。
別所の写真は、戦場となった中国各地の人

６．1944年東南アジア取材

人が受けた被害や動員を撮影しており、同時
期とはいえ関口の写真とは様相が異なる。主

関口、菊池、別所が中国や満洲で取材を進

な内容は、①日本軍関係、②中国人の動員・

めている頃、林重男と大木実は、東南アジア

犠牲、③空襲被害、④人々の暮らしと街の様

各国で取材を行っていた。 2 人は1944年 7 月

子である。

初めに出発し、12月中旬に帰国した。この取

①については、駐留部隊の作業や兵舎での

材の目的も明らかではないが、やはり日本の

生活、行軍などがある。日本では大陸打通作

占領統治を正当化する何らかの宣伝物に利用

戦が成功し、鉄道がつながったかのように伝

する写真の撮影であったように思われる。こ

えられていたが、南部粤漢線づたいに撤退し

の取材では、仏領インドシナ（現ベトナム、

て行く部隊を撮影したものには、米軍の空襲

カンボジア、ラオス）、シンガポール、タイを

で破壊された線路や橋などが写されている。

回っているが、写真の枚数は順に955点、453

これらの線路や橋、あるいは道路や飛行場な

点、128点であり、撮影場所不明の69点も合わ

どの復旧工事に、日本軍は中国人たちを動員

せると総計1605点の写真が残されている。そ

しており、別所はその様子も撮影している。

の中には、仏領インドシナとタイで撮影され

中には女性や少年の姿もある。また船が徴発

た6×6判カラー写真、それぞれ12点と 2 点の

されて使役される中国人や物資を運ぶ苦力の

計14点も含まれている。各国の写真の枚数に

たお

姿もあり、道に斃れた苦力や戦闘で犠牲にな

は大きな差があるが、内容にも違いがある。

った中国兵も撮影されている。

それは各国と日本との関係、つまり各国の統

③の空襲被害については、香港で空襲直後

治形態の違いによるのではないかと思われる。

に撮影されたと思われる写真があり、空襲の

日仏共同統治下にあった仏領インドシナで

犠牲者の遺体、がれきに埋まった負傷者を救

は、中国系、欧米系を含めて多様な民族の平

助する人々や泣き叫ぶ女性たちなど、悲惨な

穏な暮らしぶりが中心になっており、関口の
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北京の 写真に近い。サ イゴン（ 現ホーチミ
ン）やハノイといった都市の市街地、フォン
川流域の人々の暮らし、田植や農作業の様子、
フエの帝廟などがあるほか、アオザイを着た

おわりに

人たちのポートレートもある。フエの現地人
学校の制服姿の男子学生たちにポーズをつけ
て撮ったと思われる写真や、庭園などでモデ

以上、東方社のカメラマンたちが戦時期に

ルを利用したと思われる写真からは、何らか

内外で撮影した写真についてみてきた。これ

の宣伝物に利用する意図があったことが見て

らの写真からは、彼らが取材にあたって、基

とれる。

本的には宣伝物を意識していたことがうかが

一方日本軍の軍政下にあり、南方統治の要

える。東方社は宣伝物制作機関であったから、

所であったシンガポールで撮られた写真は、

それは当然といえば当然のことであろうが、

全体として戦時色が濃く、戦局の逼迫により、

どんな取材でも宣伝物を構成できるように、

市民への重圧が大きくなっていたことが感じ

撮影対象となる現場の全体と部分、そして特

られる。日本軍管轄下にあった学校もしくは

定の人のポートレートやモノのクローズアッ

訓練所と思われる興亜学院の男子生徒たちの

プなど、さまざまな角度から被写体に迫り、

写真が最も多く、150点あるが、ここでは行進

説明的な写真と人やモノに迫って目を引く写

や体操、相撲、敬礼の練習、鶏舎の掃除など

真が組み合わされている。飛行機の編隊や、

の様子が撮影されており、学生たちのポート

工場で生産された機関銃や双眼鏡などは、そ

レートもある。また現地人の小学生たちが学

の造形の美しさを感じさせるようなものも撮

校で農作業をする様子もある。日本人の写真

影し、兵士や労働者たちの写真では、笑顔で

は少ないが、昭南特別市第一国民学校の避難

凛々しく映るようなポーズをとっているもの

訓練や体操を撮ったものがあり、青少年の鍛

も多い。被写体をより美しく、サマになるよ

錬・訓練が多いことは日本国内の写真と共通

うに撮った写真には、日本や日本軍、あるい

する。またインド国民軍結成記念式やインド

は日本の占領地統治を、正しく素晴らしいも

人決起大会など、インド人たちの独立運動や

のとして礼賛させる狙いが込められていよう。

戦意高揚に関わる行事の写真もある。一方、

しかし、なんらかの演出や脚色、あるいは

市街地のスナップはなく、街中の人々の暮ら

美化があっても、これらの写真は、やはり一

しやモスクを写したものはない。この点が他

方で現実の記録とい う側面を もつ。例え ば

の地域と違い、 2 年前の光墨の写真とも異な

「中華民国興亜建設隊」の中国人労働者たち

っている。シンガポールに関しては、撮影場

は、残された写真よりももっと過酷な状況に

所や内容のメモが多く残されていたが、それ

あったと想像されるが、写真は、彼らが日本

は撮影できる場所や行事が限定されていたこ

でダム建設という重労働につかされたという

との裏返しではないかと思われる。

現実を記録している。戦争の暗部、つまり被

独立国であったタイでは、バンコクのタイ

害や犠牲、あるいは強制連行のような非道行

王宮やワット・ポーなどの名所や動物園、そ

為を撮影したものは、全体からすれば少ない。

の付近で開催されたと思われる日本軍の街頭

当時は軍機保護法や軍用資源秘密保護法、要

ポスター展などが中心で、戦時色は薄い。

塞地帯法など写真撮影を規制する法があり、
また防諜が国民に課される中、憲兵をはじめ
監視も厳しかった。そのような制約の中でも、
東方社のカメラマンたちは軍傘下機関の特権
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で、強制連行の現場や空襲の被害状況、各種

は地続きにある。写真は撮影者と被写体と見

軍需工場の内部など、軍や政府が公にしたく

る者の三者がそろって意味をなす。これらの

ない現実を、ある程度までは撮影できた。し

写真から何を読み取り、現代にどう生かすの

かしそれは、軍の意向に沿った宣伝物の制作

かは、写真を見る私たちにかかっている。

という前提があったからこそ可能であった。
東方社の写真は、以上のような業務上の必

〔付記〕本稿は、学術研究助成基金助成金基盤研究

要と特権と制約の中で撮られたものであり、

(C)「戦中・戦後の「報道写真」と撮影者の歴史

そこには限界や偏りもあるが、戦時下の内外

学的研 究 － 東方社 カメラマンの 軌跡 － 」

の社会のさまざまな側面が記録されているこ

（2014～16年度、課題番号：26370810、研究代

との意味は大きいといえよう。アジア・太平

表者：井上祐子）および政治経済研究所特別プ

洋戦争前半期の東京では、戦時統制が敷かれ

ロジェクト研究「戦中・戦後の写真家の思想史

るようになっても、必ずしも戦時体制一色に

的分析－濱谷浩資料を中心に－」（2016～17

は染まらなかったが、後半期になると、女性

年）の研究成果の一部である。

や学生が軍需工場に駆り出され、子どもたち
注

も“少国民”として戦争に対する責務を負わ
されるようになった。国民それぞれが戦争協

( 1 ) 研究成果報告書はいずれも東京大空襲・戦災資

力を余儀なくされて、日本社会が変化し、歪

料センター発行で、井上祐子・山辺昌彦・小山

んでいくさまが写真からは見てとれる。また

亮・石橋星志『アメリカ軍無差別爆撃の写真記

海外の写真からは、地域によって、暮らしぶ

録 －東方社と国防写真隊－』（2012年）、山

りや戦争による被害、あるいは日本化・占領

辺昌彦・小山亮・石橋星志『東方社と日本写真

統治の進め方に違いがあったことがうかがえ

公社の防空・空襲被害写真』（2013年）、井上祐

る。平穏に見える暮らしがある一方で、日本

子・植野真澄・大岡聡・山辺昌彦・小山亮・石

のために労働や防衛に駆り出され、日本語の

橋星志『戦中・戦後の記録写真 －「東方社コ

学習や避難訓練・救護訓練に取り組まされる

レクション」の全貌－』（2014年）の 3 冊。

など、占領地の人々もさまざまな形で戦争に

( 2 ) 井上祐子・山辺昌彦・小山亮・石橋星志・大堀

巻き込まれたことを写真は写し出している。

宙『空襲被害を撮影したカメラマンたち －東

東京でも海外各地でも、街頭のスナップが撮

京空襲を中心に－』、井上祐子・山辺昌彦・大

影されているが、演出や誇張のない街頭のス

堀宙『戦中・戦後の記録写真Ⅱ －林重男・菊

ナップ写真もまた宣伝物に利用された。

池俊吉・別所弥八郎所蔵ネガの整理と考察

－』（ともに東京大空襲・戦災資料センター、

今回の整理で、東方社のカメラマンが撮影

2017年）の 2 冊。

した写真を、いわば記念写真として受け取っ
ていた兵士があったことが確認された (19)が、

( 3 ) 先駆的なものとしては、柏木博「モダンなグラ

東方社の写真を写真として所有していた人は

フィズムの捻れと合理」（所収『FRONT復刻版

少ないだろう。多くの人が見たのは宣伝物の

解説Ⅰ』平凡社、1989年）、飯沢耕太郎「写真史

中の写真であり、これまでの研究で指摘され

のなかの『FRONT』」（同）などがあり、近年の

ているように、それは他の写真や文章との組

ものとしては拙著『戦時グラフ雑誌の宣伝戦

み合わせの中で、一つのメッセージを形成し

－十五年戦争下の「日本」イメージ－』（青

ていた。しかし一つ一つの写真を写真として

弓社、2009年）などがある。また『FRONT』の

見るとき、そこにはまた違ったものが見えて

グラフィズムだけでなく東方社全体に関わる研

くる。宣伝に重点のある写真であっても、多

究として、多川精一『戦争のグラフィズム －

くの情報が読みとれるのであり、宣伝と記録

回想の『FRONT』 －』（平凡社、1988年）な
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どがある。

などで撮影をしていた。（林重男「軍隊を終えカ

( 4 ) 前掲飯沢「写真史のなかの『FRONT』
」
、13頁。

メラマンに」、「反核・写真運動」編『母と子で

( 5 ) 約 3 万枚のネガの中には、本稿で考察対象にし

みる

たもの以外に、雑誌・映画フィルムなどの複写

原爆を撮った男たち』草の根出版会、

1987年、167～168頁。）

やカタログ 用写真約 2400点、 東方社社員顔写

(13) この写真については、原田健一氏から示唆を

真・社屋など約400点、東方社以外の機関が撮影

得た。原田健一「映像アーカイブを使った比較

した東南アジアの写真約560点、東方社設立以前

研究 －「東方社コレクション」を使ったレッ

に木村伊兵衛が撮影したと思われる写真約800点、

スン－」（
『政経研リサーチペーパー』第24号、

戦後の文化社撮影の写真約4750点がある。フィ

2017年、32頁）を参照されたい。

ルムの種類は、35㎜判以外に、6×6判、6×9判

(14) 軍 機 保 護 法 施 行 規 則 第 5 条 第 4 号 の 改 正

があるが、6×6判と6×9判は合わせて約1600点

（1944年 8 月）により、地表面から20mを超え

で、35㎜判が大半を占める。なお戦後の写真に

る高所からの撮影は、「帝国の領土内」全域で禁

ついては、前述の研究成果報告書のほか、山辺
昌彦・井上 祐子編『 東京 復興写真集1945～46

止された。
(15) 光墨はおそらく一時帰国して参加したものと

－文化社がみた焼跡からの再起－』
（勉誠出版、

思われるが、帰還した航空部隊付報道班員の座

2016年）
、拙稿「文化社撮影写真の特質と意義－

談会（「陸鷲作戦」『知性』 5 巻 7 号、1942年 7

敗戦直後の写真とその利用をめぐって－」
（
『政

月）に出席しており、現地の航空部隊と関係が

経研究』第106号、2016年）も参照されたい。

あったと思われる。

( 6 ) 今泉武治の日記は、その一部が『FRONT復刻

(16) 木村伊兵衛『対談・写真この五十年』（朝日新

版 解説Ⅱ』（平凡社、1990年）に今泉武治「
『日

聞社、1975年）216～217頁。また東方社の総務

記』一九四二 －四三」として掲載されている

部経理担当の国司羊之助の手帳には、「〔1945

が、原本は立命館大学人文科学研究所「今泉武

年〕5.22関口出発上海」の記述があるが、これ

治文庫」に所蔵されている。今泉の東方社在籍
期間は1942年 1 月から44年 2 月まで。

が軍報道部と関係があるかどうかは不明。
(17) 6×6判カラー写真については、航空関係の写

( 7 ) 濱谷浩の資料については、撮影ノートのほか、

真のネガホルダーに「南苑飛行場」と書かれた

手紙や文書類も残されている。濱谷の東方社在

ものがあったため、拙稿「中国の人びとの暮ら

籍期間は1941年 7 月から42年末まで。濱谷の資

しと戦争被害」（前掲『戦中・戦後の記録写真』、

料の閲覧にあたっては、濱谷浩写真資料館にご

35頁）では12枚としたが、その後の調査で、林

高配をいただいた。

重男所蔵の松戸飛行場所属第53戦隊の写真群の

( 8 ) 多川精一「対外宣伝誌『FRONT』の記録」、前

中に同じ人物や情景を写した写真があることが

掲『FRONT復刻版 解説Ⅰ』、29～31頁。

わかった。したがって、現段階で中国で撮影さ

( 9 ) 菊池俊吉「ライカ、『フロント』、東方社写真

れたと確定できるものは女性モデルを写した 3

部」、前掲『FRONT復刻版 解説Ⅱ』、 9 頁。

枚である。

(10) 拙稿「太平洋戦争下の報道技術者 －今泉武

(18) 拙稿「別所弥八郎とアジア・太平洋戦争末期の

治の「報道美術」と写真宣伝－」、『立命館大

「報道写真」－大陸打通作戦従軍関連写真を中

学人文科学研究所紀要』第75号、2000年、205頁。

心に－」
、
『立命館法学』第345・346号、2013年。

(11) 東京への初空襲は1942年 4 月18日のドゥーリ

(19) 大堀宙「戦中日本における軍関係写真につい

ットル空襲であるが、ここでは1944年11月24日

て」、前掲『戦中・戦後の記録写真Ⅱ』、24頁。

に始まる本格的な空襲をさす。
(12) 林は1943年秋から陸軍の温存新鋭機の発表用

（いのうえ

撮影を担当することになり、陸軍の各飛行学校

究員）
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ゆうこ

政治経済研究所主任研

■書評■

伊 藤 誠 著

『マルクス経済学の方法と現代世界』
（桜井書店、2016年）

江 原

慶

ることが、この目次からも直ちに看取されよ
う。以下目次にしたがって、その内容の特徴

１．本書の概要と意義

を取りまとめていく。

本書は、マルクス経済学の方法について、

・ 第１章

カール・マルクスその人と、その業績を日本

本 書 は 、『 経 済 学 批 判 要 綱 』 の 「 序 説 」

で独自に発展させた宇野弘蔵の足跡をそれぞ

（1857年）・『経済学批判』の「序言」（1859

れ辿りながら、それらに対して著者自身の方

年）・『資本論』第 1 巻「第 1 版序文」（1867

法論的枠組みを提示した上で、今後の未来社

年）そして『資本論』第 1 巻「第 2 版後記」

会を展望する試みである。著者は、これまで

（1873年）を順次検討対象として、主著『資

長年にわたりマルクス経済学の理論と実証の

本論』の形成過程に寄り添いながら、マルク

極めて広い領野において、最前線で論陣を張

スの考えていた方法論のあり方を浮かび上が

ってきたが、その方法論は積極的に開陳され

らせる作業から始められる。それにあたり著

ることがなかった。マルクス経済学研究に携

者は、『資本論』に結実する、何らかの方法論

わる人々はもちろん、広く我々の社会の将来

があるはずだという予断を排し、なぜマルク

を案じる全ての人々にとって、まさしく待望

スがそれを敢えて残さなかったのかを考えよ

の一冊であると言えよう。

う、と読者を誘う。そこで、「下向・上向法」

本書は次のように題された、ほぼ同分量の
4 章から成る。

や「唯物史観」、「弁証法」といった、長らく
マルクス経済学の方法として流布している見
解についても、単なる解説に止まることなく、

第１章

マルクスにおける経済学の方法論

以上の諸文献に即して改めて批判的な考究が

第２章

宇野理論の課題と方法

加えられる。

第３章

現代資本主義とマルクス経済学の方法

その結論は、慎重ながらも大胆である。す

第４章

マルクス経済学の方法とこれからの社会

なわち、マルクスの経済学批判には、それを
体系的に展開していくにあたり、予め依拠し

本書では、先行研究の蓄積の上に自説を展

うるような独立した方法論が与えられている

開するという、学問の正攻法が徹底されてい

わけではなく、逆にその理論的・実証的展開
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のうちに方法が正しいものとして確立してい

となく、学問的に活かす批判精神がそこには

くのではないか、と言うのである。マルクス

息づいている。同時に、『資本論』の体系は、

の方法や思想に賛同したからといって『資本

何らかの先験的な方法論に沿って構築された

論』が理解できるようになるわけではないし、

ものではなく、19世紀イギリスにおける資本

また反対したからといってそこで論証された

主義の発展を、単なる例解以上の歴史的な基

理論内容が否定されるわけでもない。だから

礎として形作られているという現実主義的な

こそ、マルクスの理論展開に不備があれば、

解釈は、実際の経済社会の進展が、マルクス

それは学問的批判によって超克されるべきで

以後の世界を生きる我々に、常に新たな課題

あり、天与の方法論によって正当化されるも

を突きつけうる可能性を導く。これらの姿勢

のであってはならないことになるのである。

は、次章で検討される、宇野によるマルクス

『資本論』の冒頭部分でも、端緒となる商

経済学研究と強く共鳴している。

品概念がどういう論拠によって抽象されてい
るのか、マルクスは前もって明らかにしては

・ 第２章

いない。その「第 1 版序文」では、資本主義

宇野の経済学の方法を、本書は 3 つの側面

的発展の典型としてイギリスがとられ、理論

にまとめる。第 1 に、社会科学としての経済

展開の「主要な例証」とされるが、それは単

学の研究を、社会主義イデオロギーの内容か

なる例解としてだけでなく、前近代的な生産

ら峻別することが求められる。ただしこの科

関係との関わりや政治権力による補完なくし

学とイデオロギーの区別は、無縁を意味せず、

て、商品経済が自律的に運動する性格を強め

社会主義思想が資本主義分析を深め、それが

ていた当時の歴史過程が、抽象の基礎となっ

また思想を根拠づける相補性を含んでいる。

ていることが重要だとされる。更に、それの

第 2 に、『資本論』のみで現実の資本主義が分

みではなお『資本論』の商品論、特に価値形

析できるわけではなく、それを原理的な基準

態論が、なぜ古典派によって問題として認識

として歴史的発展段階がまずその上に構築さ

されることすらなかったのかが判然としない

れ、詳細な現状分析はそうした歴史的段階を

とされ、当時の恐慌や労働者階級の困窮を目

踏まえてなされなければならないという、原

の当たりにしていたマルクスが、古典派のよ

理論・段階論・現状分析の方法的三段階論が

うに商品経済を調和的・理想的な自然秩序と

挙げられる。第 3 に、資本主義経済の基礎理

みなしうるはずがなく、価値の形態がもたら

論として『資本論』を更に論理的に徹底し、

す固有の問題性を歴史的に解明する意識を喚

客観的に完成させることで、以上の第 1 、第

起される側面が重視される。かくして、マル

2 の方法を原理論の側から基礎づけるという

クスの生きた現実とその歴史的位置自体が、

方法である。この最後の点は、宇野自身によ

商品から始まる経済学批判の体系の基盤とな

っては新旧 2 つの『経済原論』という著書に

り、そこに「唯物史観」等の方法や社会主義

まとめられている。そこで本書では、その 2

思想も基礎づけられる関係にあるという理解

つの『原論』の「序論」が集中的な考察対象

が示される。

とされ、宇野の方法論の核心を剔抉する試み

ここでの考察は、マルクス自身によって十

がなされる。

全に記述された方法論が差し当り発見できな

そこではまず、宇野の原理論が『資本論』

いことを再確認しているわけではない。既知

の理論内容を凝縮した本体部分を有する一方

の文献に再び真摯に向き合うことを通して、

で、『資本論』で省かれた方法論的な序論部分

マルクスに無い物ねだりをする弊を戒めると

は、相対的に拡張されている特徴が注目され

ともに、この社会科学の巨人を神聖化するこ

る。これは、論理的に圧縮し純化された原理
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論の意 義を、社会主義 の理論的 根拠や段階

ためにも軽視できないとされる。また、非資

論・現状分析に対する考察基準、そして前資

本主義社会を歴史的に考察・展望する広義の

本主義社会を含む経済史研究での参照軸にま

経済学や、それを展開するための高次の研究

でわたる、社会科学としての経済学体系全体

領域として、方法論の彫琢がこれまで以上に

を基礎づける理論として広く理解されるよう、

意識的になされる必要があるとも述べられて

書き込まれた結果であると説明されている。

いる。このように、『資本論』を濃縮した宇野

それゆえ『経済原論』の「序論」は、それに

の原理論の意義は、科学とイデオロギーの分

続く本文で描かれる理論体系の展開方法自体

離および方法的三段階論の成立だけに還元さ

を説いているわけでは必ずしもない。すなわ

れず、それより更に広範な種々の領域を、総

ち宇野の原理論もまた、『資本論』と同様に、

合社会科学として対象にする潜勢力を秘めて

体系の外側から別個の方法論によって支持さ

いると評されているのである。これは、専門

れることなく、考察対象自体の歴史的基礎に

分化が進み、各部分領域が深化される一方で、

よって成立し、それゆえにこそ「唯物史観」

それらが必ずしも相互に関連づけられておら

の根拠や種々のイデオロギーの批判的参照基

ず、経済学の全体としての方向性が見えにく

準を形成しうると言うのである。

い現状に対する警鐘である。そして続く章に

この 原理論の 歴史的 基礎は 、特に 新『 原

おいて、この課題は現代資本主義論として著

論』では、19世紀中葉のイギリスにおける資

者自身によっても追究されることとなってい

本主義の発展傾向を抽象的に延長して、純粋

る。

資本主義を論理的に構築するという方法にお
いてより強調されることとなっている。この

・ 第３章

純粋資本主義論は、資本主義社会の特殊歴史

ここではまず、第一次世界大戦以後の資本

性を、超歴史的な人類史全体の下に位置づけ

主義の展開を捉えるための、宇野理論の発展

る意義を担いうるとされる。典型的には、社

が総括されている。それは、原理論の抽象基

会的再生産に対し外来的な商品経済を、生産

礎を、19世紀半ばの純粋資本主義への発展傾

論に先立ち流通論として独立させ考察する編

向から、商品経済の自律性に止目しつつ帝国

別構成は、商品・貨幣・資本の原理的諸規定

主義段階にまで拡張する「世界資本主義論」

を、資本主義経済のみならず、人類史上に広

と、方法的三段階論を前提とし、帝国主義段

く発生してきた商品経済一般の分析用具とし

階と現状分析との間に管理通貨制やインフレ

て生かしうることを含蓄する。これと同様に、

政策といった当時の経済政策の概括規定を置

生産論における経済原則や、分配論における

く「国家独占資本主義論」の 2 つにまとめら

土地所有の歴史的意義の規定も、そうした超

れている。その上で、1970年代の高度成長の

歴史的な奥行きを内包するものとして理解さ

終焉を迎え、前者の方がより具体的かつ広い

れるべきことが説かれる。

分析視野を提供していたことが示されたと言

こうした宇野理論の潜在力は、原理論・段

う。すなわち、先進資本主義諸国の蓄積様式

階論・現状分析という 3 つの研究領域を超え

は、非資本主義地域との関係に支えられ、世

た課題を引き受けることを要請する。新『原

界システム総体として成立しており、そうし

論』の「序論」では後景に退いてしまってい

た世界的な資本蓄積の諸条件が使い尽くされ、

るものの、経済学史の研究は、こうした方法

労働力や一次産品の供給制約が露呈したこと

的三段階論の成立根拠を歴史的に導くだけで

で、1970年代の資本主義の動揺がもたらされ

なく、その時々の社会思想や時代背景を踏ま

たと診断されている。

え、新古典派やケインズ派の展開を理解する
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このような歴史認識に根ざし、著者は1980

