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公開研究会

まちづくり政策の限界とこれからの商店街
―商店街機能強化のためのまちづくり政策と地域商業活性化誤謬の解消―

小川 雅人
（おがわ・まさと

千葉商科大学大学院商学研究科客員教授）

回答は2.2%しかない。2003年以降の調査でも｢繁栄してい
はじめに

る｣という回答は1～2%程度に留まっている。この実態調
査から見ても、特に都市の人口規模の小さい地域ほど商店

全国の商店街は2015年の調査の中小企業庁の商店街実

街の状況が厳しいことがわかる。景況調査の中でも｢衰退

態調査1)でみると｢商店街の景況｣は｢繁栄している｣という

している｣という回答は「政令指定都市・特別区」でも56.
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2
8%と半数以上であるが、｢町・村｣は82.3%にもおよんで

でコンパクトシティを目指したが成功した都市はほとんど

いる。

なかったのは事実である。国は、効果が上がらなかった理

地方都市、特に小規模都市は商店街の衰退は著しい。商

由について人口減少や郊外の大型店の出店などを理由にあ

店街を中核とする地域商業については衰退の理由について

げているが、もっと重要なのは経済拡大期の都市政策を転

は拙著2)を含め多くの研究がある。それらの研究で指摘が

換できなかったことである。さらに旧法で郊外への広域展

ある比較的多く見られる理由は、成長経済の終焉に伴う都

開を推進してきた結果である。この状況になって国の危機

市拡大政策変更の遅れ、経済のグローバル化による競争政

感は理解できるが、既に郊外の住宅団地や大型店、公共施

策の推進、消費者志向の変化、少子高齢化の進展などであ

設などが整備され、郊外の生活圏域ができあがった都市な

る。これら多くのいわば構造的といえる理由にも拘わらず、

どが、これまで以上の補助金や税制優遇策などで効果が上

地方都市において地域商業活性化について地方自治体や住

がるかは疑問といわざるを得ない。例えば計画認定後の実

民・商業者は、それぞれ努力している。しかし、活性化が

施期間を原則5年間としていることは変わらない。高度成

できない。地域商業活性化について各地域社会の主体に合

長期から30、40年の期間を経て拡大した都市圏を短期間

成の誤謬と言いうる状況が起きているのではないかと考え

で再興できるであろうか。日本経済新聞も｢コンパクトシ

る。また、国が推進しているまちづくり三法3)に基づく中

ティは1990年代から何度も試みられたが、行政のかけ声

心市街地活性化も効果が上がっているとはいえない。

だけで集約が進まなかった｣(2017年3月4日付)と今回の国

この講演では誤謬が起きていることの要因を考え、解消
するなら何が必要かについて述べてみる。

のかけ声を危惧している。国の都市再生特別法に基づく立
地適正化計画の主な内容は居住、医療、福祉、商業、交通
等都市機能についての立地計画を支援するスキームとなっ

Ⅰ 国のまちづくり政策の現状と課題

ているが、実効性に疑問なしとしない。民間の力を活用す
るとしているが、これまでの支援スキームと何か変わった

1998年にまちづくり三法が制定されてからほぼ20年に

のか明確ではない。依然として都市計画や建物などのハー

なる。この間中心市街地活性化法に基づく、国交省都市局

ド整備優先の支援内容は変わらず、地域の商店や商店街の

によると中心市街地活性化基本計画は約700地区で作成さ

視点はどこまであるか不明である。また、中心市街地活性

れた。国が自ら認めているように｢昼間人口の減少、公共

化法も基本計画を策定に関わる中心市街地活性化協議会に

公益施設の移転や郊外大型店の立地といった原因により衰

も大きな違いはない。イギリスの TCM(タウンセンター

退が進んでいるのが現状であった｣4)。その理由について

マネジメント)9)とは基本的に異なるものである。大規模

国は明確にしていないが、2004年9月に総務省から行政評

小売店舗立地法でもその対象となるのは小売店だけで、如

価・監察結果に基づき｢基本計画の見直し、基本計画の的

何に面積が大きくともサービス業、飲食業は 対象ではな

確な評価等の改善が必要であるとの勧告がなされた5)。結

い。小売店でも家具店・ホームセンター等はスーパーなど

果として都市計画法、中心市街地活性化法が改正された。

の顧客数が多いところより駐車台数の軽減が例外として認

平成18年5月31日には都市計画法が、同年6月7日(公布)に

められる。しかし、業態は不変でないにも拘わらず、変化

は中心市街地活性化法が改正された。さらにこの中心市街

することは考慮されないのである。地元商店街などへの経

地活性化法は政府の「日本再興戦略」6)に定められた「コ

営的な影響は審査対象外である。

ンパクトシティの実現」7)に向け、中心市街地への来訪者

地域商業は生活密着の近隣性で成り立っている。ただ現

の増加、中心市街地活性化のための商業活性化のために事

状において既存の中小小売店すべてが顧客に向けた経営を

業認定や道路占用許可の特例などを盛り込んで、中心市街

展開しているとはいえない。自らの顧客に求める価値を提

地活性化法はさらに改正され、2014年4月25日に公布し、

供するというマーケティングの欠如した店が多いのも事実

7月3日に施行した8)。国の指摘にもあるように、まちづく

である。しかし、高齢社会で買物難民がさらに拡大する現

り三法は、中心市街地活性化法の改正を繰り返して20年

状の中で既存の中小小売店が存続し、地域で営業を継続し

経ったけれども思うような効果が上がらなかった。最新の

てもらうことが、仮に国がコンパクトシティを志向するな

改正ではコンパクトシティを実現することが最大の狙いで

ら大きな助けとなるはずである。しかし、コンパクトシテ

あることは前記したとおりである。

ィの実現は現実的ではなく、まして商店街がなくなった地

しかし、これまで多くの市町村でまちづくり三法の支援

域で、買物難民は日常的な買い物はどこでするのであろう
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か。すべての地域でコンビニの宅配や移動店舗などができ

内で商店が連担している集まりを商店街呼んでいるのであ

るとは限らないのである。

ろう。個店支援が意味を持ってくるとなると地域的一体性
で商店街とみることに拘泥する必要はないであろう。すな

Ⅱ 自治体の地域商業支援の実態と課題

わち同じ自治体内であれば意欲ある商店の集まりを商店街
(必ずしも商店街と呼ぶ必要はないが)として支援対象す

自治体の商店・商店街支援についても見てみたい。2つ
の視点から見てみたい。

ることも意義があるのではないか。東京都墨田区では墨田
区商店街連合会の正式会員として「e-すみだ電子商店街｣

第1は、自治体は商店街活性化の方向を明確には持って

というバーチャルモールを商店街連合会の会員として支援

いないことである。自治体の支援は商店街のイベントや街

対象としてい。全体の賛成を前提とした支援は既に機能し

路灯設置などの特定の活動を支援することで、組織がまと

ないのである。商店街自己組織化のように、意欲があり、

まり、経営が改善され、活性化する(商店街自己組織化)

