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『資本論』刊行150年によせて

前 畑 憲 子

今年は『資本論』第一巻が刊行されてから

た旧ソ連・東欧の「現存社会主義」諸国の崩

150年にあたる。年頭からさまざまな雑誌で

壊である。この戦後最大の政治的激変は日本

特集が組まれ、あるいは関連学会でのシンポ

においては研究者を含めた多くの人々のいわ

ジウム等が開催されている。そのような中、

ゆる「マルクス離れ」現象を引き起こした。

古い雑誌類が並んだ自宅の書棚の中に、いま

しかし一方で、『資本論』研究と政治やイデ

も刊行されている月刊誌『経済』の増刊号を

オロギーとの関係は1967年当時とくらべて大

見 つ け た 。 そ の 増 刊 号 の 背 に は 、『『 資 本

きく変わった。いわば『資本論』の「政治」

論』発刊100年を記念して』と書かれており、

的・イデオロギー的利用とでも呼べるような

1967年刊行のものである。筆者が大学時代に

傾向が、これ以降、少なくてもあからさまな

『資本論』を読み始めた年と重なり、この年

形では消滅していったように思うのである。

に学生による『資本論』発刊100年を記念し

新メガの刊行主体はソ連および東独の両マ

ての講演会の企画があったことなども思い出

ルクス＝レーニン主義研究所であった。その

し な が ら こ の 雑 誌 の 目 次 を み る と 、『 資 本

両研究所の解体が避けられないものとなり、

論』研究の我が国における黄金期ともいえる

刊行事業は危機に直面した。しかし、周知の

時期に活躍された研究者がその名を連ねてい

ように、マルクスおよびエンゲルスの文献的

て、半世紀が過ぎた現在からみても高い質の

遺産の三分の二以上を所蔵するアムステルダ

諸論 文が並んでいる。『資本論』発 刊150年

ムの社会史国際研究所などの迅速な行動によ

に当たるいま、この半世紀のあいだに『資本

って 、1990年に 国際的 な協力体 制の もと で

論』研究の環境の何が変わったのか、そして

「国 際マ ル ク ス ＝エ ン ゲルス財団

現在、『資本論』研究にとって求められてい

（IMES）」が設立され、「国際化・学術化、

るのは何か、この雑誌を前に考えてみた。

脱イデオロギー化、脱政党化」が進められ、

『資本論』研究にとってまず挙げられなけ

厳密な科学的文献研究のもとで編集された諸

ればならないのは、70年代からはじまった新

巻（当初の規模はやや縮小された）が刊行さ

メガ(Karl Marx Friedrich Engels Gesamt-

れるようになった。こうした編集方針の下で

ausgabe (MEGA))の刊行であろう。新メガ

の刊行事業は、『資本論』研究にとっても、

の刊行は多くの困難に直面した。特に、われ

われわれの歴史を前進させるためにも不可欠

われの記憶に新しい困難は、1989年に始まっ

の前提をなす事業であり、多くの日本の研究
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者がこの事業の継続を支援し、編集作業その

っていることと思っていた事柄、たとえば価

ものにもかかわってきた。このことは、それ

値法則とは何か、マルクスのいう法則の貫徹

にかかわった日本の研究者一人一人の高い能

とはどのようなことか等など。これらを分か

力とともに、日本における『資本論』研究の

りきったものとせずに、もう一度、マルクス

長い歴史とその水準の高さの証でもあると思

の草稿を基礎に研究を深めるときがきている

うのである。

のではないだろうか。

さ て 、 新 メ ガ 全 4部 の う ち 、 第 Ⅱ 部 門

理論研究＝社会科学の基礎研究の衰退は、

「『 資本論』とその準備労作」（全15巻、23

若手研究者における『資本論』研究者の層の

分 冊 ） が 完 結 し た の は 、 い ま か ら 5年 前 の

薄さにも現れている。最近自然科学の分野で

2012年 9 月であった。第Ⅱ部の第 1 分冊『経

も問題になっている事態であるが、基礎研究

済学批判要綱（1857 / 58年）』の刊行が1979

をしっかり時間をかけて行う環境が失われ、

年であったから、その完結に実に36年を要し

理論離れが進行している。大学でのカリキュ

たことになる。これらの諸草稿の刊行を踏ま

ラムもマルクス経済学を必修とする大学が大

えた日本における草稿研究の現状はいかなる

幅に減少し、これもまた若手研究者の減少に

ものであろうか。

拍車をかける。こうした現状を招来した一端

周知のように、『資本論』第二部・第三部

は筆者を含むいままで大学に籍を置いてマル

はマルクスの諸草稿からエンゲルスが編集し

クス研究に携わったわれわれにもその責任が

たもので ある。（『資本 論』第一巻につい て

あることは言うまでもない。また、制度化さ

もマルクス自身による最終版と見なしうるも

れた主流派の経済学はそれをかなり効率的に

のは存在しない）。日本における『資本論』

習得することができる。一方マルクス経済学

研究のなかで交わされたさまざまな論争の多

は出来合いの教科書で終わりというわけには

くは第二部あるいは第三部にかかわっている。

いかず、時間をかけて『資本論』と格闘する

そして厳密な論争が行われれば行われるほど、

時間が必要である。それは効率よく論文を仕

マルクスの一つ一つの記述が問題になってき

上げることからも遠い。現在のイデオロギー

た。そうであれば、エンゲルスの編集による

状況を別としても、マルクス経済学研究者が

現行版（それ自体として意義のあるものであ

育ちにくい環境が満ち満ちている。

り、研究の対象となるものではあるが）にで

近年、若手研究者を対象にした研究会がい

はなく、マルクス自身の諸草稿による厳密な

くつかの学会で開かれ、また当研究所でも所

解釈がまずなされなければならないであろう。

員としての招聘はもとより、本誌上で若手研

しかし、現状はかならずしもこの方向で研究

究者の論文掲載・発表の機会をもうけ、研究

が進展しているわけではない。50年前の学会

水準の向上の方策の一端を担っている。しか

状況では「解釈学」が多すぎるという批判が

し、全体としてまだまだ現状を打破できるほ

あったが、いまでは「解釈学」が少なすぎる

どの規模にはない。研究分野を問わず、基礎

という状況にある。少し正確にいえば、理論

研究の力の向上のために、自由に理論を戦わ

研究＝社会科学の基礎研究が少なすぎると思

せることができる環境をどのようにして確保

うのである。経済のグローバル化、サービス

するか、今後も試行錯誤を続けていかなけれ

化、金融化等などの「現代」資本主義の特質

ばならないと思うのである。

を巡る諸見解の相違も突き詰めていけば行く
ほど、最もプリミティブな概念についての見

（まえはた

解の相違に行き着くことが多い。すでにわか
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のりこ

立教大学名誉教授）

■連載特集

地域特集・地域の問題（２-１）■

持続可能な地域づくりとローカル循環型経済

吉 田 敬 一

《要旨》 アベノミクス下の異次元金融緩和で円安が急速に進んだが、国内生産や輸出数量は伸びていない
のに大企業の利益は大幅に増大するというという異常な現象が生じている。そこで本稿では最初に、
こうした現状を生み出している根源は大企業本位の経済のグローバル化にあること、この路線上で
は地域経済や中小企業の安定した発展の道筋は切り拓かれないことを明らかにした。次に地域経
済・中小企業の持続可能性を担保するのは地域特性を生かした発展方向であることと、その理論的
基盤と可能性について整理した。最後に、高度成長から取り残されてきた中山間地域の内発的・自
立的な地域経済再生の事例として岩手県住田町の事例を取り上げ、ローカル循環志向の政策的手が
かりは中小企業憲章および自治体レベルでの中小企業振興基本条例にあることを示した。
目 次
はじめに
1.グローバル循環型産業構造の下での地域経
済・中小企業
(1)自動車工業にみるグローバル循環構造の
到達点
(2)グローバル循環支援の成長戦略が空回り
する背景
(3)グローバル循環型経済の下での国内生産
と中小企業の役割
(4)地域的産業集積の綻びとモノづくり能力
の衰退
①危機に瀕する中小企業のモノづくり特性
②地域産業集積のメリットの再確認
2.地域資源を活かした持続可能なローカル循環
型地域経済再生の展望
①先進国型地域経済を支える文化型産業
②中部ヨーロッパの先進国にみるローカル
循環型経済の存在意義
3.地域資源を活かしたローカル循環型地域経済
振興を目指して
(1)岩手県住田町にみる内発的地域産業振興
への挑戦
(2)内発的地域循環型経済・中小企業振興の
制度的拠り所
①中小企業憲章
②中小企業振興基本基本条例

はじめに

2017年 版 の中 小 企業 白 書 は 冒 頭 の 概 要 で
「我が国経済は緩やかな改善傾向が続いてお
り、中小企業・小規模事業者を取り巻く状況
も改善傾向にある」という基本的情勢分析を
示した後で、「しかしながら、改善の度合いは
規模、業種、地域等によって異なることに加
えて、設備投資や売上高の伸び悩みといった
課題も存在する」と述べている。前段の認識
は正しいのか、また改善傾向にあるという認
識と設備投資や売上高が伸び悩む状況とは論
理的に符合しないのではないか。
そこで以下において、安倍政権が推し進め
る成長戦略の実態および地域経済・中小企業
に与える影響と現状を整理し、持続可能な地
域経済づくりの基本的観点と可能性について
考えてみよう。
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図表１ アベノミクス下の日本の自動車生産台数動向

資料：日本自動車工業会「自動車統計月報」より作成。

図表２ グローバル化時代の輸出と現地生産の推移

（単位：万台）

資料：日本自動車工業会「統計速報」
「海外生産統計」より作成。

重点を置いた企業内国際分業構造（グローバ
ル循環）の構築である。
例えば自動車産業では、既に2000年には海

1.グローバル循環型産業構造の下で
の地域経済・中小企業

外生産（629万台）が輸出（446万台）を上回
っており、07年度に海外生産が国内生産を凌
駕した。2016年実績は国内生産871.4万台に対

(1)自動車工業にみるグローバル循環構造
の到達点

して海外生産は1850.6万台であり、輸出台数
は435.1万台に留まり、海外生産比率は68％に

地方創生戦略（ローカル・アベノミクス）

達した（図表１参照）。海外工場が生産を牽引

の土台であるアベノミクス（グローバル循環

するというグローバル循環型の構図が鮮明に

指向の日本型市場原理主義）が目指す21世紀

なっている。また2016年実績で自動車産業の

の経済構造とは、中小企業の受注増および勤

輸出と現地生産の動向をメイン・マーケット

労者の所得増につながる国内生産基盤の拡充

であるアメリカとアジアの市場についてみて

による内需・輸出拡大を可能にするナショナ

も、日本からの輸出は極めて低水準のままで

ル循環およびローカル循環の強化ではなく、

あり、圧倒的に現地 生産が多 くなってい る

大企業のグローバル戦略下でのアジア地域に

（図表２参照）。ちなみにアジアでの日本車生
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産は2006年にアメリカを抜き、15年には海外

だけが増大する現象が生じる。この特別利益

現地生産全体に占める比率は過半数の53.2％

は実体経済とは無関係なので、内部留保と配

に達した。アジア市場が日本の多国籍企業に

当に回る。これがアベノミクス効果の実態で

とって如何に重要な位置を占めるかが伺える。

あり、格差拡大を推し進めた。

他方で異次元の金融緩和政策による急速な
円安傾向にもかかわらず、アベノミクス効果

(2)グローバル循環支援の成長戦略が空
回りする背景

による製造業国内回帰や輸出数量拡大という
希望的観測は裏切られ、国内生産増大のため
の設備投資には繋がらず、逆にアジアを中心

こうした経緯の中で、安倍政権が求める民

に海外での日本企業の増産計画が相次いでい

間企業の国内設備投資拡大について日本自動

る。こうした推移をみて異次元の金融緩和を

車工業会会長（当時）の立場から豊田章男氏

推進してきた日銀の黒田総裁は「教科書には

は「国内生産能力に余裕があるなかで、生産

為替が下がると輸出が増えると書いてある。

拡大に向けた設備投資は困難と言わざるを得

しかし日本では円安でも輸出は大幅には増え

ない。……（投資の）優先順位として海外が

なかった」と嘆いた（17年 5 月 6 日アジア開

高くならざるを得ない」と明言しており、「大

(1)

発銀行関連イベントでの発言） 。円安効果

企業栄えて、国滅ぶ」道がグローバル循環の

が機能しなかった理由は以下のとおりである。

帰結であることが示唆されている 。

(2)

また海外現地工場の増設は高級部品の日本

自動車工業を例にとれば、240万円の日本車
の輸出価格（ドル建て）は 1 ㌦＝80円レート

からの輸出増大につながるとの指摘があるが、

の場合（安倍政権登場直前の2012年の為替レ

経済産業省の「海外事業活動基本調査」によ

ート）に 3 万ドルであるが、 1 ㌦＝100円の

ると21世紀に入ってからは進出先政府の要請

円安（13年初頭）になると 2 万4000ドルと 2

および現地技術水準の向上により、部品等の

割安での輸出が可能になる。基本的に生産拠

調達先については北米・アジアともに現地調

点を国内に配置していた20世紀には、この理

達率が飛躍的に高まっており、日本からの供

屈に従って円安は輸出拡大につながった（ナ

給は減少の一途をた どってき た（図表３参

ショナル循環の時代）。しかし生産の海外移転

照）。

が進み、グローバル循環が支配的になり海外

加えて大企業のグローバル戦略は輸出拡大

生産が大幅に国内生産を上回っている現状で

に繋がらないのみならず、逆輸入という形で

は同じ車種を海外でも生産しており、日本か

国内生産基盤の縮小傾向に拍車をかけかねな

らの輸出価格を円安効果を反映した形で引き

い。例えば、国内生産に占める輸出比率は自

下げることはできない。なぜなら海外拠点で

動車 8 社の2016年の平均が49.9％であるのに

は円安効果は存在しないからである。その結

対して、7.2％程度と典型的なグローバル循環

果、円安が進んでもドル表示価格は変えなか

型戦略をとるホンダの池史彦専務は、日本経

ったので日本からの輸出台数は増えなかった。

済新聞のインタビューに対して、輸出は「ま

しかし従来どおりの 3 万ドルで輸出した結果、

ったくゼロにはならないが減るだろう。逆に

手取りのドル価格を円に転換すると 1 ㌦100円

条件を見ながらアジアやアメリカからの逆輸

レートでは300万円になり、60万円の為替利益

入を考えていくことになる。二輪車はもうそ

が生じる。加えて海外拠点から日本への送金

うなっており、年間の世界販売約1500万台の

は、例えば2012年も13年も 1 億ドルで変わら

うち日本の生産は20万台のみ」と断言してい

なかったとしても円表示では80億円から100億

た 。ちなみに経済産業省の調査結果（2015

円へと増加する。生産や輸出は不変でも利益

年 7 － 9 月期）によると現地法人の販売先は

(3)
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図表３ 部品等の調達先

（構成比：％）

北米

アジア

資料：経済産業省「海外事業活動基本調査概要」第 32 回（2002 年 5 月）
、第 45 回（2016 年 4 月）より作成。

全体では売上の72％を進出先国で販売してお

ィリピンは広域自由貿易圏に前向きである。

り、日本向けの輸出は9.5％であり、第三国向

その結果、アメリカが離脱したにもかかわら

け販売が 2 割近くを占めている。しかし日本

ず、日米政府はTPP11の実現に力を入れてい

企業が最も重要視しているアジアをみると日

る 。 TPP11の 先 行 き は 不 透 明 で あ る が 、 政

本向け販売比率は17.5％と、第三国向け販売

府・経団連は自由化のレベルが高い広域経済

と拮抗している点が注目される。大企業のア

圏の構築を追求しており、アセアン諸国がそ

ジア進出の目的は、日本型の生産システムを

こに組み込まれる事態が生じると、日本の製

アジア・ワイドで構築し、日本市場もグロー

造業の根幹が揺らぎかねない。

バル市場の一環として位置づけた構造を目指
している。その結果、逆輸入は制度的にビル

(3)グローバル循環型経済の下での国内
生産と中小企業の役割

トインされることになる。
既に2010年に日産は日本で販売する小型車
マーチをタイから輸入し、マーチはタイやイ

それでは大企業にとってグローバル循環の

ンドなど全量を海外で生産する体制に踏み切

時代における日本の国内経済と中小企業の役

り、主力車種を全面的に逆輸入するビジネス

割はどこにあるのか。この点をトヨタが国内

モデルの嚆矢となった。また円安傾向にもか

生産300万台体制にこだわる理由を手掛かりに

かわらず2014年にはスズキはハンガリー工場

考えてみよう。

からSUVを、三菱自動車はタイ製のトラック

トヨタは今日、世界で50以上の工場を展開

を逆輸入し、国内生産は拡大しなかった。そ

しており、消費地で生産するという多国籍企

して2016年の 3 月にスズキはインドで生産す

業版の地産地消システムを構築している。そ

る小型車バレーノの国内販売を始めた。イン

の際、トヨタのグローバル戦略における日本

ド製の車を日本メーカーが輸入するのは初め

国内の役割と位置づけは、どのようになって

(4)

ての出来事だった 。多国籍企業にとって最

いるのか。まず海外生産拠点の生産能力は、

大の関心事は為替相場に左右されない世界最

損益分岐点と生産効率を考慮して年間20万台

適地生産体制の構築であり、逆輸入戦略はそ

が基本ユニットとなっている（他の自動車メ

の一環となっている。日本企業の生産拠点が

ーカーも基本的に同じ発想と考えられる）。そ

数多く立地しているタイ、インドネシア、フ

こで、ある国の需要が好調で例えば主力車種
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の「カムリ」が年間30万台販売可能だと仮定

母工場の第 1 の役割は次の点にある。新し

すると、不足分の10万台は他国のトヨタの工

いモデルの企画・開発から試作を経て量産試

場から調達する。その場合のグローバルな需

作から量産化に至るまでのプロセスでは、生

給ギャップの最終調整機能の拠点が日本であ

産工程面で様々な問題（金型の不具合、部品

る。現地生産が基本戦略であるので円安がい

仕様の欠陥、加工や組立工程間での仕掛品の

かに進行しようが、1.の(1)でみたように国内

滞留など）が生じる。こうしたネック工程に

からの輸出が増える可能性は出てこない。む

対応し、問題点を解消していくためには高度

しろ海外生産が好調な時期に需給ギャップを

な技術水準を有する多くの部品加工関連のサ

補う意味での日本からの輸出が増える構造と

ポーティング・インダストリー（下請中小企

(5)

なっている 。

業群）が不可欠である。母工場でネック工程

こうした大企業のグローバル戦略を支援す

が解消され、生産のマニュアル化が実現した

るため政府は貿易保険の補償範囲を抜本的に

後、新車の生産は技能レベルが低い海外工場

拡充 して きた 。1950年に 創設 され た貿 易 保

にも移転可能になる。下請中小企業の存立基

(6)

険 は、当初は日本から外国への輸出のみに

盤はこうした高度な機能を有する中小企業に

適用されていたが、2010年からは海外工場か

限定されてくるので、規格化された量産部品

ら第三国への輸出にも適用されるようになっ

を担当してきた下請中小企業は整理・淘汰の

た。 さ ら に13年 4 月以 降は海 外での現地 生

対 象 と な っ て き た し 、 今 後 TPP11あ る い は

産・現地販売にまで補償範囲が拡大されるこ

RCEP（東アジア地域包括的経済連携）などの

とになり、10月からは日本企業が銀行から借

新たなアジアを中心にした広域経済圏の動向

り入れて海外子会社に融資する場合にも保険

次第では海外工場からの製品や部品の逆輸入

が適用されるようになった。そして2015年11

が進む可能性があり、その際には下請企業の

月21日にマレーシア訪問中の安倍首相は、日

存立基盤はさらに掘り崩されるであろう。

本企業のアジア展開を制度的に支援するため、

母工場としての第 2 の役割は海外では困難

貿易保険の大幅拡充を表明した。その要点は、

な少量多品種生産の高級車の生産機能である。

保険の契約期限を15年から30年に延長するこ

世界全体では30万台売れるが、各市場では 2

と、現状では保険金支払いは円建てしか認め

万台の需要しかない場合は、国内で生産し輸

ていないが、為替リスクを考慮してドル建て

出した方が効率的である。母工場としての 3

の支払いも認めること、相手国の政府保証の

つ目の役割は先端技術を駆使した新しい発想

ない案件も対象にすることなど、多国籍企業

のモデルの開発拠点の役割である。新素材の

のグローバル循環機能の推進を支援する内容

利用、電気自動車の開発のための電池システ

となっており、関連法案を整備し2016年度か

ムの開発、無人運転システムのためのセンサ

(7)

ら適用することになった 。

ー・制御機構開発などは広範な業種の企業と

それでは大企業にとってグローバル循環の

の密接な連携が必要なため、海外では実現不

時代における国内製造業の役割はどこにある

可能である。

のか。まず第 1 の理由は、先にみたようにグ

以上の考察から明らかなように、グローバ

ローバル需給調整機能を維持するための輸出

ル企業は世界最適地生産の基本戦略の下で国

能力の確保である。第 2 は国内需要への対応

内生産を位置づけているに過ぎない。その結

である。国内市場は依然として年間500万台を

果、大田区のバブル景気以降の町工場数の推

数える世界有数の市場であり、トヨタの国内

移が示すように（図表４参照）、基盤技術を深

販売目標台数は150万台が基本となっている。

部で支える小規模工場の廃業の進展が全国的

第 3 の役割は母工場機能である。

規模で進んできた。
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図表４ 大田区の規模別工場数の推移

注：『大田区ものづくり産業等実態調査の実施及び結果検証等業務委託事業
2014 年の推定工場数は 3481 工場にまで減少。
資料：『大田区の工業』
「経済センサス」各年版より作成。

調査報告書』
（205 年 3 月）によると、

要不可欠であり、どこかでこの能力が経済社
会に開かれた形で確保されている必要がある。

(4)地域的産業集積の綻びとモノづくり
能力の衰退

そして日本では社会的生産分業という形態で、
これらのフレキシブルな技能と熟練（いわゆ
る基盤技術といわれ るベイシ ックな生産 能

① 危機に瀕する中小企業のモノづくり特性

力）は中小零細企業において維持・継承され
てきた点が正当に評価されるべきである。

モノ づくりの 現場で は昔か ら「段 取り 八
分」ということばが伝えられている。中小企

ところで、今日の日本の技能工不足に起因

業の現場では「量産品を作る工場とはちがっ

する技能継承問題は、情報技術革命を基礎に

て、毎日のようにちがう部品を作る工場では、

した徹底的なME化の追求によって解決可能で

そのつど段取りに工夫を凝らす。どんな道具

ある、という論調がある。しかし、「技術なら

を使うか、どんな手順で作るか。時には必要

びに技能は、実際に体験することで理解でき、

な道具を自分で作る。そういう事前の準備を

身に付くものである。だから、本当に技術の

段取りという。ものを作るプロセスである。

神髄に触れ、技術を体得できるのは、失敗、

その工夫ができてはじめて、熟練工と呼ばれ

あるいはアクシデント、事故などに出会って

(8)

る 」。なお、日常的にはこのような高度な熟

その解決にあたったときである。ところがそ

練は不要であり、緊急時や例外的事態に際し

の機会が、メカトロ設備では非常に少ない。

て発揮されるところから、効率性・経済性の

それは、メカトロ設備が高度化すればするほ

観点からはムダと見做されがちである。大企

ど、……人を遠ざける性格を高めるからであ

業のリストラの対象として中高年の技能工・

る (9)」ということが忘れられがちである。ま

熟練工が工場現場から排除されている理由の

た、ME化の進展を社会発展の必然的帰結とし

ひとつがここに求められる。しかし、新製品

て受け入れた上でも、メカトロ機器の能力を

の開発・試作や新素材の加工、小ロットで難

最大限に発揮するためには、在来型技能を修

加工という仕事に際して、これらの能力は必

得した作業者がプログラムを組むことのメリ
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ットは大きい。なぜなら、「自動機の内部で何

改めて今、注目されねばならない。なぜなら、

が起こっているのかをありありと感じること

バブル崩壊以降における小零細規模工場の廃

ができて初めて、作業者は自信のある機械の

業と閉鎖の急速な動きは、生産単位当りの生

操作も臨機応変の対応もできる

(10)

」からであ

産性向上によっては代替し得ないような生産

る。

力の質に関わる人的要素（技能・熟練）の空

ME化・ロボット化を手放しで過度に礼賛す

洞化の問題を含んでいるからである。

る風潮に対する小関氏の次の指摘は傾聴に値
② 地域産業集積のメリットの再確認

する。「工作機械にはマザーマシンの法則とい
うのがある。機械は数多くの部品から成り立

大企業とは異なったモノづくり能力に存立

っている。その機械部品の精度が百分の 1 ミ

基盤を有する中小企業の地域的集積のメリッ

リであるとすれば、その工作機械で作るもの

トは、どこにあるのか。以下、その要点を整

は百分の 1 ミリ以上の精度は出ない」。「とい

理しておこう。

うことは、作るものが精密化・高度化するに

第 1 は、専門特化した固有技術の相互活用

つれて、人の手の技はますます重要になり、

によるモノづくりレベルの高さが挙げられる

その技もまた高度なものを要求されるという

（多様で高度な加工機能の地域集積）。たとえ

ことである。機械が高度化すれば、なんでも

ば鍍金業でも大物、小物、金・クローム鍍金

機械でできるから、人の手の技（技能）なぞ

など得意分野が異なる工場が集積していれば

はだんだん必要でなくなる、と考える人がい

地域内で生産・加工できる仕事内容も質的に

るなら、それは誤解だし、錯覚にすぎない」。

幅が拡がり、受注範囲も拡大する。活性化し

「何万回おなじ作業をくりかえしても、ロボ

ている商店街では同じ業種のお店が個性化す

ットはなにも工夫しない。人間なら、千回く

ることにより集客効果の点で、相乗効果を上

りかえすうちには首をかしげることがある。

げているのと同じことである。
第 2 は、ネットワーク形成の容易さである。

1万回くりかえすうちに、機械の働き方に改良
すべきことを発見する。…………進歩がとま

特定地域に集積している地場産業や基盤技術

るということは、相対的には退化するという

工業地帯では、常日頃の付き合いの延長線上

ことを意味する

(11)

で、路地裏ネットワークや自転車ネットワー

」と。

ちなみに、以上で見たような中小企業に特

クなどと称されるように、必要なときに必要

有の技能・熟練の形成・蓄積は、大企業でも

な相手とネットワークを組むことが可能であ

自社工場の生産ラインに配備される設備機器

り、小ロット・短納期・難加工の受注の場合

や治具・工具の開発を担当する工機部門にお

に大きな効果を発揮する。

いて行なわれているが（技能オリンピックで

第 3 として、機械設備・材料・工具の入手

の活躍はその成果の一端である）、それは企業

可能性の高さが指摘される。モノづくり集積

内に閉 じこめられた「 私有財」 としての技

の高度な地域では、機械問屋・材料問屋など

能・熟練であり、社会に開かれたものではな

モノづくりを支援する卸・小売り機能が集ま

い。これに対して、中小企業のそれらは必要

っているので、集積度の低い地域では入手し

に応じて誰でもが受発注関係を通じて利用で

にくい小ロットでの 原材料調 達、特殊な 工

きるものであり、広く社会に開かれた「公共

具・治具の入手、機械設備のメンテナンスの

財」として存在している点が重要である。

迅速対応が可能になる。地方に移転した工場

以上のようにモノづくりの主体的要因であ

が最初に気づく集積のメリットは意外にこの

る労働力について、中小企業は大企業とは質

ようなモノづくりサポート機能の重要性であ

的に異なった重要な部分を担当している点が、

る。
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四つ目は、市場・技術情報へのアクセス可

内に伝承される雰囲気もあった。モノづくり

能性の高さである。地域集積度が高いほど、

で生活できる経済環境さえ整えば、この点で

多種多様な情報が地域内に入ってくる。「コン

の集積地の強みは意外に大きな効果を呼び起

ピュータ、ソフトが無ければタダの箱」とい

こすであろう。

うようにソフト・情報の重要性は高まる一方
であるが、逆に「コンピュータ、ハードが無
ければタダの夢」にすぎない。ソフトとハード、
開発と製造の緊密な連携が求められている。
第 5 として、資金調達の容易性が指摘され

2．地域資源を活かした持続可能なロ
ーカル循環型地域経済再生の展望

る。中小企業集積の度合いの高い地域では、
地銀・信金・信組など地域密着型金融機関が

持続可能な地域経済の土台は、地域資源を

根付いている。そこでは融資条件などを見て

活かした循環型の自立的経済基盤の構築にあ

も、都銀のように財務指標中心ではなく、リ

る。経済循環（資金調達 ➽ 労働力・原材料調

レーションシップ・バンキングの立場から日

達 ➽ 生産・加工 ➽ 卸売機能 ➽ 小売機能 ➽ 売

常的な 人間関係から得 た社長の 人格・使命

上代金の還流 ➽ 再投資）は、生産・供給され

感・信頼性などを総合した判断を行なってき

る製品・サービスの特性および市場規模に応

た。とくに地域経済が疲弊する中でこれらの

じて、①ローカル循環（地場産業に代表され

金融機関は地元企業の育成なしには存続が危

る地域内生産分業構造＝地域経済循環）、②ナ

ぶまれるので、産官学金連携の動きが重要性

ショナル循環（かつての自動車メーカーにみ

を増すであろう。

られた国民経済レベルでの企業内地域間分業

6 番目は、地域的な商工業集積の高さは業

構造＝国民経済循環）および③グローバル循

界と行政との連携による中小企業の営業関係

環（現在の自動車メーカーに代表される世界

改善を左右しかねない。リーマン・ショック

的規模での企業内国際分業構造＝世界経済循

以降、全国で広がりつつある中小企業振興基

環）の 3 つに大別される。そしてローカル循

本条例づくりは内発的発展の理念の明確化で

環型経済は生産と市場が地域的に限定された

あるが、こうした運動は地域的集積度が高い

タイプ（地産地消型）と、全国的な市場ニー

ほど進みやすい。

ズへの対応力や輸出競争力を持ち、生産過程

第 7 として、地域ブランドによる広範囲の

はローカル循環を基本とするが流通過程・消

受注可能性があげられる。例えば大田区や東

費市場を含めた循環を考慮するとナショナル

大阪市、京都の西陣など地域ブランドが広範

循環あるいはインターナショナル循環を構成

に認知されている地域に立地していると、発

するタイプ（地産外消型）からなる。

注者側は地域イメージから町工場の加工レベ

安倍政権の地方創生政策は全国の地域社会

ルを推測する。ところが地方に点在した工場

を多国籍企業の論理 に立脚し た「選択と 集

の場合、高度なモノづくり力を持っていても、

中」論に依拠して解体・再編することを意図

その情報がなかなか市場や発注企業に伝わり

している。そして「選択と集中」の基準は個

にくい。

々の地域経済が日本経済のグローバル循環化

最後に技術者・技能者の育成・確保の容易

に対応する形での改変可能性に置かれている。

性がある。工業集積地の多くでは公的機関を

以下、「住民自治に基づく団体自治」を基本と

中心にして職業教育・訓練の場が多様に存在

する地方自治の本旨の観点から、安倍政権の

している。また今では少なくなったが渡り職

地方創生戦略の問題点と住民本位の地域再生

人的な形で、個々の工場の特殊な技能が地域

を支える自律的地域経済再生の道筋の要点を
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図表５ 文化型産業と文明型産業のイメージ
産業部門イメージ
製品の機能の特性
主要な素材の特徴
生産力の特徴
競争力の源泉
中心的な企業類型
社会生活での機能
資本の循環形態
都市景観の特性
産業の存在意義

文 化 型 産 業
衣食住などの生活必需品産業
人間の生命と生活の維持と質的充実
天然資源の活用
技能・熟練の高度化
地域生活文化と感性の独創性
地域密着型中小企業
自然環境・コミュニティの持続性
ローカル循環
記憶を重ねる街づくり
幸せな社会の経済基盤（GNH 向上）

考察することにしよう。

文 明 型 産 業
自動車・家電などの近代的機械工業
人間の手足・五感の機能向上
合成物質の開発・活用
技術（機械体系）の進歩
科学技術・知性の高度化
大企業・ベンチャー企業
生活空間の快適性・利便性の向上
グローバル循環
記憶を消し去る街づくり
豊かな社会の経済基盤（GNP 向上）

の民族や地域の歴史性、気象条件や資源特性
などの自然環境に強く規定される形で、地域

① 先進国型地域経済を支える文化型産業

生活文化を体現するものであり、文化型産業

戦後日本の国民的悲願であった欧米への経

として特徴づけることができる。このタイプ

済的キャッチアップという課題を基本的に達

の産業・営業は地域特性に基礎を置いて地域

成した日本が21世紀に直面する課題は持続可

コミュニティと共に発展するものであり、人

能な地域経済の再生であり、それと一体化し

間や地域社会の個性的な文化度を表現すると

た日本的特色に彩られた豊かな地域づくりで

ころから「幸せな社会の経済基盤」といえよ

ある。そのためには、国民経済の土台を形成

う。歴史性、文化性、地域性、季節性をシン

する地域密着型中小企業の重点的振興が新た

ボル化する文化型産業・企業の衰退が「豊か

な発想の下で経済政策の基本に据えられねば

だが幸せが実感できない経済大国・日本」と

ならない。

いう皮肉な現象を生み出している、と考えら

持続可能で空洞化しにくい地域経済の基盤

れる。

は、地域固有の資源と生活文化を活かした暮

もう一つの産業類型は、自動車や家電に代

らしに直結する産業（典型例は衣食住関連の

表されるような人間の手足や五官の機能拡大

生活必需品産業）の再構築にある。科学技術

による生活の利便性・快適性の向上に資する

の成果を活かした量産量販型の産業を文明型

財・サービスであり、その発展は科学技術の

産業（自動車・家電のように使用価値が万国

成果の全面的活用に起因するところから文明

共通で普遍性を持つ財・サービスを生み出す

型産業として位置づけることができる。この

産業でグローバル指向型）とすると、本来先

タイプの財・サービスは使用する場面や機能

進国に立地する生活必需品に関わる産業は地

面において民族性や地域性を越えた普遍性を

域特性に根差した「質産質販型

(12)

」のローカ

有するので、市場・ニーズはグローバル化し、

ル循環に依拠した文化型産業（地域特性や民

経済成長に大きく貢献する。また、これらの

族の生活文化に由来するものからローカル循

財・サービスの消費 は「先進 国への仲間 入

環指向となる）として位置づけられる（図表

り」を象徴するものであることから、「豊かな

５参照）。

社会の必要条件」として位置づけることがで

いずれの国を見ても産業構造は大きく二つ

きる。

のタイ プに区分される 。一つは 、人間の生

基本的に文明型産業とりわけ低価格・量産

命・生活の維持に必要な財・サービスの提供

量販型企業戦略は、先進国へのキャッチアッ

に関わる産業であり、その代表は衣食住関連

プ期には主力産業として大きな成果をもたら

業種である。これらの生活必需品はそれぞれ

すが、それだけでは今日の日本経済の現実が
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示すように一定の経済発展段階を過ぎると国

ある。これらの産業は本来、小ロットで個性

内の高コスト構造に規定され海外生産が進み、

的かつ技能熟練が強みの根源となっている分

キャッチアップの達成後は直ちに国民経済の

野であり、そのために必要な設備・機械や素

空洞化を喚起する。それゆえ、このタイプの

材加工も規格化・標準化原理に基づく大企業

産業・企業の育成・発展が21世紀の日本の経

では担えきれず、地域に根差した中小規模の

済政策の基本に据えられる限り、人間の個性

開発型・機械加工経営が主役を演じる領域で

的な発達を活力の源とする豊かな社会あるい

ある。そして先進国のこの分野の製品・サー

は持続可能な社会の経済基盤は創出されえな

ビスは、高度なモノづくり力の基礎上で徹底

い。

的に民族性・地域性に特化した高級品である

グローバリゼーションの中で持続可能な形
で存在意義を有する地域や企業として先進国

ことによって、逆に高度な国際性を持ちうる
分野（いわゆるグローカリズム

(13)

）でもある。

で育成・支援すべき重要な領域は、個性的な

日本が世界中と貿易摩擦を引き起こしてい

生活文化を継承・発展させる可能性を持った

た時代から対先進国貿易で一貫して日本が輸

地域経済集積であり、それを経済的に支える

入超過であった代表的な先進国は文化型産業

ホンモノ指向型の地域に根ざした企業である。

を大切に育んでいる中部ヨーロッパの国々で

文明に先進・後進はあるが、文化に優劣はな

あった。そこで、長らく疲弊の度合いを増し

い。文明は規格化・統一化を求めるが、文化

てきたわが国の農業や地場産業の在り方を考

は多様性を前提とする。多様な文化を前提と

える上で参考になるイタリアを取り上げ、そ

してブランドは生まれる。中小企業が主たる

の具体的な貿易内容についてみてみよう。

担い手である文化型産業が国民経済に強固に

2015年の日本とイタリアの二国間貿易の構

根付いているほど、メルセデス・ベンツやフ

成をみると（図表６参照）、貿易収支では日本

ェラーリ、ポルシェなどの事例が示すように

が大幅な赤字となっているが、問題は日本が

文明型産業の非価格競争力も強化される。こ

イタリアから輸入している品目にある。第 1

の点に、21世紀の日本経済の復活・再生との

位はファッションや バッグ・ 革靴などの 繊

脈絡の中での地域密着型の中小企業の役割が

維・皮革で、第 3 位にワインやイタリア料理

浮かび上がってくる。

の食材に関わる食品・飲料で上がっており、
この二つで日本の対イタリア輸入額の45％を

② 中部ヨーロッパの先進国にみるローカル循
環型経済の存在意義

占めている。これらの製品群は地域資源を活
かしたホンモノ志向で文化度が高い地場産業

こうした観点から個性的で豊かな社会とし

製品であり、小規模な専門業者・農民の地域

て自他ともに認める欧州大陸中央部に位置す

内分業で生産・販売されており、地域内経済

る先進諸国（例えば、ドイツ、フランス、イ

循環の度合いが高く、また経験と技能が不可

タリア、スイス、オーストリアなど）をみる

欠であるため多様な年代層の安定した雇用が

と、衣 食住に関わる産 業領域で は固有の文

生み出され、持続可能な地域経済の基本原理

化・伝統を踏まえて、徹底的に民族性・地域

を構成する。日本政府も農産物の輸出に力を

性を大切にしたローカル循環型のモノづくり

注いでいるが、国内自給率が世界最低レベル

と流通システムが地域に根ざした中小企業と

の状態をさらに悪化させる政策を基本に据え

農林漁業者によって保持されている分野であ

つつ、少数のブランド農産物を育成しても自

る。このタイプの地域経済と製品が民族・地

立した地域経済は形成されない点が看過され

域文化の物質的土台を形成しており、自前の

ている。

生活文化と豊かな暮らしを体現する製品群で
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またイタリアの対日輸出品目の第 2 位に入

図表６ 2015 年のイタリアと日本の貿易構造

（輸出入額は億ユーロ、品目は構成比％）

注：イタリアの対日輸出は 55 億 1700 万ユーロ、対日輸入は 31 億 2200 万ユーロで、23 億 9500 万ユーロの黒字。輸送
用機械の主力である自動車について見るとイタリアの対日輸出金額は 9.26 億ユーロ、対日輸入は 7.657 億ユーロ
自動車のタイプの違いが原因。イタリアは量産型のフィアットとブランド型のフェラーリ、ランボルギーニ、マセ
ラッティなど２類型で、日本が買っているのは後者の高額なスーパーカー中心。
資料：『ジェトロ世界貿易投資報告』2016 年版、311 頁より作成。

っている輸送用機械（主力は自動車工業）を

みに軸足を置くのでなく、成長率の高い文明

みると対日輸出金額は9.26億ユーロ、対日輸

型産業とともに地域資源と属人的な技能熟練

入額は7.66億ユーロで日本の主力産業分野で

を重視したローカル循環型の文化型産業も重

日本の輸入超過となっている。イタリアから

視した二本足の産業振興政策を実施している

日本への輸出は量産型のフィアットは比重が

ため、小零細企業の比重は21世紀に入ってか

低く、日本には存在しないタイプのフェラー

らも低下していない。経営基盤は脆弱である

リ、ランボルギーニ、アルファロメオ、マセ

が地域コミュニティのコアとなる24時間市民

ラティなどのスーパーカーを生産するメーカ

（営業と生活の場が一体化）としての自営業

ーが重要な役割を演じている。これらの企業

の推移をみると日本では大幅に減少している

は生産ロットからみて中小企業タイプであり、

のに対して、ドイツ、イタリアでは経済のグ

製品自体が高度な技術・技能と文化性を担っ

ローバル化時代においても安定した推移を示

ているのでメード・イン・イタリアでないと

している点が注目される（図表７参照）。

価値がない。すなわち空洞化しない製造業の
典型である。これに対して日本からイタリア
への輸出は量産型の輸送用機械と機械製品を
中心としたグローバル循環指向の重化学工業
製品が大部分を占め、産業空洞化と無縁なロ
ーカル循環型の地場産品の比重は極めて低い
点が問題である。

3．地域資源を活かしたローカル循環
型地域経済振興を目指して
(1)岩手県住田町にみる内発的地域産業
振興への挑戦

ドイツ、イタリア、フランスなどの中部ヨ
ーロッパの先進諸国は日本のように文明型産

地域特性を無視した安倍政権による地方創

業に特化したグローバル化指向の成長戦略の

生政策とは異なり、小さな自治体でも地産地
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図表７ 日独伊の自営業者数の推移

資料：『データブック

国際労働比較』2012 年版、112 頁、2017 年版、116 頁より作成。

消の発想から地域資源を活かした文化型産業

仕組みづくりに取り組んできた。

振興への挑戦が成果を示しつつある。その典

こうした内発的発展への伏線は日本経済が

型的事例が、東日本大震災からの復旧に際し

好調に推移していた70年代末に始まっていた。

ていち早く地元木材を使った木造一戸建ての

当時の大企業工場の地方分散政策の対象外で

仮設住宅の提供で脚光を浴びた岩手県住田町

あった住田町では「地域農林経営の長期的経

における林業振興である(14)。住田町の地域産

営像を想定しつつ、林業のあるべき姿を設定

業振興の事例を手掛かりにして、地域特性を

するとともに、林産物の生産・流通・加工を

活かした熟成型の自律的経済基盤再構築の課

通ずる地域経済の発展的活動を実現すること

題と道筋を考えることにしよう。

を目標とする」ことを基本方針とした「第 1

住田町では住民間の合意を踏まえて平成の

次住田町林業振興計画」を1978年に策定し、

自治体合併への参加を拒否し、地域資源を活

林業を中核産業とした循環型経済づくりに取

かした内発的発展の道筋を選んだ。2002年 4

り組み始めた。そして93年の「第 2 次住田町

月に課 長全員から成る 「地域経 営研究委員

林業振興計画」では基本方針を「国産材時代

会」を設置し、 9 月にレポート（素案）が作

実現に向けた国産材産地のシステム形成、そ

成され、さらに検討が加えられ翌03年 2 月に

して森林の多面的利用の要請に応える」とし

「住田町の地域づくりの理念と市町村合併に

た。この間の地域林業システム確立の具体的

対する基本方向」という副題のついた最終報

な事業としては、1982年の住田住宅産業株式

告書が出来上がった。第 3 章プロジェクトS

会社（ 3 セク産直住宅 販売組織 ）の設 立、

の創造では、①「森林・林業日本一の町づく

1987年の気仙木材加工協同組合連合会（大規

り」プロジェクトと題され、豊かな森林資源

模製材工場）の設置、1993年のけせんプレカ

を起点に、製材、木造住宅・木工品振興、木

ット事業協同組合（プレカット工場）の設立、

質ペレットなどのバイオマス・エネルギー開

1998年の三陸木材高次加工協同組合（集成材

発、グリーン・ツーリズムの展開などが企画

工場）の創設、そして2002年には協同組合さ

された。これを骨格として、②「宿場・にぎ

んりくランバー（ラミナ製材工場）を設立す

わいル ネッサンス」プ ロジェク トおよび③

る等、川上（林業）から川下（木造住宅の建

「地域協働システム構築」プロジェクトが併

設・販売）までの生産連関のコア工程を地域

置され、地域内の森林資源を出発点としてエ

内で整備する事業が着実に推進されてきた。

ネルギー創出を含めて仕事と資金が循環する

地域内の森林資源の活用と中間加工工程の地
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図表８

住田町の林業振興を起点にした地域内経済循環の構図

に流出していたエネルギ
ー料金の節約効果が生ま
れ、地域経済の自律化が
強まっている（図表８参
照）。
住田町の地域経済振興の
要点は「森林・林業日本
一の町づくり」という基
本理念（面の政策）を明
確にした上で、川上分野
の森林資源から川下分野
における気仙大工の住宅
建設技能に至るまでの中
間に位置する製材工程
（川中分野）を含めて出
来るだけ多くの関連業
種・工程を地域内に取り
込んで雇用と所得を地域
内で循環・再生産する仕
組みづくり（線の政策）
である。そのために条件
と可能性を考慮した形で
大規模製材工場からプレ
カット工場および住宅建
設企業・気仙大工に至る
個別事業（点の政策）の
地域内展開を着実に実現
してきた。地元産の木材
を使った林業振興による
循環型地域経済振興に着
手する自治体が増える中