年代以降のグローバル資本主義の展開に斬り

捉えられるべきとされる。第 2 に、山口氏の

込んでいく。19世紀末以来続いた国家の経済

原理論には、自由主義段階に抽象の基礎を置

的役割の拡大基調は、新自由主義的政策とと

きつつ、一部19世紀末にまでそれを拡張する

もに反転し、福祉国家をも含むような、広い

側面と、そうした区別なく現代の資本主義に

意味での帝国主義的規定も通用しなくなって

まで通底する一般理論たらんとする側面が並

いく。著者はそれを「逆流する資本主義」と

存しており、そのうち小幡氏は後者に原理論

見て、情報通信技術の革新やそれに基づくグ

を一元化しているが、それでは歴史分析の基

ローバル企業の台頭、そしてその下での労働

準を作ることにならず、かえって資本主義の

組合の弱体化と雇用の不安定化が、実体的な

変容の方向性が見失われると批判されている。

基礎と して進行してい るという 。この「逆

そして第 3 に、第一次世界大戦後の資本主義

流」仮説は、先の「世界資本主義論」の発想

を「社会主義への過渡期」と見る考えを宇野

に依りつつ、帝国主義段階を一面的に現代資

が晩年撤回したとする山口氏の解釈に賛意を

本主義への考察枠組みとして用いる陥弊を回

示しながらも、先進資本主義の「逆流」とと

避し、資本主義の現実的変転を、むしろ原理

もに、社会主義への歩みも反転している現状

論の次元から直接照らし出そうとする議論と

を重くみて、「過渡期」論に対置される後発国

言えよう。

の工業化を世界史的段階論に位置づける必要

以上の内容は、著者がこれまで精力的に取
り組んできた成果の簡潔な要約にもなってい

性は高まっていると、小幡氏の問題提起を著
者自身の文脈に汲み上げている。

るが、本書では、それが方法論的に意味づけ
直されている。その文脈では、本章の最後を

・ 第４章

飾る節「宇野三段階論の継承と発展の試み」

最終章では、『資本論』と社会主義をめぐる

は、本書において最も興味深い箇所の一つを

旧来の議論を概観しつつ、資本主義の限界を

なしている。そこでは、帝国主義段階に続く

乗り越える手がかりとして、マルクス経済学

「第 4 段階」を追加する方法、「パックス・ブ

が果たすべき役割が考察される。まず、マル

リタニカ」と「パックス・アメリカーナ」の

クス=レーニン=スターリン主義に対置された、

二段階へと大きく段階論を再編する方法、従

宇野のいわゆる科学とイデオロギーの分離の

来の段階論とは別種の「中間理論」を構築す

中身を再論しながら、特殊歴史的な資本主義

る方法が検討され、著者の立場は最後の方法、

の原理の解明が、社会主義の構想にも資する

特に宇野の示した段階論の上に、第一次世界

ことが確認され、単純な資本主義の廃絶のみ

大戦以後の歴史として新たに「中間理論」を

ならず、その一定の効率性の認識の上に代替

増床していく方法に近いとされている。

路線を求めていく態度が支持される。その文

加えて、山口重克氏と小幡道昭氏との間の

脈で、社会的生産に対して外来的な市場の特

論争に触れ、両者の主張を整理しながら、 3

性を明らかにする宇野の流通論の視座から、

点にわたって方法論的に重要な論点が取り出

市場には多様な生産諸関係との接合可能性が

される。第 1 に、山口氏の資本主義の類型論

考えられるとして、新たな社会主義像として

に対しては、段階論と中間理論とを区別し、

の市場社会主義と、協同社会の下での民主的

中間理論も改めて歴史的視角から構築すべき

計画経済とが、社会主義経済計算論争と複雑

とする一方で、小幡氏による方法的三段階論

労働の評価をめぐる問題を踏まえながら、合

批判については、その根拠とされる新興国の

わせて理論的に再考されるべきだと述べられ

台頭も、やはり「逆流」する先進資本主義国

ている。

発の新自由主義的グローバリゼーションから
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そうした課題をマルクス経済学に突きつけ

た、ソ連型社会主義の失敗については、1970

原理論とそれに基づく実証分析に主たる関心

年代に資本主義諸国が直面した資本の過剰蓄

を集中し、将来社会についての理論的検討を

積と内容的に相通じるような、労働力と天然

後回しにしてきたことへの反省があると言え

資源の供給制約が根因であったとまとめた上

る。ソ連型社会主義の過去をどう受け止め、

で、そこからいくつかの方法論的教訓が導か

どのように未来を展望するかは、21世紀の現

れる。まずは、硬直的かつ単線的な歴史観で

在にマルクス経済学を研究する我々には、避

社会主義思想を根拠づけるのは誤りだとする

けて通ることのできない問題であるに違いな

一方で、計画経済体制は、対立する資本主義

い。それについて、本書は相違する意見を排

経済における福祉国家の充実を含め、一定程

撃し、唯一絶対の結論を急ぐことの弊を繰り

度の成果を挙げており、それを社会主義の贋

返し説く。ここには、今の反資本主義運動の

作として直ちに切り捨てるべきではないとも

利害関係が多種多様であらざるを得ないこと

される。経済の計画的運営の試みを全否定し、

への現実的配慮も垣間見れようが、社会民主

性急に市場社会主義その他の新提案に流れる

主義的な運動が各所で湧き起こる一方で、極

のではなく、多様性を認め、自らの思想の絶

端な保守主義や排外主義もそれとは必ずしも

対性を留保する柔軟さが、今の社会主義論に

切離できない形で猛威を振るう、混迷した政

は必要だということが強調される。とはいえ

治的状況においては、やはり本書の慎重さが

いずれの考え方をとるにせよ、ソ連型経済の

切実に求められる。

末期症状を歴史の糧とするならば、労働現場
には産業再編や技術革新に対応できる弾力性
が実現されなければならず、そのためには失

２．若干の論点

業の脅威から解放された社会主義的産業予備
本書は、これからの社会を考えていく上で、

軍が必要だと言われる。ここには、資本主義
の根本矛盾を労働力商品化に見定めた、宇野

『資本論』に基づく経済学の方法と理論をめ

の原理的な洞察が反映されている。

ぐる議論が深められることへの願いで締め括

このような認識に立ち、著者は近年の欧米

られている。その期待に少しずつでも応えて

での様々な社会民主主義運動のうねりに、21

ゆけるよう、以下いくつかの論点を提起して

世紀型の社会主義のあり方を見る。20世紀の

みたい。

社会主義と社会民主主義は、資本主義の諸問
題の解決策として、専ら国家権力による介入

・ 原理論の歴史的基礎について

を求めてきた。それに対して近年の反資本主

『資本論』が、理論内容から独立した方法

義運動は、新自由主義政策の下で生活の基盤

論に則っているわけではなく、19世紀イギリ

を揺さぶられた民衆の反抗という反国家的な

スを歴史的基礎として抽象された理論であり、

性格を持ち、そこに多様な価値観を許容する、

宇野の原理論もその側面を引き継いでいると

人々の連帯の可能性が芽生えていると言う。

いう解釈はもちろん成り立つ。しかしこのこ

そうした21世紀型の社会主義の道筋として、

とから直ちに、19世紀イギリスからしか原理

さしあたり「ベーシック・インカム構想」「グ

論を抽象する基礎をとることはできない、と

リーンリカバリー戦略」「地域通貨」そして

いう強い命題が論証されるわけではない。事

「社会的連帯経済」の構想の 4 つに期待が寄

実、世界資本主義論は、マルクスおよび宇野

せられ、本書は閉じられている。

が基礎としていた19世紀半ばのイギリス資本

以上のように、かなり具体的な社会主義案

主義から、19世紀末にまで一部原理論の抽象

にまで言い及ぶ背景には、宇野理論の研究が、

の基礎を拡張し、景気循環論等において有効
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な理論的進展を見せたと著者も評価している

を行うとすれば、歴史分析の姿勢として、近

が、そうだとすれば、原理論の基礎が特定の

代中心主義の謗りを免れないのではないか。

歴史的・地理的範囲に限られなければ、必ず

もし原理論の適用が資本主義社会に厳密に

混迷を来すというわけではないことになる。

限られたとしても、マルクス経済学の領分が、

マルクスが見ることのできなかったその後の

資本主義の経済分析のみに狭く縮減されてし

世界に、19世紀イギリスと同次元に抽象化し

まうことにはならな い。学史 ・広義の経 済

うる資本主義の一定局面が存在する可能性を、

学・方法論といった、方法的三段階論で従来

無条件に排除することはできない。学問的営

十分取り上げられてこなかった分野を包含し

為として必要なのは、先行する原理論研究に

た、社会科学の総合性の回復は、原理論を基

対する真摯な批判的検討であり、特定の歴史

礎にした歴史的発展段階論の次元で構想され

現象ではなく、そうした学史的抽象こそが、

てよい。段階論においては、商品経済的要因

原理論体系の妥当性を担保する。

のみで説かれた原理論に対して、非商品経済

その場合、小幡氏の原理論のように、抽象

的要因がどのように関わり、資本主義の歴史

の基礎を資本主義一般にまで拡張するという

的構造が形成されているかがこれまでも考え

最も極端な立場も含めて、検討されるべきで

られてきた。学史等の分野で明らかに重要と

ある。著者の指摘の通り、一般理論における

なってくる、歴史的・制度的要因は、原理論

変容に、歴史的な方向性は含まれない。しか

よりも段階論の方が適切に処理できよう。そ

し、資本主義という複雑な構造体が、多次元

の意味で、宇野の方法的特徴としても、その

的な発展を遂げるとき、それを読み解く基礎

段階論の意義がもっと強調されてよいように

理論の側にも、相応の多面性が要されよう。

思われる。

論理的一貫性だけでなく、特定の歴史的基盤
を原理論に要求するのは、必ずしも単線的で

・「逆流」仮説をめぐって
本書では、著者の年来の現代資本主義論で

ない歴史のうねりを分析する上で、原理論の

ある「逆流」仮説が、段階論の先に構築され

有効性をむしろ束縛する恐れがある。

る「中間理論」のうちに位置づくと示唆され
・ 段階論の意義について

ている。とすると、現代資本主義は、最も大

著者は、宇野理論の意義を、科学とイデオ

きな括りにおいては、広義の帝国主義段階と

ロギーの分離や方法的三段階論のみならず、

しての特性を引き継ぎながら、そのうちに中

原理論を核とし、経済学史・広義の経済学・

間理論的総括を必要とするいくつかの局面を

経済学方法論にまで及ぶ社会科学全体として

歴史的に展開してお り、その 直近の変化 が

の総合性に見ている。この総合社会科学への

「逆流」と呼ばれているのだと解される。し

展望は魅力的であるし、広く共有されるべき

かし、そのように最も広くは帝国主義段階的

問題意識である。ただ、そこまでの拡がりを

な「爛熟期」と規定されながらも、自由主義

持つ社会科学総体の参照枠としての役割を、

段階への「逆流」を見せつつ、かつ景気循環

原理論だけに求めてよいかどうかは疑問であ

の態様としては、投機的バブルに代表される

る。確かに原理論には、流通論をはじめ、非

重商主義段階の特徴も併せ持つ現代資本主義

資本主義経済にもある程度通じる諸概念が準

の複雑さは、先進資本主義だけに限ったとし

備されている。しかしそれはあくまで資本主

ても、なおも再整理を要するように思える。

義経済の基礎理論として構築されている。そ

そこでは、そうした錯綜した諸相を、部分理

れに似たものが、例えば古代社会に発見され

論としての「中間理論」ではなく、一つの歴

たとして、それと原理論との単純な比較検討

史的構造として捉え返す新段階論が、やはり
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求められているのではないか。
とすると、著者によって方法論的に未だ不
確実とされてはいるものの、「パックス・ブリ
タニカ」段階に「パックス・アメリカーナ」
段階を対置する段階論の再構成の試みなども、
より本格的に議論されなければならない。確
かに、この新たな段階論の試みが、宇野の歴
史理論、特に原理論とどのように関連するの
かについては、ほとんど議論が進んでいない
のが現状である。そしてその議論の不足が、
著者をして宇野の段階論を代替しうるものと
までは言えない、と評せしめる一因であろう。
この点には最も大きな困難が予想されるが、
第 1 、第 2 の点と合わせて、現代のマルクス
経済学には、宇野がマルクスに対してやり遂
げてみせたのと同じくらい、大規模な改革が
必要だと見た方が素直であろう。そのために

価格 ¥3,240（本体¥3,000）
桜井書店（文京区本郷）（2016/09発売）
サイズ A5判／ページ数 310p
商品コード 9784905261339
NDC分類 331.6

は、従来の段階論を所与とするのではなく、
現代資本主義を歴史的に再定位することを睨
みつつ、堅実な原理論研究と緻密な実証研究
の両方が積み重ねられ、その間の交流が図ら
れねばならない。

言えばなぜこのように人々は一個の「大衆」
・ 社会主義論をめぐって

として立ち現れず、分断されているのかを我

本書における多様な社会主義・社会民主主

々はまず分析する必要があるのである。そう

義の諸潮流への目配りから、読者が学ぶこと

した取り組み抜きに、種々の社会改革案がど

は多いであろう。マルクス経済学の今後は、

んなに丁重に議論されようと、主張は噛み合

こうしたオルタナティブ社会を希求する声に、

わず、溝が埋まることはないであろう。

どのように応えてゆけるかということ抜きに

してみると、ここでも、現代資本主義を総

は考えられない。それでもなお、マルクス経

体的に捉える歴史的発展段階論を再構築する

済学の最大の魅力は、このような現実の動き

必要性が、やはり改めて提起されなければな

を、歴史社会として客観的に認識するための

らないように思われる。著者も第 4 章で振り

学問性にあると、私は感じる。それは、学問

返っているように、社会主義思想は、時代状

の成果をどう活用するかは政治的実践の問題

況に応じて変遷してきた。社会をどう変えて

だと割り切るような、宇野理論の立場を一面

ゆくべきかという未来構想が、そのとき人々

的に是とする所以ではない。現実の多様な社

が置かれている状況によって変わるのは、む

会思想を一つに絞り込もうとするのは不毛で

しろ自然である。そうした時代の変化を構造

あり危険でもあるが、そもそもそれらが統一

的に把握し、今の社会にとって現実的かつ抜

されないのはなぜなのか考えることは、知的

本的な打開策を示すためには、現代を一個の

な営みとして十分成り立つ。現代の社会運動

歴史段階として総括することが求められよう。

がなぜこんなにも多様化しているのか、更に

我々は、往時のソ連型社会主義のような、
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ある範囲合意された将来像を持たない。それ
ゆえにこそ、まずそれを再構想し、確固たる
「主義」として主張することを可能にするよ
うな、社会的な現実認識の礎石を据え直さな
ければならないのである。このときには、行
き先となるべき理想社会の青写真よりも、こ
れまでのマルクス経済学の厖大な研究蓄積こ
そ、最も確実な知的地盤となろう。
（えはら

けい

東京大学助教）
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■書評■

井村喜代子著・北原勇協力

『大戦後資本主義の変質と展開』
─ 米国の世界経済戦略のもとで ─
（有斐閣、2016年 5 月）

鶴 田 満 彦
めぐる政治的・軍事的状況
第2章

１

本書の構成と主要内容

米国の世界経済戦略の基盤 ― 原

爆独占と巨大軍事力保有
第3章

本書は、この四半世紀程の間に『現代日本

ドル＝基軸通貨，IMF・GATT体制

の意義，特質，内在的矛盾

経済論』（有斐閣、[初版]1993年、[新版]2000

第4章

米国資本主義の変質と再生・発展

年）、『日本経済―混沌のただ中で』（勁草書

第5章

米国の援助と西欧の資本主義的再

房、2005年）、『世界的金融危機の構図』（勁草

生・発展

書房、2010年）という一連の著作を通じて、

第6章

現代資本主義の混沌・危機・変質を事実に即
して克明に記述してきた著者およびその協力

米国の「アジア戦略」とアジアへ

の介入強化
第Ⅱ部

大戦後資本主義経済の行詰り― 経

者が、第 2 次世界大戦後70年の時点に立って、

済停滞化，ベトナム戦争，IMF体制崩壊，

大戦後資本主義を全体として俯瞰的にとり上

変動相場(制)，スタグフレーション

げ、大戦後資本主義が米国の軍事戦略と金融

序

戦略を基軸としてどのように変質してきたか

第1章

を渾身の力を振り絞って明らかにした450ペー

第2章

はページ数のみを記す）。

米国経済の停滞化，実体経済の行

詰まり

はじめに、本書の部章別構成を示しておく

第3章

ことにしよう。

ベトナム戦争と国際収支危機・ド

ル信認の失墜
第4章

本書の課題と分析視角

金ドル交換停止とIMF体制崩壊，

変動相場（制）

米国の大戦後世界経済戦略と資本主

第5章

義経済の再生

大戦後資本主義経済の行詰まり，

スタグフレーション

序

第Ⅰ部の課題と分析視角

章

第 2 次世界大戦と資本主義の変質

第1章

大戦終了直後，資本主義の再生を

序

米国の国際収支悪化と対策 ― ド

ル防衛策と「金プール制」

ジに及ぶ労作である（以下、本書からの引用

第Ⅰ部

第Ⅱ部の課題と分析視角

第Ⅲ部
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大戦後資本主義の「一大変質」 ―

「新自由主義」政策への転換
序

第Ⅲ部の課題と分析視角

第1章

「競争市場原理」と米国製造業の

構造変化・衰退
第2章

て、変動相場(制)のもとでは国際収支均衡・

金融の規制緩和・国際化と「実体

経済から離れた投機的金融活動」
第3章

以降のいわゆる変動相場(制)を詳しく分析し
財政収支均衡のため の歯止め が消失し、 金
融・為替上の投機取引を増大させて、経済停

レーガン政策の役割とその帰結

滞とインフレーショ ンとの悪 循環的同時 進

冷戦勝利後の世界戦略と米国経済，

行・深化としてのスタグフレーションをもた

金融大膨張，金融危機勃発 ― 克服され

らす傾向があることを第 1 次石油危機とその

ない金融危機，終わりなき戦争

後の1974・75年世界大不況に即して明らかに

第Ⅳ部

序

第Ⅳ部の課題と編成

第1章

している。

米国の冷戦勝利・中東介入・湾岸

戦争

第Ⅲ部は、1980年代初頭の不況・高金利の
もとでのレーガン大統領登場の時期からレー

クリントン政権の役割と意義 ―

ガンの「強き米国」やSDI（戦略防衛構想）

経済建直し，産軍連繋強化，情報通信

の圧力を通じてアフガニスタン侵略で泥沼に

技術革新

陥っていたソ連を追い詰め、1990年代初頭に

第2章

第3章

「証券の証券化」，投機的金融活動

の新展開，「金融の変質」の深化
第4章

る時期を取り扱っている。レーガンの「新自

2000年代初めの景気対策，住宅ロ

ーン激増・金融大膨張，戦争
第5章

はソ連・東欧社会主義体制を崩壊させるに至
由主義」政策による徹底した規制緩和・市場
原理導入によって、国内生産・雇用の海外移

金融危機の勃発，異例の金融政策，

大量失業，克服されない金融危機

転をすすめるとともに、金融大国化と「実体
経済から離れた投機的金融活動」を促進し、
LBO方式をも用いた買収ファンド、住宅ロー

終わりに

ン債権などの証券化、資産担保証券の組成・
上記の構成に見られるように、第Ⅰ部は、

販売を活性化して、「大戦後資本主義の『一大

1929年 大 恐慌期 から 第 2 次世 界大 戦を 経 て

変質』を現実化した」(211ページ)ことを明ら

1950年代後半に至るまでの資本主義を取り扱

かにしている。

っている。1929年大恐慌後の経済停滞・大量

第Ⅳ部は、1990年前後ブッシュ（父）大統

失業は第 2 次大戦で一時棚上げされる形とな

領のもとで湾岸戦争にも東西冷戦にも勝利し

るが、戦後、圧倒的な軍事力・経済力・技術

ながら米国が経済的には停滞化した1990年前

力で新たな覇権国となった米国が、共産主義

後の時期からクリントン大統領・ゴア副大統

勢力に対抗するための世界戦略にもとづいて

領のもとで軍事・民需双方で利用・応用でき

西欧と日本の資本主義の再生をすすめるとと

る軍産両用の情報通信技術の開発がすすむ一

もに米国自身の再生をもはかり、その結果、

方、金融面では金融工学を利用した「債権の

経済停滞と行詰まりに陥ったことを明らかに

証券化」と投機化が新展開した時期を挟み、

している。

ブッシュ（息子）大統領・オバマ大統領のも

第Ⅱ部は、1957・58年の米国の経済停滞化

とで対テロ戦争として始めた対アフガニスタ

とドル危機（米国からの金流出）の勃発の時

ン・対イラク戦争が泥沼化し、経済面では金

期から1960年代のベトナム戦争と「偉大な社

融活動の大膨張が2007・08年金融危機として

会計画」を通じて米国経済が過熱化するとと

爆発し、それを救済する国家の財政・金融政

もにドル危機も深化して、1970年代初めの金

策が危機を持続させている2010年代前半まで

ドル交換停止～IMF体制崩壊・スタグフレー

を取り扱っている。ここでは「クリントン時

ションに至る時期を取り扱っている。1973年

代に2000年代の金融活動の大膨張，金融危機
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深化の基礎が構築されていた」(300ページ)こ

あると考えられる。スミス、リカード、マル

とが強調され、「証券の証券化」＝CDO、保

クス、ケインズといった大経済学者は、それ

険料と引換えに信用リスクを金融保証すると

ぞれの立場でこの課題を果たしてきたといっ

称するCDSの仕組みが詳述されるとともに、

てよい。この意味で、戦後約70年の時点で、

「新しい信用創出メカニズム」にもとづいて

戦後資本主義の全体像を動態的に明らかにし

実体経済から離れた「金融活動独自の領域」

ようとした本書は、経済学のきわめてオーソ

が大規模に構築され、金融活動の異常な膨大

ドックスな方法的基盤に立つものであって、

化と一挙破壊が実体経済を動かすという「転

日本と世界の学界に貢献するところも大なる

倒した経済」・「歪んだ経済」をもたらしてい

ものがあろう。「終わりに」で著者が発信して

ることが明らかにされている。

いるメッセージには全面的に賛同できる。

「終わりに」の最終部分では、投機的金融

このような観点から本書を評価したとき、

活動が実体経済の衰退と歪みと格差を生み出

本書の積極的な役割と意義は次のような諸点

している現状、テロと対テロの戦闘、憎しみ

にあると考えられる。

と報復の連鎖が急速に拡大している現状を指

第 1 は、本書は明らかにマルクス理論的な

摘して、「 1 人ひとりがこの現状を直視し，経

方法的基盤に立つものでありながら、いわゆ

済のあるべき姿，世界のあるべき姿を模索し，

る本質還元的思考からは完全に解放され、マ

世界の人々と連帯して平和で安定した経済・

ルクス理論の直接的適用によって歴史的現実

社会を創り出すことが求められているのでは

を解明するという方法をとらず、探り当てた

なかろうか」(419ページ)というメッセージを

限りの事実を何よりも尊重し、事実を理論的

発信している。

に掘り下げて解明するという方法を採ってい
ることである。この点を著者は次のように言
っている。「大戦後資本主義は，資本主義経済

２

本書の役割と意義

一般の基本法則を解明したK.マルクス『資本
論』のような理論的体系化は不可能である。

以上にその構成と主要内容をみてきたよう

著者が旧くから考え悩んできたのは，『大戦後

に、本書は、著者・協力者の政治社会的スタ

の新しい段階の理論的解明』はいかなるもの

ンスを明確にしたうえで、第 2 次大戦後の資

で，いかにして可能かということであった。

本主義（実際には、1929年大恐慌から説き起

著者が辿り着いたのは『新しい段階』におい

こしているが）をいくつかの時期に区分し、

て生じた主要な問題の理論的解明を積み上げ

てきけつ

それぞれの時期の特質を摘抉するとともに、

るほか無いということであった」( 3 ページ)。

現代資本主義の包括的な全体像とその方向性

このような方法的観点から、たとえば、著

を明らかにした大作である。

者は貨幣が最終的には金であるという『資本

最近の経済学関係の著作には、きわめて限

論』の命題に必ずしもとらわれておらず、む

られた時期と地域の経済活動について、多く

しろ現代の貨幣が金からまったく離れたこと

のデータを収集・整理し、かなり恣意的なモ

によって金融活動の膨張と投機化が進んでい

デルにもとづいて一定の解釈を加えるといっ

ると言明している。また著者には『恐慌・産

たスタイルのものが多くなってきたように思

業循環の理論』（1973年）というマルクス理論

われ、それはそれで有用性をもっているので

に基づく業績があるが、2007・ 8 年世界金融

はあるが、やはり political economy の最終目

危機勃発に関しては 、著者は マルクス的 恐

標は、自分たちが生きている経済社会の全体

慌・産業循環論を適用しようとはしない。「マ

的仕組みと歴史的流れを明らかにすることに

ルクス経済学では……今回の金融危機勃発を
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『恐慌』・『金融恐慌』と呼ぶ見解がある。し