危機感を持つ経営者が率先して商店街活動をすることが必

と考えられていたからである。すなわち、イベント補助、

要なのである。既にいくつかの都市で実施しているように、

街路灯施設運営補助など、補助金による支援がほとんどで

商店街全体の支援でなく意欲ある個店の支援を自治体は商

ある。経済が拡大成長している間は、商店街の課題として

店街支援として実施することが期待されるのである。地域

大きくは表面化しなかっただけである。石原(2011)も指

の中で消費者から支持され、頑張る店が増えることでその

摘するように「新たな公共的支援」10)を考えなければな

影響が他の店にもおよぶのである。

らない時代である。結論の一つとして国や自治体の商店街
機能11)の総合的支援が必要である。具体的には商店街機

Ⅲ 商店街への期待

能を総合的･融合的に発揮するために商店街が地域社会の
他の組織とネットワークを形成する支援が重要である。特

商店街の店舗の経営者は決して自分の儲けだけを考える

に、商店街活動の自立化と商店街メンバーの意識改革を促

｢地域と無関係｣と考える人たちではない。前述の実態調

進する支援は必要である。また、商店街の機能発揮には地

査で見ると商店街が回答する商店街自らの役割についての

域社会のプラットフォームになることの支援が効果的であ

質問で最も多いのは、商店街の本来的機能である｢地域住

る。自治体の支援は直接事業者と接することが多く、補助

民への身近な購買機会の提供｣(60.3%)は当然としても次

金による支援が多くならざる得ないことは理解できる。し

いで｢地域の賑わいの創出｣(56.1%)、｢治安や防災への寄

かし、自治体は政策実行の役割が大きい。各自治体の行政

与｣(53.3%)、｢まちの中心としての顔の役割｣(38.7%)、

範囲内の商業者をどのような方向に進むべきかを明確なビ

｢自治会活動など地域活動の担い手｣(37.7%)等の地域社会

ジョンを持たねばならない。まだ多くの自治体で見られる

での役割をしっかり自覚しているのである。他にも、｢一

補助金でのイベントや販売促進は、補助金支出期間が済め

人暮らし高齢者への宅配サービス・子育て支援などのサー

ばそれで終わりになってしまうことが多い。商店街にとっ

ビス｣(28.0%)といった地域の課題解決の役割も意識して

て商店街活動は公的な色彩は強いとはいえ結果として商店

いる。この調査結果を見ても決して商店街は儲けだけを求

街活性化は各店舗の売上増加につながるのである。商店街

める勝手な人々ではなく、商店街機能を自覚して活動して

活動に参加するのは｢ボランティア｣感覚の人も見られる

いる人たちである。商店街のリーダーだけでなく多くの経

が、商店街活性化は自分の経営に効果がおよぶ。自分の店

営者も自覚して欲しい課題について考えてみる。商店街に

の経営の一環として見ることが必要なのである。仮にイベ

は、果たすべき機能が3つある。①商店街は地域社会の一

ントが賑わっても自店の売上が増えないとすれば、自身の

員であるということ。②商店・商店街の役割として顧客の

経営の問題と認識しなければならない。

求める価値を提供できているのかということ。③商店街・

第2は、自治体は商店街とは何か、支援対象としての商

商店は、住民の一人として地域社会構成メンバーであると

店街を明確にすることが必要である。商店街活性化のため

いう自覚があるかということである。商店街が沈滞してい

の支援は、頑張る個別店舗の支援が必要という認識となれ

るのは、商店街の力が弱っているのではなく、商店街各店

ば、商店街は何かということを再考する必要が出てくるの

の経営が顧客を呼べない店になっていることが商店街の魅

ではないだろうか。全国の自治体で市･区の商店街連合会

力のなさになっているのである。地区内で意欲あり地域の

の組織がある。それらの多くは商店街組織として一定地域

中で経営努力して影響力を持つことで商業全体に好影響が

March 2018

4
出てくるといえる。商店街の支援を考えるとき、自治体や

その1つとして小川(2010)を参照されたい。

中間支援組織の商店街支援は対象となる商店街は立地の共

3)中心市街地活性化法、大規模小売店舗立地法、都市計

通性だけで見られなくなっているのである。すなわち商店

画法のまちづくりに関する3つの法律を言う。

街活動は、会員全体の賛成があるわけではないことを自覚

4)国土交通省都市局まちづくり推進課(2016)ページⅠ-1

しなければならない。

5)同上
6)内閣府「日本再興戦略2016」2016年6月7日（閣議決定

Ⅳ まとめ

平成28年６月２日）
7)日本再興戦略を受けた都市再生特別措置法の立地適正

国の中心市街地活性化政策は、都市計画や施設整備など

化計画で｢多極ネットワーク型コンパクトシティ｣ を位置

ハード整備支援が大半である。人材育成や個店支援はほと

づけている。

んどないといってよい。地域の個性を見ず全国一律で同じ

8)本稿では中心市街地活性化法は、ことわりのない限り

スキームでの支援からいまだ脱却できていない。地方自治

この改正法をいう。

体も商店街支援は、特定の商店街機能に対する支援であり、

9)小川雅人(2010)p.64 イギリスのまちづくり組織で、

活性化の方向が見えていない。商店街は経済的機能と社会

民間セクターと公共セクターが効果的に協働しタウンセン

的機能があるのであり、何が必要で何が足りないか商店街

ター(中心市街地)の繁栄を作り出すことが目的。

の機能に対する理解化が甚だ欠如しているといわざるをえ

10)石原武政(2011)p.49

ない。商業者も自らの顧客に対しての存在意義を明確にせ

11)小川(2017)pp.23-51 商店街機能は、商店街としての

ず、商店街活動は自店の経営とは切り離して考えている経

存続に必要な役割である。大きく2つの機能がある。1つ

営者が目立つ。誤謬の解消は商店街の機能をしっかり把握

は｢経済的機能｣である。商店街本来機能で主に商品供給

してはじめてできるものである。地域商業活性化は自覚し

の機能である。この機能には3つあり、｢経営機能(顧客が

た市民(住民、商業者、自治体)の地域への思いを継続的

買いたいと思う魅力ある店舗がある)｣、｢業種機能(必要

な活動として持続することなのである。

な店が揃っている)｣、｢組織機能(活動ができる体制があ

地域商業を活性化する各主体者は、商店街をベースに活

る)｣である。大きい機能の2つめは、｢社会的機能｣である。

性化策を考える場合、前述した商店街機能を共通認識とし

この機能も3つある。｢課題解決機能(地域社会の課題の解

て役割を明確にして行くことが誤謬を解消する手段と考え

決を支援する)｣、｢コミュニティ機能(地域社会での人々

る。

が自然に集まる役割)｣、｢街区形成機能(商店街の外部

最後に、商店街活性化の最も有効な支援策として強調し

性)｣これらの機能が商店街には必要で、なくなるとやが

ておきたいのは、商店街活性化支援には、個店活性化支援

て商店街はなくなる。但し経営は存続する場合がある。

が前提でなくてはならないことである。かつて国の支援の
もと各自治体が公的役割で行っていた商店街診断が制度で
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活性化ハンドブック』

2)地域商業の衰退の原因に関する研究は数多くあるが、

内閣府「日本再興戦略2016」 2016年6月7日
年末のお忙しいなか、また雨模様のたいへん寒い折に、

主 催 者 挨 拶／鶴 田 満 彦
（政治経済研究所 代表理事）

公益財団法人政治経済研究所の本年度第3回の公開研究会
にご出席いただいて、ありがとうございました。このよう
な立派な会場を提供してくださった明治大学当局ならびに
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紹介の労をとられた山口孝名誉教授に感謝いたします。

その後、日本の商業においても、青山の紀伊国屋を手は

政治経済研究所は、戦時中に設立された東亜研究所の後

じめにセルフ・サービスのスーパーマーケットという業態

継組織として、1946年に創立された財団法人ですが、200

が現れて、イノベーションが進みました。今や、東京とそ

5年には、東京中小企業問題研究所と組織合流し、中小企

の周辺では、スーパー、コンビニ、量販店、郊外ショッピ

業問題研究を重要目標の一つとしている研究所です。201

ング・モールが溢れて、昔ながらの商店街は限られた場所

1年には内閣府の認可を得て公益財団法人に組織替えし、

にしか残っておらず、流通界は一変しています。ある大手

社会の多くの人々に公益を提供する事業を行うこととなり

コンビニは、来年から無人レジの店舗を試験的にいくつか

ました。今日の公開研究会も、そのような公益事業の一環

置くとのことです。客は特定のアプリ装着のスマホを見せ

として行われるものです。

て店に入り、買った商品のバーコードをスマホに読み取ら

さて、今日は、千葉商科大学大学院客員教授の小川雅人

せて店を出るという仕組みのようですが、こうなると、流

先生にご登場いただいて「まちづくり政策の限界とこれか

通を「暗黒大陸」と呼ぶ人はいなくなるでしょう。しかし、

らの商店街」というテーマでお話しいただきます。日本経

「無人の砂漠」と呼ぶ人が出てくるかも知れません。

済全体でみると企業数では9割以上が中小企業で、日本経

食料自給政策との関連で、農業の多面的機能ということ

済全体の第三次産業化、サービス化が進んでいますから、

が言われますが、商業にも多面的機能があると思います。

中小企業問題とは、中小商業問題、まちづくり問題でもあ

人は、商店街へ行って、モノを買うだけでなく、店員との

ります。

コミュニケーション、客同士の会話、通る人々の服装や持

商業は、やや広く言えば、流通ということになりますが、

ち物から流行や風俗を知ることを楽しんでいます。こうい

経済活動における生産や分配に比べて、流通は、もっとも

った複数の楽しみが商店街というコミュニティを支えてい

研究が立ち遅れている分野でありました。私が学生時代、

ます。

50年以上前になりますが、P.F ドラッカーが1962年に

商店街コミュニティの再構築を通じていかにして商店街

『フォーチューン』という雑誌に、経済において流通分野

を活性化できるか。日本を快適な、不安の少ない社会にす

は「暗黒大陸」だという論文を書いて、商業・経済研究者

るために小川先生のお話から答えを引き出したいものだと

にショックを与えたことがあります。林修二さんの『流通

考えています。発表の後にはフロアを含めて活発な議論が

革命』
（中央公論社）という本が出たのは、1964年です。

展開されることを期待します。

〈特集〉

公益財団法人政治経済研究所附属 東京大空襲・戦災資料センター

特別展「空襲被災者と戦後日本」合評会

東京大空襲・戦災資料センター特別展示展

「空襲被災者と戦後日本」をめぐって
大岡 聡
（おおおか・さとし 日本大学法学部教授）
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東京大空襲・戦災資料センター戦争災害研究室のメンバ

を検討し、今後の研究に活かしていくために、2017年6月

ーを中心に、2015年4月から日本学術振興会・科学研究費

3日に日本大学法学部においてミニ・シンポジウム「空襲

補助金の助成をうけて「戦後都市社会における空襲被災者

被災者運動研究の課題と方法―特別展「空襲被災者と戦後

運動の歴史学的研究」
（課題番号80366525、研究代表：大

日本」合評会」を開催した。報告は長志珠絵氏（神戸大学

岡 聡）という共同研究プロジェクトを進めている（通

大学院国際文化学研究科）
「文化資源としての空襲市民運

称・空襲被災者運動研究会）
。この共同研究の趣旨につい

動の記録と現状を考える」
、別府 三奈子氏（法政大学社会

ては、すでに本誌18巻3号の拙稿で述べたところである。

学部）
「負の遺産の継承方法をめぐる考察ーアジア戦跡調

この研究プロジェクトでは、東京をはじめとする各地の

査にみる当事者の重みについて」
、栗原 淑江氏（NPO ノ

空襲犠牲者遺族や戦災傷害者による諸運動の資料を調査・

ーモア・ヒバクシャ記憶遺産を継承する会）
「特別展への

収集する一方、全国戦災傷害連絡会の杉山千佐子氏から膨

感想―被害と責任をめぐって」の3本であった。

大な資料の寄贈をうけ、それら整理と目録の作成を進めた。

このミニ・シンポジウムでは、本展示会の意義を確認す

その成果については『空襲被災者運動関連資料目録』第1

るだけでなく、空襲研究や戦争被害者研究の課題と方法、

集～第4集として公刊してきた。

資料論、記憶継承の問題についても活発な討論が行われた

そして新収資料の公開と研究の中間報告を兼ねて、201

が、充実した3本の報告をその場にとどめておくのはもっ

7年2月25日～4月9日、東京大空襲・戦災資料センター2F

たいないことである。長志珠絵氏の報告については加筆さ

に於いて特別展「空襲被災者と戦後日本」を開催した。こ

れ『同時代史研究』10号（2017年12月）に「展示批評・

れまでも日本現代史研究では、日本人の戦争観において

東京大空襲・戦災資料センター特別展『空襲被災者と戦後

「銃後」の比重が高まった画期として、1970年代の空襲

日本』という問い」として掲載されたので、別府三奈子氏、

記録運動の高まりが指摘されてきた。その一方で、空襲被

栗原淑江氏の報告についても、加筆修正をお願いし論考と

災者たちによる国家補償要求運動については、ほとんど研

して本誌に掲載することになった。

究されてこなかった。この展示は敗戦後から現在までの

本研究会の活動は2018年3月にひとまず終了するが、そ

「空襲被災者」の歩みについて、補償要求運動を軸に通史

の前後に本展示会の図録を完成させ、研究成果報告書、さ

的に展望する初めての試みであった。来場者は1300人に

らには研究論文集の刊行も計画している。これら研究活動

及び、新聞等でも報道された。

の成果について、ご批判を賜れれば幸いである。

空襲被災者運動研究会では、この展示会の意義や問題点

展示が示す「戦傷」の意味
―特別展「空襲被災者と戦後日本」―

別府 三奈子
（べっぷ・みなこ 法政大学社会学部教授 専門：ジャーナリズム思想史）

月27日の東京・銀座・京橋・丸の内、3月10日の東京下町、
はじめに

5月29日の横浜、6月5日の神戸…。
幼児と母親だろうか、真っ黒こげの2体の大人の背中だ

手元に、
『日本 空襲』という記録写真集がある。毎日

けが白く焼け残っている。子供をおぶって逃げ惑い、そこ

新聞社が、1971年に出版したものだ。同社は、戦時中の

で戦火に巻かれて焼き切れた命と思われる。墨田区菊川橋

不許可写真なども含め、撮影した写真を占領下も保守して

の下に折り重なって浮かぶ遺体、横浜でトタンの上に集め

いる。敗戦時、新聞社の多くが社内にある戦中の紙焼き写

られた肉片、道を埋め尽くす炭化した遺体の山、苦しげに

真やネガを、戦犯の証拠になることを恐れて焼却してしま

開いた口元、のけぞった首。猛火で亡くなった人びとの存

った中で、貴重な記録となっている。頁をめくる。45年1

在を、かろうじて今に伝えている。しかし、その向こうに
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いたであろう多くの負傷者の姿までは映っていなかった。
46年前に出版されたこの写真集に掲載された統計表に