*

左は住田町の町営住宅（家族向け）、右は町役場新庁舎の写真（住田町 HP 掲載写

で、ようやく国も公共建

真資料を転載）。

築での国産材利用の動き
を後押しし始めている。

域内配置は、端材や木くずなどを生み出す。

既に住田町では柱や梁など建物の構造部分に

それらの利用可能性を探求した結果、木質バ

杉やカラ松などを張り合わせた集成材を使っ

イオマスという発想が生まれた。今日では、

た 2 階建ての木造庁舎の建設に着手し、2014

木質ペレットを使ったペレット・ストーブや

年 8 月に完成した。

ペレット・ボイラー、木屑焚きボイラーなど

点の政策の課題は、個々の業種・工程の独

のさまざまな利用方法が実践され、エネルギ

自性・生産効率を強め、固有技術の確立と先

ー・燃料の地産地消が進み、これまで地域外

鋭化を支援することにある。線の政策は前工
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程・後工程との関連性を考慮した形で得意分

で消費する財・サービスのうち、可能な限り

野に特化した各工程・企業の専門的能力を生

多くのものを地域内で生産する運動）という

かし合う共同化・協業化やネットワーク化の

逆転の発想による地域内経済循環力の強化と

レベル向上を目指す政策である。そして多様

いう試みであった。林業資源の活用は多様な

な点と線のアンサンブルとしての地域産業集

林業用機械の開発につながり、バイオマス発

積の独自性・競争力の強化と地域ブランド確

電や木質ペレットの開発は関連施設や地域暖

立を追求するのが面の政策である。

房用システム、木質ペレット・ストーブの開

地域経済振興の基本を持続可能性に置く場

発・生産につながり、新たな技術集積が生ま

合、地域経済の主力を形成する産業部門の高

れ、地域に根差した雇用と所得が拡大再生産

度化を目指しつつも、市場環境・技術革新・

されている。既述の木造高層建築の発祥の地

地域間競争などの外部的諸要因に対応した形

もオーストリアである。首都ウィーンの郊外

で、多 様な産業部門振 興を睨ん だ振興政策

には 7 階建ての高層建築が木造で建設されて

（経済環境変化への対応能力強化）が必要と

おり、各都市部で木造高層ビルが立ち並び始

なる。

めている。通常の集成材とは異なり、板の繊

こうした林業と建設業の連携による地域経

維が直角に交わるように互い違いに重ねあわ

済振興は全国各地で進み始めており、住田町

された集成材（CLT）では強度が飛躍的に高

の場合は行政主導型のモデルであるが、民間

まり、高層建築素材として利用可能になる。

主導型の事例として岡山県真庭市が挙げられ

遅まきながら林野庁は研究施設で強度や防火

る。昔は林業と製材業の町として栄えたが、

性能などのテストに取り組み、2016年度から

自由化による外材使用の増大により存立基盤

CLT工法による木造高層建築の普及に着手し

が縮小していった。そうした中で地域資源を

始めた

(15)

。

活用し尽くすことによる木質バイオマス発電
と木質ペレットによる燃料開発のプロジェク
トおよび、木造高層建築材の開発による新市
場開拓プロジェクトを地元住宅建材メーカー
である銘建工業からの問題提起を踏まえて真
庭市が実現化施策を展開しつつある。

(2)内発的地域循環型経済・中小企業振興
の制度的拠り所
① 中小企業憲章

ちなみに真庭市の発想のモデルはオースト

日本経済のグローバル化の中で地域特性を

リアである。オーストリアは早期に脱原発路

生かした内発的発展の道を追求する各地での

線を選択し、国内の森林資源を活かした林業

運動の新たな政策的よりどころが、中小企業

と再生可能エネルギーの国である。その施策

家同友会や民商・全商連などの自主的・民主

の発端となった小さな町の名を冠したギュッ

的中小企業家・自営業者の運動の中から芽生

シング・モデルは世界的に有名であり、世界

え始めている。その最初の成果が2010年に閣

中から視察団が押し寄せている。ギュッシン

議決定された中小企業憲章

グはハンガリーとの国境に接した小さな町で、

EU成立後の2000年に制定された小企業憲章の

かつては貧しいしく住民の 4 分の 3 はウィー

日本版である。EUの小企業憲章では、基本理

ンに出稼ぎに出ていた。この町で変化が起こ

念の中で「小企業は欧州経済のバックボーン

ったのは少しでも地域外に出ていくお金を減

である。雇用の源であり、ビジネスアイデア

らそうと、1992年に始まった化石燃料から地

を育てる大地である」と位置づけ、経済的施

域資源を生かしたエネルギー開発への取り組

策の立案実施においては、「小企業と企業家精

みであった。換言すれば“地消地産"（地域内

神のニーズにとって最良の環境が造られるべ
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(16)

である。これは

きである」とされ、“Think small first”の原則

つある。現在では40の道府県と170を超える市

が加盟国に義務付けられた。その結果が、中

町村で条例が制定され、誘致型ではなく地域

部ヨーロッパ諸国での地域経済と中小零細企

資源を生かした内発的発展の道筋が切り開か

業、農林漁業の経営基盤強化につながってい

れつつある。いずれの条例も墨田モデルの土

る。

台である地域経済振興の基本理念を条例（理

我が国の中小企業憲章はこれをモデルに、

念条例）で明確にすること、実態調査に基づ

前文では、「中小企業は、経済をけん引する力

いて地域経済の課題と可能性を掘り起こすこ

であり、社会の主役である」と明記し、中小

と、政策策定の主体として常設の産業振興会

企業が日本の経済社会に占める位置の重要性

議を設置することの 3 点が基本に据えられて

を指摘している。また「中小企業がその力と

いる。理念条例である振興条例は選挙で首長

才能を発揮することが、疲弊する地方経済を

が変わっても簡単に施策を変更できない。

活気づけ、同時にアジアなどの新興国の成長

最近の特徴としては、一つには14年の小規

をも取り込み日本の新しい未来を切り拓く上

模企業振興基本法の制定を契機に、例えば鹿

で不可欠である」とし、グローバル展開する

児島県の霧島市中小企業・小規模事業者振興

大企業に代わって国内で雇用と所得を確保す

条例（15年）のように自営業支援をも明確化

る役割が期待されている。

する傾向が出てきた。こうした流れとリフォ

さらに基本理念では、「中小企業は、社会の

ーム助成・公契約条例の制定実施が加味され、

主役として地域社会と住民生活に貢献し、伝

地域密着型中小企業の支援政策の幅が広がり

統技能や文化の継承に重要な機能を果たす」

つつある。

と、グローカリズム型経済主体としての位置

二つには地域金融機関の役割重視の傾向で

付けが示唆されている。加えて「小規模企業

ある。リーマン・ショックの打撃を受けたト

の多くは家族経営形態を採り、地域社会の安

ヨタのお膝元の愛知県で税収が大幅に減少し

定をもたらす」とされ、家族経営・自営業の

たことを踏まえて、地元中小企業活性化の必

コミュニティ形成のコアとしての社会経済的

要性を再認識し、12年に愛知県中小企業振興

役割が初めて積極的に評価されている。

条例が制定された。その第 9 条では地域金融

行動指針の第 8 項には「中小企業への影響

機関に対して「中小企業者の特性及びその事

を考慮し政策を総合的に進め、政策評価に中

業の状況を勘案した信用の供与、中小企業者

小企業の声を生かす」と書かれており、こう

の事業活動に有用な情報の提供その他の方法

した中小企業憲章の理念が経済政策の企画立

により中小企業者の経営の向上に配慮するよ

案の際に十分に考慮され、中小企業政策の根

う努めるとともに、県が実施する中小企業の

幹に位置づけられるなら、日本的特色に彩ら

振興に関する施策に協力するよう努めるもの

れた先進国型の地域産業・中小零細企業への

とする」という項目が明記され、中小企業金

業態転換のための課題を達成する可能性は質

融にも踏み込んだ内容となり、これ以降の条

的に高まる。

例では金融機関の役割規定は必須項目となっ
ている。

② 中小企業振興基本条例

三つ目として人材不足で悩む地域密着型中

バブル崩壊不況が直撃した地域を中心に90

小企業と地域教育機関との連携を図るため、

年代以降、東京都墨田区の中小企業振興基本

条例に教育機能を加える動きが始まった。新

条例をモデルに各地で振興条例に基づく内発

潟市や松山市、福島県のいわき市などでは大

的発展の振興政策が力を増し、21世紀の入り、

学だけではなく小学校・中学校・高等学校な

リーマン・ショックを経てその勢いは増しつ

どの教育機関含めて「自主的に、職場体験活
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間の損害保険会社が扱うのに対して、貿易保険

動その他職業に関する理解を深める学習等を
通じて地域の次世代を担う人材の育成に努め

は貿易取引に支障が生じた場合の保険である。

るものとする」（松山市）という形で教育委員

( 7 )『日本経済新聞』2011年 1 月 8 日、2012年 5 月

会との連携まで地域経済振興の枠組みに組み

3 日、2015年11月22日、独立行政法人日本貿易

入れられ始めた。

保険のホームページを参照。

また四つには、石川県・長野県の条例では

( 8 ) 小関智弘『ものづくりに生きる』岩波ジュニア
新書、1999年、117頁。

労働組合の役割が明記された。長野県の条例
では「中小企業の労働者は、中小企業が重要

( 9 ) 森清『ハイテク社会と労働』岩波新書、1989年、
215～216頁。

な存在であることを理解し、その就業する中
小企業の将来をその経営者とともに考え、当

(10) 森和夫『ハイテク時代の技能労働』87頁。

該中小企業における自らの役割を自覚し、自

(11)

業の発展に寄与する役割を果たすよう努める

小関智弘『町工場・スーパーなものづくり』

89頁、99頁、160頁。

らの能力の向上を図ることを通じて、中小企

(12)

機械化・自動化による規格化された財の低価

格での量産量販に対して、手わざや専門家的な

ものとする」とまで書き込まれた（第10条）。

対面販売によるユーザーのQOL（生活の質）の
充実、個別ニーズへの対応を示す筆者の造語。

以上でみたようにアベノミクスの成長戦略
は日本のモノづくり基盤の崩壊への道筋であ

(13)

グローカリズムとは、地域特性から生まれる

ること、しかし日本経済のグローバル化に伴

個性的な生活文化の昇華したローカル循環型の

う危機的傾向の深化の対極に、人間と地域特

財・サービスおよび生活様式・町並み・景観

性を大切にした地域経済再生の動きが着実に

（ローカリズム）がグローバルに評価されるこ

進みつつあることに注目すべきである。豊か

と。

さと幸せが実感できる先進国型の国づくりは、

(14)

型経済への挑戦』本の泉社、2012年参照。

グローバル循環型経済（記憶を消し去る地域
づくり）に特化した成長戦略ではなく、地域

詳細については松丸・吉田・中島『地域循環

(15)

藻谷浩介・NHK広島取材班『里山資本主義』

特性に根ざした産業集積（ローカル循環）の

角川書店、2013年、大友詔雄「雇用、仕事、エ

再構築（記憶を重ねる地域づくり）と、メー

ネルギーの地域内循環をめざして」『中小商工業

ド・イン・ジャパンに基礎を置く新たなナシ

研究』2013年冬季号（№114号）、藤田信好「再

ョナル循環の構築に求められねばならない。

生可能エネルギー社会は中小企業の出番」『経
済』2013年 5 月号、『下野新聞』2015年 1 月 4 日

注

付参照。

( 1 ) 「日本経済新聞」2017年 6 月 7 日付け。

(16)

中小企業憲章については、全国中小業者団体

( 2 ) 「日本経済新聞」2013年 7 月12日付参照。

連合会『小企業憲章と欧州の中小企業政策』

( 3 ) 「日本経済新聞」2012年 3 月 1 日付け参照。

2002年、中小企業家同友会全国協議会『中小企

( 4 ) 「日本経済新聞」2010年 7 月 1 日、2014年10月

業憲章 ヨーロッパ視察報告』2008年、三井逸友

16日、2016年 3 月10日付け参照。

『中小企業政策と中小企業憲章』花伝社、2011

( 5 ) 財部誠一『メイド・イン・ジャパン消滅!』朝

年が有益である。

日新聞出版、2012年、第 4 章参照。
( 6 ) 取引先の海外企業が破綻したり、海外政府が契
約を破棄したりして売却代金が回収できない場
合などに、保険料を払った日本企業に保険金を
支払う仕組み。一般的な物損に関わる保険は民

- 18 -

（よしだ

けいいち

駒澤大学教授）

■連載特集

地域特集・地域の問題（２－２）■

不動産証券化と都市開発
岩 見 良 太 郎
《要旨》 不動産証券化というのは、不動産によって生み出される利益を引き当てに、証券を発行してファ
ンドをつくり、それによって開発、そこから得られる利益を投資者に配当するしくみである。国交
省は、不動産の有効活用を実現し良質なストックの形成に寄与するだけでなく、不動産市場の活性
化を促進する有効な手法であると喧伝している。
しかし、不動産の証券化は、都市開発の投機性を強め、不可避的に、ビルやマンションの過剰供
給を導き、不動産市場に深刻な打撃をもたらす。本稿はマルクスの「不動産資本」概念等によりつ
つ、不動産証券化によって、都市開発の投機性がいかに増幅されるのか、そのしくみを明らかにし
たものである。
目 次

る。これを支える仕組みの一つが不動産証券

はじめに
1.都市縮小化時代の都市開発と不動産資本
(1)不動産資本の概念
①土地利用実現土地資本(α土地資本)
②土地利用転換土地資本(β土地資本)
③土地利用増進土地資本(γ土地資本)
(2)資本循環範式による表現
(3)都市縮小化時代の都市開発・都市政策の
変容
2.開発型不動産証券化と不動産資本
(1)開発型不動産証券化と不動産資本の運動
(2)レバレッジ効果
(3)不動産証券化と地価形成
3.資産運用型不動産証券化と不動産資本
― JREIT を例に
(1)資産運用型不動産証券化と不動産資本の
運動
(2)分配金利回りとレバレッジ効果
(3)架空資本としての J-REIT 不動産証券
結び―投機化を強める都市開発

化である。アベノミクスの異次元の金融緩和
と相まって、不動産証券の組成、取引は活況
を呈している。
しかし、そこには、大きなリスクが隠され
ている。不動産証券化は、都市開発をいわば
金融商品化し、その投機性を増幅、都市と経
済に混乱をもたらす危険性を高めるからであ
る。
開発の主役は〈不動産資本〉である。不動
産証券化は、不動産資本の運動をどのように
変質させ、矛盾を拡大するのか。それを明ら
かにするのが本稿の目的である。

1．都市縮小化時代の都市開発と不動
産資本

はじめに
およそ 90 年代を境に、日本は都市縮小化時
代に入った。これに伴い、都市開発も都市膨
現在、東京都心においては、ミニバブルが
ささやかれるほど、都市再開発が過熱してい

張を背景とした郊外宅地開発から、既成市街
地の再開発へと大きくシフトしていく。
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日本における不動産証券化制度の導入は、

こころみた。

こうした既成市街地再開発への転換と密接不
① 土地利用実現土地資本
（α土地資本）

可分である。

これは商業建築物、工場あるいは住宅など

都市縮小化時代の下で、都市開発の主役で
ある不動産資本の運動は、どのように変容し、

生産・消費活動を行う場ないしは空間を提供

それが、なぜ不動産証券化を要請することに

するところの建築物 に代表さ れる。商業 用

なったのか。以下、簡単に整理しておこう。

地・工業用地・住宅用地等々といった建築用
地は、それぞれの用途に対応する建築物を合
体してはじめて、その土地利用は実現＝完成

（1） 不動産資本の概念

される。このようにそれぞれの土地利用を実
現する土地資本がα土地資本である。

まず、分析に先立って、不動産資本の概念
を提示しておこう。不動産資本とは、マルク

② 土地利用転換土地資本
（β土地資本）

スの表現を借りれば、「売るために思惑で工場

都市の絶えざる成長・発展の中で、都市内

を建てたり土地を改良したりする資本制的生

部及びその周辺の土地利用は農地から住宅地

(1)

産者 」と定義できる。ただし、不動産資本

へ、住宅地から商業用地へ、といったように

は、売るだけでなく賃貸によっても利潤を稼

変化していく。ある 土地利用 から他のよ り

ぐから、より包括的には、「売るためないしは

「高度」な土地利用 へ、そし てさらによ り

賃貸のために思惑で工場を建てたり土地を改

「高度」な別の土地利用へと更新されていく

良したりする資本制的生産者」と表現できよ

のである。このような、土地利用の転換を媒

う。

介する土地資本がβ土地資本である。

ここで、注意すべきは、マルクスは不動産
資本を、土地や建物の売買から利潤を得る商

③ 土地利用増進土地資本
（γ土地資本）

業資本としてではなく、「工場を建てたり土地

人為的に新たな位置・豊度をつくり出し、

を改良したり」といった開発の契機を含む、

現在の位置・豊度を改良する（場合によって

産業資本としてとらえている点である。この

改悪する）土地資本がγ土地資本である。

開発のために投じられるのが、土地資本であ

ここで述べる余裕はないが、それぞれの類

る。これもマルクスの用語であるが、土地に

型ごとに、地価形成メカニズムが異なり、し

根をおろし、土地と不可分に結合して機能を

たがって、それらを用いて、開発利益の最大

果す資本、端的には、土地に合体された資本

化をめざす不動産資本の行動を規定すること

(2)

(4)

と定義される 。

になるのである 。
(3)

D.ハーヴェイのいう「建造環境 」は、こ
の土地資本概念と重なるが、土地資本を集合
的表象として把握したものといえる。都市環

（2） 資本循環範式による表現

境ないしは都市景観を論じるときには、便利
不動産資本は分譲型、賃貸型に分けられる。

な概念といえるが、開発＝土地資本の投下に
よる、〈開発利益〉の生成を分析するには、厳

それぞれ、その不動産資本概念を資本循環範

密さに欠ける。

式によって表現すれば、次のようになろう。
まず、分譲型は図表１のように描くことが

開発利益は、不動産資本の、主要な利潤源
泉の一つをなすが、筆者はこれを解明するた

できる。

め、次のような、土地資本の三つの類型化を
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ここで、Pm の一つの要素をなす土地資本

図表１

不動産資本の資本循環範式（分譲型）

ように、利潤の主要な部分を、
不動産の売買差額から稼ぎ出す
のではなく、賃貸収入（インカ
ムゲイン）から得る。その運動
は、図表２に示すような資本循
環表式で表される。
開発によって建築物をつくり

図表２

不動産資本の資本循環範式（賃貸型）

出す W'までは、分譲型と変わ
らないが、それ以降の過程が異
なる。すなわち、建設された建
築物（土地を含む）W'は、リ
ース（賃貸）資本 Wr に転化さ
れて、一定期間貸し付けられ、

図表３

金融資本による不動産資本の包摂

賃貸収入を得る。その期間内の
賃貸収入の合計が R、建築物の
残存価値が W'である。最終的
に総賃貸収入 R（地代を含む）
と減 価した建造 物（ 土地を 含
む）W'の売却代金 G'の合計に
よって、投下資本 G の回収と
利潤を手にいれる。なお、この
利潤には、インカムゲインとし

素材とは、先に述べた土地資本をかたちづく

ての賃貸収益のみでなく、土地の購入・売却

る素材であり、建設資材を意味する。その他

価格の差額としてのキャピタルゲインも含ま

の生産手段とは建設機械、設備等をさす。ま

れる。

た A は建設労働力を、P（生産資本）は建設

不動産資本の運動には金融資本との結びつ

資本であり、…P…は、建設過程という生産

きが、密接不可分である。不動産資本は、そ

過程の特殊形態を意味する。それは土地資本

の資本の大きな部分を金融資本からの借り入

素材の土地への合体過程であり、素地の加工

れに依存している。また、ほとんどの不動産

＝宅地造成、住宅建設等が遂行される。この

の購買者も、銀行ローンを活用する。不動産

建設過程で土地資本素材は建設労働によって

資本の全運動は、金融資本によって包摂され

土地に合体され、土地資本として完成される。

ているのである。図表３は、分譲型に即して、

すなわち、不動産資本は素地としての土地

その様相を、資本循環範式で示したものであ

を購入し、整地し、道路等の交通条件を整え、

る。

諸施設を配置し、住宅を建設して売却する。

下側の GL … GL' は、不動産資本への貸し

そして、当初の投資額 G と販売額 G'の差額

出しを、上側のそれは、消費者への貸し出し

⊿ G を利潤＝キャピタルゲインとして実現す

をあらわす。消費者は、銀行から GL を前借

る。これが総体としての不動産資本の全運動

りし、住宅を購入。賃金所得 GA から、元利

であり、⊿ G こそがその運動の規定的動機で

を返済していくのである。

あることはいうまでもない。

ここで、不動産資本の利潤―分譲型の場

次に賃貸型であるが、分譲型不動産資本の

合はキャピタルゲイン、賃貸型の場合は、主
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要にはインカムゲインとして現象する ―の

入、都市の膨張が進行している時代の不動産

源泉について簡単に確認しておこう。

資本の運動と、現在のように人口減少の時代

キャピタルゲインは購入土地単価 P と販売
土地単価 P'の差額、⊿ P（＝ P'－ P）によっ

に入り、都市が収縮していく時代のそれとは
異なるのだ。

て大きく規定される。土地需要が旺盛で、地

都市縮小の時代では、開発形態は、都市拡

価上昇が顕著にみられるような不動産市場環

張時代に主流をなした郊外の新規宅地開発か

境の下では、この差額は自ずと大きくなる。

ら、都心部の再開発へと転換する。不動産利

しかし、ここで確認すべきは、⊿ P は、土

潤の主要な源泉も、不動産の売買によるキャ

地需要の増大がもたらす地価上昇（以下、一

ピタルゲインから、その運用によるインカム

般的地価上昇という）に解消されるのではな

ゲインにシフトする。不動産投機の態様も、

く、土地資本の投下も、⊿ P の形成に積極的

土地の値上がり期待にもとづく土地売買では

役割を果たすという点である。土地資本は、

なく、不動産賃貸収益増減の思惑を反映した、

土地の利用価値の増進をもたらし、そのこと

不動産売買にもとづく、それへと変化する。

によって、一般的地価上昇とは異なる、地価

また、開発をめぐる都市政策も変貌をとげ

の上昇をもたらすのである。すなわち、α土

る。都市膨張の時代は、活動旺盛な不動産資

地資本 は、その集約投 資（建物 の高容積率

本による開発のスムースな進行を保障するた

化）によって、β土地資本は、農地から宅地

め、一定の規制をかけることに主眼がおかれ

への転換等、より高度な土地利用への転換を

た。たとえば、都市計画の主要課題は、市街

導くことによって、γ土地資本は、交通施設

化区域―市街化調整区域の設定によるスプロ

や地盤強化等により、土地の位置・豊度を改

ールの抑制と用途地域制にもとづく土地利用

良することを通じて、地価上昇＝開発利益を

秩序の形成をはかることにおかれた。

もたらすのである。もっとも、不動産資本が

しかし、不動産需要が低迷する、都市縮小

開発利益のすべてを手中におさめるわけでは

の時代においては、枯渇する不動産資本の利

ない。どれだけ獲得しうるかは、対土地所有

潤源泉を補うため、再開発の対象地域である

との対抗関係（不動産資本の対抗力の物質的

都心部の都市計画規制緩和、公的助成（補助

基礎は、土地資本にある）の中で決定される。

金、減税、利子補給、公有財産提供）、並びに

インカムゲインの主要な構成要素は地代で

PFI、PPP、コンソーシアム等、公共施設の市

ある。土地資本の投下＝開発が地代上昇をも

場化＝市場創出等が重要な政策課題となる。

たらすことは、分譲型の場合と同様である。

しかも、その政策効果を高めるため、地域

地代上昇は、開発利益の、フローとしての現

を限定した規制緩和等、政策資源の集中的投

象形態なのである。

入が実行される。都市再生特区、国家戦略特

なお、地代、地価は、虚偽の社会的価値で

区等、特区方式に代表される、「選択と集中」

ある。したがって、開発利益という、不動産

の新自由主義的都市政策による補完がなされ

資本の利潤源泉も、虚偽の社会的価値である

るのである(5)。

ことはいうまでもない。

本稿のテーマである不動産証券化も、都市
縮小時代における欠かせない開発政策として

（3） 都市縮小化時代の都市開発・都市政
策の変容

要請されたものである。ここで、不動産証券
化というのは、不動産によって生み出される
利益を引き当てに、証券を発行してファンド

不動産資本の運動は、都市形成の態様と不

をつくり、それによって開発、そこから得ら

可分である。端的にいえば、都市への人口流

れる利益を投資者に配当するしくみを指す。
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不動産需要が旺盛な都市膨張の時代には、
地価が右肩上がりに上昇し、土地を担保に容
易に資金の借り入れができた。キャピタルゲ
インも確実に見込めたので、不動産資本は、

（1） 開発型不動産証券化と不動産資本
の運動

単独でリスクを負担することもできた。しか
し、地価が長期にわたって低迷する都市縮小

◆開発型不動産証券化のしくみ

時代においては、もはやこうしたことは不可
開発型不動産証券化は、一般的には、例え

能になった。開発規模が巨大化し、かつ、分
譲ではなく、賃貸が主流となった現在、投資

ば、つぎのように説明される。

資金と利潤を回収するには、長期を要し、リ

「
『開発型証券化』は、まだ稼動物件が存在

スクも高まる。こうした困難を打開する方法

しない段階で、将来建設される物件を対象に

として要請されるのが、不動産の証券化にほ

証券化を行うものです。すなわち、SPV（特

かならない。投資家から資金を集め、リスク

別目的事業体。筆者 ）は、オ リジネータ ー

分散をはかれる不動産証券化のしくみは、先

（資産証券化の対象となる資産の保有企業。

の新自由主義的都市政策とあいまって、都市

筆者）から土地を取得して稼動物件を建設す

縮小時代に不動産資本が活動を続けていくた

ることを前提に、その想定された稼動物件の

めの、不可欠のシステムになったのである。

将来の収益や売却代金を返済原資として証券

しかし、不動産証券化は、不動産資本の運

(6)

を発行することになります。 」
開発型証券化は、開発事業における資金調

動に大きな変質をもたらす。以下、明らかに

達源を多様化し、リスク分散をはかるために

したい。

導入されたものである。しかし、開発証券化
の対象となる物件の収益、将来の換価等につ

2．開発型不動産証券化と不動産資本

いて大きな不確定要素が存するだけでなく、
そもそもその物件が計画どおり完成するかに
ついてもリスクが存在する。その分、開発型
証券化は、運用型とくらべ、よりリスキーな

不動産証券化は、分類基準の違いによって、

証券化といえる。
開発型証券化のしくみは、図表４にように

いくつかの類型に区分される。ファンドを公
開で集 めるか否かによ って、公 開ファンド

示される。

（J-REIT：日本版不動産投資信託）、私募ファ

開発型証券化は私募ファンドのかたちをと

ンド、その中間形態としての私募 REIT、途中

る（私募 REIT もありうる が、事 例は少な

解約を認めるか否かによって、オープンエン

い）。また、賃貸、分譲、いずれの類型もある

ド型、クローズエンド型、すでに存在する不

が、ここでは賃貸を例に考察したい。したが

動産物件を購入－運用する運用型と不動産物

って、本稿で考察するのは、〈私募―賃貸型〉

件の建設からはじめる開発型等である。

の開発型不動産証券化である。

本稿では、開発型と運用型という不動産証
券化類型を採用し、検討する。他の区分は、

◆資本循環範式による表現
開発型証券化による不動産資本の運動を資

二つのタイプそれぞれの特徴づけのために適
宜、援用する。

本循環範式で示せば、図表５のようになる。
先の範式（図表 2 ）（一点鎖線でかこった部
分に対応）との違いは、不動産証券 S から開
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図表４

開発型不動産証券化のスキーム

出所:国土交通省 HP

図表５

開発型証券化による不動産資本の資本循環範式

化するため、最後に一括して、
支払われるものとしている。
投資家は、ファンドから、証
券とひきかえに投資元本と配
当を受け取り、Gs から Gs'
への増殖をとげるのである。
Gs の理論的価格は配当の利
子還元価格であり、したがっ
て、利子率いかんによっては、

始されることである。開発による利潤を引き

開発資金 G のみならずヒルファーディングの

当てに S が発行される。投資家は S を Gs で

いう創業者利得に相当する利得をも含む可能

購入する。投資資金 G は Gs と金融機関から

性があると考えられる。しかし、不動産証券

の借り入れや社債で調達した借入金 GL から

化の主体は不動産資本ではなく、SPC（特別

構成される。G は開発に投じられ、オフィス

目的会社）が担う。同組織は、収益を確保す

やマンション等が建設される。完成するや建

ることは禁止されている。利益はすべて、投

築物は賃貸に出され、ファンド収益を稼ぎだ

資者に配分されるのである。したがって、創

す。一定期間、運用されたのち、建築物は他

業者利得に対応するような余剰が生み出され

のファンドや REIT 等に売却される。その売

る余地はない。配当の利子還元として不動産

却収入と賃貸収入から費用を差し引いたもの

証券価格 Gs が決まるのではなく、逆に、Gs

が G'（＝初期投資額＋利潤）となる。G'は

を与件として、配当利回りが導き出されるの

Gs'（＝ Gs＋配 当）ならびに GL'(＝GL＋利

である。不動産証券 S の理論価格は投資の有

子）に分割される。配当や利子は、実際には、

利性を判断するための一つの指標として活用

毎年支払われるが、循環式では、表現を簡略

されるにすぎないわけだ。
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図表６

◆例解

開発型不動産証券化モデルの枠組み

投資期間
建設期間

ここで、架空の簡単な数字をつかって、開
発型不動産証券化のモデルをつくり、いくつ

８年
３年
借入金
出資金
計
土地
建物
処分価格

投下資本額

か特徴を抽出してみよう。
まず、図表６は事業の枠組みを示したもの

不動産

である。

借入金利
NOI 利回り

投資期間は 8 年、内 3 年が建設期間、 5

40 億円
60 億円
100 億円
30 億円
70 億円
103 億円
１％
６％

年が運用期間である。投下資本額は 100 億円、
内デッド（借り入れ）が 40 ％、エクイティ
to

以上を仮定すると、本プロジェクトの IRR

Value：借入金等の負債額を資産価値で割った

（Internal Rate of Return：将来期待できる収益

比率）は 40 ％である。借入金利は 1 ％、不

の現在価値が投資額と等しくなるような割引

動産投資額に対する NOI（Net Operating In-

率）は、6.5 ％と計算される(7)。

（出資額）が 60 ％。つまり、LTV（Loan

come：総賃料収入から管理運営にかかる費用
を控除した純収益）利回りは、 5 年の運用期

（2） レバレッジ効果

間において、各年 6 ％とする。
開発する建築物の価格は 100 億円（計算の
簡略化のために、建設資本の利潤部分を含め

いま見たように、不動産証券の配当率は、

ておく）、内訳は、土地が 30 億円、建物等が

借り入金利子率、NOI、そして、不動産の購

70 億円と仮定する。建築物（土地を含む）の

入価格と売却価格の差額によって決まる。そ

処分価格は、若干の値上がりを見込み、103

れらが変動すれば、利回りも変動するという

億円とする。

ことである。

この開発プロジェクトにおける事業の収支

しかし、ここで見落とされてはならないの

状況が、時間軸にそって、どのように変化し

は、LTV が変化することによってもたらされ

ていくかを示したものが図表７である。

る、利回りの著しい差異である。
たとえば、LTV を当初の 40 ％から、60 ％、

最初の 3 年間は建設にあてられるから、出
費のみである。出費は、出資と借入金でまか

80 ％へと動かしてみよう。すると、IRR は、

なわれている。 4 ～ 8 年は完成した建物が貸

6.5 ％から 8.4 ％、そして 13.2 ％へと変動す

し出され、賃貸収入が見込まれている。最後

るのである。いいかえれば、NOI が 6 億円よ

の年は、土地とともに建物が売却され、収益

り低い水準にあっても、LTV を高めることに

として、賃貸収入にキャピタルゲインが加わ

よって、期待利回りを確保できる可能性があ

る。配当には 4 年以降、収益全額を充てるも

るということだ。たとえば、図表８に示すよ

のとする。

うに、NOI が半減しても、LTV を 80 ％に引

図表７

開発型不動産証券化のモデル
年次

土地
建物
借り入れ金
出資
借入利息
NOI
キャッシュフロー
iRR

1
－30
40
60

－60
6.5%

2

3

－40
40
0
－0.4

－30

0
60
0

－0.4

30

－0.4

－30.4

4

5

6

7

8
103
－40
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－0.4
6
5.6

－0.4
6
5.6

－0.4
6
5.6

－0.4
－0.4
6
6
5.6
68.6
（金額：億円）

図表８

開発型不動産証券化モデルにみるレバレッジ効果（プラス）
年次

土地
建物
借り入れ金
出資
借入利息
NOI
キャッシュフロー
IRR

図表

９

80
20
3
－20
6.7%

1

2
－30

10
20
－0.1
3
－0.1

40
0
－0.5
3
－0.5

3

4

－40
30

－30

－0.8
3
－0.8

－0.8
3
2.2

5

6

7

8
103
－ 80

－0.8

－0.8

2.2

2.2

－0.8

－0.8

2.2
25.2
（金額：億円）

開発型不動産証券化モデルにみるレバレッジ効果（マイナス）

年次
土地
建物
借り入れ金
出資
借入利息
NOI
キャッシュフロー
IRR
年次
土地
建物
借り入れ金
出資
借入利息
NOI
キャッシュフロー
IRR

1
－30
40
60

－ 60
－0.8%

2

3
－30

0
60
0

－40
40
0
－0.4

－0.4

30

－0.4

－30.4

1
－30
80
20

－60
－48.5

4

5

6

7

8
70
－40

2

3

10
20
－0.1

－40
40

－30
30

－0.5

－0.8

－0.1

－0.5

－0.8

－0.4
6
5.6

－0.4
6
5.6

－0.4
6
5.6

－0.4
－0.4
6
6
5.6
35.6
（金額：億円）

4

5

6

7

8
70
－80

－0.8
6
5.2

－0.8
6
5.2

－0.8
6
5.2

－0.8
－0.8
6
6
5.2
－4.8
（金額：億円）

き上げ ることによって 、当初の 水準に近い
IRR を実現できるのである。このように、借
り入れを増やすことで、自己資本に対する収

（3） 不動産証券化と地価形成

益率が高まることをレバレッジ（leverage：
以上のモデルでは、地価を与件として IRR

テコの作用）効果という。
ただし、レバレッジは諸刃の剣である。

の値を算定した。したがって、こうしたモデ

図表９はそれを例示したものである。最終

ルのつくりかたでは、IRR の水準がどのよう

年に不動産価格が、予定の 103 億円から 70 億

に変わろうと地価は与件として設定された水

円に暴落した場合を想定したものである。み

準を維持することになる。しかし、これは、

るように、LTV が 40 ％（図表 9 の上表）で

現実にそぐわない想定である。IRR の変化に

は、IRR は－0.8％に下落するのに対し、LTV

よって、地価水準に変化がおきるはずだ。

が 80 ％という高水準にある場合には、I RR は、

たとえば、IRR が期待利回りより大きけれ

一挙に、－48.5％まで暴落する（図表 9 の下

ば、不動産投資は有利になり、投資家による

表）。レバレッジ効果が、マイナス方向に作用

投資が活発化し、新規土地取得価格はおのず

するのである。レバレッジは、大きなリスク

と高まっていくであろう。土地価格が上昇す

をともなうことがわかる。

れば、IRR は下落する。結局、IRR が期待利
回りに一致するまで、地価は高騰していくと
考えられる。
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図表 10

LTV の変化と地価変動

年次
土地
建物
借り入れ金
出資
借入利息
NOI
キャッシュフロー
ｉＲＲ

1
－ 30
80
20

－ 20
13.2%

10
20
－ 0.1
－ 0.1

2

3

－ 40
40
0
－ 0.5
6
－ 0.5

4

5

6

7

103

－ 30
30

－ 80

－ 0.8
6
－ 0.8

たとえば、図表 7 のケースにおいて、期待
利回りが、IRR の 6.5 ％はなく、 3 ％という

8

－ 0.8
6
5.2

－ 0.8
6
5.2

－ 0.8
6
5.2

－ 0.8

－ 0.8

5.2
28.2
（金額：億円）

もとづかないバブル的地価の、新たな形成回
路が組み込まれるわけだ。

約半分の水準に低下すると想定してみよう。
この場合、NPV（net present value：正味現在
価値 ） (8)は、14 億 円と なる。DCF 法（discounted cash flow：不動産が生み出す将来の予
想利益を見積もり、現在価値に割引して、不
動産価格を求める方法） (9)による、収益価値
が、60 億円から 74 億円に上昇したためだ。

3．資産運用型不動産証券化と不動産
資本― J-REIT を例に
（1） 資産運用型不動産証券化と不動産
資本の運動

NPV が、期待利回り（IRR 3 ％）に対応する
ゼロの水準に戻るためには、土地価格の上昇

公募ファンドの代表例は J-REIT（日本版不

が生じなければならない。計算の過程は省く

動産投資信託）だ。株式と同じように、投資

が、その場合の地価は、45.5 億円（上昇率約

証券を発行して、広く資金を集め、ビルやマ

50 ％）となる。

ンション等を購入、そこから得られる賃貸収

かくして、期待利回りと IRR にギャップが

入から配当がなされる（図表 11）。そうした

あるとき、それを解消するような方向で、地

役割を担うのが、投資法人だ。ただし、実質

価に変動がひきおこされるのである。

的な業務は、外部運用会社に委託される。な

もう一つ、採用される LTV によっても地価

お、J-REIT は、私募ファンドのいわゆる出口

は影響をうける。図表 10 は、前掲図表 7 の

戦略としてしばしば活用される。開発物件を

LTV 値 40 ％を、80 ％に置きかえたものであ

J-REIT に売却できれば、私募ファンドは開発

る。この場合、IRR は前者の 6.5 ％に対し、

リスクから解放されるからだ。

後者は倍以上の 13.2 ％となっている。もし、

J-REIT による不動産資本の運動を資本循環

LTV を大きくしても期待 IRR がもとの水準に

範式で示せば、図表 12 のようになる。J-REIT

とどまっているとすれば、NPV は 12 億円と

は単一の物件ではなく、複数の物件の束を投

なる。これを、期待 IRR と IRR の実際値が一

資対象とする。したがって、それを一つの循

致するゼロ水準に戻るには、やはり土地価格

環範式で表現することはできない。そこで、

の上昇が起きなければならない。この場合、

ここでは、物件の束をあたかも一つの物件で

土地価格は、30 億円から約 43 億円に上昇す

代表されるかのように表現する。こうした、

る計算になる。

単純化によって、J-REIT による不動産資本の

LTV は操作的に決められる。その数値によ
って、地価が大きく変動させられるのである。

運動の特徴は、より捉えやすくなるからであ
る。

不動産証券化によって、ファンダメンタルに
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開発型範式との違いの第 1 は、建設を含ま

図表 11 J-REIT のスキーム

出所：三菱 UFJ 信託銀行不動産コンサルティング部『図解不動産証券化と FREIT がわかる本』
（洋経済新報社、2013 年）、
123 頁。

図表 12

JREIT における不動産資本の資本循環範式

のではなく、証券売却の当
初から、継続的になされる。
しかし、表現の単純化のた
めに、一括して払われるも
のとした）。かくして、事
業と配当の継続性が実現さ
れるのである。

ないことだ。REIT の証券 S の販売によって

この範式の、開発型範式との違いは、もう

えられた Gs と借入資金 GL は合わさって投資

一つある 。G－S……S'－G'として 、自立し

資金 G が用意される。G は、建設過程を経る

た証券流通が含まれていることである。証券

ことなく、他の不動産資本によって建設され

S は、証券市場の中で価格を変え（S'）、売買

た建築物の購入に投ぜられる。購入された建

されていく。投資家は、売却によって、価格

築物は、賃貸資本 Wr として一定期間賃貸に

変動損益もろとも資金を回収する。投資法人

出され、賃貸収入が稼がれる。賃貸の終了と

は、投資家に投資資金を返還する必要はない。

ともに、中古建築物 W'は市場で売却され、

その分は、新たな物件の買い替えに投ぜられ

残存価値が実現される。賃貸収入の合計額 R

るのである。

と中古建物の売却価格と合わせたものが G'で
あり、その一部は、GL'、つまりローンの元

◆例解

利返済に回される。残り Gs'は、一部配当に
まわされ、その残りは新たな物件の取得に投

次に、先の範式を架空の数字を用いて例解
を示してみよう。図表 13 がそれである。

ぜられる（配当は売却時にはじめてなされる
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投資の基本的な枠組みは開発型とおなじで

図表 13

J-REIT のモデル

年次
土地
建物
借り入れ金
出資
借入利息
NOI
キャッシュフロー
IRR

40
60

－ 60
9.8%

1
－ 30
－ 70
40
－ 0.4
6
5.6

2

3

4

5

6

7

8
103

－ 40
40
60
－ 0.4
6
5.6

－ 40
0
－ 0.4
6
5.6

－ 0.4
6
5.6

－ 0.4
6
5.6

－ 0.4
6
5.6

－ 0.4
－ 0.4
6
6
5.6
68.6
（金額：億円）

ある。不動産物件を、開発によって得るので

法で求められる。この事例の場合、9.8 ％と

なく、すでにある物件を購入するところが異

なる。しかし、これは、基本的には投資法人

なる。ここでは、借入金 40 億円と証券により

にとっての平均利回りであることに注意しな

調達された出資額 60 億円で、100 億円の不動

ければならない。これが、投資家にとっての

産物件を購入するものと仮定されている。

平均利回りと一致するのは、新規投資にとも

REIT は既存物件を購入するから、投資の第
1 年度から収益が生まれ、配当が可能となる。

なう REIT の投資口（株式に相当する配当受
取の権利）購入者に限定される。REIT 市場で、

この物件を 8 年間運用した後、他の物件に

投資口を購入した投資家にとっては、その購

買い換える。不動産はこの間、 3 ％、 3 億円

入価格に対する利回りこそが関心事である。

上昇しているものとすれば、売却代金は 103

ところが、投資口価格は REIT 市場の取引

億円となり、 3 億円のキャピタルゲインが獲

動向によって、刻々と変化する。したがって、

得される。他方、この 8 年間に得られたイン

分配金利回りもそれにしたがって変動する。

カムゲイン（賃貸収入）は 44.8 億円であるか

投資口価格が値上がりすれば、分配金利回り

ら、売却時までには、総額 47.3 億円（＝ 3

は低下する。逆の場合は、逆である。
分配金利回りは、基本的には IRR によって

億円＋ 44.8 億円）の利益が得られた計算にな
る。

規定されるが、IRR は、開発型ですでにみた

ここで、もし、47.3 億円をすべて配当に回

ように、やはりリバレッジ効果によって左右

すならば、プロジェクトの最終年度には、100

される。分配金利回りを引き上げるために、

億円から借入金返済額 40 億円をさしひいた

LTV が引き上げられるのである。

60 億円が、投資法人の手に残る。私募ファン
ドの場合は、これは、投資家に払いに戻され
たが、J-REIT の場合は、その必要がないため、

（3）架空資本としての J-REIT 不動産証券

投資法人の所有に帰すことになるのである。
しかし、投資法人は、投資口所有者への配当

証券価格は市場で絶え間なく変動するが、

を継続しなければならない。そこで、60 億円

その理論価格＝配当 / 期待利回りに収斂する

は、配当の資金源を確保するため、再び、新

方向で変動する。
証券の理論価格は、配当の利子還元という

たな不動産に投資されることになるのである。

計算操作によって生み出された「架空資本」
（マルクス）、「純然たる幻想的な資本」であ

（2） 分配金利回りとレバレッジ効果

る。そこでは、「資本の現実の価値増殖過程と
の一切の関連は、最後の痕跡に至まで消え失

IRR は、先の開発型不動産証券化と同じ方

せ(10)｣ている。実際、配当の原資である利潤は、
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いま未だ存在していない期待利益にすぎない。

われるとしても、両者が一体化した連続過程

その大きさは、継続する賃貸の過程で、そし

をつくっているのでもない。したがって、こ

て不動産が最終処分された段階で、はじめて

こでいう総体としての不動産資本の運動は、

確定される。賃料、処分価格の暴落がおきる

不動産証券化による都市開発投機化の傾向を、

かもしれない。また利子率も、証券購入者が、

二つの型に代表させ、結び付けながら言及す

証券に求める主観的な願望値にすぎない。不

るにとどまる。

動産証券価格なるものは、きわめて、根拠薄

投機的開発は、実需から離れた思惑的な開

弱、不安定なのだ。しかも、賃貸収入及び土

発としておこなわれる。不動産証券化は開発

地売却差益という利潤源の基盤は、土地とい

需要を実需から乖離させ、おのずと開発の投

う擬制資本にあるから、不動産の証券化は、

機化に導く。

二重の擬制資本化といえるのだ。

開発型の場合、NOI と利子率、不動産価格

なお、J-REIT も、先の開発型不動産証券と

変動によってきまる I RR を一つの判断指標と

同様、独自の地価形成をもたらす。二つの道

して開発がおこなわれる。しかし、これらは、

筋で、地価形成に関与するのである。一つは、

すべて予想値であり、実現されたそれではな

IRR 経由による。投資法人の求める利回りが、

い。予想がはずれれば、存続が危ぶまれる。

IRR より大きければ（小さければ）、地価は下

IRR は、NOI が低くとも、LTV 値を上げるこ

がっていく（上がっていく）。もう一つは、投

とで、大幅な引き上げが可能となる。都市開

資家の関心事である、配当金利回りの地価形

発は、不動産証券化によって、実需から離れ

成への関与である。これが投資家の期待利回

た、きわめて不確かで、動揺的な指標にもと

りより大きいか、小さいかによって、J-REIT

づき推し進められることになるわけだ。その

の需給、したがって不動産需給関係が変動し、

投機性が、著しく高められることになるので

地価に変動がもたらされる。配当は IRR によ

ある。

って決まるが、投資口価格は、それとは相対

さらに、J-REIT を出口戦略に使えば、そこ

的に独立した REIT 市場において、絶え間な

に、リスクを移してしまうことができる。し

く変動する。そのため、地価は、大きな変動

かし、それは、さらに都市開発の投機性が増

にさらされることになるのである。

幅されることに帰結する。J-REIT の投資法人
にとっての投資指標 I RR も、開発型で指摘し
た同様の幻想性を免れ得ない。投資家の判断
指標である配当金利回りも、幻想的・動揺的