全雇用法案」が議会に提出され、戦後1946年

かし大戦後の資本主義経済は大きく変質して

「雇用法」が成立することになる。雇用法は

おり，今回の金融危機の深化・勃発は，社会

最大限の雇用と生産と購買力を促進すること

的再生産の大膨張の後に，過剰生産恐慌に付

を米連邦政府の責任としたのであるが、国家

随して生じたわけでは決してない。それゆえ

に雇用についての責任があるということを法

この金融危機勃発を『恐慌』・『金融恐慌』と

律で明記したのは、資本主義の歴史において

呼ぶことは，理論的混乱を招く」(376ページ)。

初めてのことであろう。

「恐慌」も「危機」も、外国語ではKriseある

さらに著者によれば、個人主義的・自由主

いはcrisisなのだから、評者としては2007・08

義的伝統の強い米国でも、大戦中は軍需部門

年金融危機に関して、これほど厳格にマルク

中心に政府主導的・統制経済的システムが導

ス恐慌論を回避する必要もないように思われ

入され、経済全体に影響を与えている。たと

るのであるが、著者は現代金融危機について

えば、「1940年 8 月，軍および政府関係の『国

マルクス恐慌論を下敷きにして考えると、現

防 施 設 公 社 （ Defense Plant

代資本主義の something new が見失われる危

DPC）』が設立され，このDPCが国家資金を用

険があると考えたのであろう。

いて基幹的軍需生産部門において，広大な敷

Corporation：

第 2 は、大戦後資本主義における経済・軍

地に優れた巨大規模の工場・固定生産設備・

事・技術の新たな関連を追究し、明らかにし

装置を建造し，これらを軍需転換する民間巨

ていることである。公式的な唯物史観的発想

大企業に利用させた」(35ページ)。そして大

では、技術を体化した生産力によって生産関

戦終了後には、これらの設備の大半は、利用

係が決まり、この生産関係が経済的土台とな

していた大企業に超安値で払い下げられた。

ってその上に政治的上部構造が形成され、政

大戦を通じて、そして戦後の朝鮮戦争・ベト

治の延長が戦争（軍事）だということになる

ナム戦争をはじめとする各種地域戦争によっ

のであろうが、著者は、もちろん、このよう

て、米国経済・企業はいちじるしく国家依存

な単純な構図を受け入れない。むしろ著者は、

的になったのである。

戦争こそが資本主義経済を変質させ、一定の

戦争・軍事は、技術の進化・発展にも大き

バイアスをもった方向に技術を発展させてき

な影響を与えている。大戦前から開発されて

たと主張しているようにみえる。

いて大戦中に大規模に利用された生産技術に

第 2 次世界大戦が米国をはじめとする資本

は、鉄鋼生産における自動連続圧延装置（ス

主義を大きく変質させたことは、著者が言う

トリップ・ミル）等があり、大戦中に新開発

とおりである。「第 2 次世界大戦中における資

された技術には核分裂応用の原爆製造技術を

本主義の変質においてとくに重要な役割を果

はじめとして、レーダー、コンピュータ等が

たしたのは，ルーズヴェルト米大統領とチャ

あるが、大戦中に軍需関連の重要な新素材・

ーチル英首相が，大戦勃発直後から資本主義

原料も開発・増産されている。合成ゴム、ナ

がこのままでは国民の一致団結も世界諸国の

イロン、各種プラスチック、高性能ガソリン、

連合国への協力・参加も得られないし，戦争

ジュラルミン、チタン合金等である。戦後、

終了後の資本主義体制の危機を抑えることも

原爆技術はただちに核融合応用の水爆技術に

できないという危機意識を強め，資本主義を

進化するとともに、原爆燃料のプルトニウム

大胆に改革していく具体策を打ち出したこと

産出の原発技術や原子力潜水艦をも生み出し

である」(27ページ)。ここから英国では1942

た。コンピュータ・マイクロエレクトニクス

年ベヴァリッジ報告にもとづく社会保障制度

技術は大戦中未完成であったが、大戦後は大

が大戦後に形成され、米国では大戦中に「完

発展をとげ、ネットワーク技術と結びついて
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現代技術革新の中核となっている。

のRMBS・ABSを集めないで，CDS取引によ

1950年代後半以降の人工衛星、月探査機な

って『売り手』としてCDSの『買い手』から

どの宇宙開発技術は、ICBM（大陸間弾道ミ

の『対価』（キャッシュフロー）を引き当てに

サイル）由来のものであり、現代のGPS（全

して，多種多様のCDSを混ぜ合わせてCDOを

地球測位システム）にも連繋している。

組成するのである」(328ページ)。

著者は、戦争・軍事主導の技術開発の歪み

リスク・フリーであるかに見える新証券の

について次のように言っている。「本来，軍事

組成は、格付機関の 協働とあ いまってヘ ッ

（技術）は大量殺戮・大量破壊を目的として

ジ・ファンドや年金基金などからのマネーを

いるものである。政府と軍が一体となって先

吸収して「金融大膨張」をもたらすが、完全

端（軍事）技術を開発することは，大戦以降

にリスク・フリーな投機的金融活動はありえ

の米国の技術開発の基本的特徴であって，そ

ず、やがては金融危機に転換する複雑な道筋

こには科学技術発展の歪み・危険が含まれて

を著者は詳細に描き出している。

いたのであるが，ここでは未経験の人間・環
境に有害な危険を内包する技術開発を，軍機

３

関が担うのである」(402ページ)。

本書をめぐる論点

第 3 は、1990年代以降の資本主義の新たな
上述のように、本書は気宇壮大な観点から

特徴となった「金融大膨張」の基礎に関して、
金融工学にもとづく「証券の証券化」を詳細

大戦後資本主義を分析し、学界にも新たな知

に説明していることである。証券とは、本来、

見を提供しているのであるが、同時により掘

債権・債務関係を表わす証書で、手形・小切

り下げて論じられるべきいくつかの論点も提

手をはじめ国債、社債、株式のように人から

起しているように思われる。

人へ譲渡・売買されるのは珍しいことではな

第 1 は、本書のタイトルの一部でもあり、

かったが、住宅ローンの場合は、伝統的に貸

本書全体を通ずる重要なキーワードでもある

し手がローン期間終了まで債権を保有し続け

「変質」についてである。大戦後資本主義の

るのが普通であった。ところが、1970年代に

変質は、いつ、どのような内容をもって生じ

なると、米国の政府・公的機関関係者は、「住

たのか。

宅ローン債権の証券化」を始めるように舵を

評者が理解した限りでは、「大戦後資本主義

切り、 レーガン時代に はこの「 債権の証券

の一大変質」は、著者によれば 2 度生じてい

化」が一挙に拡がった(255ページ)。さらにク

る。第 1 回目は、大戦中から大戦直後にかけ

リントン時代以降には、リスクの分散をはか

てのものである。資本主義が1929年大恐慌に

るために住宅ローンのほかに、自動車ローン

よる経済停滞、経済ブロック化が帰結した大

など他 の消費者ローンを混 ぜ合わせてCDO

戦の経験を踏まえて「大戦中、これらに対す

（Collateralized Debt Obligation）を組成する

る大戦後の対策としてルーズヴェルト大統領

「証券の証券化」の技法が開発・普及すると

は『完全雇用』・経済繁栄の政策を、ケインズ

ともに 、証券保有に伴 うリスク を保険する

たちは新しい国際通貨システムを検討するこ

CDS（Credit Default Swap）も拡がった。CDS

とになる。大戦後の資本主義の一大変質はこ

という保険をかけてCDOなどの証券を保有す

れらを抜きにしては把握できない」(11ペー

ればまったくリスク・フリーになると考えら

ジ)と書かれている。ルーズヴェルトの「完全

れ、「シンセティックCDO」（synthetic CDO）

雇用」政策を代表するのが1946年「雇用法」

という新たな証券が組成された。「『シンセテ

であるが、著者は、「最大限の雇用、生産、お

ィックCDO』では組成金融機関は『原証券』

よび購買力の促進」を「連邦政府の持続的政
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策および責任」としたこの法律について、「資

要なものではあるが ，大戦後 の『新しい 段

本主義の歴史，経済政策の歴史で画期的な意

階』の特質の内部における『変質』であるの

義をもつものであった」(102ページ)と評価し

で，『大戦後資本主義における一大変質』と規

つつ、その限界も指摘している。つまり第 1

定する」(211～212ページ)。

回目の変質は、資本主義諸国間の国際協調に

この著者の規定では、大戦後資本主義とい

もとづく資本主義再生と雇用・経済成長促進

う段階の内部においてケインズ主義的政策か

をめざす変質だったと言ってよいであろう。

ら新自由主義的政策への変質が生じたという

著者の直接の用語ではないが、いわば「ケイ

ことになろうが、こ の変質が 同一の段階 の

ンズ主義政策的変質」である。

「内部における変質」と言えるかどうかが、

これに対して第 2 回目の変質は、1970年代

疑問である。「内部における変質」であること

のIMF体制崩壊とその後80年代にも及ぶスタ

を積極的に言うためには、大戦後資本主義と

グフレーションから生じてきたもので、「新自

いう「新しい段階の資本主義」の共通の質が

由主義」政策的変質である。すなわち、「1970

より明確にされる必要があろう。

年代初め，第 2 次大戦後資本主義経済は米国

第 2 の論点は、1970～80年代における大戦

による金ドル交換停止～IMF体制崩壊，『変動

後資本主義の変質の重要な契機となったIMF

相場（制）』移行を経てスタグフレーションに

体制の解体に関してである。1971年 8 月ニク

陥り，行き詰まってしまった。このことが大

ソン米大統領は、米国金準備高の減少、米国

戦後資本主義の『一大変質』をもたらすので

貿易収支の83年ぶりの赤字化に対処するため

あるが，しかしこの変質はいわば自動的に生

として、金ドル交換停止、10％の輸入課徴金

じたわけでは決してない。 / 1980年代初めに，

の賦課、物価・賃金の90日間凍結の「新経済

レーガン米国大統領（81年 1 月～89年 1 月）

政策」を発表・実施するが、このうちの金ド

がサ ッチ ャー 英国 首 相（ 79年 5 月～ 90年 11

ル交換停止について、著者は次のように言っ

月）とともに，資本主義経済の行詰まりの原

ている。「ニクソンはこの金ドル交換停止を，

因は大戦後における国家政策の誤りにあると

IMF理事会に諮ることも，連絡することもし

非難し，『新自由主義』の徹底した規制緩和・

ない まま ，突 如として一方 的に公 表 し た。

市場原理導入による経済活性化を打ち出した

IMFのルールをも破った暴挙である。ニクソ

ことが，大戦後資本主義の『一大変質』を現

ンは金ドル交換停止を『一時的』であるとい

実化したのである」(211ページ)。

ったが，その後金ドル交換再開の動きはいっ

この 2 つの「一大変質」は相互にいかなる

さい無く，金ドル交換は『廃止』されたので

関係にあるのか。第 2 回目の新自由主義政策

ある。大戦後，IMFの原則を守るよう他国に

的変質は、第 1 回目のケインズ主義政策的変

厳しく要求してきた米国のあまりにも身勝手

質への非難・否定のうえに現実化してきたの

な決定である」(185ページ)。

だから、両者は逆方向に向かったものと考え

ニクソンの金ドル交換停止が「一方的」で

られる。つまり、1970年代から80年代にかけ

「身勝手」なものであることは著者の言うと

て戦後資本主義は大きく方向転換の舵を切っ

おりであるが、はたしてこれが「IMFのルー

たのである。この点については、評者も著者

ルをも破った暴挙」であるかどうかは、IMF

にほとんど同意する。

のルールを集約化している旧IMF協定（以下

しかし、評者が十分に理解できないのは次
の点である。すなわち、「著者は大戦後資本主

は単に協定）に即して検討される必要があろ
う。

義を『新しい段階の資本主義』と規定してい

いわゆるIMF体制の 2 本柱は、米国ドルを

る。新自由主義による『変質』はきわめて重

事実上、金とひとしい地位において国際通貨
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の不足から世界貿易や世界実質所得の増大が
阻害されないようにしたことと、近隣窮乏化
をもたらす為替切下げ競争の弊害を除去する
ために固定レート制を設けたことである。
このうち、固定レート制については、次に
見るように協定上かなり厳しい規定がある。
「加盟国は、基礎的不均衡を是正しようとす
る場合を除くほか、自国通貨の平価の変更を
提議してはならない」（協定第 4 条第 5 項 a ）。
「加盟国通貨の平価の変更は、その加盟国の
提議があったときに限り、かつ基金と協議し
た後に限り行うことができる」（同第 4 条第 5
項 b ）。
これにたいして米国による金ドル交換につ
いては、IMF協定上は何も記されていないの
である。確かに「各加盟国の通貨の平価は、
共通尺度たる金により、または1944年 7 月 1

価格 ¥4,860（本体¥4,500）
有斐閣（2016/05発売）
サイズ A5判／ページ数 447p
商品コード 9784641164536
NDC分類 332.06

日現在の量目及び純分を有する合衆国ドルに
より表示する」（協定第 4 条第 1 項 a ）という
規定 が あ り、金とドル が 1 オンス ＝35ド ル
（1944年現在のドルの価値にもとづく）とい
う関係において同格であることが示されてい
るが、それはあくまでも平価の表示手段とし
てであって、金ドル交換を定めたものではな
い。ましてや米国による金ドル交換をIMF上

IMF体 制 が 、 真 の意 味 で の 「 国 際 金 為 替 制

の義務としたものではない。IMF協定には、

度」ではなかったことは、著者も指摘してい

出資額の一部を金で払い込むとか、IMFから

る(76～77ページ)。

の金による通貨の買入れとか、金に関する規

したがって、米国国内法による米国財務長

定は多いが、金ドル交換の義務を米国に課し

官の裁量にもとづいて行われてきた金ドル交

た規定はない。

換が1971年 8 月に停止されたことをもって、

それは、米国は大戦後1971年までの金ドル

「IMFのルールをも破った暴挙」といえるか

交換を米国の国内法である1934年金準備法に

どうか、疑問である。少なくとも法的には、

もとづいて行ってきたからである。すなわち、

金ドル交換停止は事前にIMF理事会に諮るべ

同法は原則としてドルの金兌換を禁止したの

き事案ではなかったことは明らかであろう。

であるが、同時に財務長官権限による裁量で

もっとも大戦後20年以上にわたって米国によ

外国政府および外国通貨当局に対しては、金

る金ドル交換が行われてきたことは事実であ

1 オンス＝35ドルの割合で金を売却すること

り、「長年の習慣」もルールとなるという考え

を認めていた。このきわめて限定された金ド

に立てば、米国の金ドル交換停止は習慣的ル

ル交換は、金兌換停止後も完全な不換制では

ールを破ったとは言えるかも知れない。

なく、疑似的な金為替本位制であることを示

第 3 の論点は、1980年代から始まり、2000

すデ コ レ ーションだっ たよ うに思 われる。

年代に入って加速した「金融大膨張」を支え
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た資金源泉に関するものである。著者は

けであって、他の条件を同一とすれば、社会

「IMF体制下では資金貸付の基本は，預金金

全体の資金の量には変化は生じないように思

融機関＝商業銀行の預金と信用創造（預金創

われる。資金の移動・動化だけをもって「新

造）による実体経済の企業に対する貸付であ

しい信用創出メカニズム」ということには、

り，企業の元利返済は現実資本の順調な運動

若干の疑問が残らざるをえない。著者のご教

と利潤によって行われる」(331ページ)と言っ

示を乞う次第である。

ており、IMF体制下では、基本的には企業へ
の貸付は商業銀行による信用創造によって行

（つるた

われたとしている。

みつひこ

中央大学名誉教授・公

益財団法人政治経済研究所代表理事）

ところが、IMF体制崩壊後になると、著者
によれば、通貨膨張・信用膨張に対する歯止
めがなくなり、大手投資銀行等による「新し
い信用創出メカニズム」(331ページ)が創造さ
れてくる。この新しいメカニズムによる主要
な資金調達ルートは、ABCP（資産担保コマ
ーシャルペーパー）、CP、預金型の投資信託
MMMF、現先交換を行うレポ市場であり、こ
れらの金融商品や市場に投下される資金の源
泉は、「公的年金・企業年金基金，ヘッジファ
ンド（富裕層委託金），一般家計の貯蓄，その
他各種ファンド等」(332ページ)だとされてい
る。これら各種ファンドや個人家計等に蓄え
られている資金は、ABCPやMMMF等に向か
う前は預金や現金という形で、マルクスのい
わゆる蓄蔵貨幣として存在していたのであろ
うから、たとえばあるファンドが投資銀行の
ABCPを 買 う と い う こ と は 、 フ ァ ン ド の 預
金・現金が投資銀行の預金口座や金庫に移動
するということ、あるいは蓄蔵貨幣が動化さ
れたことを意味する。投資銀行がABCPで集
めた資金で、自己の組成したCDOをオフバラ
ンスのSIV（投資専門事業体）を経由して購
入したとしても、その投資銀行と傘下のSIV
を併 せ た 資金総量が増 える わけで はない。
CDOを外部の個人に販売すれば、投資銀行と
SIVの資金は増えるであろうが、増えた分だ
け外部の個人の資金が減少する。
したがって、新金融商品が登場し、新資金
調達ルートが開発されても、資金が預金・現
金というリスク・フリーな形態から比較的に
リスキーな新金融商品に移動・動化されるだ
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■書評■

萩原伸次郎著

『新自由主義と金融覇権』
─ 現代アメリカ経済政策史 ─
（大月書店、2016年）

本 田 浩 邦
著者は、長年アメリカ経済の現状分析に携

もにアメリカ企業は、製造コストを比較衡量

わり、大統領経済報告の監訳者としても知ら

した個別企業の海外投資の限界効率重視の戦

れる日本におけるアメリカ経済研究の第一人

略に移行していった。もちろん、多国籍企業

者である。本書は、著者による『アメリカ経

にとって市場が重要であることは、以前にも

済政策史 ―戦後「ケインズ連合」の興亡』

まして変わることはなかったが、多国籍企業

（有斐閣、1996年）の続編に当たる。前著で

化が現地生産・現地販売という販売密着型の

著者は、戦後アメリカにおいて高利潤と高賃

投資から、製造工程の地球的編成を目指すと

金による成長を実現した企業と労働組合の協

いう、企業の垂直的統合の路線が顕著になっ

調関係を「戦後ケインズ連合」とよび、この

ていった」（24ページ）

連合の成立と衰退のプロセスとして戦後アメ

多国籍企業に変化が起こったのと並行して、

リカの経済過程を説明した。本書は、1970年

多国籍銀行にも大きな構造変化が見られた。

代から今日までを対象にしたその研究の延長

それはすなわち米銀の海外展開であり、その

である。

背景には、ユーロダラー市場の成長を媒介と

「戦後ケインズ連合」は、著者によれば、

した多国籍企業の従来の貿易金融とは異なる

レーガン政権期に崩壊し始める。それは歴代

資金需要の高まりがあった。こうしたアメリ

政権による新自由主義政策によって引き起こ

カ多国籍企業と多国籍銀行の動向からみれば、

され、その帰結は経済の投機的性格の強まり

変動相場制以降も、ドルは国際的に弱くなる

である。その一連の変化の背景には、国際的

どころか、むしろ存在意義をますます強めた

な要素としてのアメリカ多国籍企業のグロー

と指摘されている。

バルな戦略転換と、1971年から73年のアメリ
カによる金ドル交換停止、変動相場制への移
Ⅰ

行があった。著者は次のようにいう。

本書の基本内容

「アメリカ多国籍企業は、1970年代には、
かつてのケインズ的世界経済における市場拡

(1)

大的多国籍化とは異なる企業内国際分業を基

ニクソンからレーガン、クリントンへ
－金融覇権の胎動と確立

軸に国際化を進展させていた。単なる市場拡
大的多国籍化から、世界市場競争の激化とと
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本書はニクソン政権以降の歴代政権の経済

政策を金融制度および金融政策を中心に、そ

ンドネシアなどへの直接投資が深刻な供給過

の国際的な連関や影響に至るまでを詳細に検

剰をもたらしていたことを示した。世界経済

討している。まず序章ではニクソン政権期、

の収縮は、アメリカの経常収支赤字が世界経

第 1 章と第 2 章ではレーガン政権期を対象に、

済のみならず、アメリカ経済自体をも牽引す

アメリカ多国籍企業の生産基盤がどのように

る原動力となりつつあるという皮肉な構図を

変化し、金融覇権へのアメリカの道がどの程

も浮かび上がらせた。

度進展したかが説明される。

クリントン政権のアジア通貨危機への対応

レーガン政権期に、アメリカの軍拡を日本

は、銀行制度の改革、財政規律の確立、高金

の証券投資が支えるという構造的な連関が現

利の維持であったが、これは今日でいう「緊

れ、同時に、アメリカの設備投資が製造業か

縮政策」の源流である。著者は、これに対す

ら非製造業へと中心移動するという変化が起

る代替政策として、アイケングリーンやカル

こった。1980年代の金融制度改革は、端的に

ロス・マサドらの主張する準備預金規制、滞

はニューディール型の規制体系の撤廃を目指

留期間規制、格付け規制などを内容とする、

すものであり、それが80年代末の貯蓄貸付組

いわゆる「チリ型金融規制（金融勘定規制）」

合（S&L）危機を招来し、さらにその危機へ

を紹介している。

の対処として行われた自己資本規制が証券化

こうした国際通貨面での対策と同時に、ク

を促進するという結果をももたらした。総じ

リントン政権は国内の金融制度改革に精力的

てこの時期の金融政策および金融制度改革は

に取り組んだ。それはレーガン政権が推し進

その後の金融覇権の確立に結びついた。

めたニューディール型規制の緩和をより徹底

第 3 章から第 6 章まではクリントン政権期

しようとするものであった。「1994年リーグ・

を扱っている。クリントンは就任直後から、

ニール地域発展および金融近代化法」「1995年

前政権の積み残した財政赤字に対処しようと

金融サービス競争法」は、州際銀行業務を認

し、「1993年包括財政調整法」によって所得税

め、銀行と証券の業際分離に道を開いた。こ

率を31％から36％まで引き上げるなどの対策

れによってアメリカの金融機関の収益構造は

を行った。その結果、1994年から98年にキャ

消費者ローン、非金利手数料の比率を著しく

ピタルゲイン課税などによって大幅に歳入を

高めた。金融規制緩和のピークは、「1999年グ

拡大 する こと に成 功 し、 つい に 1998年 か ら

ラム・リーチ・ブライリー法」である。これ

2000年に財政の黒字化を果たした。

は銀行持株会社のもとで商業銀行と投資銀行

アメリカの多国籍企業と銀行にとってクリ

の合併を可能にするものであり、これによっ

ントン 政権は重要な関 与を行っ た。一つは

てグラス・スティーガル法以来のアメリカの

1995年のWTOの創 設である。WTOはよく 知

金融規制体系は根こそぎにされた。

られているように、従来のGATTの自由貿易

1990年代後半、アメリカはいわゆる「ニュ

の原則を知的財産やサービスにも及ぼそうと

ーエコノミー」と呼ばれる景気拡大を経験す

したものである。このことは、アメリカ多国

る。それはITブームと生産性上昇という実体

籍企業がもはやすでに在来型産業の世界市場

経済の要因だけでなく、こうした金融規制と

獲得型ではなく、ハイテク化、情報化し、「規

も関連していた。このブームの底流には、大

模の経済」とならんで「範囲の経済」を追い

半の労働者にとっての賃金の停滞と経済格差

求める資本集約型の構造へと転換しつつある

の強まりがあった。賃金抑制のもとでの消費

ことと関連したものであった。

ブームは、所得の増加ではなく、不動産など

こうした中で起こった1997年のアジア通貨

資産価格の上昇を当て込んだ、いわゆる「資

危機は、多国籍企業のタイ、マレーシア、イ

産効果」であった。つまり、景気循環が実物
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の動向よりも金融資産の動向に大きく左右さ