を食い止めるだけでなく、新たな社会認識をも生み出して
いる1)。

よれば、空襲の罹災者は964万771人、死亡者は50万9469

そういった確実な成果がある一方で、戦争未体験者にお

人となっている（同、176頁）
。記事の中で、
「全国戦災死

ける日本特有の戦禍に対する認識の浅さは注目に値する。

没者遺族会連合会が、日本政府に対し、補償を要求する運

筆者は、日本の報道機関特有の慣例にも大きな一因がある

動を起こしている。政府はこれに対し、1972年の沖縄返

と考えている。損傷した身体の画像や映像を、原則として

還と同時にこの問題を解決したい、という意向を表明して

自主規制する慣習が定着して久しい。報道業界でのこの慣

いる」
（同、177頁）
、とある。太平洋戦争を通じ、米軍が

習の発端は、1965年に遡る。ベトナム戦争の前線に米兵

日本に投下した爆弾の総重量は、58万3962トン、このう

が投入され、戦場での殺戮が恒常化してきた時期である。

ち日本本土に落としたのが28％の16万1425トン、といっ

現場の様子を写真家岡村昭彦や、新聞記者大森実、放送キ

た記述もある（同、173頁）
。日米安保、ベトナム反戦、沖

ャスターの田英夫、映像ドキュメンタリストの牛山純一な

縄返還と続く時代のダイナミズムの中で、戦争と日本のつ

どが、視覚化して日本の茶の間に伝えるようになった。

ながりが、今とは比べ物にならない程、肌感覚として近か

米国政府は、日本国内の反戦世論の高まり、日米安保同

った時代の書物である。しかし、死没者遺族だけが焦点化

盟に対する反対デモの激化を懸念した。米国駐日大使は、

され、負傷生存者は置き去りとなった。

偏向している、と記者を名指しで批判した。日本政府はマ

本年2月から4月にかけて、東京大空襲・戦災資料セン

スメディア企業トップを介して、記者の職場移動という人

ターが開催した、2017年第一回特別展「空襲被災者と戦

事を強行していった。放送は中止され、その表向きの主な

後日本」は、被災者側の補償を巡る戦いが軸となったもの

理由は、子供も見る茶の間にむごすぎる、というものだっ

だった。本展示は、空襲被災者運動の資料を丹念に読み解

た2)。学生デモ中の女学生の死を転機として、暴力をあお

きながら、通史的に運動の展開を辿っている。空襲被災者

る言動は控える、といった業界内の取り決めも交わされ、

の歩みを伝え、被災した人びとの苦難を幾重にも生産し続

各社横並びで自主規制が広がっていった。

けている日本社会の問題を描きだそうとする意欲的な展示
である。

翻って見れば、20世紀前半の50年間、一般の日本人が
戦争の現場で傷つく生身の人間の姿を目にすることは、ほ
とんどなかった。日清・日露戦争以降、大陸拡大路線を続

Ⅰ コインの表裏。
いずれにせよ、の不可視化

ける国策と、富国強兵のための徴兵を国民の義務とする憲
法のもとで、戦争は既定路線だった。戦争に勝っていると
きは、戦争にまつわる傷に人びとは手厚かった。中国戦線

日本の戦争は、地上戦としての沖縄、や、究極の破壊兵

で負傷した傷痍軍人に対し、献身的な花嫁となった人たち

器としての原爆、の伝承によって、当時不可視化された戦

も多い。しかし、敗戦後は全く違う。お金がないからだっ

傷がさらに後景に押しやられてきた。日本における空襲の

た。金の取り合いをしなければ、生きていけない状況では、

惨事を記録した写真を、今の大学生たちは見たことがない

社会的に力弱い立場の者が後回しになってしまう。

という。トラウマになるから、授業で使うのはどうかと思

戦傷者の窮状に関する情報共有にも、大きな壁があり続

う、という感想が寄せられることもある。そのくらい、当

けた。敗戦直後からの8年間は、日本人の戦傷の原因とな

事者が遠いのである。当事者の痛みに共感できず、社会的

った米軍の行為の伝達はタブーだった。捕虜となって生き

認識がなければ、税金を投入して救済のための補償を、と

ることは恥だ、と生まれたときから徹底的に教育されてい

いった法案への理解は得られにくい。

る戦中派の人びとが、戦場での行為を自ら語ることは少な

もちろん、東京大空襲の当時の写真を手掛かりに、その

い。記録写真も、上述のような都合で、流通量・保存量と

向こうにいた人びとの体験を掘り起こす検証作業はさまざ

もに少ない。今日の大学生たちは、受験の知識としての戦

まに続けられてきた。特に、東京大空襲・戦災資料センタ

争史は暗記している。しかし、こういった様々な要因の中

ーの継続的な研究・発信と、2011年に発見された写真群

で、むごすぎて見たくない、という「やさしさ」を口にし、

をもとに、同センター主任研究員山辺昌彦氏を中心に行わ

見ないことの結果を顧みない。

れている検証研究の意義は大きい。この成果は、研究報告

話は変わるが、2004年春に、マリアナ諸島テニアン島

書、テレビ番組、書籍、イベントなどを通じ、記憶の風化

へ、戦跡調査に行った。日本各地を空爆し、原爆をも落と
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した B29の発進した飛行場があり、その脇には爆撃成功

な項目二三を厳密に限定して、どんなに無知な者でもその

をたたえる米軍のプレートがある。そのプレートは、米空

意味を知らずには居られなくなるまで、それを繰り返して

軍の表彰の場ともなっていた。米国で原爆といえば、キノ

説くことが肝要である」と記している。ヒトラーの分析と

コ雲と原爆を運び落とした飛行機と飛行士の偉業以外、広

行動は、情報環境と人間の関係性において、吟味に値する。

くは知られていない。オバマ元大統領のヒロシマ訪問によ

忘れっぽい人びとの中で、意図的に言い続けられることの

って、日本を実験対象とした米国の敗戦直後の行為も、そ

みが、忘れない唯一の理由となる。言わねばならぬ、と思

こに居た人びとのことも、元大統領の柔和な笑顔に上書き

う当事者、経験者が鬼籍に入られるなら、共感する人々が

された感すらある。かつて、米国スミソニアン国立航空宇

引き継いで言い続けなければ消えてしまう、ということだ

宙博物館が、戦勝50周年記念イベントとして企画した原

と思う。

爆搭載機の展示の一部に、きのこ雲の下にいた人間に起こ
った出来事を展示しようとした。それに対し、退役軍人会

Ⅲ アジア戦跡調査からの見立て

が広範囲にわたる反対キャンペーンを展開し、館長が引責
し企画は変更された。博物館側は、知る権利、学ぶ権利を
掲げたが、見せない力の方が強かった。

私は、2004年前後に数年かけて、ジャーナリズムの記
録と記憶の相克を調べるために、世界各地の戦争遺跡およ

個人の優しい気持ちからくる「見ない」ことも、様々な

そ200か所に集中して足を運んだ。戦争がどのように語ら

国策の都合で「見せない」ことも、同じ結果に行きつくよ

れ、様々な記録のなかの何が、どのように、人びとの記憶

うに思う。何が起きたのかを知らなければ、そこに居た人

を継承しているのかを、ひたすら現地を歩いて書きとる調

たちの、ひとつひとつは記録に残っていない人生を想像す

査である4)。アジアに限らず、欧州全域、米国、日本国内

ることもできない。

と、20世紀に戦場となった主要地域をなるべく偏らない
ように歩いた。日本と近隣諸国の外交が、戦争の歴史に対

Ⅱ 特別展示を続けることの意味

する認識の溝を焦点化して対立を際立たせていた頃だった。
調査結果をあえて一言でいえば、日本国内で見聞しやす

固定された展示博物館があることの意義は、非常に大き

い「日本が直接関わった戦争」の情報には、戦傷で心身に

い。戦跡が取り壊され、体験者が高齢化して直接対話でき

傷を負って生ききる人間の姿が極めて少ない、ということ

亡くなった後に、書籍や映像による記録だけが、出来事を

だった。これは、欧州を歩くと、各地にナチスドイツによ

伝えることになる。個人の語りに分散され、全体像がます

る傷をとどめる場と語りが固定化されていることと比較し

ます見えにくくなっていく。

て、の実感である。

私は1960年代初頭に東京で生まれ、東京で育った。環

戦争の痕跡について、ドイツによる戦禍が意識的可視化

状7号線沿いの杉並区に居住し、大気汚染公害のさなかに

であると表現するなら、日本のそれは意識的不可視化であ

学童期を過ごした。新宿に高層ビルが建つことが話題にな

ると言わざるを得なかった。日本とドイツは、同じように

る時代だった。中学生のときに早乙女勝元氏が来校され、

帝国ファシズムで戦禍を広げた国だが、その後の近隣諸国

東京大空襲について講演された。講演後、クラスメートが

との関係や、歴史的出来事の扱いに関する歩みは大きく異

酷いことだと憤慨して泣き、皆で語りあい、担任の先生が、

なる。違ってきた理由を、構造的・文化的な側面から探し

皆さんの今の思いを忘れないように、と話された。私も、

続けている。

忘れまい、と思ってきた。そう思っても、すぐに忘れてし

ドイツの戦禍を伝える出来事は、ドイツおよび周辺国に

まう。70数年前の戦争が、木造家屋の住民たちにもたら

おいて、今も多い。公的資金によって支えられる記憶の場

した苦しみの痕跡を探すのは、大都会となった東京で困難

の固定化、検証研究の恒常化とその国際ネットワーク化、

である。空襲の直接体験は、東京を故郷とする者にすら縁

研究や教育による当事者や家族以外の人びとの関心の持続、

遠く、理解しないままに忘れ去ってきた。

場でのメディアイベントの恒常化による定期的なニュース

大衆と情報のありようを観察して最大限に利用したヒト

での伝播。これらによって、体験者がいなくなったとして

ラーは、その著書『我が闘争』3)の中で、
「大衆の吸収能

も、程度の差はあれ、戦禍が継承されうるしくみが社会に

力は、非常に制限されている。大衆は忘れることは極めて

埋め込まれている。

多いが、理解することは極めて少ない」として「特に重要

日本の現状からみれば、自覚的に自ら語る当事者や、個
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人の篤志家による資料収集・展示の場がなくなるとともに、

験は、多くの人びとにとって認識が薄い、過去の出来事と

戦禍の社会的共有が極端に難しくなるだろうと予想される。

なってしまっている。その傾向は、構造からみれば加速度

その一方で、書籍の発刊やネット言説によって、記憶の上

的に強まっていくと予想される。

書きや偏りが加速されていく。この仕組みは、ナチス時代
の大衆心理研究とマスメディアの効果研究から生まれた

Ⅳ 杉山千佐子さんの思いにふれて

「沈黙の螺旋理論」5)が、今日の商業ベースのマスメディ
アにも当てはまることを示している。サイレントマジョリ

杉山千佐子さんは、名古屋空襲の被災者である。国策軍

ティは声を上げないので、少数の大きな声の存在感が大き

需企業の三菱発動機を狙った空襲といわれ、1617名の死

く見える。大きな声、よく見える姿への親和性・信頼性に

者、7066戸の焼失を出した大空襲だった。杉山さんの補

よって、サイレントマジョリティは雪崩を起こし、自らの

償をめぐる戦いは、80年代に本格化している。写真家の

意志が強いごく少数を残して消滅していく。

山本宗輔氏の写真集『戦後はまだ・・・ 刻まれた加害と

リアルな戦争遺跡をなるべく遺さず、きれいな墓地庭園

被害の記憶』6)によると、
「戦時災害援護法案」は89年ま

や、メモリアル・モニュメントに置き換えるのは、戦争を

でに14回提出され、すべて廃案になった。
「これまで、軍

遂行する国の常である。今も、アジア各地にある米国の兵

人・軍属死傷者は、戦傷病者戦没者遺族等援護法等により、

士たちの墓苑は庭園のごとくに美しい。戦闘で亡くなった

50兆円以上が支出された。だが、空襲被害者、傷害者に

兵士の無惨は、芝生と噴水に浄化され、美化され、遺族の

対しては、2013年現在、国による補償はない」という

心を慰めている。戦場になってしまったその場に居合わせ、

（同、130頁）
。

巻き込まれた地元住民の苦難の気配はない。
日本は主権を回復する1952年まで、公的記録としての

杉山さんが90歳を超えてなお、声を上げ続ける理由は、
以下のように述べられている。

ジャーナリズムに大きな制限が加わっている。被爆や空襲

「援護法を作っておけば、国民も軍隊と同じように補償

被害、戦争孤児・孤老、戦争未亡人、傷病兵といった、い

すべきであるということが決まってきて、戦争をやろうと

わば米国にとって都合の悪い、戦争の被害を一身に浴びた

思っても、どえらい金が必要になります。この前の戦争の

人びとがたくさんいる。しかし、そういった人びとの公的

ように、国民を塵芥のように使って使い捨てすることがで

記録は、あるものは制限され、あるものは、情報操作され、

きないようになる。私の時に実現できなくても、世の中に

社会問題として共感されることなく、存在を認識されにく

こういうことを言い続けた女がいたと誰かが引き継ぐ。反

かった。その結果、異端のもの、望ましくないものとして、

戦運動の根本だと思う」
（同、130頁）
。

遠ざけられ、疎まれ、サポートされるどころか、あるもの

今回、
『空襲被災者運動研究の課題と方法―特別展「空

は差別の対象となっていった。戦後の報道業界が、戦時情

襲被災者と戦後日本」
』に足を運ぶことによって、私は初

報統制による情報の偏りを乗り越えるほどに、戦後強くな

めて杉山さんの生きざまと、ビデオを介した肉声に触れた。

ったとは評せない現状にある。

杉山さんが魂を込めて作り続けたのであろう雑誌『戦傷』

米国ジャーナリズム思想史を専門的に掘り下げみると、
皮肉にも、ジャーナリズムは戦争によって鍛えられてきた。
戦争の経験は、ジャーナリズムの弱点や存在意義を問われ

も展示されていた。杉山さんの言葉がつきささる。
「そこが戦場とも知らず その死が戦死とも知らず」7)。
今も世界各地で、空爆によって命を絶たれ、家族を失い、

る出来事となり、改善・補強される機会ともなっている。

あるいは、家族や自らの心身が傷つく人びと、子供たちが

20世紀に世界でもっとも戦争をしかけた米国は、ジャー

陸続と生まれている。すべての国で、国民を塵芥のように

ナリズムの存在感が大きい国でもある。日本は憲法によっ

使って使い捨てできない補償システムが採用されたら、杉

て戦争を放棄したことで、二度とあの体験をしなくて済む、

山さんが指摘するように、国家は対話による解決により粘

という全面的な安心感のもとに、言論の不自由が国中を駆

り強く取り組むかもしれない。

け巡りえた戦前・戦中の振り返りや検証作業が実に手薄な

ここのところ急に、
「戦争社会学」が一種の流行となっ

ままである。その点は、地続きの隣接諸国との折り合いを

ている。メディア表象としての戦争論、情報統制システム

つけざるを得なかったドイツのジャーナリズム制度と、大

としての戦争論が花盛りだ。しかし、こういった研究だけ

きな違いがある。

が深まると、当時の国策のみを何度も伝え、存在感を大き

こういったさまざまな要因がかさなって、日本の空襲体

くしかねない。その結果、棄民化された人びとの実態が、
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ますます遠くなっていく。杉山さんが語る文脈での「戦

