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現代の資本主義経済の基本認識について
大 林 弘 道
今日、経済学のいかなる分野の研究におい

究者らに大きな励ましを与えるものとなるだ

ても、激動する現代の資本主義経済の基本認

ろうとも考える。私は本欄を借りてそれらか

識の獲得に努力し、それを研究の前提とする

ら学んだ一端を述べたいと思う。とはいえ、

ことが不可欠であると私は考えてきた。とこ

以下私が学んだとする内容が、両氏が提起し

ろが、現実の研究状況はそうではない。私の

たはずの論点や読者に期待していた理解とは

属する企業経済とりわけ中小企業の研究分野

異なってしまうことを懸念するが、ご海容を

ではますます視野・対象が局限されると同時

願いたい。

に、当該の研究と現代の資本主義経済の基本

私が学んだ第 1 点は、現代の資本主義経済

認識との関連を問わないまま分析を進める傾

の解明に際しての方法論である。すなわち、

向が強まっている。さまざまな分野の研究者

鶴田氏の表現を借用すれば、それは、マルク

と対話をすると、そのような傾向は多くの研

ス理論的な方法的基盤に立ちながらも、「いわ

究分野にも存在し、やはり強まっているよう

ゆる本質還元的思考＝マルクス理論の直接的

である。そのような傾向の強まりの背景には

適用によって歴史的現実を解明するという方

問うべき問題が多数伏在すると思うが、根本

法( 1 ) 」ではなく、「探り当てた限りの事実を何

的理由としては現代の資本主義経済の基本理

よりも尊重し、事実を理論的に掘り下げて解

論の研究それ自体に困難が存在しているから

明するという方法 ( 2 ) 」である。前者の「本質

だと考えられる。それゆえにまた、困難な研

還元主義」とでもいうべき方法論は何もマル

ばつ こ

究を踏まえない「暴論」や「奇説」が跋扈す

クス経済学に限らないのであり、主流派経済

る余地を与えており、研究者にあっては、上

学でも「近代経済学」と言われた時代からそ

の基本認識を回避し、言及しないか、あるい

れに基づく「現状分析」を読む度に悩まされ

は「常識」的な範囲の認識にとどめておく傾

てきた問題である。つまり、「現状分析」とさ

向に慣れてしまっているようにも見える。

れる論文であっても、「経済原論」の教科書を

以上のような問題意識からすると、本誌第

読んでいるような錯覚を誘い、結論も最初か

108号に掲載された井村喜代子(2016)に対する

ら決まっていたかのようであった。それゆえ、

書評・鶴田満彦(2017)およびそれに対する同

後者の方法の提起は、言説それ自体としては

じく本誌第109号に掲載されたリプライ・井村

特段新しくはないが、現代資本主義経済の激

喜代子(2017)によって明確にされた「諸論点

動に直面する現時点において強調されること

(両氏における共通点および相違点)」および

が貴重なのである。

それらの新たな展開が示されている井村喜代

第 2 点は、経済・軍事・技術の新たな関連

子(2018)における「分析課題」は、私にとっ

についてである。すなわち、同じく鶴田氏の

て学ぶべきことが多々あった。また、それら

表現を引用すれば、「技術を体化した生産力に

は、現代の諸問題と格闘する私が知る若い研

よって生産関係が決まり、この生産関係が経
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済的土台となってその上に政治的上部構造が

えたい。私は、ほとんどの経済学研究者から

形成され、政治の延長が戦争(軍事)だ

支持されていない見解、すなわち、21世紀の

(3)

」と

いうことでなく、「戦争こそが資本主義経済を

先進国経済においては大企業の役割は低下し、

変質させ、一定のバイアスをもった方向に技

中小企業のそれは上昇するという考えを堅持

術を発展させてきた 」という点である。こ

しているが、上の 3 点を述べながら、「軍事と

のこと は、一方で井村 喜代子(北原勇 協力)

経済の関連」と「実体経済と金融の関連」に

(2016)の副題が「米国の世界経済戦略のもと

関するある光景を思い出す。2010年秋、私は

で」となっているように、経済政策の戦略論

通称「ペンタゴン」の米国国防総省の周辺地

的な研究が重要になっていることを教え、他

域を視察していた。その折の地域開発担当者

方で「産軍連携強化のもとでの技術革新とそ

との懇談で彼らは軍需関連ベンチャー企業の

れがはらむ危険の解明は新しい課題になって

「スタート・アップ」およびそれを支援する

いる 」のである。

「ベンチャー・キャピタル」が極めて旺盛で

(4)

(5)

第 3 点は、現代の資本主義経済の段階規定

あり、そして、それらがその地域の発展に大

についてである。井村氏は鶴田氏の論点提起

いに寄与していることを強調していた。確か

に対して次のような見解をおそらく初めて明

に案内された地域の光景はどれも新規の中小

確に表明した。すなわち、「『資本主義の発展

企業・住宅・高速道路・公共交通機関によっ

段階』は本来、競争の支配する資本主義、独

て美しく綾取られていた。それは同じ時期に

占資本主義のように、ある特定の構造の下で、

視察した「ラストベルト(錆びた工業地帯)」

それ固有の特質をもった資本主義を意味する

とはあまりに非対称的であった。21世紀の中

ものである。私は大戦後では、『軍事と経済の

小企業を牽引するとされるベンチャー企業が

関連』も『実体経済と金融の関連』も、国家

軍需・民需に貢献する両義性に米国経済の問

(政府・通貨当局、軍)の介入によって内容が

題性を改めて確認することになったのである。

人為的に動かされ変化・「変質」するため、大
注

戦後資本主義を、ある独特の発展法則をもっ
た『ある発展段階の資本主義』と規定するこ

(1) 鶴田満彦(2017)、88頁。

とはできない ( 6 ) 」と述べている。第 1 点とも

(2) 鶴田満彦(2017)、88頁。

関連して現在“段階規定”についての議論は

(3) 鶴田満彦(2017)、89頁。

少ないし、研究上の必要もあまり指摘されて

(4) 鶴田満彦(2017)、89頁。

いない。指摘があっても、今日の問題と「競

(5) 井村喜代子(2018)、145頁。

争の支配する資本主義」の問題とを直接対比

(6) 井村喜代子(2017)、106頁。

させるような分析視角が学派・立場を超えて
多数を占めているように思われる。

参考文献

以上の 3 点は私流の論点整理であるが、そ

井村喜代子(北原勇協力)(2016)『大戦後資本主義の

れらが正当に理解されるならば、現代日本経

変質と展開 ─米国の世界戦略のもとで』有斐

済論を論じて「通史」であると批評され、現

閣

代資本主義論を著して「現象記述」と論難さ

井村喜代子(2017)「鶴田満彦氏の書評へのリプラ

れることはないのではないかと確信する。つ
まり、現代資本主義経済は、研究対象として、

イ」『政経研究』第109号
井村喜代子(2018)「現代資本主義の特質と分析課

理論的解明を目指すにはあまりに実証を必要

題」『経済』第270号

とし、実証的解明を進めるにはあまりに理論

鶴田満彦(2017)「書評」『政経研究』第108号

を要請するのである。この理論と実証の狭間
を耐え抜く研究的力量が要求されるのである。

（おおばやし ひろみち 神奈川大学名誉教授）

最後に、私の研究分野から若干の言及を加
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■連載特集

地域特集・地域の問題（３-１）■

新自由主義に基づく地域再編とそれへの対抗軸
中 山

徹

《要旨》 本論では小泉構造改革（小泉純一郎首相、2001年～2006年）からアベノミクス（安倍晋三首相、
第 1 次2006年～2007年、第 2 次2012年～）に至る新自由主義的な国土、地域、コミュニティの再編
がどのような内容で進められているのか、そして自治体はそれにどう対応しているのかを見る。そ
の上で、そのような再編を乗り越えるための自治体政策と国土、地域、コミュニティ再編の方向を
考える。

帯に大規模な工場を建て、たくさんの労働者

目 次
１

なぜ国土と地域、コミュニティの再編なのか

を集めた。東名・名神高速道路、東海道新幹

２

政府が進める国土、地域、コミュニティの再

線が整備されたのもこの時代であり、東京や

編

大阪などの大都市部では大規模な再開発やニ

地方創生＝自治体みずから地域再編を進める

ュータウン開発が進んだ。

３

国土や地域、コミュニティは、経済、生活

仕組み
４ 自治体の動向と地域の状況

を支える器である。経済や生活が大きく変わ

５ 市民共同自治体への展望

る場合、それに相応しい国土、地域、コミュ

６ 市民共同自治体の政策

ニティに造り替える。高度経済成長期の20年

７ 東京一極集中の是正が要

間に、それ以前の国土、地域、コミュニティ

８ 国土、地域、コミュニティ再編の方向性

が一変したといえる。

さいごに

そして、いま再び大きな転換点に差しかか
っている。20世紀終盤から変わり始め、本格
的に動きだしたのが小泉構造改革と、その後
のアベノミクスである。小泉構造改革やアベ

１

ノミクスは、なぜ日本を造り替えようとして

なぜ国土と地域、コミュニティ
の再編なのか

いるのか。これまでの輸出主導型の産業構造
を、多国籍企業型の産業構造、国際競争型の
産業構造に変えるためである。そのため海外
と比較して少しでもコストの高い分野があれ

産業構造の転換に伴う
新自由主義的な改革

ば、それを変える改革を容赦なく進めている。
また、限られた財源を国際競争力強化に使う

かつて日本の国土や地域が大きく変わった

ため、それ以外の予算を大幅に削減できるよ

のは、1960年代から70年代にかけての高度経

うに、仕組みそのものを作りかえている。具

済成長期である。日本の産業構造を輸出主導

体的には、日本型の終身雇用や年功序列型の

型の産業構造に変えるため、太平洋ベルト地

賃金体系を崩し、社会保障制度そのものを見
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直している。このような改革を新自由主義的
な改革と呼んでいる。