結び―投機化を強める都市開発

である。その分母である証券価格は、証券市
場できまるが、そこにおける取引は、思惑が
支配する「商品価格 の騰落を あて込んだ 投

以上二つの型の不動産証券化による不動産
資本の運動を考察したが、最後に両者を結び

機(11)」）となり、その価格変動は、実体から遊
離していく。

付けつつ、これらの不動産資本の運動が総体

ここで、さらに住宅ローンの証券化を付け

として、いかに都市開発の投機化を強めるか

加えれば、不動産証券化にともなう投機の全

について、簡単なまとめをしておきたい。

体図はほぼ完成する。定期的に返済されるロ

もっとも、考察した二つの証券化は、すべ

ーンは、「資本に対する利子の流入であるかの
(12)

てのタイプを代表するものではないし、不動

ように資本還元される

産資本の全運動をカバーするものではない。

た金融機関が、その証券化をおこない、売り

また、REIT はしばしば開発型の出口戦略に使

さばけば、一挙に貸付金の回収がはかられる。
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」。ローンを貸し付け

「住宅ローンの証券化のおかげで、金融会社

費財）、またあるものは、消費の物的枠組みとし

はどんなリスクをも簡単に他の誰かに転嫁す

てはたらいている（家屋、歩道など）後者を私

(13)

は消費の建造環境 the built environment for con-

ることができ 」）るのだ。
もっとも、住宅ローンの証券化が順調に進

sumption とよぶ。」（D. ハーヴェイ『都市の資本

行する限り、住宅供給はみかけ上安泰だが、

論』論）、水岡不二雄監訳、青木書店、1991 年、
20 ～ 21 頁）

ローンの支払いが滞るにいたったとき、その
幻想性は崩れる。かの、リーマンショックを

( 4 ) 拙著『土地資本論－地価と都市開発の理論』
（自治体研究社、1989 年）参照。

引き起こした、サブプライムローンの破たん

( 5 ) これら、都市縮小時代における新自由主義的都

である。

市政策について、詳しくは、拙著『再開発は誰
のためか―住民不在の都市再生』（日本経済評

以上のように、不動産証券化は、不動産市

論社、2016 年）参照。

場を実需から乖離させ、歯止めなき開発へと
暴走させる危険性をはらんでいる。それは、

( 6 )『開発型不動産証券化の知識と実際 改訂版』

都市開発そのものの金融商品化、都市開発の

（国土交通省総合政策局不動産投資市場整備室

カジノ化に他ならない。その帰結として待っ

監修、2007 年、202 頁）

ているのは、バブルの崩壊である。いたると

( 7 ) 投資期間を n、t 期の純営業収益（NOI）を a t、

ころで都市開発の破綻が起こり、都市は傷つ

n 期の純売却収入を bn、初期投資額を C0 とする

けられ、国民は、立ち直れないほどの犠牲を

と、内部収益率 r は次式を満たす収益率として

強いられることになろう。目前に迫っている

表される。

のは、まさに、こうした危機なのだ。

Σ

n

t=1

注

at
bn
──── ＋ ──── － C0 ＝ 0
(1 ＋ r)t
(1 ＋ r)n

( 8 ) 投資期間を n、t 期の純営業収益（NOI）を a t、

( 1 )『資本論』第 2 部、271 頁。

n 期の純売却収入を bn、初期投資額を C0、期待

( 2 )「資本は、部分的には例えば化学的自然の改

割引率（投資家が期待する割引率）を r とする
と、NPV は次式により求められる。

良・施肥などの場合のように、より一時的に、

n
at
bn
NPV ＝Σ ──── ＋ ──── － C0
t=1 (1 ＋ r)t
(1 ＋ r)n

部分的には例えば排水渠・灌漑施設・地なら
し・経営用建物などの場合のように、より永久
的に、土地に固定され、土地に合体されうる。

( 9 ) a k を毎期の純収益、n を保有期間とすると
n
ak
不動産の収益価格＝Σ ────────
t=1 (1 ＋割引率)k

土地にかように合体された資本を、私は他の箇

0

所で土地資本（la terre-capital）と名づけた。こ

(復帰価格)
＋ ──────
(1 ＋割引率)n

れは固定資本の範疇に属する。」（
『資本論』第 3
部、871 頁）。
( 3 )「生産過程に囲いこまれた enclosed 固定資本と、
生産の物的枠組みとして機能する固定資本とを
区別することが有益であろう。後者を、生産の

(10)『資本論』⑪、807 頁。
(11)『資本論』⑪、830 頁。
(12) D. ハーヴェイ『反乱する都市 資本のアーバ
ナイゼーションと都市の再創造』（森田成也他訳、

建造環境 the built environment for production と呼
ぶことにする。消費の側にも同様の構造が見い
だされる。消費元本は、消費への直接の投入で
はなく、その補助として機能する商品からなっ
ている。ある品目は、消費過程のなかに直接囲

作品社、89 頁）。
(13) D. ハーヴェイ、前掲書、92 頁。

（いわみ

いこまれており（コンロや洗濯機などの耐久消
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りょうた ろう

埼 玉大学名誉 教

授・政治経済研究所主任研究員）

■論文■

方法としての大アジア主義
―東亜研究所時代の平野義太郎―

渡 辺

新

《要旨》 本稿では、1930年代に講座派マルクス主義の優れた研究者として著名な平野義太郎を取り上げる。
平野は、1930年代の講座派マルクス主義から1940年代前半には大アジア主義へと転向する。本稿で
は、講座派マルクス主義を潜り抜け、大東亜共栄圏を支える理論として「東洋社会の基底」「物質的
基礎」をもつ平野に代表される大アジア主義を、明治期以来のアジア主義一般、あるいは孫文の大
アジア主義と区別する意味で「侵略的」大アジア主義と定義した。また、国家総動員体制の中で
「侵略的」大アジア主義への転向を含んだ学術動員、研究動員の実態も明らかにする。

19世紀中葉の東アジアをめぐる欧米列強の

目 次
Ⅰ
Ⅱ
Ⅲ
Ⅳ
Ⅴ
Ⅵ
Ⅶ
Ⅷ

課題と視角
マルクス主義法学の成立
講座派マルクス主義
日本資本主義論争
アジア停滞性論
華北農村慣行調査
中国の村落共同体論
結語――｢侵略的｣大アジア主義の歴史構造――

進出の環境下で福沢諭吉「脱亜論」が現れ、
他方で樽井藤吉『大東亜合邦論』が現れた。
福沢は、「共に文明の海に浮沈し、共に文明の
波を掲げて、共に文明の苦楽を与にするの外
ある可らざる」ことを自覚し、「亜細亜の固陋
(3)

を脱して、西洋の文明に移」ることを求めた 。
これに対して樽井は、日・韓両国を「同病相
憐れむ」「宇内の一大風潮に遇ひて東洋に漂蕩
するの舟」と喩え、「同舟、颱風に遇ひて則ち
協力して之を防ぐ」ことを求めた

Ⅰ 課題と視角

(4)

。樽井が、

何らかのあり得た可能性としてアジア主義を
語った『大東亜合邦論』は、「脱亜論」へのア
ンチテーゼであったことは明らかであろう

(5)

。

アジア主義は、歴史の中で異なった現れ方

1980年代以降のアジアNIEsと中国の台頭は、
冷戦終結とグローバル化が進む中で何度目か

をする。当初は日本と支那（中国）・朝鮮との

のアジアへの視座の転換を提唱させ、アジア

対等提携指向を意味するものであったが、日

(1)

主義が俄に注目された 。しかし、心情にお

清戦争で元来のアジア主義の理念は一旦崩壊

いて連帯でも、客観的な論理構造は侵略であ

し、日本国内では対外強硬論が主流となった。

ったアジア主義の歴史を忘れてはならない。

日清戦争以後のアジア主義の定義は、元来の

かつて丸山眞男は、日本ファシズムのイデ

アジアとの平和協調路線とは完全に正反対の

オロギー的特質として家族主義的傾向、農本

ものになった。日露戦争以降には、アジア主

主義思想の優位、大アジア主義に基づくアジ

義の定義は東アジアにおける日本の優位を前

アの解放を指摘したが、大アジア主義につい

提とし、アジアの革命勢力を支援する思想に

ての言葉は少ない( 2 ) 。

発展し、さらに日本を盟主としたアジアの新
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秩序構築＝大アジア主義へと回転していった。

しかし、平野の大アジア主義は1930年代の講

竹内好は、アジア主義と大アジア主義を区

座派マルクス主義を潜り抜けることによって

別することは、「無意味であるか、無意味でな

大東亜共栄圏を支える理論となった。1920年

いまでも非常に困難

(6)

」であるという。しか

代の民法解釈研究から、ローマ個人主義対ゲ

し、19世紀中葉以来のアジア主義一般と、20

ルマン共同体という対立図式を横倒しにする

世紀の大東亜共栄圏を支える大アジア主義は

ことによって大アジア主義を理解するには無

明確に区別されなければならない。

理があるし、1920年代と1940年代を連続させ

その意味で、鈴木静夫が日本の国家的利益

るのは性急すぎる。

を中心としたエゴイスティックな日本型大ア

社会経済史の側から分析した長岡新吉、盛

ジア主義と、日本を構成要素の一部とし、ア

田良治の研究は、平野の講座派理論を詳細に

ジアの視点にたつ大アジア主義とを区別した

論じた優れた研究である 。とりわけ長岡は、

のは興味深い

(7)

(12)

。本稿では、大アジア主義を

転向の外在的断罪ではなく、平野の学問の内

19世紀中葉以来のアジア主義一般と区別する

在的論理から解き明かそうとした先駆的研究

だけではなく、孫文の大アジア主義、つまり、

である。しかし、長岡、盛田ともに大アジア

全世界の被圧迫民族と提携して覇道文化にた

主義の歴史的意義については不充分であった。

つ欧米列強に抵抗しようとする大アジア主義

これらの先行研究でも明らかなように、平

とも区別したい。本稿では、連帯と侵略の区

野は1930年代に講座派マルクス主義の優れた

別などには頓着せず、侵略があたかも連帯で

研究者として著名である。本稿の課題はここ

あるかのような錯覚を内外につくりだしてい

にある。本稿で定義する「侵略的」大アジア

く大アジア主義を「侵略的」大アジア主義と

主義は、大東亜共栄 圏を支え る理論とし て

定義しておきたい。

「東洋社会の基底」「物質的基礎」をもつもの

この「侵略的」大アジア主義という視角か

と仮説をたてることができる。したがって、

ら、分析対象として平野義太郎を取り上げる。

本稿の第 1 の課題は、平野の著作名ともなっ

竹内好は、平野を「御用学者」と痛罵するば

た「大アジア主義の 歴史的基 礎」を「侵 略

かりか、平野の「大アジア主義」は「思想の

的」大アジア主義の歴史的基礎として明らか

名に価せぬもの」と批判した

(8)

。また、歴史

にすることであり、「構造」や「型」把握を得

学者遠山茂樹は、「原則に立つことに明確であ

意とする講座派マルクス主義理論の影響をど

った平野さんの学問」の「逸脱」と評し、法

のように受けたのかを明らかにすることであ

学者利谷信義は平野に「お聞きしたかったこ

る。第 2 の課題は、国家総動員体制の中で、

と」として、「当時どう考えておられたか、そ

講座派マルクス主義から「侵略的」大アジア

してそのことを戦後どのように再検討された

主義への転向論を含んだ学術動員、研究動員

(9)

か」という

。

の実態を明らかにすることである。

法学者森英樹は、アジアが共有する郷土的
農村共同体を土台とする大東亜共栄圏的新秩
序にアングロサクソン的帝国主義的旧秩序を
対置するのは、平野が『民法に於けるローマ

Ⅱ

マルクス主義法学の成立

思想とゲルマン思想』のローマ個人主義対ゲ
ルマン共同体という対立図式を横倒したから
だと捉える

(10)

。森の研究は、民法解釈研究の

平野義太郎は、1897年 3 月 5 日、東京市京

中から、「平野自身の学問的営為の深みから捕

橋区築地に生まれた (13)。開成中学校、第一高

(11)

捉しようとした意味」 ある研究といえよう。

等学校から東京帝国大学法学部へ進学という
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戦前日本のエリート・コースを歩んでいる。
第一高等学校では弁論部で蝋山政道と出会

平野最初の著作である『民法に於けるローマ
思想とゲルマン思想』（有斐閣）が出版された。

い、弁論部の先輩が作った「水曜会」には河

この著作で平野は、ローマ法をドイツにおけ

合栄次郎、鶴見祐輔、鈴木文治、島崎藤村、

る自然法とみなして法思想の中心に置くロマ

有島武郎らがいた。東京帝国大学では、吉野

ニステンを、空虚な個人の概念を基礎とする

作造、牧野英一、穂積重遠、末弘厳太郎ら錚

法実証主義として厳しく批判したオットー・

錚たる教授たちから法学、政治学を学んだ。

フォン・ギールケの学説を援用した。平野は、

また、当時は『祖国を顧みて』、『社会問題研

「個人主義的、機械主義的、原始論的、常套

究』、『貧乏物語』などの著作を読みあさり、

的、抽象的で概念構成に充ちた」とされるロ

京都帝国大学の河上肇に感銘を受けたという。

ーマ法に対して、「共同社会的、有機的、総合

1921年 3 月、東京帝国大学法学部を卒業し

的、創造的、具体的で生活の豊かな」ゲルマ

た平野は、法学部民法研究室の助手となり、

ン法を理想化した(17)。

穂積・末弘研究室に席を持った。平野が研究

しかし、1925年 3 月出版の『法律における

者として歩み始めた頃の法律学界は、明治期

階級闘争』(改造社)「はしがき」の書き出し

以来の日本の伝統的なドイツ流解釈法学が主

は、「法律を社会学的歴史的対象として考察す

流であった。そうしたドイツ民法学全盛の時

るとき、法律は常に階級闘争によってのみ成

代の日本において民法学説を徹底的に批判し、

立」し、ではじまっていた。また、本文冒頭

新たな民法学の展開をもたらしたのが末弘厳

は、「すべて過去の歴史は階級闘争の歴史であ

太郎 (14)であろう。末弘は、アメリカ留学中に

る。」という『共産党宣言』の冒頭の一句では

研究した社会学の成果を法解釈学に持ち込み、

じまっていた。平野のマルクス主義法学の立

実生活に内在する「生きた法」と国家の制定

場が明確に打ち出されたものであった 。

(18)

した「法律」を区別して判例研究を重視した。

平野がマルクス主義へ急激に傾斜していっ

末弘は東京帝国大学法学部に穂積重遠、我妻

たのは、1924年 3 月に野坂参三を主任として

栄と共に民法判例研究会を組織し、判決に現

設立された調査機関産業労働研究所に加わっ

れた事実との対応において判例理論を考察す

たのが大きく作用したといわれる。平野は、

るという新たな方法による判例研究の創始者

野坂参三・竜夫妻はじめ野呂栄太郎、井汲卓

となった。この潮流は日本における法社会学

一らのちの講座派マルキストと出会い、労働

の成立へと進み、川島武宜、戒能通孝、渡辺

組合評議会系の集会に参加し、講演も行って

洋三らによって継承されていった。

いる

平野は、法社会学の新しい潮流の中にあっ

(19)

。

平野は卒業後、そのまま母校の助手となり、

て、「この学派の優秀な働き手として学者生活

2 年後には助教授に昇格し、将来を嘱望され

を始めた(15)」。卒業した1921年の10月、『中央

た若手研究者であったことがわかる。1926年、

法律時報』第 1 巻第16号に｢社会法学と法律解

法学部教授会は平野助教授のヨーロッパ留学

釈（上）｣を執筆している。その中で、概念法

を決めた。しかし、文部省は平野ら 8 名の教

学に代わり、「活きた生活関係や、活きた具體

官の留学を保留にした。これに対して東京帝

的な事実を取扱つた判例を研究して裁判上裁

国大学総長の古在由直が文部省へ猛烈な抗議

判外の実際上の叫びを明かにして行かうとす

を行い、文部省は1927年 2 月25日に平野の留

る」社会法学を提起したとされる(16)。これは、

学を認めた。平野は出発に先立ってエンゲル

まさに、同年 7 月より末弘らが研究室内で始

ス『反デューリング 論』のな かの「道徳 と

めた民法判例研究会の趣旨そのものであった。

法」を翻訳し、レーニン「自由にかんする謬

民法判例研究会発足 3 年後の1924年 7 月、

論」も収めて、フリードリッヒ・エンゲルス
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著（平野義太郎訳）『永遠の真理・自由・平等

共産党への資金提供の容疑＝いわゆる共産党

の批判 ：反デューリン グ論中の 「道徳と法

シンパ事件

律」』同人社書店、1927年を出版した

(20)

(27)

で、法学部助教授平野は経済学

。この

部助教授山田盛太郎とともに拘引された。こ

翻訳をもって、平野の観念論的法律学からの

のあと東京帝国大学へは文部省から圧力が加

訣別とみて良いであろう

(21)

。

わり、平野と山田は理由も不充分なまま山田

当時の日本は、1927年 3 月の片岡蔵相の失

は 7 月11日付、平野は12日付で依願免官とな

言をきっかけに金融恐慌で揺れていた。また、

り、まもなく身柄を豊多摩刑務所へ移され、

高橋亀吉が「プチ・帝国主義」論を執筆した

保釈になったのはその年の12月下旬であった。

のは1927年 4 月の『太陽』誌上であった。平
野が文部省在外研究員としてフランスに向け
神戸港を発ったのは、まさにその時であった。
1927年 4 月、平野はフランスに向かい、 5

Ⅲ

講座派マルクス主義

月にマルセイユに到着した。パリの国立図書
館で知り合ったカール・アウグスト・ウィッ
トフォーゲルの勧めで12月にドイツに入り、

『日本資本主義発達史講座』の企画は野呂

フランクフルト大学附属社会研究所で約 2 年

栄太郎を中心に1931年春からはじまっており、

間の留学生活を送ることとなった。

7 月頃に羽仁五郎と小林勇を介して岩波書店

平野は、ここでの研究がその後の学問の基

へ持ち込まれた。岩波茂雄は、編集者の学殖

礎になったことを後年しばしば語っている(22)。

から企画の学問的価値の高さを認め、出版を

ウィットフォーゲルと友情を温めていったの

引き受けた。 8 月16日の岩波書店との編集会

もこの間である

(23)

。社会研究所長カール・グ

議で、項目と執筆者はほぼ決定し、野呂らは

リュンベルグ（社会主義史）、フランクフルト

『日本資本主義発達史講座』執筆のための研

大学の フランツ・オッ ペンハイ マー（社会

究会を 8 月末から 9 月初め頃に発足させた。

学）、ドイツ労働法の父と呼ばれたフーゴ・ジ

1932年 5 月20日、全 7 巻の第 1 回が配本さ

ンツハイマーらとも親しく交流している。さ

れた。その後に発禁処分や論文削除処分を受

らに『近代世界観成立史』の著者フランツ・

けながらも、1933年 8 月の第 7 回配本で刊行

ボルケナウ、ゲオルグ・ルカーチやカール・

を終えた 。

(28)

コルシュらと関係をもち、ヨーロッパ社会思

共産党シンパ事件で検挙、起訴され、東京

想のなかでのフランクフルト学派に早くから

帝国大学を免官となった平野が再び登場する

接した日本人の 1 人でもあった

(24)

。

のは、この『日本資本主義発達史講座』の編

平野は、国際反帝闘争や教育労働者インタ

集執筆時であった。平野は、野呂栄太郎、山

ーナショナル（エドキンテルン）運動などに

田盛太郎、大塚金之助と共に編集者に名を連

も関係した。国際反帝同盟を指導する片山潜

ね、『日本資本主義発達史講座』に執筆した。

やジャーナリストのマックス・ベアと会った

平野は、執筆した 3 篇の論文に、序章と第

のもこの頃であり、在ドイツ日本人共産主義

4 篇「資本制生産の発展に関する典拠の系統

者国崎定洞らとも一緒に活動した(25)。

的序列、附、文献」および年表などを付けて

1930年 1 月、平野はアメリカ経由で横浜の

構成し、著作として刊行した。明治維新から

土を踏んだ。同年 4 月からは恩師末弘厳太郎

日本資本主義の成立・確立に至る社会構造と

に代わって東京帝国大学法学部で民法第 3 部

政治機構とを明らかにすべく、第 1 篇「明治

(親 族 法 ・ 相 続 法 ） を 担 当 す る こ と に な っ

維新の変革に伴う新しい階級分化と社会的政

た

(26)

。教壇に立って間もない 5 月20日、日本

治的運動」、第 2 篇「ブルジョア民主主義運動
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史」、第 3 篇「明治維新における政治的支配形

日本の独自性への認 識の転換 を促したの が

態」で 構成された『日 本資本主 義社会の機

「三二テーゼ」であった。したがって、それ

構』（岩波書店、1934年）がそれであり、山田

に基づき展開された『日本資本主義発達史講

盛太郎『日本資本主義分析』（岩波書店、1934

座』と、講座派マルクス主義理論が強く影響

年）とならんで講座派の代表的な書物となっ

したことはいうまでもない

た。

ス主義は、普遍的メカニズムが特殊日本的に

(30)

。講座派マルク

したがって、『日本資本主義発達史講座』の

発現するのを規制する日本的「型」「条件」

到達した結論は、平野と山田の 2 著作に集約

「構造」の一つとして、日本の農村社会に注

されるといって過言ではない。すなわち、日

目した。その結果、柳田民俗学をはじめとし

本資本主義の形成と発展は世界資本主義の帝

て、有賀喜左衛門などの社会学的農村調査、

国主義へ移行の過渡期に行われ、絶対主義天

小作問題を軸とする末弘厳太郎などの法社会

皇制の育成によって発展し、天皇制の補充と

学的研究などが展開され、それらの裾野の広

代位とに支えられる形で侵略的な帝国主義に

がりのなかで日本資本主義論争を中心とした

まで発展した。その特徴は、半封建的な農業

農村における階級支配＝地主制の性格をめぐ

の生産関係（半封建的土地所有制＝半隷農的

る論争が展開された。

零細農耕）の土壌の上に日清戦争から日露戦

1934年 6 月頃、所長を鈴木茂三郎が務める

争のあいだの時期に産業資本を確立させ、同

日本経済研究所に、鈴木茂三郎のほか、荒畑

時的に帝国主義へと転化し、軍事的な資本主

寒村、大森義太郎、岡田宗司、向坂逸郎、黒

義として発展した。しかも重化学工業は国営

田寿男、大西俊夫、伊藤好適ら12名が顔を揃

の軍需産業以外はきわめて劣弱で、第Ⅰ部門

えた。日本経済研究所とは、日本経済の調査

（生産手段生産部門）と第Ⅱ部門（消費資料

研究活動を通じて『前進』廃刊後の労農派の

生産部門）とは転倒的な形をとった。また、

結束を図ろうとする研究所であり、鈴木茂三

植民地的な低資金のうえに第Ⅱ部門が圧倒的

郎が1933年 9 月に設立した。

に発達した特殊な構造をとり、第Ⅱ部門が第

この12名による会合で注目すべきは、山田

Ⅰ部門の発展を貿易を媒介として補充した、

盛太郎の『日本資本主義分析』を批判的に検

という内容であった

(29)

。『日本資本主義社会の

討し、『分析』に対して論争を挑むことが、グ

機構』における平野の問題意識を簡潔に言え

ループの方針として 決定され たことであ ろ

ば、明治維新以降の日本の近代化＝資本の本

う

源的蓄積の過程を半封建的生産様式（前近代

煙をあげたのは、全国農民組合関東出張所常

(31)

。最初に『日本資本主義分析』批判の狼

性）を土台にした絶対主義的国家権力という

任書記の岡田宗司「日本資本主義の基礎問題

構造の中に解明しようとしたものといえよう。

―山田盛太郎氏の『日本資本主義分析』を

こうした平野や山田の講座派理論は、当時

批判する ―」（『改造』1934年 8 月号）であ

の青年・知識人の多くに支持を受けた。それ

った。『日本資本主義分析』を擁護する立場か

は、軍事部門を中心とする産業の高度化、そ

らは、直ちに反論として坂本三善「日本資本

れを支える劣悪な労働条件の労働者群、大地

主議の具体的把握について」
（『歴史科学』1934

主に支配される零細小作農の農村という近代

年 9 月号）、矢島淳次郎「日本資本主義の構造

日本の現状を鋭く突いたからに他ならなかっ

的特 質に つい て」（『 経済評論』 1934年 9 月

た。そうした1930年代は、普遍的な社会メカ

号）などが発表された。しかし、これら『歴

ニズムを前提とする日本の社会、政治、精神

史科学』と『経済評論』に掲載された論文に

構造の分析が全面開花した時代であった。そ

対して労農派は反批判をすることはなく、論

れへ強く影響したのがマルクス主義であり、

争自体は下火になっていった。
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ところが、 1 年以上たった1935年10月、の
ちに向 坂逸郎の著作『 日本資本 主義の諸問
題』（育生社、1937年）の第 1 章を構成するこ
とになる同「『日本資本主義分析』における方

Ⅳ

日本資本主義論争

法論 」（『 改造』 1935年10月号 ）な らび に 同
「資本主義における構造的変化の問題」（『中
央公論』1935年12月号）が発表され、山田盛

平野は、日本資本主義論争において講座派

太郎の『日本資本主義分析』には「発展」が

の先頭に立ち、農業問題の理論家として立ち

なく、「型」の固定化があるばかりであると批

現れた。山田に代わって登場した平野は、学

判した。いわゆる講座派対労農派との間にお

生たちにとっては講座派の主役として映った。

ける日本資本主義論争

(32)

の展開であった。

平 野は 、 論争 関 係 の論 文 を 1934年 に 7 本、

この論争は、幕末の経済発展段階（「厳密な

(34)

1935年には12本も書いているのである 。

意味でのマニュファクチュア時代」に達して

『経済評論』1935年 9 月号掲載の「近代的

いたとする服部之総に対する土屋喬雄の批判

土地所有形態成立の条件」は、櫛田民蔵を批

から始まったマニュファクチュア論争）、さら

判しながら農業におけるブルジョア的変革の

には幕末の新地主層の社会的性格、明治維新

2 類型を対比したものであった。平野は、櫛

の歴史的性格など幕末・維新史の諸問題へと

田はイギリスに現われた農業における資本主

広がり をみせた。しか し、中心 はやはり地

義発展の古典型ならびにプロシアに現われた

主・小作関係は本質的に封建的な生産関係で

封建的な土地所有関係を清算せず、妥協的に

あるかどうかという農業問題、小作料論であ

これを保存して地主制が資本制とからみあっ

り、日本資本主義に対する軍事的半封建的と

て発展した型との混同だと批判した。

いう規定が適切かどうかという構造論、およ

『歴史科学』1935年10月号掲載の「農奴制

びそれに関連する方法論上の問題であった。

の再編成の基礎上に行われた地主的＝農業経

ところが、『日本資本主義分析』の著者山田

営の発展」でも、櫛田を批判した。櫛田は、

盛太郎は沈黙を守り、反論することはなかっ

ロシアの雇役農をあ たかもそ の土地経営 者

た。京都帝国大学経済学部学生の当時の回想

（封建貴族）のもとに賃労働者化したかのよ

(33)

に次のようなものがあった 。

うにいうが、それでは明治維新後の日本にお

「『山田盛太郎は何故答えないのだ。山田

いて共同地の官有化・地主の領得が農民を零

はいま何をしているのか？』ともう半ば非

落させ、半農奴化させたもっとも重要な関係

難の感情を込めた言葉がとりかわされてい

をも抹消することになると批判したのである。

た。誰かが多分数学的観念論者がとばした

『改造』1935年12月号掲載の「半封建地代

デマなのだろうが、『山田はいま数学をやっ

論」では、半封建的地代を経済学的に規定し

ている』と噂が流れていた。」「しかし山田

た。つまり、再生産に必要な労働条件を占有

の代わりに平野義太郎が現れた。」「平野に

する直接的生産者が、その土地所有者に一切

よって講座派理論が何を言っているのか、

の余剰労働を給付せねばならぬ階級関係が存

が我々にはじめて明瞭になった、といって

続する限り、その地代は封建的地代範疇に属

も決して言いすぎではないであろう」「山田

する。半封建的地代は、封建的地代の妥協的

は自分の使用する用語の意味を説明しない、

解体形態であり、封建地代が再編成された形

というみょうな癖を持っていたが、平野は

態であるとした。平野は、櫛田だけではなく、

法律家らしく、多くの言葉に『定義』を与

櫛田を擁護する大内兵衛も批判の対象とした。

えながら、議論を展開した。」

『経済評論』1936年 5 月号掲載の「過小農
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民による地代」は、封建制から資本制への過
渡期の地代の 2 つの性格的区別を明確にした。
資本制地代またはそれへ転化しつつある過渡
的形態としての半資本的地代と、これに対立

Ⅴ

アジア停滞性論

する封建地代とその解体ないしは再編成の半
封建的地代とを区別した。つまり、日本の農
民は、 半封建的小作人 の地位に とどまって
(35)

資本主義論争の渦中にあった平野は、アジ

「貧農」の範疇を形成するというのである 。

ア社会を構造的に解明することを企てた。平

この論争を通じて平野が論破しようとした

野が執筆した、「解体を前にせる旧支那の経

中心は、「封建的生産方法から資本主義的生産

済・社会 ―アダム・スミスの支那論」（『中

方法への過渡期の生産方法の一つとして（小

央公論』1934年 1 月）、「支那研究に対する二

ブル的）過小農制(36)」と規定した櫛田民蔵の

つの道 ―支那研究の史的現状に関する若干

農業理論とそれを擁護する大内兵衞であった。

の 評注 ― 」（『 唯 物論 研 究 』 20、 1934年 6

また、平野の半封建的土地所有と半資本的土

月）、「アジア的農業社会と日本の農業 ―モ

地所有との区別は、山田盛太郎の「農民問題

ンテスキューが論及せる日本、および、モン

において『小農』の範疇の検討が全問題解決

タヌス、ケンプフェルが観察せる―」（『思

の鍵である(37)」に通ずるものであった。

想』169、1936年 6 月）がそれである。

平野の『日本資本主義社会の機構』は、機

「解体を前にせる旧支那の経済・社会 ―

構＝社会的組織・諸編成とその上層建築物を

アダム・スミスの支那論」では、18世紀のス

経済構造との相互的連関において総体的に把

ミス『国富論』における「封建支那の解析」

握することを目的とするものであった。機構

の記述を借り、中国の停滞性を論じた。中国

を規定する内的契機として、平野は農村にお

における「アジア的な封建制の生産形態・労

ける半隷農制を挙げる。平野は半隷農制の本

働形態」では、農民が自分とその家族を養う

質的属性として地主＝小作関係とともに、「小

だけの「生活資料の総量が、同一程度に停滞

規模農業経営の分散孤立

(38)

」を強調した。「分

静止し、」「農業における生産力は停滞し、ま

散せる零細農民」こそ、明治政府の「絶対主

た、同時に、地代の制限が、産業的発展を妨

義的形態」と地主の「半封建的」小作料収取

げて、結局、欠乏、飢饉、多数の餓死が必然

(39)

を共に可能ならしめる基本的要因であった 。
したがって、「生産機関の分散・労働行程に

とされる」とした

(42)

。そして、このような悲

惨な状態は中華帝国の官僚階級＝「官人」の

おける協業形態の欠如」の下で「社会的労働

「専制支配」と「巨大な商業ブルジョワジー、

ではなく個別的・隔絶的労働が支配的に行な

富裕者」および「法外な高利を貪る高利貸資

われる」というのが平野の日本農村のイメー

本」との「抱合」によるものである。これが

ジであった (40)。筆者は、平野には共同体論が

「決定的に『利潤』の形成を、したがって、

欠如していると考えているが、猪俣津南雄が

また産業利潤を目的とする産業資本の発展を

日本農業のアジア的特殊性と固く結びついた

阻害」し、西欧的な「一般の市民社会の成長

村落共同体の存在とその役割を重視したのと

を妨げている」という

は対照的であり、共同体の欠落問題は講座派

の論文で、なぜ中国社会の内部に発展の契機

理論一般に言えることであった(41)。

が欠如しているのかを明らかにしようとした。

(43)

。つまり、平野はこ

「支那研究に対する二つの道 ―支那研究
の史的現状に関する若干の評注 ―」におい
ては、「帝国主義が支那資本主義を推進する」
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とする見解を批判した (44)。しかし、平野は帝

響とみて差し支えないであろう。このアジア

国主義と植民地の間の矛盾を明らかにするの

的農業社会のコンテクストから分析すると、

ではなく、「アジア的専制主義の最も内部的な

日本の農業社会における寄生地主制と圧倒的

基底の解析」に集中した。すなわち、「『集権

多数の零細農、その農民生活の悲惨さや法的

的』『官僚主義的』封建制度のある特徴をもっ

無権利ぶりはこの物質的基礎からでてくるこ

た支那の封建的発展における東洋的特殊性」

ととなる。

を解明することであり、地主に対する「人格

ところで、日本資本主義論争において明治

上の隷従関係」によって「地代」という形態

維新や地主制の性格をめぐる議論が白熱化し

を通じ「全余剰生産物を汲み取られる」よう

たが、この論争を踏まえて日本社会の半封建

な「封建搾取制」の解明であった

(45)

。平野に

的性格を究明しよう とする「 日本封建制 講

とって、植民地化された中国の資本主義化＝

座」刊行の企画が1934年末から進められてい

近代化はアジア社会における専制と停滞によ

た。中心メンバーは山田盛太郎、平野義太郎、

って否定されるものとなったのである。

小林良正、相川春喜らであるが、その中の 1

このような平野のアジア認識は、『日本資本

人相川春喜が1936年 2 月につづき 6 月26日に

主義社会の機構』においても見いだすことが

も官憲に検挙された。官憲側は、相川の虚偽

できる。「アジア的」を「遅れた」の同義で使

の自白に基づき、「コム・アカデミーは昭和七

っており、平野にとっては日本の半封建的＝

年春頃非常時共産党中央委員岩田義道及び野

前近代的性格はアジア社会における共通した

呂栄太郎がコミンターン（国際共産党本部）

内部要因そのものであった。こうしたアジア

の文化最高指導部であるコム・アカデミーの

認識は講座派理論が共有したものと考えられ、

組織を真似て党の別動隊として組織すること

その典型は、山田盛太郎の「インド以下的賃

となり左翼評論家山田盛太郎、平野義太郎、

金」という表現に代表されよう

(46)

。

小林良正の三名が中心となって極秘裡に組織

1936年 7 月のコム・アカデミー事件直前に
平野が発表した「アジア的農業社会と日本の

し社会状勢による革命の時期を学術的に研究
(48)

していた 」、とフレームアップした。

農業 ―モンテスキューが論及せる日本、お

このため、関係者が治安維持法違反で一斉

よび、モンタヌス、ケンプフェルが観察せる

検挙された。1936年 7 月10日早朝、山田盛太

―」（『思想』169、1936年 6 月）は、コム・

郎は武蔵野町吉祥寺の自宅で、小林良正は本

アカデミー事件前における平野の到達点でも

郷区駒込曙町の自宅で検挙された。そして平

あった。

野は、芝区白金三光町の自宅で警視庁特高警

こ の論 文で は、 18世紀 半ば のシ ャル ル ・

察の刑事二十数名に襲われ高輪署へ連行され

ド・モンテスキュー『法の精神』、17世紀後半

た。検挙から僅か10日後の 7 月20日、突如転

のアルノルドゥス・モンタヌス『モンタヌス

向を表明したというニュースが流れた。山田

日本誌』、18世紀前半のエンゲルベルト・ケン

は、「従来自分が抱懐していた共産主義理論は

ペル『日本誌』によりつつ、平野は「アジア

根本から放棄して日本人として更生する機会

的農村社会」としての当時の日本社会の特徴

をここに得たい(49)」と転向を誓い、10月21日

を展開した。平野は、アジアにおける停滞が

には小林良正の転向も報じられた。平野につ

アジア的農業社会に起因しており、そのアジ

いては、12月15日付で「非転向の孤塁放棄 /

ア的農業社会の基底がアジア的専制主義と強

平野氏、研究著作一擲を誓う (50)」の記事を写

く結びついていることを力説した

(47)

。いうま

真入りで載せ、17日付では義母の病状悪化で

でもなく、こうした平野のアジア社会論はウ
ィットフォーゲルのアジア的生産様式論の影
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5 日間の釈放を認めたことを詳報した

(51)

。

引き続き、1937年12月15日、加藤勘十、黒

田寿男、山川均、荒畑寒村、鈴木茂三郎、岡

た。

田宗司、猪俣津南雄、向坂逸郎、大森義太郎

こうした学会からの要望を、軍部の主張に

ら446人が検挙された。いわゆる人民戦線事件

よって中国政策を一元的に処理する興亜院が

である。翌1938年 2 月 1 日には、大内兵衛、

受け入れ、興亜院からの要請によって東亜研

有沢広巳、脇村義太郎、宇野弘蔵、美濃部亮

究所が華北農村慣行調査を企画・実施するこ

吉ら労農派系の大学教授・学者グループが一

ととなり、慣行調査のための第 6 調査委員会

斉検挙された。いわゆる第 2 次人民戦線事件

を設置した。すなわち、東亜研究所の華北農

＝労農派教授グループ事件である。

村慣行調査は、「日中戦争開始後の対中国政策

内務省警保局は、人民戦線事件で検挙され

という『国策』を、その最前線で遂行するた

た全員の執筆禁止を出版業界へ通知した。コ

めに時の政府・軍部によって企画された植民

ム・アカデミー事件と人民戦線事件は、日本

地・占領地支配政策そのものであった 」。

(52)

資本主義論争を強制的に終焉させてしまった。

調査の実質的指導者である末弘厳太郎は、
「我国が今後如何なる形で支那の政治に関係
してゆくかは今から適確に之を予測し難い」
が、中国への植民地・支配政策は既に始まっ

Ⅵ 華北農村慣行調査

ている。「それ等の関係を円滑ならしめる為め
に今日から用意され ねばなら ない事柄は 多
い」し、「吾々法律家の目から見て是非共必要

米英との戦争が予想されると、戦争を想定

なりと考えられることは一日も速に支那民衆

する国策をたてるための基礎資料を得る調査

の間に行はれつつある法的慣行を精細に調査

機関が設立された。調査機関としては満鉄調

することである」と述べ

査部が知られているが、陸軍が関与し、企画

いく。明らかに中国における法的慣行調査の

院システムの一環として設置された東亜研究

学術的意義に先だって、その政治的意義＝占

所もその代表的機関であった。コム・アカデ

領統治に資するという明確な政治的意図が強

ミー事件と労農派教授グループ事件で職を失

調されており、末弘は明確な政治的意図をも

った学者たちは、これら国策調査機関に様々

ってこの調査を提唱したといえよう

(53)

、国策に同意して

(54)

。

末弘は、華北農村慣行調査を通じて、「政策

な形で入っていった。
東亜研究所設立直後の10月、『法律時報』誌

目的」に適合的な理論装置である法社会学理

上に末広厳太郞「支那に於ける法的慣行調査の

論を構築しようとした。それは、事態を正確

必要」が発表され、法律家の目から見て是非

かつ客観的に把握しようとすればするほど、

共必要なのは支那民衆の法的慣行を精細に調

現実的で合理的な占領政策の樹立をうながす

査することであるとし、調査を実際に組織で

ために、その社会をできるだけ生き生きと正

きるのは学術振興会または東亜研究所である

確に把握できる理論を必要としたからである。

と記した。この末広の提言を受け、1939年 2

軍部が、この調査の実施を認めたのも占領政

月に日本学術振興会第 1 常置委員会は「支那

策への寄与を期待してのものといえよう (55)。

の法的慣行調査を目的とする綜合的研究機関

末弘は、「その政治戦略と学問戦略の双方に

設置に関する決議」を日本学術振興会長宛に

おいて、華北農村慣行調査の重要な仕掛人」

提出した。さらに、第 1 常置委員会委員長山

であり、「決して占領政策へ抵抗しつつ純学間

田三良と松本蒸治、そして末弘厳太郎の 3 名

的関心から調査に参加した『学者』ではなか

は連名で平沼前総理および柳川興亜院総務長

った

官宛に「綜合機関の設置」の上申書を提出し

研究所の中において末弘はサブ・リーダー化
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(56)

」。企画院システムの一環としての東亜

し、調査の必要のみならず調査遂行のための

の一員として背後にある力に支えられている

組織についても具体的な提案を行った。「調査

と考えられる。……併し行政目的に役立つ調

成績の良否は一に調査機関の人的構成如何と

査ではなく、純学問的な調査を行っているの

調査方法の適否如何とにかかっている」、「何

だという意識がかえって占領者の一員の調査

よりも先ず法的慣行が政治的意義に於ける法

であるという点についての反省を少なくして

とは別に現実の社会的規律として存在するこ

いるのではないか

(62)

」と鋭い指摘がなされた。

とを認識し得べき法学者特に法律社会学の素

旗田と同じく満鉄側から調査に参加した野

養のある法学者を動員せねばならない」とし

間清も、調査村落の選定、調査の実施、さら

(57)

たのである 。

に村民の協力を得るためには県政首脳者の了

1939年10月 2 日、華北農村慣行調査のため

解と援助を得ることが必要であったという。

の第 6 調査委員会が設置された。指導者にあ

野間は、調査者は県公署または商務会など県

たった末広は、東京帝国大学法学部を中心に、

政担当機関に止宿し、調査村落へはその宿所

末弘らの研究室で日本における法社会学の成

から県政府の武装力に「護衛」されて通って

立を目指す研究的前進志向をもつ「法律社会

いるか、県政担当機関に村民をよびよせて聴

学の素養のある法学者」として、戒能通孝、

取調査を行った。それは、村の勤労農民にば

福島正夫、磯田進、仁井田陞など法社会学の

かりでなく、村の有力者達にも調査の背後に

素養ある研究者を集結させた。その「法律社

日本軍軍勢力が控えていることを鮮明に意識

会学の素養ある研究者」の 1 人が、平野義太

させたともいう。さらに野間は、侵略戦争を

郎であった。平野は、コム・アカデミー事件

遂行している国家の一員としての自己認識、

など権力の強制によって身の置き所が亡くな

中国への正しい認識が欠如していたことを指

っていたが、平野をはじめ彼ら法学者たちは

摘したうえで、単に調査者の未熟な技術的側

研究のタレントとして共通した「知識の技術

面への反省や、戦争遂行へ主体的に反対でき

者

(58)

」であった。こうした彼らの研究的前進

なかったことの弁解を強く批判した。野間の

志向を梃子として、「計画性をもって新しい国

問題提起は、野間自らを含めた調査参加研究

家をつくる事業に身を投じ……国家の企画に

者の根底に存在する問題意識への鋭い問いか

(59)

よる経済・政治・文化の再編ということに 」

けであり、ものいわぬ農民＝ものいえぬ研究

興味を持っていった。

対象への謙虚な研究姿勢の要求であった

(63)

。

平野は、華北農村慣行調査について、「われ

権力を背景とするフィールド調査に内在す

われの調査は、（台湾や満州で実施された）旧

る問題は、植民地状況下の調査者と被調査者

慣調査のように統治ないし立法の準備のため

間の関係性である。古島、野間は歴史におけ

のものでなく、純正に学術的意図でなされた

る主観と客観のズレ、平野、旗田ら調査者の

ものである」と述べている

(60)

。また、満鉄側

から調査に参加した旗田巍は、「この調査は権

規範を欠いた主観的意図に対する客観的現実
との乖離を鋭く指摘するものであった。

力を背景とする植民地調査である。これは明
白な事実である。しかし、そのことは、この
調査の学術的内容を否定することにはならな
いと思う。……この調査が純学術的調査であ

Ⅶ

中国の村落共同体論

るという自負心は、調査員の研究意欲を盛ん
にした

(61)

」という。しかし、これら平野や旗

田の見解に対して、古島敏雄からは、「調査の

華北農村慣行調査は進み、調査データが東

可能となった原因の一は、客観的には占領者

亜研究所に送くられ、調査委員らによる報告
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資料の解読がなされた。その解読作業を通じ

ることによって」躍進を遂げた日本が、「中農

て中心的問題として浮上してきたのは、中国

主義・家族主義・協同主義」の精神をもって

に村落共同体というべきものがあるのか、あ

「大東亜」を指導していくことを合理化する

るとすればそれはいかなる性格の共同体であ

ことであり

るのかという中国社会認識における根底的な

て実現するという。つまり、科学技術をもつ

問題であった。

日本の戦勝が日本民族の優秀性を証明し、そ

(69)