襲写真集 アメリカ軍の無差別攻撃による被害記録』
（早

傷」という言葉は、戦争体験の封印や上書きを食い止める

乙女勝元監修、東京大空襲・戦災資料センター編集、勉誠

大きな力がある。戦傷を被り、棄民化された人びとを、広

出版、2015年）他、参照のこと。

く包括し、顕在化・固定化する概念にもなりうる。

2)別府三奈子「ベトナム戦争の樹」
『放送番組で読み解く

今回の展示は、面積的にはさほど大きくないものだった。

社会的記憶』公益財団法人放送番組センター・早稲田大学

しかし、その内容は、世界に通じる窓だった。歴史を風化

ジャーナリズム教育研究所共編、日外アソシエーツ発行、

させまいとする人びとの姿、すなわち、会場を支えている

2012年、205-250頁

無名の人たち、展示につながる地味な研究作業に取り組み

3)アドルフ・ヒトラー著、室伏高信訳『我が闘争」第一

続けている研究者たちの姿が、強く察せられた。意義深い

書房、1940年（1922年～26年に加筆されていった原本の、

特別展だったと思う。深く感謝し、持続を願って、陰なが

訳者による要約版）
、110頁

ら応援したい

5)エリザベート ノエル・ノイマン著、池田謙一訳『沈
黙の螺旋理論』ブレーン出版、1988年

《脚注》

6)山本宗輔（写真・文）写真集『戦後はまだ・・・ 刻

1)『東京大空襲―未公開写真は語る』
（山辺昌彦／ NHK

まれた加害と被害の記憶』
、渓流社、2013年、130頁

スペシャル取材班著、新潮社、2012年）
、
『決定版、東京空

1)『戦傷』
（29号）

特別展「空襲被害者と戦後日本」への感想
―被 害 と 責 任 を め ぐ っ て―

栗原 淑江
（くりはら・としえ）

はじめに（自己紹介にかえて）
――被爆者（問題）から学びつづけた49年

広島・長崎に投下された原子爆弾の被害者たちは、195
6年にその全国組織、日本原水爆被害者団体協議会を結成

1947年（昭22年、教育基本法公布、平和憲法施行の

した。以後60年にわたる運動によって成し遂げてきたこ

年）に生まれた私は、1）被爆者調査（1968～長崎被爆者

とは、大別して次のように言えるのではないかと思う。

の生活史調査、1977ＮＧＯ被爆問題シンポ・生活史調

1）原爆被爆は未曽有の体験だった。被爆者たちのとり

査）をつうじて、2）日本被団協の事務局員として被爆者

くみは、自らを「原爆被害者」ととらえ、原爆被害とは何

運動（1980～1991 基本懇意見→要求調査→「基本要求」

であるかの究明から始まったといってもよい。中央・各地

→85原爆被害者調査→被爆45周年）をつうじて、3）
「被爆

における大小さまざまな調査や証言活動をつうじて、原爆

者の自分史」のとりくみ（1992.12 ～2003.1）をとおし

がもたらした被害の全体像（いのち・くらし・こころとい

て、被爆者たちの原爆体験とその生き方、運動から学びつ

う人間存在の全局面にわたる、時空を超えた被害）を解明

づけてきた。2011年12月からは、ノーモア・ヒバクシャ

してきた。その体験から、原爆は人間として死ぬことも生

記憶遺産を継承する会（現在はＮＰＯ法人）の事務局とし

きることもゆるさない、人間として「受忍」することので

て、主に資料収集・整理、被爆者運動から学び合う学習懇

きない絶対悪の兵器であることを証しつづけてきた被爆者

談会、70年調査などを担当している。

たちは、
“ふたたび被爆者をつくるな（ノーモア・ヒバク

その立場から、特別展に示された空襲被害者の運動につ
いて感じたことを述べてみたい。

シャ）
”を共通の願いとして、組織と運動の統一を守り、
要求を練り上げその実現をめざしてきた。
2）あわせて、そのような反人間的な原爆被害をもたら

Ⅰ 被爆者運動がなし遂げてきたこと

したのは米日両政府であるとして、その責任を追及しつづ
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けてきた。アメリカの原爆投下行為は、人道に反し国際法
にも違反する犯罪であり、その罪を償う道は、自国の核兵

伝えられた。これに対する批判である。
原爆で戦争が終わったというのは、歴史的事実に反する。

器をすて、核兵器廃絶へ主導的役割を果たすこと以外には

（アメリカは戦争を早期に終わらせるために原爆を用いた

ありえないこと。同時に、戦争を開始・遂行し原爆被害を

わけではなく、日本の為政者も原爆により終戦を決意した

招いたのは日本政府であり、国はその責任（国の戦争責

わけでもない。
）また、戦後の、アメリカの核の傘の下で

任）にもとづいて原爆被害にたいする国家補償を行わなけ

の「平和」は被爆者の求める平和ではない。また、百歩譲

ればならないことを主張してきた。

って仮に原爆で戦争が終わったのだとしても、こうした理

3）被爆者たちは、戦後の人生と運動をつうじて自らの

由による「国家補償」を認めたら、
「平和」を実現するた

体験をとらえ直しながら思想化する作業をつみ重ね、
「被

めなら、あるいは戦争を早く終わらせるためなら、原爆を

爆者」
（運動の担い手）としての自己形成を遂げ、運動を

使用してもよい、と被爆者自身が認めたことになる。こん

継承してきた。仲間たちと家族にも話せない苦しみを語り

な原爆肯定につながる「国家補償」論は決して受け入れら

合い、被爆者としての生き方を学び合う被爆者の会、要求

れない、という徹底した原爆否定の立場だ。

を実現する全国的な組織と運動の力は、被爆者たちの生き

「基本懇」意見をのりこえるために調査や全国討議にも

る支えにもなってきた。現在、運動の中核となっている人

とづいて策定された「原爆被害者の基本要求」
（1984.11）

たちは、第三世代（被団協創設期～1980‐2000年代（被

は、以下の点を明確に定式化した。
（Ⅱ 参照）

爆時中学・女学生世代）～現在（幼年被爆、胎内被爆世

①人間の立場にたった原爆批判（
「原爆は、人間として死

代）
）に移行しつつある。

ぬことも、人間らしく生きることも許」さない「絶対悪の
兵器」
）

Ⅱ 「原爆被害者援護法」要求と
その根拠の発展

②「ふたたび被爆者をつくるな」は被爆者のいのちをかけ
た訴え
③アメリカ政府の責任：原爆投下の罪は、自ら核兵器を廃

日本被団協の「原爆被害者援護法」
（原爆被害にたいす

絶することによってしか償うことはできない

る国家補償）の要求は、戦傷病者戦没者遺族等援護法

④日本政府の責任（戦争を遂行し原爆被害を招いた責任）

（
「援護法」
）の拡大適用や、
「軍人・軍属に準ずる援護」
、

と国家補償の４つの柱（原爆被害にたいする国家補償、死

国との身分関係にもとづく援護という発想を否定してきた。

没者は最大の犠牲者など）

原爆被害は未曾有の体験なのだから、既存の法律を適用す
るのではなく、戦争の反省のうえにつくられた平和憲法の
精神に立つ新たな立法をめざす、として「ふたたび被爆者

Ⅳ 「原爆被害者の基本要求」の実現は、
戦後政治の枠組みの根幹にかかわる

をつくらないための援護法」をスローガンに立法運動を展
開してきた。

「基本要求」はさらに、ふたたび被爆者をつくらないた

⇒「国の戦争責任と被爆者運動（問題）を

めには、
「核戦争起こすな、核兵器なくせ！」
「原爆被害者

めぐる略年表」参照（本文末に掲載）

援護法の制定を今すぐに！」の二大要求の実現が不可欠で
あり、国家補償の援護法制定は核戦争被害を「受忍」させ

Ⅲ 「基本懇」と「基本要求」

ない制度を築き、国民の「核戦争を拒否する権利」をうち
立てるものであるとして、その不可分の関係を明らかにし

原爆被爆者対策をめぐって1980年12月11日に答申され
た「基本懇」意見により、被爆者の要求を阻んでいる壁が
戦争被害「受忍」論（
「受忍」政策）にあることが明らか
になった。
このころ、被団協の議論で印象に残ることがあった。基
本懇のなかで、原爆が落とされて戦争が終わったのだから、

た。
この二大要求の実現は、次のような日本の戦後政治の枠
組みを根底から否定するものと言える。
1)「原爆終戦」論 → 原爆投下責任の免罪 → 日
米核安保体制（アメリカの「核の傘」＝核抑止力）の下で
の「非核三原則」

原爆が「平和の礎」になったことを理由にして、
（被爆者

2）国の遂行した戦争への無反省 → 戦争被害「受

にだけ）国家補償をしてはどうか、という議論があったと

忍」政策 → 新たな戦争準備のため、国民の生活・諸権
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利の侵害を「受忍」させる政策