アジアを中心に国際的には人口が急増

国土、地域、コミュニティの再編もその一
環である。新自由主義的な視点で国土、地域、

日本は人口減少だが、海外ではアジア、ア

コミュニティを造り替える具体的な内容、そ

フリカを中心に人口が急増する。2015年、世

れを進める政策を以下で見る。

界の人口は73億4947万人である。それが2050
年には97億2515万人まで増えると予測されて

21世紀は人口減少率が 1 位になる

いる。増加数は23億7568万人、増加率は32.3
％である。そのうち、アジアとアフリカで21

小泉構造改革からアベノミクスに至る過程

億6495万人増えると予想されている。ところ

で、社会状況の大きな変化があった。それは

が アジ ア に位置し ている日 本 は 2015年か ら

日本の人口が2008年を境に本格的に減少しだ

2050年の間に19.8％、人口が減少すると予測

したことである。2008年の人口は 1 億2808万

されている。

人、その後は減少し、2017年は 1 億2672万人

一般的には先進国よりも途上国の方が人口

である(10月 1 日時点、以下同じ)。最近では

増加率は高くなる。しかし先進国でも2015年

1 年間で20万人程度減っている。中核市一市

から2050年までの人口増加率が20％を越える

分ぐらいの人口が減っているというになる。

と予測されている国がアメリカ、カナダと 2

国立社会保障・人口問題研究所が日本の将来

つある。イタリア、ドイツはマイナスになっ

人口予測を行っているが、この予測によると

ているが、日本の減少率が非常に高い。

人口減少数は拡大し続け、2026年には年間で
70万人減少すると予測している。政令指定都

人口減少下で
国際競争に勝つことが最大の目的

市 1 市分である。さらに2053年には9924万人
となり、 1 億人を割り込む。少子化対策が成
功せず、いまの出生率のままだと、100年後

人口増加＝経済成長、人口減少＝経済低迷

(2115年)には5055万人ぐらいまで減る。1909

ではない。しかし人口減少は経済的にはマイ

年の人口が5025万人なので、おおよそ100年後

ナスに働く場合が多いといえる。日本の国土、

には100年前の人口に戻ることになる。20世紀、

地域、コミュニティは、人口急増期に、輸出

日本の人口増加率は先進国で 1 位だったが、

主導型産業構造を形成し、高度経済成長を実

21世紀は人口減少率が 1 位になりそうである。

現するために作り出されたものである。その

そうすると高齢化も進む。2017年の高齢化

ままの構造では人口が急速に減少する時代、

率（総人口に占める65歳以上人口の割合）は

日本の多国籍企業が国際競争に勝ち残る器に

27.7％で世界 1 位だが、2040年には35.3％と

はなり得ない。

35％を超え、未だかつてどこの国も経験した

そういった危機感の下で、人口が大幅に減

ことの無い超高齢化社会が到来する。反対に

っても、多国籍企業が国際競争に勝ち残るた

子どもの比率は減り続ける。2017年の年少人

め、日本の国土や地域を抜本的に造り替える

口比率（14歳以下）は13.8％だが、今後も減

ことになった。同時に、人口減少下で、大手

り続け2032年には10.9％と10％台になり、そ

建設業、不動産業、鉄鋼業などの儲けを確保

の後も10％台で推移する。その結果、高齢化

するということも目論まれている。

率は先進国で 1 位、年少人口比率は最下位に
なる。
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地方都市の再編、コンパクトと連携

２

政府が進める国土、地域、
コミュニティの再編

全体として人口が減少する時代に首都圏へ
の一極集中を進めると、地方では大幅な人口

東京が国際的な都市間競争に勝ち残るた
めの再編

減少が生じる。小泉構造改革の時はまだ全国
的に見ると人口は減っていなかった。しかし、

では具体的にどういう再編をしようとして

限られた財源を国際競争力強化に使うため、

いるのだろうか。日本は国土計画として20世

地方向けの予算を大きく削減しようとした。

紀に 5 回の全国総合開発計画、21世紀に 2 回

具体的には市町村合併と地方交付税の削減で

の国土形成計画をつくっている。21世紀に入

ある。その結果、地方経済が一気に冷え込み、

って大きく変わったのは、国土の均衡な発展

このままでは地方が疲弊するという危機感が

という旗を下ろしたことである。

広がった。これが地方の反乱という形で表面

ただし2008年に策定された国土形成計画は、

化し、自公政権が民主党政権に代わる大きな
原動力となった。

その旗を降したもののそれに代わるものを示

アベノミクスも限られた財源を首都圏の国

さなかった。それがアベノミクスのもとで策
定された第 2 次国土形成計画で明確になった。

際競争力強化に使い、東京一極集中をさらに

今回の国土形成計画の最大の目的は、首都

進めようとしている。しかも小泉構造改革の

圏の国際競争力強化にある。国家戦略特区な

時とは異なり、全国的に人口が減り始めてい

どを活用した規制緩和、東京オリンピックま

る。地方の疲弊は小泉構造改革の時よりも厳

でに整備するインフラ整備などで、東京を国

しくなる。そうすると再び地方の反乱が生じ

際競争に勝てる大都市に造り替えようとして

かねない。そこで、アベノミクスでは小泉構

いる。さらに、日本全体では人口が減っても

造改革と同じ轍を踏まないように、地方が一

首都圏では一定の人口を確保しようとしてい

路衰退に進むのではなく、人口が大幅に減っ

る。日本が国際競争に勝ち残るためには、ま

ても生き残れるような地域に再編しようとし

ず首都圏が国際競争に勝ち残らないといけな

ている。
その具体的な内容は 2 つある。 1 つはコン

いという発想である。
ただし東京を中心とした首都圏だけでは、

パクトである。人口が減るにもかかわらず、

いずれ人口が急増するアジアの大都市に対抗

大きな市街地を維持するのは財政的に大変だ

できなくなる。東京都の人口は1375万人であ

から、人口減少に見合った市街地の縮小を進

るが、アジアではすでに2000万人を超える大

めようとしている。立地適正化という制度が

都市が北京、上海、カラチと 3 つある。そこ

作られ、多くの市町村がこの立地適正化計画

で、東京から名古屋、大阪までリニアを通そ

を策定中である。これが地方再編のハード施

うとしている。東京、名古屋、大阪は、今は

策である。

別々の都市圏で、三大都市圏と呼ばれている。

もう 1 つは連携である。個々の自治体の取

しかし鉄道で 1 時間で結ばれると、 3 つの都

り組みでは、人口が大幅に減っていく中で生

市圏が 1 つの大都市圏になれる。そうすると

き残れない。だから圏域内で自治体同士が連

人口5000万人の大都市圏が誕生する。政府は

携すべきだとしている。具体的には連携中枢

これをスーパーメガリージョンと呼び、国土

都市圏、定住自立圏という制度がつくられて

改造のポイントにしている。

いる。連携中枢都市圏では、経済対策は中心
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市に集中し、中心市活性化の効果を周辺自治
体も享受しようとしている。また、人口が減

公共施設とコミュニティの再編

り財政的に厳しくなる周辺自治体は介護保険
や義務教育を中心市に依存するという考えで

都市、農村を問わず進んでいるのはコミュ

ある。これが地方再編のソフト施策である。

ニティの再編である。コミュニティの再編も
2 つの内容で進んでいる。 1 つは公共施設の

中山間地域の再編、
小さな拠点と地域運営組織

再編である。人口が減り、財政的にも厳しく
なるためかなりの自治体は行政サービスを削

もっと大変なのは中山間地域である。全国

減しようとしている。その場合、一番確実な

的に人口が減少し、首都圏への一極集中を進

のは、行政サービスの供給拠点である公共施

めると、中山間地域の人口減少率は50％を超

設を減らすことである。これを進めるため公

える。今のままでは、中山間地域が崩壊する。

共施設等総合管理計画が策定されているが、

そこで人口が大幅に減っても生き残れる中山

この計画の中心は公共施設の統廃合である。

間地域に再編しようとしている。地方都市と

保育園と幼稚園を統廃合して認定こども園に

同じで、再編の方法は 2 つである。

する、小学校と中学校を統廃合して小中一貫

1 つは小さな拠点である。いま日本には集

校にする、あるいは文化施設、スポーツ施設

落が約 7 万ある。そのうち5000ぐらいを小さ

は直営をやめて、民営化したり指定管理者制

な拠点として位置づけようとしている。小さ

度を導入したりしている。これがコミュニテ

な拠点というのは、公共施設や商業施設を集

ィ再編のハード面である。

めた地域のことである。今後は、公共施設や

もう 1 つはコミュニティ組織の再編である。

商業施設を各集落にばらばらとつくるのでは

今の介護保険制度のままで団塊の世代が後期

なく、 1 割ぐらいの集落に集中させて、残り

高齢者になる2025年に突入すると、政府とし

は小さな拠点とネットワーク(公共交通など)

ては財政負担が増加し大変だと考えている。

で結んで、生活を成り立たせようという考え

そこで、介護保険制度を見直している。たと

である。これがハード面の対策である。

えば要支援 1 と 2 の一部サービスを介護保険

もう 1 つは地域運営組織である。小さな拠

から外す、特養に入れる人を要介護 3 以上に

点ができても実際の運営は大変である。人口

限定するなどである。そのようにして介護保

が減るため商業施設が撤退し、財政が厳しく

険から外された人も要介護・要支援状態であ

なるため行政サービスも縮小される。そこで

ることには変わりない。そのため介護保険に

住民が地域運営組織をつくり、撤退した行政

替わる受け皿が必要である。そこで重視され

や民間事業者に替わって、サービスを自分た

ているのが地域での助け合い（互助）で、互

ちで運営するとしている。たしかにそれでう

助組織として地域コミュニティへの期待が高

まく行っているところもあるが、それは比較

まっている。

的前期高齢者が多い地域である。10年、20年

しかし、町内会をはじめ地域活動の担い手

後も大丈夫かは疑問である。小さな拠点、地

は高齢者が中心で、コミュニティ組織は弱体

域運営組織は中山間地域が一気に崩壊するの

化してる。そのため既存のコミュニティ組織

を防ぐ延命策ではないかという見方もできる。

では介護保険から外された人の受け皿にはな
れない。そこで伝統的なコミュニティ組織だ
けではなくてNPOや企業も入れて、互助組織
になれる新たなコミュニティ組織をつくろう