、それは「専ら戦勝

(70)

」によっ

平野は、中国村落の共同体的性格を一貫し

のことによって大東亜共栄圏が建設されると

て強調した。平野は、「自然に生活秩序が構成

いう論理で、東南アジアの人的・物的資源の

され組織的結集の中心をもつ」村落を「自然

動員は合理化される。その動員機構の末端が、

的生活協同態」と呼び、中国における「会」

村落共同体であった。

(64)

「郷村」にそれをみることができるという 。

そればかりか、ボルネオ、ニューギニアに

そして、平野は、欧米社会と原則的に区別さ

おいては、産業労働へ駆り立てるための人頭

れる東洋社会を治水、水利を基礎条件とする

税課税も平野によって提言された(71)。究極は、

潅漑農業、家族により営まれる集約的農業を

囚人労働であろう。かつて『日本資本主義社

主体とする経済構成のうえに立つ「農村郷土

会の機構』において本源的蓄積期の囚人の鉱

社会」と規定した。ここでは、1930年代にア

山労働に触れた平野は、身体刑の一種である

ジア的専制主義の基礎と位置づけられていた

笞刑の植民地における効果を論じるとともに、

「治水、水利」が、「村落協同体による指導」

現在では「一種の強制労役制を以てこの笞刑

の根拠として述べられていることが注目され

に代えることが必要で」ある。さらに、「国の

よう

(65)

。

生産力拡充に向って、この種の土着民囚人を

こうした平野による中国での村落共同体の

動員し組織し、従って労役制へ向って転換し

検証は、アジア社会共通の社会的基盤の存在

てゆくこと」は「ひとり満州国、関東州ばか

の確認を意味するが、とりもなおさず大東亜

りの問題ではなく、南方域における刑罰とし

共栄圏の実体的基礎の検出であり、中国占領

て研究を要すべき事である」という

(72)

。

地軍政に直接貢献することが最大の目的と意

ここに至って、平野の講座派理論は、戦争

識された。つまり、官治規制の基礎となって

遂行理論と化し、その「構造」や「型」把握

いる「自然村落」の内部事情を解明すること

は大東亜共栄圏建設のための占領地における

は、徴発や諜報など占領地行政にかかわる農

総力戦への人的・物的資源の動員を合理化す

村の重要事項を決定するため不可欠とされた

るものに他ならなかった。平野は、知識をも

(66)

からである 。

った有能な技術者として存在したのである。

平野が東南アジアを対象とする時、その目
的意識はさらに露骨であった。平野は、村落
共同体を「行政の最も根本的な単位」とする
ことが「異民族統治の植民政策の要諦 (67)」で

Ⅷ

あるという。新たな指導理念はアジア的意識

結語 ―「侵略的」大アジア主義
の歴史構造―

の覚醒と日本に対する道義的信頼の獲得を得
ることであり、それには日本民族の優秀性を
体得させることであるという (68)。日本民族の

総力戦構想において資源とは戦争遂行に必

優秀性は、「東洋農業及び東洋文化の精髄を発

要な全物資を含むのはもちろん、人間から人

展させつつ、しかも旧来の東洋社会に適応的

間に内在する精神・心理までも資源として捉

な革新を加え……殊に科学技術を進歩せしめ

えていく。軍隊に兵員を動員する軍事動員か
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ら精神動員、物資動員、勤労動員、そして研

平野にとって大東亜共栄圏建設は、列強諸

究動員、学術動員など全資源を動員する、い

国との戦争の勝利によって完成されるもので

わゆる総動員体制の構築こそ、国家総力戦体

あった

制の要求するところであろう。総動員過程で、

として、日満支ブロックでは不足している資

研究のタレントである研究者を含む知識人は

源を大東亜共栄圏内において確保すれば良い

知識をもった技術者として動員される。

と平野は論じたのである

(77)

。戦争に勝つための戦力増強を目的

(78)

。そのためには、

華北農村慣行調査は、学界からの要望が日

日本がアジア防衛のために米英の侵攻拠点と

中戦争下に対中国政策を一元的に処理する興

軍事基地を撃滅するのは当然であると列強諸

亜院を動かし、興亜院からの要請を受けて東

国に対する武力行使を容認し、大東亜戦争を

亜研究所が調査のための第 6 調査委員会を設

大東亜防衛、大東亜共栄圏確立のために肯定

置することとなった。つまり、東亜研究所の

した

華北農村慣行調査は、「日中戦争開始後の対中

族をいかに結集して、自発的に大東亜共栄圏

国政策という国策を、その最前線で遂行する

の有力なメンバーに導き入れるかという問題

ために時の政府・軍部によって企画された植

については、盟主国たる日本は、民心を収攬

民地・占領地支配政策そのものであった」。

し、帰服せしめる権威を持ち、威厳を一瞬で

(79)

。そして、大東亜共栄圏における諸民

平野は、蒋介石の重慶政権は「アングロサ

も忘れてはならないとした。平野は、その威

クソンの世界制覇に追従屈服し」、毛沢東の延

厳の象徴はアジア諸 民族の指 導に際して の

安政権は「ロシアの走狗」となるなかで、「日

「日の丸」であるとも言い切った。日本は、

本の大東亜建設」だけが,「真にアジア人によ

「日の丸」をもって、威厳と恵みをアジア民

るアジア人のための大アジア解放である」と

族に与えることができるのだという

宣言した

(73)

。

平野の大東亜共栄圏建設

(81)

(80)

。

の骨格は、「五箇

平野 は、知識 をもっ た技術 者とし てこ の

条の御誓文」中の「天地の公道」であり、「皇

「日本の大東亜建設」に実体的基礎を与えた。

化の光被する天地の公道に基きアジアの兄弟

平野は「アジア的経済構成の基礎の上に立っ

諸民族を一大家族に結合してアジアを保衛す

ている東洋社会は、一般にその社会構成の基

ること」を意味していた。これらのアジア解

底が、家族制度・祖先崇拝を基礎とする農村

放の思想的基盤の上に、日本は日清戦争およ

郷土社会である。それがアジアの社会的本質

び日露戦争において勝利をおさめた。大東亜

たる協同体的性質を規定し、和敬の道徳を成

共栄圏建設というアジア解放は、明治維新以

立せしめた」という協同体的特質を共有する

来の日清、日露戦争の勝利という「大アジア

点に「大アジア主義の歴史的基礎」を見出そ

主義の歴史的発展の結果」であるという。こ

うとした (74)。しかもその協同体が本来道義性

のように、平野は大東亜共栄圏建設における

を有するという観点から、日本の主導する大

アジア解放を明治維新以来の興亜運動の延長

東亜共栄圏は「東洋道義に基く法秩序」を形

線上の事業と捉えたのである(82)。

成し得るとした(75)。

講座派理論の前近代性＝半封建性と近代性、

こうした平野の協同体における道義性の強

総力戦の現代性という3層が重層する中で強制

調は、蝋山政道ら昭和研究会の道義的倫理的

によって体制批判が押さえられ、平野は単な

基礎をもつ国民協同体、東亜共同体に通じる

る存在表象としての科学者＝技術屋として国

ものであり、協同体における道義性の強調こ

策に合意し、調査機関に活躍の場を求めた。

そ、侵略という現実に対する盲目的態度を生

戦後の平和運動家への回転は、倫理性を媒介

み出した

(76)

。ここに、本稿で定義した「侵略

的」大アジア主義の本質があるといえよう。

して規範性を回復する規範表象としての知識
人への転回過程と考えられよう。
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本とアジア―占領下の反日の原像』勁草書房、

注

1984年）333頁。

( 1 ) 冷戦後のアジア主義については、山口博一『地
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■論文■

西洋芸術音楽の歴史と産業文明の現在
─構造論的文明学の視点から─

青 木 重 明

《要旨》 西洋近代芸術音楽の歴史を構造論的文明学の立場から考察し、産業文明の深層構造の変化を明ら
かにするとともに、それらの音楽のもつ意味を解明する。その際、考察は、主としていずれもその
時期を画すると思われる、ベートーヴェン、シェーンベルク、ケージに絞られる。音楽学的な考察
ではなく、あくまで社会学的な考察が、そこで使われる方法である。本稿は、音楽学者に向けられ
たものではなく、社会(科)学者を読者として想定している。最終的には、産業文明の行方を示唆す
ることになるだろう。

目 次

ドール・W・アドルノの簡単な考察を検討す

序論―方法としての構造論的文明学
1 ベートーヴェン―自我の音楽・興隆期のブル
ジョワの音楽
2 シェーンベルク―無意識の音楽・独占資本主
義の音楽
3 ケージ―宇宙的無意識の音楽・管理社会の音
楽
4 現代の音楽状況―音楽上のポストモダン
結論―産業文明の行方

ることにする。アドルノは、次のように述べ
ている。
「社会法則はたがいに無関係な分野を生み
出し、それを形成するものの、他方において
は、その社会法則を全体性の法則として、そ
れぞれの分野で繰り返し、同一のものとして
出現してくる。音楽におけるこうした連関の
具体的な解明が、社会学の本質的な課題とな
(1)

る。 」
ここには、マルクス的な要素と文明学的な

序論―方法としての構造論的文明学

要素とが、同時に含まれている。社会法則が
「それぞれの分野で繰り返し、同一のものと
して出現してくる」とは、まず、近代社会と
いう「機能分化の完了」（ルーマン）を前提と

音楽の分析・解釈に「構造論的文明学」を

するが、そこで分出 してくる さまざまな 領

適用しようというのは、少し変わった試みか

域・分野（たとえば、経済は経済、芸術は芸

もしれない。そもそも、「構造論的文明学」と

術、と、機能的に分かれている領域）につい

やらが何なのか、まず、そこから説明しなく

て、その領域内部での法則性だけでなく、そ

てはならないだろう。しかし、筆者の造語を

れらの領域を貫く 1 つの「全体性の法則」が

むやみに定義もせずに振り回すわけにもいく

存在することが述べられているのである。ア

まい。 ここでは、まず 、それが 「音楽社会

ドルノ（および、フ ランクフ ルト学派の 全

学」の 1 つの在りかたとして考えられている

体）は、ネオ・マルクス主義とか文化マルク

ことを指摘しておこう。

ス主義とか言われているとおり、その理論的

初めに、美学者・社会学者であった、テオ

基底に、マルクスの思考を有している。だか
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ら、ここで言われている「全体性の法則」と

て成立することである。社会的諸制度・慣行

は、「市場交換経済」の中で端的に把握される

はこうした集合心性の外化された表現にほか

ものを指している、と推測される。

ならない 。」

(3)

しかし、この「全体性の法則」は、必ずし

森山 は、自己の方法を 「 構 造論的 歴史主

も下部構造のようなものを指しているわけで

義」と名付けるが、その要諦は、マルクス主

はない。アドルノのどの著作の中でも、「下部

義のような経済決定論を避け、社会諸領域間

構造」「物質的土台」のような概念は使われて

の関連性を重視し、さらに、 1 つの社会構成

おらず、その点では、マルクスの思考とのず

体（筆者は「文明」と呼んでいる）のある時

れが感じられる。事実、ホルクハイマーとの

期に共通した「集合心性」の「表現」として

(2)

共著である『啓蒙の弁証法 』では、独特の

諸制度を考えていく、というものである。だ

歴史哲学を提示しており、マルクスのオプテ

から、孤立した芸術史も、経済史も、法制史

ィミズムと進歩史観を排除している。

もなく、 1 つの歴史理論があるのみ、という

だから、この「全体性の法則」は、必ずし

ことになる。これは、筆者の考える「構造論

も下部構造論的に経済構造と捉える必要はな

的文明学」の構想とほぼ同じものである。た

い、と考えることもできる。むろん、これは、

だし、森山の書物自体は、成功しているとは

アドルノの立場からは、逸脱したものになる

言い難い。それが、諸領域の歴史書をただ並

だろう。しかし、アドルノの上記に挙げた文

べただけで、共通の深層構造を捉え得ていな

章を、「構造論的文明学」の立場から改釈する

いからである。（これは、森山理論の 1 つの

ことも可能なのではないだろうか？

源泉になったと思われる、フーコーの『言葉

すなわ

ち、 1 つの深層構造を見出し、それによって、

と物』において提示されるダイヤグラムのよ

経済から芸術までを一気に説明する、という

うなものが、森山においては提示されていな

方向である。構造論的文明学、と筆者が呼ぶ

い、ということである。）

のは、このような思考の様態である。

それでは、筆者の考える「深層構造」、こと

筆者と似た観点から、「構造論的歴史主義」

に、近代西洋文明の深層構造とはなにか？

の立場にたち、独特の文明学を展開したのが、

ここで、 1 つ、補助線として、マックス・ヴ

精神医学者である森山公夫である。（ただし、

ェーバーの合理化論について見ておくことに

森山は、「文明学」という言葉を使っているわ

する。

けではない。しかし、筆者の考えでは、森山

ヴェーバーの「合理化」については、必ず

の思考は、まさに文明学のものなのである。）

しも明瞭な叙述がなされているとは言えない。

森山は、マルクスの歴史の必然的法則性の

国家の合理化（
「合理的に制定された「憲法」

認識について称揚しつつも、その唯物論につ

や法をそなえ、合理的にきめられた規則、つ

いては批判し、「社会構成体」についての別の

まり「さまざまのきまり」にもとづいて、専

包括的把握を試みる。森山は次のように述べ

門官僚によって行われる行政、これらを具備

ている。

した政治機構」 (4)）や、経済の合理化（合理

「ところでわたしたちはここで、更に一歩

的簿記、家計と経営の分離、「自由な労働の合

をすすめ、このような社会構成体が一つの社

理的、資本主義的組織」 (5)）が語られたと思

会として成立する根拠を問わなくてはならな

えば、音楽の合理化 （西洋の 「和声的合 理

い。重要なことは、社会がけっして単に人間

化」と非西洋の「間隔的合理化」 (6)）が述べ

個体の寄せ集めとして成立するのでなく、一

られたりする。およそ生のあらゆる領域で、

つの統一体として、しかもこれが人間心性の

合理化ということが言われており、さらには、

統一体として、集合心性ないし共同心性とし

西洋の合理化と非西洋の合理化という、異な
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った合理化についてまで言及されている。こ

いかなる関係もない、というものなのである。

こでは、一応、西洋の合理化に話を限るとし

これが、西洋近代文明において現れ、やがて

て、これらの合理化の意味のうちで、最も基

は世界を巻き込むことになる産業文明の深層

本的なものを挙げておくことにする。それは、

にある構造である。主体が客体を合理的に支

「呪術からの解放」（Entzauberung）としてよ

配する体制、このことを最初に定式化したの

く知られているものである。呪術からの解放

は、ハイデガーであった 。ハイデガーは、

とは何か？

遠くプラトンにまでさかのぼり、イデアとい

それに対する答えは、次に挙げ

るヴェーバーの文章において与えられる。

(9)

う「見ること（イデイン）」の優位が、近代の

「それを欲しさえすればどんなことでも常

「主体性の形而上学」の発端であったと言う。

に学び知ることができるということ、従って

この、主体の極端な能動性の意識に対して、

そこには何か神秘的な、予測しうべからざる

フーコーは、パノプ ティコン （一望監視 施

力の如きがはたらいている道理のないという

設）を持ち出して、近代的主体は、権力によ

こと、むしろすべての事柄は原則上予測によ

って作り上げられた、主体＝臣下（sujet には

って意のままになるということ、 ―このこ

この 2 つの意味がある）にすぎない、と述べ

とを知っている、あるいはこのことを信じて

ている (10)。言い換えれば、ハイデガーがあく

いるというのが即ち主知化しまた合理化して

まで主体の主体性を確言するのにたいし、フ

いるということの意味なのである。ところが

ーコーは、主体は規範の強制的内面化により

これは呪術からの解放ということにほかなら

作り上げられた制度にすぎないとするのであ

ぬ(7)。」

る。詳論はできないが、パノプティコンとい

ここで、ヴェーバーは、合理化と呪術から

う象徴的存在を主体形成の本体とするのは、

の解放とを等値している。狭い意味では、自

少し無理があるように思われる。パノプティ

然の合理的支配を可能にするのが、合理化で

コンは実際に作られたものではないし、それ

あり、呪術からの解放である。これを拡張す

に類する機構が偏在していたことが言われな

れば、生のあらゆる領域で、対象の合理的支

ければ、近代的主体の発生論にはならないか

配を可能にするのが、合理化の過程である。

らである。工場や家庭がそれにあたるのでは

この過程は、「何千年来西欧文化のうちに受け

ないかと言われそうだが、むしろ工場労働を

(8)

継がれきたった 」ものとされているが、こ

可能にするものが、近代的主体であったわけ

こでヴェーバーから離れて言えば、近代西洋

だから、これは循環論法になる。学校が、と

においてこの合理化は最終段階を迎え、一言

考えられなくもないが、フーコー以前に、初

でいうならば、「主体－客体構造」が、産業文

等教育の hidden program として、「ベルが鳴っ

明を生み出す深層構造となった、とは言えな

たら、一定の時間、机の前に座り続ける」と

いだろうか？

なぜなら、呪術からの解放＝

いう、工場労働者の形成プログラムのことは

合理化は、必然的に、主体と客体の 2 つの実

知られていた。フーコーは、その巧みなレト

体の分離を創り出すからである。言い換えれ

リックによって、煙に巻いたと言えないこと

ば、主体の客体への合理的支配は、心でもあ

もない。ここでは、少し古いと言われようと、

り物でもあるような、神秘的・アニミズム的

デカルト的主体の確実性を確認しておくこと

な存在を許容せず、心と物とを二元的に裁断

にしたい。これまで提示されたことのない、

し、それぞれを別の秩序に置くことで完成す

ウェーバーの合理化論とハイデガーの存在史

るからである。デカルトの有名な「思惟実体

との関連を付けておけば十分であろう。

（res cogitans)と延長実体(res extensa)」の二
実体論は、心と物が、認識関係を別にすれば、

さて、それでは、「主体－客体構造」は、音
楽の領域において、どのような布置をとるの
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であろうか？

音楽領域、ことに作曲行為に

マルクスは偉大だった、と言える。

おいて、主体も客体も、それぞれ二重化され

（蛇足になるが、経済構造は、まさに、「土

て現れる。主体の側は、自己の表現への意欲

台」である。それは、土台であるがゆえに、

を本質とする「表現主体」と、それをコント

その上に立つ建物を条件づける。たとえば、

ロールして楽曲の形にまで形成する「操作主

木造一戸建ての土台に高層ビルを建てること

体」に分かれる。客体の側は、作曲家に所与

はできない。土台は、建物の可能性を決定す

として与えられる「音素材としての客体」と、

るのである。しかし、それは、土台が建物の

作曲主体が自己の表現を操作によって外化・

すべてを決定するということではない。可能

確定した「作品としての客体」の 2 つに分か

性の範囲内で、どのような建物も可能である

れる。後述するが、音素材までも操作しよう

し、間取りや内装は、土台と無関係に作られ

というのが、現代音楽の 1 つの特徴である。

る。土台は、建物にとって、必要条件ではあ

また、それ自体として存立するはずの作品と

れ、十分条件ではない。）

いう客体を分解してしまうのも、現代音楽・
美術に共通する 1 つの方向であった。この 2
つずつ全部で 4 つの主体と客体を考えること
で、近代以降の音楽の歴史を、構造論的に把

１

握することが可能になる。

ベートーヴェン―自我の音楽・
興隆期のブルジョワの音楽

最後に、少し付言しておきたいことがある。
それは、経済領域の独自の特権性ということ

ベートーヴェン（1770～1827 年）は、不思

である。マルクス主義は、経済構造から他の

議な作曲家である。というのは、ベートーヴ

上部構造を導きだそうとしており、それは極

ェン研究と称して、楽曲の分析を一切行わず、

端な例としても、経済領域が、他の領域に対

伝記に終始しているものが見受けられるから

して特権的な力を有することは、近代産業社

である (12)。こうした事態は、他の作曲家の場

会においては、無視できないことだからであ

合、まず見られないことである。何故こうい

る。何故というなら、それは、人々の生活の

うことになったのか、それは、ことに日本に

大部分が経済活動に費やされているのだから

おいては、ベートーヴェンがまず倫理的英雄

である。まず食べなければならない、という

として、楽曲の聴取の前に輸入されたことに

マルクスの指摘は正しく、作曲家にせよ、つ

起因している。ロマン・ロランのベートーヴ

ねに経済問題を抱えている。それに加えて、

ェンの伝記

経済の好況・不況が精神活動に与える影響は

養主義のなかで、大きな影響を与えた。ベー

大きく、森山公夫は、コンドラチェフ波動を

トーヴェン音楽の受容は、西洋でも少し変則

彼の文明学の基礎的な時間の区切りとして使

的であった。生前は、「ウィーンはベートーヴ

用している (11)。経済過程が他領域を決定する

ェンよりもロッシーニを選んだ

のではない。しかし、十分条件ではないにせ

るような状況で、それほど演奏されたわけで

よ、確実に、必要条件としての規定は行われ

もなく、死後すぐには、「難解で古臭い」との

ているのである。たとえば、カフカの小説と

理由から、一時あまり演奏されない時期があ

独占資本との関係は、おそらく証明可能だろ

った。ベートーヴェン神話ができるのは、ド

う。芸術のなかでも、小説は、もっとも社会

イツにおいては、ことに普仏戦争後のナショ

意識の影響を受けやすい分野であるからであ

ナリズムのうちでのことであった(15)。

る。この、他領域、ことに思想や芸術に対す
てつけつ

る必要条件としての経済過程を剔抉した点で、

(13)

が、大正期に翻訳され、大正教

(14)

」と言われ

さて、楽曲の純粋に音楽的な話に移ること
にするが、まず先行者であるハイドンからは
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じめなければなるまい。ハイドン、モーツァ

の 5 度上に第 2 主題があり、それから、自由

ルト、ベートーヴェンの 3 人は、一般にウィ

な発展形として展開部があり、さらに、再現

ーン古典派と言われ、音楽史上の高峰をなす

部で主題が繰り返され、第 2 主題が第 1 主題

が、わけても、ハイドンは、交響曲と弦楽四

と同じ調で終わる、という形式である。しか

重奏曲という 2 つのジャンルを創造したこと

し、ソナタ形式がこのように理論化されたの

で名高い。パパ・ハイドンと言われる所以で

は、1830 年代以降であり、ベートーヴェンが、

ある。そして、その形式の中で、その形式の

むしろ、先に実作をしていて、それを解釈す

可能性の極限まで行ってみせたのがベートー

るのに音楽学者が考えだしたもの、というの

ヴェンなのである。だから、ベートーヴェン

が真相らしい

のあとの作曲家たちは、ことに交響曲におい

おける展開部の凄まじさは、聴くものを捉え

ては、つねにベートーヴェンを意識し、恐れ

てはなさないが、その、個別的な個々の音断

戦きながら、自作を展開していくことになっ

片が、媒介されて全体性を形成してゆくプロ

た。実に、ヴァーグナーやブラームスのよう

セスは、ヘーゲルとともに、いわゆる「ビル

な大家においてさえも、ベートーヴェンに対

ドゥングスロマン」（主人公が経験を重ねるこ

する劣等コンプレックスが消えることはなか

とによって成熟していく姿を描いた小説）を

ったのである。では、そのようなベートーヴ

思わせるものである。ベートーヴェンの音楽

ェンの楽曲とは、いかなるものであったろう

においては、「表現主体」と「操作主体」の間

か？

にずれがなく（両者ともハイドンにおけるよ

アドルノは、「ベートーヴェンの音楽とはヘ
(16)

(18)

。ベートーヴェンの交響曲に

り飛躍的に強力化している）適合性が見られ、

ーゲル哲学そのものである 。」というテーゼ

さらに、調性という近代的な音素材が確固と

を打ち出している。（ちなみに、ヘーゲルは、

して与えられており、それが、下男扱いされ

ベートーヴェンと同年の 1770 年生まれであ

ていたハイドンには見られない近代的な「芸

る。）これは、まさに、他領域に現れたものの

術作品」という客体として、人々に提示され

相互の同型性という、構造論的文明学の命題

てくる。もはや、聞き流すわけにはいかず、

を展開したものであると言える。「ベートーヴ

耳を傾けて集中しなければならない、という

ェンの体系とヘーゲル的なものとの特殊な関

近代的な芸術聴取様式が成立する。

係は、次の点にある。全体のこうした統一は

ベートーヴェンは深い宗教性を持った人物

もっぱら媒介されたものとしてしか、理解さ

であったが 、（このことは、後述するシェー

れえないということ。個別的なものは取るに

ンベルクやケージにも当てはまる）、その音楽

足りないだけでなく、個別的契機は互いに対

から聞こえてくるのは、神ではなく、啓蒙に

して疎外されている。……過程としてのベー

よって自律した「人間」あるいは「自我」そ

トーヴェン的形式の意義は、いずれにせよ次

れじたいである。ベートーヴェンは、カント

の点にある。個別的な契機のあいだの絶え間

の読解によって啓蒙思想を内面化したから、

ない「媒介」をとおして、また結局は全体的

その自我は、世俗を含みつつも宗教的な自然

なものとしての形式が貫徹されることをとお

感情や自我感情をもつものになった。フィヒ

して、たがいに対立しているかのようにみえ

テの「自我＝自我」の等式がベートーヴェン

る動機が、それぞれ同一であることが理解さ

にはよく似合う。これは、18 世紀中葉に始ま

れるという、そうした点のことである(17)。」

った産業革命と、フランス革命、ナポレオン

(19)

これらのことは、ことに、ソナタ形式とそ

と続くブルジョワジーの興隆と、深くつなが

の展開部について実感されるところである。

っている。自信に満ちた、苦悩をものともし

ソナタ形式とは、提示部として第 1 主題、そ

ないベートーヴェンの強力な自我は、こうし
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た時代性と深く関係している。しかし、皮肉

ヴェンの直系と言っていい。ブラームス、ヴ

なことに、ベートーヴェンを理解したのは、

ァーグナー、ブルックナー、マーラーなどが、

新興ブルジョワジーではなく、開明的な貴族

この系列として名高い作曲家である。ただし、

と知識人たちであった。貴族や教会付きの音

ドイツ語圏でも、シューマンのような、詩的

楽家であったバッハやハイドンと異なり、ベ

ピアノ小品を得意とする作曲家も存在した。

ートーヴェンは、独立した自由な芸術家の先

サロン音楽の地として著名なパリでは、ショ

蹤であったが、それゆえに、市場経済に取り

パンやリストが、東欧からやってきて成功し

込まれることになった。つねに経済的困窮に

ている。

悩まされ、楽譜の出版と演奏会だけでは食べ
ていけず、貴族からの年金を受け取り、宮廷
楽長の地位を欲しさえしたのである

(20)

こうしたロマン派の音楽の特徴をなすのが、
その、「感動させる音楽」である点である。具

。市場

体的に言えば、「胸の奥から絞りだす吐息」の

経済のなかで窮乏するという、19 世紀を通じ

ような旋律であり、また、和声そのものが作

ての芸術家の祖型が、ここに現れている。し

曲の焦点となり、次 々と新し い「未知の 響

かし、さらに言うなら、独創性を備えた創造

き」が追求されることになった。こうしたこ

する天 才という、いわ ゆる近代 的な「芸術

とは、リヒャルト・シュトラウスに至るまで

家」が誕生したのも、ベートーヴェンにおい

継続される。ロマン派の音楽は、まさに日常

てであった。そして、このことは、創造・独

を超えた世界を提出する祝祭であり、人々は、

創性・天才等のカテゴリーの美学における成

産業文明のどんどん味気なくなっていく日常

立 (21)、すなわち「芸術」の誕生（18 世紀中

生活からの現実逃避としてそれを聴取してい

葉）と軌を一にしていた。

た。現実世界で崩壊しつつある近代的主体が、
美的生活のなかで、感情を精細に描き出す操

さて、ここで、第 2 章のシェーンベルクに

作主体の創り出す音楽に救いを求めていたの

移る前に、19 世紀全体を支配したロマン派に

である。作曲家の方も、表現主体が、ベート

ついて補足的に述べておこう。制度面からみ

ーヴェンにおけるような現実性をもつことな

るなら、公開演奏会の普及、音楽聴取者の数

く、個人の内面の感情の綾のようなものを表

の増大、音楽学校の出現、などが、19 世紀を

現すべく、次々に新しい技法を求めるように

特徴づけるものである。小金持ちたちが、ス

なり、ある意味では、操作主体は進歩してい

テイタス・シンボルとして音楽にかかわるよ

くのである。この危ういバランスがロマン派

うになったのもこの時期である。演奏会が常

の本領であり、それが、19 世紀末に、ついに

態化すると、そこで演奏されるべき音楽の選

満足されなくなって、調性の限界に達し、リ

定が必要となり、その機能をはたす評論家が

ヒャルト・シュトラウスを最後に、シェーン

現れるようになる。18 世紀までは、音楽は、

ベルクの無調に至ることになる(22)。

一度演奏したら終わりという消耗品であった
が、19 世紀になると、繰り返し演奏される
「名曲」というものが成立してくる。
19 世紀を通じて、パリのグランド・オペラ

２

やサロン音楽といった軽いものがフランスで

シェーンベルク ― 無意識の音
楽・独占資本主義の音楽

は好まれ、それに反発する形で、ドイツ語圏
の「真面目な音楽」が形成されるようになっ

前章最後で、簡単にロマン派を見ておいた

た。「真面目な音楽」は、哲学や世界観を音楽

が、その後それがどのように展開していった

の要素とするもので、ある意味ではベートー

のか、 3 つの焦点から考えることにしよう。
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第 1 は、調性の破壊である。これを行った

音楽（これは、シェーンベルクの中期におけ

のが、アルノルト・シェーンベルク（1874 ～

る創造であるが）は 、音階を 認めない。 ド

1951 年）である。後述するが、これは近代音

（主音）というものがないのである。したが

楽の発展形であるとともに、最終的な帰結の

って、レもミも成立しない。音→音階→和音

1 つであった。自明な音素材客体としての調

というグルーピングがそこでは不可能になる。

性が破壊され、新しく無調、さらに十二音技

音階がないので、音の個性というものが失わ

法が定立されることになる。

れる

(24)

。これが決定的になったのは、無調が

第 2 は、拍節構造の破壊である。これは、

さらに十二音技法として徹底化されたときで

ストラヴィンスキーによって行われた。従来

あった。中期の無調は、なんの縛りもなく、

の近代音楽では拍は一定（たとえば、 4 拍子

ただ調性を崩しただけであった。後期の十二

なら 4 拍子が最後まで連続する）であったが、

音技法は、そこに 1 つの規範を持ち込もうと

『春の祭典』では立て続けに拍子が変わり続

する。その規範とは、オクターヴを 12 の半音

けるところがある。これが拍節構造の破壊で

に分割している音組織を、そのまま用い、「あ

ある。

る音が響いたとき、その他の音がすべて使い

第 3 に、楽音の破壊がある。未来派の音楽

つくされるまで、その音を再度使用してはな

家であったルイジ・ルッソロによって、「騒音

らない」というものである。ただし、これは、

楽器」が発明されたのである。自動車のエン

音を規定する属性のうち、音高だけを規制し

ジン音や蠅の飛ぶ音、銃の発射音などを創り

ているのであって、他の属性（音色・強弱・

出す楽器である。これにより、楽音の特権性

持続）については自由であった。そして、こ

は失効し、非楽音と考えられていたものが、

れは、ある音型を、その原型と、逆行形（前

音楽の中に取り入れられるようになる。これ

後が逆）・反行形（上下が逆）および逆行形の

は、第 2 次大戦後に、「具体音楽（ミュジー

反行形という 4 つの音型に展開し、さらにこ

ク・コンクレート）」として大々的に展開され

れが 12 半音の 12 と掛け合わされて、48 の音

ることになる。

型が成立する。こうした形式を、カノン（輪

さて、この章での主たる関心は、シェーン

唱）を中心とする対位法的書法で処理すると

ベルクの無調・十二音技法にある。それを理

いうのが、シェーンベルクの考えであった。

解するためには、まず、「調性とは何か」が明

十二音技法は、まさに、主体－客体構造にお

らかにされなくてはならない。現代の多くの

ける、作曲主体の音素材としての客体の合理

人々にとっても自明に聞こえる調性とは何な

的支配の極限的な形であると言えるだろう。

のか、あらためて聞かれると答えづらいよう

しかし、ここで間違えてはならないのは、無

に思える。近代以降自明になった調性（その

調が机上で考えられて作られたものではない

前は旋法であった）とは、「長短二つの音階と

ということである。1908 ～ 1913 年は、シェ

そのうえに作られた三和音に基づいた音組織

ーンベルクおよびその弟子のベルク、ウェー

の体系」と簡単に言うことができるが、ここ

ベルンに（この 3 人は合わせて新ウィーン楽

で重要なのは、中心音があるだけでは駄目で、

派と呼ばれる）とって画期的な作品が作られ

中心音の上に作られる 3 和音が中核となって、

た無調の時代だが (25)、彼らはほとんど夢遊病

さらにドミナント和音が主音への解決を導く

的な状態で作曲していたという。そこには、

体制に なっていなけれ ばならな いことであ

フロイトと同時代の人間の、無意識的な情動

る

(23)

。ここでは、主（和）音を中核として、

の動きを捉えようとする強い表現意志がはた

他の（和）音がヒエラルキカルに構成される。

らいている。表現主義絵画の泰斗であるカン

無調は、そこに異議を唱えたのである。無調

ディンスキーに画家としても認められ、作品
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を「青騎士」展に出品し、シェーンベルクの
絵は「脳の記録」とまで呼ばれた

(26)

。ことに、

の困難さに、ユダヤ人同胞がついてこれない
ことを感じざるをえなかった。歌劇『ヤコブ

有名なモノドラマ『期待』は、たった 17 日間

の梯子』で歌われるのは、「祈りによる神との

で書かれたようである。シェーンベルクの表

合一」である

現主義は、『期待』が、ある女性が失った恋人

ェーンベルク自身によるものである。同じく

を探して夜の森に分け入り、日の出るころに

『モーゼとアロン』のテクストもシェーンベ

ようやく男の死体を発見するという、グロテ

ルクのものである。）この純粋抽象的な神の称

スクで退廃的なテクストを用いて書かれてい

揚が、十二音技法の厳密さと関係があるので

ることにも表れている。今でも演奏される機

はないか、という推測も成り立つであろう。

会の多い『ピエロ・リュネール（月に憑かれ

「音列は聴かれる必要はない。動機だけが聞

たピエロ）』も、アルベール・ジローというベ

き取られればいいのだ。」と言うときの「音

ルギー象徴派の詩人のテクストが使われてお

列」は、抽象的で思い浮かべることのできな

り、無調の音楽とあわさって、かなり不気味

い神と似ている。

(28)

。（この歌劇のテクストは、シ

な仕上がりである。一般に、無調音楽は、不

最後に、19 世紀末から 20 世紀初頭の、他

気味で恐ろしい響きを有しており、この時代

領域での変化を考察しておくことにしたい。

のシェーンベルクの評価がいまだに定まらな

具体的な日常生活の変化としては、地下鉄、

いのも、その 1 つの結果かもしれない。シェ

飛行機、自動車、映画、ダイナマイト、タイ

ーンベルクの表現主体の深化が、操作主体の

タニック号、オリンピック、万博などが一斉

既成の方法論を打ち破り、新しい様式へとさ

に現れる (29)。まさに、科学と技術の時代の幕

まよっていくことになった、というのが実相

開けである。学術においては、フッサール現

であろうか。

象 学の端緒となった『論理 学研究第二 巻』

ここで少し角度を変えて、シェーンベルク

(1901 年）、ニュートン物理学を修正発展した

の深い宗教性のことを述べておきたい。シェ

アイ ンシ ュタ インの特殊相 対性理 論 （ 1905

ーンベルクは、青年期に、家の宗教であった

年）、フロイトの記念碑的な『夢判断』（1900

カトリックからプロテスタントに改宗してい

年）、後々構造主義を生むことになるソシュー

る。当時のウィーンは、カトリックが大多数

ルの『一般言語学講義』の第 1 回目（1908

を占めていたから、このことは、彼の社会的

年）

立場を悪くする方に作用したが、シェーンベ

た時代であった。それは、言ってみれば、19

ルクの意識の中では、より原理的な宗教性を

世紀風の落ち着いた上品さとは全く異なる世

求めての改宗だったと思われる

(27)

(30)

など、まさに新しい世界像が現れてき

。さらに、

界である。主体の深化・弱化とともに、認識

壮年期（1933 年）には、ユダヤ教に再改宗し

主体としての人間が、自己自身を考察の対象

ている。そして、シオニズム運動に参加し、

とするようになり、（究極的な「合理化」）、客

民族的アイデンティティを回復している。だ

体からは、その自律性に疑義が提出される。

が、当時のドイツは、反ユダヤ主義が蔓延し

かつての、ベートーヴェン、カント、ゲーテ、

ており、そこでユダヤ教に改宗することは、

ヘーゲルらの「自我」の確実さは失われ、シ

ドイツ社会への挑戦のようなものであっただ

ェーンベルク、フロイト、カフカ、プルース

ろう。ベートーヴェンの宗教性が、一種の自

トのような、崩れた自我の上に、かろうじて

然神秘主義であったのに比べて、シェーンベ

主体を立てていくほかにないという状態であ

ルクのそれは、聖書にもとづく、「想像するこ

る。20 世紀初頭の精神はそのようなものであ

とすらできない」抽象的な神への信仰であっ

ったが、それは、おそらく、自由市場的な競

た。シェーンベルクは、自身の信仰のあまり

争資本主義から独占資本主義への経済構造の
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転回と無関係ではないであろう。独占資本主

えている音そのものを扱おうとする音群音楽

義においては、中産階級は没落し、企業官僚

が現れたのは、そのためである。さらに付け

制の中に取り込まれる。もともと主体を担保

加えるならば、トータル・セリエリスムは、

していたのは、私有財産であったから、財産

音楽の外にある、作曲者の好悪や思想などを

を喪失したブルジョワは、主体としての自己

廃棄し、純粋な音形式のみに依る作曲技法で

把持が不可能になる。しかし、むろんのこと、

あった。つまり、音形式の他に表現内容があ

このような経済構造の変容が、そのまま他領

るのではなく、音形式そのものが内容となる、

域の変容を引き起こしたのではないだろう。

形式化の技法であった。（これは、後述するケ

それらは、共時的なのである。文学や思想に

ージの作曲法とある意味ではよく似ていた。

は、経済構造は、生活構造の変化をとおして

トータル・セリエリスムの代表者であるブー

露骨に影響するかもしれないが、物理学への

レーズとケージが一時期相互に影響しあった

直接的影響は考えられない。そして、これら

というのも、わからない話ではない(32)。）

の変化が、多領域で同時に起こったこと、こ

第 2 の方向性として挙げられるのが、具体

れが構造論的文明学の説く必然性なのである。

音楽と電子音楽である。両者とも、大戦後に

主体－客体構造に、ある変化が生じたのだ。

実用化された磁気テープによって可能になっ
たもので、表裏の関係にあると言ってよい。
パリでは、シェフェールが、具体音、すなわ

３

ケージ―宇宙的無意識の音楽・
管理社会の音楽

ち、電車の走る音、工場の騒音など、周囲に
あふれている騒音を録音し、それを音楽的に
編集して作品化するということを行っていた。
これが具体音楽（ミ ュジーク ・コンクレ ー

シェーンベルク以降、主として第 2 次大戦

ト）である。ルイジ・ルッソロの騒音機械に

を契機として、西洋芸術音楽は、再び大きな

はじまった、楽音という制度の破壊のさらに

変化にみまわれる。音楽に関する限り、第 1

一歩先へ進んだものであった。ケージの音楽

次大戦よりも第 2 次大戦の方が大きな影響を

も、これを取り入れている。さらに、具体音

及ぼしたようである。40 年代の後半から 50

楽と同じく、電子音楽として一世を風靡した

年代の前半にかけて、トータル・セリエリス

新しい音楽も、磁気テープなしにはありえな

ム（総音列技法）、具体音楽、電子音楽、偶然

いものであった。ケルンでシュトックハウゼ

性の音楽、などが、前衛として活躍するよう

ンが試みていたのがこれである。これまでの

になった。トータル・セリエリスムとは、シ

楽器では出しえなかった音をシンセサイザー

ェーンベルクの十二音技法を、さらに徹底し、

で創り出し、それを様々に加工することで、

音高だけでなく、強弱、持続、音色という他

それまで聞いたことのない、独自の音世界を

のパラメーターをもそれぞれ独立してあらか

創造することが可能になったのである。演奏

じめ決めておく作曲技法である。これは、音

者に頼らずとも、作曲がそのまま音になる、

素材としての客体の完全な支配を目指すもの

というのは、作曲家にとって魅惑的だったに

であり、近代音楽の 1 つの最終的帰結だった

違いない。
第 3 の方向性が、この章の主題である、ケ

と言えるだろう。ただし、この技法の難点は、
作曲家の書くという行為においては論理性が

ージの偶然性の音楽である。ジョン・ケージ

保たれるものの、聴取においては、ただの滅

（1912 ～ 1992 年）は、アメリカの作曲家で

茶苦茶にしか聞こえない、というものであっ

ある。したがって、ヨーロッパとは違う、ア

た(31)。のちに、その欠陥を埋めるべく、聞こ

メリカ実験音楽の流れの中にいた、と言われ
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ることもある。しかし、彼自身言っているよ

支配をしない政府だ(33)」）という言葉に多大な

うに、作曲上の師は、シェーンベルクと鈴木

感銘を受けるようになる。

大拙あった。何故シェーンベルクなのかと言

さて、ケージを特徴づけるのは、何と言っ

えば、シェーンベルクは、ナチに追われてア

ても「偶然性の音楽」であろう。これは徐々

メリカに亡命しており、そのアメリカの大学

に発展したものであり、時系列に考えていく

での授業をケージが聞いていたからである。

こともできるが、ここでは論理的な説明をす

シェーンベルクからは、「彼は和声の感覚がな

るにとどめておこう。偶然性には幾つかのフ

いからあとで苦労するだろう。」とか、「彼は

ェイズがあり、( 1 )作曲の偶然性、( 2 )曲と

作曲家ではない、発明家だ。」と言われ、あま

演奏家の間の偶然性、( 3 )演奏家と聴衆の間

り高い評価は受けていなかったようであるが、

の偶然性、とに分けられる。（ 2 、 3 は、と

ケージはその言葉を重く受け止めたのか、初

くに不確定性の音楽と呼ばれる。演奏される

期はパーカッション・グループを率いていた。

まで音が決まらないからである。）作曲の偶然

さらに、ピアノを打楽器にしてしまう「プリ

性とは、コインをなげて易の卦を立て、それ

ペアードピアノ」（演奏前に予め鉛筆、ペン、

をあらかじめ用意しておいたチャートの音に

ボルトなどを弦に挟み込んでおき、音を変調

対応させて音を決めるもの（チャンスオペレ

してしまう）を発明し、しばらくはそれを使

ーションズと言われる）、また、南天の星図に

う曲を作曲していた。

シートを当ててそれを楽譜に見立てるものな

シェーンベルクと並んでケージが師と挙げ

どが代表的である。曲と演奏家の間の偶然性

ているのは、鈴木大拙である。大拙は、20 世

とは、たとえば、一義的に決めない図形楽譜

紀日本を代表する禅者で、わが国でもよく知

のように、演奏者によって解釈がかわるもの

られた人物だが、その一番の功績は、禅を欧

などである。また、演奏家と聴衆の間の偶然

米に紹介し、広めたことであろう。ことにア

性とは、ラジオ 4 台を演奏家が操作し、その

メリカには、戦前・戦後を通じて滞在し、大

時に流れていた放送をそのまま作品とするよ

学で講義をしている。コロンビア大学での講

うなものである

義に、ケージは 2 年間ほど出席していたので

(34)

。

このような偶然性を通じて、ケージは何を

ある。ケージは、それ以前から、ラーマクリ

やりたいのか？

それは、「組織されない」音、

シュナ、クーマラスワミといった、東洋思想

この単なる音を聞かせたいのである。ケージ

ことにインド思想に傾倒しており、初期の作

にとって、音は、つねにすでに聞こえている

曲には、露骨にインド趣味が現れている。禅

ものであった。無残響室に入ってみて、全く

への道は、遠くはなかった。彼が大拙から学

の沈黙が聞こえると思ったケージは、そこで、

んだことは、無心（no- mindedness)と融通無

2 つの音を聞く。あとでエンジニアに聞くと、

碍（unimpededness and interpenetration）であ

1 つは血流の音、もう 1 つは神経系の作動す

った。無心とは、自我の働きを止めて、そこ

る音だということだった。この、つねに聞こ

から行為をすることであり、融通無碍とは、

えている音に最大限の注意を払わなければな

あらゆる存在者が、それぞれが世界の中心で

らないというのが彼の主張である。「どこにい

ありつつも相互に浸透しあって自由である、

ようと、われわれはノイズを聞いている。無

というこ とである。（大拙は、「宇宙的無 意

視してしまえば、それは邪魔になる。注意を

識」という言葉を使っている。）これは、一種

払えば、それが魅力にみちていると分かる。」

の瞑想的アナーキズムの原理であるようにも

（この音を聞かせたくて作曲したのが、か

思われるが、実際、ケージは、後々ソローを

の有名な『 4 分 33 秒』であった。ピアノの

読むようになり、その「最良の政府とは全く

蓋を 3 回開け閉めするだけで、何も弾かず、
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その間に鳴っていたノイズを聞かせるという
(35)