会」が開かれている。が、ここに参加している被爆者関係
の団体は大阪被団協と長崎手帳友の会（前身は動員学徒犠

Ⅴ 空襲被害者（運動）との接点とすれ違い

牲者の会）で、バックは原水爆禁止国民会議と日本社会党。
被爆者の全国組織である日本被団協に対する申し入れはな

以上のような特徴をもつ被爆者運動から見て、空襲被害

かった（と思われる）
。原水爆禁止運動の分裂後、日本被

者（運動）との関わりをめぐっていくつか気づいた点をあ

団協は、原水協にも原水禁にも組織としての加盟はせず、

げてみたい。

政党との関係でも与党と野党各党にそれぞれ被団協の要求

○70年代には全国的に「空襲を記録する」運動が広がっ

にもとづいた援護法案作成を求めるなど、自立した関係を

ていた。基本懇前後の被団協の運動のなかで、
「空襲被害

保ちながら大きく発展してきた。
（これに対し、総評被爆

者に、被害への国家補償を求める運動があれば…」という

連（労働組合のなかの被爆者組織）などから、日本被団協

声を何度か聞かされた。

を相対化するようなゆさぶりがかけられたことも度々あっ

○空襲被災者の運動は、記録する会、傷害者、死没者の遺

た。
）

族…と、時代や担い手により、その力点のおき方も変遷し

○新法（原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律、199

てきているように見受ける。被害者の全一的な組織化の難

4.12）は、原爆被害者の二大要求（核兵器廃絶と国家補

しさもあったのではないだろうか。

償）を否定したものだ。被爆者運動は国の政策を批判しそ

そもそも空襲被害（≠被災？）とは何なのか。その全体

れと切り結びながら発展してきたが、新法制定後しばらく

像を被害者自身がどのようにとらえてきたのか。被害者

の間、運動の軸足は原爆症認定をめぐる集団訴訟（現行法

（運動）自身が被害認識を深化させてきた過程、国家補償

の根幹である認定制度の改善）におかれた。東京空襲被害

要求の根拠と内容をどのようにうち立ててきたか、を知り

者の会や全空連などが国家補償を求めて立ち上ってきた時

たいと思う。

期であっただけに、そのすれ違いには歴史の皮肉を感じる。

○被爆者の中には、
「原爆被害は特別だ」という声もよく

○「基本要求」策定３０年（2014年）～被爆７０年～日

聞かれた。しかし、被団協の議論と運動のなかで、原爆被

本被団協結成６０年「沖縄交流ツアー」
、この３年間のと

害の特殊性とは、閉じられた特殊性ではなかったと思う。

りくみをつうじて、被団協は他の戦争被害者との連帯の可

他の戦争被害者にはない特殊な要素のみを強調してそれへ

能性を追求してきた。いま、あらたな戦争被害者と連帯し

の対策を求めるのではなく、原爆被害の全体（人間存在の

た運動の構築に向けて、それぞれの被害の特徴と運動の歴

全局面におよぶ、時空を超えた被害）に対する国の償いを

史を学び合い、共通の課題をどのように見据えるか、が急

求めてきた。
「基本要求」にも、原爆被害者援護法の制定

務であると思う。

は、
「一般市民の戦争被害に対する補償にも道をひらく」
として位置づけられた。
○1980年代初頭、
「全国戦争犠牲者国家補償要求長崎大

〈特集〉終わり
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研究員交流会の開催にあたって
鶴田 満彦
（つるた・みつひこ 公益財団法人政治経済研究所 代表理事）

本日は、秋らしくさわやかな行楽日和のなか、
政治経済研究所の研究員交流会にご参加いただき
ましてありがとうございました。2011年の公益財
団法人へ移行する前の時期には、年に少なくとも
1回は研究室長会議が開催されて、共同研究のす
すめ方、研究発表の方法、『政経研究』の編集方
針などをめぐって率直な意見交換が行われたと記
憶していますが、公益法人移行後は、理事会のも
とでの研究委員会が研究室や研究員の現場の声を
かなりな程度吸収して理事会に反映していますの
で、かえって研究員交流会を開く機会を逸してし
まったことをお詫び申し上げます。さる6月の評
議員会でも、研究員同士が率直に意見交換する場
を設けて欲しいという声がありましたので、遅ま
きながら本日、開催させていただいた次第です。
研究のすすめ方・発表の仕方については、後ほ
ど相田研究委員長の報告にもとづいて十分に議論
していただくこととして、私からは、研究のテー
マ、課題について発言させていただきたいと思い
ます。
いうまでもなく政治経済研究所が設立・登記さ
れたのは1946年8月14日ですが、初代理事長の末
弘 巌太郎が 書いたと思われる設立趣意書には、
「『理』をもって貫く一線を固めて政治に合理性
と一貫性を確保する」という文言があります。戦
時中の「八紘一宇」とか、「一億火の玉」といっ
た国粋主義や精神主義の反省のうえに、合理的で
首尾一貫した理論に基づく政策提言を行うという
のが、末弘のめざしたところであり、今日の政治

経済研究所のバックボーンでもなければならない
と思います。
その後、1994年に染野美津代さんの篤志によっ
て江東区北砂の地に移転したのち、96年には大島
社会・文化研究所と合併し、医師大島慶一郎氏の
私財の寄付をうけることができました。政治経済
研究所の研究課題に、医療をはじめとする社会保
障・社会福祉の問題が新たに付け加わったと考え
られます。
さらに研究所は2002年には、早乙女勝元さんら
の熱意で設立準備がすすめられてきた東京大空
襲・戦災資料センターを附属機関として併設する
ことになり、2005年には、東京中小企業問題研究
所と組織合流を行いました。こうして21世紀にな
ってから、当研究所は、戦争と平和、中小企業問
題をも新たな研究課題とすることとなりました。
本来、研究テーマや研究課題は、研究者の内的
な問題関心によって設定されるものですが、歴史
的に与えられてきた課題によって、個人的な問題
関心が固まったり、拡がったりする面もあると思
います。当政治経済研究所は、歴史的に与えられ
てきた課題として、理論にもとづく政策提言、社
会保障・社会福祉、戦争と平和、中小企業といっ
た問題があることを念頭において、研究員の皆さ
んが自主的に研究テーマを選択し、プロジェクト
研究・共同研究を組織して、社会に積極的に発信
していくことを希望するものです。

研究員交流会開催報告
相田 利雄
（あいだ・としお 公益財団法人政治経済研究所 理事）
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2017年11月3日、江東区民センターで研究員交
流会が開催された。これまで、当研究所ではこの
ような取り組みを行っていなかったが、領域横断
的な学問交流による研究活動の活発化を企図し、
開催の運びとなった次第である。開催の趣旨につ
いては、本誌掲載の鶴田理事による「研究員交流
会の開催にあたって」に譲るとして、ここでは、
交流会の反省点について述べたい。
大きな反省点としては、参加者が少なかったこ
とである。交流会の参加者は21名であり、しかも、
これまで参加した会員が多く、新しい参加者が少
なかった。参加者が少ない理由の一つは、活動の
実績に乏しい会員が多いことが考えられる。今後、
交流を活発化させるとともに、会員の活動実績に

ついての評価を行う必要性があるのではないだろ
うか。
また、若年層および女性の参加が少なかった。
研究活動の活性化のためには、多様な世代、多様
な価値観、多様な出自をもった会員の参加するこ
とが望ましい。それは、本研究所が新しい世代に
バトンをつなぐために目指すべき姿であろう。
最後に、「事業概要」や「研究活動の活性化に
向けて」の説明は、必要であるが、やや長すぎた、
との感想も聞こえてきたことにも言及しておきた
い。その他の各理事の自己紹介や、会員同士が意
見する時間など、会員各自が交流会に参加する機
会が少なすぎた。次回の交流会では改善してゆく
必要がある。

〈時評〉

「投機資本」と経済の「金融化」
宇都宮 勉
（うつのみや・つとむ 政治経済研究所研究員）

はじめに
「1970年代の後半期以降大きな変化を遂げてきた現代
資本主義の歴史的・構造的特徴を理論的に把握する1つの
アプローチとして金融化論」があると中央大学名誉教授の
高田太久吉先生は『マルクス経済学と金融化論』
（40頁）
で述べている。では1970年代に現代経済にいったい何が
起こったのか？
マルクスが打ち立てた「唯物論」の立場に立てば、答え
は私たちの目の前で実際に起きている事象の中にあるはず
である。マルクスも私たちの目の前にある「商品」の分析
から『資本論』を始めた。金融化で急膨張している株式市
場、国債売買市場、外国為替市場を見てみると、そこで運
動している資本は何か？
市場では商品を生産している訳ではなく「産業資本」で
はない。商品の流通が行われている訳でもなく「商業資
本」でもない。貨幣の貸し借りをしているのでもなく「貸
付資本」でもない。株式市場等で運動しているのは商品の
売買差益を得る資本であり、この資本を「投機資本」と名
付ける。
「外国為替取引は…わずかな利ザヤを求めて展開
する「投機」が取引の大部分を占める」
（長谷川慶太郎

『
「投機」の時代』
、58～59頁）からである。筆者は1970年
代に“誕生”したこの投機資本が経済の「金融化」を引き
起こしたと考える。
では投機資本とは何か。まず「資本」とは何か。マルク
スは、資本とは「貨幣を生む貨幣」
（
『資本論』
、1巻272)と
述べた。さらにマルクスは弁証法の「運動」の視点から、
貨幣は「運動」することによって増殖し、増殖する貨幣＝
資本となることを明らかにした。
「運動によって……貨幣
は、資本に転化する」
（同書、1巻258頁）
。そしてこの場合
の貨幣の運動とは、貨幣と商品の「交換運動」のことであ
る。
「貨幣の商品への転化と商品の貨幣への再転化……そ
の運動によって……貨幣は、資本に転化する」
（同）
。
産業資本は貨幣で商品（材料と労働力）を購入し（つま
り貨幣と商品を交換し）
、労働者が材料をもとに新しい商
品をつくり、それを販売して（つまり商品と貨幣を交換
し）増殖した貨幣を得る。産業資本は G ― W ― W’―
G’という運動を行う。
これに対して投機資本は、貨幣で投機商品（株や国債な
ど価格が変動して投機利益をもたらす商品）を購入し、そ
の投機商品の価格が変動して上昇したら商品を売って増殖
した貨幣を得る。G ― W ～ W’― G’
（～は価格変動を
表す）と運動する。つまり投機資本は、
「貨幣―商品」の
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「交換運動」に加えて、投機商品の価格の「変動運動」の
2種類の「運動」に支えられているのが特徴である。
投機資本の特徴
では投機資本はどのような特徴を持つか。投機資本の第
1の特徴は、投機商品の価格の「変動」で増殖する点であ
る。
「投機業者にとって…眼目とするところは“変動”だ
けである。…かれの関心は、収益ができるだけ安定し、で
きればたえず上昇することをのぞむ生産資本家のそれとは、
まったく別のものである」
（
『金融資本論』
、1巻264頁）と
ヒルファディングは述べている。
投機資本の第2の重要な特徴は、自らは価値を生み出さ
ず他者から価値＝貨幣を「収奪」してくる点がある。
「か
れら〔投機資本家〕の利得は…差益にすぎず、これにたい
しては、それと同じだけの損失が対応せざるをえない。…
投機は、ただ多数の局外者たちが参加して損失を負担する
ばあいにだけ、さかえる」
（
『金融資本論』
、1巻307頁）
。例
えば2015年7～9月期には株価の下落などで公的年金がわ
ずか3ヶ月で7.9兆円も投機資本家に収奪された。公的年
金は株や国債等で運用されているからである。
投機資本の第3の特徴は、産業資本、商業資本、貸付資
本に比べて資本の増殖率（利潤率）が一般に最も高いこと
である。産業資本のだいたいの増殖率は剰余価値率に依存
しているため、国民総生産 GDP（新しく生産された商品
やサービスの付加価値の総計）の増殖率である「経済成長
率」から長期に渡って大きく乖離することはできない。よ
って先進国での産業資本の増殖率はだいたい0～数％ほど、
新興途上国での増殖率は数～8％ほどである。
貸付資本の増殖率は、大企業に貸し付ける最優良の貸付
利率（長期プライムレート）は1％強で利ざや≒増殖率は
それ以下だが、労働者への貸付利子は数～15％ほどもあ
る。そして投機資本の増殖率は「ヘッジファンドは…199
0年代には年率20～30％の運用成績を記録した」
（
「日経」2
017年4月6日）ように、数十％にのぼることもあるのであ
る。
投機資本の第4の特徴は、1970年代の「変動経済」の開
始で“誕生”したことである。投機資本の増殖には商品価
格の「変動運動」が必須であったが、この変動経済が始ま
ったのが1971年のニクソン大統領による金・ドル交換停
止と、73年からの各国通貨の変動相場制への移行だった。
ドルや円などの為替相場が、時々刻々変動を始めたのであ
る。
投機資本の第5の特徴は、変動経済という経済的下部構
造の上部構造として「新自由主義」を生み出す一因になっ
たと考えられることである。1973年の外国為替レートの
自由化や1975年の株式売買委託手数料の自由化、1980年
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の預金金利の自由化（レギュレーション Q の撤廃）など、
商品価格や金利、為替の「自由化」が一貫して進められて
いった。この自由化は商品価格や金利などを「自由に変動
させる」ためであり、投機資本を増殖させるためであると
いえる。
投機資本の第6の特徴は、マルクスやレーニンの時代に
は地球上に存在していなかったコンピュータとインターネ
ットによって運動が支えられていることである。世界初の
パソコン Altair8800が発売されたのは1974年であり、77
年にはアップルⅡが発売された。さらに「1980年代初期
〔81年8月〕に IBM のパソコンが登場し旧式のアップル
Ⅱを駆逐したころ、…投資実務の専門家たちの間に急速に
デスクトップ・パソコンが広まった」
（ピーター・バーン
スタイン『証券投資の思想革命』
、96頁）
。これに先立つ19
69年には UC サンタバーバラ校とユタ大学など4箇所を結
んだ初の「インターネット」
（ARPANET）実験が成功す
る。このインターネットが株や国債の価格情報や売買情報
を世界中に瞬時に伝達するデータ通信システムを構築して
いき、パーソナルコンピュータはそうした投機商品の価格
を常時モニターし、それが変動するとトレーダーに知らせ
る役目を果たした。
投機資本の第7の特徴は、投機資本が必要とする労働者
の数は産業資本に比べて圧倒的に少ない点である。投機資
本では1人のトレーダー労働者とコンピュータさえあれば
1億円でも稼ぎ出すことができる。産業資本では1億円稼
ぐのに何人の労働者が必要だろう。こうして「アメリカの
製造業雇用者数は1970年代後半以降減少し、全労働者に
占める比率は1979年の21.6%から…2011年には8.9%にま
で減少している」
（高田太久吉『現代資本主義とマルクス
経済学』
、122頁）
。
投機資本の第8の特徴は資本の増殖率が低い産業資本を
低成長に追いやっている点である。産業資本のだいたいの
増殖率と見なせるアメリカの GDP 成長率は70年代末から
傾向的に低下してきている。
「何十兆ドルもの資金…が、
もはや商品生産に、言い換えれば工場や機械に投資されな
いのは、これらの方法では、金融市場でえられるよりも小
さな利回りしか生むことができないからである」
（Der
Spiegel, 20/2009）
。
投機資本の第9の特徴は産業労働者の賃金を削減・収奪
する点である。その理由については紙幅の関係で別論にゆ
ずるが、その結果「アメリカにおける貧困率は…73年
〔製造業労働者の賃金が最高だった年〕には11.4％の低
さまで低下したが、その後…83年の15.2%へと急増した」
（萩原伸次郎『概説アメリカ経済』
、215頁）
。
産業労働者の賃金の下落は、資本家に雪だるま式に増大
する大量の所得移転をもたらし、労資格差を急拡大させて
いる。
「1980年、CEO の報酬は平均的会社員の給与の40
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倍だったが、2000年には400倍近くに急増していた」
（ヘド
リック・スミス『誰がアメリカンドリームを奪ったの
か？』
、上巻162頁）
。こうして投機資本は貧困と格差を急
拡大させるのである。
投機資本の第10の特徴は、米欧日の中央銀行が発行し
ている膨大な貨幣を国債や株式の売買に費やしてそれら投
機商品価格のバブルをもたらすと同時に、一般商品の売買
には貨幣がほとんど投下されないので低物価・低インフレ
をもたらしている点である。アメリカの低インフレは80
年代前半から始まっているが、ちょうど同時期から米国債
と米株式の価格が急騰を始めているのである。
投機資本が経済を「金融化」させた
ではそうした投機資本がいかにして現代経済を「金融
化」させているのか。イギリスの経済学者ウォルター・バ
ジョットは『ロンバード街』で次のように述べた。
「資本
は、…最もよく儲けられる所に、あたかも水が低きに従っ
て流れるように確実にかつ即座に流れて行く」
（同書、23
頁）
。よって現代の貨幣資本は、増殖率が最も高い投機資
本の分野に主に投下されるとともに、低増殖率の産業資本
への流入は減少していったと考えられる。これが1970年
代の投機資本の“誕生”以降、経済が「金融化」していっ
た一因と考えられる。
さらに投機資本は利益を拡大するために「レバレッジ」
を多用する。貸付資本家から貨幣を借りて投機資金を拡大
するのである。この金融機関どうしの債務も80年代に入