- 6 -

としている。まちづくり協議会など呼び方は

い。しかし地方創生を進めると、全体として

様々だが、既存のコミュニティ組織を大きく

は政府が描いた国土、地域、コミュニティの

造り替えようとしている。しかも新たなコミ

再編に近づく。

ュニティ組織は、コミュニティビジネス、ソ

1960年代に次ぐ国土、地域、コミュニティ

ーシャルビジネス等を手掛けて、行政から財

の大がかりな再編時代に突入している。60年

政的に自立すべきだと考えられている。これ

代は日本の高度経済成長を実現していくため

がコミュニティ再編のソフト面である。

に国土、地域、コミュニティを大きく造り替
えた。21世紀の国際競争時代、しかも大幅に
人口が減っていくなかで、多国籍企業が勝ち

３

残れるように、国土、地域、コミュニティを

地方創生＝自治体みずから地域
再編を進める仕組み

再び大きく造り替えようとしている。

このような再編の方向性は国が示している。
しかし、国が自治体にその再編を直接、押し

４

自治体の動向と地域の状況

付けるのではなく、自治体が自らがその方向
に沿って再編を進める仕組みを作っている。

開発型自治体の暴走

それが地方創生である。
地方創生のなかで全ての自治体が人口ビジ
ョンをつくったが、それによると、2060年ま

政府の再編が進む中で自治体も変わりだし

でに人口が増えるという計画をつくったのは

ている。その変化は大きく 3 つに分けられる。

沖縄県だけである。首都圏の都県はだいたい

1 つは開発型自治体の増加である。開発型自

人口減少率 5 ％ぐらいである。それに対して

治体とは、人口減少で生じる問題を大型開発

人口が最も減るとしたのは秋田県で人口減少

で切り抜けようとしている自治体である。大

率が40％を超えている。2060年には自分の県

規模な商業施設を整備し若者を集める、国際

の人口はほぼ半分に減るという計画を県自ら

会議場を造って外国人観光客を増やす。そう

が立てていることになる。首都圏の自治体を

すれば、地域の人口が減少しても自分の地域

除くと、大半の自治体がかなりの人口減少を

では若者を増やすことができる。市民消費が

前提とし、その下で地域をどうするかという

落ち込んでも外国人観光客がものを買えば消

計画になっている。

費の落ち込みを補うことができるという考え

地方創生には毎年予算がつけられているが、

である。アベノミクスの下で公共事業費が増

自治体が申請したどの計画に予算をつけるか

えていることもあり、大型開発を進めようと

は政府が判断する。また交付金を獲得した自

いう自治体が増えている。先に説明したコン

治体はそれで終わりではなく、交付金が有効

パクトだが、人口減少に伴いコンパクト化を

に活用できたかを毎年、政府に報告しなけれ

進めると聞くと、市街地の縮小だと思いがち

ばならない。政府はその報告を元に交付金の

である。しかし多くの自治体が計画している

継続を決める。当然、政府の意図に沿った計

のは、中心部の再開発、公共施設を統合し中

画に予算は配分される。

心部に大規模な公共施設を新設する動きであ
る。

地方創生の個々のメニューには地域の将来
にとって重要なものが含まれており、地方創

1990年代も同じようなことがあった。当時

生の具体的な内容をすべて否定する必要はな

も自治体は競って大型開発を進めた。1990年
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代と大きく異なるのは大型開発の財源である。

ず、だらだらと削減を続けているのが歳出削

当時、大型開発の財源は起債であった。起債

減型自治体の特徴である。

によって自治体は開発を進めたが、大型開発
が次々と失敗し、思ったような経済効果を招

地域の崩壊

かなかった。当初の予定では開発が成功すれ
ば税収が増え起債の償還が進むはずであった。
ところがその予定が狂ったため、開発にのめ

企業の改革によって、雇用の安定が崩れ、

り込んだ自治体の財政状況が悪化し、行政改

実質賃金も低下している。大手企業に利益が

革＝市民向け予算の削減に進んだ。

集中しているため、市民の多くが勤務する中

1990年とは異なり、自治体の財政状況はす

小企業の収益が悪化している。政府がそれを

でに悪化している。そのためさらに借金を増

是正する措置をとるべきだが、反対にそれを

やすのは困難である。そこで開発を進めよう

支援しており、地域経済は深刻な事態を招い

としている自治体は市民向け予算を削減し、

ている。また、政府の政策によって介護保険、

それを開発の財源にしようとしている。その

地域医療、生活保護などに重大な後退が生じ、

ため、開発型自治体では市民向け予算の削減

市民生活は危機的な状況になっている。その

が避けられず、市民生活の低下が直接、引き

ような地域経済や市民生活の悪化に対し、自

起こされる。開発が成功すれば税収が好転し、

治体が少しでも改善するような施策をとるべ

再び市民向けサービスを向上させることがで

きだが、逆に開発型自治体や歳出削減型自治

きるかもしれない。しかし、人口減少の時代

体となっている。

に大型公共事業が成功する可能性は1990年代

地域経済や市民生活は困窮を極め、このま

よりも低い。市民向け予算の削減は地域経済

までは地域の再編どころか、地域が破綻しか

を冷え込ませ、開発が失敗すると、財政危機

ねない。

を招き、さらに市民向け予算の削減に向かわ
ざるを得ない。

５

市民共同自治体への展望

歳出削減型自治体の迷走
市民共同自治体の誕生

もう 1 つは歳出削減型自治体である。これ
は財政状況が悪化する中で、市民向け予算や
人件費を削減している自治体である。しかし

先ほど自治体が 3 つのタイプに変化してい

市民向け予算や人件費を削減すると、地域で

ると述べたが、 3 つ目が市民共同自治体であ

流通する貨幣が減る。貨幣が減るということ

る。これはかつてのような政党主導の革新自

は地域経済の低迷につながり、税収の減少を

治体ではなく、保守的な市民と革新的な市民

招く。つまり、「税収の減少→財政悪化→歳出

が共同し、それを基礎として政党が関与して

の削減→地域経済の低迷→税収の減少」とい

いる自治体である。沖縄県、新潟県、堺市な

う悪循環にはまり込む。

どが典型である。これらの自治体は政府が進

歳出削減型自治体の場合、いつまで歳出を

める施策によって地域が破壊されるのを防ぎ、

削減したらいいのかというめどが全くない。

また極端な改革で潰されようとしている地域

第一次の削減期間が終わると、その先には第

を守り、共同の力で地域の発展を模索してい

二次の削減が待っている。将来の展望が示せ

る。このようなタイプの自治体を本論では市
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民共同自治体と呼ぶ。

に対し、自治体レベルではそのような明確な

数の上では歳出削減型自治体が多く、最近

対抗軸が示されていないといえる。

では開発型自治体も増えている。市民共同自
治体はまだ少数であるが、確実に存在感を増
している。

1970年代との違い

国政と地方政治のずれ

は高度経済成長のひずみが拡大し、市民生活

1970年代は今と反対の状況であった。当時
は深刻な状況に置かれていた。それに対して
国政の分野では安保法制以降、野党共闘が

全国各地に革新自治体が生まれ、市民生活と

進んでいる。ジグザグはあるが、2016年の参

地域を守る先頭に立った。その典型は公害対

議院選挙では32すべての一人区で野党の候補

策である。当時の政府は公害対策を、「経済成

者が一本化された。このような共闘は戦後初

長と調和する範囲内」で進めていたため、深

めてのことである。2017年の衆議院選挙では、

刻な公害を防ぐことができなかった。それに

大都市部の一人区でも候補者の一本化が進ん

対して革新自治体は、市民生活を優先し、国

だ。もちろん様々な問題があるが、国政レベ

の公害対策を上回る施策を展開した。このよ

ルではアベノミクスの対抗軸がかなり明瞭に

うな革新自治体の動きが、政府を動かし、国

示されている。

の公害行政を大きく改めさせた。

ところが地方政治は一部を除き、そのよう

その一方、国政レベルでは、自治体で進め

な状況になっていない。国政レベルで野党共

られたような革新統一は形成されなかった。

闘が実現した地域でも、知事選挙、市長選挙

野党が国会議席で伸びたため国政レベルでも

では、今の自治体を変えるため、広範な市民

一定の成果がもたらされたが、地方政治のよ

で構成された対抗軸が示されているかという

うな政治革新は実現せず、その後の革新自治

と必ずしもそのようにはなっていない。都道

体崩壊の一因につながったと考えられる。

府県議選挙では多数の一人区があるが、そこ

現在はそれと反対の状況である。国政レベ

で候補者調整が進んでいる状況はほとんどな

ルでは野党共闘が進んでいるが、自治体レベ

い。

ルでは、新たな対抗軸が明確には示されてい

国政では憲法改正まで議論されるほど、深

ない。そのため、一部を除き、地域や暮らし

刻な状況になっており、その結果、野党共闘

に対して不満、不安を持っている市民の受け

が進んでいる。では、自治体レベルでは一部

皿が自治体レベルでは存在せず、開発型自治

を除き、地域経済や市民生活に深刻な状況が

体や歳出削減型自治体の増加を招いている。

生じていないのかというそうではない。先に
見たように、国土、地域、コミュニティの再

新たな共同に基づいた対抗軸

編はアベノミクスの主要な構成部分である。
それに対して多くの自治体は地域経済と市民
生活を守る役割を果たすのではなく、それに

国政レベルで進んでいる野党共闘は、革新

油を注ぐような政策を進めており、地域は崩

陣営だけの共闘ではない。沖縄や新潟、堺で

壊に直面している。この状況は多くの地域に

も同じで、保守、革新の双方が、地域と市民

共通している。

生活を守り、発展させるために共同している。

全体的に見ると地域は国政と同じように深

また、かつてのような政党主導の共闘では

刻な状況にあるが、国政レベルでの野党共闘

ない。市民が中心となった共同である。政党
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が指示を出し、それに沿って様々なことが展