いる）を行うことで、アナーキーだが妨げあ

ものである 。）作曲主体によって操作され管

うことのない、非調和的調和を創り出すとい

理された「音楽」ではなく、そこにある音そ

うものであった。芸術と生を分けないケージ

のものへの畏敬。これは、禅や荘子に親しむ

は、ここで、新しい人間社会の在りかたとし

ことから触発されたものであるが、近代産業

てのアナーキズムを実験的に演出してみせた

文明の構造である主体－客体構造を無化する

のである。

ものである、と言わざるを得ないだろう。ケ
ージはことに音楽が「表現」になってしまう
ことを忌避した。（この点ではブーレーズと一
致している。）また、さらに、作曲における操

4

作が自我主体を強化してしまうことを避けた。

現代の音楽状況―音楽上のポス
トモダン

彼の「技法」は、曲が自我主体に属さないよ
うにするための技法である。一種の逆説と言

50 年代、60 年代は、前衛の季節で、ジャズ

うほかはない。表現主体が消され、操作主体

やロックとも交流が持たれ、政治の前衛とと

も反転させられるとき、そこに現れるのは、

もに大きな潮流を作った現代音楽だが、70 年

もはや客体とも呼べない音素材から曲が自動

代には、新しいことがもはや不可能になる状

的にたちあがる、音事象の戯れとなる。まさ

況に陥った。これは、一般にポストモダンと

に宇宙的無意識の顕現である。このように、

言われる文化的傾向の音楽における現れとい

近代音楽は、ケージにおいて終焉を迎える。

うことができるだろう。大家たちも音楽を書

独創的な天才の書いた曲を聴衆が拝聴し、そ

き続けていたけれども、70 年代以降に登場し

の作品の思想・感情を聞き取り押し頂く、と

た作曲家たちは、総じて小粒であり、大作曲

いう近代音楽芸術のコミュニケーション・パ

家は現れなくなったと言われている。音楽学

ターンが崩壊するのである。

者大久保賢は、次のように書いている。「先立

だが、それで産業文明が終わるのか、と言

つ時期にはすでに題名が浮かぶような「問題

われれば、事は微妙であると言わねばならな

作」があったのに、70 年代以降の前衛にはそ

い。何故と言うに、ケージの作曲法は、管理

れがない。彼らの音楽はある種の成熟を示し

社会の強制にたいするアンチテーゼだと解釈

こそすれ、既存の何かを壊して、それに代わ

することもできるからである。管理社会は、

るだけのものを打ち立てるには至らないので

産業文明の深層構造から、その極限形態とし

ある。新しさを競うゲームから降りたポスト

て現れてくる。すなわち、合理的に客体を支

モダニズム（そして、元からそれを拒んでい

配するはずの主体が、自らの創り出した産業

る反モダニズムの音楽さえ）がそれぞれ存在

制度によって逆に支配される状態である

(36)

。

感を増していく中、もはやモダニズムの音楽

ケージのアナーキズムは、そうした社会にた

は時代の先導者たりえず、数ある選択肢の 1

いする反抗であったのではないか。ケージに

つになってしまったかのようだ。つまるとこ

は、ことさら何かに反抗するといった姿勢は

ろ、「現代音楽」はいよいよ「終わり」のとき

見られ ないが、そこに 、禅や荘 子を介した

を迎え始めたのだろうか 。」ここで、大久保

「自由」（融通無碍）が反定立されているよう

は、「現代音楽」と「現代の音楽」とを分けて

に思われる。『ミュジサーカス』という作品が

考えているように思われる。すなわち、第 2

あるけれども、それは、参加者がそれぞれ異

次大戦後から 60 年代までを支配した、新しさ

なった指示の書かれた紙を受け取り、会場で

を不断に追及する「現代音楽」と、たんに今

その指示（どう使用するかは各人に任されて

創られているという意味しかもたない「現代

(37)
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の音楽」とを分離しているのである。「現代音
楽」は、ブーレーズからクセナキスやケージ
に至るまで、その広がりは大きく、 1 つの様
式とはとても言えないのであるが、それでも、

結論―産業文明の行方

ある種の志向を共有していたと言えるだろう。
それは、急き立てる近代文明の時間のなかで、
次々と実験を繰り返す作曲主体の在りかたで

ここまで述べてきたことを要約し、少し補

ある。一応ケージによってとどめを刺されて

足しておくことにしよう。まず、方法につい

いるけれども、それ以後も、前衛たちは、さ

てである。筆者は、「構造論的文明学」を提唱

まざまな試みを行ってきた。それが最終的に

し、あらゆる領域に汎通する深層構造からそ

終わる、ということであろう。ポストモダン

れらを説明することを試みた。これは、近代

音楽は、モダニズム音楽（現代音楽）とは異

産業文明に関しては、ヴェーバーの「合理化

なって、ことさらに独創性を追求することが

＝呪術からの解放」から帰結する「主体－客

ない。グレツキやアルヴォ・ペルトにみられ

体構造」から説明するということになる。し

るように、むしろ、聴きやすさが問題となる。

かしその際、マルクス的な経済からの規定も、

あるいは、過去のクラシック作品の編曲・コ

それなりに日常的生を規定することを媒介に

ラージュが大々的に行われ、評価されるよう

して大きな力を揮うことが付加されていた。

になる。

資本主義市場経済は、独立変数として他領域

こうした変化が何故起こったのか。それを、

を規定することになる。しかしそれは、あく

「前衛たちがすべて新しいことをやりつくし

までも「必要条件」としてのことであった。

てしまった」からだ、と音楽史家は口を揃え

なぜなら、人は食べなければ生きていけない

て言うのであるが、果たしてそれだけのこと

が、食べることだけで他の活動が規定される

であろうか？

わけではないからである。

なぜなら、事は音楽にとどま

らないからである。他の芸術、文学や美術に

構造論的文明学を方法として、ベートーヴ

も、同じような現象が起きている。ソレルス

ェン、シェーンベルク、ケージが主題的に考

の後、だれが前衛作家であろうか。ウォーホ

察された。それぞれが、資本主義の興隆期、

ルの後、誰が前衛美術家であろうか。これら

独占資本段階、管理社会に対応させられ、ま

のことは、おそらく、芸術領域にとどまる変

た、自我、無意識、宇宙的無意識、とも対応

化ではないであろう。生の全領域で、何かが

させられ、その深層構造が尋ねられた。ベー

起こっているに違いない。それは、主体－客

トーヴェンにおいては、表現主体・操作主体

体構造を深層構造とする産業文明の変容では

が、素材としての客体（調性）・作品としての

ないだろうか？

産業文明は、人間の外部ま

客体とうまく合致しており、安定した音楽行

た内部の自然を合理的に支配するシステムで

為がなされていた。これが、ロマン派をつう

あるが、そこに亀裂が入ったのではないだろ

じて徐々に解体していったわけであるが、そ

うか？

の理由として、本文では触れなかったけれど
も、産業文明の展開にともなって、社会のゲ
ゼルシャフト化が起こったことが挙げられる。
そもそも近代的にアニミズムを脱却した主体
でなければ、ゲゼルシャフトを形成すること
はできないが、それが社会全体を覆うように
なったのは、19 世紀のことであった。そこで
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は、ゲマインシャフトリッヒなものは、家族

動を行うことはできなくなった。さらに、70

と友人というごく私的な領域にかぎられるこ

年以降のポストモダンにおいて、大文字での

とによって、「社会」からは退場するが、私的

芸術が消滅し、芸術は、実用や遊びに転化す

な領域では、かつてない親密さを成すことに

ることになる

なった

(39)

(38)

。これを深層構造から見ると、主体

。

さて、音楽の分析から、産業文明が瀕死の

の公的な弱化と私的な強化の併存ということ

状況にあるらしいことは理解されると思うが、

になる。これが音楽にも反映し、個人的な感

現実の社会、ことに、政治や経済は、どうな

情世界の豊かさと公的な無力さが、ロマン派

っていくのであろうか？

の特徴となったのであった。さらにこれが進

範囲を逸脱するが、ただ 1 つ、示唆されるの

むと、音楽固有の論理としても深層構造の変

は、おそらく、古典的な産業文明は終わって

容としても、新しい音楽が現れることになる。

しまい、その後が見据えられる時期になって

シェーンベルクと無調・十二音音楽の誕生で

いるに違いないということである。現在、資

ある。自由な無調と十二音技法とは異なるが、

本主義の危機が進行中であることは言うまで

全く新しい響きを獲得したことに違いはない。

もないだろう。論者たちは、経済領域の内部

弱化した主体の強い表現意志が、素材の調性

で話をすすめているが、これはトータルな全

を食い破って、その高度化した操作主体が新

領域を含む「文明の変容」という視点から考

しい響きを生み出す。この時期は、様々な領

えられなければならないように思われる。

この問は、本稿の

域で「現代」が始まった時代であり、「主体－

たしかに、何かが終わりかけている。近代

客体構造」に大きな変化がみられた。それを

芸術音楽の歴史の構造論的分析からは、この

確定することは容易ではないが、ただ、 1 つ

ことは確かだ。だが、では何処へ？

指摘し ておけば、ニュ ートン力 学・調性音

神ならぬ我々にはわからないことである。た

楽・遠近法絵画・自由競争的資本主義は、 1

だ、構造論的文明学の視座こそが、トータル

つの文明の深層構造から生み出された大きな

な社会変容への 1 つの力になりうることは、

意味での 1 つの制度だったと言えるだろう。

言うまでもないことであるように思われる。

それは

実際、これらの古典的産業文明は、この時期
注

で消滅するのである。その後、第 2 次世界大
戦後の世界において、音楽は、またも変貌す

( 1 ) アドルノ、テオドール・W、大久保健治訳、
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政治経済研究所主任研

■研究ノート■

労働量計算と『資本論』の体系
佐 藤

努

《要旨》 労働量計算は『資本論』の体系のどこに位置づけられるのかを明らかにすることが本稿の課題で
ある。数理派はこの課題について先行研究となる。置塩信雄氏と高須賀義博氏はそれぞれ独自の経
済学体系を構築しており、各経済学体系の冒頭に投入・産出関係をおいて、労働量計算については
それぞれ異なる意義づけと異なる位置づけをあたえている。これは『資本論』とは異なる経済学体
系であって、両氏の所説は参考とならない。長島誠一氏は、『資本論』を前提したうえで、第 1 部第
1 章の論理次元に投入・産出関係と労働量計算をおいている。これは『資本論』の篇別構成の意義
を無視するものであり、誤りである。労働量計算は、その基礎となる投入・産出関係を社会的総資
本の再生産＝流通としてあきらかにする『資本論』第 2 部第 3 篇の論理次元に位置づけられる。

ことが本稿の課題である。

目 次

労働量計算については、数理派がそれを積

第1節 労働量計算と『資本論』の体系
第2節 置塩信雄、高須賀義博、長島誠一の所説
の検討
第1項 置塩信雄著『資本制経済の基礎理論』
第2項 高須賀義博著『鉄と小麦の資本主義』
第3項 長島誠一著『現代マルクス経済学』
第3節 労働量計算は『資本論』第2部第3篇に位
置づけられる

極的に取り上げている。数理派の所説におい
て労働量計算はどのように位置づけられてい
るのかという観点からその数理派の所説をみ
るならば、それはこの課題にかんする先行研
究である。そこで、まず労働量計算を説明し、
課題を設定したうえで、数理派の所説におけ
る労働量計算の取り上げ方を検討する。そし

生産技術が一つの社会のすべての生産物種

てそのうえで、労働量計算は『資本論』の体

類の各 1 単位を生産するために必要な諸生産

系のどこに位置づけられるのかをあきらかに

手段の使用価値量と直接労働の量という形で

する。

あたえられるならば、各生産物 1 単位に対象
化された労働量すなわち価値量はその生産技
術から計算される。この関係すなわち労働量
計算はよく知られている関係である。そして

第 1 節

労働量計算が、労働価値論にもとづく経済学

労働量計算と『資本論』の体
系

体系である『資本論』の体系にとって価値量
の定量的規定をあたえるという重要な意味を
もつことはあきらかである。しかしそれにも

『資本論』第 1 部第 1 章では、商品の価値

かかわらず、労働量計算は『資本論』の体系

の実体は商品の生産において対象化された抽

のどこに位置づけられるのかという問題はこ

象的人間労働であることがあきらかにされて

れまで十分には検討されてきておらず、あき

いる。商品を生産する労働については、第 1

らかにされていない。これをあきらかにする

章および第 5 章でその性格が何点かにわたっ
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てあきらかにされている。いずれもよく知ら

そして、①鉄 1 トンを生産するためには、

れている論点であり、労働量計算の前提とな

鉄 a1トン、石炭 b1トン、鉄鉱石 c トンが必要

る。ここでは、第 5 章であきらかにされてい

であり、また、直接には l 1時間の労働を必要

るつぎの点のみを確認しておこう。

とすることとする。②石炭 1 トンを生産する

たとえば紡績工の労働についてみるならば、

ためには、鉄 a2トン、石炭 b2トンが必要であ

「その抽象的な一般的な性質において、人間

り、l2 時間の直接労働を必要とすることとす

労働力の支出として、紡績工の労働は、綿花

る。③鉄鉱石 1 トンを生産するためには、鉄

や紡錘の価値に新価値をつけ加えるのであり、

a3トン、石炭 b3トンが必要であり、l3時間の直

そして、紡績過程としてのその具体的な特殊

接労働を必要とすることとする。④小麦 1 ト

な有用な性質において、それはこれらの生産

ンを生産するためには、鉄 a4トン、石炭 b4ト

手段の価値を生産物に移し、こうしてそれら

ン、小麦 d トンが必要であり、l4時間の直接

の価値を生産物のうちに保存するのであ

労働を必要とすることとする。

(1)

る 」。すなわち、生産物・商品の生産過程に

以上の関係を、a1～ a4、b1～ b4、c、d、l1～

おいて労働は、抽象的人間労働の側面におい

l4を既知数とし、x、y、z、u を未知数とする

て、新生産物にあらたな抽象的人間労働・価

4 元 1 次の連立方程式でつぎのように表すこ

値をつけ加え、同時に具体的有用労働の側面

とができる。

において、生産手段にふくまれていた（過去

まず製鉄部門についてみるならば、一方で、

の）抽象的人間労働・価値を新生産物に移す

a1トンの鉄にふくまれる a1・x 時間の抽象的人

のである。労働量計算のためには、商品を生

間労働 ―というのは、 1 トンの鉄にふくま

産する労働のこの点が重要である。

れる労働量は x 時間であるのだから、 2 トン

いうまでもなく、われわれは生産物に対象

の鉄にふくまれる労働量は 2 × x 時間であり、

化された労働量を直接に観察し計ることはで

a1トンの鉄にふくまれる労働量は a1× x 時間

きない。しかし生産物の生産に必要とされる

である ―、また同様にして、b1 トンの石炭

諸生産手段の使用価値量と直接に必要な労働

にふくまれる b1・y 時間の抽象的人間労働、

量であれば、それらを直接に観察し知ること

そして c トンの鉄鉱石にふくまれる c・z 時間

ができる。そしてわれわれは、それらの諸量

の抽象的人間労働が、新しく生産される鉄 1

から計算によって、多元一次方程式を解くこ

トンに、（l1時間の）製鉄労働の具体的有用労

とによって、生産物に対象化された労働量を

働の側面によって移される。それと同時に他

計ることができるのである。

方で、l1 時間の製鉄労働によって、新しく生

具体例を設定して、この労働量計算はどの
ように行われるのかを見てみよう。

産される鉄 1 トンに l1時間の抽象的人間労働
が新しくつけ加えられる。したがって、生産

まず諸労働力はすべて単純労働力として前

手段から移される a1 ・x 時間、b1・y 時間、

提したうえで、ここでは簡単のために、一つ

c・z 時間と、新しくつけ加えられる l1時間と

の社会の生産物種類が鉄、石炭、鉄鉱石、小

の和が、新しく生産された鉄 1 トンに対象化

麦の 4 種類だけであるとする。そして、それ

されている x 時間の抽象的人間労働である。

らを生産手段として生産的に消費し、それら

すなわち、a1･x ＋ b1･y ＋ c･z ＋ l1＝ x である。

を生産する 4 種類の労働によってそれらが生

同様にして、石炭部門については、鉄から

産されることとする。そのうえで、鉄、石炭、

移される a2･x 時間、石炭から移される b2・y

鉄鉱石、小麦の各 1 トンに対象化されている

時間と、新しくつけ加えられる l2時間との和

労働量をそれぞれ x 時間、y 時間、z 時間、u

が、新しく生産された石炭 1 トンに対象化さ

時間とする。

れている y 時間の抽象的人間労働である。す
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なわち、a2･x ＋ b2･y ＋ l2＝ y である。

あり、小麦部門については、a4＝0.0001、b4＝

同様にして、鉄鉱石部門については、a3 ･x

0.0002、d ＝0.01、l4＝10であることとする。

＋ b3･y ＋ l3＝ z であり、小麦部門については、
a4･x ＋ b4･y ＋ d･u ＋ l4＝ u である。

これらの数値をうえの解の式に代入すると、
つぎの結果がえられる。

かくして、x、y、z、u を未知数とする次の
4 元 1 次連立方程式がえられる。

鉄 1 トンに対象化されている労働量(x)は42.
63時間であり、石炭 1 トンに対象化された労

鉄部門

a1･x ＋ b1･y ＋ c･z ＋ l1＝ x

働量(y)は3.38時間、鉄鉱石 1 トンに対象化さ

石炭部門

a2･x ＋ b2･y ＋ l2＝ y

れた労働量(z)は3.31時間、小麦 1 トンに対象

鉄鉱石部門

a3･x ＋ b3･y ＋ l3＝ z

化された労働量(u)は10.11時間である。

小麦部門

a4･x ＋ b4･y ＋ d･u ＋ l4＝ u

これと同様にして、一つの社会にある n 種

連立方程式を作成するまでは経済学の問題

類の生産物・商品について、生産技術が各生

であるが、作成した後は数学の問題である。

産物 1 単位の生産に必要な生産手段の使用価

この連立方程式を解くと、まず、つぎのよう

値量と直接労働の量という形であたえられる

に x が得られる。

ならば、各生産物 1 単位に対象化された労働

b1･l2＋ b3･c･l2＋(1－ b2)(c･l3＋ l1)
x＝
(1－ b2)(1－ a1－ a3･c)－ a2(b1＋ b3･c)

量・価値量は、それらを未知数とする n 元 1
次の連立方程式をその生産技術にもとづいて

つぎに、この x を用いて、y が得られる。

作成し、それを解くことによって計られるの

a2･x ＋ l2
y＝
1－ b2

である。

最後に、これらの x と y を用いて、z と u
が得られる。

って経験的に知ることができるのは、商品の
生産に必要とされる生産手段の使用価値量と

z ＝ a3･x ＋ b3･y ＋ l3
u＝

商品の価値量を計ろうとするとき観察によ

直接労働の量である。われわれは商品の価値

a4･x ＋ b4･y ＋ l4
1－ d

量を直接に観察し計ることはできない。しか

すなわち、各生産物 1 単位を生産するため

しうえにみたように、商品の生産に必要な生

に必要な生産手段の使用価値量 a1～ a4、b1～

産手段の使用価値量と直接労働の量を観察す

b4、c、d と直接に必要な労働量 l1～ l4が与え

れば、それに基づく多元一次方程式を解くこ

られるならば、各生産物 1 単位に対象化され

とによって価値量を計ることができるのであ

た労働量 x、y、z、u がそれらから計算される

る。

のである。

この労働量計算が、商品の価値の実体は労

数値例をあげるとつぎのようである。

働であるという労働 価値論に 基づく『資 本

鉄 1 トンの生産には、鉄0.01トン、石炭 7

論』の体系にとって重要な意味をもつことは

トン、鉄鉱石 5 トンが必要であり、また、 2

あきらかである。

時間の直接労働を必要とすることとする。す

しかし、労働量計算があきらかにされたの

なわち、 2 時間の製鉄労働が、労働手段たる

は『資本論』全 3 部の刊行後のことであり(2)、

鉄0.01トンを用いて、労働対象たる石炭 7 ト

『資本論』のなかには労働量計算は存在しな

ン、鉄鉱石 5 トンから、鉄 1 トンを生産する

い。したがって労働量計算と『資本論』の体

こととする。（a1＝0.01、b1＝ 7 、c ＝ 5 、l1＝

系との関係が問題となる。労働量計算は『資

2 ）。

本論』の体系と整合的な関係にあるのかどう

同 様 に して 、 石 炭 部門 に つ い て は 、 a2 ＝

か。すなわち、それはそもそも『資本論』の

0.005、b2＝0.05、l2＝ 3 であり、鉄鉱石部門

体系のなかに位置づけられることができるの

については、a3 ＝0.004、b3 ＝0.04、l3 ＝ 3 で

かどうか。また位置づけられるとするならば、
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どこに位置づけられるのか。これらが問題と
なる。

置塩氏は序章の冒頭において、「本書の目的
は資本主義社会における労働生産性、利潤率、

この問題が『資本論』の体系にとって重要

実質賃金率の間の関係を主として量的側面に

な問題であることはあまりにも明白である。

重点をおきながら理論的に明らかにすること

しかし意外なことに、管見によれば、この問

である 」と述べている。

(5)

題はこれまで十分に検討されてはこなかった。

また、第 4 章の第 1 節「階級対立と実質賃

本稿では、重要であるにもかかわらずほとん

金率」の冒頭において、「実質賃金率がどのよ

ど看過されてきたといってよいこの問題を解

うに決定されるかはそれ自身、理論的および

決したい。

実際的に重要である。それのみならず、この

労働量計算については、数理派の諸研究が

問題を検討することは同時に経済学の理論構

労働価値論の立場にたちつつそれを積極的に

造そのものを明白にするためにも重要である。

取り上げている。労働量計算はその所説のな

本節では、主として後者の観点から実質賃金

かでどのように位置づけられているかという

率の決定という主題に接近する (6) 」と述べて

点に注目してそれらをみるならば、それらは、

いる。そしてさらに、この箇所に付された注

『資本論』の体系における労働量計算の位置

において、「本書の全体の構成からみて、本章

という問題にかんする先行研究であるといえ

の位置はつぎのようである。本書の主題は、

る。そして置塩信雄、高須賀義博、長島誠一

労働生産性（価値）、利潤率、実質賃金率の関

の各氏による研究はそれらを代表するものと

連を分析することにある。……実質賃金率が

いってよいであろう。そこで、各氏の所説に

いかに決定されるか、……が本章で展開され

おける労働量計算の位置づけという観点から、

る。実質賃金率の決定論を補うことによって

3 氏の所説を検討し整理する。

体系は完結する。というのは、実質賃金率が

ここでは、置塩氏については『資本制経済

決定されれば、生産技術の選択が確定し、生

の基礎理論』、高須賀氏については『鉄と小麦

産技術と実質賃金率が与えられれば利潤率が

(3)

の資本主義 』、長島氏については『現代マル

(7)

決定されるからである 」と述べている。

(4)

クス経済学 』を、本稿の課題を解決するた

上述の観点すなわち、労働量計算はどのよ

めに、労働量計算の位置づけという観点から

うに取り上げられているかという点に注目し

検討する。

てみたときの数理派の所説という観点からは、
置塩氏が「経済学の理論構造」にかんする氏
自身の見解を明瞭に述べているこれらの部分

第２節

置塩信雄、高須賀義博、長
島誠一の所説の検討

が重要である。これらからわかることは、「労
働生産性、利潤率、実質賃金率の間の関係」
は「本書の全体の構成」であるのだが、それ
にとどまらず、それは氏における「経済学の

第１項

置塩信雄著『資本制経済の基礎
理論』

理論構造」であるということである。そして、
その「経済学の理論構造」の冒頭で価値量計
算・労働量計算が取り上げられているのであ

置塩『資本制経済の基礎理論 ―労働生産

る。

性・利潤率及び実質賃金率の相互関連 ―』

この ことを指摘したう え で 、労働 生産性

は、序章、第 1 章「価値」、第 2 章「利潤の存

（価値） ―第 1 章、利潤率 ―第 2 章およ

在条件」、第 3 章「平均利潤率」、第 4 章「実

び第 3 章、実質賃金率―第 4 章の各章をや

質賃金率」の 5 章から構成される。

や詳しく見てみよう。
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第 1 章「価値」は第 1 節「価値の決定」、第

する ( 12) 」という考え方を基礎として、『資本

2 節「価値の理論的意義」の 2 節からなる。

論』から多数の引用をおこないながら、景気

第 1 章第 1 節第 2 項において労働量計算が取

循環の諸局面におけ る価格・ 利潤率・蓄 積

り上げられる。ここでは、本稿の第 1 節で説

（率）・実質賃金率・技術導入などのあいだの

明した労働量計算が、一般的な n 部門の形で

関係を検討している。しかし、ここではこの

あきらかにされている。また、つぎの第 3 項

ような第 4 章の内容に立ち入る必要はない。

では、その連立方程式を解いたときに生産物

以上、各章の内容を簡単にみたが、そのう

1 単位に対象化された労働量が正の値をとる

えで、全体の構成をみるとつぎのようである。

ためには、「与えられた生産技術のもとで純生

第 1 に、「労働生産性（価値）、利潤率、実質

(8)

産物を生産できる 」という条件が満たされ

賃金率の関連」は、「本書の主題」であるにと

ねばならないことが明らかにされる。

どまらず、置塩氏における「経済学の理論構

第 2 章「利潤の存在条件」では、社会的総

造」である。第 2 に、「実質賃金率が決定され

生産物と総労働を対象としたうえで、価格、

れば、生産技術の選択が確定し、生産技術と

貨幣賃金率、利潤、実質賃金率が取り上げら

実質賃金率が与えられれば利潤率が決定され

れ、（資本家の個人的消費はなされないとした

る」のであるから、第 4 章で「実質賃金率の

ときに）それらを用いて拡大再生産が可能と

決定論を補うことによって体系は完結」する。

なるための条件、すなわち「剰余条件 (9)」が

第 3 に、ひるがえって、この「体系」の冒頭

取り上げられる。剰余条件は、剰余労働が行

は第 1 章「価値」であるのだが、これは、生

われていること、あるいは、実質賃金率が労

産物 1 単位の価値の逆数は労働生産性（ 1 時

働生産性より低いことであり、この 2 つは論

間の労働によって各生産物の何単位が生産さ

理的に等値である。そして、剰余条件は各部

れるか）であるから 、労働生 産性（生産 技

門に利潤が存在するための条件でもある。

術）をしめすものとして価値を第 1 章で取り

第 3 章「平均利潤率」の第 2 節「平均利潤

上げているのである。

率の決定要因」では、「平均利潤率が労働生産

以上 のような置塩氏の 「 経 済学の 理論構

性、実質賃金率にいかに依存するかを理論的

造」は、『資本論』のそれとはまったく異なっ

(10)

に明らかに 」しようとしており、「資本の有
．．．．．
機的構成を高める技術変化でも、実質賃金率
．．．
が一定である限り、平均利潤率は低下しない。

ている。周知のように『資本論』は、資本の

基礎的部門で技術導入が行われた場合には利

部としているのである。置塩氏の「経済学の

潤率は必ず上昇する

(11)

生産過程・資本の流通過程・資本主義的生産
の総過程を、それぞれ第 1 部・第 2 部・第 3

」と結論している。こ

理論構造」は労働価値論にもとづく経済学体

の結論は、「一般的利潤率の傾向的低下法則」

系ではあるのだが、同様に労働価値論にもと

を否定するものである。第 3 節「『利潤率傾向

づく経済学体系である『資本論』の体系とは

的低下法則』について」ではこの問題がくわ

まったく異なっているのである。

しく検討されている。しかし本稿ではこの問
題には立ち入らない。

置塩氏は、「労働生産性（価値）、利潤率、
実質賃金率の関連」は「経済学の理論構造」

第 4 章「実質賃金率」では、「実質賃金率の

であるとしている。したがって、それをあき

決定は労働市場における需給によってではな

らかにすることは単なる当面の課題、あるい

く、生産物市場における需給で決定されるこ

は経済理論の諸課題のなかの一つなのではな

とになる。……限界生産力説は生産物に対す

くて、いわば経済理論の最終的な課題である

る需要関数によって補完されることにより、

とされているのである。この点が重要である。

実質賃金率の決定に関する一つの理論を形成

労働量計算は『資本論』のなかでは明らか
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にされていない。そして、労働価値論に基礎

資本のない流動資本モデル……を用いてわた

をおきつつ労働量計算をあきらかにし取り上

くしが『マルクスに学んだ』ものの重要な点

げた研究として、置塩『資本制経済の基礎理

をくまなく説明するという方法を採用した。

論』はもっとも初期に属すものである。しか

……

し、そ の置塩氏の「経 済学の理 論構造」は

かくして本書は一風変わった『経済原論』

『資本論』の体系とはまったく異なるもので

となったが、……わたくしが資本主義の全体

ある。労働量計算は置塩氏のような経済学体

像をどのような構図で把握しようとしている

系と整合的であるだけでなく、『資本論』の体

のかを是非考えてみて欲しい

系とも整合的であるのかどうか。すなわち、

(13)

」。

この高須賀氏自身が述べるところによって、

労働量計算は『資本論』の体系のなかに位置

高須賀氏の経済原論の構成はほぼあきらかで

づけられるのかどうか。これが問題となる。

あり、また、労働量計算がその構成のどこに

しかし置塩氏は多くの研究を残されているの

位置づけられているかも明らかである。同書

であるが、この問題については何も述べてい

の内容と構成をややくわしくみてみよう。

ない。

第 1 部「数量体系」は、第 1 章「鉄と小麦
の経済」と第 2 章「拡大再生産」の 2 章から
なる。ここでは、①『資本論』第 2 部第 3 篇

第２項

高須賀義博著『鉄と小麦の資本主
義』

の再生産表式を使用価値と直接労働のターム

高須賀『鉄と小麦の資本主義』について、

めに、資本主義社会にかぎらずどのような社

高須賀氏はその「はしがき」において、同書

会であっても満たされねばならない諸条件す

の構成と同書が氏の経済原論であることとを

なわち「経済原則論」をあきらかにしている。

でとらえなおし、②拡大再生産が成立するた

次のように述べている。

第 2 部「動態過程」は、第 1 章「動態過程

「… …序論に 続く本 書の本 論は、 第 1 部

の制度的基礎……金本位制度」、第 1 節「貨

『数量体 系』、第 2 部『動態過程』、第 3 部

幣」、第 2 節「信用と信用制度」、および第 2

『価値と剰余価値』となっている。

章「競争過程」、第 1 節「超過利潤の追求」、

第 1 部『数量体系』は、マルクスの再生産

第 2 節「景気循環」からなる。

表式を数量体系として組替えたものであって、

この第 2 部では、第 1 部における経済原則

宇野流に言えば、わたくしの『経済原則論』

論の解明のうえにたって、まず貨幣・価格・

である。第 2 部『動態過程』の主要テーマは

利潤（率）が導入され、さらに信用が導入さ

景気循環である。ここでは、順を追って景気

れる。そして、つぎに競争過程の諸契機があ

循環を説明し、景気循環が平均化機構である

きらかにされ、そのうえで景気循環があきら

ことを根拠として、資本主義の構造的安定条

かにされる。

件である均等利潤率＝均等成長率の性質を吟

第 1 章第 1 節「貨幣」の冒頭ではつぎのよ

味する。生産価格が定義できるのはこの時点

うに述べられている。「貨幣は、資本主義を理

である。第 3 部『価値と剰余価値』で初めて

解する鍵である。全面的商品交換のシステム

価値が定義され、ついで価値と生産価格の理

である資本主義は、貨幣によって数量化され

論的関係が解明され、利潤の分割をへて経済

た価格をメルクマールとして成立し、貨幣に

的『三位一体』範式で締めくくられる。そし

よって経済全体の統合がなされる社会だから

て、『資本主義の転倒性』で本書は終わる。

である。資本の動態過程の制度的基礎の出発

これがわたくしの経済原論の大要である。
……鉄と小麦の 2 財だけからなり、かつ固定

点はまさに貨幣でなければならない

(14)

」。氏の

経済原論の第 2 部の冒頭に貨幣がおかれるの
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は、このようにしてである。

値」、第 3 章「価値と生産価格……転化問題」、

貨幣については一般に「貨幣とは何か」が

第 4 章「利潤の分割」の 4 章からなる。

問題となる。高須賀氏は、第 1 節第 1 項「貨

第 2 部では、交換要具として「貨幣の必要

幣の必 要性……物々交 換の止揚 と第三項排

性」をとらえる貨幣把握のうえにたって、「平

除」において、「貨幣の必要性

(15)

」をとりあげ、

均化機構としての景気循環」があきらかにさ

それをつぎのように説明している。「われわれ

れた。その「平均化機構としての景気循環は

が関心を持つのは、資本制経済の基軸となる

資本主義の存続のた めの構造 連関が存在 す

貨幣であって、これがいかなるものであるか

る」ことを「明示する」。しかし、高須賀氏に

は、資本制経済の内部において検討されなけ

よれば、「平均化機構としての景気循環」は、

ればならない。そのために最低限必要なこと

「その構造が何によって支えられているかに

は、資本制経済の特徴の 1 つである全面交換

ついては何も語らない

において貨幣が必要となることを論証するこ

「資本主義の構造の内容を記述するためには

とである。そして全面交換は物々交換の止揚

独自の論理が必要であ」って、「それが労働価

に他ならないから、物々交換止揚の核として

値論に他ならない」のである(21)(22)。

それを論証すればたりる

(16)

」。

(20)

」のである。そして、

このようにして「資本主義の構造の内容を

みられるように高須賀氏は、物々交換の困

記述するため」の「独自の論理」として、第

難を解 決する交換要具 として「 貨幣の必要

3 部第 1 章「価値」において価値があきらか

性」をとらえ、それを「貨幣とは何か」とい

にされる。そしてそこでは、生産財と消費財

う問題への答えとしているのである。これに

の 2 部門モデルにおいて、生産財の価値は生

加えて、同書のなかでは価値形態論が取り上

産財部門の生産余剰「 1 単位を生産するのに

げられていないことからみても、高須賀氏は

必要な労働量で決定」され、消費財の価値は

商品の価値表現の発展の帰結として貨幣を把

「消費財 1 単位を生産するのに必要な直接労

握しているのではないと理解してよいであろ

働（l2 ）と間接労働（ λ 1 k2 ）の合計」である

う。

として

第 2 章「競争 過程」 では、 このよ うな 貨

(23)

、「初めて価値が定義され」るのであ

る。

幣・価格把握のうえにたって、景気循環があ

このようにして「価値が定義され」たうえ

きらかにされている。「景気循環は資本の現実

で、第 2 章「剰余価値」で剰余価値があきら

的運動の総合結果であり、……構造を創出す

かにされる。そして、第 3 章「価値と生産価

(17)

る平均化機構であ

」る。「資本主義の構造が

格……転化問題」では、「交換比率決定論とし

安定性を持つためには、均等利潤率と均等成

ての価値と生産価格の間に、……理論的な関

長率の同時成立が必要であ」り、「資本主義が

係が論証できるかいなか」は、「労働価値論の

1 社会として持続してきたのは、均等利潤率

現実的妥当性があるかないかの決め手になる

と均等成長率の同時成立を達成するメカニズ

根本問題である」として(24)、いわゆる転化問

ムがあったからに他ならない (18)」のである。

題を取り上げているのである。

そして、「平均化機構としての景気循環は資本

高須賀『鉄と小麦の資本主義』の構成と内

主義の存続のための構造連関が存在するとい

容はおおよそ以上のようである。それは氏自

うこととそれが（そのために、の意か ―引

身が認めるように「 一風変わ った『経済 原

用者） 満たされねばな らない必 要条件」を

論』」であり、『資本論』とはまったく異なる

「明示する」のである

(19)

。

第 3 部「価値と剰余価値

経済学体系である。そして、その経済学体系
資本主義の構造

の第 3 部第 1 章「価値」の冒頭において（い

理論」は、第 1 章「価値」、第 2 章「剰余価

わばやや変形された）労働量計算が取り上げ
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られ、 第 3 章「価値と 生産価格 ……転化問

化と独占利潤への転化（第 9 章）、剰余価値の

題」において「労働価値論の現実的妥当性」

分配と近代的な商業・銀行・土地所有の成立

が転化問題として論じられているのである。

（第10・11・14章）、と展開されている。国民

このように高須賀氏は、置塩氏と同様に、

所得論（第16章）、競争の仮象と『三位一体』

『資本論』とはまったく異なる経済学体系を

範式（第17章）として『資本論』と同じよう

構築・提唱し、氏の体系のなかに労働量計算

に締めくくった。……第18～20章は資本制経

を位置づけている。そして、これも置塩氏と

済の動態過程とその現代における変容が考察

同様に、労働量計算は『資本論』の体系のな

され、第21章では現代貨幣論としてインフレ

かに位置づけられないのかどうかという問題

ーションと価値尺度機能が……分析される。

については、高須賀氏も何も述べていないの

第22・23章は……。第24章で『ブルジョア社

である。

会の総括者』としての国家の本質とその現代
的意義が考察される。
以上本書は、『資本論』を現代資本主義の理

第３項 長島誠一著
『現代マルクス経済学』

論的・実践的分析に真に生かすために『二段
階上向』を試みたものである(26)」。

長島氏は『現代マルクス経済学』の「はし
がき」でつぎのように述べている。

みられるように同書では『資本論』からの
「二段階上向」が試みられており、その構成

「『資本論』の一般理論を踏まえながら現代

はうえの引用のようであって、そのうち第 1

資本主義にまで展開した体系を構想してみた。

章～第17章が『資本論』に対応しているので

いわば『資本論』の上向を二段階しようとす

ある。

る試みである。第一は、『資本論』からマルク

労働量計算は、このような構成である同書

スの経済学批判プランへの上向であり、第二

の第 1 章「商品経済」において取り上げられ

には、一般理論の独占資本主義そして現代資

ている。そこで、その第 1 章をややくわしく

本主義（国家独占資本主義）への段階的上向

みてみよう。

である

(25)

」。

まず、第 1 章「商品経済」は、「商品経済の

「本書の構成はつぎのようになるが、必ず

必然性」、「商品の二要因」、「労働の二重性」、

しも『資本論』の編別構成とは同じではない。

「労働過程と価値形成過程」の 4 節からなる。

『資本論』の現代化が目標だから、現代資本

そし て、そのなかの第 2 節 「商品 の二要

主義をたえず念頭においておかなければなら

因」は、「使用価値の体系」と「価値の体系」

ない。……第 1 ～ 3 章で、資本制商品経済の

の 2 項からなる。

基礎的範疇である商品・貨幣・資本を説明す
るが、現代においても市場経済化・『資本の文

そのなかの第 2 項「価値の体系」で長島氏
はつぎのように述べている。

明化作用』としてますます純化・深化してい

「マルクスはこのように、『資本論』冒頭に

る基礎範疇である。第 4 章ではシステムとし

おいて、 2 商品の等値式（……）から使用価

ての資本制経済を総体的に把握しようとして

値を捨象（蒸留）して、価値を抽出した。そ

いるが、現代の国家の役割を考えればますま

こで社会的必要労働時間規定も与えた。しか

す必要となっている。資本の生産過程（第 5

し投下労働による価値の規定は、生産手段も

章）、流通過程が第 6 ・ 7 章で分析されている。

入れた労働過程として与えたほうが正確であ

第 8 章からは『資本論』第 3 巻の編別構成に

るので、価値の量的規定は第 3 項でしよ

ほぼ対応している。すなわち、剰余価値の利

う

潤への転化（第 8 章）、利潤の平均利潤への転

く長島氏の勘違いであって、つぎの第 3 節で
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(27)

」。（なお「第 3 項で」というのはおそら

「価値量は次節（1.4）で規定する……(28)」と

過程（剰余価値のマクロ的規定）」で取り上げ

しているのが正しい）。

られていることを指摘しておこう。

このようにして、「価値の量的規定」は、第
4 節「労働過程と価値形成過程」であたえら
れる。この第 4 節は「労働過程」の項と「価

第３節

値形成 過程」の項から なる。そ の「労働過

労働量計算は『資本論』第２部第
３篇に位置づけられる

3 氏の著書をややくわしく紹介・検討した。

程」の項において、氏はつぎのように述べて

みられるように置塩氏の著書の構成は氏にと

いる。
「生産物（部門）を労働手段・労働対象・

って「経済学の理論構造」であり、高須賀氏

生活手 段にわけて表現 すれば、 生産の構造

の著書は氏における「わたくしの経済原論」

（投入と産出）は以下のようになる。

である。それにたいして長島氏の著書は『資

記号

F：労働手段、R：労働対象、L：労

働力、X：生産物。サフィックス 1 ～ 3 は労

本論』からの「二段階上向」を試みたもので
ある。まずこのことを確認しておこう。
置塩氏は、労働量計算を第 1 章「価値」で取

働手段・労働対象・生活手段をあらわす。
投入（Input）
F1、R1、L1

⇒

X1

F2、R2、L2

⇒

X2

F3、R3、L3

り上げている。これは、生産物 1 単位の価値

産出（Output）

⇒

X3

の逆数は労働生産性であるから、労働生産性
（すなわち生産技術）をしめすものとして価
(29)

値を第 1 章で取り上げているのである。

」

ところで、労働量計算の基礎となる生産技

このあとただちに「価値形成過程」の項に

術は、一つの社会における総生産物と総労働

移り、つぎのように述べている。
「商品（生産物）の価値を t、労働者が働

の投入・産出関係を生産物 1 単位についてみ

いた時間を T、労働手段の減価償却（貨幣的

たものである。したがってここでは、「生産物

補填）率を ε とすれば、価値の体系は以下の

1 単位について」という限定のうえでではあ

ようになる。

るが、社会的総生産物と総労働の投入・産出

εF1t1 + R1t2 + L1T ＝ X1t1

関係（以下では簡単に「投入・産出関係」と

εF2t1 + R2t2 + L2T ＝ X2t2

する）が取り上げられているのである。とこ

εF3t1 + R3t2 + L3T ＝ X3t3

ろで、投入・産出関係とは、『資本論』では、

……（中略）……

第 2 部第 3 篇の「社会的総資本の再生産と流

……未知数はそれぞれの価値 3 個で、方程

通」である。投入・産出関係を社会的総資本

式も 3 個であるから、解が存在する。このよ

の再生産・流通（「二部門分割三価値構成」）

うに、投下労働による価値規定は成立してい

としてとらえたものが第 2 部第 3 篇「社会的

(30)

総資本の再生産と流通」である

ることになる 」。

(31)

。したがっ

このように、第 1 章第 4 節「労働過程と価

て置塩氏の同書では、「生産物 1 単位につい

値形成過程」において、まず「労働過程」の

て」という限定のうえで、『資本論』第 2 部第

項で「生産の構造（投入と産出）」が取り上げ

3 篇の「社会的総資本の再生産と流通」にあ

られ、つぎに「価値形成過程」の項でそれに

たる投入・産出関係を、その第 1 章で取り上

もとづく労働量計算が取り上げられているの

げているのである。
そして、「生産物 1 単位について」という限

である。
なお、後の議論との関係で、「価値形成過

定のない、『資本論』第 2 部第 3 篇にそのまま

程」に密接に関連する「価値増殖過程」が、

対応する投入・産出 関係につ いては第 2 章

同書では第 3 章「資本」の第 2 節「価値増殖

「利潤の存在条件」でこれを取り上げている。
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高須賀氏は、これにたいして、使用価値と

機会の課題とするしかないのだが、労働量計

直接労働のタームでとらえた『資本論』第 2

算はそれぞれ異なる意義づけをもって、それ

部第 3 篇の再生産表式を、すなわち（生産物

ぞれの体系のなかに異なる位置づけを与えら

1 単位についてという限定のない）投入・産

れている

出関係を、第 1 部「数量体系」において、す

て、両氏の各経済学体系とそこにおける労働

なわち氏の「経済原論」の冒頭において取り

量計算の位置づけから、何らかの論理的に必

上げている。

然的な答えを導くことができないことはあき

そして第 2 部「動態過程」では、貨幣は交

(33)(34)