って急増し、経済の「金融化」を促していると考えられる。
金融化を促すもう1つの要因は、変動経済に対応して発
明された「金融デリバティブ」の急拡大である。
「1980年
代に自由化が進み、デリバティブが発明されたことで〔先
物・オプションの発明は72年、スワップは81年〕
、…銀行
のバランスシートの規模が、家計や企業が実際に行う経済
活動の規模と切り離された…。企業への貸付は、企業が借
りたいと思う金額にかぎられる。しかし、デリバティブの
取引の規模にはそのような制限がない」
（マーヴィン・キ
ング『錬金術の終わり』
、123～124頁）
。こうして金融デリ
バティブの想定元本（証拠金から逆算される想定掛け金総
額）は現在7京円！にまで達している。投機資本によって
外国為替市場の規模が実需から乖離したように、デリバテ
ィブの誕生で銀行の貸付額も実需から乖離してしまったの
である。
こうして投機資本をあやつる商業銀行や投資銀行などの
金融機関は、
「製造業を追い越して、アメリカ経済最大の
セクターとなった」
（
『誰がアメリカン…』
、上199頁）
、
「
〔2
005年に金融機関の利益は〕アメリカの企業収益総額の…
46％になった」
（同）というように、アメリカでは経済の
「金融化」が進み、全資本家の利益の半分近くを稼ぎ出す
までになっている。また2015年の世界の株式市場の時価
総額は約9000兆円、2016年の外国為替市場での1日の取引
額は約500兆円、2017年の日米の年間国債売買額は2京200
0兆円にも達している。投機資本で運動する貨幣の量は
「京」のレベルに達しているのである。

〈時評〉

イギリスのEU離脱
松田 真由美
（まつだ・まゆみ 政治経済研究所研究員）

2017年12月、膠着状態が続いてきたイギリスの EU 離
脱交渉が一歩前進した。EU 史上初の離脱国となるイギリ
スの動向を見てゆきたい。
Ⅰ 加盟国における国民投票
1970年代より EU（EC）加盟国の不満が国民投票とい
う形で示されることは珍しくなかった。例えば、2005年

にフランスとオランダでは EU の憲法制定（欧州憲法条
約）に関する国民投票が実施され、両国とも過半数がその
条約の受け入れを拒否している。これは間接的に EU 離
脱を意図したと解釈されてもおかしくはない。しかし、
EU が欧州憲法条約を修正する形でリスボン条約を策定し
たことから、両国政府は、国民の懸念は解消されたとみな
し、リスボン条約についての是非を問うことなく批准した。
欧州憲法条約については、イギリスでも両国と同様に国民
投票を期待する声が上がっていたが、実施に至っていない。

March 2018

20
また、2008年アイルランドでもリスボン条約をめぐる
国民投票が行われ、こちらも過半数が否決したが、政府は
やり直しを決定し、２回目は批准派が大幅に上回ったため、
これを民意とした。
国民投票の結果は、法的拘束力を有するものではないが、
あたかも結論は最初から決まっているかのようである。
しかし、イギリスは異なる様相を呈した。国内で EU
離脱に向けた機運が高まってゆくと、当時の首相、ディビ
ッド・キャメロン氏は、その不満の解消に向けて EU へ
働きかけを行うとともに、EU 離脱の可否は、政治家では
なく「国民の選択（People’s choice）
」によって決めら
れる、と主張した。国民投票の実施については中央政府の
議会で採決され、544対53の圧倒的多数により可決される。
そして、2016年6月23日、国民投票は実施された。投票率
72.8%、離脱派が51.9%と僅差で勝利をおさめた形となる。
事前の世論調査では、残留派が優勢であったため、首相とし
ても想定外の結末であっただろう。これを受け、キャメロ
ン氏は即座に首相の座を辞した。
Ⅱ 国民投票の争点
国民投票の主な争点は、
「移動の自由」である。移動の
自由は、EU 市民に自国はもちろんのこと EU 加盟国に
おける生活および労働等の権利を認めたものである。しか
し、EU の拡大に従い、加盟国間に経済格差が生じ、特に
東欧諸国から、より豊かな生活を求め、EU 域内の先進国、
イギリス、ドイツ、フランスなどへ人口が流入していった。
ただし、移動の自由とは EU に加盟すれば自動的に与え
られる権利ではなくなっている。2007年にブルガリアとル
ーマニアが EU に加盟した際には、犯罪などを懸念し、
国境検査なしでの移動（シェンゲン協定）は認められず、
労働についても許可書が求められた。結局この2カ国の労
働制限が撤廃されたのは2014年である。
イギリスは、これまで EU のみならず全世界から移民、
難民を数多く受け入れてきた。ただこれは、人口増加によ
る住宅価格の高騰、民族や宗教間の対立、社会保障のフリ
ーライドなどの問題を生み出すことになる。現在、EU 域
外の人々の場合、旅行以外にイギリスへ滞在するためには
必要に応じてビザを求められ、移民が抑制されている。し
かし移動の自由が認められる EU 市民には、そのような
措置を講じることができない。イギリス国家統計局
（ONS）によれば、国内に居住する外国籍保有者の中で
最多となるのはポーランド人で、2016年にはおよそ100万
人に到達した。ポーランドが EU に加盟した2004年には
約6万9000人にすぎず、大幅な増加が見てとれる。同時に、
これはポーランド人襲撃事件やヘイト・スピーチなど、一
部イギリス人の反ポーランド感情を高めていった。キャメ