り方を考えたり、地域資源を生かした観光開

開するような仕組みではない。構成員が描い

発、再生可能エネルギーによる雇用確保など

ている将来的な展望は様々だが、当面する課

を進めてきた自治体が増えている。かつての

題をどう解決するのかという点で共同してい

ような大規模な事業所は減少し、地域内に小

る。

規模な事業所が数多く存在する時代になって

いま自治体政治で望まれているのは、政府

いる。地域全体の経済循環をどのように形成

が進める再編と開発型自治体や歳出削減型自

するのか、地域で雇用をどのように確保する

治体に対して、明確な対抗軸を示す新たな共

のか、事業所間の連携をどのように進めるの

同を築くことである。そしてそのような共同

かなどを真剣に考えるべきである。再開発を

に基づく新たな自治体、市民共同自治体を創

すればなんとかなる、企業誘致によって雇用

ることである。

を維持する、そのような考え方から脱却し、
地域経済と雇用のあり方を自治体が真剣に考
えるべきである。

６ 市民共同自治体の政策
医療・福祉の拡充
地域経済の活性化

格差が拡大する中で市民生活の疲弊が進ん
でいる。そのようなときに自治体が医療・福

市民共同自治体は地域経済対策を重視すべ
きである。地域経済が疲弊している最大の理

祉予算の削減を進めると、市民生活の最後の
支えがなくなる。

由は格差の拡大である。一部の大手企業や富

また、医療・福祉予算は単に市民生活を支

裕層に富が集中し、庶民の賃金は全く上がっ

えるだけではない。それらの予算の多くは人

ていない。個人消費が冷えこんだままでは地

件費であり、その従業員の大半はその地域で

域経済の活性化は望めない。また大手企業が

暮らしている。給与をもらった人は地域で消

収益を抱え込んでいるため、中小企業はほと

費し、自治体に税金を納める。医療・福祉予

んど収益が上がっていない。このような格差

算の多くはその地域で循環し、地域経済に優

構造を是正しない限り、地域経済の活性化は

れた効果をもたらす。医療・福祉分野で安定

見込めない。

した雇用を確保することは自治体の雇用政策

自治体の権限を最大限活用すればいろいろ
な対策をとることができる。たとえばブラッ

にとっても需要であり、そのような視点から
も医療・福祉施策を重視すべきである。

ク企業規制条例を作れば、その地域内ではブ
ラック企業を規制することができる。また公
契約条例があれば適切な賃金水準を一定、維

少子化対策の重点化

持することができる。
今まで地域経済施策を追求してきた自治体

少子化が急速に進んでいるが、それに対し

は少ないといえる。大半の自治体が進めてき

て地域で少子化対策を進めることが大切であ

たのは商店街活性化、観光、駅前再開発、そ

る。地域で若者が安心して子どもを産み、子

して中小企業などに対する融資などで、地域

どもを育てる環境ができなければ、その地域

経済全般を考えてきた自治体は少数である。

は発展しない。そのために大型商業施設や娯

この間、地方創生との関係で第一次産業のあ

楽施設を整備する必要はない。それらの施設
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はすでに大都市圏にある。そのようなもので

間地域の活性化は困難である。また、国全体

はなく、日常生活で使うような施設・サービ

で出生率を上げることが重要だが、先に述べ

スを充実させるべきである。保育所、幼稚園、

たように東京一極集中を進める限り、少子化

学童保育などは子育て環境を整備する上で要

に歯止めがかからない。さらに、全体として

となる。少子化対策を重視しなければならな

人口が減少しているにもかかわらず、首都圏

いときに、そのような施設を廃止、統合する

では行政需要が増え、地方では行政需要が減

ことは避けるべきである。また今まで行政が

るという非効率なことが生じている。

運営してきた施設を民間に委ねることもやめ
た方がいい。

このようなことを考えると、東京一極集中
は是正すべきだと考えられるが、国際化時代

全国で出生率が最も低いのは東京都である。

には国際的な都市に全て集中するのは自然現

その東京都に若者が集中している状況を変え

象のようなものではないかと考える人もいる。

なければ、少子化対策は失敗する。一点目と

しかしそうではない。東京一極集中が生じて

も関係するが、地方で若者の雇用を確保し、

いるのは、一極集中を進めるような政策を展

地方で若者が住み続けられるようにすべきで

開しているからに他ならない。たとえば、東

ある。

京 オ リ ン ピ ッ ク の 開 催 費 は 1 兆 3850億 円
（2017年 5 月31日合意時点）。築地市場の豊洲
移転費用は6000億円を超えていると指摘され
ている。それに対して、鳥取県の2018年度当

７ 東京一極集中の是正が要

初予算（一般会計）は3386億円である。地域
経済は地域でどれだけ貨幣が循環するかにか

東京一極集中は政策で作り出されたもの

かっている。このような税金の使い方をして
いる限り、東京一極集中が止まらないのは当
然である。

市民共同自治体が 6 で述べたような施策を

また国家戦略特区で大幅な規制緩和を進め

実現するためには、各自治体が努力すると同

ている。国家戦略特区は地区を決めその範囲

時に、そのような努力を可能にする条件整備

では超法規的な規制緩和を行い、民間投資を

が重要である。アベノミクスで進めているよ

誘発する制度である。第二次安倍内閣の重点

うな方向で国土、地域、コミュニティを再編

施策であり、2013年から始まっている。2018

すると、自治体の努力が困難になる。一方、

年 3 月までに283事業が認定されているが、首

現在の国土、地域、コミュニティは高度経済

都圏が96、福岡県が49、関西圏が34で、全体

成長期に作られたものであり、その踏襲では、

の三分の一以上が首都圏である。規制緩和の

人口減少、高齢化のもとで、 6 で述べたよう

種類は、都市再生、創業、外国人材、観光、

な施策の十分な発展も難しい。そこで市民共

医療、保育、農林水産業など多岐にわたるが、

同自治体が 6 で述べたような施策を十分発展

最も大きな資金が動くのは都市再生である。

させるためには、アベノミクスとは違った国

この都市再生特別措置法の特例が首都圏で 8

土、地域、コミュニティの再編が必要となる。

事業、都市計画法の特例が21事業である。こ

その方向性を考えよう。

れらの事業主体は、森ビル、住友不動産、三

まず一点目は東京一極集中の是正である。

菱地所、三井不動産などであり、非常に大規

人口が減少する時代に東京一極集中を進める

模な開発となっている。この都市再生特別措

と、それ以外の地域では大幅な人口減少とな

置法、都市計画法の大幅な規制緩和が適用さ

る。これを是正しない限り、地方都市や中山

れているのは首都圏だけである。
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東京一極集中は国際化とともに自然に生じ

構造上、大きな位置を占めている。人口減少

ているのではなく、このような予算の使い方、

とともにそれら産業の比重は、本来であれば

規制緩和によって政策的に進めているといえ

徐々に低下していくはずである。しかし首都

る。

圏でインフラ整備予算を潤沢につけ、開発規
制の緩和を行えば、大型開発が進み、雇用が
確保でき、地域で循環する通貨量も増え、若

人口が首都圏に集中しているのは
先進国で日本だけ

者を中心とした人口集中が進む。一方、地方
では大幅に人口が減り、地域経済が低迷し、

それでも国際化が進む時代、首都圏が国際

働く場が減ると、若者の東京転出は止まらな

競争に勝ち残らなければ、日本全体が国際競

い。東京で人口が増え続けると、インフラや

争に負ける。そのためには、首都圏で一定の

行政サービス、住宅は常に不足し、その供給

人口確保が必要ではないかと考える人がいる。

を増やすと、地域で循環する通貨量が増え、

これををどう考えるべきだろうか。

さらに人口が集中してくる。

そこで先進国の首都（それに類する都市）

東京の人口集中は政策的に進められている

への人口の集中度を見る。この60年間、パリ

ものだが、それは東京の国際競争力強化とは

はほぼ横ばい、ニューヨーク、ベルリンは低

関係なく、人口減少社会であるにもかかわら

下している。これらの都市の国際化が東京に

ず、大型開発を維持し続けるためである。安

劣っているとは思えない。日本にいると「国

定的な大型開発の需要を生み出すために、若

際化→その国のもっとも国際的な都市（日本

者を中心とした人々が首都圏に移動させられ

では東京）への集中」ととらえがちである。

ているとみるべきである。高度経済成長期は

しかし他の先進国を見ると、首都圏への一極

安い労働力として都市部に移住させられたが、

集中は普遍的な出来事ではなく、むしろ東京

今回は大型開発の安定的ニーズを作り出すた

が例外と考えるべきである。

めに首都圏に移住させられている。

アメリカでITCの企業が集積しているのは
シリコンバレーで、ニューヨークではない。
ドイツで人口が一番増えているのはミュンヘ

地方に重点を置いた予算措置

ン、ドイツの金融センターはフランクフルト
で、ベルリンにすべてが集中していない。

首都圏のインフラ整備や人口集中で引き起

国際化の時代、首都などの国際都市が、国

こされる予算を計画的に地方で使うようにす

際都市間の様々な競争を念頭に置くことは当

べきである。また、首都圏で進めている規制

然である。しかしその国際競争力強化と人口

緩和をやめるべきである。そして地方で地域

集中はイコールではない。他の先進国を見れ

経済の活性化を進め、安定した雇用を作り出

ば一目瞭然である。

すべきである。
他の先進国と比べて日本は食糧の自給率が
異常に低い。農林漁業などの第一次産業、そ

なぜ首都圏に人口を集中させるのか

れに関連する食品加工業、観光業などを発展
させるべきである。また原発や化石燃料に頼

では、なぜ東京に人口を集中させるような

るのでなく、再生可能エネルギーにシフトす

施策をとっているのだろうか。日本の産業構

べきである。日本は地熱発電のポテンシャル

造を見ると、以前よりはやや変わっているも

が世界 3 位であり、それ以外に太陽光、風力、

のの大手の建設業、鉄鋼業、不動産業が産業

小水力、バイオマスなど、自給可能な資源が
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多数存在する。エネルギーと食料は国にとっ