気拡大は1990年代のそれと同様、新自由主義

れる時代となったのである。モーゲージの残

的な景気循環のパターンを示していると著者

高は、1960年に2000億ドルの水準であったが、

はいう。つまり個人消費の動向に所得よりも

それが1990年には 3 兆8000億ドル、2005年に

むしろ金融資産の価値増大が密接不可分に関

は12兆ドルを超える水準に膨れ上がった。

わっているのである。個人消費が可処分所得
を上回って伸びるパターンは15年連続で続き、

(2)

ジョージ・W・ブッシュと世界経済危機
の勃発

個人貯蓄はその結果低落を続け、マイナスに
まで至った。

第 7 章から第10章まではブッシュ政権の成

資産効果に牽引された景気拡大はそれ自身

立から世界経済危機までを扱っている。2001

の論理によって資産価格の低下とともに終焉

年に始まる共和党ブッシュ政権は、クリント

する。2003年 6 月以降、FFレート（短期金利

ン時代に黒字化した財政を、「供給重視の経済

の指標）は 1 ％程度だったが、景気回復に伴

学」「小さな政府」論に基づく経済政策に用い

い徐々に引き上げられ、2006年末には5.25％

た。9・11同時多発テロとその後の景気後退を

までに上昇した。2006年初頭より、住宅関連

ブッシュ政権は緊急経済政策によって辛うじ

指標はみるみる悪化し、ついに2007年 9 月の

て切り抜けた。アフガニスタン、イラクとの

サブプライム危機として発現し世界に波及し

戦争を通じて膨大な軍事支出を拡大させなが

た。

ら、なぜこのようなことが可能となったのか。

この大不況以来未曾有の危機に対して、ブ

著者はその理由を 3 点指摘している。第 1 は、

ッシュ政権は公的資金の市場への注入と大型

低インフレ、減税、安定的名目成長率が実質

減税によって事態の収拾を図った。2007年10

可処分所得を高く維持したこと、第 2 は、住

月に可決された「緊急経済安定化法」がそれ

宅資産価格の上昇による消費の資産効果、第

である。7000億ドル規模の「不良資産救済措

3 は、モーゲージ・リファイナンスの隆盛で

置」（TARP）は、公的資金による金融機関の

ある。

自己資本増強が目的とされた。この巨額の金

2003年に始まったアメリカの対イラク攻撃
は、あたかもブッシュ政権の身内のスキャン

融機関救済策の効果はどのようなものであっ
たか。著者は次のように記述している。

ダルを覆い隠すかのようなタイミングで開始

「アメリカ経済は、レーガン政権以来金融

された。この戦争で利益を上げたのはレイセ

自由化が急速に進行し、金融を基軸とする新

オン、ロッキード・マーティンなど軍需産業

自由主義的景気循環を創り出してきた。株式

であり、さらにハリバートンなどブッシュ政

市場が活性化し、住宅市場の好転とともに住

権と直接繋がった企業であった。ブッシュ政

宅ローンの証券化が進展し、証券売買が実体

権もまたクリントンの市場規制の緩和を推し

経済を引っぱる景気循環が、ブッシュ政権下

進める政策を継承し、自由貿易と投資の自由

で極限まで進んでしまったと言っていいだろ

化を推し進めつつ、同時に、石油をはじめと

う。そして金融危機が勃発したのである。公

するエネルギーの世界支配、対テロを口実と

的資金を大量に投入する巨大金融機関救済が

した軍需産業への発注を盛んに行った。減税

いち早く実施され、確かにアメリカ金融機関

を中心とする富裕者層優遇は景気を緩慢に拡

の全面的崩壊とはならなかった。しかし、今

大させると同時に、経済格差の拡大をもたら

度はアメリカの実体経済が落ち始めたのであ

した。

る」（204ページ）

こうした中で、2008年に世界経済危機が発
生した。2001年11月から2007年12月までの景
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手当の支給などであった。
（3） バラク・オバマの時代

こうしたオバマ政権の政策に対して、共和

第11章から第13章では、オバマ政権の経済

党は徹底抗戦の構えを示した。共和党右派、

政策が考察される。経済危機は「第 2 の大恐

コーク兄弟などはオバマ政権の弱点につけ込

慌」とはならなかったが、格差と不平等はオ

んで、莫大な資金を投入し「ティーパーティ

バマ政権下でブッシュの時代以上に深刻とな

運動」を展開した。この運動は、全米各地で

った。オバマ政権は金融危機にどのように対

共和党保守派を勢いづけ、2010年の中間選挙

処したであろうか。そもそもオバマ政権の経

では下院を共和党が握った。その後、共和党

済閣僚の面々は、クリントン政権期に金融規

はその下院を足場に、議会の財政権限を最大

制緩和に関わった人々や新たにウォール街か

限に活用し、財政の支払上限の厳格化によっ

らきた人々であった。2009年 2 月にガイトナ

て政府機能を一部停止に追い込むといった戦

ー財務長官は、「金融安定計画」を発表し、①

術的な嫌がらせを行った。オバマが提案した

資産評価監視プログラム、いわゆる「ストレ

総額4470億ドルの「アメリカ雇用対策法」に

ステスト」、②「消費者および企業向け貸出制

対しても共和党は反対し、結局同法は2010年

度」、③「官民投資プログラム」（金融機関の

12月に成立した減税法による2011年の 2 ％の

バランスシートから不良資産を取り除く）、④

社会保障給与税の減 税と、失 業保険給付 の

自動車大手（GM、クライスラー）の救済な

2012年までの延長を行っただけで終わってし

どを実施した。金融緩和によってFRBのバラ

まった。

ンスシートの資産規模は急増した。しかし物

第14章は、なぜ世界経済危機が短期間で収

価とマネーサプライは増加せず、投資の全般

束したのかという問題に独自の分析を与えて

的な回復には結びつかなかった。

いる。著者は、その理由を1930年代と対比さ

ドッド＝フランク法第619条における金融機

せ、現代の国際関係が経済政策の協調によっ

関の自 己勘定取引に対 する規制 、いわゆる

て危機を乗り切る方向へと進んできたことに

「ボルカールール」も心もとないものであり、

あるとし、その様々な側面を財政や貿易パタ

一定の条件を満たせば金融機関の自己勘定取

ーン、中国経済の影響などから分析している。

引を認 めたものであっ た。この ルールでは

TPP（環太平洋経済連携協定）についても検

「ふたたび金融危機がおこらないという保証

討されている。この協定は労働者の福利厚生

はどこにもない」と著者はいう。

のアップや環境改善を目的としたものではな

他方、2009年 2 月に成立した「アメリカ復

く、その基本精神は「米日多国籍企業の、多

興お よび 再投 資法 」 は、 2013年 9 月ま で に

国籍企業による、多国籍企業のための包括的

8046億ドルを支出するというものであり、こ

協定」にすぎない。とくに興味深いのは、こ

れは『大統領経済報告』がいうように、2012

のTPPへのアメリカの関心の強まりが、日本

年までに約600万人の年雇用を維持・創出し、

の鳩山由紀夫政権の東アジア共同体構想に対

2010年度から2011年度までにGDPを2.0～2.5

するアメリカ側の懸念からもたらされたもの

％押し上げた。

である可能性があるという指摘である。著者

オバマ政権の「中間層重視の経済学」とは

は鳩山氏自身の次の言葉を引用している。

要するに、①基礎的財政収支の均衡、②ケア

「……アジア市場への進出を強く望んでい

適正化法（いわゆるオバマケア）、③学費の援

たオバマ政権にとって、鳩山はアメリカ外し

助（アメリカ機会税額控除の創設）、④失業保

の政策を取りそうだと映ったようだ。私の国

険の給付期間延長、⑤最低賃金の引き上げ、

連総会での演説を聴いていた米政府高官は激

⑥給付付き税額控除、⑦介護労働者への残業

怒したという。……私は普天間基地移設問題
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の責任を取って総理を辞任したが、米国にと

丹念にフォローし、その成果を多くの学術雑

っては、『最低でも県外』より『東アジア共同

誌などに発表してきた。本書はそうした多年

体構想』のほうが大きな懸念であったとする

にわたる着実な研究的営為の精華である。お

識者も多い。あるいはそうであったかもしれ

そらくはもとになった諸論文の執筆時点では、

ない。そして、米国の意を斟酌した日本の外

それぞれの政策の効果はもちろん、政策内容

務省は、私が総理を辞めた後、全く東アジア

自体も十分に判明しないような状況だったこ

共同体という言葉を使用することがなくなっ

とも多かったことと推察されるが、この分野

た。 と て もかなしいこ とで ある」（284ペ ー

の研究に対する社会的要請に果敢に応えた先

ジ）

駆的な分析が、それらの結論部分において基

金融覇権の維持を優先したアメリカがこの

本的に大きな修正もなくこのような体系的な

鳩山の 構想に反発し、 それへの 代替として

文献に整理されたことは、それ自体が著者の

TPPを打ち出したというのである。東アジア

分析水準の高さを示すものであり、見事とい

の成長をアメリカの輸出に取り込む、これが

うほかない。しかもそれぞれの時点での専門

TPPである。

的な研究の最先端を吸収し、外国語文献を渉

終章ではあらためて1930年代からの歴史的

猟した努力の痕跡が随所に見られる。本書に

考察を踏まえて、現在の新自由主義的経済体

まとめられる際に、さらに新たな文献によっ

制の歴史的特徴を明らかにしている。

て各章の立論が補強されている。

「第 1 に、アメリカは、今日第一次世界大

本書のメリットは、まず第 1 に、とりわけ

戦後のように世界最大の債権国ではなく、逆

レーガン政権以降の新自由主義的自由化政策

に世界最大の債務国であるということだ。ア

がその後の歴代政権でどのように継承された

メリカは、毎年膨大な経常収支の赤字を生み

か、さらにそうした政策が国内の経済危機や

出している。ドルが基軸通貨として受け入れ

経済格差などの歪みをどのように生み出した

られ、世界各国は、アメリカによるドル支払

かが明確に示されていることである。

いをアメリカへの対外債権として受け入れる

第 2 に、アメリカの経済危機が国際的危機

ことによって、世界経済システムが動いてい

とどのような連関を持っているかという視点

るということである。第 2 に、第一次世界大

が貫かれ、各時代におけるアメリカ経済の相

戦後では国際金本位制が世界経済システムの

対的位置が明示されている。1980年代のドル

基軸だったが、現在は国際金本位制ではない。

高からその是正へと赴く世界経済の過程は途

したがって、現在、米ドルは、金決済される

上国金融危機やアメリカ国内のS&L危機を生

ことなく、アメリカが経常収支の赤字を継続

んだ。また、1990年代の高金利政策はアジア

するかぎり、アメリカの対外債務が膨大に積

通貨危機と関連し、2000年代の国内経済危機

み上がっていくシステムとなっている。そし

への対応は、2008年以降の不動産バブルの崩

て、証券化を軸にアメリカ多国籍企業・金融

壊とその世界的波及をもたらした。本書では

機関が世界経済的に資本を動かすことによっ

こうした政策と危機、その国内要因と国際的

て収益を確保する仕組みができああっている

波及および相互作用が的確に描かれている。

のだ」（309ページ）

第 3 に、クリントン、オバマの民主党政権
における、微弱ながらもリベラルな政策の積
極的意義をすくい取り、その役割を強調して

Ⅱ

評価

いる。民主党政権の政策的努力はたんに新自
由主義の不承不承の追従としてだけでなく、

著者は、各時点でのアメリカ経済の特徴を

そこには経済格差を是正し、金融不安定化を
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抑制する内容も含まれている。
本書の全体を通じて、強いていくつか問題
をあげれば次のとおりである。第 1 に、これ
は相対的な比重の置き方で致し方ないことで
もあるが、財政および経済の実態的側面の分
析が比較的弱い。そのことが全体として経済
発展の基本的な推進力が政策それ自体の変更
にあるような印象を与えることが危惧される。
第 2 に、金融覇権の確立をクリントン政権
期において捉えているが、それ以前の欧米系
多国籍銀行の世界支配は金融覇権とはいえな
い、あるいはいわないのはなぜかという疑問
が残った。
第 3 に、これは本書の問題というよりは、
リベラルな立場からのアメリカ経済研究全般
に共通していえることであるが、新自由主義
的政策に対する批判が、民主党のリベラルな

価格 ¥3,132（本体¥2,900）
大月書店（2016/11発売）
サイズ A5判／ページ数 315p
商品コード 9784272150410
NDC分類 332.53

立場と対比させられるだけで、批判の明確な
基準、視座なしに議論が済まされているので
はないであろうか。「チリ型金融規制」などの
アイデアが紹介されているが、それ以外にも、
アメリカの労働市場の二重構造や低賃金就労
構造の是正のためには何が必要か、必要な金
融規制の内容と強さとはどのようなものか、
金融の貸し手責任の追及などがそれぞれの時

発時まで、国際的資金循環の閉塞を打開でき

点でどうあるべきであったのか、そうした代

ず、それ故また、ブロック化へと向かう現実

替案の提示がなされる必要はないのであろう

の世界市場を統合しうるような十分な国際流

か。実際に、民主党とも共和党ともことなる

動性供給力を持ち得なかったと述べている。

本来あるべき政策というものが分析する主体

こうした最近の研究が考慮されれば政策史に

の念頭になければならないと私には思われる。

より立体的な光を当てることができたように

第 4 に、これは前著においても見られたこ

思える。

とであるが、1934年互恵通商法を自由貿易を

そうした注文がありつつも、本書のメリッ

本質としたものと捉えておられるが、むしろ

トはそれらを補って余りある。アメリカ経済

同法の自由主義と保護主義の志向の矛盾を捉

政策の研究として、本書ほど長期的スパンで

える考察が必要であったであろう。同法につ

各時代の政策展開の内容と意義を分かりやす

いては小山久美子氏と三瓶弘喜氏の論稿が有

く解き明かしている類書は稀である。本書は

益と思われる。小山氏は、1934年法は政策面

専門家のみならず一般の読者にも広く読まれ

で、輸出拡大のため低関税化という大きな転

るべき力作である。

換を図ったことは事実であるが、当初から同
時に保護主義的側面も保持していたとし、三

（ほんだ くにひろ 獨協大学経済学部教授）

瓶氏は、互恵通商政策は、第二次世界大戦勃
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■書評■

小倉将志郎著

『フィナンシャリゼーション』
－金融化と金融機関行動－
（桜井書店、2016年）

米 田 貢

1） 本書の課題
著者が分析対象としている金融化をどう捉

Ⅰ．はじめに

まえているかは、本稿Ⅱ(1)で詳論するとして、
金融化をめぐる先行研究に関して、著者は以
下のように分類・整理している。

(1)本書の課題と全体的構成

「金融化の体系的説明を求める先行研究の
三つの主要な潮流に対し、著者は、金融化の

戦後資本主義の世界体制は、1970年代に入

基軸を、非金融企業における生産的投資の減

っていわゆる経済成長時代を終了し、低成長

退に求めるとしても（第一の潮流－米田）、

時代あるいは成熟段階などいろんな呼称がな

企業経営に対する株主の地位の高まりに求め

されているが、資本主義の世界体制が新しい

るとしても（第二の潮流－米田）、上部階級

局面に入ったということは、多くの経済学者

による高所得追求手段としての新自由主義的

の共通認識である。この現代資本主義の一面

な諸施策に求めるとしても（第三の潮流 －

を特徴づけるものとして、いわゆる「経済の

米田）、いずれも金融化を体系的に理解するう

金融化」が、様々な理論的潮流によって着目

えで非常に有意義であり、それぞれは必ずし

されてきた。小倉将志郎『フィナンシャリゼ

も対立する視点ではなく、それら自体が重大

ーション－金融化と金融機関行動－』は、

な誤りを抱えているということでもない、と

新進気鋭の研究者による、金融化の包括的な

考える（図表1-16も参照）。一方、プロローグ

実証研究と資本主義経済批判の政治経済学者

でも述べたように、これらの議論ではいずれ

たちがリードしてきた先行研究（一般に金融

も、本稿が焦点を当てる金融の深化、特に金

アプローチと呼ばれる）の理論的整理に基づ

融機関の業務の実態・変化やそれらによる主

く意欲的な理論化の試みである。

体的な行動、金融技術の高度化と急速な広が

個々の内容の紹介とそれらの論評に入る前

り、金融市場の質的・量的変化といった、金

に、本書における中心的な課題設定と、本書

融の領域で現実に生じている重要な事実にあ

全体の構成について簡単にみておこう。

まり着目されておらず、それらに関する詳細
な分析も行われていない。著者は、金融化の
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に－

体系的説明にそれらを組み込めていないこと
を、金融化アプローチの重大な欠陥と認識し

終

ており、それらを組み込んだ金融化の捉え直

章

金融権力の発現形態としての金融化

とその影響

しを急務と考える。」（45～47頁）
著者は、このような先行研究の整理に基づ

第 1 章では、本書の分析対象が確定されて

いて、本書の主要課題を以下のように設定し

いる。換言すれば、著者が対象とする金融化

ている。

現象の全体像が、先行研究の的確な理論的整

「本稿の主要な課題は、それらを（「金融の

理に基づいて与えられる。

深化」の具体的な内容 －米田）金融化の歴

著者自らが「本稿の分析の中核部分」と位

史的展開と関連付けながら分析することを通

置付けるのが、第 2 章～第 5 章である。そこ

じて、金融化を、金融機関行動を基軸に、企

では、金融化を世界的に主導し、その典型的

業や家計、政府の諸行動をも統合しながらよ

な展開（生成・発展・崩壊）を示した米国に

り体系的に捉え直し、それによって金融化ア

関して、豊富な資料と先行研究の詳細な検討

プローチを修正・補強することである。」( 5

に基づいて1980年代以降金融機関の収益がい

頁)

かに拡大してきたかが実証的に明らかにされ

現代資本主義を特徴づける金融化現象は、

ている。金融機関、特に大手金融機関の収益

様々な 経済主体を巻き 込んだ「 一つの集合

拡大を可能にした四つの契機が、1980年代・

体」としての経済・社会現象であるが、それ

90年代に関して、第 2 章で資産運用関連業務

は、基本的には金融機関の主体的行動の変化

が、第 3 章でM&A関連業務が、そして、2000

によって生み出されたものである以上、金融

年代に関して、第 4 章で影の銀行システムが、

機関の戦略的な行動に即して捉え直されなけ

第 5 章で影の銀行システムを支えた大手金融

ればならないというのが、本書の中心的な課

機関による積極的なリスクテイキングが、歴

題設定をなす。

史的経過に沿って順次分析されている。
第 6 章では、第 2 章～第 5 章の金融化の展

2） 本書の全体的構成

開過程をふまえて、金融化を主導した大手金

上記の課題を果たすために、本書は、プロ

融機関が最新の金融技術と豊富な資金力に依

ローグ・エピローグを除いて以下の八つの章

拠して「発明」し、米国の金融市場を通じて

から構成されている。

世界中にばらまいたデリバティブ（金融派生
商品）に焦点を当てて、それが政治経済学の

第１章

金融化とその諸現象

理論体系にどう位置づけられるべきかについ

第２章

金融機関の収益拡大と資金循環構造

て、意欲的な問題提起が行われている。その

の変化
第３章

際の中心概念はリスクである。

金融機関の収 益拡大と 投資銀行の

M&A関連業務

第 7 章では、「金融化」の現時点での帰結と
いうべき2007～2009年の世界金融危機・経済

第４章

金融化と影の銀行システム

危機と、その収束のために世界的規模で強行

第５章

2000年代の金融機関の収益拡大と大

されたToo Big To Fail（TBTF）政策への反省

手金融機関のリスクテイク
第６章

か ら、 米 国で2010年 7 月に 成立 した 「ド ッ

金融化とデリバティブ －二分法的

理解の克服のための二つの視点－
第７章

ド・フランク・ウォールストリート改革・消
費者保護法」（いわゆるドッド・フランク法）

米国金融規制改革法と大手金融機関

について、その中でも大手金融機関の行き過

の行動－ボルカー・ルールを中心

ぎたリスクテイクを規制することを目的とし
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たボルカー・ルールの実効性・影響について、
検討が行われている。

金融化の担い手、対象領域をこのように広
く捉まえるならば、現代資本主義経済におけ

終章では、金融化を主導した金融機関の行

る金融部門の相対な比重の増大、すなわち金

動を容認・促進した政府の役割に着目し、「純

融部門の非金融部門に対する比重の上昇は当

粋経済学的範疇としては必ずしも把握しえな

然の帰結であるが、それは同時に、これら金

い『金融権力（political power of finance）』の

融部門と非金融部門との関係の変化、換言す

視点」( 9 頁)が導入されている。世界に先駆

れば金融部門の非金融部門に対する影響力の

けて新自由主義が政策的に推進されてきた米

増大という側面を示すことになる。

国では、政治権力のなかで金融権力のヘゲモ
ニーが強化され、大手金機関の利益の擁護・
拡大のためにそれらにとって「都合の良い政

2） 各経済主体における金融化の資産・負債両
建てでの展開の解明
著者は、以上の定義に基づいて、各経済主

治対応」が獲得されてきたことが解明されて

体における金融化を実証的に解明している。

いる。
以下、まずは各章の内容を順を追って紹介

資本主義信用制度の生成・発展過程で資金の

しながら、金融化現象の解明に対して本書が

本来の借手であった非金融企業は、現代では

もつ学術的貢献を明らかにしておく。

本業での利潤だけでなく様々な金融資産から
の金融的利得をめざし、企業活動全体がそれ
らに大きく依存するようになっている。1970
年代後半に顕著に上昇した民間非金融法人企

Ⅱ．本書の学術的貢献

業の総所得に占める受取金利の割合は、1980
年代～2000年代の間20％～25％に近い高水準

(1)経済の金融化現象の体系的把握と先
行研究の理論的な総括
1） エプシュタイン（G.Epstein）の「金融化」の定義
の援用

を維持（図表1-4）した。その背後には、それ
ら非金融法人企業の保険契約や金融子会社な
どへの投資を通じた 金融資産 の顕著な増 大
（図表1-1）がある。ただ、これら非金融法人
における金融的利得の実態は、70年代以降急

著者は、第 1 章で、分析対象である「経済

激に増大した「雑多な資産」が公式統計では

の金融化」現象をエプシュタインの定義を援

ほとんど捕捉されていないがゆえに、正確に

用して体系的に分析している。エプシュタイ

は把握できない。しかし、「2000年における

ンは、金融化を「金融的動機、金融市場、金

S&P500企業の収益の約40％が貸出、トレーデ

融的主体、金融機関が、国内経済及び国際的

ィング、ベンチャー投資、その他の金融業務

な経済活動において果たす役割が増大してい

から生み出されており、その 3 分の 1 は非金

ること」と定義する。ここでの金融活動の主

融企業によって取得されたものである」こと

体は、資本主義的信用制度の中枢的な貸手で

や、2003年にはGMとフォードがほぼすべの

ある銀行（信用）だけではなく、金融的動機

純利益を消費者リース事業から稼ぎ出してい

をもつすべての経済主体が含まれる。その結

るなどの象徴的な事実(24～25頁の脚注10）参

果カバーされる領域には本来の預金・貸出市

照)は、現代では「非金融企業自らが金融的主

場だけでなく、株式や債券などの伝統的な証

体として金融機関のように振る舞う」(27頁)