。したがって本稿の課題につい

らかである。

換要具であるという氏の貨幣把握のうえにた

このような置塩、高須賀の両氏にたいして、

って、「平均化機構としての景気循環」をあき

長島氏は『資本論』を前提し、『資本論』から

らかにしている。

の「二段階上向」を試みている。そして、そ

しかし、その「平均化機構としての景気循

のなかで労働量計算を『資本論』の体系のな

環」は、資本主義「の構造が何によって支え

かに位置づけている 。労働量 計算を『資 本

られているかについては何も語らない」ので

論』の体系のなかに位置づけるという点につ

ある。

いてみるならば、置塩、高須賀の両氏がその

そしてこれをうけて、第 3 部「価値と剰余
価値

資本主義の構造理論」では、「労働価値

論は資本主義の構造理論」であるという「視

問題の存在に気がついてさえいないのに対し
て、長島氏はその問題を発見し、とにもかく
にも一応の解決をあたえている。

点から労働価値（……）を説明(32)」し、価値

置塩、高須賀の両氏は独自の経済学体系の

の量的側面についてはやや変形された労働量

構築を課題としており、その両氏にとって労

計算をあきらかにし、それをもって量的規定

働量計算を『資本論』の体系のなかに位置づ

としているのである。

けるという問題はそもそも存在しなかったの

したがって、第 1 に、置塩氏も高須賀氏も

である。それにたい して、長 島氏は『資 本

それぞれの経済学体系の冒頭において、『資本

論』を前提し、そこから上向することを課題

論』第 2 部第 3 篇の課題である投入・産出関

とした。このことによって、長島氏は労働量

係を取り上げているのである。そして第 2 に、

計算を『資本論』の体系のなかに位置づける

置塩氏が、労働生産性をしめすものとして商

ことができたのである。

品 1 単位の価値を第 1 章で取り上げるのにた

しかし、氏がそれを『資本論』の体系のな

いして、高須賀氏は、「下降の経済学」におい

かに位置づけるとき、その位置づける仕方、

て、「資本主義の構造の内容を記述するため」

およびその位置は『資本論』の体系にそぐわ

の「独自の論理」として、第 3 部第 1 章で価

ない誤ったものになっているといわねばなら

値を取り上げているのである。

ない。

『資本論』の体系における労働量計算の位

長島氏は、著書の第 1 章第 2 節第 2 項「価

置をあきらかにするという本稿の課題のため

値の体系」において、「マルクスは……『資本

には、両氏の著書についてこの 2 点を確認す

論』冒頭において、……価値を抽出した。そ

ることができれば十分である。両氏の各経済

こで社会的必要労働時間規定も与えた。しか

学体系は労働価値論に基礎をおき、労働量計

し投下労働による価値の規定は、生産手段も

算を積極的に取り上げている。しかし両氏の

入れた労働過程として与えたほうが正確であ

各経済学体系は『資本論』の体系とはまった

る」とする。そして それをう けて、第 4 節

く異なる体系であり、経済学の対象・課題・

「労働過程と価値形成過程」の「労働過程」

方法といった観点からの各体系の検討は別の

の項でまず「生産の構造（投入と産出）」を取
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り上げ、つぎに「価値形成過程」の項でそれ

『資本論』の編別構成とは同じではない」と

にもとづいて「投下労働による価値規定」す

いう断り書きはあるのだが、この再編は限度

なわち労働量計算をあきらかにしている。

をこえたものといわねばならない。

しかし、『資本論』では、労働過程・価値形

長島氏の指摘するように、「投下労働による

成過程・価値増殖過程は、第 3 篇第 5 章「労

価値の規定は、生産手段も入れた労働過程と

働過程と価値増殖過程」で取り上げられてい

して与えたほうが正確である」。（ただし、こ

る。じっさい、長島氏も価値増殖過程につい

こで「労働過程」とされる「生産の構造（投

ては、『資本論』第 1 部第 3 篇～第 5 篇にあた

入と産出）」は、『資本論』第 2 部第 3 篇に属

る著書の第 3 章「資本」の第 2 節「価値増殖

す）。しかしそうであるからと いって、「正

過程（……）」で取り上げているのである。し

確」な価値規定を第 1 部第 1 章で与えなけれ

かし、それにもかかわらず、『資本論』では第

ばならないということにはならない。『資本

5 章に属す労働過程・価値形成過程を、『資本

論』においても、第 1 部第 1 章で抽象的に価

論』の第 1 章にあたる著書の第 1 章「商品経

値規定をあたえたうえで、第 5 章において価

済」のなかで第 4 節として取り上げているの

値形成過程としてより具体的に価値規定をあ

である。これは論理次元の混同であり誤りと

たえているのである。したがって、労働量計

いうべきであろう。

算を、価値の「正確」な、すなわち定量的で

そしてさらに、著書のこの第 1 章第 4 節の

より具体的な規定として取り上げるときに、

「労働過程」の項で取り上げている「生産の

第 1 部第 1 章で取り上げねばならないという

構造（投入と産出）」は、『資本論』第 1 部第

ことにはならない。『資本論』の体系を前提す

3 篇第 5 章第 1 節「労働過程」の内容ではな

るならば、労働量計算の基礎となる投入・産

く、ここでは取り上げられていない。『資本

出関係をあきらかにすることを課題とする第

論』のなかで「生産の構造（投入と産出）」が

2 部第 3 篇の論理次元において労働量計算を

取り上げられているのは、いうまでもなく第

取り上げるのが正しい。

2 部第 3 篇においてである。

価値の量的規定にそくしていうならば、価

したがって長島氏は、『資本論』第 2 部第 3

値の量的規定は『資本論』第 1 部第 1 篇第 1

篇で取り上げられている「生産の構造（投入

章でもっとも抽象的にあきらかにされ、第 1

と産出）」を、『資本論』第 1 部第 3 篇第 5 章

部第 3 篇第 5 章でより具体化され、第 2 部第

第 1 節「労働過程」の内容であるとしたうえ

3 篇の論理次元で労働量計算

で、さらにそれを『資本論』第 1 部第 1 章に

に定量的に具体化され、あきらかにされるの

あたる著書の第 1 章のなかの第 4 節の「労働

である。労働量計算は『資本論』第 2 部第 3

過程」の項で取り上げているのである。そし

篇の論理次元に位置づけられるのである。そ

てそれにもとづいて、「価値形成過程」の項で

してこれによって、『資本論』の体系は価値量

「投下労働による価値規定」すなわち労働量

について定量的な規定をもつことになるので

計算を示しているのである。

ある。

(35)(36)

としてさら

長島氏は、「投下労働による価値の規定は、
注

生産手段も入れた労働過程として与えたほう
が正確である」として、「生産の構造（投入と

( 1 ) K. Marx, Das Kapital, Bd.Ⅰ, 1867, in:
Marx- Engels Werke, Bd.23, Dietz Verlag, 1962,

産出）」を著書の第 1 章で取り上げている。し
かし、これは『資本論』の篇別構成の意義を

S.215、大内兵衛・細川嘉六監訳『資本論』第

まったく無視したものである。『資本論』に対

1 巻、大月書店、1968年、263頁。

応する第 1 章～第17章 の構成は「必ずし も

( 2 ) 置塩信雄氏によれば、労働量計算を置塩氏が
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「はじめて考えついた」のは氏の論稿「交換論

論』では、いうまでもなく、それをあきらかに

について」（『国民経済雑誌』第89巻第4号、1954

することはその第 1 部第 1 篇第 1 章、とりわけ

年4月）においてであったが、1904年にドミトリ

その第 3 節、第 4 節の課題である。

エフ（B.К.Дмитриев, Зкономические очерки,

(23) 同上、190頁。

1904、『経済学綱要』)が「同じ結果をえてい

(24) 同上、207頁。

る」という。

(25) 長島誠一、前掲書、 4 頁。

置塩信雄『資本制経済の基礎理論―労働生

(26) 同上、 5 - 6 頁。

産性・利潤率及び実質賃金率の相互関連 ―』

(27) 同上、41頁。

創文社、1965年、11頁。

(28) 同上、41頁。

( 3 ) 高須賀義博『鉄と小麦の資本主義

下降の経

済学』世界書院、1991年。

(29) 同上、44頁。
(30) 同上、44- 5 頁。

( 4 ) 長島誠一『現代マルクス経済学』桜井書店、
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品の価値量は生産技術だけによって規定される

構造（再生産表式）と動態（景気循環）をあき

ことをしめしている。しかしさらに立ち入って

らかにすることは可能である。しかしそれだけ

みるならば、労働量計算のなかには（このばあ

では、高須賀氏も認めているように、「資本主義

い価値形態としての価格ではなくて交換比率と

の構造の内容」は何か、すなわち価格が表現し

しての）価格が含まれていないことに気がつく。

ているものは何かということは明らかにならな

このことは商品の価値は価格とは独立であると

いのである。こうして、高須賀氏はその問題を

いうことを意味している。すなわち、商品の価

第 3 部で取り上げている。それに対して『資本

値は、商品の価格がどのように決定されようと
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も、すなわち、商品の価格が生産価格であって
も、また、需給によって変動する市場価格であ
っても、生産技術が一定であるならば一定であ
るということを意味している。この点について
は、さしあたり下記拙稿を参照されたい。
佐藤努「市場価格と労働の社会的配分―『技
術説』の批判的展開―」『土地制度史学』第14
5号、1994年10月。
(36) 数理派による景気循環のモデル分析などでは
数式が使用価値と価格で記述されている。これ
は、需給で市場価格が変動するとき価値は変動
するとみえるためである。しかし生産技術が一
定であるならば市場価格が変動しても価値は一
定であるのだから、価値と価格で数式を記述す
ることは可能であり、こちらが正しい。なお生
産技術が一定であるならば価値と使用価値は比
例するのだから、数式をいずれで記述しても分
析結果は同じである。

（さとう

つとむ

元ノースアジア大学）
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随想
文化と芸術、そして市民について考える
― 遠ざかるクラシック音楽に思いをよせつつ ―

瀬 戸 岡

紘

彩でもあります。「大衆文化（ポップカルチ
ュア）」も「下位文化（サブカ ルチュア）」

１．どう違う？ ― 文化と芸術

も、そして「退廃文化」も文化のうちに入り
ます。

われわれは、ともすると「文化・芸術」な

しかし芸術は、文化のひとつの形ではあり

どと一くくりにして語ってしまうこともあり

ますが、そのなかの特別なあり方をさします。

ますが、文化と芸術とは、決して一まとめに

芸術とは、文化のなかから、洗練に洗練をか

して済まされるものではありません。

さね、これ以上よいものは考えられない、と

文化とは、人が集まるところに必然的に生

いう地点にたどりついたものをいうのです。

まれてくる空気のようなものといってよいで

たとえば、絵画は、いたずら書きなどもふく

しょう。その場の人たちならではの感じ方、

めて、文化ではありますが、芸術といい得る

考え方、行動様式、好まれるものから忌避さ

絵画は、それなりの深い洞察と努力をとおし

れるものまで、などをまとめて文化というの

て、洗練された絵画となったものだけをいい

です。

ます。音楽は（民俗音楽、大衆音楽などをふ

日本には日本ならではの日本文化があり、

くめて）文化ではありますが、芸術といえる

フランスにはフランス文化があり、ロシアに

音楽は、クラシック音楽のように、洗練され

はロシア文化があり……、また日本国内でも

たもの（芸術音楽）だけです。

各地には各地なりの文化があります。時代に
よっても、それぞれ異なる文化があります。
縄文文化と弥生文化、平安時代の文化、江戸
時代の文化、明治の文化……といった具合に、

２．深く傾倒する ― その行為から芸
術が生みだされる

です。 世代によっても 、たとえ ば「若者文

さて、そのクラシック音楽にかんしては、

化」などというように、異なる文化がありま

芸術についてもう少し深めてみるために、や

す。

や立ちいって考察してみましょう。

集団 が違えば、文 化も変 わっ てき ます。

世界には多くの音楽文化がありますが、ク

「企業文化」ということばがあるように、会

ラシック音楽といわれるものは、近代のヨー

社が異なれば、同じ業界であっても、社風、

ロッパ音楽のうち、芸術の域に達したもの、

すなわちその会社なりの考え方や行動様式が、

としてだけ生まれました。では、なぜヨーロ

会社ごとにあります。

ッパなのか？

文化は、高級なものからその対極まで、多

そして、なぜ近代なのか？

第 1 の問いについては、古代 以来、ヨ ー
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ロッパ人が祈りを、多くのばあい、音楽をと

いえます。日ごろから、イエスのこと、神の

おしておこなってきた、という伝統と関係し

ことを深く考えるべく聖歌を歌っているうち

ています。では、祈りとは何か？

に、歌は洗練され、より美しい響きをもった

祈りとは、

神さまに何かを（たとえば「○○さんと結ば

ものになっていきます。たとえば、世界の少

れますように」とか「△△に受かりますよう

なからぬ民俗音楽（日本もふくめて）が「ヨ

に」などと）お願いすることではありません。

ナヌキ」音階（第 4 番目の音 「ファ」と 第

本当の祈りとは、深く思うこと。たとえば、

7 番目の音「シ 」を欠いた音階 ― 優美

深く神に思いを巡らせること、もっといえば、

さや優しさを表現するのに有効な音の欠落し

努力をとおして、深く社会全体、自然全体に

た音階）でできているのに対して、ヨーロッ

自分の心を同調させること、それが祈りの本

パの音楽は、教会のなかで洗練されるうちに、

質なのです。

「ファ」と「シ」を有効に活用した美しいメ

祈りをどういう行為をとおして行うか？

ロディーがたくさん生みだされ、それをさら

そこには、それぞれの社会なりの特質が反映

に美しく表現するために、世界の他の地域に

されます。東洋人、なかでも仏教の世界では

は見られないほど神秘的で美しいハーモニー

修行をとおしてそれを行ってきました。「た

をつくりあげてきました。

だひたすら座るだけ」（只管打坐）というこ

ヨーロッパの音楽が、世界の他の地域の音

とに大きな意義を認める座禅は、代表的な祈

楽と比較して、きわめて高度に芸術の域に高

りの形 態といっていい でしょう （かれらは

められていった背景には、ヨーロッパ人が祈

「祈り」とはいいませんが）。イスラム教徒

りを、音楽をとおして、行ってきたことがあ

は、遠大な時間をかけて絨毯を織りあげたり、

るのです。ここでも、祈りは芸術の苗床だっ

無限の繰りかえしの模様を描きつつ建築物を

たのです。

つくりあげたりする行為それ自体をとおして
祈りを行ってきました（だから絨毯もアラベ

３．新興市民の芸術として確立されたク
ラシック音楽

スク模様の描かれる建物も機械で一気に作り
あげてはいけないのです）。では、キリスト
教徒は？

ところで、ヨーロッパの音楽が、こんにち

キリスト教徒は、多くのばあい、

「クラシック音楽」といわれるような域に到

音楽をとおして祈りを行ってきました。
祈りは、社会全体、自然全体に深く思いを

達するためには、絶対王政の危機というフィ

よせること（その行為を、だれにも分かりや

ルターを通さなければなりませんでした。そ

す い 形 で 表 現 し よ う と す る と き 、「 神 に 祈

れは、 3 つのステ ップをとお して進みま し

る」という表現が使われてきた）ですから、

た。

それを継続的に行っていくと、その行為の産

第 1 に、支配力に危機感を感 じた絶対 王

物は、必然的に洗練されていきます。たとえ

政が、権 力を維 持・強化して いくた めに、

ば、アッラーのこと（さらには社会のこと、

「権威」を高める必要に迫られました。「権

自然のこと）に心を集中させながら、静かに、

威」というものが「武力」以上に社会を統制

丁寧に、時間をかけて絨毯を織り続けていく

していくうえで有効であることは、古来、支

と、織られる絨毯は次第に美しさをましてい

配者たちのあいだではよく知られていたこと

く、というわけです。つまり、洗練され、単

でした。どこの国でも王侯貴族が例外なく荘

なる生産物から、芸術作品へと高まっていく

厳な宮殿に住み、高価な調度品をもち、庶民

のです。

とはかけはなれた豪奢な生活をしていた理由
は、かれらが庶民を犠牲にして贅沢三昧にふ

キリスト教の音楽についても、同じことが
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けることに快楽を感じていたからではなく、

なるものになってきます。そのことは、シュ

そうすることによって、野蛮な対抗者や乱暴

ーベルト、シューマン、ショパンなどを、そ

な反乱分子たちより自分たちのほうが優れた

れ以前のクラシック音楽と聴きくらべると、

人間で支配者に値するということを庶民に見

すぐ分かることです。そうして生まれたのが

せつけるためのものでした。だからヨーロッ

「ロマン派」の音楽でした。

パ封建時代末期の支配層も、キリスト教世界

クラシック音楽は、そこにいたる先鞭は王

で洗練されていった音楽を、宮廷の音楽とし

侯貴族がつけたものでしたが、新興市民がそ

ても積極的に活用したのです。世界に数ある

の担い手となった地点で確立されたのでした。

宮廷のなかでも、ヨーロッパの宮廷ほど洗練

クラシック音楽は上流階級のもので庶民には

された演奏会をたびたび行っていたところが

高嶺の花だと勘違いしている人もあるかもし

なかったのは、そのためです。

れませんが、クラシック音楽が新興市民の芸

第 2 に、それで も王侯貴族の 「権威 」を

術であることは、その誕生の経緯から見て明

高めるうえで不足があると感じると、宮廷音

らかなことです。

楽の権威をさらに高めるために、宮廷の内部
では獲得しきれない洗練度の高い音楽を追求

４．近代の政治理念 ― リベルテ、エ
ガリテ、フラテルニテ

すべく、宮廷という枠を打ちやぶって、新興
市民層のなかから音楽に才能のある者を王侯
貴族の世界に積極的に取りこんで、教会でも

さて、クラシック音楽が新興市民の芸術と

行われていなかったほど洗練された音楽を創

して確立されたものだとすると、市民社会の

作させ、演奏させていったのでした。たとえ

延長線上にある現代は、ますますクラシック

ば、モーツァルトは貴族ではありませんでし

音楽の発展している時代だということになる

たが、貴族世界はかれを重用し、かれも自分

か？

の圧倒的な能力を存分に発揮して、貴族の権

は否です。

威の向上に資するべく作曲し、演奏しました。

いえ、だれもが気がつくように、答え

早い話をすれば、古典楽派からロマン派に

はからずも、そうして生まれた一連の音楽が

かけての時代は、現代でもだれもが知ってい

「古典楽派」の音楽と呼ばれるものであり、

るような音楽家が毎年のように輩出していま

のちに「クラシック音楽」と呼ばれるように

した。たとえば、1810年には、シューマンと

なった一連の芸術音楽の始まりとなったので

ショパンが生まれて います。そ の 3 年後 の

した。

1813年には、ヴェルディとヴァーグナーが生

とこ ろが、第 3 に、ひとたび 一般市 民で

まれています。当時は、現代の音楽大学に相

も王侯貴族をうならせるほどの芸術音楽がで

当するような教育機関もほとんど存在しなけ

きるのだということが認識されるようになる

れば、コンサートホールなど音楽の殿堂もは

と、新興市民に属する者のなかの音楽に才能

るかに少ししか存在していませんでした。そ

ある者は、さらに絶対王政の権威が低下、な

れでも、現代よりはるかに巨人というべき作

いし打倒されていくなかで、王侯貴族ではな

曲家や後世に残る大作が生まれていました。

く一般市民のなかで、一般市民のために作曲

では、それは、なぜだったのでしょうか？

し、演奏するようになっていきました。もう

ここで考えてみるべきことは、絶対王政が

王侯貴族にバックアップされなくても、芸術

倒されていくなかで、ヨーロッパには、あい

音楽は市民のなかで発展させていく活路を獲

ついで 2 種類の性 格の異なる 革命が起こ っ

得できたのです。そうなると、音楽の放つ色

ていったことです。市民革命と産業革命がそ

彩も、古典楽派の音楽のそれとは必然的に異

れです。
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まず市民革命について考えてみましょう。

ました。近代社会では、自立した個々人の行

これは、フランス革命に象徴的にあらわれた

動が大いに期待される（そこに前近代との大

ように、封建社会を打倒して、いわば「リベ

きな差異がある）のだが、自立の側面が行き

ルテ」、「エガリテ」、「フラテルニテ」の 社

すぎて、社会が分断・分解してしまうことの

会の構 築を目指したも のでした。 この 3 つ

ないように、「リベルテ」や「エガリテ」と

の標語は、日本では「自由」、「平等」、そし

セットにして、新社会建設の標語にしなけれ

て「博愛」とか「友愛」などと訳されていま

ばならない、との思いがあったのでした。

すが、かなり不正確だといわなければなりま

それらのことを勘案したら、「リベルテ」、

せん。なかでも問題なのは「リベルテ」の訳

「エガリテ」、「フラテルニテ」は、「寛容」、

です。

「平等」、そして「絆」または「連帯」と訳

日本語で「自由」といわれる単語は、たと

したほうが、当時の人たちの願いに近いとい

えば多くの日本人が理解しやすい英語につい

うことができます。

ていえば、Freedom と Liberty という、英語
として は全く異なる意 味をもつ 2 種類の単
語が、乱暴にもこの一語に訳されているのが
現状です。全く異なる意味の単語である以上、

５．近代の政治理念とはあいいれない近
代資本主義の論理
つぎに産業革命について考えてみましょう。

翻訳の正確さを期するためには、日本語訳も
異なる単語を充てなければならないはずです。

これは、資本主義を確立し、そのことをとお

Liberal については、「リベラル派の議員」

して、一国内の社会も、世界全体の地図も一

とか「かれはリベラルな人だ」などというと

変させた革命でした。その内容を、あえて乱

きに使用されるように、「寛容である」、「杓

暴を承知で一言にまとめると、「寛容さのな

子定規なことをいわない」、それゆえ「許し

い」、「不平等な」、そして国内の人々にとっ

てもらえ る」、「支援し てくれる」といっ た

ても世界中の国々にとっても「絆も連帯もつ

意味があります。それにたいしてFree

くりえない」状況を生みだしてしまった革命

は、

だ、ということになります。

「好きな ようにやって いい」、「タダでもっ
ていっていい」といった意味になります。そ

とくに産業革命は、大量の労働者を生み出

こからいえることは、「リベルテ」は、むし

すことになりましたが、それは「寛容」な社

ろ「寛容」と訳すのが適切だということにな

会ではありえない「 新たな装 いの奴隷」 ＝

ります。あの、ニューヨーク港の入り口で迎

「 賃 金 奴 隷 」 を 生 み だ し た の で あ り 、「 格

えてくれるかのようにそびえ立っている像

差」と「不平等」の社会を、そして、農奴制

Statue of Liberty は、「自由の女神」というよ

の廃止をとおして一旦は克服したかと考えら

り「寛容の女神」と訳した方が、旧世界をの

れていた階級対立を復活してしまうものでも

がれて遥々やってきた人たちの期待に応える

ありました。
そうである以上、市民革命の理念に共感し、

のに相応しいと思われますが、いかがでしょ

それを真剣に追求してきた人たちにとって、

うか。
もうひとつ、「フラテルニテ」については、

産業革命は「怒り」の対象のほかの何もので

もともと「兄弟のような深い繋がり」という

もありません。たと えば、その 1 人、マ ル

意味です。市民革命の標語になっていった背

クスは、その怒りのあまり、産業革命後の資

景には、市民は相互に孤立していてよいので

本主義について、自身の全生命をかけ、徹底

はなく、心と心の通じ合う熱い「絆」で結ば

的かつ全面的な分析を断行しました。あの大

れていなければならないとの強い思いがあり

著『資本論』は、その怒りなくしては到底書
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きあげることのできなかった書物だといわな

金獲得のためであれ、本来の人間の行為とし

ければなりません。

ては「雑念」として範疇分けされるべきもの

研究者のなかには、「市民革命」が必然的

に振りまわされ、しかも、その「振りまわさ

に「産業革命」を喚起し、その両者が相乗効

れる」速度も時代とともに加速され、結果と

果を働かせながら、近代社会を発展させてき

して、人間としての自己を振りかえったり、

たかのように捉えているむきもありますが、

社会の人々に思いを寄せたり、自然を愛でる

やや不正確だといわなければなりません。近

ととともにその恵みに感謝する、などという

代 社 会 は 、「 市 民 革 命 」 の 論 理 と 「 産 業 革

余裕を失っていることを意味する、というこ

命」の論理の対抗のなかで、各国の社会のな

とにならないでしょうか。

かにも、世界全体についても、つぎつぎと矛

古代以来の世界中の絵画のなかでも至高の

盾を生みだしながら展開しているのであり、

作品といわれる「モナリザ」も、作者のダ・

その矛盾は、現在も、ますます深刻な問題を

ヴィンチは、「まだまだ完成していない」と

生みだしつづけている、といわなければなら

いいつづけ、生涯それを持ちあるいていたと

ないでしょう。

いいます。ミケランジェロは、システィーナ
礼拝堂の天井画について、注文主の教皇から
「いったい、いつになったら完成するのか」

６．一方でこだわるべきものがありすぎ、
他方で時間がなさすぎる現代

との問いには、「完成したときです」と答え

さて、現在、大作曲家も圧倒的名曲もほと

に、時間など外的な諸要因に脅迫され、創作

んど生まれなくなってしまった、より広くは、

それ自体に集中できないような状況のもとは

往時のように偉大な芸術家も芸術作品も、周

生まれてこないものだということを、こうし

囲には有利な諸条件が存在していそうな割に

た偉大な芸術家は教えているといえるでしょ

は出てこなくなってしまったのはなぜか、と

う。

いう問題にもどりましょう。

たといいます。芸術というものは、このよう

現代、芸術作品が生まれにくくなっている

答えは、すでに明らかでしょう。資本主義

理由も、ここから理解されるのではないかと

の確立と、その発展が、芸術の創造の障害に

思います。大人たちが、一方で社会にあふれ

なって いるからです。 資本主義 は、人々を

るばかりの制度とカネに追われ、他方では慌

（巨額の資本を持つ者をも、まったく持たな

ただしく時間に追われているとすれば、子ど

い者をも）ことごとく資本の蓄積とか賃金の

もたちも、学校内の諸制度（校則）ばかりで

獲得などのために（もっと俗っぽい言い方を

なく、たとえ当該学校の外に出たとしても逃

すれば、カネを得るために）夢中にさせてし

れられない受験戦争や将来不安のストレスに

まいます。そればかりか、時代とともに、人

さらされ、その結果、世の中には、存分に時

々は、ますます忙しくなって、我を見失って

間をかけて芸術に没頭できる人が希少になっ

いっています。

ているばかりか、それを鑑賞する市民も減少

この文章のなかで、われわれは、芸術が、

している、それが現代社会です。もちろん、

人間の絶えまない洗練につぐ洗練の結果、生

その隙間に入りこむかのように、ポップカル

みだされてくるものであることを見てきまし

チュアやサブカルチュアなどが盛んになり、

た。また、われわれは、その「洗練」という

文化はそれなりに存在していますが、ダ・ヴ

行為が、無心になって何かに傾倒するなかで

ィンチやミケランジェロのような人たちは居

進められるものであることも見てきました。

場所がなくなり、その結果、多彩な文化はあ

ということは、現代は、資本蓄積であれ、賃

っても、新たな歴史を切り開くような芸術は
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影をひそめていく、というのが現代なのでは

疫力をもっていれば、「第二世代の市民」と

ないでしょうか。

して、苦汁をなめていることにただただ甘ん

クラシック音楽に関していえば、たとえば

じるような弱さにも免疫力をもったような市

日本だけでも、数十もの音大、音楽学部、ま

民、それを私は「第三世代の市民」と呼んで

たは相 応の学科が林立 し、毎年、 毎年 1 万

みたいと考えています。

1000人もの卒業生が出ているにしては、200

そして、私もふくめて、われわれ社会科学

年前のヨーロッパと比して、芸術と呼ぶに値

者の、今日の最大の課題は、この「第三世代

する水準の音楽の誕生にはあまりにほど遠い

の市民」をどのようにして生み出していくか、

状態にある、といわなければならないでしょ

その道筋を明らかにすることにあるのではな

う。

いかと考えています。そればかりかではあり
ません。「第三世代の市民」の誕生は、人類
の成長段階としては、ルネッサンス期や市民

７．第一世代の市民、第二世代の市民、
そして第三世代の市民

革命の時代にくらべて進歩しているのだと誇

近代的市民について、私は一語にまとめて

生み出していく活動と連動することになるで

しまわないで、「第一世代の市民」と「第二

しょう。そのような時代をどのように開拓し

世代の市民」とに分けて考えるのが適当だと

ていくべきか、それも、われわれの課題であ

考えています。前者は、市民革命を目指した

るといってよいでしょう。

りをもっていうにふさわしい、相応の芸術を

人たちや産業革命を経験する前の市民たちで、

（2017年10月）

まさしく「リベルテ」、「エガリテ」、「フラ
テルニテ」の標語が似つかわしい市民たちで

（せとおか

す。後者は、産業革命後、カネと時間に追わ
れ、近代の政治理念（「リベルテ」、「エガリ
テ」、「フラテルニテ」 の標語に象徴され る
深い思い）からどんどん遠ざかっていく市民
たち、ということになります。
「第一世代の市民」は芸術を創造していく
力をもっていましたが、「第二世代の市民」
はその力を失っていきました。祈りにもたと
えられるような無心の心で、洗練に洗練をか
さねて、新しい芸術作品を創造していくよう
な市民を、ふたたび復活させていくためには、
「第二世代の市民」が、「第一世代の市民」
が消滅していった経緯を深く、深く追求し、
あわせて現在の自分たちの立ち位置を冷静か
つ包括的に見つめることをとおして、「第二
世代の市民」を卒業していくこと以外にはな
いだろうと、私は考えています。そして、そ
の暁に生まれてくるような新しい市民、すな
わち、資本の論理に呑みこまれて消滅してい
った「第一世代の市民」のような弱さにも免
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ひろし

駒澤大学名誉教授）

■書評■

伊 藤 誠 著

『資本主義の限界とオルタナティブ』
（岩波書店、2017年）

鶴 田 満 彦
想と理論

１

本書の構成と主要内容

第五章

ピケティ『二一世紀の資本』を読む

終章

新自由主義的資本主義を問う

「資本主義的私有の最期の鐘が鳴る」と宣

この構成において序章は、本書全体を貫く

言した『資本論』第Ⅰ巻刊行150周年の今日、

問題関心を表明すると同時に、現代世界の多

くびき

世界の多くの人々はいまだに資本主義の 軛 か

重危機を、資本主義の自律的運動の内部で、

ら解き放たれていないと感じ、地球と人類の

とくに1980年代以降の新自由主義政策のもと

維持可能性を憂慮しながら、現状打開の方向

で経済生活の原則的基盤を自己破壊しつつあ

を見出すことができず、深い閉塞感にとらわ

る危機として捉え、先進諸国における少子高

れているようにみえる。

齢化・人口減少、2008年サブプライム恐慌、

本書は、現代世界を代表するマルクス経済

ユーロ圏の政治経済的危機、中国の不動産バ

学者の一人といっていい伊藤誠氏が、ここ10

ブルの行き詰まり、日本の長期停滞など資本

年ほどの間に執筆した 7 編の論稿を加筆・集

主義に内在する経済不安定性、富と所得の社

成したものであるが、新自由主義的な現代資

会的格差の顕著な再拡大、温室効果ガスによ

本主義が人々の経済生活の原則的基盤をも自

る地球温暖化や原子力発電による放射能汚染

己破壊しつつある多重危機とその相互関連を

などのエコロジカル危機などについて導入的

究明し、そこから脱却する途をオルタナティ

記述を行ったものである。

ブとしていくつかのレベルで示し、現代の閉
塞状況を打破しようとした労作である。

第一章は、マルサスの自然法則的な「人口
の原理」に対して、マルクスが資本主義独自

まず、本書の章別構成を示しておくことに
しよう。

の人口法則を、資本の有機的構成の高度化に
伴う相対的過剰人口の累進的生産、資本の蓄
積に対しては過剰な人口を準備する産業予備

序章
第一章

資本主義の限界とオルタナティブ

軍の形成、景気循環の基礎にある相対的過剰

資本主義社会における「人口法則」

人口の吸収と再形成の交替という三通りで説

の再考

明していることを明らかにし、それらを、景

第二章

サブプライム世界恐慌を考える

気循環過程の資本構成不変のもとでの労賃の

第三章

ベーシックインカムの思想と理論

変動を伴う相対的過剰人口の形成と吸収の運

第四章

シルヴィオ・ゲゼルと地域通貨の思

動と、不況脱却のための資本構成高度化によ
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る相対的過剰人口の再形成の運動とに原理的

産して07～08年恐慌となったのである。著者

に整序することによって、マルクスの資本主

はこの恐慌について「新自由主義のもとで、

義独自の人口法則は、マルサスに引きずられ

社会的諸規制から解放された競争的で自由な

て労働 者階級の貧困化 との関連 を重視して

資本主義市場経済が、その推進役を演じ続け

「人口過剰化の傾向を過大視しすぎていた」

たアメリカの、とくに金融部門の内部を主要

（48頁）と批評する。そして現代先進資本主

な震源地として生じた自己崩壊であり、資本

義諸国における少子高齢化・人口減少問題に

主義に内在する自己矛盾とそれに由来する不

ついては、①少子化・人口減少のもとでも失

安定性とを、現代的様相のもとで露呈する社

業や就職難が生じている現実をみれば、マル

会的災厄」（74～75頁）と言っているが、同時

クスの相対的過剰人口論は依然として必要な

に、現代先進諸国の弾力的な財政・金融政策

参照基準になっていること、②家族の数は労

が恐慌を緩和し、救済する措置を可能として

賃の高さ、したがって処分しうる生活手段量

いることを認めつつ、「その可能性は、大企業、

に反比例することを「資本主義社会の法則」

資本家・富裕層に有利で労働者大衆にはきび

だとしたマルクスの言明（
『資本論』Ⅰ第23章

しい、新自由主義のもとでの経済政策の特性

第 4 節）は、現代に直接的妥当性をもってい

にそって、その延長上に発動される傾向が顕

るが、マルクスの人口法則との関連はあきら

著である」（75頁）ことも指摘している。

かではないこと、③現代のIT化に伴う多くの

第三章は、働く意欲や富裕・貧困に関わり

女性の非正規労働者化、晩婚化・シングルス

なく社会のすべての成員に政府から支給され

化、同じく男性労働者の非正規化も、現代少

る所得であるベーシックインカム（BI）につ

子化、人口減少の動因になっていること、④

いて、その現代的意義を評価しつつ、BI思想

現代資本主義は家族共同体にも市場経済の分

の系譜を辿りながら、BIがマルクスの思想と

解・浸透作用を過度におし進め、社会衰退の

理論との親和性とともに、労働市場の調整機

危機を招いていることを指摘している。

能との非両立性、現代の低賃金・不安定労働

第二章は、リーマン・ショックをピークと

の残存可能性などの問題点を含むことを明ら

する金融危機・経済収縮を2007～08年世界恐

かにしたものである。資力調査や就労調査を

慌として捉え、その原因・特質・政策的対応

伴いがちの従来型の社会保障制度に対してBI

について論じたものである。2001年 ITバブル

構想は、「新自由主義に支持を与えやすいリバ

崩壊後の低金利政策と住宅関連規制緩和のな

タリアンをもひきよせて、個人の自由を真に

かで、サブプライムローンを始めとする住宅

拡大する方策として、資本主義を前提とする

ローンの急膨張が投機的需要を含む住宅需要

社会民主主義の再生路線とされるとともに、

を拡大し、住宅ローンと自動車ローンなど各

それをステップとして民主的社会主義への道

種消費者信用とを金融工学的に組み合わせて

筋も展望できるものとみなされている」（86

債務担保証券（CDO）化して世界的に売り出

頁）。しかし、労働力商品化の止揚に近い完全

す手法が盛行した。しかし、住宅需要が伸び

BIは「資本主義のもとで、労働市場の弾力的

悩み、住宅価格も下落に転じてローン元利支

な機能を損なうおそれが強い」（101頁）から、

払い延滞率が上昇すると、MBS（住宅ローン

ランゲ、ローマー的な市場社会主義と完全BI

担保証券）もCDOも値下がりしてくる。これ

との間には軋轢が生じることを著者は指摘し

らの証券を保有していたファンドや金融機関

ている。

の多くが破綻し、これらの証券を保険してい

第四章は、「アナーキズムのマルクス」とも

た 保 険 会 社 も 事 実 上 破 綻 し 、 GM（ ゼ ネ ラ

いわれるシルヴィオ・ゲゼルの社会主義論と

ル・モータース）やクライスラーも事実上倒

地域通貨論を論評したものである。土地の共
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同所有化による地代の社会化と、貨幣のスタ

徴的な金融化を軽視していることを指摘して

ンプ付き紙幣への改革による利子の廃止によ

いる。富と所得の U 字型の格差再拡大に対し

って、「剰余価値」ゼロの一種の社会主義を実

て、ピケティが累進所得税、相続税の再強化、

現しうるとするゲゼルの主張に対し、著者は、

国際資本課税の新設によって是正すべきと提

「生産手段の私的所有にもとづく資本主義企

唱していることについては、ユートピア主義

業が市場経済とともに存続し、賃金労働者を

にすぎないという論評もある。これに対して

自由に雇用しうるなら、資本主義企業の利潤、

著者は、ピケティの課税改革案だけでなく、

（株式会社企業であれば）そこからの配当、

「ベーシックインカム構想、地域通貨での実

経営責任者たちへの報酬、内部留保利潤など

践、ワーカーズコープなどの協同組合企業の

の形での不労所得も、職場での労働者の抑圧、

育成、労働組合運動の再建、さらに国際的に

疎外と剰余労働の搾取関係も存続しうるにち

はそれらの連帯やフェアトレードの運動など、

がいない」（116～117頁）と批判する。しかし、

社会的経済の成長に期待する、21世紀型社会

1930年代の大不況期に需要創出と相互扶助の

民主主義への一群の広い可能性や構想が代替

ために、ゲゼルの意図とは独立的に多くの国

的選択肢として世界的にも日本でもすでに提

で試みられた通貨補完的な地域通貨について

示され関心を集めつつある」（152頁）といっ

は、「ゲゼルの発想の根本には、より適合的な

て、これらを肯定的に評価している。

ところもある」（125頁）といって、不況基調

終章は、最近の世界における新しいタイプ

が執拗に続き、新自由主義のもとで孤立化が

の反新自由主義運動、たとえば英国労働党党

進んでいる現代において、相互扶助・連帯の

首に J .コービンの選出、米国大統領選挙にお

絆を強化するためにも、環境・エネルギー問

ける B .サンダースの善戦、スペインにおけ

題への取り組みを促進するためにも地域通貨

るポデモスの進出などを念頭におきつつ、米

運動の成長に期待を示している。

国のSSA（社会的蓄積構造をキーワードとす

第五章は、ピケティ『21世紀の資本』を検

るラディカル派経済学）の理論的推進者 D .

討しながら、それが現代世界に広がる富と所

コッツの近著『新自由主義資本主義の興亡』

得の格差再拡大を理論と実証で説明している

（Harvard University Press, 2015）を検討して、

ことを評価するとともに、マルクス理論の観

新自由主義に替わる 4 つの選択肢（オルタナ

点から補完を行い、格差再拡大への対策のい

ティブ）について考察を加えている。コッツ

くつかの選択肢を提起したものである。ピケ

が提示する 4 つの選択肢とは、①いくらかの

ティ自身が「私の結論全体の論理を総括して

調整を加えられた新自由主義資本主義の存続、

いる」（同『21世紀の資本』山形浩生他訳、み

②国家その他の制度との結合にもとづく資本

すず書房、28～29頁）とする、国民資本の総

主義企業支配の制御された資本主義の勃興、

合収益率 r ＞国民所得の成長率 g という不等

③資本と労働との妥協にもとづく社会民主主

式については、著者は、「 r ＞ g が成りたつに

義的資本主義の進路、④民主的国家と参加型

は、一般的にはどのような諸条件を要するか、

の経済計画をふくむ21世紀型社会主義、であ

理論的にも確かめられてよい」（144頁）と述

る。著者は、①については存続する新自由主

べている。ピケティの資本概念については、

義への「反発の連鎖 的機運を 感じさせる 」

著者は、「物神的資本観を自然視する新古典派

（172頁）と述べ、②については「新ナチズム

経済学の通弊をまぬがれていない」（145頁）

までふくむ民族主義的国家主義による新自由

と批判するとともに、現代資本主義にいて急

主義的グローバリズムへの批判的潮流の可能

膨張する金融資産が同じく急膨張する金融負

性をもこの類型の可能性にいれて、今後の推

債に相殺されるとして、ピケティが現代に特

移をみてゆくことが必要」（173頁）と注意し
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ている。コッツがもっとも期待する③につい

鐘が鳴る」の一文の直前に次のように資本主

ては、先進諸国の多くで少子高齢化がすすん

義の終末ないし限界を描き出していた。「いっ

でいる事情にてらして、高度成長期のような

さいの利益を横奪し独占する大資本家の数が

成長率と利潤率の回復を期待するのではなく、

絶えず減少していくにつれて、貧困、抑圧、

「社会民主主義的な平等化や公共的福祉の拡

隷属、堕落、搾取の総量が増大するが、しか

充による生活基盤の安定化を優先させること

しまた、絶えず膨張するところの、資本主義

がいっそう望ましい」（175頁）と述べ、最後

的生産過程そのものの機構によって訓練され

の④については、「多様な所有形態による社会

結合され組織された労働者階級の反抗も増大

的企業の協力関係を大切にしつつ、全面的計

する。資本独占は、それとともにまたそれの

画経済を国家的に実現することのみを唯一の

もとで開花したこの生産様式の桎梏となる。

道とせず、ソ連型社会主義崩壊をうけて世界

生産手段の集中と労働の社会化とは、それら

のマルクス理論家の多くがあらためて再評価

の資本主義的な外被とは調和しえなくなる一

してその多様なモデルを提示してきた市場社

点に到達する。この外被は粉砕される」（『資

会主義も、とくに先進諸国には当面適合性の

本論』Ⅰ、新日本出版社版④1306頁。以下、

高い可能性として、それこそ民衆的選択の余

『資本論』からの引用は、巻、分冊、頁のみ

地がある」（177頁）と締めくくっている。

記す）。これは、資本主義の終末ないし限界を
一般的に明らかにしたものといってよいが、
この一般的記述だけでは、「桎梏」や「調和し

２

本書の主要な貢献

えなくなる一点」をどのような現象や指標に
見出すことができるかは、自明ではない。

以上に概観してきたように、本書は、新自

これに対して著者は、現代世界の多重危機

由主義のもとで閉塞状況に陥っている現代資

の一つである人口減少について次のようにい

本主義の限界を多面的・客観的に明らかにし、

っている。「この人口減少は、中世までの諸社

この限界を超えて人類社会が進むことは可能

会にときおり生じた、疫病や戦争などの経済

であり、民衆的選択にもとづく21世紀型の社

外的要因による人口減少とは性質が異なる。

会民主主義あるいは社会主義の道がオルタナ

それは資本主義のもとでの経済生活の自律的

ティブとして考えられるべきことを明らかに

運動内部で生じた変化であり、しかも経済生

した意欲的な労作である。

活の原則的基盤を自己破壊する意味をもって

本書の学界ならびに社会に対する貢献は多

いないか」（ 4 頁）。「現代資本主義はその中枢

岐にわたっているが、その第一は、現代資本

部において、市場経済社会の共同体分解作用

主義の限界を論ずる論理的基準を提起したこ

の過度な成功ゆえに衰退に向かっているとも

とである。資本主義的市場経済こそが、人間

いえるのではなかろうか」（57頁）。

に与えられた唯一無二の経済制度だとするス

「経済生活の原則的基盤」とは、宇野弘藏

ミス、リカードらの古典派経済学、あるいは

がいうところの「経済原則」（宇野『経済原

メンガー、マーシャル、ハイエクらの新古典

論』岩波書店、1977年、20頁）であると解さ

派経済学には、資本主義の限界という概念が

れ、あらゆる社会を通ずる経済生活の基本原

なかった。それに対して、資本主義を人類史

則にほかならない。評者の意見では、経済原

のある時期に始まった特殊な生産様式とみな

則は、①人間の生命・生活の維持（地球環境

すマルクス経済学においては、資本主義の限

を含む）を通じての労働力の再生産、②社会

界は、もっとも基礎的なキーワードである。

的労働をはじめ各種資源のさまざまな部門へ

マルクス自身、本稿冒頭に引用した「最期の

の適正な配分、③人間がより自由になること
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を可能にする労働生産力の上昇を意味してい