ンパクト化は周辺地域の衰退を進め、地域全

て最も重要な資源であり、自給率を高め、そ

体の活力を低下させる。さらに、中心部に集

こで雇用を確保すべきである。このような雇

約させることで、中心部が抱える問題の解決

用は地方で多く発生するものであり、政策の

を遅らせるからである。

重点にすべきである。

もちろん高度経済成長期に拡散したすべて

もう 1 つ重要なのは医療・福祉・教育であ

の市街地を維持しろと言っているのではない。

る。今後も高齢化が進むが、高齢者介護や医

状況によっては自然に戻した方が望ましい地

療の分野で安定した雇用を生み出すべきであ

域もあるが例外である。農山漁村の人口はで

る。格差が拡大しているが、特に問題なのは

きるだけ維持し、郊外や地方都市の人口減少

貧困の連鎖である。貧困の連鎖を断ち切るた

率はできるだけ少なくし、人口減少の大部分

めに重要なのは子どもの教育である。すべて

は中心都市、首都圏で引き受けるべきである。

の子どもがしっかりとした基礎学力をつける

都市部での人口減少は市街地を縮小するよ

ことができるように公教育の充実を図るべき

うなコンパクト化につなげるのではなく、高

である。特に地方で子育て環境、教育環境を

度経済成長期に引き起こされた都市問題解決

充実させ、地方で高等教育まで安心して受け

の空間条件として生かすべきである。人口減

られるようにすべきである。

少は空間的な余裕につながる。人口減少によ

第一次産業、再生可能エネルギー、医療・

って生み出された空間を、まず公共空間の充

福祉・教育で安定した雇用が作られれば地方

実に当てるべきである。ヨーロッパに比べて

で若者の就労先が拡大する。若者が地方で暮

極端に小さい公園の拡充、未だ整備されてい

らし、子育てをするようになれば、消費も拡

ない歩道の整備、公共施設の充実などである。

大し、第三次産業での雇用拡大も期待できる。

子どもが全体として減っているにもかかわら

地域経済の活性化と雇用拡大の好循環を作り

ず、中心部の規制緩和を進めた結果、中心部

出すために、まず最初に行政が思い切った地

に若者が集中し、保育所が不足している。そ

方での予算措置と東京一極集中の是正に踏み

こで子どもを詰め込むため保育所の基準を緩

出すべきである。

和し、園庭のない保育所が出現しているが、
政策の貧困以外、何物でもない。空間的余裕
を生かして戦後全く改善されていない保育所

８

国土、地域、コミュニティ再編
の方向性

の最低基準引き上げにつなげるべきである。
小中学校も同様である。子どもが減るのであ
れば、まず少人数学級を実施し、その上で学
校施設の改善を考えるべきである。後でも述
べるが安易な統廃合は子どもにとってマイナ

コンパクト化は不要

スだけでなく、コミュニティを破壊し、統廃
都市部、農村部を問わず、人口減少に対応

合が地域を衰退させる。

した再編のキーワードはコンパクトである。

防災的に脆弱な地域については抜本的な改

しかしコンパクト化は慎重に対応すべきであ

善を進めるべきである。人口が急増した高度

る。まず東京一極集中を前提とした将来人口

経済成長期、土砂災害や河川氾濫の危険性な

予測、それに基づいたコンパクト化は地域を

どをほとんど考慮せず、宅地開発を進めた。

破滅させる。その理由は、東京一極集中が進

またため池などを埋め立て、宅地に転用した

む限り少子化は止まらず、地方は永遠にコン

ところも少なくない。このような被災する危

パクト化を続けなければならない。また、コ

険性の高い地域からの転居については公的資
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金も含めて至急、進めるべきである。また日

人口減少にともなった市街地の再編は重要

本では活断層が存在していても法律上、建築

であるが、それは市街地の縮小ではなく、先

制限は一切かからない。アメリカ・カリフォ

に述べたような地域問題解決に活用すべきで

ルニア州の活断層法では、活断層の左右15m

ある。その一方で少子化対策を進め、将来、

は建物を建てることができない。日本でも既

人口減少に歯止めをかけることができれば、

知の活断層上部にはこのような建築規制が必

コンパクト化は不要になる。

要である。人口減少によって生み出される空
間的余裕を、防災的に脆弱な地域からの移転
地と位置づけ、人口減少を防災対策に生かす
べきである。

拠点化ではなく
コミュニティを単位とした公共施設整備
コンパクトシティは市街地の縮小と同時に、

高度経済成長期以降、多数の集合住宅が建
てられた。それらが徐々に更新時期を迎えて

中心部への公共施設、商業施設などの集中も

いる。1960年代に建てられたマンションのう

意味している。一方、人口減少に伴った公共

ち既存不適格になっているものの多くは低層

施設の統廃合が検討されている。その結果、

住居専用地域に建っている。中高層住居専用

周辺部における公共施設の削減と中心部への

地域に建っているものでも、マンション周辺

公共施設の集中が起こっている。特に統廃合

は戸建て住宅が大半というものもある。日本

の対象となっている公共施設は保育所、幼稚

は建築規制が緩いため高層建築物が建ちやす

園、小学校、中学校など子どもに関する施設

いが、今後人口が減るとそのような高層建築

が多い。そのような施設を子ども数の減少、

物の社会的必要性が低下する。高層マンショ

財政的理由から統廃合することが望ましいの

ンで更新するのではなく、周辺の景観と調和

だろうか。

するような中低層建築物で更新した方が望ま

日常的に利用する公共施設は日常的な生活

しい。20世紀は人口が急増したため、景観は

の範囲内に整備すべきである。都市計画で日

ほとんど考慮されず、高層建築物を建ててき

常的な生活の範囲という場合、小学校区もし

たが、人口減少でもたらされるゆとりを活用

くは中学校区を意味し、一般的には日常生活

して、都市景観の創造を進めるべきだろう。

圏と呼ぶ。この日常生活圏に日常生活に必要

人口減少にともなって市街地を縮めるコン

な公共施設を計画的に整備するのが居住地計

パクトシティが検討されているが、人口減少

画の基本である。日常生活圏であれば徒歩も

率が20～30％程度であれば、以上述べたよう

しくは自転車で移動できる。この日常生活圏

な対策を優先すべきである。ドイツで始まっ

内に子育て施設、高齢者施設、障害者施設、

た減築（人口減少に伴った建物の撤去）が注

社会教育施設、公園、コミュニティ会館など

目されている。しかしドイツで撤去している

が整備されている地域は住みやすく、そうで

建物の多くは賃貸の社会住宅である。また、

ない地域は住みにくい。

建物を撤去し、オープンスペースなどを広げ

不十分ながらも日本は小学校区を基本とし

ているが、市街地を縮小するような取り組み

た日常生活圏の整備を進めてきた。今後きめ

は一部で計画されているだけであり、実施さ

細かな少子化対策、充実した高齢者対策を進

れていない。それどころか難民受け入れに伴

めるためには、まだ整備されていない公共施

い、縮小計画を撤回している自治体もある。

設を整備し、日常生活圏内で日常生活が不自

アメリカの北部では市街地の縮小が検討され

由なく送れるようにしなければならない。に

ているが、こちらも計画段階で実施できるか

もかかわらず、日常生活圏から公共施設が消

どうかは不明である。

滅するという事態が起こり始めている。「人口
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減少→公共施設の統廃合→生活の利便性が低
下→人口減少」の悪循環が生じる。公共施設