券市場、さらには本書の主要な分析対象とな

ようになっていることを端的に示すものであ

る仕組み金融市場・ホールセール短期金融市

る。著者は、このような企業の金融化の側面

場・デリバティブ市場、M&Aなどが含まれる。

を「利潤の金融化」と呼ぶ。だが、企業利潤

- 102 -

の金融化は、図表1-7に示されているように、

証券化プールを通じて金融資産を増大させて

民間非金融法人企業の総所得に占める支払金

きたことに着目し、これを政府の金融化とし

利や支払配当の割合の顕著な増大傾向（前者

て把握している。

の場合は1970年代以降、後者の場合は1980年
代以降）を伴っている。すなわち、企業部門
は金融資産と負債の両建てで金融化を進めて
きたのである。

3） 金融化の体系的把握をめざす先行研究の理
論的整理―金融化アプローチの三つの理
論的潮流の分類
著者はこれらの分析を踏まえて、企業、家

さらに著者は、この企業の金融化の進展が、
金融機関と非金融法人企業との関係そのもの

計、政府の資産・負債の両建てでの金融化が

を変えてきたこと、すなわち、「企業統治にお

相互に促進しあいながら、経済全体ひいては

ける株主、特に、機関投資家の優位性が高ま

社会全体における金融活動の影響が強まって

り、株主価値を最重要視した経営が非金融企

きたことを重視する。そして、(1)の冒頭で紹

業に半ば強制されていくプロセス」に着目し

介したように、上記のような金融化現象を批

ている。年金基金や保険会社、各種の代替フ

判的に研究してきた先行研究（それらの多く

ァンドが株主としての地位を高めることによ

はマルクス経済学者、政治経済学者、一部の

って、これらの大株主の意向を慮って多くの

ポストケインジアンから成るが）を、非金融

企業が高株価を維持するために配当支払いや

法人企業の金融化を利潤の金融化と捉える第

自社株買いを積極的に推し進めるようになり、

一の潮流、同じく企業の金融化に着目しつつ

それが、金利支払いの増大と合わせて、企業

も企業と金融機関との関係の変化＝支配の金

の実体的な投資活動にもその影響を及ぼして

融化に着目する第二の潮流、さらにこれらの

くる。筆者は、この事態を「支配の金融化」

企業の金融化論を超えるべく新たな視点とし

として把握している。

て金融権力論を展開する第三の潮流に分類し

資本主義的信用制度において究極的な資金

たうえで、それらが共に諸経済主体の金融化

の出し手＝貸手である家計、個人の金利所得

の結節点に位置する「金融技術、金融商品、

や配当所得も1980年代以降急速に増大し、そ

金融手法、金融業務などを多様化・高度化・

れらが可処分所得に占める割合は1980年代～

複雑化させていく、金融の内生的発展プロセ

90年代には20％の水準を上回った（図表1-9）。

ス」(41頁)の分析が不十分であるとして、金

現代における家計、個人の金融資産 → 金融所

融機関の主体的な行動の分析に移っていく。

得の増大は、ミューチュアル・ファンドや年
金基金などを考慮すれば「一部の富裕層に限
らず、広く一般家計を含む形で展開して」い
る(33頁)。そして、この家計部門についても、

(2)金融機関の高収益体制を支える四つ
の契機の体系的解明

金融資産の増大と並行して、住宅モーゲージ
を中心に負債残高が1980年代以降急増してお
り、個人の可処分所得に占める金利支払いは

1） 資産運用関連業務の拡大による金融収益の
増大―第 2 章

1980年代～2000年代には 7 ～ 8 ％水準に達し
1980年代～90年代に進展した利潤の金融化

た（図表1-11）。ここでも金融化は、資産と負

は、その一側面として金融機関の収益の拡大

債の両建てで進行した。
著者は、企業、家計に加えて政府部門も、

と金融収益の構成変化を伴っていた。金融収

財務省証券や地方債、その他の形態で負債を

益の新たな源泉が、資産運用関連業務とM&A

増加させる一方で、政府支援機関（GSE）と

関連業務を通じての金融収益である。第 2 章
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の図表2-2の証券会社の収益と商業銀行の収益

第二の要因はM&A関連業務の拡大である。第

のシェア比較によれば、1970年代までは両金

3 章 によ れば、米国における 20世紀 以降の

融業態の収益の約80％を占めていたFDIC(米

M&Aの歴史的な展開なかで、1980年代の第 4

連邦預金保険公社)加盟の商業銀行の総金利収

次M&Aブーム、特にその後半期には、「いわ

益の割合は低下し続け、2000年代には50％前

ゆる『乗っ取り屋（raider）』による敵対的買

後の水準にまで低下した。その対極でNYSE

収と、M&A手法としてのレバリッジド・バイ

（ニューヨーク証券取引所）会員証券会社の

アウト」（leveraged buyout：LBO）やジャンク

総収益の割合は70年代末の10％水準から20数

ボンドの利用などに代表される、マネーゲー

％へと大きく増加し、商業銀行の総非金利収

ム的M&Aが増大した」(77～78頁)。これに対

入のシェアもその間にほぼ同様の増加を示し

して、1990年代の経済の長期的拡大に基づく

た。

第 5 次ブームでは、情報・通信産業、メディ

著者は、その背後に家計 → ミューチュア

ア産業、サービス産業、金融産業などの成長

ル・ファンド → 企業（社債・CP）という資

産業の企業が、戦略部門の規模拡大や非戦略

金仲介経路の拡大を捉え、それが家計のリス

事業のスピンオフ・事業再構築（人員削減・

クを伴う高利回りの金融商品（ミューチュア

資産売却・債務再構築）のためにM&Aを積極

ル・ファンドや年金基金）への志向の高まり

的に活用し、その際に株式交換という手法を

と低金利での資金調達を求める企業の債券発

多く用いるようになった。（79頁）

行（長期の社債、短期のCP）への志向の強化

この 2 回の企業のM&Aブームに乗って、投

によるものだとしている。ミューチュアル・

資銀行はM&A関連業務を自らの主要業務とし

ファンドは、一方で銀行の預金金利よりも高

て確立し、投資銀行の収益は大きく拡大した。

い利回りで個人・家計から資金を調達しなが

大証券会社である投資銀行が証券の発行引受

ら、他方で銀行貸出金利よりも低い金利の社

業務や証券売買業務、資産運用業務を通じて

債・CPを購入した。それが可能であったのは、

歴史的に確立してきた大企業や機関投資家と

ミューチュアル・ファンドがほぼ一貫して資

の緊密な関係が、買収（売却）候補企業の洗

産運用の最大部分を株式投資（流通市場）に

い出し、事前調査（due diligence）、買収（売

向けていたこと、さらに、これに家計の金融

却）価格の決定を含む候補先との交渉・契約

資産のトップを占めた年金基金がミューチュ

などのM&A仲介業務の遂行に大いに役立った。

アル・ファンドを買い続けたことによって、

投資銀行は、M&Aに関わる買収資金や防衛資

株式ブームが引き起こされたからである。こ

金の負債による調達に際しても、証券発行や

うして、ミューチュアル・ファンドや年金基

つなぎ融資をアレンジし大きな金融収益を獲

金の発展と株式ブームが相乗的に作用するこ

得した。著者は、このM&A関連業務を、投資

とによって、ミューチュアル・ファンドの販

銀行にとって「基本的に大きなリスクをとる

売や運用、年金基金に代表される機関投資家

ことがない」（89頁）がゆえに魅力的な業務、

に対する投資顧問、投資代行、投資資産の管

収益源であったと位置づけている。

理などの資産運用関連業務からの収益が投資
3） 証券化商品の重層的構造と影の銀行が果た
した役割の解明－第 4 章

銀行や商業銀行の新たな収益源となった。
2） M&A関連業務の拡大による金融収益の増
大－第 3 章

2000年代に入ると、金融化は影の銀行（伝
統的な現実の銀行に対照された呼称）と総称

以上の資産運用関連業務と並んで、80年代

される多様な非銀行の金融仲介機関が証券化

～90年代の金融機関の収益拡大を可能にした

商品の重層的な金融市場構造を創出すること
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によって新たな段階に突入した。著者は、第

原資産の管理、影の銀行へのクレジットライ

4 章の図表4-2でこの影の銀行システムの全体

ンの提供等を通じて収益を拡大する絶好の機

像を与えている。そこでは金融仲介の全体的

会として、影の銀行の台頭を位置づけたこと

な機能・プロセスが複雑に分割されており、

に、求めている。

それらの部分的な機能・プロセスを専門的に

短期負債に全面的に依存しつつ、「市場によ

担う多様な金融機関が登場する。これらの影

る価格付け機能がほ とんど働 かない」（114

の銀行は全体として、銀行とは異なり預金で

頁）流動性のきわめて低い仕組み商品（世界

はなくレポ取引やABCPなどの担保付きの短

のデリバティブ取引の80％が市場を通さない

期資金調達に依存している。そして、その短

OTCで取引されていた）に「10倍から30倍以

期資金を使って住宅ローンや消費者ローンを

上という非常に高いレバリッジを」（113頁）

原資産とする証券化商品MBS、このMBSから

かけて投資してきた影の銀行の急激な拡大が、

のキャッシュフローの受取に優先・劣後関係

2007年以降の世界金融危機・経済危機を惹起

を導入した新たな証券化商品CDO（それらは

した根本要因である、としている。

何段階かのトランシェに差別化されている）、
このCDOからのキャッシュフローをさらに証
券化した第二次・第三次のCDO、そしてCDO
を債務保証するデリバティブ契約であるCDS、

4） 影の銀行の急拡大を主導した大手金融機関
による積極的なリスクテイクの体系的な解明
－第 5 章

さらにはCDSのキャッシュフローを証券化し

2000年代に影の銀行を急拡大させ金融機関

たシンセティックCDOを組成し、世界中の年

の収益拡大を主導したのは、投資銀行だけで

金基金や保険会社などの機関投資家、大小さ

なく現実の銀行である大手商業銀行や大手保

まざまな商業銀行、ヘッジファンド等に安全

険会社も含めた大手金融機関であった。第 5

でかつ収益性の高い金融商品として売りさば

章は、これら大手金融機関が2000年代にいか

き、巨額の収益を獲得した。その結果、「2010

に積極的にリスクテイクを行ったのかを体系

年時点での影の銀行システムの資産規模は、

的に解明している。著者は、大手金融機関の

少なく見積もって約10兆ドル、多く見積もっ

リスクテイクの三つの主要経路を、①自己勘

て約24兆ドル」（99頁）と主要文献が推定する

定取引、ならびに自己資金を用いた金融取引

ほどの水準に達した。

という点でそれに類似したマーケットメイキ

著者は、この影の銀行の急拡大の原因を、

ング、②株式や債券の現物取引である伝統的

①1988年のバーゼル合意に基づく自己資本比

投資に対して、不動産や証券化商品、デリバ

率規制を受けるようになった商業銀行＝現実

ティブを主な投資対象とする集団投資スキー

の銀行が、この規制の束縛を緩和しようとし

ム（いわゆるファンド）である代替投資、そ

て貸付債権を証券化して売却することを望ん

の主要形態は分散的で短期的な投資を繰り返

だこと、②1999年のグラム・リーチ・ブライ

すヘッジファンドと、買収ファンドと呼ばれ

リー法が商業銀行と投資銀行間の垣根を事実

キャピタルゲイン狙いの長期投資を行うPEフ

上撤廃したことによる業態間競争の激化、ま

ァンドの二つである、③取引内容・条件を市

たグローバル化の波を反映した国際的な金融

場を通さず当事者同士で取り決めるデリバテ

機関間の競争激化に対して、一方で投資銀行

ィブであるOTCデリバティブに特定し、まず

が証券化商品の組成全般に関わり「統括役と

それらの具体的な取引の内容を解説している。

して主導的役割を果たし」（105頁）、他方で商

続いて、これらの経路を通じて、大手金融

業銀行も投資銀行同様に証券化商品の組成を

機関がいかに積極的なリスクテイクを行って

行っただけでなく、貸出債権のオリジネート、

いたのかを、大手金融機関による自己勘定取
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引、すなわちトレーディング勘定で保有され
る資産の絶対的・相対的な増大、投資銀行や
商業銀行のヘッジファンドならびにPEファン
ドへの出資による代替投資への直接的な進出、
レポ取引を含む担保付き借入や空売りのポジ
ションの拡大による短期債務に基づくレバリ
ッジの上昇、サブプライムローンの証券化に

(3)政治経済学の立場からのデリバティ
ブの理論的解明への意欲的な挑戦
－第 6 章
1） デリバティブの基本的内容の解説とリスクヘッ
ジ・リスクテイク手段としての優位性の分析

典型的に現れた原資産の劣化などに関する多
くの先行研究からの事例紹介や引用で跡づけ
ている。

著者は、第 1 章～第 5 章で行ってきた金融
化現象の体系的解明をふまえて、この現代資

そして、大手金融機関がこれらの積極的な

本主義に固有の金融化によって一般化した金

リスクテイクを行うことができた根拠を、資

融商品、金融取引であるデリバティブの理論

金面での優位性、取引関係を通じて入手可能

的解明を、第 6 章で行っている。

な内部情報の利用という情報面での優位性、

デリバティブは通貨監督庁（OCC）によれ

さらには、複雑な証券化商品を開発し、それ

ば「元になる市場諸要素のパフォーマンスか

らの特 性（シニア・メ ザニン・ エクウィテ

らその価値が派生する金融的契約」、また国際

ィ）に応じた活用を行いうる技術的優位性と、

通貨基金（IMF）によれば「ある特定の金融

金融規制当局に彼らが望む政策対応、規制緩

手段、金融指標、金融商品と関連を持ち、特

和を行わせることができる権力的優位性（金

定の金融リスクが独自の金融市場を通じて取

融権力）に求めている。

引されるような金融手段」と定義されている。

著者は、以上の積極的なリスクテイクに基

（155頁）

づく大手金融機関の巨額の収益は、「それが主

その主要な商品・取引形態は、①先物・先

に競争の働かない下での高価格設定に基づく

渡 し （ futures／ forwards）、 ② オ プ シ ョ ン

限り市場の効率性の点で重大な問題を抱えて

（option）、③スワップ（swap）であり、これ

いるし、何よりも社会的意義や公正性などの

らの金融リスク取引の当事者は、①リスクの

観点から受け入れがたいものである」と述べ、

売手＝リスクヘッジを行うリスクヘッジャー

「限りなくいかさま賭博に近い」ものと結論

（hedger）、②リスクの買手＝リスクをテイク

づけ、その理由を、それらの収益が、「すでに

する投機家（speculator）、③現物市場と先物

分配された所得の他の誰かによる支払いに基

市場の価格差、先物の理論価格と先物の現実

づき、実体経済における新たな価値創造とは

価格の価格差を利用し裁定取引を行う裁定業

ほとんど何の関係もないか、むしろ価値創造

者（arbitrager）である。国際スワップ・デリ

を阻害するものと言えるからである」として

バティブ協会の調査によれば、2009年時点で、

いる。（151頁）

世界500大企業のうち471社（94.2％）がデリ
バティブを活用し、為替デリバティブを88％
が、金利デリバティブを83％が利用している。
著者は、リスクヘッジする手段として現在
最も一般的に利用されている金融商品は保険
であるとしたうえで、デリバティブの優位性
を、リスクが元の市場要素から切り離されて
売買されること、OTC取引と市場取引が併存
していることなどに基づく取引の柔軟性と機
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動性、ならびに現物取引を必要としないがゆ

と同時に、より高い利回りの追求に向けた形

えのコスト面での節約性とに整理している。

態・方向への柔軟で機動的な転換を容易にす
る」手段・資本形態であり、「将来リターンを

2） デリバティブの社会的影響をめぐる二つの理
論的潮流の対立とその克服への新たな試み
大手企業、大手金融機関の企業活動におい

生み出しうる形を持たない想定上の資本とい
う意味での『架空（fictious）資本』の一つの
発展形態である。（178頁）

て一般化しているこのデリバティブの社会的

著者は、この新たな理論潮流を、リスクの

影響については、学術レベルで大きく意見が

商品化を前提に「『ヘッジか投機か』という既

分かれている。市場原理万能論の主流派経済

存の二分法的理解を超えて、資本の本来的運

学は、デリバティブのリスク対応における柔

動という視点から金融化とデリバティブのよ

軟性・機動性とコスト節約に着目し、その進

り本質的な関連性に迫ることで、新しい分析

歩性、有用性を主張するのに対して、マルク

地平を開いた」（182頁）と肯定的に評価する。

ス経済学を含む政治経済学はデリバティブに

そのうえで、この新たな潮流もデリバティブ

伴う規制回避性・不透明性、高レバレッジ性、

の直接的当事者であるエンドユーザーの立場

連鎖性に着目し、極端な金融不安性による危

からの分析にとどまっており、デリバティブ

険性、資本主義の健全な発展に対する阻害性

を組み込んだ金融商品の開発者・販売者であ

を主張する。このような理論状況に対して、

り、影の銀行の急拡大を主導した大手金融機

著者は両理論潮流ともにデリバティブの一側

関が、デリバティブの仲介を通じていかに収

面を捉えており、それらを二分法的に「ヘッ

益を拡大してきたのかの解明によって、それ

ジか投機か」という形で対立させるべきでは

は補完されなければならないとしている。

ないという立場から、D.BryanやM.Raffertyら
欧米の一部のマルクス派政治学者が提起して
いる新たな視点に着目し、それを以下の二つ
の内容に整理している。

(4)金融権力の発現形態としての金融化
という政治経済学的視点の提示
－第 7 章、終章

この新たな潮流の第一の主張点：デリバテ
ィブはあらゆる市場要素（換言すれば価格表
示され交換される何らかの商品）に付随する

著者は、以上の第 1 章から第 6 章の分析を

個別リスクを、「時点、地点、資産種類などの

通じて、企業・家計・政府の各経済主体が資

違いを超えて、統一基準化（commensuration)

産・負債の両建てでいわば金融まみれになり、

･定量化・価格付けし、それらを評価・比較し、

それらの相互作用のなかで「一つの集合体」

同一と認められるものを交換し合うことを可

として社会が「架空資本」という実体のない

能にする」のだから、それは「価値尺度機能、

資本形態の世界に取り込まれるようになった

価値貯蔵機能、交換手段機能という貨幣的諸

姿を、現代の金融化現象として描き出した。

機能を随伴している」商品的特徴を持つ「新

この金融化の体系的な解明に際して、著者が

しい貨幣」である。（177頁）

重視した視点は金融機関の主体的行動である。

第二の主張点：デリバティブは、「資本に価

金融収益の拡大を追求する大手金融機関が、

値の普遍的計測手段を提供し、それを通じて、

経済・社会環境の変化に対応して、新たな金

異なる資産および資産ポートフォリオのパフ

融商品を開発し続け、これらから構成される

ォーマンス（期待収益率）の直接かつ即座の

重層的な金融市場を担う影の銀行をも主導的

計測を可能にする」がゆえに、「資本が資産を

に発展させてきたのである。

特定の形態として保持するリスクを除外する
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著者は、第 7 章で、現代の金融化の帰結で

あった2007年～2009年の世界金融危機・経済
危機の 反省から生まれ た「ドッ ド・フラン
ク・ウ ォールストリー ト改革・ 消費者保護
法」（いわゆるドッド・フランク法）、特にそ
のなかでも大手金融機関の行き過ぎたリスク
テイク を規制すること を目的と したボルカ
ー・ルールについて、それらの内容とその具

Ⅲ．さらなる理論的解明に向けての
若干の論点の提示
(1)マルクス経済学、
『資本論』体系とリス
ク論

体化の政策プロセスを詳細に検討している。

デリバティブを政治経済学、マルクス経済

そのう えで、このボル カー・ル ールの実効

学の体系の一部に取り込もうとする欧米の一

性・有効性について、「短期的にかつある程度

部の政治経済学者と彼らに共感する著者の斬

の抑制効果は持ちうるだろう。しかし中長期

新な問題意識に触発されて、『資本論』をリス

的にはその有効性に強い期待感を抱くことは

ク論の観点から捉え返した場合の私なりの理

できず、大手金融機関の利益追求、過度のリ

解を示しておく。
『資本論』ではリスクという経済学的範疇

スクテイクも、消費者に対する濫用的行動も、
そして金融危機の再発・TBTF機関の公的救済

は展開されていないが、利潤を求めて生産過

も、完全に防止するのは難しいと考える」と

程に資本を投下し資 本運動を 行う産業資 本

結論づけている。その理由として指摘するの

（産業資本家）が、固有の意味でのリスクを

が、圧倒的な資金力と人材を武器にして、自

担うことは自明であ る。彼ら は自らの企 業

らの金融収益拡大欲求に沿った金融制度の変

家・資本家としての経営能力を信じて自己所

更（規制緩和を含む）と金融政策運営を政治

有する資本を生産過程に投じるのであるが、

権力に遂行させてきた金融権力の存在である。

彼らが活動する資本主義的商品市場は弱肉強

終章では、この金融権力の行使の具体的事

食の世界であり、自分が投下した資本が実際

例として、グラス・スティーガル法の撤廃、

に一定期間後に利潤を伴って還流してくる保

CDSの規制緩和、投資銀行のレバリッジ規制

証はどこにもない。それどころか、周期的に

の緩和、今次の金融危機に際してのゴールド

発生せざるをえない過剰生産恐慌の局面では

マンサックスを中心とする大手金融機関に対

多くの企業が倒産し、それらの資本は過剰な

する支援・救済の政治プロセスが具体的に紹

資本として価値破壊される。資本投下が資本

介されている。金融化を「金融権力の発現形

前貸しと呼ばれる所以である。将来時点での

態」と捉える著者による「政治献金や天下り

利潤の取得を期待して絶対的価値を持つ貨幣

の制限などに加えて、金融機関の規模自体の

資本を生産過程に投じる資本家は、その意味

抑制、すなわちTBTF機関の解体（あるいは自

で固有の企業リスクを負っている。利潤を追

発的解体を促すような制度設計）を行わなけ

求する資本家が自らがリスクを負うことなし

ればならない」（213頁）との主張は、政治経

に資本投下をすることはできないのであり、

済学者の面目躍如の感がある。

企業リスクを負うことと資本家としての自己
責任とは表裏一体のものである。これは資本
を生産過程に固定させるか流通過程に投じる
かにかかわりのないことである。
ところで『資本論』が明らかにしているよ
うに、資本主義のいわゆる自由競争段階にお
いて平均利潤率が成立した。資本の投下部面
の違いを超えて、平均的な生産条件で生産す
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る資本家は産業資本家であれ商業資本家であ