ロン首相もポーランドなどの東欧諸国が EU へ加盟する
際に、当時の首相が無条件で移動の自由を認めたことは
「痛恨の失策（huge mistake）」であると指摘して
おり（ ”Financial Times” , 24 Dec 2013）
、東欧諸国
からの移民は政治的憂慮をももたらしていたといえる。
また、移動の自由とは、人のみならず物・資本・サービ
スも対象としている。例えば、フランスなどからの漁船は
イギリス海域を往来し、漁場としており、この現状に不満
を抱く漁師は離脱を喜んだ。移動の自由とは移民に注目さ
れがちであるが、実はあらゆるところで不安および不満を
生み出していたのかもしれない。
そしてこれに加え、EU 法のもと、自国のことを自らで
決定できないことに理不尽さを感じる国民は、イギリスの
尊厳を取り戻すといった「主権の回復」を求めて離脱を選
択したといえる。
Ⅲ 国民投票後の総選挙
離脱派の勝利の後、国民投票のやり直しを求めるデモが
起こった。しかも、これは残留派のみならず、熟慮した投
票を行わなかったなどの理由から離脱に投票した人々も含
まれるなど混沌としていた。これに対し議会で採決を仰ぐ
と、498対111で国民投票のやり直しは却下されることに
なる。
一方で、イギリスからの独立運動が活発なスコットラン
ドでは、スコットランド独立党（SNP）のニコラ・スタ
ージョン第一首相が、EU 残留を希望して、中央政府にス
コットランドの独立を問う住民投票の実施を要求した。し
かし、中央政府の返答は2014年の市民投票で全てが解決
している、というものであり、スタージョン第一首相は、
繰り返し中央政府への不満を露わにした。
そのような中、キャメロン氏の後任のテリーザ・メイ首
相は、EU 離脱の決定について国民の信を問うため、総選
挙を決意する。当時、保守党による単独政権であったが、
このまま行けば、EU 離脱と総選挙が時期的に重なる上、
野党である労働党の支持率が低迷し、選挙を実施するのに
適当な時期であると判断したのだろう。しかし、メイ首相
は、EU 離脱についての明確なビジョンを示すことができ
ず、選挙には勝利したが保守党のみで過半数の議席を確保
できなかった（2017年6月）
。そこで、離脱を望む北アイル
ランドの民主統一党（DUP）と連立せざるをえなくなる。
保守党は、イングランド、ウェールズ、北アイルランド
で苦戦を強いられたが、スコットランドでは、SNP が議
席を減らし、それを保守党と労働党で分かち合う形で議席
を伸ばしており、まさに、スタージェン第一首相の独立へ
の固執によって保守党は助けられたといえる。そして
SNP の独立への主張はトーンダウンしてゆく。この背景
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には、スコットランドが仮に独立しても EU には残れず、
また SNP が独立後の経済基盤として期待を寄せていた北
海の原油は、その価格を大幅に下落させており、現実を直
視したスコットランド市民にとって、SNP が熱望する独
立とは理想論にすぎなかったのかもしれない。
加えて、近年 EU 加盟国では右派勢力が躍進している
が、イギリスでは EU 離脱を主張してきた極右政党イギ
リス独立党（UKIP）が、この選挙で議席を得ることは叶
わなかった。ただ、UKIP は EU 離脱を掲げた政党であ
り、すでにその目的が実現過程にある中、政党としての役
割は終了した、とも言われている。
Ⅳ 離脱交渉
EU との離脱交渉は２段階で行われるが、難航している。
まず EU 離脱に伴う清算金を決定し、その後、通商協議に
入る。そもそも、清算金の支払義務があるのかすら意見が別
れ、イギリス政府も清算金に当初難色を示していた。互い
に手探り状態の中、EU は清算金の合意がない限り通商協
議は行わないとの強気の姿勢を見せた。これは他の EU
加盟国で右派政党が躍進する中、他国がイギリスに追随し
ないよう釘をさす意図があった、ともいわれている。清算
金についても EU 側の請求額は900億ポンド（約13.5兆
円）にのぼるなど、情報が錯綜していたが、2017年11月
イギリスの下院では600億ポンド（約9兆円）前後になる
のではないかとの試算が導きだされた。清算金の合意に至
ったのはその直後の12月であり、予想を下回る350～390
億ポンド（400～450億ユーロ、約6兆?6.8兆円）での決着
だった。この金額には、EU の2020年までの予算への拠出
金および職員の年金支払義務などが含まれている。これで
ようやく通商協議に移るが、今度はイギリスが協議結果次
第では清算金を支払わないと牽制する側にまわっている。
また、通商協議と関連して焦点となるのが、アイルラン
ド島である。イギリスの北アイルランドと EU のアイル
ランドが国境を接するため、人、物、サービスの往来をど
のように管理するのかが課題となっている。現在の方針で
は、アイルランド島を分断するような厳しい国境管理
（Hard Border）ではなく、新たな合意として「規制のす
り合わせ (Regulatory Alignment)」を行う旨が提案され
ているが、その詳細は確定しておらず、さらに連立政党
DUP は北アイルランドとイギリスは同一ルールを共有し
て EU から離脱するべきであるとして、この規制のすり
合わせには納得していいことから、交渉が一層複雑になっ
てゆく。
Ⅴ 通商協議

21
離脱後、イギリス経済は悪化することが予想され、その
対策の一環として TPP への参加を表明している。加えて、
EU との通商協議をなるべく有利に持ってゆくことは最低
条件となる。これについては着地点として、次の4つのモ
デルが考えられている。
(1) 単一市場および関税同盟への残留
単一市場と関税同盟へ残留すれば、これまでと変わらな
い経済活動が可能である。しかし、単一市場への参加は、
移動の自由を認め、EU への拠出金（Contribution）の義
務を生み出す。そもそも国民投票では移動の自由が争点と
なった以上、EU 離脱を撤回しない限り、望みが薄いモデ
ルである。
(2) ノルウェー・モデル
ノルウェーは、関税同盟には参加せず、単一市場で取引
を行っている。これは移動の自由を受け入れ、単一市場に
参加するための拠出金を負担している。ただし、拠出金を
支払っても EU のさまざまな決定プロセスに関与するこ
とはできない。
そこで考えられるのが、ノルウェー・モデルに近いかた
ち（Norway-minus model）である。単一市場および関
税同盟に残留しないことで、拠出金を支払わず、また移動
の自由も認めない。その代わり、EU と同様のルールを確
保することで、これまでと同じではないにしても有利な形
で EU 市場へアクセスする方法である。ただ、野党であ
る労働党は、拠出金を払ってでも単一市場に残る方法を模
索するべきである、と主張している。
(3) カナダ貿易協定
EU は、2017年12月イギリスとの通商協定は、カナダ、
日本、韓国と同等のものとし、その手続については2020
年12月31日までに終了させるとの方針を示した。
カナダと EU は包括的経済貿易協定を結び、物品および
サービスの関税が引き下げまたは撤廃されることになる。
カナダは、拠出金を支払うことなく、EU 市場へ参入でき
るが、これには金融サービスが含まれていない。
そこで、カナダよりも有利な形（Canada plus plus
plus’ Trade Deal）で協定を結ぶことで、金融サービス
を含めた妥協点を見出したいとしている。中でも、現在ロ
ンドンで行われているユーロ建て決済（Euro Clearing
System）が一つの焦点となる。イギリスは、業務の継続
を希望しているが、かねてよりフランスが自国で行いたい
との意思表示をしており、交渉は難航する恐れがある。ただ、
メイ首相が選択する可能性が高いと推測されているのが、
このモデルである。
(4) 通商協定なし（No Deal）
メイ首相は、
「悪い条件であるならば、何も無い方がま
し(No deal is better than bad deal)」と主張してきた。
しかし、仮に協定なく離脱した場合、WTO に従うことにな
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り、関税は一段と高くなり、またアイルランドの国境管理
が深刻な問題になると予想されている。このモデルがイギ
リス国民に最も負担を強いる方法であることから、このよ
うな結末となった場合には、通商協議は失敗とみなされる
だろう。
Ⅵ 国民投票後の移民
離脱までに入国した EU 市民は、イギリスに居住する
権利が与えられるためか、依然として EU から移民は流
入している。しかし、国民投票後はそれを上回る流出が見
られ、イギリス人による他国移住も目立つ。
また、増加傾向にあったポーランド人は、差別への不快
感または自国経済の好転などにより流出が始まっている
（
“The Guardian” , 25 May 2017他）
。ただ、ポーラン
ド人は出稼ぎが多く、国民投票後、ユーロに対しポンド安
が進行したため経済的メリットが薄れたのも要因となろう。
これを受け安価な労働力として経済へ貢献してきたポー
ランド人の流出に危機感を募らせるイギリス人も少なくな
い。しかし近年、これにとって代わる勢いで流入している
のはルーマニア人である。2014年23万人であったルーマ
ニアおよびブルガリアの居住者は2016年末に41.3万人ほ
どになっている（”The Guardian”,11 Nov 2017）
。国
家統計局によれば、2016年のみで約10万人ものルーマニ
ア人が流入し、イギリス人口を押し上げている。ただ、こ
れが新たな労働力となりうるのか、または社会保障などの

火種となるのかは未知数である。
Ⅶ おわりに
2018年1月フランスのエマニュエル・マクロン大統領は、
BBC のインタビューに対して、仮に自国で国民投票を行
った場合、イギリスに近い形で離脱派が勝利するだろう、
と語った。そもそも EU 離脱とは、単に Yes か No で決
められない複雑な問題であるため、国民投票を行なうこと
は誤りであると指摘するが、離脱リスクをもたらす国民投
票を実施する意思はない。
一方で、キャメロン氏の元側近は、BBC ラジオに対し、
イギリス国内の右派政党の人気の高まりにより、当時首相
が国民投票を約束しない限り、与党党首つまりは首相の座
から失脚するのではないかと恐れていた、と回顧している
（”Independent”, 8 Jan2018）
。
国の指導者として、相当数の離脱派に直接的に触れない
フランスと、それを治めることを求めたイギリスでは政治
的な違いがあり、かつての国民投票で間接的に離脱を選択
したフランス人などはイギリスへ羨望の眼差しを向けてい
る。そしていまや両国に限らず、離脱派の民意を政治的に
いかに扱うのかは EU を存続させるための一つのカギで
あろう。
そのような中、イギリスの離脱交渉はまだ途上であり、
今後の行方はさまざまな想いで注目されている。

公益財団法人政治経済研究所 設立70周年連載企画

政治経済研究所と私
大石 雄爾
（おおいし・ゆうじ 政治経済研究所評議員・駒澤大学名誉教授）

政治経済研究所（以下、政経研）と関わりを持つように
なって50年近くになる。北田芳治先生を囲み、政経研の
会議室で開かれた国家独占資本主義研究会（後に、現代日
本経済研究会）に参加するようになったのがきっかけであ
る。
当初、相田利雄氏が中心となり、現代日本資本主義論を
共に研究しようという呼びかけが若手研究者に対しなされ
ていた。齊藤壽彦氏は、それに呼応して国独資研に入会さ
れたお一人である。私はといえば、大学院在学中であり現
代資本主義論の諸学説を批判的に検討した論文をまとめて
いる頃であった。理論が単なる観念の遊戯に陥らないため

には、研究の対象たる「現実社会」を表象におき、その分
析から得られる現代日本経済の実態把握に裏打ちされた法
則把握とその理論展開がなされなくては、と考えていた。
そんなある日、東京都立大学（現首都大学東京）で北田
先生の講演会が催された。講演会のあと、北田先生を囲ん
で団欒の時間が設けられたが、その時、北田先生は国独資
研のメンバー募集のお話をされ、先生から直接入会のお誘
いをいただいた。それは、まさしく私の希望に叶った研究
会のように思われた。その場で国独資研への入会をお願い
し、北田先生は快く受け入れてくださったのである。
研究会の最初の成果は、北田編著『現代日本の国債問
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題』という共著の形で公刊された。その後、研究は日本の
経済政策、さらに日本の産業政策に焦点を当てて進められ
ていった。各参加者は、日本の主要産業部門の1つを選び、
担当するようになったが、私の担当は「石油化学産業政
策」であった。
このようにして、公表された研究成果は：北田・相田編
著『現代日本の経済政策 上』大月書店、
『現代日本の経
済政策 下』大月書店、から、相田・小林英夫編著『成長
するアジアと日本産業』大月書店、までかなりの数にのぼ
った。これらは文字通り共同研究の成果であり、研究によ
って得られた知見は私たちが共有しうる知的財産となって
いる。
他方で私は、経済の理論問題について研究するため、主
として他の研究会のお世話になってきた。とはいえ、理論
の面でも、政経研に深く感謝していることが２つある。そ
の１つは、研究会のメンバーが執筆した論文は、理論分析
のものであれ実証分析のものであれ、比較的自由に『政経
研究』に掲載していただいたことである（むろん、査読制
度が設けられる以前のこと）
。私の場合、研究会のテーマ
と関連する論文では、
「イラン・ジャパン石油化学(IJPC)
プロジェクトの現段階」(上)『政経研究』No．33、
「前掲
論文」(下)『前掲書』No．35、があり、理論では、論争
問題にコミットして執筆した2篇、即ち「再生産表式にお
ける＜賃金の二重取り＞問題について」
『前掲書』No．56、
「ボルトケヴィッチの生産価格論」
『前掲書』No．58、な
どが掲載された。
もう1つ、90年代から2000年代にかけて、私は政経研の
現代経済研究室室長をお引き受けしていた。その関係もあ
り政経研からの助成金を受けつつ、労働価値論の意義を再
確認するための研究会を行うことができた。大石編著『労
働価値論の挑戦』大月書店、2000年、はその共同研究の成
果として刊行されたものである。政経研関係者では、小宮
昌平氏、佐藤亮治氏、斎藤正美氏、故・小谷崇氏、それに
私の5名が執筆し、その他に5名の研究者に研究会への参加
と論文の執筆をお願いした。