行政の地域化がコミュニティ再生の中心

は内容と同時に使いやすさが重要である。
さらに小学校の統廃合が進んでいるが、小
学校区はコミュニティの基礎単位である。長

コミュニティ組織の強化は重要な課題であ

年継続してきたコミュニティの基礎単位を変

る。しかし現在進められているコミュニティ

えることは、コミュニティの崩壊につながり

組織の再編は、行政の役割を低下させ、コミ

かねず、小学校の統廃合は一番最後の選択肢

ュニティ組織を低下させた行政それを補完で

とすべきである。

きる組織に作り替えるのが目的である。そこ
で高齢化が進んでいるコミュニティ組織のみ
に頼らず、NPOや企業も含めて新たな組織を

周辺吸収型連携ではなく
周辺主導型連携へ

立ち上げ、財政的にも自立させようとしてい
る。

人口が減少する時代、自治体間の連携は重

これには大きな問題がある。地域に密着し

要である。しかし連携中枢都市圏や定住自立

た中小企業の経営は厳しく、NPOの担い手も

圏は、中心都市が周辺市町村を吸収する傾向

高齢化が進んでいる。財政的な自立を重視す

が強く、周辺市町村が連携を進めにくい。こ

ると、地域に存在する様々な地域課題を対象

の根底にあるのは中心市が活性化すれば、周

にするのではなく、財源が確保できる地域課

辺もその成果を得ることができるという発想

題を重視するようになる。地域住民が地域運

である。これは国土全体でも同じで、東京が

営組織を作り、地域課題に向き合うのは大切

国際競争に勝ち残ると地方都市もその恩恵を

である。ただし、それで対応できる対象は財

授かり、さらに中山間地域もその成果が享受

源確保という点で限定的であり、時間的にも

できるという考えである。経済分野で言われ

住民が前期高齢者の段階までで限定的である。

る大手企業が儲かれば、いずれ中小企業も儲

子育て支援、防災・防犯、高齢者介護・見

かるというトリクルダウン理論の国土版であ

守り、まちづくりなど様々な分野でコミュニ

る。

ティの果たす役割が増している。この点はそ

実際は大手企業が空前の利益を上げていて

の通りだが、問題は地域における行政の役割

も、中小企業の儲けは増えず、従業員の給与

を低下させることにある。財政状況が厳しい

も上がらない。同じように中心都市の活性化

から、行政が地域で果たしてきた役割を住民

が周辺都市に波及する保障はなく、このよう

組織にゆだねる。行政が直接業務を担当する

な連携に周辺市町村が慎重になるのは当然で

のではなく、民間に任せる。このような民営

ある。

化とコミュニティ組織の再編が同時に進んで

この国土版トリクルダウン理論から脱却し、

いる。

新たな連携を検討すべきである。それは農山

コミュニティ組織と行政は地域の諸問題を

村が地方都市を支える連携である。元々地方

解決する両輪である。どちらか一方が欠ける

都市の消費はその都市民だけでなく、周辺農

とスムーズに進まない。行政は地域から撤退

山村の住民の消費によって支えられていた。

すると、とりあえずの財政負担は削減できる

活性化を首都圏から進めるのではなく、農山

かもしれないが、地域の諸問題の解決が困難

村から進め、それによって地方都市の活性化

となり、地域に住みにくくなる。そうすると

を図るべきだろう。そのような連携ができれ

地域から転居する人が増え、財政悪化が進ん

ば、周辺の農山村と中心都市が両立できる。

でしまう。
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効率的な行政を作るのに必要なのは民営化

地域と市民にとって望ましいものではなく、

ではない。効率的に地域の諸問題を解決する

市民生活と地域経済を破綻させるものである。

ためには、行政の権限をできるだけ地域に移

自治体はそのような変化から市民を守らなけ

し、行政職員と地域住民が議論しながら、地

ればならないが、多くの自治体は国の施策に

域諸問題の解決に向かえるようにすべきであ

迎合している。そのような動きの中で市民生

る。行政が非効率なのは住民と地域から遊離

活を守るためには、新たな自治体建設が必要

しているからである。民営化ではなく、行政

であるが、その取り組みは端緒についたとこ

の地域化を進めるべきである。

ろである。

将来的には日常生活圏に行政の出張所を配

また、国際化、人口減少が進む中で、高度

置すべきだろう。そこに高齢者担当職員、子

経済成長期に基礎がつくられた従来の国土、

育て支援担当職員、社会教育担当職員、まち

地域、コミュニティでは対応できなくなって

づくり担当職員など数名を配置し、日常生活

いる。政府はそれを新自由主義的な方向で再

圏内の住民組織と議論し、公共施設と密接に

編しようとしているが、そうではなく地域と

連携しながら施策を展開すべきである。

市民生活を向上させる方向で再編させるべき

全国に公立小学校は 2 万302ヵ所ある(2015

である。

年 3 月時点)。仮にすべての小学校区に一箇所
の出張所を設置し、職員を 5 人配置したら、

参考文献

約10万人の職員が必要となる。2017年 4 月時

本論の詳細、裏付けデータについては、拙

点で全自治体職員数は274万人なので、その

著「人口減少と大規模開発」2017年 7 月、「人

3.6％である。また教育、警察などを除く一般

口減少と公共施設の展望」2017年 2 月、「人口

行政職の職員は91万5727人であり、その10.9

減少と地域の再編」2016年 5 月、いずれも自

％である。

治体研究社を参照。

こ の間 、行 政職 員は 減り 続け て い るが、
2009年の全自治体職員数は286万人で2017年よ
り12万人多い。この 8 年間で削減した自治体
職員数を確保できれば、全国の小学校に先ほ
ど述べた規模の出張所が設置できる。
出張所を設置すると本庁の業務が減るため、
行政職員数を増やす必要ない。きめ細かな地
域施策を市民参加で進めるためにはこのよう
な行政の地域が必要であり、そのような再編
を進め、コミュニティ組織の強化を図るべき
だろう。

さいごに

政府によって国土と地域、コミュニティが
大きく変えられようとしている。その変化は
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（なかやま

とおる

奈良女子大学教授）

■連載特集

地域特集・地域の問題（３-２）■

地域経済と住宅建築・住まい問題
─良質の地場工務店・住まいの維持のために─

高 橋 秀 直

《要旨》 敗戦後日本の経済成長が公共事業と住宅建築の 2 本柱で推進されてきたことは、よく知られてい
る。今も人口当たりで世界一の住宅新築数は、地域経済でも公共事業と並ぶ建設投資の 2 本柱であ
り続けている。しかし、全国的にも地方でも住宅新築の減少度より地場工務店の減少度の方が大き
い。そこには、ハウスメーカーとの競争のみに帰せられない工務店に内在する問題と日本の住宅新
築主義の問題が表現されている。
住宅建築は、様々な職種や住宅に刻まれた気候、地理、文化、歴史などの地域性、地域経済を支
えてきた。地域に必要とされる工務店への転換の道を提示した。

対策を織り込みながら公共事業と住宅建築の

目 次
Ⅰ 住宅建築は経済成長政策の柱
(1)建設投資に占める住宅建築投資の高さ
(2)住宅新築はいまの地方経済の支柱
Ⅱ 住宅建築をめぐる問題
(1)工務店の問題
① 名ばかりの一括請負
②“丼勘定"の見積もり
③「箱もの」づくり
④ 建て主不在
(2)建て主の問題
Ⅲ 地域経済・社会と住宅・住まい問題
(1)漂流する住宅・空き家問題
(2)良質の工務店・住まいを残すために

2 本柱で推進されてきたことは、よく知られ
ている。高度経済成長の起点とされる1955年
に民間住宅建築推進の要だった住宅金融公庫
が設立されたことが、それを象徴している。
図表１に、1960年度以降の民間住宅建築投
資と政府建設投資額の推移を示した。政府建
設投資の大部分は、非住宅建設や土木建設な
どの公共事業である。民間住宅建築と政府建
設投資が経済成長を支えたことが分かる。
住宅新築は、建築費に家具購入などを加え
ると直接的な支出だけで 2 ～ 3 千万円に上る。
住宅建築戸数が年間100万戸を超えていた1970
年代から2000年代に、住宅建築費用は20兆円
を上回っていた。経済的波及効果も含めれば

Ⅰ 住宅建築は経済成長政策の柱

住宅建築に比肩する消費支出は、他にない。
図表２に示すように、全建設投資に占める

（1） 建設投資に占める住宅建築投資の
高さ

政府建設投資が35～45％を占め続けるのに対
して、住宅建築投資も依然として30％前後の
割合を占め、この割合は近年も変わっていな
い。住宅建築は、今なお公共事業と並ぶ建設

敗戦後日本の経済成長が、ときどきの景気

投資の 2 本柱である。
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図表１

民間廿楽建築投資額と政府建設投資額の推移

[資料]国交省統計による。

図表２

全建設投資に占める政府建設投資と民間住宅投資の割合の推移

[資料] 図表１に同じ。

の破綻でもあった。150万戸水準の新築住宅戸
数100万戸も視野に入る水準へ減少し、住宅建

（2） 住宅新築はいまの地方経済の支柱

築業界を震え上がらせた。
住宅金融普及協会調査部は、住宅新築が100

図表３に全国の新築住宅着工戸数を示した。

万戸水準の場合、住宅投資額が年間17兆円程

60年代から急増した住宅建築が1973年に1905

度まで減少し、経済波及効果の約 7 兆円分が

万戸に達し、バブル直前の1996年まで150万戸

失われ、約100万人の雇用が喪失すると試算。

を維持した。バブル破綻は、住宅建築ブーム

住宅投資を促進させることが経済状況の改善
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図表３

[資料]

全国新建設住宅着工戸数

建設省／国交省「新設住宅着工統計」より作成。

(1)

に有効と訴えている 。

まで減少した。

その後の“失われた20年”の下での地域経

最 近 年 に は 1000

済・地域社会の疲弊、少子高齢化による人口

戸水準に回復し

減少にも拘わらずなお年間100万戸近い住宅が

ている。人口減

新築されており、人口千人当たりの住宅新築

少が大きい郡部

数は、イギリス2.7戸、アメリカ3.6戸、フラ

が多い青森県全

ンス5.7戸、日本7.6戸

(2)

図表４ 青森県と弘前市の新
設住宅着工戸数

で、いまも世界一の

住宅新築戸数なのである。

(戸)

体と都市部が多
い弘前市との違

住宅新築は、東京23区などの人口集中の 3

いを表わしてい

大都市圏で盛んで、少子高齢化、人口減少に

る。

曝されているそれ以外の地域では減少傾向で

住宅建築と公

あるが、その様相は地方により異なり、かつ

共事業とが経済

複雑である。

の 2 本柱だった

筆者が暮らす青森県と弘前市の住宅新築戸

ことは、青森県

数を図表４に示した。青森県全体の建築戸数

も例外でない。

が最も多かったのは、バブル期1996年の 1 万

事業所統計調査

[資料]

建設省／国交省「新設
住宅着工統計」より作
成。

6 千戸強である。その後新築戸数の落ち込み

が始まった1966年度以降の建設業者数と木造

は大きく、2010年には4700戸、2002年の 3 割

建築業者数を示した図表５は、青森県ではバ

弱に減少している。

ブル期まで木造住宅建築業者が住宅建築以外

弘前市の新築戸数は1990年に著増して2700
戸を超えたが、2010年に500戸台に、 2 割弱に

の建設工事業者より多いという特異な状況だ
ったことが分かる
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(3)

。

図表５

青森県の木造建築事業所数と建設事業所数との推移

[資料] 事業所統計／経済センサス各年版より作成。
注1：木造建築事業所数は木造建築と大工工業、リフォーム工事業の合計。建設事業所数は総合工事業数と木造建築工事
業を除く建設工事業数の合計。
注2：2016年の経済センサスは、事業所数が公表されていないので会社企業数。その差は大きくない。