は監督賃金として現象する）であり一般的貸

れ、前貸投下資本に応じて平均的な利潤を獲

付利子率よりかなり高い。利潤を生む企業活

得できるようになった。この平均利潤は、資

動に伴う企業リスク一般を負うのではなく、

本家の立場からすれば、企業リスクを担いな

貸手として信用リスクだけを担うにすぎない

がら自己資本を前貸しした自己（責任）に対

貸付資本家は 5 ％の利子に甘んじるべきだと

する「報酬」とみなされる。

いう関係が一般的に成立していたことを反映

しかし、自由競争段階においても、産業資

するものであろう。銀行資本は信用リスク＝

本・商業資本が得る平均利潤と銀行資本、す

貸し倒れリスクを最小限に抑えるために厳格

なわち利子生み資本が得る利子率（企業向け

な融資審査をし、プルーデンシャルな貸付に

の一般的な貸付利率）との間には均等化作用

腐心し、有担保原則を貫いたとしても、浮沈

は働かない。なぜなら、銀行資本と産業資本

絶えざる市場原理からして信用リスクをゼロ

（商業資本も含む、以下同様）との貸借関係、

にすることはできない。その面からは、貸付

利子生み資本関係では、銀行資本は自らの貨

資本家が得る利子は、彼が引き受ける信用リ

幣資本を生産過程（流通過程）に自己責任に

スクに対する「報酬」と言ってもよいであろ

おいて投下するのではなく、産業資本家に貸

う。なお付言しておけば、平均利潤率 ＞ 一般

し付けるにすぎないからである。利潤を生む

的貸付利率という上記の筆者の指摘は、銀行

企業活動は借手である産業資本家に委ねられ

資本が平均利潤率の形成に参加しないことを

るのであり、それとともに先の企業リスクも

主張しているものではない。

借手である産業資家が担うことになる。銀行

『資本論』体系でリスク論を位置づけると

資本は貸付に際して、一定期間後に利子を伴

すれば、まずはこのような形で、利潤を生む

って貸付資本を返済することを借手に約束さ

産業資本家の資本活動一般に固有の企業リス

せる。借手は資本運動の成功いかんにかかわ

クと貸付資本家が固有に担う信用リスクとの

らず、この約定を守らねばならない。自己の

区別がなされなければならないと評者は考え

資本を無所有の産業資本家に貸し付ける貸付

るが、著者はどうであろうか。

資本家＝銀行資本が、産業資本家が汗水流し
て生み出す利潤（もちろん実際に汗水流して
利潤を含む新価値を創造するのは賃金労働者
であるが）の一部として受け取る利子は、借

(2)マルクス経済学、『資本論』体系と保険
論

手に対して販売した資本という商品の対価な

著者は、金融化を主導した大手金融機関が

のである。それは、純粋に資本所有の果実な

リスクを元の市場的要素＝原資産から分離し

のであり、企業活動に対する報酬ではない。

て売買する新たな金融商品・金融手法である

その意味で、銀行資本＝貸付資本家は、資本

デリバティブに特別の理論的位置づけを与え

家の立場から見ても産業資本家に比べて不労

ている。ところで著者も認めているように、

所得を手にする「怠惰な資本家」にすぎない。

不測の事態に対してリスクヘッジする本来的

『資本論』の利子生み資本論では、当時の

手段は保険であり、現代においても保険商品

イギリスにおける状況を念頭において、産業

は企業にとっても個人にとっても最も一般的

資本家が生み出す平均利潤20ポンドのうち貸

なリスクヘッジ商品であり、保険業界が主要

付資本家に 5 ポンドの利子が支払われること

なリスクヘッジの担い手である。では、この

が想定されている。15ポンドの企業者利得は、

保険は、『資本論』ではいかに論じられていた

無一文の借手である産業資本家が資本機能の

のであろうか。残念ながら、『資本論』では、

報酬として手元に残す利得（それは最終的に

不測の事態である異常な自然災害に備えるに
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は、社会的再生産論の見地から余剰生産物の

同時的かつ相互的に行われる価値物の持ち手

一部が予備的な生産手段として独立に確保さ

変換であり、お互いの所有物が相互に移転さ

れていなければならないといういわゆる社会

れるがゆえに商品と貨幣の交換と呼ばれる。

的ファンドの必要性がきわめて簡単に指摘さ

これに対して、貨幣の貸借が行われる利子

れているにすぎない。そこでは、資本主義的

生み資本関係では、貸借市場に実際に登場す

な私的保険論が独自に展開されているわけで

る価値物は貨幣しか存在しておらず、貸付時

はないし、毎年巨額の保険料が流入してくる

点では貸手から借手に対して一方的に、すな

現代の保険業において、保険資本の主要業務

わちいっさいの対価なしに貨幣が譲渡され、

となっている蓄積される貨幣資本の管理・運

その後返済期限が来た時点で、契約に基づい

用の問題などはまったく論じられていない。

て今度は逆に借手から貸手へと貨幣（元本と

では資本主義的な私的保険制度は、マルク

利子）が一方的に譲渡される。それは価値物

ス経済学の立場からはどのような理論的位置

の移転が一方的に、かつ時系列的に行われる

を与えられるべきであろうか。言うまでもな

という特殊な流通形式をとっている点で、金

く、主に企業活動における不測の事故に対す

融的流通として通常の商品流通と形式におい

る損害を補填するために生成・発展してきた

て区別される。先の信用リスクとの関連で言

損害賠償保険も、個人の生活において様々な

えば、借手の将来時点での元本の返済能力、

形で起こりうる不測の死亡事故に対して残さ

利子支払い能力を信頼して、現時点で絶対的

れた家族の生活保障のために生成・発展して

価値物である貨幣を一方的に譲渡する信用関

きた生命保険も、共に保険契約者が一定の保

係である。『資本論』体系で、利子生み資本論

険料を支払い、それに基づき保険会社が保険

が銀行信用制度論の実体として概念化されて

事故が発生した場合に一定のまとまった金額

いるのもその理由による。保険取引では、保

を保険金として保険契約者に支払う内容の経

険契約者が保険料を保険会社に一方的に支払

済的取引である。ではなぜこの保険契約の担

った後で、保険契約に基づいて、保険事故が

い手である（リスクテイクする）保険業界が、

発生した一定の将来時点で今度は保険会社が

銀行・証券とならんで通常金融部門の 3 大部

保険契約者に対して保険金を一方的に支払う。

門の一つとして位置づけられるのかといえば、

保険取引は、保険会社の将来時点での支払い

そこでは明らかに通常の商品売買とは異なる

能力に対する信用に基づいて、一方的かつ時

流通形式の金融的取引、換言すれば貸借関係

系列的に価値物の譲渡が行われる取引関係で

＝利子生み資本関係と類似の流通形式が成立

あるというその流通形式からして、利子生み

しているからである。

資本関係の一形態とみなしうるであり、その

通常の商品売買の流通形式は、価値物とし
ての商品と貨幣との直接的な交換である。こ

点に着目して保険業は金融部門の一画に位置
づけられる。

こでは、企業間で相互的に行われる商業信用

だが、貸借関係と保険取引関係の類似性も

に基づく商品売買や現代では一般化している

そこまでである。両者は、その経済的内容に

個人のクレジットカードや消費信用による商

おいて根本的に異なっている。貸借関係では、

品購入は視野の外に置いておく。販売は価値

貨幣の一方的かつ時系列的な譲渡が意味して

物である商品の貨幣への形態転換（商品の潜

いるのは、資本という商品の売買関係である。

在的価値の実現）であり、購買は絶対的価値

そこで売られているのは一定額の貨幣である

物である貨幣の商品への形態転換（どんな商

が、それは、いかなる使用価値を持つ商品と

品とでも交換可能という貨幣が本来的に持つ

も交換可能であるという貨幣の本来的使用価

潜在的使用価値の実現）である。それらは、

値の属性において売られているのではない。

- 110 -

借手である無一文の産業資本家が求めている
のは、貨幣の追加的使用価値、すなわち平均
利潤率の成立を前提に一定額の貨幣は平均利
潤を生む力を持つという資本としての商品の
属性なのである。貸し付けられた資本の返済
時点で借手が貸し手に元本に加えて支払う利
子は、この資本という商品に対する代価（価
格）である。
これに対して、保険取引で売買されている
のは、不測の事態が発生した場合の経済的保
障であり、それが保険商品の使用価値である。
保険契約者が保険事故発生に先立って一方的
に譲渡する貨幣は、利子生み資本ではなく、
経済的保障という保険商品の使用価値に対す
る対価なのである。また、保険事故に対して
事後的に保険会社が保険契約者に支払う保険
金も、事前に支払われた保険料を利子生み資

価格 ¥3,456（本体¥3,200）
桜井書店（文京区本郷）（2016/03発売）
サイズ A5判／ページ数 270p
商品コード 9784905261278
NDC分類 338.01

本とみなしたうえでの元利払いではない。貸
借関係と保険取引関係では流通形式に一定の
類似性があるものの、両者はその経済的内容
において、平均利潤を生む力という使用価値
を持つ資本商品の売買と保険事故発生に対す
る経済的保障という保険商品の売買として本
質的に区別されるものなのである。
日本の保険論ではマルクス経済学が一定の
地歩を築いてきたが、保険の本質をめぐって
経済的保障説と予備貨幣説とがながらく対立
してきた。後者は、保険料－保険資金―保険
金という一連の貨幣資本の運動を利子生み資

(3)過度の金融の投機化をどう規制すべき
か－債務の証券化と資産の証券化と
の区別、CDO、CDSの欺瞞性

本としての運動として捉える立場である。経

最後に、金融の過度の投機化をいかに規制

済の金融化の一環として、保険資本が販売す

すべきかという課題について、それを考える

る保険商品も貯蓄性、利回り商品的性格を強

場合の評者の現時点での二つの問題関心を示

め、保険資本を機関投資家として利子生み資

しておく。その第一は、社債、国債、そして、

本論の延長線上に位置づける保険論が横行し

現代では利回り証券化している株式も含めて

ているが、経済的保障を伴わない金融商品は

債務の証券化と定義される既存証券と、CDO

保険商品ではないというのが、評者の基本的

に典型的に代表される資産の証券化、いわゆ

立場である。経済の金融化現象の一環として、

る証券化商品とは、理論的に厳密に区別され

リスク論をマルクス経済学のなかに理論的に

なければならない。貸付債権を証券化し、貸

位置づけようとする著者は、我が国における

借関係はそのままに貸手が貸付資本を回収で

この保険本質論争をどのように評価されるの

きるようになる証券流通市場の成立（債券流

であろうか。

通市場での継承取得者が新たな貸付債権者と
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なる）は、資本主義的な信用制度の発展の一

にではなく独立的に起きる事故であること、

形態である。これによって、貨幣資本の社会

またそれが起きた場合に経済的保障を行うに

的管理者であり、預金業務を独占する信用創

足るだけの保険契約数と保険料が確実に確保

造機関である銀行に依存することなく、企業

されるという意味での大数の法則が成立する

は最終的な資金の出し手である個人から直接

ことが前提条件だからである。CDSが対象と

に資金調達できるようになった。（間接金融か

していた企業に対する貸し倒れリスクは、そ

ら直接金融へ）。

れらの条件を満たすものではなかったのであ

だが、ABSに始まりCDOに至った資産の証

り、それがゆえに、金融保証商品は、米国で

券化の動きは、借手の側の論理ではなく、本

もモノラインとして特化されてきていたので

来企業に対して貸付を行うことによって信用

ある。CDSを大々的に売り出したAIGの経営

リスクを担う金融機関が、自らの社会的責任

判断が誤っていたことは明らかであろう。デ

を回避 してよりてっと り早く金 融収益を取

リバティブそのものに何らかの金融技術的な

得・拡大するために開発した特殊な金融商品

進歩性があるとしても、それがどのような分

である。著者も指摘しているように、CDOは

野で活用され、どの分野で活用されてはなら

貸し倒れリスクの大きい貸付債権を原資産に

ないかの経営判断、政策判断が重要である。

した証券化商品である。そうであるにもかか
わらず、それを組成した投資銀行等は、高い

（よねだ

信用リスクを遮断する手段と称してCDO債券
の償還順位に優先・劣後関係を導入し、CDO
自体を差別化し、それによってあたかも80％
を占めたトリプルAのトランシェにはまった
くリスクが存在しないかのように宣伝した。
CDOは高い信用リスクを隠蔽・偽装した証券
化商品である。このような投資家を欺く金融
手法に基づくCDOが米国の大手金融機関の共
同作業として開発され、世界中にばら撒かれ
たことが、今回の世界金融危機、ひいてはそ
れを惹起した過度の金融投機化の金融技術的
出発点なのである。金融投機化を引き起こし
た金融規制の緩和の歴史的な出発点として、
銀行と証券を分離したグラス＝スティーガル
法の事実上の撤廃が指摘されるが、その問題
の重要性は認めつつ、それとは別次元の問題
として資産の証券化の問題性、CDOの本質的
な欺瞞性を指摘しておきたい。
第二に、評者は、CDOの金融商品としての
欺瞞性を外部的に補完すべく開発されたCDS
（デリバティブの一種）は、経済的保障を本
質とする本来の保険商品ではないと考える。
なぜなら、保険会社が保険事故に対して経済
的保障を行う場合、当該の保険事故が集中的
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みつぐ

中央大学教授）

■書評■

ウォード・ウィルソン著、黒澤満日本語版監修、広瀬訓監訳

『核兵器をめぐる 5 つの神話』
（法律文化社、2016年 5 月）

山 田 寿 則
本書は2013年に刊行されたウォード・ウィ

問を提起する。すなわち、事実に基づけば、

ルソン（Ward Wilson）による 原著（Ward

核兵器の有効性は過大評価であり歴史的には

Wilson, Five Myths about Nuclear Weap-

証明できず、核兵器賛成派の考え方の多くが

ons, Houghton Mifflin Harcourt, 2013）の

神話、誤解、誇張そして誤りに基づいている

翻訳である。著者は、英米安全保障情報評議

と述べ、この「神話を明らかにし、事実を調

会（British American Security Information

べ、賛成派の見解が現実からどのくらいずれ

Council; BASIC）の核兵器再検討プロジェク

てしまったかを明らかにする」と本書の目的

トのディレクター兼主任研究員であり、これ

を明らかにする。他方で、核兵器反対派のほ

まで核兵器をめぐる思考と理論に関する多く

とんどの論拠が核兵器の恐ろしさと人間性に

の論考を発表している

(1)

。 同プロジェクトは

反するという点にあることを指摘し、この考

軍事・政治の道具としての核兵器の有用性を

え方に対しても、核兵器問題の解決には感情

再検討することを狙いとしており、その研究

的な苦悩も劇的な変化も必要ではなく、思い

成果は欧米の政府関係者に対しても発信され

込みや誤解を歴史的な事実を提示することで

ている

(2)

。翻訳は、長崎大学核兵器廃絶研究

センター（RECNA）に関係する研究者および

具体的に否定するという議論で十分だと指摘
する。

ジャーナリストによるものであり、本訳書は
RECNA叢書として刊行されている。

次いで、核兵器に関する 4 つの「乏しい経
験」とそれから生じた核兵器にまつわる考え

全体 の構成は 、日本 語版へ の序文 （原 著

方を紹介する。第 1 に広島・長崎への原爆投

者）、監修者（黒澤満）による解題にあたる

下とそれに続く日本の降伏という「衝撃」、第

「はしがき」につづき、序論、本論を構成す

2 に1950年代における水爆を含む米ソの核兵

る 5 つの章（神話 1 から 5 ）および結論から

器保有量の増大という「飛躍」、第 3 に50年代

なる。以下、序論から結論までを紹介し、続

半ばから70年代にかけての相次ぐ米ソの著し

いて若干の論評を加える。

い対立という「危機」、そして第 4 に70年代か
ら現在に至る時代における核兵器保有量の大

序論においては、まず、核兵器には「恐怖

幅縮小とおおよその核兵器国間の「平和」で

と必要性という 2 つの両極端」の間でのジレ

ある。これらの経験が核兵器をめぐる考え方

ンマがあるとしたうえで、恐怖が正当だとし

に大きな影響を及ぼしたという。第 1 の衝撃

ても、核兵器が必要だという信念に対して疑

により「核兵器は、他の兵器にはできない、
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相手に対し圧倒的な恐怖を与えることができ

多くないとして、恐怖や願望といった感情が

る心理学的なパワーを持っている」という考

現実的な分析の障害となっていると論じる。

えが生 まれ、第 2 の水 爆の開発 という「飛

政策と軍事力という観点から考えると、この

躍」がこの「核兵器のパワーを飛躍的に発達

問題の現実性と重要性が理解できるのであっ

させた」。第 3 の「危機」は、「核兵器は現実

て、核保有国の増加が、突然大規模な破壊が

の対立 の中で役に立ち うる」と いう教訓と

もたらされる危険性を高めるという事実を政

「核兵器は危機の間、それを抑える効果があ

策に反映させる必要性を指摘すべきだとする。

る」という教訓を生み、それが「核抑止」へ

また、急激な変化の追求は賢明ではないとの

の信頼 と「平和を推進 するのに 有益な道具

見解については、誤った考え方にしがみつく

だ」と の結論に結びつ いた。そ して第 4 の

ことの危険性を指摘する。著者は「事実は重

「平和」により、核兵器は危機のなかで平和

要であり、核兵器という極めて危険な領域で

を促進するだけでなく、全体として実際に平

は、事実を知ってどんなに不快に感じようと

和に役 立つとみられる ようにな ったという

も、事実を真剣に受け止めることによっての

（
「 4 部からなる物語」）。

み、本当の意味で慎重に対処することができ

さらに、核兵器に関する「仮説」が時間を

る」と論じる（
「実用主義vs.神話」）。

経て「神話」として定着したことを指摘し、

最後に、核兵器賛成派の前提にある現実主

神経科学研究に基づき、私たちは自らの経験

義は理論的には妥当であるとしつつも、問題

を「こうあるべき」との信念に合うように再

はその基礎となる事実にあるという。本書で

解釈し、事実を神話に作り替えるのであって、

は前記の 4 つの出来事（衝撃、飛躍、危機そ

神話にはアイデンティティを形作るパワーが

して平和）とそこから生まれた考え、および

あると述べたうえで、核兵器に関しては、強

この 4 つから生まれたもう一つの考え、即ち

力な神話が私たちの考え方を形作り、私たち

核兵器保持以外の選択肢はないという考えを

を事実から遠ざけ、核兵器政策を歪める結果

検討するとしたうえで、歴史的な経験を見直

となったと指摘する（「神話」）。

すことで核兵器に関する考え方を再検討する

また、私たちは核戦争をおおげさなメタフ

と述べる。著者によれば「本質的な議論、核

ァーで考えがちであり、核戦争を「世界の終

兵器に関する政策に変化をもたらすために必

末」というアナロジーで語ることが蔓延して

要な議論は、まだなされていない」のであっ

いると指摘したうえで、実際それは現実では

て、これまで「核兵器の有用性を綿密に、あ

なく、21世紀の軍事現象を宗教的予言や文化

るいは客観的に検証してこなかった」という。

的神話の観点から考えることの意味に疑義を

本書は「見せかけの現実主義ではなく、実用

呈する（「世界の終末」）。

的な問題に重点を置いた議論を始める」とし

そして、人類の好戦的態度と核兵器が人の

て、いまや冷戦は終結しており「冷静で詳細

道に外れているという観点からの核兵器反対

な調査に基づき、偏見を持たず、不愉快な真

派と、人間性の変化を否定し核兵器の必要性

実にも向かい合う勇気を前提とした議論を」

をとく 核兵器賛成派は 、ともに 「人々の姿

行うとする（
「 5 つの神話」）」。

勢」に問題を見出す点で一致していると指摘

「神話 1

原爆こそ日本降伏の理由」では、

し、こうした考え方は無意味であって、核兵

1947年 2 月のスティムソン論文がその後の核

器は「人間の性格」の問題ではなく、現実的

兵器についての考え方を形作り、核兵器の心

な問題だと指摘する。実用主義は経験を大切

理的影響力の重要性が国際関係の根本教義と

にする哲学だが、核兵器に関する研究では、

なったが、原爆投下で日本が降伏したと考え

事実に着目した実際的な解説に基づく研究が

ることには無理があるという。まず、アルペ

- 114 -

ロヴィッツに代表される広島をめぐる修正主

この点で、著者は、国民が爆撃に慣れ団結が

義の論争は、米国による原爆投下の正当性の

強まるとみた幣原見解や最高戦争指導会議で

問題であって、ここでは関係がなく、問題は、

も都市爆撃の衝撃についての本格的議論はな

原爆投下により日本は降伏を強いられたかだ

かったこと、原爆投下はそれまでの空襲の脅

という（「修正主義者」）。次いで、1945年 8 月

威と変わらないとした阿南大将の見解を紹介

6 日以降の出来事は、核兵器が国家に衝撃を

し、原爆投下が日本降伏に結びついたことに

与え威圧する能力は桁外れだということを示

疑義を呈する。

しているという見解が支持されているが、こ

第 3 に、原爆投下後の日本指導者らの最初

れには 4 つの問題点があるという（「伝統的解

の「反応」については、とくにソ連参戦前に

釈」）。以下、「タイミング」「規模」「反応」

おいて彼らが核兵器を警戒も恐れてもいなか

「戦略的重要性」の 4 節において説明される。

ったという。広島への原爆投下に対する日本

第 1 はタイミングであり、日本の最高戦争指

指導者らの反応は抑制的であるが、ソ連参戦

導会議が無条件降伏について初めて議論した

への反応は全く異なっていることを示したう

のは広島原爆から 3 日後の 8 月 9 日であり、

えで、高官らの言動・行動によればソ連参戦

日本の指導者らが広島を危機と感じていなか

が危機の要因であると主張する。

ったと指摘する（ 9 日の長崎原爆投下時には

第 4 に、広島原爆よりもソ連の対日参戦の

すでに最高戦争指導会議で降伏議論は開始さ

方が「戦略的重要性」では決定的であるとい

れており、同会議開催は長崎が動機ではない

う。つまり、1945年夏の時点で終戦に関する

という）。これを原爆についての認識の遅れと

日本の戦略的オプションとして、スターリン

する主張について反論したうえで、さらに別

の調停による外交的オプションと徹底抗戦に

の事実を指摘する、すなわち最高戦争指導会

よる軍事的オプションの 2 つが存在したが、

議は原爆投下後に開催を検討のうえ不開催と

広島への原爆投下はどちらのオプションも妨

なり、 9 日まで開催されなかったという事実

げていない点で決定的ではないが、ソ連の参

である。著者は、タイミングだけで見ると、

戦は両方のオプションを不可能にした点で戦

広島原爆投下が日本に降伏を強いたとは思わ

略的に決定的であったという。ソ連の対日参

れず、 8 月 8 日のソ連侵攻が日本の危機を生

戦でスターリンは調停者ではなくなり、精鋭

み出したと指摘する。

部隊が南部に展開していた日本にとり軍事情

第 2 の「規模」では、日本側から見れば必

勢への影響も劇的であったからだ。またソ連

ずしも原爆は大きな衝撃ではないことを指摘

の対日侵攻のため日本は戦争終結の決定を時

する。まず広島攻撃はこの夏の日本の他の都

間的に迫られたことも指摘する。さらに最高

市への通常攻撃の被害範疇に収まることを示

戦争指導会議の記録から日本の指導者たちは

す。次いで、数週間にわたって空襲が続くな

ソ連介入が決定的であるという結論に達して

かでの広島攻撃はそれほど目立つものではな

いたと指摘する。加えて、広島原爆の時点で

く、逆に、 1 つの都市破壊が日本人を降伏に

すでに日本は壊滅的打撃を受けていたとして、

追い込んだのなら、なぜ他の66都市の破壊が

原爆投下時のさらなる爆撃の威嚇は戦略的説

そうでないのかという難題が生じると指摘す

得力がないと結論する。

る。加えて、破壊された都市の写真からは核

前記 4 点にわたる反論がありながらも、広

兵器被害と通常兵器の被害の区別が難しいこ

島原爆が日本降伏につながったとの伝統的解

とを示しつつ（とはいえ日本の指導者らは区

釈が維持された理由を著者は日米双方にとっ

別していたはずだという）、都市爆撃が日本降

て心地が良かったためだと指摘する。敗戦を

伏への圧力となったという証拠はないという。

原爆のせいにすることで日本の指導者らは自
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らへの非難をそらすだけでなく、 3 つの具体