る一要素をなしており、労働者階級の総数増

る。著者は、現代資本主義の自律的運動によ

大にあずかる他の諸要素より比率的に大きい。

る経済原則の自己破壊や共同体への過剰分解

実際には、出生数および死亡数だけでなく、

作用をもって資本主義の限界を説明すること

家族の絶対的大きさも、労賃の高さに、すな

によって、資本主義の限界を論ずる論理的・

わち労働者のさまざまな部類が使用できる生

規範的基準そのものを提起しているように見

活諸手段の総量に反比例する。資本主義社会

受けられる。

のこの法則は、未開人のあいだでは、または

本書の第二の貢献は、上記の点とも関連す

文明化した植民地住民のあいだでさえ、不合

るが、資本主義社会の「人口法則」の一環と

理なものに聞こえるであろう。この法則は、

して、現代の先進諸国における少子・高齢化

個体としては弱い、絶えず狩り立てられる動

問題を解明していることである。ひろく動植

物の種の大量再生産を思い起こさせる」（『資

物世界に見られる食物摂取と生命繁殖との関

本論』Ⅰ、④、1104～1105頁）。なお、この一

係の類推から「人口の原理」を見出したマル

文には注が付されていて、この法則を支持し

サスに対して、マルクスは、主として『資本

ている A .スミス、ガリアーニ、S.ラングか

論』第Ⅰ巻において資本主義独自の人口法則

らの引用がある。S.ラングからの引用の一つ

を記述することに成功したと考えていたよう

は、次のようなものである。「万人の境遇が安

である。マルクスは、『資本論』第Ⅰ巻第 2 版

楽になれば、やがて世界の人口は減少するで

へのあとがきのなかで、 I . I .カウフマンによ

あろう」（『資本論』Ⅰ、④1105頁）。

る『資本論論評』を肯定的に引用しているが、

マルクスが停滞的過剰人口に関して述べた

そのなかには「マルクスは、人口法則がすべ

人口法則は、労賃が低いほど出生数や家族数

ての時代、すべての場所で同一であるという

が大きいということであり、著者も「貧乏人

ことを否定する。反対に、彼は、それぞれの

の子沢山」（55頁）などの俚諺を引いて一面の

発展段階はそれぞれ独自の人口法則をもつ、

正しさを認めているものの、「一般的に定式化

ということを確信する」（『資本論』Ⅰ、①、

できるものかどうか には、疑 問の余地が あ

27頁）という一節があった。しかし、資本主

る」（50頁）と述べている。評者も同感である。

義独自の人口法則を「資本主義的蓄積の一般

し か し 、 そ の 逆 に あ た る S .ラ ン グ の 命 題

法則」として論じている『資本論』第Ⅰ巻第

「安楽になれば、人口は減少する」は、現代

23章は、必ずしも明快とはいえない。一方で

の先進諸国の人口減少ないし増加率減少を一

は産業循環に伴う産業予備軍の吸収と再形成

部は説明しているが、全部ではない。著者の

のメカニズムが説明されるとともに、他方で

いう通り、日本では1970年代以降の低成長の

は有機的構成の高度化に伴う相対的過剰人口

なかで、情報通信技術関連のオートメーショ

または産業予備軍の累進的生産が説明されて

ン化が合理化・コスト低廉化のために進めら

いる。かなり錯綜していて難解なマルクスの

れ、主婦のパートを含む安価な女性非正規労

説明を、著者は前述（本誌、80～81頁）の通

働者が大量に動員され、女性全体の労働力化

り一産業循環内部における産業予備軍の吸収

率は高まったが、晩婚化・シングルス化も進

と再形成の運動と、いくつかの産業循環を通

み、平行して男性の非正規労働者化、低賃金

ずる相対的過剰人口ないし産業予備軍の増大

労働者化、非婚化も進んで少子・高齢化を結

傾向に整序するとともに、停滞的過剰人口に

果した。「IT（情報技術）革命をふくむ資本蓄

関する次のマルクスの言明に注意を促してい

積の現代的展開自体に少子化と人口減少への

る。「彼ら（停滞的過剰人口）は、労働者階級

傾向をまねく動因があるとみなければならな

のうち、自己自身を再生産し永久化しつつあ

い」（56頁）。少子・高齢化は、日本をふくむ

り げん
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多くの先進諸国の深刻な社会経済問題となっ

い分量の複雑労働がより大きい分量の単純労

ており、これをマルクス理論にもとづいて解

働に等しい」（『資本論』第Ⅰ巻、①、75頁）

明する土台を作り上げたのは、著者の重要な

と書いていたので、これが既存社会主義にお

貢献である。

ける大きな賃金格差の根拠に用いられたこと

第三に、現代の多重危機を乗り超えるオル

もあったが、これに対する著者の次の言明に

タナティブとして、ソ連崩壊後、一時は禁句

も共感を覚える。「複雑労働力の使用価値とし

となったかにみえた社会主義を前面に押し出

て、その労働支出が同じ 1 時間でも単純労働

し、多様に再定義していることも、本書の大

の何倍かの労働実体を形成しうるというマル

きな貢献である。1990年前後のソ連型社会主

クスの規定は、こうした観点から是正したい

義の崩壊は、全面的計画経済を官僚主導の国

ところである。むろん、複雑労働力の形成に

家の力で実現しようとした特殊な社会主義モ

特別に要する教育訓練の（労働）コストは、

デルを退場させたが、逆にユートピア社会主

公教育によらなければ、複雑労働力の再生産

義、協同組合社会主義、市場社会主義など多

に要する価値を高めることとなる。しかし、

様な社会主義のモデルに息を与えることにな

複雑労働力の使用価値としての労働支出の面

った。前述の通り、本書では、ベーシックイ

では、単純労働力のそれと同等な人間労働の

ンカム 構想にもとづく 社会主義 、シルヴィ

異なる有用形態での支出にほかならず、その

オ・ゲゼルのアナーキスト的社会主義、オス

時間を強められた何倍かの労働時間として扱

カー・ランゲ、 J .ローマーの市場社会主義な

う必要はないのではないか」（105～106頁）。

どが紹介され、検討されている。
これまではマルクスの『ゴータ綱領批判』
（1875年）が参照されて、共産主義社会の第

３

本書をめぐる論点

一段階としての狭義の社会主義では「労働に
応じた配分」が行われ、共同的富の源泉が豊

うえに示してきたような貢献と同時に、本

かになった共産主義社会の高次段階では「各

書には、今後の討論を通して一層解明して欲

人は能力に応じて働き、必要に応じた配分」

しいいくつかの論点が存在する。

が行われると考えられることが多かった。こ

第一の論点は、資本主義の限界を先進資本

れに対して著者は適切にも次のようにいって

主義の側だけから見ていいのか、という問題

いる。「革命後の社会主義社会ではもとより、

である。確かに、著者が再三指摘しているよ

現代の先進資本主義社会においても、労働に

うに、大部分の先進資本主義は、低成長経済

応じた配分とあわせて、各人の必要に応じた

のもとで富と所得の 格差拡大 に直面し、 少

配分も、社会保障制度やその改革案としての

子・高齢化で活力を失い、経済生活の原則的

ベーシックインカム構想には少なくとも部分

基盤をも自己破壊しつつある。新自由主義的

的に取り入れられ、拡充されてゆく余地があ

政策基調を進める一方、近隣窮乏化に陥るお

ることが示されつつあると考えられる。ベー

それのある自国第一主義や移民排除政策も蔓

シックインカムの論議をも介し、現代のマル

延して、ネオ・ナチズムやポピュリズムが台

クス学派は、マルクスのこうした未来社会の

頭してきている。しかし、A.マディソンによ

二段階規定に再考を加えてよいと思われる」

ると、2003～30年の 1 人当たりGDP年成長率

（105頁）。また、「労働に応じた配分」という

は、米国、西欧、日本などの[富裕国]は1.73

場合の労働に関して、複雑労働・単純労働を

％であるのに対し、中国、インド、ロシアな

どのように相互換算するかという問題が長く

どの[非富裕国]は3.01％で、2030年には日本

論争されてきて、マルクス自身は「より小さ

を除くアジアが世界GDPの53％を生産し、米
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国、西欧、日本などの先進資本主義諸国は33
％を占めるに過ぎないと推計されている（A.
マディソン『世界経済史概観』政治経済研究
所訳、岩波書店、2015年、430～433頁）。もち
ろん、GDPフローだけで国や地域の経済状態
が決定されるわけではないし、過去 2 世紀に
わたって資本主義を先導してきた先進資本主
義諸国の知識的・物的ストックの優位性は疑
いえない。また、アジア（日本を除く）資本
主義の主導国である中国は、自らを社会主義
市場経済と称しているという問題もある。現
代中国を資本主義とみるか、一種の社会主義
とみるかという問題をここでは措くとしても、
GDPでは米国と首位を争い、AIIB（国際イン
フラ投資銀行）という英国、ドイツをはじめ
西欧諸国も参加する国際金融機関を設立し、
一帯一路というグローバル経済圏構想を提唱
する中国は、21世紀におけるヘゲモニー国の
資格をもつものとしなければならない。
過去 2 世紀の パクス ・ブリ タニカ やパ ク
ス・アメリカーナに代わって、21世紀が中国、
価格 ¥6,264（本体 ¥5,800）
岩波書店（2017/02 発売）
サイズ A5 判／ページ数 216p
商品コード 9784000611848
NDC 分類 332.06
C コード C0033

インドの主導するアジア資本主義の時代にな
るのだとすれば、20世紀末から21世紀初頭に
かけての現状は、日本を含む先進資本主義の
限界を示すものであっても、資本主義そのも
のの限界を示すものではなく、アジア資本主
義の幕開けを告げるものということになる。
第二の論点は、1980年代以降の先進資本主
義の変容において、グローバリゼーション、

まったく正しい。大戦中から戦後に引き継が

ICT（情報通信技術）革命、金融化、新自由

れたコンピュータの 開発に始 まって、半 導

主義は、どのような関連にあったかのか、と

体・マイクロプロセサー・パソコンの開発、

いう問題である。この問題に関して、前掲の

さらにインターネットの普及は、社会生活や

コッツは、ハワードやキングのようにICT革

労働現場を一変させ、金融化、グローバル化

命を新自由主義的資本主義勃興の生産力的基

の大きな推進力となった。ICT革命は、20世

礎として捉えることに異議をとなえているの

紀末金融化とグローバル化の生産力的基礎と

だが、著者がそれに対して、「情報通信技術の

して捉えていいように思われる。新自由主義

革新のインパクトが、新自由主義的労資関係

は、民営化や株主主権主義を伴っているが、

の再編に、現代資本主義のグローバル化や金

それ自体としては政策基調であり、イデオロ

融化の側面もふくめ、顕著に重要な役割を果

ギーだから金融化やグローバル化に適合的な

たしていることは、あきらかなところでもあ

上部構造だと考えてよい。

る」（170頁）といって反論を加えているのは、
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現代資本主義変容の生産力的基礎がICT革

命で、上部構造の政策基調が新自由主義だと

たくないと考えているように思われるのであ

すると、問題は、金融化とグローバル化の関

って、その意味でも個人の自由と両立できる

係如何に絞られてくる。両者の相補関係は十

社会主義像が理論的に彫琢されることを期待

分に認められるにせよ、金融化がより規定的

したい。

なのか、グローバル化がより規定的なのか。
著者は、サブプライム世界恐慌に関して、宇

（つるた

野由来 の「労働力商品 化の無理 」に加えて
「労働力金融化の無理」を重視し、「住宅ロー
ンを中心とする消費者信用の大規模な膨張は、
こうした労働力商品化の矛盾の展開上に、労
働力の金融化による略奪的搾取と無理を現代
的に重層化して追加し、その無理ないし矛盾
をサブプライム世界恐慌に発現しているとい
えるのではなかろうか」（68頁）といっている
から、金融化がより規定的としているように
思われるが、果たしてそうか。
最後に、新自由主義的資本主義へのオルタ
ナティブとして著者が比較的に評価している
市場社会主義について、一つの論点を提起し
たい。ランゲの市場社会主義論においては、
生産手段は公有されていても、商品市場も労
働市場も存在し、諸個人は自由に消費者選択
を行い、職業選択の自由を享受できるのであ
るが、著者は、労働力商品化の止揚に限りな
く近い完全ベーシックインカムと労働市場に
おける需給を通ずる労働配分には矛盾がある
として次のようにいっている。「ランゲ以来の
市場社会主義論は、価格体系決定のしくみに
おいてそうであるように、資本主義経済の作
動と機能に類似性があり、市場を介しての労
働配分の機能を確保してゆくためにはベーシ
ックインカムも部分BIにとどめざるをえない
限界を有するように思われる」（93頁）。
ベーシックインカムは、資本主義経済にお
ける社会保障改革としての性格をもっている
が、個人生活の自由やプライヴァシーとも両
立できる市場社会主義の有用な用具としての
性格ももっている。直接ないし間接に20世紀
ソ連型社会主義を経験した人々の多くは、公
正・平等・安定の生活を求めながらも、消費
や職業や社会生活における自由だけは手放し
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みつひこ

中央大学名誉教授・政

治経済研究所代表理事）

■書評■

北村実著

『事実と価値』
（本の泉社、2017年）

森

禎 徳

ように誤認であった。この誤った情報が国民
投票にどれほどの影響を与えたかは定かでは

1．
「ポスト真実」
状況の中で

ないが、「後悔（Regret）」と「離脱（Exit）」
をか け合 わ せ た 「リ グ レグジット

『事実と価値』は2017年 6 月に出版された、

（Regrexit）」なる新語がBrexitへの対抗語と

北村実氏（以下「著者」）の新著である。ヘ

して生まれ、再投票 を求める 署名が数日 で

ーゲル研究者として数々の業績を残してきた

350万を超えるなど (1)、プロパガンダの恐ろ

著者であるが、実は「価値論」に対する造詣

しさを改めて印象づける結果となった。

も深 く、『価値論の視座』（1999年 ）を世に

また、2016年にドナルド・トランプの勝利

問うなど、かねてから価値をめぐる問題に精

によって幕を閉じたアメリカ合衆国大統領選

力的に取り組んできていた。同書は今世紀に

挙を思い出してみてもよい。この選挙戦にお

入ってから十年以上にわたり、「価値」問題

いては、ヒラリー・クリントン候補を中傷す

について著者が蓄積してきた思索を凝縮した

るフェイクニュースサイトが乱立し、同候補

一冊であるが、その印象を一言で表現すると

がイスラム国（ISIL）に武器を売却している

「きわめて時宜を得た労作」という点に尽き

などのネガティブ・キャンペーンが展開され

る。

た。これらのサイトが流す情報のほとんどは

同書がなぜ時宜を得ているのか。それは昨

事実無根であったが、「ピザゲート事件」な

年から世界の主要国で起きた一連の政治的激

どの弊害を生んでおり、選挙結果を左右した

震において、「フェイクニュース」が果たし

可 能 性 が あ る とも 言 わ れて い る (2)。 さ ら に

た役 割 を 想起 すれば よい 。例 えば2016年 に

2017年 1 月 22日、 NBCテ レ ビ の 『 ミ ート ・

「ブ レ グ ジッ ト（Brexit）」な る造語 を生 み

ザ・プレス』に出演したケリーアン・コンウ

出し、欧州を中心に世界中に波紋を広げたイ

ェイが、ショーン・スパイサー報道官の事実

ギリスのEU脱退劇である。EU離脱を決定す

に反する発言を擁護して「あれは嘘ではなく

る結果を示した国民投票に際して、離脱派の

代替的事実（alternative facts）だ」とコメン

代表的論客であるイギリス独立党党首のナイ

トしたように (3)、トランプ大統領の就任後は

ジェル・ファラージは、EU加盟の拠出金が

むしろ政権そのものがフェイクニュースの発

一週 3 億5000万ポンドに達しており、EU離

信者と化している。

脱はイギリスにとって負担軽減になると主張

世界有数のメディア大国である英米を舞台

したが、これは後にファラージ自身が認めた

として、国家の基本方針に関わる重大な決定
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が行われる場面において、このような偽情報

界における議論、あるいは昭和初期の日本の

が猛威を振るったという事実を背景に、「ポ

プロレタリア文学における論争が取り上げら

スト真実（post truth）」という言葉が流布し

れている。学生時代に起こったベルリンの壁

た。この言葉を2016年のword of the yearに選

崩壊を好意的に受け止めた評者は、マルクス

出したオックスフォード大学出版局によれば、

主義についてはまったくの門外漢なので、こ

「ポスト真実」とは「世論を形成する際に、

れらの箇所に関する詳細な論評は他の論者に

客観的な事実よりも、むしろ感情や個人的信

譲り、「事実と価値」という同書の主題に関

条へのアピールの方がより影響力があるよう

連するかぎりでいくつかの点に言及したい 。

(4)

な状況」を意味する。

まず付録の中で興味深いのは、著者が価値

これらの「ポスト真実」状況において顕著

をめぐる問題に取り組むようになったきっか

なのは、自らの信条や感情に好都合な偽情報

けがロイ・メドヴェージェフの『社会主義的

を積極的に受容する態度、いわば「価値観が

民主主義の書』であったという点である

事実認識のあり方そのものを恣意的に操作す

（160頁）。さらに、第二部第二 節におい て

る」点にあると言えるだろう。どれほど価値

批判的に言及されている「芸術的価値論争」

観が多様であっても、各人の価値評価の基盤

も同様に興味深い。なぜこれらの箇所が注目

となる事実は単一であり、事実認識もまた価

に値するかというと、著者がいみじくも第一

値観の多様性を超えて同一でなければならな

部で分析しているように、価値評価は本質的

い。ところが我々が現在目の当たりにしてい

に主観的・多元的であるため「真・偽」とい

る「ポスト真実」状況においては、そのよう

う基準が適用され得ず、したがって「正しい

な基本的了解すら瓦解し、もはや価値観の異

価値」や「正しい思想」「正しい芸術」とい

なる複数の人間が共通の地盤に立って議論を

う表現はそもそも形容矛盾である、という点

交わすことすらできないのではないのか、と

に関係している。

いう懸念を禁じ得ない。このような真実と妄

ソ連に限らず旧東側国家はいずれも独裁政

想の倒錯が蔓延する今日の状況において、同

権によって統治されており、KGB（ソ連）、

書は我々が事実と価値とのあるべき関係性を

シュタージ（東独）、AVH（ハンガリー）な

再検討するに際して優れた導き手となってく

どの秘密警察を擁して思想、言論を統制して

れる、その意味できわめて時宜を得ているの

いた。このような抑圧的な体制のもとでは人

である。

々の思考が「政治的正しさ」という一面的価
値に支配され、本来自由であるべき人間の知
性が支配層の定める枠組みに拘束されるとい

2．価値の基盤

う状況が生じる。昭和初期にプロレタリア文
学の内部で生じた芸術的価値論争においては、

『価 値と事実』 は、第一部「 価値と は何

本来政治とは何の関係もないはずの芸術作品

か」、第二部「価値と文化」、第三部「価 値

の価値を政治的価値に従属する下位概念と見

と科学・技術」の三部構成からなっており、

なし、「政治的価値と区別された芸術的価値

さら に「旧ソ連哲学の 欠陥 ― ヤコブレフ

の独自性を認めず（ 中略）両 者の分離を 論

『マルクス主義の崩壊』をめぐって」と題す

難」（88頁）する態度が推奨されるという状

る付録が末尾を飾っている。このうち第二部

況であった (5)。これらの状況は、事実と価値

第二節の「芸術を芸術たらしめているものは

の関係づけを誤った場合どのような憂慮すべ

何 か ？ ―― 反 映 ・ 創 造 ・ 価 値 を め ぐ っ て

き結果を招来するか、という点を説明するま

―」および付録においては、旧ソ連の哲学

たとない例であり、政治的イデオロギーや宗
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教的ドグマが支配する状況下では、事実認識

念頭に置くべき根本原則である。

そのものがバイアスを受ける事態が常態化す
る、という教訓を与える。

3．科学と倫理性

一方、同書の第一部では事実と価値との関
係、事実認識と価値評価との本質的相違、さ
らには「評価する営み」が持つ特徴について

第三部「価値と科学・技術」の第一節「学

詳細な分析が提示される。第一節の「事実と

問のあり方 ― 哲学・思想の観点から」にお

価値」ではD・ヒュームの「である（is）」と

いては、人間知性の本質に関する著者の考察

「べ きである（ought）」と の区別 、G・E・

が示される。現在で は「科学 」を意味す る

ムーアによる「自然主義的誤謬（naturalistic

「サイエンス（science）」であるが、その語

fallacy）」はもちろん、E・ハーンによる「主

源と なる ラテ ン語 の「 scientia」は 自然 科学

体－客体－関係」説などにも視野を広げた価

に止まらず「知識」一般を意味する言葉であ

値論の歴史が紹介され、第二節の「価値とは

った。著者は環境問題を題材としつつ、ベー

何か、価値は何によって規定されるか？」で

コンの「知は力なり（scientia est potentia）」

は事実を基盤としながらも事実ないし事実認

という言葉が科学技術による自然支配を正当

識とは全く異なった性質、構造を持つ価値評

化しているという解釈は誤解であり、ベーコ

価がいかなる要因によって生み出されるかが

ンの意図が自然界の法則を科学の力によって

分析されている。内容的に若干の重複はある

改変する事にではなく、むしろ自然に教えを

にせよ、著者による説明や分析、主張は価値

乞い自然界の法則を謙虚に学ぶことで、その

論に関する格好の入門書となっており、後進

メカニズムを人間のために利用する方法論を

に有益な知識を提供してくれるだろう。

見出すことにあったことを指摘する。さらに

著者がさまざまな例を挙げて述べているよ

「科学の倫理」に言及し、科学技術もまた人

うに、価値をめぐる問題の発端は、「同じ事

間の営みである以上、人間が従うべき倫理を

実に対して、価値を認める人もあれば、価値

超越した存在ではあり得ない、と喝破するの

を認めない人もあるという日常の経験」（ 8

である。

頁）にある。というのも、もしも価値が事実

このような著者の見解は、第二節の「原発

に内在する何らかの性質であるならば、同一

をめぐる科学・技術と倫理」に至っていっそ

の事実に対して多様な価値評価が生じるとい

う具体的に展開される。3.11の東日本大震災

う事態は考えられないからであり、ここから

では福島第一原発がメルトダウンに見舞われ、

価値は事実と密接に関係しながらも事実とは

今なおその処理は遅々として進んでいないが、

異なる根拠を持ち、むしろ事実を認識しそれ

著者は『国会事故調

報告書』（以下『報告

(6)

を評価する主体の側に価値の主要な源泉があ

書』） を参照しながら事故に至る経緯を検

るという基本的な理解が生じる。また、価値

証し、この原発事故における東京電力や原子

評価の基準となる価値観ないし価値意識は個

力安全委員会の倫理的怠慢を指弾することで、

々人によって異なるが、その人が育った社会

我々が今後原子力発電とどのように向き合っ

のエトスや時代の文化、あるいは家庭環境や

ていくべきか、という問いについて提言を行

交友関係などの個人的要因、さらにはその都

っている。600頁に及ぶ大部の『報告書』の

度の状況的要因によって形成されるという点

内容を詳細に紹介しながら、規制当局と東京

で大きな共通点を有している。これらの事柄

電力との長年にわたる癒着、狎れ合いの構造

は価値をめぐるあらゆる議論における基盤で

や「安全神話」という虚妄に依存した希望的

あり、我々が価値について思考する際に常に

観測や不作為の実態を明らかにする著者の筆
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致は、この事故が決して「想定外の災害」で

の思考の枠組みを規定することによって、事

はなく紛れもない「人災」であったことを改

実認識そのものが一定の価値観に拘束される

めて痛感させる。

ことはすでに述べたが、見田、鰺坂両氏の見

また、著者は「東電社内に在職しているは

解もまた「唯物論」という特定の思想的枠組

ずの原発の専門技術者たちが安全対策よりも

みに拘束された例の一つと言えよう。しかし

利益を優先する会社の方針に唯々諾々として

このような誤りを単なる思想的な偏向として

従っ ていたらしい点」（119頁）を 疑問点と

片づけるのではなく、事実と価値の混淆は人

して挙げ、「技術の帽子」と「経営の帽子」

間知性につきまとうバイアスによって不可避

のジレンマという印象深い例に即して「同時

的に起こりうるのではないか、という点を評

に二つの帽子を被ることはできないし、二つ

者は指摘したい。

の 帽 子 は そ も そも 二 律 背 反の 関 係 に ある 」

例えば、「フロギストン説」という燃焼理

（121頁）という見解を明らかにしつつ、科

論は、酸素を発見したラヴォアジェによって

学者を律する倫理的規範の明確化の必要性を

打 破 さ れ る ま で 100年 も の 長 き に わ た っ て

強く主張している。発生からわずか 6 年にし

「事実」ないし「真実」と見なされ、フロギ

て急速に福島原発事故の教訓が風化しつつあ

ストンは「実在」であると考えられてきた (7)。

る今日こそ、科学が社会に、そしてそこに暮

つまり、フロギストン説を信奉していた多く

らすすべての人々に破壊的な力を及ぼし得る

の当時の科学者たちは架空の存在の実在性を

存在であること、その巨大な力を制御するた

確信し、真なる科学理論として探求していた

めの倫理的規範が必要不可欠であることを、

ことになるが、彼らが確信していた「事実」

我々は著者から改めて学ぶことができるだろ

とは、当時の科学界を支配していたパラダイ

う。

ムの影響による「価値負荷的」な幻想だった

第三節「科学の価値中立性と科学者の社会

と言えるだろう。

的責任 」と第四節「科 学をめぐ る事実と価

フロギストンの例は、事実と価値とを完全

値」は、同書の白眉であり、最も重要な著者

に分離することが概念的には可能であっても

の見解が集約された箇所であると言えるだろ

現実的には困難な場合があり、むしろ我々の

う。ここで著者は、「もっとも客観的なもっ

思考は事実と価値との双方にまたがる形で行

とも深い事実判断は、つねに価値判断なので

われていることを示唆しているように思われ

ある」（134頁）と主張する見田石介、「事実

る。そしてこのような「事実と価値の混淆」

と価値、あるいは事実認識と価値評価……は

が何に起因するのかを検討することは、見田、

しばし ば絡み合い、相 互に他に 移行する」

鰺坂と著者との論争を理解する上で無意味で

（137頁）と主張する鰺坂真に対し真っ向か

はないだろう。

ら反論を展開しながら、改めて事実と価値の

まず注意すべきは、我々の実際の思考過程

関係、とりわけ科学研究における両者のある

において「まず事実認識、次に価値評価」と

べき関係性を論じている。以下では両陣営の

いう時間的序列が確立されているわけではな

主張を検討していくが、その前に事実と価値

く、両者は同時進行で発生している点である。

の関係に関する私見を述べておきたい。

これは特に事実が「情報」として伝達される
際に顕著であり、例えば「1945年 8 月 6 日に

4．事実と価値の根源的混淆

広島に原子爆弾が投下された」という情報を
一切の価値評価を排除して「生の事実
（brute

政治的イデオロギーや宗教的ドグマが我々

fact）」として受容することは、我々

にとって非常に難しいだろう。原爆投下のよ
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うな歴史的事件だけでなく、「上野動物園で

価値とを区別する必要性を否定するものでは

パンダの赤ちゃんが誕生した」「知人の息子

ない。むしろ評者の指摘は、著者が批判する

が大学受験に失敗した」のような日常的な事

価値による事実の歪曲が、著者が考える以上

実についても同様であり、我々は日々生起す

に根深い人間知性の 宿 痾であることを強調

るさまざまな「事実」に関する情報から、事

するものである。したがって評者の真意は、

実性と価値性の双方を含んだ「意味」を受け

たとえ事実を歪曲する意図がない場合でも事

取っているのである。このような事実と価値

実と価値の混淆が起こりうることを踏まえ、

の同時性、そして「意味」の二面性は、「事

我々は思考する際に客観性を装った先入観、

実と価値の混淆」の一因となっていると言え

事実を偽装した価値意識の影響の有無を絶え

よう。

ず自己検証し続けねばならない、という点に

さらに我々は、「価値の独立性」にも注意

しゆく あ

ある。

すべきだろう。医学の領域では、薬効成分を
含まない偽薬に対する「プラシーボ反応
（placebo response）」が広く知られているが、

5．不可避的誤謬の克服

当然のことながらこの反応を引き起こすのは
不活性な偽薬それ自体ではない。一般に赤い

以上を踏まえて改めて見田、鰺坂両氏の主

偽薬は刺激効果を、青い偽薬は鎮静効果をも

張を検討してみよう。「もっとも客観的なも

たらす が、青がサッカ ー代表チ ームの名前

っとも深い事実判断は、つねに価値判断」だ

（Azzurri）と なっ てい るイ タリア では 、男

と断言することで、事実認識を価値評価に従

性において青い偽薬の鎮静効果が低いという

属させ、価値による事実の包摂を主張する見

(8)

実験結果が示すように 、プラシーボ反応は

田、さらに事実認識と価値評価の間の「絶対

偽薬それ自体の成分でもその性質（色）でも

的な壁」を否定し両者の相互移行を主張する

なく、それらに我々自身が付与した「意味」

鰺坂の両氏は、評者が冒頭で挙げた「ポスト

に起因するものであり、実在する対象に関す

真実」や「代替的事実」の例をどう評価する

る事実認識を媒介することなく（「幻肢」の

のだろうか。もし両氏が本当に事実認識と価

ように）価値評価が自己完結的に成立する可

値評価の区別を否定しているのなら、ファラ

能性を示唆している。また、認知心理学によ

ージの詭弁、スパイサーやコンウェイの強弁

って明 らかにされてき た「偽り の記憶」や

を是認し、EU離脱がイギリスにとって経済

「解離」といった現象は、我々の記憶の中に

的利益をもたらし、トランプ大統領就任式に

ある「事実」がしばしば我々自身によって改

過去最大の国民が参加したことを「もっとも

変されており、我々の事実認識そのものが必

深い事実判断」として肯定的に評価しなけれ

ずしも対象の純粋に客観的な受容ではない、

ばならないはずである。

ということを示している (9)。

事実と価値の混淆は起こりうるという評者

事実認識と価値評価の同時性、そして価値

の主張は、ある事象が生起したか否かという

の事実からの独立性という我々の知性の働き

判断をも主観的価値に委ねることを是認する

の性質を踏まえるならば、事実と価値の混淆

ものではない。それゆえ例えば、南京事件に

は、ベーコンの「イドラ」と同様に人間知性

ついて「そんな事件はなかった」と主張する

の構造に起因する現象であり、避けがたいも

反「自虐史観」論者と「死者30万人以上」を

のである。しかしながら、イドラが人間の知

主張する中国当局の「事実認識」の懸隔に対

性を貶めるための主張ではないように、評者

して、評者は「事実は一つである」と断言す

が指摘する事実と価値の混淆もまた、事実と

る。そして双方が主張する「事実なるもの」
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の恣意性を排除し、ただ一つの事実を共有す
るために、「それぞれの『価値評価』をいっ
たん留保して、その『事実なるもの』の真偽
の吟 味を行うべき」（139頁）であ るという
著者の主張に与する

(10)

。事実の唯一性は価値

観や解釈の多様性を超えており、この点を無
視してはいかなる事実認識も正当ではあり得
ない。したがって、もしある出来事の有無を
何らかの価値観を根拠として決定し、「あっ
たこと」を「なかったこと」にするような主
張を正当化することが許されるならば、それ
は我々の辞書から「事実無根」という言葉が
消滅するとともに、我々の知が終焉を迎えた
ことを意味するだろう。
また、事実と価値の混淆は一種のイドラで
あり、事実と価値の混淆が不可避的であるか
らこそ、両者の区別に細心の注意を払う必要
性も高まる、という評者の見解に対し、見田、
鰺坂の両氏は「事実と価値の混淆は現に起こ

価格 ¥1,512（本体 ¥1,400）
本の泉社（2017/06 発売）
サイズ A5 判／ページ数 176p
商品コード 9784780716306
NDC 分類 117

りうる」という命題と「事実と価値の混淆は
是認すべきである」という命題とを混同して
おり、まさに事実認識と価値評価を区別する
ことなく両者の混同を肯定的に捉えている。
皮肉にも、この点で両氏は自らの主張に忠実
だと言えるが、「である」と「べきである」
の混同というヒューム以来の古典的な誤謬に

た著者の立論は、「物自体」としての存在論

陥っていると言わざるを得ない。

的事実に関しては正しくとも、主体との関係

このように評者の見解は多くの点において

において生起する「現象」に関してはなお検

著者と一致しているが、あえて著者に疑問を

討の余地を残しているように思われる。

呈するならば、事実と価値の混淆、事実に対

例えば著者は、「価値そのものの実在性は

する価値の干渉が不可避的に生じうることを

否定されても、評価の対象の実在性は評価の

看過している点において、著者の主張にもさ

前提であって、これなしには評価は成立不可

らに補完すべき要素があるのではないか。確

能となるから、決して否定されることはあり

かに「価値評価の基盤は、あくまでも事実認

えない」（136頁）と言うが、対 象が実在 し

識で ある」（ 139頁 ）とい う著者の 主張、あ

ない場合でも価値評価が成立しうること、対

るいは「不当な価値評価による事実認識の歪

象に関する事実認識それ自体が主観性を帯び

曲・否認」を厳しく批判する態度には疑念の

ていることは、評者が例示した通りである。

余地はない。しかしながら、事実と価値の混

見田、鰺坂のような優れた研究者にしてなお

淆を恣意的な歪曲のみならず人間知性の構造

誤謬を免れないことを見ても、事実と価値の

に起因するものとも見なす評者の立場からは、

混淆の根は深い。したがって、両者の錯綜し

事実認識と価値評価の峻別可能性を前提とし

た関係を十分に理解するためには、価値が事
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実に先行しうること、さらに我々の事実認識

は科学者個々人の欲求や信条を超えた普遍的

が決して外的対象の純粋かつ正確な受容では

な制約としてあらゆる科学者に等しく影響を

ないことを踏まえる必要があるのだが、著者

及ぼし、科学研究の「正しさ」そのものを決

はあくまでも事実認識の客観性、事実と価値

定する根源的な価値基準として作用する。し

の分離可能性を信頼している点で楽観的であ

たがって、我々は科学者の価値観と科学の価

る。

値中立性を区別するだけでは不十分であり、

もちろんこのことは著者の立論の全体的な

現代の科学がもはや価値中立的ではあり得な

正当性を損なうものではないが、「事実と価

いという現実を踏まえた上で、さまざまな非

値の混淆は人間知性の構造そのものに由来し、

科学的制約から科学をいかにして解放しうる

不可避的に起こりうる誤謬である」というイ

か、という問いを考察すべきであろう

ドラ説と同一の視点に立ち、「避けがたい誤

たこのような文脈においてこそ、科学（者）

謬から我々はどのように免れうるのか」とい

の社会的責任についてもより説得力ある議論

う問いに対して解答を示すことによって、著

を展開しうるのではないか。これらの指摘に

者はベーコンの哲学を継承することになり、

対しどのように応答するか、著者の今後の活

その主張もより深く包括的なものとなるであ

動に注目したい。

ろう。

(13)

。ま

科学は科学の社会的責任を果たすべく自ら
を律しうるか。核兵器開発をはじめとして数
多くの過ちを犯してきた科学史を顧みれば (14)、

6．科学の価値負荷性

我々は科学（者）の自浄能力を疑問視せざる
を得ず、それゆえ「 トランス サイエンス 」

「科 学の価値中立 性」に つい て著 者は、

（126頁）が示唆するように外部の論理に期

「 科 学 的 （ 真 理 ）」 と 「 科 学 者 の （ 価 値

待すべきであろう。それでは、科学（者）が

観）」とを区別し、「『科学者』は価値中立で

その社会的責任を果たすよう促す「外部の論

は な く さ ま ざ ま な 価 値 観 を 有 す る が 、『 科

理」とは何か。この点について評者は、科学

学』は価値中立でなければならない」という

をあるべき姿へと導くべき役割を担うのは哲

嶋田一郎の主張に対し「問題の核心を正しく

学的知見に基づく倫理的規範に他ならないと

突いて」（136～137頁）いると賛同を惜しま

確信する。この意味で、科学と価値、科学と

ない。しかし評者はこの点に関して、科学研

倫理という問題に哲学者の立場から切り込む

究はパラダイムや科学者共同体の内部規範に

著者の提言は貴重であり、ポストフクシマの

拘 束 さ れ て い る と い う N・ R・ ハ ン ソ ン の

日本に生きる我々が直面する課題を明示して

「観察の理論負荷性」やT・クーンの「科学

いると言えるだろう。齢八十を超えてなお矍

革命」などの主張

(11)

、さらに科学も科学者も

鑠とし、その探究心においてもまったく衰え

有形無形の政治的圧力や産学協同の趨勢など

を見せない著者には、これからもますます価

さまざまな外的拘束の下にあるという益川敏

値論、科学論について積極的な発言を行い、

英の 指摘

(12)

に鑑 み、 科学も また「 価値負荷

的」であることから免れ得ない点に注意を促

科学が、そして人類が取るべき道筋を示す使
命が課せられているのである。

したい。
確かに科学研究は特定の価値観に拘束され

注

ず自由であるべきであり、科学者は己の功名
心や権勢欲に駆られて自他の研究に圧力を加

( 1 ) 毎日新聞（2016年 6 月27日）による。

えてはならない。しかし科学の価値負荷性と

( 2 ) 日本経済新聞（2016年12月 9 日）による。
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( 3 ) The Wall Street Journal（2017年 1 月27日）によ
る。
(4)

旧ソ連・東独における価値議論については、

『価値論の視座』（文理閣、1999年）において著
者自身による詳しい考察が示されている。
( 5 ) この状況は、殺人事件の刑事被告人であること
を理由に永山則夫の日本文藝家協会への入会が
拒否された1990年の事件を想起させる。
(6 )

東京電力福島原子力発電所事故調査委員会

[2012年]『国会事故調 報告書』、徳間書店。
( 7 ) 筑波常治・大沼正則[2014年]『生命と燃焼の科
学史』、仮説社、48頁。
(8) Moerman D.E. [2002] Meaning, medicine and
the ‘placebo effect’, Cambridge University Press,
p.48f.
(9) 榎本博明[2009年]『記憶はウソをつく』、祥伝
社新書。
(10) 南京事件については『南京事件論争史』（笠原
十九司[2007年]平凡社新書）を参照。また、ド
イツとフランスは共同で歴史検証を行い、2008
年に共通歴史教科書を刊行している。
(11) 野家啓一[2015年]『科学哲学への招待』、ちく
ま学芸文庫、12章参照。
(12) 益川敏英[2015年]『科学者は戦争で何をした
か』、集英社新書、 4 ～ 5 章参照。
(13) 野家[2015年]、補章参照。
(14) 益川[2015年]、 1 ～ 2 章参照。

（もり よしのり 早稲田大学非常勤講師）

- 95 -

■書評■

本田浩邦著

『アメリカの資本蓄積と社会保障』
（日本評論社、2016年）

石 倉 雅 男
という、市場と政策に対する絶大なる信頼が
あった」（本書、ⅳ頁）と指摘される(注１)。し

１．本書の目的と構成

かし、高い経済成長と安定した所得分配は長
続きせず、1960年代後半には、社会保障への

本書は、アメリカ経済における所得不平等

積極的な支持を得ることが次第に困難になっ

と所得再分配政策に関する社会的認識の変化

た。1970年代には、生産性の伸び悩みを背景

とそれを反映した経済思想の歴史的展開、資

に、所得再分配政策が後退し、福祉政策の効

本蓄積と所得分配の長期的変化、資本蓄積の

率性に対して疑問が提起されるようになった。

質的な変化に起因する雇用吸収力の低下とそ

さらに、新自由主義的な経済政策が行われる

れに伴う社会保障制度の変容、普遍的所得保

ようになった1980年代以降には、社会保障政

障をめぐる経済思想を中心に、著者が取り組

策に対して、いっそう否定的な評価が与えら

んでこられた研究の成果を取りまとめた研究

れるようになった。（本書、ⅳ～ⅴ頁）

書である。表題に含まれる「資本蓄積」に関

以上の経緯を踏まえて、「〔1960年代の〕ト

連して、「本書では資本蓄積という用語を企業

ービンの時代から数十年間で、アメリカの所

活動の総体という意味で用いている」（本書、

得再分配政策に対す る政策的 認識は一変 し

ⅵ頁）と注記されている。

た」（同、ⅴ頁。〔

〕内は引用者）と指摘さ

第二次世界大戦後のアメリカ経済の構造変

れる。そのうえで、第二次世界大戦後のアメ

化を反映して、所得再分配政策と社会保障、

リカ経済における「資本蓄積と社会保障の関

福祉政策をめぐる認識がどのように変化して

係」（同）を基軸とする本書の研究が、以下の

きたか 。この点につい て、本書 の「はしが

ように構成される。

き」における説明を見よう。
最初に、ケネディ政権（1961～1963年）で

《第Ⅰ部》資本蓄積と所得分配

経 済 諮 問 委 員 を 務 め た ト ー ビ ン （ James
Tobin）が「1967年に、10年後の1976年までに
貧困を克服できると主張した」（同）ことが挙
げられ、1960年代までは、経済学者たちのあ
いだに「市場経済が生みだす歪みは、市場自
体の力と国家の経済政策によって克服しうる
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第１章

戦後経済学の主要命題 ―予備

的考察―
第２章

アメリカにおける資本蓄積と所

得分配―1945～2015年―
第３章

資本蓄積の現代的領域 ― T・

ピケティ，R・ゴードン，W・ボー

モル―
第４章

される。具体的には、1960年代後半に提案さ

「余剰」の経済学

れた「負の所得税」をめぐる議論、および、

《第Ⅱ部》社会保障制度

普遍的所得保障の思想的系譜が再検討された

アメリカの社会保障制度 ―年

うえで、「政府が社会成員に無条件で一定額の

金・医療・貧困対策プログラム ―

給付を行うことによって、生活の最低限（社

オバマケア ―医療保険制度改

会的ミニマム）を保障する」という「ベーシ

第５章
第６章

革の分岐点―

ックインカム」（同）の可能性について検討さ

《第Ⅲ部》普遍的所得保障
第７章

れる。

戦後アメリカにおける普遍的所

以上の構成から窺えるように、本書は、社

得保障―「家族支援計画」（FAP）

会保障の制度設計とその実績に最初から焦点

不成立の経緯―

を絞った研究ではない。むしろ本書では、ア

第８ 章

普遍 的所 得 保障 の思 想的 系譜

―予備的考察―
第９章

メリカ合衆国の社会保障制度が前提とする企
業の「雇用創出機能」（本書、137頁）が次第

ベーシックインカム

に劣化してきた理由、あるいは、雇われた人
々の生活を支えるに足る「まともな雇用と報

第Ⅰ部「資本蓄積と所得分配」では、経済

酬」（同、ⅶ頁）が提供されにくくなった理由

成長と所得分配をめぐる経済思想の再検討、

について最初に考察され、そのうえで、社会

および、資本蓄積と所得分配を中心とした経

保障制度が直面する諸問題と、それらに対処

済パフォーマンスの実証分析を通じて、第二

するための課題が検討されている。先進国と

次世界大戦後から現在に至るまでのアメリカ

評されてきたアメリカ合衆国で、労働力の再

経済の発展過程が考察され、「安定的で持続的

生産、ひいては、人々の将来の生活設計にも

な経済発展のもとで、高雇用下の生産性上昇

支障をきたしかねない事態が生じつつあるの

が国民生活の持続的向上に結びつく」（本書、

は、いったいなぜか。この問題を解明するた

ⅴ頁）という主流派経済学の前提が成り立た

めには、本書の第Ⅰ部で行われているように、

なくなった理由が明らかにされる。

アメリカ経済の歴史的展開を念頭において、

第Ⅱ部「社会保障制度」では、現代アメリ
カの社会保障制度はもともと「高雇用体制を

資本蓄積と所得分配をめぐる理論と現実を再
検証することから始めなければならない。

前提に、人々が労働市場から離脱した場合に
のみ、社会が一時的な救済の手をさしのべる
もの」（同、ⅵ頁）として設計されたが、アメ

２．資本蓄積と所得分配をめぐる理論と
現実

リカ経済の構造変化を背景として「企業の雇
用能力が衰弱」した現在では、「高雇用を前提

第 1 章では、「両大戦期から第二次世界大戦

として、職域を通じて年金・医療など社会保

後にかけて主要先進資本主義諸国に生じた所

障制度 へ加入するとい うこれま での方式」

得と権力の大がかりな下への再分配と調整の

（同）を維持することが困難になったと指摘

プロセス」を反映した「戦後アメリカの経済

され、そのうえで、今後の社会保障制度の課

学」（本書、 2 頁）の主張が、経済成長と所

題について考察される。

得分配に関する以下の命題に要約されている。

第Ⅲ部「普遍的所得保障」では、「既存の制

「第 1 命題」：経済成長の過程では、国民所

度を、就労その他の給付条件をつけない普遍

得に対する賃金総額の割合、および、

主義的なものに作り替える」（同、ⅶ頁）とい

国民所得に対する利潤総額の割合が安

う観点から、社会保障の代替案について考察

定的である。
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「第 2 命題」：技術革新による生産性の上

アメリカの国民所得統計を用いて、1930年か

昇が実質賃金を押し上げ、人々の生活

ら2015年までの期間における賃金分配率と利

水準を向上させる。

潤分配率のいくつかの指標が計測されている。

「第 3 命題」：それゆえ、経済成長の過程

たとえば、国民所得に対する「賃金給与＋社

では、経済的不平等（所得と資産の格

会保障など非賃金報酬」の割合で見た賃金シ

差）が是正される。（以上、本書、 3

ェアが「2000年の IT バブルの崩壊、2008年の

頁の記述を引用者が要約したもの）。

リーマンショックの影響を受けて激しく落ち

本書の第Ⅰ部では、おおむね、これらの 3

込み」、「現在1960年代前半の水準に（中略）

命題の観点から、資本蓄積と所得分配の理論

落ち込んでいる」（同、68頁）ことが示されて

と現実について考察される。紙幅の制約によ

いる。また、GDP に対する「法人利潤＋減価

り、企業の雇用創出機能の低下、および、労

償却引当金」の割合で見た利潤シェアは「戦

働報酬の抑制と関わりのある論点に絞って、

後一貫して15％近くで安定し、この20年ほど

第Ⅰ部の議論を検討する。

のあいだ、右肩上がりである」（同、69頁）と

第 1 章では、国民所得に対する賃金総額の

指摘されている。

share〕）、および、

生産性の上昇による実質賃金の押し上げに

国民所得に対する利潤総額の割合（利潤シェ

関わる「第 2 命題」についても、理論と現実

ア〔profit share〕）の安定性を主張する「第 1

は異なり、「労働生産性は1970年代以前には実

命題」に関連して、ポール・ダグラス（Paul

質賃金の上昇とほぼ歩調を合わせて増加した

Douglas）の学説が検討される。ダグラスの著

が、70年代以降、実質賃金率上昇に結びつか

書『賃金の理論』（1934年）では、アメリカ合

なくなった。むしろ『技術的失業』による雇

衆国の製造業における産出量、資本投入量、

用不安が拡大している」（同、 4 頁）と指摘

労働投 入量等のデータ が「コブ ＝ダグラス

されている。技術革新に伴う「技術的失業」

割合（賃金シェア〔wage

型」として知られる生産関数

(注２)