建設業を支えてきたのは公共事業であるが、

住宅建築はいまなお地方経済の支えである

青森県の大型公共事業は常に原子力絡みであ

が、その力は衰退しつつある。以下、住宅建

る。放射能漏れ事故を起こした原子力船むつ

築をめぐる地域経済の問題を工務店の問題を

の碇泊港建設（1984年）やむつ市使用済み核

軸に分析する。

燃料中間貯蔵着工（2010年）、破綻したむつ小
川原 開 発 に代わる核燃 サイ クル建 設（1993
年）、東通原発建設（1998年）、それらの代償
としての高速道路建設着工（1974年）・新幹線

Ⅱ

住宅建築をめぐる問題

建設（1991年）である。建設業の増加は、そ
れを反映している。
住宅建築は、木工工事の大工以外に関連職

（1） 工務店の問題

種が実に多い。コンクリート工事、内装、塗
装、電気工事、水回りの管工事、設備工事、

住宅建築と言えばマンション建設が一般化

板金、左官、建具など10職種以上を住宅建築

しつつあるように思われるが、図表６の通り

が支える。さらに、農業が大きな比重を占め

実際は木造住宅建築の方がいまなお多い。新

る地方経済では、公共事業と住宅建築とは、

築住宅のうち木造住宅は、全国ではデータが

農業を支える役割も果たしている。周知のよ

得られる1974年には66％だった。その後40％

うに、日本の農業は兼業農家によって支えら

近くまで減少したが、近年は 6 割近くまで回

れているが、その兼業先の第一は、公共工事

復している。木造住宅は、戸建てが多い地方

であり、住宅建築である。

ほど多く、青森県の木造住宅率は 8 割を超え、
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青森県の都市部である弘前市で

図表６

新設住宅に占める木造住宅率

も 8 割近くを占める。
木造住宅は、地場工務店の唯
一の得意分野である。その木造
住宅が住み手に依然として支持
されていることは、地場工務店
にとって救いである。ところ
が、工務店の減少度は、新築住
宅戸数の減少度を上回ってい
る。
事業所統計・経済センサスに
よると、全国の工務店数と住宅
建築従事者数とは、図表７に示
すように1981年がピークで、そ
の後減少の一途を辿り、2016年

[資料]

新設住宅着工統計各年版。

には、工務店が1981年の44％に、従事者数は

せる要因があり、ハウスメーカーとの競争の

47％に減少している。

敗北は、その結果と言って過言でない。地場

青森県の工務店数のピークも1981年で2000

工務店に内在する基本的な問題は、工務店調

弱だが、2014年には818に、半減以下になって

査や工務店に関わった経験から、①一括請負、

いる。従事者数の減少も同様で、1981年には

②坪単価による見積もり、③「箱もの」づく

13000人弱だったが、2014年には800人強に減

り、④建て主不在、であり、それらが工務店

少している。

を激減させた。

住宅新築数より工務店の方が減少度が大き
い原因は、人口減少やハウスメーカーとの競

①

争だけでない。工務店の在り方自体に消滅さ

名ばかりの一括請負
工務店は、建て主の注文による住宅建築が
基本である。受注は、か

図表７

つてもいまも建て主の希

全国の工務店数と住宅建築従事者数

望の実現を任せてもらう
「一括請負」である。し
かし、工務店が自らする
工事は大工工事だけで、
それ以外のコンクリート
工事、設備・上下水道配
管、内装、塗装、電気、
設備、板金、左官、サッ
シ、建具などは、各工事
業者に発注する。工務店
は、これらの工事業者と
組んで住宅を建設する。
[資料]

「事業所統計」
「経済センサス」各年版より作成。
木造建築工事業・大工工事業と2006年から建築リフォーム工事業の合計。
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複数の大工を抱えてい
る工務店の経営者は、か

つて大工であり、棟梁であった。棟梁が複数

と呼ばれるハウスメーカーの下請け専門の大

の大工を抱えて住宅を建てていた時代は、せ

工の技能は、素人目にもそれと分かる。

いぜい70年代くらいまでである。その頃まで

技能が玉石混交の建築現場では、手抜き工

の住宅は、田の字に配置された和室が主で、

事でないかと思われる場合も珍しくない。し

風呂と台所、便所の設備もシンプルだった。

かし、その仕事ぶりに他の大工が口を挟むこ

受注範囲も近所なので棟梁が家族構成や家族

とは、若い大工に対して以外にはない。大工

事情を知っている場合が多く、設計図は柱や

は、基本的に相互不干渉である。同じ工務店

梁の位置を板に書いた伏図程度で棟梁や大工

に長くいる大工同士でも互いに住んでいる場

の頭に入っていた。

所さえ知らないとしても不思議でない。

住宅建築のコストダウンを推進する建設省

建築現場に手元と呼ばれる見習い大工がい

が、70年代に住宅建築の工業化とともに工務

なくなったことも現場監督大工が現場管理の

店の経営近代化を推進し、棟梁が社長になっ

役割を果たせない事情のひとつである。手元

て形は企業化した。大工出身の経営者に経営

は、棟梁や熟練大工に付いて資材や工具の受

やコストのマネージメントはできない。その

け渡し、現場整理や掃除をする。現場の雑多

ため息子が専務などになって経営を見るスタ

な仕事の経験を通して、仕事の手順や仕方を

イルの工務店が一般化した。

学ぶ。現在の大工賃金は、経験や年齢に関わ

80年代以降に世代交代期に入り、大工でな

りなく一律同額である。見習い仕事に一人前

い息子が経営を継承して経営者になった。経

の大工賃金を支払う余裕が工務店にない現状

営者と大工・職人とは雇用─被庸の関係に立

では、現場に手元を置くことが出来ない。

っているとは言え、大工でない経営者が彼ら

資材や道具の受け渡し、現場整理や掃除は、

を差配するのは、簡単でない。職人は、自分

結局現場監督大工の業務になる。現場監督大

より腕が上の職人の指示にしか従わない気質

工は、自分の担当工事以外に手元仕事もしな

が強い。経営者が非大工・非職人の工務店で

ければならず、他の大工の施工を監督してい

は、“うちの社長は現場を知らないから”が大

る余裕はない。現場管理者が事実上いない状

工の常套句になっており、経営者と大工との

態になる。

間に隙間風が吹いていることは珍しくない。

大工工事以外の専門工事業者への発注も、

経営者が大工や職人でない工務店の知られ

実態は丸投げに近い。現場によって変わるの

ざる問題は、建築現場を統括できる者がいな

は、位置や数量くらいで、“いつもの”仕様で

いことである。経営者がしなければならない

の工事業者任せである。実際に体験もしたが、

業務は、営業と建て主との打ち合わせ、大工

工事業者は設計図を無視して自己都合で工事

の手配や工事業者への発注・指示、資材の発

すると設計者は嘆く。

注、経理・経営、資材問屋とのつき合いなど

「一括請負」は、住宅が和風でもっとシン

実に多い。勢い、現場に足繁く通って大工や

プルで、棟梁が現場を指揮していた時代の受

専門工事業者に指示することは難しくなる。

注方式である。いまの住宅は、台所、風呂、

そこで、経験豊富、技術力のある大工を現

トイレ、暖房などの設備が重装備で、木工事

場監督にする。ところが、実態は現場監督大

は一部に過ぎない。工務店を特徴づける「一

工が他の大工を差配できていない。大工は、

括請負」は名ばかりで、形骸化して久しい。

それぞれに担当場所を分け合って工事する。

工務店は、木工事以外の殆どの工事を外注

現在のように住宅建築が工業化され、鉋も鑿

してきた。今風に言うアウトソーシングの目

も使えない大工が支配的になった現状では、

的はコストダウンだが、工務店のそれはコス

大工の技能の優劣の差は著しい。“流れ大工”

トダウンになっていないだけでなく、外注業
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者を増やせば増やすほどコストアップになり、

務店の見積もりの不透明さの象徴として攻撃

結果として利益の流出になっているのが実態

されることが多い 。

(4)