着した理由には広島・長崎への爆撃の影響が

的な政治目的に原爆は役立った。①天皇の正

あるとして、前章での主張を根拠に戦略爆撃

統性を保てたこと、②日本に国際的な同情を

が決定的であることに疑問を提起する（「戦略

集めること、③日本にいた勝利者である米国

爆撃は決定的か」）。第 3 に、都市の破壊は降

人を喜ばせたこと（天皇制廃止や戦犯法廷へ

伏には決してつなが らないと して、チン ギ

の懸念を背景とする）、である。原爆による戦

ス・ハンによる破壊と虐殺、30年戦争の事例、

争終結論は米国にも利益がある。米国の軍事

1943年の米英空軍によるハンブルク空襲およ

力の認識の広まり、外交の影響力の高まり、

び南北戦争の事例など、歴史的事実を指摘す

米国の安全保障の強化、原爆開発費用（20億

る（「都市の破壊」）。なおこれに関して「もは

ドル）の正当化である。また、日本降伏への

や第 2 次世界大戦ではない」（K・ドラム）と

ソ連の影響力が否定された背景として冷戦の

の反論を想定し、このような核例外論につい

存在も指摘する（
「心地よい物語」）。

ては、道具が違っても人間の本質は根本的に

では、天皇や日本の政府高官らは降伏理由

は変わっておらず、心を変えるのは難しいと

について嘘をついていたのか。著者は一般論

して、過去の教訓を否定する危険性を指摘す

として広範な陰謀は難しいとしつつも、日本

る（「歴史の利用」）。第 4 に、破壊と軍事的効

の特殊性を示唆したうえで、日米の歴史家た

果は同じではなく、破壊は戦争の勝利をもた

ちが高官らの証言・記録の信憑性を疑問視し

らさないことを指摘する。具体例として第 2

ていることを紹介する。また、軍・政府高官

次大戦時のスターリングラードの戦い、ナポ

の手記等を引用して原爆の物語が軍の恥をや

レオン戦争での1812年におけるフランス軍に

わらげるための隠ぺいであったと論じる（「隠

よるモスクワ侵攻および大戦末期の日本の68

蔽」）。

都市の破壊が挙げられている（「破壊」）。これ

最後に広島・長崎への原爆投下についての

らの理由から、著者は核兵器が必ずしも決定

「伝統的物語」には疑いがあり、日本の突然

的かどうか、戦争に有効な兵器かどうかはわ

の降伏は核兵器についての「神話」であると

からないとし、他方で核兵器の危険性からす

したうえで、なおこの出来事が核兵器の重要

れば、この点を曖昧にすることから賢明な政

性にとって根本となっていることを指摘する

策は生まれないという（
「結論」
）。

（
「結論」）。
「神話 2

「神話 3

危機を回避する核抑止」では、

水爆は『革命的な』兵器」にお

核抑止は機能するとの考え方をとりあげ、核

いて、著者は、広島原爆の「数千倍の」威力

抑止が危機的状況を安定した状況に好転させ

を持つと言われた水爆が戦争において真に決

たという見解は事実に基づいていないとして、

定的であるという点について以下の理由から

5 つの危機的状況での失敗例を検討している。

疑問を提起する。第 1 に、爆発エネルギーは

まず、核抑止概念について概説したうえで、

破壊規模と同じではなく、例えば、 1 メガト

核抑止は、効果がさまざまである通常の抑止

ンの核兵器は広島原爆（推定15キロトン）に

とは異なり、ほとんど完全に機能すると考え

比べて、爆発エネルギーは66.7倍だが、円形

られているが、これは真実とは限らないと指

の破壊区域にすれば、その直径は5.5倍にすぎ

摘する（
「核抑止」）。第 1 の事例はキューバ危

ないという。また、現在では核弾頭の小型化

機である。これはフルシチョフが核戦争の危

が進み、例えば米国製兵器の平均爆発エネル

機に抑止されたと論証可能かもしれないが、

ギーは175キロトン程度であり、広島原爆の10

ケネディが抑止されたと論証するのは困難だ

倍にすぎない（
「水爆革命」）。第 2 に、戦略爆

という。ケネディは、核戦争が起こり得る明

撃は決定的だという考え方が50年代までに定

白な危機を十分に認識していたにもかかわら
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ず、そしてその危機が米国の核の優位性によ

への手紙は核による威嚇とみなされ、核抑止

って軽減されるものではないにもかかわらず、

の成功例ともされることに対して異論を唱え

キューバへの海上封鎖を決断したからである。

ている。即ち、この手紙では①生物化学兵器

著者はこの点を指摘して核抑止は機能しなか

使用の禁止、②油田放火の禁止、③テロリス

っ た 事 例 だ と い う （「 キ ュ ー バ ミ サ イ ル 危

トによる米国・同盟国への攻撃禁止との条件

機」）。加えて、この期間に生じた核戦争を引

が示されているが、クウェート油田が放火さ

き起こしていたかもしれない 4 つの事件を紹

れ、スカッドミサイルでイスラエル市民が攻

介し、にもかかわらずケネディを思いとどま

撃されたのであって、条件②③は破られてお

らせることはなかったと指摘する（「異常接

り、まったくの成功とはいえないという（
「湾

近」）。第 2 に1948年のベルリン封鎖である。

岸戦争」）。最後に、核抑止の歴史は曲解され

B29爆撃機の英国再配備が対ソ抑止に成功し

ており、抑止の理論とその学派の権威こそが

たと論じられているとしたうえで、核戦争誘

事実を理解する能力に悪影響を与えてきたと

発の危険と米国の核独占を考慮しても、スタ

して、不愉快な事実は無視され、核抑止が機

ーリンがベルリン封鎖を始めることを思いと

能するという概念を強化する傾向にある危機

どまらせなかった点を指摘し、この点に関す

の一部分のみが注目されていると指摘する。

る関心の低さは奇妙だという（
「1948年ベルリ

核理論家は核抑止が通常抑止よりも信頼でき

ン封鎖」）。第 3 に朝鮮戦争である。この時期

るというが、危機の記録は核抑止は確実では

のB29爆撃機の英国や太平洋地域への配備と

ないことを示しており、壊滅的な全面核戦争

その成功をもって核抑止を擁護することもで

に発展する可能性を持つのであれば、核抑止

きるとしつつも、著者は、中国が朝鮮戦争に

は99.9%信頼できなければならない。核抑止

全面参戦したことを指摘して核抑止が劇的に

は通常抑止よりも信頼できるとは言えない可

機能不全に陥ってしまったという（なお、ト

能性があり、かかる核抑止への依存は無謀で

ルーマンによる太平洋へのB29急派の意図が

おろかな選択であると論じる（「結論」）。

不明であることから、中国への核の威嚇は暗

「神話 4

核兵器は安全の守護者」では、

示的であったと付言する）。著者はこの点が広

第 2 次大戦後の「大規模な戦争の不在」を根

く議論されていないことが最も問題だという

拠に、核兵器が一般的には安定を生み出し、

（
「朝鮮戦争」）。第 4 に1973年の中東戦争であ

より大きく言えば平和を促進しているとの主

る。米国が世界中で核戦力を警戒態勢に置い

張を検討する。著者はこの主張の問題点とし

たことが対ソ抑止効果をもったと論じられて

て、①何かが起らなかったことを根拠として

いることに対して、著者は別の問題を指摘す

何かを証明することは難しいこと、②平和の

る。すなわち既に当時イスラエルの核兵器保

時代を説明し得る他の要素があること、③欧

有が公知のものとなっていたし、イスラエル

州ではこれまでも長期間の戦争不在期間があ

のような小国では国家存亡の危機を感じやす

ることを指摘して、平和が続いた理由を確実

く、最後の手段としての核の報復攻撃を攻撃

に証明できる証拠はないという。まず、導入

側が危惧するのは当然であるにもかかわらず、

として著者は、核兵 器が「長 い平和（ロ ン

シリアやエジプトは対イスラエル攻撃を思い

グ・ピース）」をもたらしたとするガディスの

とどまらなかった点である。著者はこの抑止

主張を紹介し、これが欧米の視点に偏ったも

の機能不全（それも通常戦争抑止の失敗）が

のであるとしたうえで、多数の人々が支持し

広く議論されていないことが問題だと指摘す

ているが、以下のよ うに疑問 が残るとい う

る（「1973年中東戦争」）。第 5 は湾岸戦争であ

（「長い平和」）。第 1 に、そもそも「存在しな

る。この時の米国務長官によるイラク指導者

いこと」による証明のハードルはとても高く、
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最後の証明手段であることを指摘する。また

を紹介したうえで、過去70年間で人間の本質

「起きなかったこと」の原因を正確に証明す

において急激に決定的な進化が起こったと考

るのは困難であるとして、「火山の乙女」の物

えるに足る理由はないとする。壊滅的な戦争

語、新薬や航空機の安全性の事例を示しつつ、

に対する恐怖が長い平和に何らかの形で貢献

この証明法は悪用されすいことを示したうえ

してきたかもしれないが、そこから飛躍して、

で、何百万人もの命を危険にさらす状況で、

核兵器が平和を維持するもので、永続的に第

そのような不確実な証明は受け入れられない

3 次世界大戦を防ぐと断定するのは、歴史を

という（「火山の乙女」）。第 2 に、「長い 平

無視することだと結論する。ここでも、核兵

和」を説明する他のもっともらしい理由があ

器が確実に平和を担保できると完全に確信す

るとして以下 5 つの例を挙げる。①ロシアに

るまでは、勘に頼って何百万もの命を危険に

は大戦後の厭戦気分があり、米ロともに戦争

さらすことは無謀だと付言している（
「感情と

どころではない事情があったこと、②欧州で

戦争」）。

の経済統合の進展と緩やかに統合された単一

「神話 5

核兵器こそが唯一の切り札」で

国家化、③NATOとワルシャワ条約という巨

は、前記 4 つの神話から推定される第 5 の神

大で強力な同盟関係の存在、④国連による平

話を検討する。すなわち、①核兵器を「発明

和と国際協力の努力や共通の懸念事項に関す

されなかったこと」にはできない、②国際関

る条約とがもたらす緩衝効果、⑤歴史上、平

係における核兵器の重要性には定評がある、

和な時代は例外的なものではないことである

③核兵器が無敵だとのオーラが確立されてい

（「その他の理由」）。第 3 に、「長い平和」を

る、この 3 点を理由に核兵器廃絶は不可能だ、

もたらしたのは人間社会の漸進的な変革であ

という考えである。①については、核兵器を

るとのステーブン・ピンカーの『暴力の人類

「なかったこと」にはできない（「核の魔神を

史』での主張について、ピンカーによるアー

ランプに戻すことなんて不可能だ」）との議論

ノルド・トインビー批判に触れつつ、著者は

は的外れであると指摘する。技術は別の技術

少なくとも 6 千年に及ぶ人類史のなかの60年

で代替されるから、あるいはその技術がよく

間の証拠に基づき広範な結論を論じることは

ないから使われなくなる。真に問われるべき

無謀であり、「長い平和」は戦争の歴史に照ら

は核兵器が有用かどうかであり、核兵器が他

し合わせれば「短い平和」に過ぎず、短期的

の方法で得ることのできない真の安全保障を

証左を基に長期的な現象について判断を下す

提供するか、その安全保障が核兵器のもたら

のは良い 考え方ではな いと述べる（「『良 い

す危険性よりも大きいかどうかだと指摘する。

方』の天使」）。これに関連して、著者は、過

著者はこの魔神の議論は核兵器の支持者たち

去70年にわたる平和から結論を導くことに慎

には核兵器が魔法のように映っていることを

重となるべき理由として、長きにわたる平和

示すとしたうえで、核兵器は道具にすぎず、

を享受したビクトリア王朝の人々が第 1 次世

使用される状況によって有用性は変化するが、

界大戦に至った例を指摘して、人間は再三再

「核兵器が任務を遂行する上で正しい道具と

四、戦争への欲求を示しており、この欲求は

なるのはいかなる場合か」、そして「核兵器が

今は単に休眠状態にあるだけかもしれないと

正しい道具となる状況が起こる可能性はどれ

警告する（
「ビクトリア王朝の人々」）。最後に、

ほどあるのか」という実務的な問いが重要だ

核兵器によってこの攻撃的な傾向が抑制され

と指摘する（「核兵器という『魔神』」）。②の

てきたとの核兵器支持者たちの主張をとりあ

核兵器の定評、つまり多くの人々が核兵器に

げ、これに対して実際に核危機に関与したロ

価値があると言っているという点については、

バート・ケネディによる人間の暗黒面の指摘

核兵器を通貨になぞらえる主張を紹介しつつ、
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核兵器の価値は社会的に付与され集団化され

支出の削減である。次に、主要国の安全性強

た価値にすぎないことを指摘する。この点で、

化のために、核抑止崩壊に備えて米ロ核保有

実際に核兵器が有用であるか否かは問題では

の大幅（200～300発への）削減が不可欠だと

なく、核兵器の脅威はその実際の効果ではな

主張する。さらに、核兵器についての考え方

く恐怖心であることからすれば、核抑止が機

と政策を綿密に再検討する必要があると指摘

能することはあり得るとしつつも、どこかの

する（「核兵器の終止符」）。加えて、私たちは

段階で面と向かった検証がなければ真実は崩

核兵器に存在意義を与えたくなる欲求と願望

壊しかねないという。核兵器の価値基準を決

に打ち勝って、勇気と誠実をもって核兵器を

定する唯一のデータは広島であり、この出来

正面から見つめなければならないと説く（
「現

事を歪曲・解釈することで核兵器の価値を誇

実性」）。最後に、核抑止の全面的な再評価と

張してきたという危険性があると指摘して、

一般的な核兵器の研究が必要だとしたうえで、

核兵器の価値が極めて高く扱われる国際シス

核兵器が危険であることに疑問の余地はない

テムにはいかなる証拠もないと述べる（
「力の

が、核兵器の本当の価値に関する合意はまだ

通貨」）。③とは、前記の誤解があるとしても

成立しておらず、冷戦の危険と重圧がないい

核兵器には誇大化した名声があり、重要な側

まこそ核兵器を見直すチャンスであると指摘

面は、その名声であり、それが生み出す恐怖

する。核戦争を回避するために、人間性をい

であるというものである。これについては、

きなり変革する必要はなく、核兵器という現

イリアスのパトロクロスの物語を引用して、

実的問題を安全保障上の意義と有効性という

名声に依存することの危険性の観点から、真

ものさしで評価することが可能であり、賢明

の安全保障は名声が実際の能力で裏打ちされ

で慎重に歩を運ぶことに希望があると述べて

ている場合のみ達成されると主張し、現在の

いる（「次にするべきことは?」）。

高度警戒態勢にある核兵器配備状況からみる
と、そうした名声への依存は危ういとして、

以下紙幅の関係から簡潔に考察と論評を加

賢明な選択ではないと主張する（「名声」）。著

えておこう。まず、著者は核廃絶を推進する

者は、結論的に核兵器が黙示録の神話に取り

立場に立っていると思われるが、本書最大の

込まれてきた理由は核兵器に対する無力感で

特徴はその取組み手法にある。即ち、核抑止

あり、核兵器は道具にすぎず、核兵器が私た

を根拠とする核兵器維持の主張に対して、人

ちの運命を左右すると考えることは、無責任

道に基づく核廃絶論ではなく、核抑止論の前

と無行動という弊害をもたらすと指摘する。

提となる事実と認識を客観的に再評価すると

著者はケネディ米大統領の「平和へのスピー

いう立場から、その妥当性に疑義を呈すると

チ」を引用しつつ、最も困難な問題であって

いう方法論である。この手法は後述するよう

も、それが解決不可能であると信じる理由は

に核軍縮に対する人道的アプローチの限界を

ないと主張している（「人為的な問題」）。

補う点で補完的といえるが、他方でこれとの

「結論」では、このような「神話」に対し

一定の緊張関係も生じるように思われる。例

て、これから取るべき措置について論じてい

えば、広島・長崎原爆の被害を他の空襲被害

る。著者は、核兵器の即時廃止論に対しては

と比較して限定的に捉える点である。この点

慎重な立場を示し、まず、直ちにとるステッ

は人道的アプローチの立場からは異論が生じ

プとして「核の休日」即ち核兵器に関する作

うるかもしれない。もっとも、著者は原爆被

業の完全停止を主張する。これは①新たな核

害が非人道的ではないと述べているわけでは

兵器入手国が現れないことを保証する努力、

なく、現実の戦争の帰趨にとり決定的である

②新規核兵器システムの開発停止、③核兵器

わけではないと指摘しているにすぎないこと
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にも注意が必要だろう。核兵器の危険性から

思われる。

みて、このように戦略的効果が不明な兵器に

最後に、現在の人道に基づく核軍縮の主張

安全保障を依存することのリスクを指摘して

と実行との関連で本書は極めて実践的意義を

いる（神話 2 ）。このような指摘に対しては、
核兵器の警戒態勢低減等を通じてリスク管理
が可 能 だ とする主張が あり 得るし 、実際、
NPT（核兵器不拡散条約）再検討会議等の核
軍縮外交の場ではデアラーティング（警戒態
勢低減・解除）は強く主張されている。
次に、著者は、核抑止論の実効性を全面否
定する手法をとらない。著者は①キューバ危
機、②1948年のベルリン封鎖、③1973年の中
東戦争、④朝鮮戦争および⑤湾岸戦争の事例
をとりあげ、核抑止が機能していないことを
指摘する。つまり、相手国の核保有ないしは
威嚇はそれぞれ①ケネディ、②スターリン、
③シリア・エジプト、④中国および⑤イラク
の行動を思いとどまらせなかったことを指摘
する。しかし、キューバ危機についていえば、
米国による核抑止がフルシチョフによるミサ

黒澤満日本語版監修・広瀬訓監訳

イル撤退決定に影響したかという点について

定価：本体 2,500 円＋税

は結論を下していない。むしろ著者の主張の

法律文化社 (2016 年 5 月 ）
ISBN978-4-589-03775-6

A5 判・ 173 ページ

力点は核抑止論の全面否定ではなく、これが
確実に機能するとは言えないことを論証する
ことにある。抑止破綻の際の核兵器使用のも
たらす被害は甚大であるという点からすれば、

持つように思われる。2010年ごろから非核兵

核使用への抑止は完璧に機能しなければなら

器国と市民社会の中では人道に基づき核軍縮

ない。この点からすれば、核抑止が機能して

を進め、核兵器を禁止・廃絶するという主張

いないという反証を挙げるだけでよい、と著

が提起されてきた。この人道的アプローチは、

者は見ているようである。しかし、本書で検

2016年に入り国連総会の下に設置された核軍

討される事例は、核保有国が相手国による平

縮に関する公開作業部会（OEWG）が総会に

時における危機をあおる行為（①②）および

対して核兵器を禁止する法的文書の交渉会議

通常兵器による攻撃やある種の交戦行為（③

を2017年に招集することを勧告するという成

～⑤）を抑止し得なかったという例にとどま

果をもたらした。だがこの勧告には日本を含

る。このような議論は、現在、核兵器の先行

む核兵器依存国は同意しなかった。安全保障

不使用政策や「唯一目的」政策など核兵器の

上の懸念に基づき当面は核兵器が必要である

役割低減が議論されている文脈においては、

との反対論からである。これまでの議論を通

かかる政策選択を促進するという一定の意味

じて核軍縮をめぐって少なくとも国家間レベ

を持ち得るが、核兵器のない世界の実現とい

ルでは、人道的アプローチを支持する国が多

う観点からすれば、核抑止論についてのより

数派を構成しつつあり、これに核兵器国およ

広範かつ精査された議論が必要であるように

び核兵器依存国等の少数国が安全保障の懸念
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を論拠に抵抗する構図が形成されてきている。

miis.edu/opapers/pdfs/delegitimizing_nuclear_

人道的アプローチによって、核兵器国や核依

weapons_may_2010.pdf）は、日本でも翻訳紹

存国は、核保有の目的を安全保障に依拠して

介されている（浦田賢治編著『核抑止の理論

正当化せざるを得なくなり、それ以外の正当

国際法からの挑戦』日本評論社、2011年所収）。

化要因を提起しにくくなっているとみること

( 2 ) 本研究プロジェクトのサイトは以下を参照。
http://www.rethinkingnuclearweapons.org/

ができる。核兵器を本書でいう「力の通貨」
とみなして、保有を正当化するという主張は、
少なくとも現在のNPTや国連を舞台とする核
軍縮の議論では流通性を失いつつあるのかも

[付記]

しれない。とすれば、人道的アプローチは核

行不使用政策の採用が検討されたが結局実現

オバマ前米政権下では、核兵器の先

軍縮をめぐる言説のリフレーム（再構成）に

せず、トランプ現政権下では核態勢見直しが

ある程度成功してきたと言えよう。人道的ア

進行中である。

プローチのひとつの狙いは、このように言説

他方、現在国連の下で核兵器禁止条約交渉

をリフレームすることで立証責任を転換する

が進行中であり、2017年 7 月には条文が確定

ことにある。核兵器の非人道性を前提とする

する見通しとなっている。

ならば、非人道兵器に依存する側が保有の正
当性を立証しなければならなくなる。この点

（やまだ

からすれば、核抑止論の実効性の検証におい
ても、立証責任は抑止肯定側にあり、否定側
は反証を示すだけで十分であると言える。こ
のようにみるなら著者の主張は人道的アプロ
ーチと有機的な補完関係を構築し得る。後者
が核兵器維持の理由を安全保障論に追い込み、
かつ証明責任を維持派に課すことに成功でき
ているとすれば、本書における問題提起と考
察は核軍縮の推進に有効に機能するだろう。
日本は、唯一の戦争被爆国として核兵器の
非人道性を経験しながら、厳しい安全保障環
境を理由になお核兵器に依存し続けている。
著者はこのような日本には「核兵器に関する
真実を直視し、核兵器に関する真実を伝える、
特別な責任がある」という（日本語版への序
文）。かかる日本においてこそ、本書は、広く
読まれるに値する。
（2016年 8 月29日脱稿）
注
(1)

例えば、著者がモントレー国際大学ジェーム

ズ・マーティン不拡散研究センター在籍時に発
表した共著による「核兵器の脱正統化 核抑止の
妥当性を検証する」と題する報告書（http://cns.
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としのり

明治大学兼任講師）

■書評■

アベノミクス｢特区型再開発｣と市街地再開発の批判的検証
岩見良太郎著

『再開発は誰のためか』
－住民不在の都市再生－
（日本経済評論社、2016年）

小 宮 昌 平
三菱地所による東京駅北側の大手町常盤橋
街区での再開発プロジェクトが、この 4 月に
始動した。巨大ビル 4 棟のうち最後に建設予

■ 「特区」をテコに権力的な再開発

定のビルは高さ390メートルと日本一となる。
この開発事業で供給される事務所面積は、都

その 第Ⅰ部（企業主権 の 都 市開発 を問う

心 3 区（千代田区、中央区、港区）で 1 年間

─アベノミクスは都市をどのように変えよ

に供給されている事務所面積に相当する。10

うとしているのか）では、頂点としての上記

年後の2027年に完了予定のこの事業は、国の

の都心超開発（アベノミクス超開発）にいた

お墨付き中のお墨付きの国家戦略特区のプロ

るまでの、国土政策、都市政策、都市開発政

ジェクトであると同時に、周辺エリアを金融

策の新自由主義的深化の経過を、必要な証拠

やビジネスの交流拠点とするという東京都の

資料を示しながら総括している。

「東京国際金融センター」構想の一翼でもあ

それ は中曽根民活のな か で 芽生え 、小泉

る。2020年のオリンピック・パラリンピック

「都市再生」で本格的になる。小泉都市再生

に対応するという開発も進行する。そしてそ

は「金融再生」と結びついて登場した。バブ

れら全体の計画を支える道路網、鉄道網の建

ル後の地価下落が金融機関の不良債権処理の

設も同時に急速に進む。

妨げになっているから、都市開発の活性化に

このような都心の超開発を頂点とするアベ

よって土地を流動化し、それによって不良債

ノミクス都市改造は、「企業が最も活動しやす

権処理を促進するという言い分も明示された。

い」都市を目指し、その事業はもっぱら「開

この都市再生には、東京の周辺地域を広範に

発企業が利益を上げうる」方式で進められて

取り込む石原慎太郎都知事の「東京構想

いる。開発企業の利益（開発利益）はどのよ

2000」が呼応した。そして「都市再生特区」

うにして生まれ、どこにどのように流れてい

をはじめとするさまざまな「特区方式」の導

くのか─岩見氏の著書はこうした課題に取

入による規制の事実上の廃棄へと展開する。

り組んでいる。開発企業の得る利益、その源

安倍内閣が打ち出した成長戦略の「国土・

泉こそ問題なのである。

都市版」である「国土デザイン」「国土計画」
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の方法は、地域のコンパクト化構造（地域の