の観点から

分析され、「資本主義経済は、その成長にとも

の可能性をめぐる本書の見解については、後
ほど検討する。

ない賃金と利潤が等しい割合で成長する性格

さらに、所得格差の平準化に関わる「第 3

をもち、資本主義のもとで労働者の一般的な

命題」についても、対象期間を20世紀全体に

生活状態は確実に改善する」（本書、 9 頁）

拡大すると、経済の現実は理論通りでないこ

という主旨の結論が出された。本書では、「ダ

とがわかる。クズネッツ（Simon Kuznets）は、

グラスの経済観は、（中略）アメリカ資本主義

1955年の論文「経済成長と所得不平等」のな

経済の発展が国民の経済生活水準を押し上げ、

かで、「逆 U 字型仮説」として、「資本主義的

所得分配の不平等が是正された20世紀前半の

工業化の初期段階において経済的不平等は拡

歴史的 特徴を反映した ものとい えるであろ

大するが、その後、一定の工業化の進展にと

う」（同、19頁）と指摘されている。

もない、その是正が起こるという一般的プロ

しかし、1980年代以降のアメリカ経済では、

セスが存在する可能性」（同、31頁）を指摘し

国民所得に対する賃金総額と利潤総額の割合

た。ところが、ピケティ（Thomas Piketty）と

の安定性を主張する「第 1 命題」が成り立た

サエズ（Emmanuel

なくなった。「要素シェアの比率は戦後長期に

「アメリカ合衆国における所得不平等、1913

わたって安定を保ったが、1980年代以降、国

～1998年」で、「高額所得者の納税記録」に基

民所得に占める利潤シェアが上昇し、賃金シ

づいて「最上位所得 層への所 得の集中の 実

ェ ア が 下 落す る 傾 向 が 見 ら れ る」（ 同 、 4

態」を分析した。両氏の研究について本書で

頁）と指摘されている。また、第 2 章では、

は、「20世紀全体をみれば所得と資産の分配の
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Saez）は、2001年の論文

不平等はむしろ拡大し、U 字型をたどってい

ラバボウニスらの研究を次のように論評する。

ることを実証的に明らかにし、『クズネッツ仮

「彼らの分析は経済学のオーソドックスな生

説』を 見事に反証した 」と評価 されている

産関数の説明と整合的であるが、そうであれ

（同、35頁）。

ばなおのこと、実質賃金が長期的に低下する
もとで、なぜさらに雇用が削減されるほどの
資本財の価格下落が生じているのかという問

３．労働報酬が抑制される背景

題についての説明が必要である。」（本書、46
頁）。さらに、アトキンソンの議論に言及しつ

本書では、1980年代以降に賃金シェアが低
下したことを検証したうえで、労働報酬が抑

つ、機械化と利潤シェアの上昇について次の
ように指摘される。

制される背景には、「政府の賃金抑制政策」

「アンソニー・アトキンソンも、資本偏

（本書、49頁）と並んで、「技術革新の破壊的

重型の技術革新が起こり、長期の代替弾力

影響」としての「労働から資本への一方的代

性が高くなっているとしているが、アトキ

替」（同）があると指摘される。ここでは、後

ンソンは、さらにそれを超えて、「『賃金 /

者の要因を中心に、本書の見解を検討する。

収益率比率』（wage / rate of return ratio）が

技術革新に伴う労働から資本への代替に関

ある点を超え臨界値に達すると、ロボット

する多くの実証分析では、「代替の弾力性」

が人間労働に取って代わりはじめる。さら

（σ）、すなわち、要素価格比率（資本利潤率

に経済成長が進むと、 1 人あたりの資本は

に対する貨幣賃金率の割合、w / r ）の変化に

増加するが、『賃金 / 収益率比率』は一定の

対する資本集約度（ K / L）の弾力性が推計さ

ままということが起こる。利潤シェアは代

れている。「代替の弾力性」は、所与の生産関

替弾力性σとは無関係に上昇する」と述べ

数のもとでの利潤最大化と費用最小化の条件

ている（Atkinson[2015] p.97）。σと『無

から導かれる概念である（前掲注 2 を参照）。

関係に』上昇するというアトキンソンの主

本書によると、カラバボウニスとニーマンの

旨は難解であるが、彼はσは一般的に長期

研究では、1975年から2012年までの59ヵ国の

のほうが短期よりも高いとみており、σで

産出量、資本投入量、労働投入量等のクロス

はとても説明できないほど、機械化の圧力

セクション・データ（そのうち42ヵ国で、少

が働いていると考えている。」
（本書、46～47

なくとも15年間にわたる賃金シェアの低下が

頁。引用文の出所は、Anthony B. Atkinson,

観察された）を用いて、投資財の相対価格を

Inequality: What Can Be Done? Cambridge,

含む CES 関数における「代替の弾力性」が

Massachusetts: Harvard University Press, 2015,

「1.25」と推計され、この数値に基づいて、

p.97.〔山形浩生・森本正史訳『21世紀の不

「投資財の相対価格の低下が、労働シェアの

平 等 』、 東 洋 経 済 新 報 社 、 2 0 1 5 年 、 1 1 3

観察された低下のうち、およそ半分を説明す

頁。〕）

る」と報告された（Loukas Karabarbounis and

アトキンソンの著書からの引用文には、次

Brent Neiman, “The Global Decline of Labor

の文章が続く。「このように経済成長の標準モ

Share,” NBER Working Paper, No.19136, Na-

デルは、弾性について何ら仮定を置かなくて

tional Bureau of Economic Research, June 2013,

も簡単に改変できて、分配の中心的なジレン

p.1）。

マを際立たせられる。そのジレンマとは、成

だが、本書では、「代替の弾力性」を推計し

長による恩恵がますます利潤増大のほうに蓄

さえすれば、労働報酬が抑制される原因を説

積する（the benefits from growth now increas-

明できるとは考えられていない。著者は、カ

ingly accrue through rising profits）ということ
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だ。」（Ibid., p.98. 前掲邦訳、113～114頁）。ア

国際的な競争の結果、資本財価格がいっそ

トキンソンは、「代替の弾力性」（σ）に依拠

う低下している状況の一側面であるという

しない分析視角から、「成長による恩恵が利潤

説明が妥当する。資本財価格が技術革新と

増大のほうに蓄積する」という分配上の「ジ

国際競争のもとで低下を続けることで、実

レン マ 」 を説明できる と見 ている 。また、

質賃金が低下しても、労働の資本への置き

「『賃金 / 収益率比率』が」で始まる前掲引用

換えが一方的に進む。賃金を引き下げても

文の少し前の段落では、「私たちは総生産関数

失業あるいは雇用の劣化は収まらない。労

についてもっと大胆に考える必要がある。一

働報酬の抑制と労働の機械への置き換えが

つの興味深い可能性を（中略）ローレンス・

スパイラルに進むという事態は、一面にお

サマーズが提案している」（Ibid., p.97. 前掲邦

いて技術革新と生産性の急激な増加を表す

訳、113頁）と指摘され、資本財の一部が労働

が、同じそのことが、大多数の国民は教育

者の代 役を務める可能 性をめぐ るローレン

や医療、一部には基本的なニーズさえ満た

ス・サマーズ（Lawrence Summers）の議論に

すことができないというパラドキシカルな

言及されている。

事態を生む。
」（本書、49頁）

サマーズの議論では、資本財の一部が「労

技術革新を通じて生産性が上昇してきたに

働者の代役を務める機械」として転用され、

もかかわらず、大多数の国民の「基本的なニ

既存の労働者とともに生産活動に従事するこ

ーズ」が満たされない理由は何か。この問題

とによって、産出量が増加し、（賃金総額は変

を解明する手がかりの 1 つとして、本書では、

わらないので）利潤総額（＝売上高－賃金総

ボーモル（William

額）が増加し、生産性の向上による恩恵が利

で考察した「コスト病（cost disease）」の概念

潤の増加の形で雇い主のものになることが例

について検討される。ボーモルは、「労働節約

示されている(注３)。

的でコスト削減的な『生産性上昇部門』（pro-

Baumol）が2012年の著書

gressive sector）」（製造業部門など、生産性の

４．資本蓄積の「社会的共同領域」と社会
保障制度の課題

改善が比較的容易である部門）と「労働集約
的でコストが高い『生産性停滞部門』（stagnant sector）」（教育、医療、舞台芸術、各種対

本書では、現代経済で懸念される技術的失

人サービスなど、労働生産性の上昇率が低い

業、および、雇用創出機能の劣化を説明する

部門）のあいだに「部門間生産性格差」があ

ためには、要素価格比率の変化によって誘発

り、後者の「生産性 停滞部門 」で「コス ト

される生産要素の代替という問題に関連づけ

病」（相対的にコストと価格が高止まりする傾

るだけでは不十分であり、生産性の上昇によ

向)が発生すると主張した(本書、90頁) (注４)。

る恩恵が国民生活の向上につながらない根本

その一例として「コンピュータの価格が下が

的な原因を解明しなければならないと考えら

れば、コスト病の分野の名目価格は変化しな

れている。現代アメリカ経済の資本蓄積に関

くても、その〔コンピュータの価格で測った

する本書の分析視角の特色が、以下の論述で

同分野の生産物の〕実質価格は上昇する」（同、

端的に語られている。

94頁。〔

〕内は引用者）ことが挙げられる。

「アメリカで起こっている長期的な投資

ボーモルは、アダム・スミス以来の伝統的

停滞の特徴は、要素価格の変化に応じて資

な見解（分業を通じた労働生産性の向上から

本と労働の代替が進むという経済学の説明

の恩恵が社会全体に波及する）に従って、「生

以上に、技術革新と実質賃金の低下ないし

産性の増加は社会をより豊かにする」（同、98

低賃金領域への生産部門の移動が進行し、

頁）と考えたが、本書の見解はこれとは異な
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る。本書では、「物理的あるいは実物タームで
みた生産性の上昇を、すべての国民への最低
限の財とサービスの供給に結びつけることは
市場メカニズムでは難しい」（同）こと、それ
ゆえ、医療、教育など生活に不可欠な「社会
的共同領域」と呼ぶべき分野を「市場から分
離し、保護することが重要である」（本書、99
頁）と指摘される。以上に見られるように、
「
『社会的共同領域』と新たな社会保障制度の
必要性」（同、95頁）という論点は、本書の第
Ⅰ部「資本蓄積と所得分配」を、第Ⅱ部と第
Ⅲ部における社会保障制度に関する考察と関
連づける重要な結節点である。
本書では、「生産性上昇部門」で雇用される
労働者の割合が下がり、「生産性停滞部門」で
雇用される労働者の割合が上がるという形で
経済成長のパターンが質的に変化するに伴っ
価格 ¥3,564（本体 ¥3,300）
日本評論社（2016/12発売）
サイズ A5判／ページ数 277p
商品コード 9784535558724
NDC 分類 332.53

て、社会保障制度を「社会的ミニマムを保障
する所得保障、医療保障等を普遍的な社会的
給付の形で提供する」ことの必要性が指摘さ
れ、「もっとも理想的にはベーシックインカム
型の所得保障」の方式を検討すべきであると
提言される（本書、99頁）。さらに、「『テクノ
ロジー失業』による雇用の不安定化、流動化、
コスト病による労働の移動に対応すべく、現
在の職域と結びついた社会保障制度や就労促
進的で受給条件の厳しい公的扶助を改め、無
条件的な給付制度を確立すべきである。」と主

５．結びにかえて

張される（同）。本書で「ベーシックインカム
型の所得保障」が提言されるに至った理由を

本書では、第二次世界大戦後のアメリカ経

正しく把握するためには、ガルブレイス（J.

済における資本蓄積と所得分配の理論と現実

K.

Galbraith）の『ゆたかな社会』（1958年の

を丹念に検証することを通じて、人々の生活

di-

の維持のために不可欠な「社会的共同領域」

vorce of production from security）」論（本書、

へ資本蓄積が拡大した結果として、普遍的所

224頁）に関する著者の洞察を検討しなければ

得保障の思想に基づく社会保障制度の再設計

ならないが、紙幅の制約で断念せざるを得な

が喫緊の課題として求められることが、論理

い。

的かつ歴史的に、ていねいに解き明かされて

初版）における「生産と保障の分離（the

いる。この点で、現代アメリカ経済論への本
書の学術的貢献は極めて大きい。
最後に、今後の研究に期待したいことを述
べさせていただく。第 1 に、医療，教育など
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の「社会的共同領域」の諸分野を「市場から

の対数をとると、log(K / L)＝log(w / r)－log[(1

分離し、保護する」という政策課題を実現す

－b) / b] となるので、d log(K / L) / d log(w / r)

るためには、具体的に、どのような制度的取

＝1 が得られる。それゆえ、コブ＝ダグラス型生

り組みが必要とされるのか。この点について

産関数では、代替の弾力性が 1 に等しい(σ＝

も考察されることを期待したい。第 2 に、本

1）。資本集約度を要素価格比率で割ったものは、

書の第Ⅱ部と第Ⅲ部では社会保障制度の現状

賃金総額に対する利潤総額の割合に等しい[(K /

と課題について考察されているが、社会保障

L) / (w / r)＝(rK) / (wL)]。(rK) / (wL)が上昇す

の具体的な諸領域における現行制度の実績、

ると、利潤分配率（国民所得に対する利潤総額

および、制度設計上の問題点についての検討

の割合）(rK) / (wL＋rK)も上昇する。

を、より拡充する必要があると思われる。こ

代替の弾力性が一定である生産関数は、「CES

れらの問題は、本書を学んだ者に与えられる

（constant elasticity of substitution）関数」と呼ば

研究課題でもある。

れ、 Y＝A[bK(σ

1)/σ

＋(1 b)L(σ

]

1)/σ σ/(σ

1)

と

表される。代替の弾力性が 1 に近づく（σ→1）
（注 1 ）ここで言及されているのは、次の論文であ

と、CES 関数はコブ＝ダグラス関数に近づく。

る。James Tobin, “It Can Be Done! Conquering

(1）代替の弾力性が1より大きい（σ＞1）場合、

Poverty in the US by 1976,” The New Republic,

要素価格比率（w / r）が上昇すると、資本集約

June 1967, pp.14-18.

度（K / L）が上昇するが、K / L の上昇率が w / r

（注 2 ）Y ＝実質産出量、K ＝実質資本ストック、

の上昇率より大きいので、賃金総額に対する利

L ＝労働投入量とし、定数の A と b について A

潤総額の割合が上昇し、利潤分配率も上昇する。

＞0 と 0＜b＜1 を仮定すると、コブ＝ダグラス

(2)代替の弾力性が1に等しい（σ＝1）場合（コ

（Cobb-Douglas）型生産関数は、Y ＝ F(K, L)＝

ブ＝ダグラス型生産関数の場合）、要素価格比率

b 1 －b

AK L

（w / r）が上昇すると、資本集約度（K / L）が

と表される。この関数では、正の数に

x 対して xY ＝ F(xK, xL)であり（ 1 次同次性）、

上昇するが、K / Lの上昇率が w / rの上昇率に等

Y ＝(∂ F /∂K ) K ＋(∂F /∂L ) L が成立する（オイ

しいので、賃金総額に対する利潤総額の割合が

ラーの定理）。K と L に関する偏微分係数は、

一定にとどまり、利潤分配率も一定となる。(3)

∂F / ∂K ＝ A b K b 1L1

代替の弾力性が1より小さい（0 ＜σ＜ 1）場合、

b

b

ｂと、∂F / ∂L＝A(1

b)

である。p ＝産出物価格、w ＝貨幣賃金

要素価格比率（w / r）が上昇すると、（σ＞1 の

率、r ＝資本利潤率とすると、利潤極大化の条件

場合と逆の論法により）賃金総額に対する利潤

は、∂F /∂K＝r / p と∂F /∂L＝w / p である。
（L,

総額の割合が低下し、利潤分配率も低下する。

K)平面の等産出量曲線 Y ＝F(K, L)上の限界代

以上の点について詳しくは、浅田統一郎『マク

替率(marginal rate of substitution)は、dK / dL＝

ロ経済学講義（第 3 版）
』、中央経済社、2016年、

K L

－(∂F /∂L)/(∂F /∂K) ＝ [(1

b) / b](K / L)で

第 5 章を参照。

ある。費用最小化の条件は、－(dK / dL)＝w / rで

（注 3 ）サマーズは、Y ＝産出量、K ＝資本ストッ

ある。代替の弾力性（elasticity of substitution）

ク（機械）、L ＝労働投入量として、次のように

σは、要素価格比率（資本利潤率に対する貨幣

論じる。「資本は、労働の代わりとして使うこと

賃金率の割合、w / r ）の変化に対する資本集約

ができる。つまり、機械のストックの一部を取

度（K / L）の弾力性と定義され、

ってきて、それらの機械を適切に設計すること

d(K / L) (w / r) d log(K / L)
σ＝────・─
──
─＝──────
d(w / r) (K / L) d log(w / r)

によって、労働が以前に行ったこととちょうど
同じことを、それらの機械に行わせることがで

と表される。利潤極大化と費用最小化の条件か

きる。生産関数 Y＝F(K, L)を、Y＝F [βK, L

ら w / r＝[(1－b) / b](K / L) が得られる。両辺

＋λ(1 β)K ] に置き換えてはどうだろうか。」
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（Lawrence H. Summers, “Economic Possibilities
for Our Children,” NBER Reporter, 2013, No.4, p.4.
邦訳は引用者のもの）。「労働の代替として資本
を使うことができるならば、生産の機会が増え
る。（中略）したがって、産出量が増加しなけれ
ばならない。」（Ibid.）と記されていることに注
意して、数字例を挙げておく。β＝0.9、K ＝
10 であり、1 台の機械がλ人の労働者の代役を
務めると仮定すると、10 台の機械（K）のうち、
90 ％の 9 台（βK）は従来通りの機械として使
用され、10 ％の 1 台[(1 β)K]がλ(1 β)K人
の労働者の代役を務める機械として転用され、
既存の労働者 L 人とともに生産過程で使用され
る。生産物 1 単位の価格 p と貨幣賃金率 w は一
定であると仮定する。生産量の増加に伴って、
売上高が pY から p(Y＋ΔY)へ増加するが、賃金
総額（wL）は変わらないので、利潤総額が pY
－wL から p(Y＋ΔY)－wL へ増加し、売上高に
対する利潤総額の割合も上昇する。
（注 4 ）William J. Baumol, The Cost Disease: Why
Computers Get Cheaper and Health Care Doesn’t,
New Haven: Yale University Press, 2012, p.19.
「生産性上昇部門（progressive sector）」と「生
産性停滞部門（stagnant sector）」の産出量、賃金、
雇用労働量の動態分析については、ボーモルの
論文（“Macroeconomics of Unbalanced Growth:
The Anatomy of Urban Crisis,” American Economic
Review, vol. 57, no. 3, June 1967, pp. 415-426）を
参照。

（いしくら

まさお

一橋大学教授）
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■書評へのリプライ■

鶴田満彦氏の書評へのリプライ
井 村 喜 代 子
鶴 田満 彦氏が 本誌No.108で 、井 村喜 代子
著・北原勇協力『大戦後資本主義の変質と展

から、両者は逆方向に向かったものと考えら
れる」と言われる。

開―米国の世界経済戦略のもとで』（2016年、

その上で鶴田氏は、『拙著』では大戦後資本

有斐閣）の書評の労を執って下さったことに

主義を「新しい段階の資本主義」と規定して

厚く感謝を申し上げる。

いるが、「逆方向」の 2 つの「変質」が「この

鶴田氏は書評の後半で『拙著』を巡って討

同一の段階の『内部における変質』と言える

論すべき 3 つの論点を挙げ、ご自身の見解と

かどうかが、疑問である」……、「『内部にお

疑問を提示されているが、これらは『拙著』

ける変質』であることを積極的に言うために

にとってきわめて重要な指摘であるので、「リ

は、大戦後資本主義という『新しい段階の資

プライ」は鶴田氏の「論点」に即して行うこ

本主義』の共通の質がより明確にされる必要

とにしたい。

があろう」と疑問を提示される。
私がリプライすべきはまず、① 第 2 次世界

第 1 の論点

大戦後の資本主義の「変質」をいかに把握し
ているか、である。

鶴田氏の疑問と論点提示

② 次に、大戦後資本主義を「新しい段階の
鶴田 氏は私た ちの『 拙著』 を貫く もの が

資本主義」とする所以と、この「『新しい段階

「資本主義の『変質』」であるとし、「大戦後

の資本主義』の共通の質」を明らかにするこ

資本主義の変質は、いつ、どのような内容を

とである。

もって生じたのか」を第 1 の論点とされる。
きわめて適格な論点提示である。

③ 最後は、鶴田氏が「第 2 回目」と言われ
る「変質」についてである。

鶴田氏は、『拙著』での「第 1 回目」の「変
質」は「資本主義諸国間の国際協調にもとづ

リプライ ①

く資本主義再生と雇用・経済成長促進をめざ

「変質」
と
「再生・発展」
―大戦後資本主義の

す変質」であるとし、これを「ケインズ主義
政策的変質」（鶴田氏）であると言われる。次

まず私は、「大戦後における資本主義の変

いで『 拙著』の「第 2 回目」の 「変質」は

質」を、鶴田氏の言 う「第 1 回目」の「 雇

IMF体制崩壊とその後のスタグフレーション

用・経済成長促進をめざす」「ケインズ主義政

から生じた「『新自由主義』政策的変質」だと

策的変質」だと考えてはいない。

言われ る。そしてこの 「第 2 回 目」の「変

私が大戦後資本主義の「一大変質」と規定

質」は、「第 1 回目のケインズ主義政策的変質

したのは、資本主義 の「基本 」にかかわ る

への非難・否定のうえに現実化してきたのだ

「変質」である。私は大戦後再生された資本
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主義は大戦中の「変質」を経て、これまでの

資本主義経済再生の基盤と活力を与えた。戦

資本主義とは経済的構造・枠組み、発展法則

中から受け継いだ石油化学、自動車 ―とく

が「変質」し、これまでとは質の異なる資本

に戦中禁止され戦後再開した乗用車、航空機

主義となったと考えている。

製造、半導体・電子産業、鉄鋼業が新しい基

第 2 次大戦によって資本主義は大きく「変

軸産業として新たに設備投資を行い、これに

質」した。大戦勃発後、米英首脳は世界規模

膨大な戦後「繰延べ需要」が加わって、一挙

での戦争を遂行するために資本主義の変革が

に巨大な生産拡大・消費拡大を実現し、米国

必要だと考え、「大西洋憲章」、米国「完全雇

経済の発展を生み出していったのである。こ

用」公約、英国「社会保障計画」公表等を行

こでは民間企業が民需と軍需の生産・技術開

った。また世界大戦は資本主義諸国間の力関

発を一体的に行っていたことが注目される。

係を一変させ、米国が世界大戦によって単一

（航空機製造ではダグラス社、ロッキード社

の強固な覇権国となった。

等が軍用機とともに大型民間機の技術開発・

大戦後、覇権国米国は、大戦中の「変質」

製造を一体的に行い、乗用車生産を再開した

を受け継いで、戦争が終わったにもかかわら

自動車ビッグ・スリーは戦車・軍用車輛、軍

ず原爆・核の独占・製造を続け、軍需生産の

事用エンジン製造等を続けた。大統領直属の

編成替えによって先端軍事技術開発・軍需生

AEC〔原子力委員会〕が管轄する原子炉製造

産効率化を進め、同時に「国防総省」を軸に

の中核施設は大戦後もGE［ゼネラルエレクト

した軍事組織の統合・強化を実施していった。

リック社］が運営する。）

こうして資本主義の歴史に例のない「新しい
軍事と経済の関連」が生まれた。

私は大戦後の米国の発展はケインズ的政策
によって実現されたとは考えていない。1946

同時に金本位制に代わって、米国主導でド

年「雇用法」は史上初めて「政府の持続的政

ルを「金」に代わるものとし、国際通貨を諸

策」を法的に指示したが、「持続的政策」の策

国家（通貨当局）が管理するIMF体制が構築

定を行うにとどまっていた。いわゆる経済成

され、史上例の無い「新しい実体経済と金融

長政策はケネディ大統領（1961～63年）によ

の関連」が生まれた。

って初めて実現されたのではなかろうか。

こうして国家（政府・通貨当局、軍）が資

なお米国は巨額の復興援助によって西欧諸

本主義の経済過程に大規模かつ恒常的に介入

国の資本主義的再生・経済復興を促したが、

するようになり、国家によって資本主義の経

この援助は「欧州経済協力機構（OEEC）」の

済法則は規制され「歪められる」ようになっ

下 で 、 為 替 管 理・ 貿 易 制 限 の 撤 廃 、 IMFの

た。

「一般的義務」の履行を要求するものであっ

私は以上をもって、大戦後資本主義の「一
大変質」と規定している。

た。西欧諸国は規制撤廃・IMF固定レートに
対応するために生産性向上・競争力強化に努

そして私は、大戦後の米国の経済発展は、

め、域内貿易の拡大 → 国際貿易拡大に基づ

このような大戦中・大戦後の「変質」に基づ

いて経済拡大を実現していったのである。米

いて以下のような国家政策によって実現した

軍の買付け、とくに朝鮮戦争での買付けの膨

ものと考えている。米国政府は大戦終了とと

大化が貿易拡大・経済拡大を加速した。そし

もに軍需生産を民需に転換させる「再転換政

て経済復興とともに米国を加えた軍事的共同

策」を実施し、民需に「再転換」する基幹産

体制・NATO（北大西洋条約機構）が構築さ

業の巨大企業に対し、戦争中に国家が建造し

れた。西欧諸国の大戦後の経済発展も、ケイ

た製造施設を超安値で払下げ、国家総力で開

ンズ的政策によって実現されたわけではなか

発した各種技術を譲り渡し、独占企業再生、

った。
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こそがIMF崩壊後における画期的な「変質」

リプライ ②

であり、この「変質」が現在まできわめて重

「新しい段階の資本主義」
─

要な役割を果たしていると考えている。
IMF崩壊によって通貨と「金」との関連、

私は以上のように、大戦後資本主義では史

「金」による制約は無くなってしまい、IMF

上類の無い「新しい軍事と経済の関連」、「新

が不十分ながらも持っていた国際収支均衡化、

しい実体経済と金融の関連」が創出され、国

国際通貨安定化の機能は無くなった。だが米

家（政府・通貨当局、軍）が資本主義の経済

国はじめ主要各国は新しい国際通貨安定化を

過程に大規模かつ恒常的に介入し、資本主義

検討することはなかった。

の経済法則が規制され「歪められる」ように

IMFで容認されていた「国際資本移動」の

なったことをもって大戦後資本主義の「一大

国家管理は廃棄され、国際的資本取引が自由

変質」と規定しており、これをもって大戦後

化された。「金」の制約がなくなり、国際資本

資本主義が「新しい段階の資本主義」となっ

取引の規制撤廃・自由化が進む下で、実体経

たと規定している。

済・財貨取引のための実需から離れ、実体経

以上が、鶴田氏の問われた大戦後資本主義
を「 新 し い段階の資本 主義 」とす る所以、

済・実需とは関係のない、投機的金融活動が
膨大化していった。

「
『新しい段階の資本主義』の共通の質」に対
する私のリプライである。

米国では「金ドル交換停止」直後、史上初
めて「通貨の先物取引」が始まり、「金融面に

なお「新しい段階」について補足すると、

おける」投機的金融取引の手法・商品が次々

私は大戦後資本主義が「新しい段階の資本主

と開発され、実体経済・実需から離れ、実体

義」となったと述べたが、大戦後資本主義を

経済・実需とは関係 の無い「 投機的金融 活

「ある段階」の資本主義とは規定できないと

動」が膨大化し、世界的に拡がっていった。

考えている。

変動相場（制）は、実体経済・実需とは関

「資本主義の発展段階」は本来、競争の支

係のない膨大な「投機的金融取引」によって

配する資本主義、独占資本主義のように、あ

国際通貨が絶えざる変動・リスクに晒されて

る特定の構造の下で、それ固有の特質をもっ

いる状態である。ここではもはや実体経済に

た資本主義を意味するものである。私は大戦

対応する為替相場の「適正な水準」もなけれ

後では、「軍事と経済の関連」も「実体経済と

ば、為替変動によって為替相場が「適正な水

金融 の 関 連」も、国家 （政 府・通 貨当局、

準」に収斂していく作用が働くわけではまっ

軍）の介入によって内容が人為的に動かされ

たく無い。それゆえ変動相場（制）は本来的

変化・「変質」するため、大戦後資本主義を、

意味での「制度・システム」ではない。私は

ある独特の構造の下である独特の発展法則を

これを変動相場（制）とする。

もった「ある発展段階の資本主義」と規定す
ることはできないと考えている。

注

「変動相場制」は発足と同時に、西欧市場で激
しいドル売り投機に見舞われ、各国はただちに

リプライ ③

為替市場への恒常的介入を余儀なくされた。為

「変質」
＝変動相場(制)
─その後の重要な

替相場が為替変動に委ねられる変動相場制は現
実には存在しなかったのである。一般に「管理

鶴田氏は、『拙著』では「第 2 回目の変質」
が新自由主義となっていると言われた。

された変動相場制」と呼ばれるが、しかし諸国
家の介入によっても為替の管理・為替の安定は

しかし私はそうではなく、変動相場（制）
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実現できないのである。私は「管理しようとし

ても管理できない変動相場（制）」という。

をも破った暴挙である」としたことに対し、
疑問と批判を提示される。

さらに注目すべき画期的なことは、「金」の

鶴田氏は、「米国による金ドル交換について

制約のなくなった変動相場（制）下で、米国

は、IMF協定には何も記されていない」、「そ

政府が史上初めて住宅ローンの証券化を実施

れは、米国は大戦後1971年までの金ドル交換

し、新しい「証券化」の途を開いたことであ

を米国の国内法である1944年金準備法に基づ

り、その基礎上に「証券の証券化」・CDO、

いて行ってきたからである」。「したがって、

CDSが開発され、新しい証券取引が爆発的に

米国国内法による米国財務長官の裁量にもと

拡大したことである。米国の投資銀行（証券

づいて行われてきた金ドル交換が1971年 8 月

会社・証券業）・商業銀行投資事業体がその中

に停止されたことをもって、『IMFのルールを

心的担い手となる。ヘッジファンド、PEファ

も破った暴挙』といえるかどうか、疑問であ

ンドも事業を激増させた。預金に基づかない

る。少なくとも法的には、金ドル交換停止は

で、政府・FRBと関係なしで、膨大な資金が

事前にIMF理事会に諮るべき事案ではなかっ

調達されていった（「新しい信用創出メカニズ

たことは明らかであろう」と主張される。

ム」）。これらの基礎上で、21世紀初め「金融
大膨張」が生じ、リーマン破綻・金融危機勃

リプライ

発が惹起されたのである。

─IMF協定と金ドル交換停止

サッチャー、レーガンは変動相場（制）移
行の下で、新自由主義を唱え、大戦後の資本

大戦後のIMFにおいて、ドルの平価を純金

主義体制保持のための労働者の権利容認等の

1 ㌉＝35㌦としたのは、1934年「金準備法」

譲歩を厳しく批判し、規制緩和・自由化と競

で定められた比率（44年現在比率）をそのま

争・市場原理の徹底化を実現していき、金融

ま踏襲したのである。しかしIFMでの「金ド

の規制緩和・国際化を推進していった。私は

ル交換」はこの米国国内法の「金準備法」に

この政策転換の意義を軽視するわけではない

よって行われたものではない。

が、しかし新自由主義政策だけを「変質」と

IMF協定では金ドル交換の規定はない。し

して取り上げたのでは、変動相場（制）によ

かしドルの平価を金 で表し（ 純金 1 ㌉＝ 35

って生み出された経済の「変質」が見落とさ

㌦）、その他加盟国は自国平価をドルで表示す

れてしまい、21世紀初めの金融大膨張、リー

るということは、ドルは「金」一定量の値を

マン破綻・金融危機勃発の生じる基礎が明ら

もつもので、「金」と交換できるものだという

かにならないと考える。変動相場（制）を決

ことを意味しており、加盟国はこのことの信

定的な「変質」として解明した上で、この下

頼によって自国平価をドルで表示し、IMFを

で現れた新自由主義政策を位置づけるべきで

容認しているのである。米国が充分な金準備

はなかろうか。

を保有し、圧倒的生産力を維持するかぎり、
このことは問題にならないが、米国の国際収

第 2 の論点

支が悪化しドル信認が揺らいでいくと、ドル
がはたして「金」一定量の値をもつかが問題

鶴田氏の論点提示

となる。
鶴田 氏は金ド ル交換 停止に ついて 、私 が

1958年から始まった金ドル交換は、米国の

「ニクソンはこの金ドル交換停止を、IMF理

国際収支悪化の下で、ドル保有の累増する西

事会に諮ることも、連絡することもしないで、

欧諸国がドルと金との交換を要求して行われ

突如として一方的に公表した。IMFのルール

たのであって、「米国財務長官の裁量」によっ
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て行われたわけではない。

土地と住宅が一体化した「土地付き一戸建て

米国がドルを「金」と交換できなくなった

住宅」であって、住 宅価格、 住宅資産価 値

ということは、米国がIMF協定での平価維持

（＝価格、以下同じ ）もこの 「土地付き 住

の義務を果たせなくなったことで、IMF体制

宅」の価格、資産価値である。したがって住

の根幹を揺るがすものである。米国が加盟国

宅価格が上昇しても同質の住宅の供給を増大

に釈明・謝罪すべきことと言える。

できない。米国では大量の潜在的住宅ローン

以上、米国が金ドル交換停止をIMF理事会

需要が存在し、住宅ローン貸付が急増すれば

に諮ることも無く、連絡もしなで一方的に実

ローン借入が急増し、「住宅価格」上昇が続く。

施したことは、米国の「暴挙」といえると思

ここにおいて住宅条件の劣るサブプライム層

う。

住宅が開拓されかなりの価格で貸し付けられ
ると、それよりも良好な住宅地帯の住宅すべ

第 3 の論点

ての価格は、実際に売買が行われなくとも、

鶴田氏の論点提示

いっせいに押し上げられ、住宅資産価値は増
大する。住宅の利便性・環境条件は何ら変わ

鶴田氏は『拙著』がIMF体制崩壊後には、

らないにもかかわらず、たんなる価格上昇に

「通貨膨張・信用膨張に対する歯止めがなく

よって資産価値は「虚」の膨張を遂げるので

なり、大手投資銀行等による『新しい信用創

あり、住宅資産を売却すれば「膨張した」現

出メカニズム』が創造される」とし、投資銀

金を取得できる。私 はこれを 「虚（資産 価

行の活動、CDOの膨大化等を取り上げたのに

値）」膨張と規定している。

対し、「資金源泉」について批判される。

米国では住宅ローン貸付の激増、住宅資産

鶴田氏は「新金融商品が登場し、新資金調

価格膨張・「虚（資産価値）」膨張に基づいて、

達ルートが開発されても、資金が預金・現金

価格膨張を担保にして消費ローン枠を与える

というリスク・フリーな形態から比較的にリ

「ホームエクイティ・ローン」制があって、

スキーな新金融商品に移動・動化されるだけ

住宅ローン借手はこれによって自動車・大型

であって、他の条件を同一とすれば、社会全

耐久電気機器、家具等の高額消費を行う。21

体の資金の量には変化は生じないように思わ

世紀はじめ、賃金横這いにもかかわらずこれ

れる」と言われる。

による膨大な大型消費拡大が米国の経済拡大
を促した。「ホームエクイティ・ローン」貸付

リプライ
─社会全体の資金の膨張 ─「虚（資産
価値）」、 CDO組成、「虚（証券価格）」

残高は08年実に8800憶㌦にのぼる。「社会全体

私は 「金」の 制約の 無くな った変 動相 場

住宅ローン債権担保証券（RMBS）を中心に

（制）において、「社会全体の資金の量」が

多種多様の「原証券」を混ぜ合わせてリスク

「預金・現金」総量を超えて膨張するように

の分散・移転を図り 、リスク のランク別 に

なったのであり、このことは、変動相場

AAA、AA、A、BBB、BB、B の新しい証券・

（制）によって生じたきわめて重要なことだ

CDOが組成されるが、そのさいリスクが大き

と考えている。膨張は様々だが主な柱は次の

く低廉なサブライムRMBSをリスクが少なく

とおりである。

安全な上位AAA、AAのランクに組み入れ、

の資産の価値」が「預金・現金」を超えて膨
張したことの現れといえる。
第 2 はCDO組成で生じる。CDO組成では、

まず、住宅価格の持続的上昇による住宅資

AAA、AAの価値をもったものとして仕立て

産価値の膨張である。米国のローンの住宅は

られていくのである。これによってCDO証券
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は「原証券」の価格よりも膨れ上がった「評

でも鶴田氏の適格で詳細な問題提示によっ

価価格」をもつものとなる。CDOの「収益膨

て、現実の複雑さと、現代資本主義分析にお

張の仕組み」、「収益膨張のトリック」（筆者の

ける鶴田氏との意見の相違の生まれる原因が

規定）であり、この膨張分がCDO組成金融機

理解できたので、今後お互いに現代資本主義

関の「収益」となるのである。CDO組成の激

の研究を深めていきたいと願っている。

増とともに、この膨張部分は増大する。

なお私は分かり易い形で現代資本主義の特
質と解明すべき課題を明らかにする必要があ

注

CDO開発によってサブプライム層への住宅ロ

ると思って、論文「現代資本主義の特質と分

ーン貸付が膨大化しサブプライムRMBSが激増

析課題」（『経済』2018年 2 月号）を纏めた。

した原因はここにある。

参照していただければ幸いである。
『政経研究』におけるこのように長い「書

第 3 に、既発行CDO・RMBSの一部がより
高い価格で売買されると、当該証券すべての

評」と「リプライ」は非常に有益なものと思
い感謝している。

価格が上昇する。たんなる一部の価格上昇に
よって当該証券の（評価）価格が「虚」の膨

（いむら

張を遂げる。私はこれを「虚（証券価格）」と
規定している。この「虚（証券価格）」上昇の
期待こそが証券投資需要の拡大を持続させる
のである。米国の巨大CDO組成金融機関、大
手ヘッジファンドはこの「虚（証券価格）」を
期待して、組成CDO等の証券を大量に保有し
続け、一部を有利なときに販売するのである。
以上、変動相場（制）下でのきわめて重要
な「変質」である。
注

なお「新しい信用創出メカニズム」は預金に
基づかないで、政府・FRBと関係なしに、莫大
な資金を調達することが特質なのである。これ
は家計の貯金、年金積立金からの調達のように
資金を「膨張」させないものも含んでおり、す
べてが金融資産の膨張ではないので、ここでは
言及しなかった。

終わりに
最後に鶴田氏が『拙著』を非常に丹念に読
んでいただいたことに改めて感謝を申し上げ
る。それにもかかわらず、様々な誤解が生じ、
現代資本主義の現実の複雑さと、現代資本主
義研究の難しさを痛感している。
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きよこ

慶應義塾大学名誉教授）

資本が不動産証券化を要請するようになっ
編

集

後

記

たことを整理したうえで、不動産証券化の

△…近年 、国際 政治 経済社 会情勢や 国内

仕組みを解明し、これが都市開発の投機性

政治経済 社会情 勢は 重大な 問題に直 面し

を増幅するものであることを明らかにして

ている。 税と社 会保 障問題 、中小企 業問

いる。

題、貧困・格差問題、少子・高齢化問題、

△…論文の最初のものは東亜研究所と関係

地域活性 化問題 、日 中関係 、核兵器 ・安

のあった平野義太郎の戦前期の活動につい

全保障と憲法問題、戦災問題などである。

て論じたものである。平野は1930年代に講

世界や日 本の現 状や 行方を 科学的に 分析

座派マルクス主義の研究者として著名であ

すること を目的 とす る本誌 において 取り

ったが、1940年代前半に大アジア主義へと

あげるべき課題が山積している。

転向した。本論文では、『大アジア主義の

△…本号で は、 巻 頭言 、 特集 論文 2 本、

歴史的基礎』を刊行した平野に代表される

論文 2 本 、研究ノ ート 1 本、 随想 1 本、

大アジア主義を、アジア主義一般や孫文の

書評 3 本、書評 へのリプライ 1 本を掲載

大アジア主義と区別して「侵略的」大アジ

している。

ア主義と定義している。本論文では、講座

△…巻頭言は、『資本論』第 1 巻刊行150年

派マルクス主義や日本主義論争と平野との

を迎えて、マルクスの草稿を基礎に理論研

関係について述べるとともに、平野のアジ

究＝社会科学の基礎研究を深めることの必

ア認識を検討している。平野はアジアの停

要性について述べるとともに、若手研究者

滞性について論じている。平野は、戦争を

におけるこうした研究の衰退に警鐘を発し

想定した国策を立てるための基礎資料を得

ている。

るために1938年に設立された東亜研究所の

△…本誌では連載 特集 として、 前号から

活動の一環として実施された華北農村慣行

「地域特集・地域の問題」を取り上げてい

調査に参加し、中国の村落共同体論につい

るが、本号では、この特集論文として、ま

て論じ、植民地・占領地支配政策、大東亜

ず、持続可能な地域づくりとローカル循環

共栄圏建設の理論的根拠を与えたことを明

型経済の構築を図るべきであると論じたも

らかにしている。

のを掲載している。この論文では、大企業

△…第 2 論文は西洋音楽の歴史を経済か

本位の経済のグローバル化の問題点を指摘

ら芸術までを一気に説明する構造論的文明

したうえで、地域特性を活かした発展方向

学の立場から考察したものである。産業文

が地域経済・中小企業の持続可能性を担保

明の深層構造の変化を明らかにするととも

するものであり、地域資源を活かしたロー

に、音楽の持つ意味を資本主義の発展段階、

カル循環型地域経済再生の理論基盤と再生

管理社会、産業文明とかかわらせて解明し

の可能性について整理するとともに、自立

ている。

的な地域経済再生の事例を取り上げ、ロー

△…研究ノートとして掲載しているのは労

カル循環型経済構築の手がかりを中小企業

働価値量の定量的規定を与える労働量計算

憲章および自治体レベルでの中小企業振興

が『資本論』の体系のどこに位置づけられ

基本条例にあることを提示している。

るかということを検討したものである。こ

△…連載特集の第 2 論文は、不 動産証券

の研究ノートでは、置塩信雄、高須賀義博、

化と都市開発について述べたものである。

長島誠一の所説を検討し、労働量計算は

本論文では、都市縮小化時代の下で不動産

『資本論』第 2 部第 3 編に位置づけられ
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ると論述している。

△…書評へのリプライでは、第 2 次大戦

△…本誌が読者に興味深く読まれるように

後資本主義の変質と展開について論じた本

するために、「随想」として、文化と芸術

の書評に対するリプライである。大戦後資

や市民という広範な領域を取り上げたもの

本主義の変質については、「新しい軍事と

を本号に掲載した。この随想では、文化と

経済の関連」、「新しい実体経済と金融の

は人が集まるところに必然的に生まれてく

関連」、国家が経済過程に大規模かつ恒常

るもので、芸術はそのなかの洗練されたも

的に介入するようになったことをもって大

のであり、クラシック音楽は新興市民の芸

戦後資本主義の一大変質であるとリプライ

術として確立されたものであるとされてい

している。IMF体制崩壊後における画期的

る。近代の政治理念(リベルテ、エガリテ、

な変質については変動相場(制)の採用に求

フラルニテ)と近代資本主義との関係、近

めるべきであると主張している。IMF体制

代市民の歴史的段階区分についても述べて

崩壊後の通貨膨張・信用膨張の歯止めのな

いる。

い拡大説に対する批判に対しては、住宅ロ

△…本号掲載書評 の第 1 は、現 代的資本

ーン貸付の激増、投資銀行の活動、CDO

主義の限界を多面的・客観的に明らかにし、

の膨大化を取り上げて反論している。

資本主義の限界を超えるものとして民衆的

△…本号には本研究所関係者および外部の

選択に基づく21世紀型の社会民主主義ある

者が執筆している。前者について言えば、

いは社会主義がオルタナティブとして考え

鶴田満彦氏は代表理事、前畑憲子氏は評議

られると論じた本を対象としたものである。

員、岩見良太郎氏、渡辺新氏、青木重明氏

この本の内容、その貢献、さらに解明され

は主任研究員、瀬戸岡紘氏、井村喜代子氏

るべき論点について論じている。

は研究会員である。

△…書評の第 2 は 、事実と価値 との関係

△…本号では経済、歴史、芸術、哲学とい

について論じた本を論評したものである。

う幅広い領域の問題を取り上げ、また専門

事実と妄想の倒錯が蔓延する今日、この問

性の高い論文・研究ノートを掲載したが、

題を検討することは重要だといえる。価値

この幅広い視野と専門性の両立が今日にお

評価の基準はあくまでも事実認識にあると

いて重要な視点となっているといえよう。

して、不当な価値評価による事実認識の歪

競争原理、成果主義の導入のもとで、狭い

曲を厳しく批判する著者に対して、評者は

分野の枠に閉じこもって専門論文を書こう

事実と価値の混淆は起こりうるものだと主

とする若手研究者が多くなっていることに

張している。

は問題があるように思われる。

△…書評の第 3 は 、アメリカの 資本蓄積

△…政治経済社会の歴史、現状を正しく理

＝企業活動の総体と社会保障との関係につ

解し、今後の在り方を検討するうえで、本

いて論じた本を論評したものである。第 2

号がこれに寄与しうると考えている。その

次大戦後のアメリカ経済における資本蓄積

ためにも多くの人々に本号が読まれること

と所得分配の理論と現実の検証を通して、

を願ってやまないし、そのための努力も行

人々の生活の維持のために不可欠な「社会

っていきたい。

的共同領域」の拡大に伴う社会保障制度の
再設計の必要性を論じた書評対象を高く評
価するとともに、残された課題に言及して
いる。
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