ところで、政経研の仕事と私との関わりも、国独資研に通
うようになると間もなく始まった。政経研が東京都の中小
企業実態調査に参加したさいに、小宮氏（主査）のもとで
副査を担当させていただいた。次の年度には、
「単板・合
板製造業」調査の主査を任され、夏季に副査の青年と調査
を行い、調査報告書は私が執筆した。実態経済を研究する
上で、この仕事は私にとって有意義なものになった。
しかし、政経研と恒常的な関係を有するようになったの
は、私が機関誌『政経研究』の編集委員会の一員になって
からである。その少し前、理事長：北田先生、専務理事：
小宮氏という新体制が始まり、編集委員に関して、メンバ
ーの明確化とその増員が図られたように思う。故・小谷氏
が編集責任者となり、
『政経研究』No.36（1982年）から
委員欄に私の名前が記載され、輪番で巻頭言も時に担当す
るようになった。以来、35年間にわたり編集委員として
の仕事をさせていただいている（現在は、編集委員＜オブ
ザーバー＞）
。
さて、私が初めて評議員の任をお引き受けしたのは199
4年3月のことであった。その後、財団法人であった政経
研は、大島・社会文化研究所、東京中小企業問題研究所な
どを付属施設に加え、2002年には、政経研付属の東京大
空襲・戦災資料センターを設立するに至った。そして201
1年、山口孝理事長のもと、政経研は「公益財団法人 政
治経済研究所」に名称変更・組織の改定を行ったのである。
今や政経研は多面的な研究機関であり、付属するそれぞれ
の施設・研究所は、人々の生活に密着した重要な使命を担
っている点、それが社会的に認知されたということである。
2年前には、政経研のいわば中核をなす「政治経済研究
所」が創立70周年を迎えた。政経研は今、その長い歴史
を踏まえて、多くの市民に幅広く質の高い活動を提供する
ことが求められている。鶴田満彦理事長を中心とする執行
部のもと、さらなる内容の充実と運営の円滑化が図られて
いくにちがいない。評議員としての職責の重さを考えると、
身の引き締まる思いがするこの頃である。

研究所の動向（2017年4月～9月）
理事会
4月13日 第1回理事会
6月理事改選について／2017年度の組織体制について／6
月定期提出書類作成ならびに監事監査・評議員会につい
て／その他
5月1日 第2回臨時理事会
特定寄附金募集について／センターリニューアル施工業
者選定について／その他
5月25日 第3回理事会
6月定期提出書類について／次期理事候補選任について／
定款の改正について／東京大空襲・戦災資料センター運
営委員会規則の改正について／その他
6月16日 第4回理事会
評 議 員 会 の 進 行 に つ い て ／ 1, 400万 円 の 高 額 寄 付
と募金委員会／高額寄付にともなうリニューアル

修正と進捗状況／代表理事の選任について／業務
執行理事の選任について／理事の役割分担につい
て／会長、相談役の選任について／東京大空襲・
戦災資料センターのリニューアルについて／その
他
7月20日 第5回理事会
評議委員会の結果を受けて（定款と東京大空襲・戦災資
料センター運営委員会規則／次回評議員会の開催につい
て）／理事の役割分担再確認について（研究委員会／東
京大空襲・戦災資料センター担当理事／『政經研究』奨
励賞選考委員長）／顧問・相談役の再確認について／研
究費配分決定について／9月9日公開研究会について／石
橋氏との雇用契約について／展示リニューアルに伴う謝
金と報酬について／その他
9月7日 第6回理事会
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センター雇用問題と顧問弁護士について／研究員交流会
と機関整備／2016年研究費報告と科学研究費申請につい
て／その他
評議員会
6月16日 評議員会
2 0 16 年 度 定 期 提 出 書 類 に つ い て ／ 次 期 理 事 候 補 者
選任について／定款変更について
委員会等
4月 13日 研 究 委 員 会
4月17日 東京大空襲・戦災資料センター2017年度第１回
運営委員会
5月22日 東京大空襲・戦災資料センター2017年度第2回運
営委員会
5月22日 研究委員会
6月20日 東京大空襲・戦災資料センター2017年度第３回
運営委員会
7月13日 研究委員会
7月18日
東京大空襲・戦災資料センター2017年度第4回
運営委員会
9月19日 東京大空襲・戦災資料センター2017年度第5回運
営委員会
研究会・研究室
4月1日 空襲被災者運動研究会、第14回研究会
4月20日 第1回定例研究会
孫智「 近 年 に お け る 中 国 シ ャ ド ー バ ン キ ン グ の 変 化
―銀行理財商品を中心として―」
4月29日 霊名簿・被災地図研究会、第63回研究会
5月20日 第1回公開研究会 岩見良太郎「危うさの中の暴
走―アベノピックス都市再生」
5月29日 霊名簿・被災地図研究会、第64回研究会
5 月 2 9 日 現 代 経 済 研 究 室 研 究 会 坂 本 暉 正 「 Tax
Haven & Offshore 金 融 の 研 究 」
6月3日
空襲被災者運動研究会、第15回公開研究会
「空襲被災者運動研究の課題と方法―特別展「空襲被災者
と戦後日本」合評会 報告 長志珠絵（神戸大学大学院国
際文化学研究科）
「東京大空襲・戦災資料センター2017第1
回特別展「空襲被災者と戦後日本」をめぐって－文化資源
としての空襲市民運動の記録と現状を考える」 別府三奈
子（法政大学社会学部）「負の遺産の継承方法をめぐる考
察－アジア戦跡調査にみる当事者の重みについて」 コメ
ント栗原淑江（NPO ノーモア・ヒバクシャ記憶遺産を継
承する会）「特別展「空襲被災者と戦後日本」への感想―
被害と責任をめぐって」
7月9日
霊名簿・被災地図研究会、第65回研究会
8月6日 空襲被災者運動研究会、第16回研究会 報告 植
野真澄「1970年代の戦災傷害者の立法・司法・行政の動向
と当事者運動の関連について－杉山千佐子寄贈資料と福島
啓氏資料に見る全国戦災傷害者連絡会と名古屋空襲訴訟」
8月27日 霊名簿・被災地図研究会、第66回研究会
9月9日 第2回公開研究会 浦田賢治「核兵器と憲法―朝
鮮半島の核危機をどうみるか？」
9月29日 第2回定例研究会 宇 都 宮 勉 「「 投 機 資 本 」 と
経済の「金融化」――リーマン恐慌にも触れて」
9月30日 空襲被災者運動研究会、第17回公開研究会「戦
争被害者運動の資料をめぐって－日本被団協と全傷連」
報告 松田忍（昭和女子大学）「被団協文書の概要と若干
の考察」 コメント松田英里（一橋大学）「戦後都市社会
における空襲被災者運動の歴史学的研究」
刊行物
4月1日 柳啓明ほか編（壽福眞美監修）『知の史的探究：
社会思想史の世界』八千代出版
4月1日 吉田裕｢いま問われる安倍首相の歴史認識｣ 『前
衛』946号
4月27日 赤澤史朗『徳富蘇峰と大日本言論報国会』
5月 鶴田満彦「現代日本資本主義とマルクス経済学」
、
『経済』第260号、新日本出版社
6月 浦田賢治 「天皇法制の違憲性――日本国憲法を読
みすすむ」法と民主主義第519号別冊（2017年6月）36頁。
6月 合田寛 しんぶん赤旗「トランプ税制改革をどう見
るか」
6月1日 吉田裕「特集にあたって」
『日中戦争開戦八〇年
(年報・日本現代史) 』
7月 「先制核攻撃の威嚇が強まるなか トランプ・北朝
鮮・非戦非核を考える（時評）
」法と民主主義第520号
7月 合 田 寛 大 阪 保 険 医 雑 誌 No.610「 パ ナ マ 文
書後のタックスヘイブン問題」
7月1日 東京大空襲・戦災資料センターニュース31号
7月15日 赤澤史朗『靖国神社―「殉国」と「平和」をめ
ぐる戦後史』 (岩波現代文庫)
7月28日 吉田裕・他『平成の天皇制とは何か : 制度と個
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人のはざまで』
7月30日 しんぶん赤旗 早乙女勝元書評、海老名香葉子
著『いつも笑顔で』
8月10日 赤澤史朗・他 『触発する歴史学』
8月15日 しんぶん赤旗 吉田裕「8月15日を考える 曖昧
にされた天皇の戦争責任」
9月17日 合 田 寛 し ん ぶ ん 赤 旗 書 評 フ ラ ン ソ
ア・シェネ著「不当な債務」
9月19日～
東京新聞夕刊 早乙女勝元「この道」連載
学会報告・講演など
6月25日 カルチュラルタイフーン2017 柳啓明 報告「境
域における国民国家の構想：笹森儀助の『南島探検』と与
那国島」早稲田大学
8月5日 歴史教育者協議会第69回神奈川／関東大会 平和
教育分科会報告 小薗崇明「歴史資料館と大学教育を架橋
して」
8月14日 全国空襲被害者連絡協議会のつどい 講演 山
辺昌彦「空襲被災者運動史の現段階―給付・追悼・実態調
査」
9月16日 鶴田満彦 経済理論学会等7学会共催『資本論』
刊行150年記念シンポジウム総合討論者 武蔵大学
東京大空襲・戦災資料センターの事業
2月25日～4月9日
2017第1回特別展「空襲被災者と戦後
日本」
4月１日
特別展第2回映画会
5月18日～9月7日 東京大空襲・戦災資料センターリニュ
ーアル工事
8月12日～15日 2017年夏休み特別企画
研究所関連の報道
4月26日 朝日新聞 東京成徳大生 千葉キャンパスで企
画展 東京大空襲 証言から学ぶ 小薗崇明コメント
5月1日 史学雑誌 2016年の歴史学界－回顧と展望で東京
復興写真集、吉田裕著「戦争体験をいかに継承するか」
、
山辺昌彦著「東京大空襲をめぐる研究と運動について」を
紹介
5月1日 地方史情報 132号 東京復興写真集と空襲被災
者運動関連資料目録2を紹介
5月10日 朝日新聞 名古屋本社版夕刊 資料館「ピース
あいち」反戦伝承 草の根10年 早乙女勝元コメント
5月15日 朝日新聞 名古屋本社版 「ピースあいち」で
記念式典 市民に支えられ10周年 東京大空襲・戦災資料
センターの関係者も駆けつけた
5月15日 中国新聞 Peace あすへのバトン 東京大空
襲・戦災資料センター学芸員 辻口亜衣さん
6月4日 しんぶん赤旗 早乙女勝元「
「戦前」に戻させな
い前進を」
6月27日 朝日新聞 山形版 東京空襲語り継ぐ 大江で
二瓶治代さん講演
8月11日 東京新聞 戦争体験者の物語を子どもたちが朗
読 あすから江東区の東京大空襲・戦災資料センターで特
別企画
8月12日 朝日新聞 東京大空襲・戦災資料センターの夏
休み特別イベント 戦災継承に若者も参加
8月12日 共同通信配信記事 山形新聞 東京大空襲・戦
災資料センターの「次世代継承研究会」の紹介 山本唯人
コメント
8月15日 NHK ニュース 東京大空襲・戦災資料センター
で特別企画 女子高生の力で戦争を語り継ぐ
8月15日 読売新聞 東京大空襲・戦災資料センター 子
どもたち参加 朗読講座
8月15日 朝日新聞 空襲被害救済法「早期実現を」隅田
で集会 山辺昌彦の講演紹介
8月15日 東京新聞 戦災資料と向き合う26歳 辻口亜衣
8月15日 しんぶん赤旗 全国空襲連が被害者救済法早く
実現へ集会 山辺昌彦の講演紹介
8月18日 しんぶん赤旗 東京大空襲生き延びた早乙女勝
元さん 10万の「声なき声」に寄り添い
8月27日 東京民報 東京大空襲・戦災資料センター 桐
生明夫さんの絵―空襲を生き延びた大イチョウ―を展示
9月1日 地方史情報 133号 東京大空襲・戦災資料セン
ター30号と特別展「空襲被災者と戦後日本」の解説リーフ
レットを紹介
9月18日 東京新聞 不発弾 「負の遺産」処理毎年1000
件超 山辺昌彦コメント