うなものだ。

センタ ーへの機能集中 とその周 辺という構
造）を全国に広げ、それらをネットワークで
つないだリージョンの「コンパクト＋ネット

■

アベノミクス開発の危うさ

ワーク」である。東京と名古屋・大阪を 1 時
間で結ぶリニア新幹線ができれば、人口6000

第Ⅰ部の 6 （危うさのなかの暴走─アベ

万人の首都・首都圏を核とするスーパーメガ

ノピックス都市再生）では、都市再生の活況

リージョンへの集中ができあがる。これまで

にもかかわらず、またオリンピック・パラリ

の何次かの国土総合開発政策にあった「国土

ンピックを迎えるなかでの建設事業の活況期

の均衡ある発展」は完全に放棄された。

待にもかかわらず、その今後は大変危ういも

第Ⅰ 部の 1 〔 アベノ ミクス の国土 改造 戦

のであることが指摘される。この大改造は、

略〕、 2 〔アベノミクスの都市開発戦略〕、 3

実需の面からいっても、公財政の面からいっ

〔
「選択と集中」の都市開発─その極みとし

ても危険なかけである。岩見氏は、オリンピ

ての特区方式〕は、以上のような特区方式に

ック後のオフィスビル供給過剰などを心配す

よる都市計画規制緩和の異常さを詳しく取り

る森ビル社長の次のような言葉を紹介してい

扱っている。

る。「オリンピック前に好景気の山、つまりそ

プロジェクトの提案、それに即応した規制

の後の“崖”を築いているような感覚だ。そ

の緩和、実際の計画立案・提案、そしてその

の後どうなるか。日本の潜在成長力が 1 ％程

認可まで、事業者には至れり尽くせりの便宜

度の状態であることを考えれば、需給のバラ

提供がある。そこには第三者的なあるいは客

ンスが崩れ、日本経済がひっくり返るぐらい

観的なルールは存在しなくなってしまう。

の異変が起きるのではないか｣。

都市再生緊急整備地域を指定する政令を立

アベノミクス都市開発制度に関する本書の

案し、地域整備方針を定めるのは都市再生本

記述は、特区その他にかかわる地域で、傍若

部であり、その大元の基準となる都市再生基

無人といってよい大手開発業者の振る舞いの

本方針を作成するのは内閣総理大臣である。

不当さを、法令その他の具体的条項にもとづ

顕著な国の主導性のもとに、特区では開発の

いて明らかにしている。地方自治体、地方議

プラン、計画の作成とその承認に至る手続き

会が関係する住民と共に闘う上で、なくては

その他の超緩和と開発事業者の手への事実上

ならない武器として役立つだろう。

の移管が行われる。そして「国家戦略特区」
にいたっては、区域ごとの「区域方針」を内
閣総理大臣が定め、担当大臣、関係自治体の

■

長、事業の実施予定者からなる「国家戦略特

都市計画規制緩和の進行と
その諸結果

別区域会議」が設けられて計画の審査等を行
う。竹中平蔵氏はこの「国家戦略特区会議」

第Ⅰ 部の 4 〔強まる資 本 に よる空 中・地

を「独立ミニ政府」と呼んだという。岩見氏

上・地下支配〕では、アベノミクス特区方式

によれば、それは民間企業が操る「傀儡（か

以前にすでにさまざまな形態、分野、程度で

いらい）ミニ政府」にほかならない。国家の

実施されてきた都市計画規制緩和と、それに

直接関与による開発事業者優先性（独占性）

よって実現された諸結果はどうだったのか、

の確立である。新自由主義国家は、「市場が存

その開発利益は誰の手に、どの程度入ったの

在しない場合には、そこに市場そのものを創

かが具体的に分析される。公共施設の上下の

出する」というハーヴェイの指摘の見本のよ

民間への開放、公共の道路の立体的区域を指
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定して道路と建物の一体的整備を可能にする

も出てきてきている。個人によるこれらの大

制度、 立体都市計画、 さらに「 空中権の売

衆化の動きは窮極の不動産金融化であり、そ

買」などである。「空中権」といえば東京駅の

れは膨大な額の個人資産の投資運用を促進し

大改装の資金が、容積率の販売によって調達

たい政府にとって望ましいことであろう。し

されたことが顕著な事例である。東京駅のあ

かし、それがどのような結果を生む可能性が

る地域の容積率上限と比べて、高層ビルでは

あるかは、リーマンショックの火付け役とな

ない東京駅の容積率は格段に少ない。そこで

ったアメリカの住宅投資金融であるサブプラ

このその余り分を開発企業に販売する。開発

イムローンの破綻が示している。

企業は基準の容積率を超える高層の建物を建

生活 環境のためではな く 金 利収入 目的の

築することができる。これが可能になったの

「市民ファンド」に よるによ る「まちづ く

も、この容積率の交換・販売をできる距離的

り」さえ意図されており、こうした不動産金

範囲の拡大という規制緩和が行われたからで

融の大衆化を、岩見氏は別のところで、生活

ある。

し勤労する市民から企業的市民への転化と呼

この章ではオリンピック選手村の開発や築

んでいる（『政経研究』№102、2014年 6 月、

地市場の豊洲移転関連の土地問題も取り上げ

巻頭言など）。金融的・新自由主義的政府はそ

られている。

れを促進しようとしている。

バブル経済などを通じて「土地の金融資産
化」がいわれて久しいが、 5 〔金融資産化す
る都市開発〕では、開発事業そのものの金融

■

市街地再開発の総ざらい

資産化が扱われる。公共施設の建設・維持管
理・運営を民間を活用するPFI、民間資金を活

第Ⅱ部（再開発利益を問う─利益はどこ

用し公民連携で公共サービスを行うPPPなど

から生まれ、誰が手にするか）は、市民を巻

がとりあげられる。不動産の金融化を代表す

き込んだ市街地再開発、それによる開発利益

る も の と し て J-REIT（ 日 本版 不 動 産投 資 信

の行方を、実際に行われた事業の結果の詳細

託）と私募ファンドがある。私募ファンドは、

な分析から明らかにしている。

再開発や大規模商業・流通施設などを建設す

冒頭では、1969年に制定された都市再開発

る資金 を調達すること を目的に 機関投資家

法にもとづく市街地再開発により、区域内に

（銀行、保険、年金基金、事業法人）が出資

ある権利者が権利変換（権利者の土地・住宅

するファンドであり、J-REITは、投資口と呼

所有権を再開発ビル の床の権 利に置き換 え

ばれる株式を一般に販売し、所有するオフィ

る）をする際に示される「権利変換した場合

スビルやマンション、商業施設から得られる

の開発利益の試算」が例として紹介される。
市街地再開発事業は数多く実施されてきた。

賃貸収入を配当する。アメリカを手本に2001
年に導入されたが、日銀の異次元緩和施策の

集中しているのは 3 大都市圏である。一般に

買い入れ対象となってすっかり市民権を持つ

流布されている再開発の趣旨は、①敷地の共

ものとして定着し、もととなる建物（商業施

同化・高度利用により公共施設用地を生み出

設が多いがマンションもある）建設のための

す、②もとの権利者の権利は等価で新しい再

土地購入によって地価動向を左右するまでに

開発ビルの床に置き換えられる（これを「権

なっている。

利床」という）、③高度利用で新たに生まれた

現在の低金利のなかで、J-REITの投資口を

床を処分し事業費に充てる。もとの権利者の

個人が買ったり、資産の運用先として東京湾

権利は保障され、しかも増えた床を売ること

岸地域の新設高層マンションの部屋を選ぶ人

によって事業費をまかなう、という結構ずく
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めである。

引き上げによって17,130㎡×600（％）となる。

再開発事業は開発利益を生むための「営利

それだけ多くの住宅を供給できることになる。

事業」であり、しかもその利益が参加者間に

もともとのこの土地の価格は 1 ㎡当たり60万

不平等のある「共同事業」である。

円であった。だから容積率の上積みよって増

ところが「営利事業」であるにもかかわら

加する利益は、

ず、単独では「営利」が得られず、それに関

現在地価×宅地面積×上積み容積率＝6000

連する数々の補助金付き事業を結びつけるこ

万円 / ㎡×17,130㎡×333(％)＝約340億円と

とにより「営利」が確保されている。補助金

なる。容積率の上積みによって340億円の開発

を多く注ぎこむことによって「開発利益」が

利益が得られる。

かさ上げされているのである。

岩見氏は、「地価神話」健在のころ、著書

以上のように、本書は、アベノミクス超再

『土地資本論』（自治体研究社、1989年）で、

開発などに対する、法的・行政的諸側面から

同じ面積の宅地でも、平屋でなく何層かのマ

の分析を通じる実際的な批判を展開する上で

ンションを建てれば、それだけ住宅供給が増

の基礎的資料・文献であるとともに、広く進

えるから地価は下がるはずであるという見解、

行している住民を巻き込んで都市再開発と住

だから宅地価格を下げるには宅地供給を増や

民の立場から対抗するための実際的・具体的

せという論者たちに反論した。

なよりどころを提供するものとなっている。

住宅需要に対する供給量の絶対的不足の状
況の下では、住宅価格は需要者の「欲求と支
払い能力とで決まる価格」（マルクスの「独占

■

本書の理論的立脚点１
「土地資本」論、不動産資本論

価格」）に固定される。事実、当時の住宅価格
は平均年収の 5 倍程度が標準とされていた。
よほど大量の、しかも低価格の公共住宅が適

工場跡地の再開発によって数万人が住む高

切な地点に一気に供給されれば別であるが、

層マンション街に変身した川崎市武蔵小杉地

限られた地域での個々のマンションの供給増

区の例が、本書の第Ⅰ部の 4 で紹介され、そ

加数は需要数に比べれば無視できる（ネグリ

こでは「開発利益」の源泉は開発による地価

ジブル）程度であって、需要供給曲線を変動

上昇であること、容積率の引き上げによって

させない。住宅価格は下がらず、その分だけ

地価上昇が生み出され、それが源泉になるこ

住宅販売総収入が増え、開発利益として、地

とをわかりやすく示している。

価の上昇分としてマンション供給者の手に入

小杉二丁目の都市計画による指定容積率は

る。だからマンション供給はかえって地価の

267％（商業地域400％、第一種居住地域200％

上昇に寄与する。こ の開発利 益は「独占 価

の面積按分）であった。これを用途地域の変

格」の独占地代（その資本還元が地価）への

更で400％に上げる。さらに新たな開発の地区

転化である。こういう「独占価格」としての

計画（公共空間を設けるなど）による加算200

住宅価格水準は現在でも大きな変化はなく、

％を加えて、合計600％にした。容積率の増加

武蔵小杉の場合にもそれが通用し、上記のよ

によって一定面積の土地の上に建築可能な建

うな開発による利益の増加となっているので

物の床面積は増加する。

ある。

この地区内の計画宅地面積は17,130㎡であ

一般に土地資本の投下は地価の上昇であり、

る。もともとの容積率では、この土地の上に

「独占価格」という条件はなくても土地資本

建 て る こ と が で き る 住 宅 の 総 床 面 積 は、

の投下は地価を上昇させる方向に働き、その

17,130㎡×267（％）だった。それが容積率の

増加分が「開発利益」として事業者の手に入
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る。ただし、住宅以外、たとえばオフィスな

る建造環境だけでなく、人と人との関係から

どの場合は、価格（オフィス賃料の資本化）

生まれる社会環境、都市は関係性＝共同性に

は、需 要者の欲求と支 払い能力 に依存する

由来する。都市は本来的に共同性＝公共性を

「独占価格」ではなく、需要と供給との関係

持っている（都市の本源的公共性）。

で価格は上下する。

③まちづくりはそのような都市をつくるた

住宅にしてもオフィスビルにしても、そこ

めの活動である（まちづくり公共性）。

に投下される資本は、土地と不可分に結合し

④制度としての都市計画は、まちづくりを

た資本であり、これをマルクス『資本論』は

支える重要な基盤ではあるが、まちづくりを

「土地資本」と呼んだ。岩見氏は上記『土地

都市計画に解消し独占させてはならない。

資本論』で、適地として現存する土地に建物

本書では、「新しいまちづくり」について、

などを建てる「土地利用実現」、埋立や整地を

同氏の前著『場のまちづくりの理論 ─現代

行ってより高度な土地利用を可能にする「土

都市計画批判』（日本経済評論社、2012年）を

地利用転換」、道路や鉄道を建設して関連する

参照してもらいたいと書いている。同書は現

土地の利用価値を高める「土地利用増進」と

代代都市計画の思想そのものの批判、それを

いう土地資本の諸機能を分析し、そのうえに

克服する人間的活動の場としての都市の理論

立って、日本の不動産資本（私鉄系不動産資

を展開している。現代都市計画の欠陥は、「機

本）の運動を明らかにし、それらが普通の産

能・空間主義、反自然・人工主義、反地域・

業資本の利益を上回る超過利潤（開発利益）

普遍主義、意味排除・客観主義にある。

を手にする仕組みを示した。上記のような住

現代都市計画における「意味排除・客観主

宅建設による超過利潤（開発利益）の発生の

義」に注意したい。現代都市計画に本質的に

しくみの解明はその一例である。

欠けている要素である「住民の活動を通した

本書では開発利益の理論問題は意識的に省

都市への能動的働きかけ」の構造と諸様相を、

略され、『土地資本論』を参照するよう求めて

「記号論」「意味論」を駆使して解析し、都市

いる。上記は私がその理論のごくごく簡便に

計画はこの能動的働きかけ、すなわち「住民

した紹介である。

による都市創造」を「不可欠の要素」として
組み込んだものでなければならない ─これ
が岩見氏の主張である。「日々の暮らしの中で

■

立脚点２
現代都市計画思想の批判

の住民による、無数の活動をとおした都市へ
の能動的働きかけ、つまり、住民による都市
創造が、都市計画の方法論に、その不可分の

本書の第 1 部の 7 （破壊されるくらし・地

要素として組み込まれていない」。

域・民主主義）は、「都市計画の公共性」が問

近代都市計画は、都市は「諸機能の合理的

い直されている。アベ特区政策を頂点とする

体系として人間の理性により構築できる」も

都市計画規制緩和は「都市計画の公共性」と

のということを原理としている。都市は「人

根本的に矛盾する。

間の理性を体現した一つの普遍的原理に導か

対置すべきものは〈まちづくりの公共性〉
である。

れて」形成されるものであって、「住民の多様
な声」にもとづいてつくられるものではない。

①都市はくらしと活動の場であり、市民は

だからそこでは住民は都市創造の主体ではな

そこで生き生きと暮らす権利、そのようなま

い。彼らは都市に適合して生きる受動的な存

ちづくりをする権利を有する。

在」であるということになる。

②くらしと活動の場は、建造物の配置によ
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都市をシステム空間としてとらえ、機能要

素に分解し、その再結合によって効率的なシ
ステムをつくり上げる。「住宅は住むための機
械」（コルビュジェ）であり、都市の機能は
「働く」、「住む」、「憩う」、「交通する」とい
う四つのカテゴリーに区分され、それらの機
能を効率的に発揮させるために、ゾーニング、
交通・歩車の立体分離など、徹底した機能分
離をおこなった。普遍的で、ある意味では非
個性的な人間を前提として、その道具として
の都市を計画する、これがコルビュジェであ
る。

■

立脚点３
基底としての人間活動
（生命活動）

身分だとか家柄とか、古い「個性」から離
脱した人間一般を前提として、それに対応す
る近代都市計画。こうした人間一般の生成は

価格 ¥3,780（本体¥3,500）
日本経済評論社（2016/10発売）
サイズ A5判／ページ数 240p
商品コード 9784818824478
NDC分類 518.8

近代資本主義の全面展開の成果であった。そ
うした「人間」に対応するものとしてコルビ
ュジェの近代都市計画がある。しかしそれは、
普遍性・一般性に埋もれた人間に対する機械
的対応であって、それに囲まれた世界は、都
市の歴史・文化論の泰斗マンフォードのいう
「後史人」（それまでの歴史の成果として生成
した人間）の世界である（
『人間─過去・現
在・未来』久野収訳、岩波新書、1984年）。

のまちづくり』は、人間の生活＝生命活動の

近代都市計画は「人間のための人間による

社会的性格をマルクスに依拠して確認してい

都市計画」を標榜し、実際にもそうであった。

る。「全面的に発達した個人」、それを可能に

しかし その「人間」と は「人間 なるもの」

する必要労働時間の短縮、「自由の王国」の拡

（der Mensch）、「抽象的普遍的人間」であっ

大への展望、そのような活動の場となり環境

て、「さまざまな職業、境遇、素質、資質、感

となる都市 ─ 岩見氏の都市論の基底にはこ

性をもち、それぞれの願い、生き甲斐を追い

のような人間観がある。

求めて、日々の生活を生きるリアルな個人」
ではない。

（こみや

こうして都市計画批判は「人間とは何か、
その発展とは何か」というところに行き着く。
岩見氏の『土地資本論』は土地資本をマル
クスのいう「自然の人間化」の一形態として
位置づけることから始まっていた。前著『場
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しょうへい

研究員）

政治経済研究所主任

について論じたのち、今日、輸出依存的「経
編

集

後

記

済大国」路線が行き詰っており、国内資源産
業の復活と地産地消による地域循環経済への

△…近年、国際政治経済社会情勢や国内

日本経済の転換を図らなければならない、と

政治経済社会情勢は混とんとしてきてい

問題提起している。

る。人々の経済格差の拡大は政治的不満

△…論文の最初のものは利潤率の傾向的低下

と 対 立 を 深 め 、 投 機 的 金 融は な く な ら ず 、

法則を日本資本主義との関連で捉え直したも

国際社会は平和に対する脅威にも直面し

のである。マルクスの主張した利潤率の傾向

ている。国家機関でもなく営利企業でも

的低下法則に対しては置塩氏の反論がある。

ない公益財団法人としての本研究所が本

筆者は、高度成長期には利潤率は上昇したが、

誌を発行しており、本誌が公益に寄与す

高度成長終了後は利潤率の傾向的低下法則が

ることを目的として世界や日本の現状や

貫徹する世界へと変貌した、と論じている。

行方を科学的に分析する論文を掲載し公

△…第 2 論文は過労死防止対策を検討したも

表するという役割はますます大きくなっ

のである。本論文は過労死を防止するために

ているといえよう。本号においてもこの

は長時間労働をなくすることが必要であり、

ような課題に大いに寄与する論文等を収

このためには、労働時間と業務量の適正な把

録することができた。

握が必要であると主張しており、過労死関連

△…本号では、巻頭言、特集論文 1 本、論文

職種の労働時間の現状確認、労働時間と仕事

2 本、研究ノート 2 本、書評 6 本、随想を掲

量との関係についての経済分析を行っている。

載している。今日の政治・経済・社会のあり

近年の「ワーク・ライフ・バランス」(仕事と

方を根本的に問うスケールの大きな問題を取

生活との調和)論 に対しては、「業務量の 管

り扱った論文、限定的、専門的なテーマの枠

理」が欠如していると批判している。

を超えた本や理論・歴史・現状分析を総括的

△…本誌が読者に興味深く読まれるようにす

に取り扱った本などに対する書評、さらにい

るために「随想」も掲載することとなってい

えば、深く掘り下げた論文や書評という、本

たが、近年では書き手が容易に見つからなか

誌にふさわしい研究成果を本号にも掲載でき

ったために「随想」は休載が続いていた。本

たのではないかと考えている。

号ではようやく学童集団疎開に関する体験を

△…今日、IoT、ビッグデータ、人口知能等

まとめたものを「随想」として収録すること

の技術が注目されているが、「巻頭言」では、

ができた。

これらの導入を「第 4 次産業革命」と規定す

△…過去・現在の調査・研究・資料を渉猟し

ることには大きな問題があり、これらを生産

分析しているが自説が十分に展開されていな

様式への移行の観点からとらえなければなら

いもの、調査・研究に不十分さが残っている

ない、と述べている。

ものを「研究ノート」として発表することが

△…本誌では投稿論文以外に本誌が重視する

ある。筆者が完成度は十分でないと考えて研

テーマについて継続的に依頼原稿を収録する

究ノートとして研究成果を公表したものであ

こととしている。本号から「地域特集・地域

っても読者から見れば研究水準が高いものも

の問題」を連載特集として取り上げることと

ある。研究ノートが「学術論文」よりも水準

した。本号ではその最初のものとして、地域

が低いとは必ずしも言えない。

循環経済に関する論文を掲載した。この論文

△…本号においては研究ノートを 2 本掲載し

では、戦後日本の産業・貿易構造、1990年代

ている。第 1 は、日本の労働分配率の推移を

以降の不況と輸出依存的成長産業の絞り込み

再検討したものである。これまでは高度成長
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期から90年代半ばまでの日本の労働分配率は

に、それに対する評価を加えている。

上昇傾向をたどり、高水準を保ってきたと理

△…書評の第 4 は、現代資本主義の一面を特

解されてきた。だが国内のこの通説とは正反

徴付ける「経済の金融化」という「フィナン

対の見解が2012年にOECDによって発表され

シャリゼーション」を考察した本を論評した

た。最初の研究ノートは、両者の違いがなぜ

ものである。これに関する先行研究の理論的

生まれたのかを検討したものである。

整理に基づき理論化を行い、特にこれに関す

△… 2 番目の研究ノートは、アジア・太平洋

る金融機関の収益行動を詳細に分析し、デリ

戦争期に陸軍参謀本部の下で写真宣伝物を制

バティブや金融規制改革や金融権力について

作していた東方社の写真ネガの内容を概括的

も論じた本の内容を紹介するとともに、さら

に調査したものである。戦局の推移の中で、

なる理論的解明に向けての論点をかなり詳し

東方社の写真が社会とともに変容していった

く評者が提示している。

ことを明らかにしている。

△…書評の第 5 は、核兵器をめぐる 5 つの神

△…本誌は書評も掲載している。本誌の書評

話に関する本の翻訳書を書評したものである。

は一般の書評とは異なり、研究論文の半分程

核抑止を根拠とする核兵器維持の主張に対し

度の長さのものとなっている。それは単なる

て、人道に基づく核廃絶論でなく、核抑止論

本の紹介とそれに対するコメントにとどまら

の前提となる事実と認識を検討し、その妥当

ず、書評者の主張を開陳した書評論文ともい

性に疑義を呈するという方法論を採用した原

えるものである。このような書評が学界や一

著を書評している。

般社会に貢献する度合いはきわめて高いと思

△…書評の第 6 は、都市再開発を批判的に検

われる。

証した本を取り上げたものである。本書評は、

△…本号掲載書評の第 1 は、マルクス経済学

書評対象とした本が住民不在、人間不在、開

についての理論的研究書を対象としたもので

発企業の利益重視の市街地都市開発を鋭く批

ある。マルクス自身の業績や独自の理論展開

判したものであることを明らかにしている。

を行った宇野弘蔵の足跡を辿りながら、先行

△…本号には本研究所関係者および外部の者

研究の蓄積のもとに著者自身の自説を展開し、

が執筆している。前者について言えば、鶴田

現代資本主義をマルクス経済学の立場から捉

満彦氏は理事長、北村実氏、小宮昌平氏は主

え、今後の未来社会、社会主義を展望した本

任研究員・相談役、斎藤正美氏、石川啓雅氏、

を書評している。

祖父江利衛氏、井上祐子氏、山田寿則氏は主

△…書評の第 2 は、米国の世界経済戦略の下

任研究員である。

での第 2 次大戦後の資本主義の変質と展開を

△…本号が数多くの人々に読まれ、今後の政

考察した労作を取り上げたものである。膨大

治経済社会の在り方を考える上での手がかり

な事実の収集の下に理論的解明を行い、大戦

となることを願ってやまない。

後の経済・軍事・技術の関連を明らかにし、

△…本年には学術研究の奨励と研究者育成の

「証券の証券化」を詳細に説明した本の内容

ために創設された「政經研究奨励賞基金」の

を紹介するとともに、さらに深く掘り下げて

第 1 回授与を予定している。本誌は論文の投

論じられるべき論点も評者が提示している。

稿を歓迎しているが、とくにこの賞の受賞を

△…書評の第 3 は、現代アメリカ経済政策史

目指して『政經研究』に投稿することを若手

に関する本を書評したものである。長年アメ

研究者に望みたい。

リカ経済の現状分析に携わってきた著者がア
メリカにおける新自由主義の展開と金融覇権
を中心にまとめた本の内容を紹介するととも
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