である。

「諸経費」の実態は、経営者や事務員の人
件費・工務店維持経費、建築現場への運搬費、

② “丼勘定”の見積もり

建て主のクレーム対応を含む施工管理上の経

工務店が建て主に示す見積もりは、かつて

費追加支出などが含まれる。これらの経費を

もいまも坪いくらの「坪単価」が支配的であ

工事毎に正確かつ仔細に計上することは至難

る。この見積もり方法は、住宅建築がシンプ

で、建て主に理解されがたい費目でもあるの

ルだった時代に「一括請負」と表裏を為して

で、「諸経費」として一括計上されている。

いた。いまの見積書は、各工事毎に見積もら

計上せざるを得ない経費であるが、建て主

れた部厚なものになっている。各工事の予算

に見えないために工務店見積もりの不透明さ

を積み上げて見積られているように見えるが、

の象徴とされてきた。それにも拘わらず契約

実際は「坪単価」から総額をはじき出して、

時に建て主がその内容を問うことが殆どない

それを各工事に按分している。そうなるのは、

のは、既に述べたように建て主の関心事が坪

建て主にとって各工事費がいくらかより、住

数がいくらで総額がいくらか、坪単価がいく

宅の大きさ（坪数）に対して総額がいくらに

らになるかにあり、総額を構成する諸項目の

なるかが主な関心事だからである。

費用に関心がないためである。

経営者が、経費を管理できないことにも原

各工事の見積もりは、「材工価格」にもとづ

因する。経費を管理するためには、どのよう

いている。材工価格とは、材料費に施工手間

な材料をどれだけ使うかを正確に把握できな

（人工〔にんく〕）を加えた価格で上代価格と

ければならない。実際の施工現場には、使い

も言う。住宅設備や建材メーカーのカタログ

残った建材が少なくない。さらに、施工工程

に表示されているのは、この上代価格である。

の正確な管理が出来なければ、工程に遅れが

工務店は、このカタログ価格を建て主に示し、

出てコスト増になる。資材が予定通りに現場

それからいくらか値引きした価格を見積書に

に届かなければ、大工や職人に手待ち時間が

載せる。

生まれて工費ロスが生じる。工程は現場任せ

工務店の利益は、材工価格で仕入れる建材

のうえ、自己都合で現場に入る各工事業者の

や設備から生まれるが、価格はネット通販を

工事状況が他の工事進行に影響する。工程の

含めた市場での価格競争で低下する一方であ

遅れが工期を延ばし、建築費を嵩上げする。

る。カットされるのは価格に含まれる施工費

見積もりの実態は、いわゆる“丼勘定”で

である。そのため、建材や設備は施工に手間

ある。建築現場毎に赤字、黒字になる。赤字

が掛からないものが支配的になる。電気設備

原因が工務店の場合は工務店が背負い、工事

や上下水道設備の施工には資格が必要だが、

業者に原因がある場合は工事業者に負担させ

施工業者や現場監督が資格を有していれば、

て当面を凌ぐ。工務店の赤字も工事業者の赤

現場施工者のすべてに資格が必要ではない。

字も、他の住宅建築で埋め合わせる。言い換

建設・建築従事者は減少する一方なので、専

えれば、他の建て主に負担させるのである。

門工事業者は有資格者だけでは経営や現場を

“丼勘定”の見積もりを象徴しているよう

維持できない。その現状に合わせて、トイレ

に見えるのは、見積書の「諸経費」であろう。

やユニットバス、システムキッチンなど素人

全費用の10％程度が計上されていることが多

でも施工できるものが普及している。

い。それだけの費用が「諸経費」で一括計上

住宅建築の工業化による手間のカットは、

されている。建て主向けの書でこの経費が工

著しい。梁柱の手刻みはなくなり、プレカッ
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ト工場に図面を渡せば梁柱を機械加工してく
れる。基礎から電気配線や上下水道管でさえ、

③ 「箱もの」づくり
住宅は、暮らしの入れものと思われている。

設計図面に合わせて造られたされたものを配
置するだけも可能である。殆ど製品化されて

「いい家がほしい」という書名本が長くベス

いる外装材、内装材などを接着剤や木ネジで

トセラーになっているように、建て主が望む

張り合わせ、電気配線や上下水道管、設備を

のは「いい家・いい住まい」である。「いい住

配置すれば住宅は出来あがる。資材の切断以

まい」とは、たんに断熱の問題でなく、暮ら

外に現場加工を要するものは殆どない。モル

しの入れもののことである。

タル塗やタイル工事のような湿式工事も殆ど

住宅は、電気設備や上下水道、風呂や台所

ないから、乾燥も必要ない。36坪程度の住宅

などの設備を具備した「箱」にすぎず、それ

であれば、 2 人ほどの大工でも 2 カ月くらい

がそのまま暮らしの入れものになる訳でない。

で完工する。

住宅という「箱」が「住まい」にはなるため

それにも拘わらず、住宅価格は値上がりし

には、住宅と住み手 ( 5 ) とを結ぶインターフエ

続けてきた。70年代には注文住宅で坪20万円

イスが必要である。インターフエイスと言う

ほどだったが、現在は弘前市でも坪50万円以

のは、台所や水回り、電気スイッチ、コンセ

上である。システムキッチン、ユニットバス、

ント、水栓などの使い勝手のよさであり、さ

トイレ、冷暖房など住宅の重装備化が原因で

らには床、壁、天井などの質、素材感から作

ある。

られる空間の質感である。これらのものが、

建材・設備の材工込み価格からの施工費の
カットは、手間や技術料のカットを意味し、

住み手の暮らしに寄り添い、支えるとき、住
宅は「住まい」になる。
工務店や工事業者が暮らしを知らなければ、

工務店が手間や技術で稼ぐより材料費で稼ぐ
体質に変質させた。材工込み価格が工務店に

「住まい」を造ることはできない。日本の庶

とって都合がいい時代は終わり、工務店の経

民の暮らしは、かつては至ってシンプルで似

営基盤を狭め、建築技術の衰退、職人の地位

たり寄ったりだったが、いまは家族によって

低下をもたらした。

かなり違うので、建て主家族の暮らしを知ら

見積もりに計上される大工や職人の手間賃

なければならない。ところが、工務店経営者

は、弘前市では 1 日15000円ほどである。この

や大工、各専門工事業者、設計士・建築家で

額には社会保険料や所得税その他が含まれて

暮らしに関心を持ち、暮らしを知る者は、皆

いるので、大工の手取り額ではない。支払い

無と言っていい。そもそも自らの暮らしにさ

は、仕事がある時だけの日給月給である。積

え関心がないからである。

雪地帯では冬場は住宅建築がない。彼らの年

台所ほどものが多く、使い勝手がいい設計

収は、250万円に満たない。その上、自分で使

が難しい個所は他にない。冷蔵庫や電子レン

う道具は自分で用意しなければならない。現

ジなどの調理家電、食洗機に加えて、まな板

在の大工道具は、かつての鉋や鑿、鋸ではな

も包丁もない家庭が珍しくないといわれなが

い。殆ど電動工具である。ハウスメーカーの

ら、日本の家庭では、和食、中華、洋食と多

下請けでは現場で使うクギや木ねじなどの金

彩な調理が行われるので、料理器具や器の種

物さえ大工持ちの場合もある。大工の待遇は

類も並外れて多い。 有名メー カーのシス テ

劣悪で、若者が参入しようという魅力はない

ム・キッチンを据えれば、使いよい台所にな

といって過言でない。

る訳でない。
狭いマンションや狭小住宅が多くなったか
らだろう、居間におしゃれなキッチンを据え
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るのが流行っている。難点は換気で、焼き物

る範囲ではあるが、外壁はセメントと繊維で

の煙、揚げ物の油の排気が難しく、居間中に

成形された板状のサイディングが殆どで、選

拡散するため“チン料理”しかしなくなるら

択出来るのは柄や色くらいである。

しい。デザイン重視で台所がその機能を制限

住宅建築が始まると、建て主は現場を観た

され、「住まい」から遠ざかる典型例である。

いと思うが、現場には行きにくい。工事をチ

新築展示の住宅の台所を観れば、工務店や

ェックしに来たのではないかと思われないか、

建築家が暮らしの視点を持っているのか否か

工務店に気を使うからである。職人は概して

が分かる。そもそも台所に立ったことがない

無口、無愛想で、建て主が来ても挨拶する大

者に、例え有名建築家であっても台所の設計

工は珍しい。出入りの工事業者も建て主に挨

ができる訳がない。

拶することは、殆どない。工事業者にとって

住宅は、部材から成り立っているとは言え、

その現場の客は工務店経営者であって、建て

住宅資材や設備の寄せ集めでは「住まい」に

主でないからである。建て主は、工事が休み

ならない。台所ばかりでなく玄関や居間、風

で大工も工事業者もいない日曜日に工事現場

呂、トイレなど殆どに暮らしの視点が欠ける

を尋ね、気兼ねせずに進行状況をみることに

ことになるのは、既製の部材を配置するだけ

なる。

だからである

(6)

。

施工が契約前の打ち合わせや希望とずれて

住宅建築が工業化されてから、日本で建て

いることが建て主に分かるのは、工事が始ま

られてきた住宅の殆どは、暮らしに寄り添い、

ってからである。図面通りに施工しても建て

支えることができないたんなる「箱」である。

主のクレームが生じるのは、同じ用語を使っ

「箱」でも新築前の住宅に比べれば快適だか

ていても素人の建て主と工務店との理解が異

ら新築住宅は建て主を満足させる。しかし、

なることにも原因する。壁は木の板が建て主

住み続けてその住宅に愛着が生まれない場合

の希望だったとしても、木の板には無垢材も

が、圧倒的に多い。住宅が暮らしに寄り添い、

あれば薄い板を貼り合わせた積層材、合板や

支えることができないからである。工業建材

段ボールにスライスした板を張った突き板も

で建てられた住宅は、時とともにひたすら汚

ある。無垢材をイメージしている建て主と突

くなる。住宅ローンが終わる頃には、惜しげ

き板で施工する工務店との間にズレが生じる

もなく壊され、ときには家具ごと棄てられ、

ことになる。

建て替えられる。

工事業者は、標準仕様や自己都合で工事す
るので、電気廻りや水回りが建て主の希望と

④

建て主不在

違うことも少なくない。それを工事業者に言

形骸化した「一括請負」がいまなお生き残

っても、「工務店に言ってくれ」の決まり文句

っているのは、後に述べるように住宅に対す

が返ってくる。工事業者が契約しているのは

る建て主の無知にも原因する。工務店が受注

工務店で、建て主は埒外の存在なのである。

する住宅は、建て主の注文住宅である。どん

建て主の殆どは、希望とのズレを言い出せ

な住宅にしたいかは建て主が決める。しかし、

ない。契約で費用が上乗せされることもある

実際に建て主が希望できるのは、間取り程度

が、せっかくの工事をやり直させることにな

にすぎない。台所や風呂などの仕様をどうす

り、大工や業者が嫌がるのが分かるからであ

るかを工務店に聞かれるが、工務店には仕入

る。注文住宅なのに、あちこちが希望と違う

れ価格が有利になる設備メーカーがあり、そ

家に目をつぶることになる

(7)

。

のカタログを建て主に提示して選択させるこ

建て主不在が、買い手が売り手に気を使う

とが多い。外観デザインも建て主が選択でき

という本末転倒が、まかり通っている唯一の
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業界と言っていい。

などの工業建材で建てられた家は、化学的に
汚れを集めるので、古くなればなるほど汚く
なるうえに、住んでも愛着は生まれない。25

（2） 建て主の問題

年も経てば壊されて建て替えられるか、いま
は空き家になる家である。

形骸化した「坪単価＝一括請負」をまかり

衣食住で最も高額の支出を強いられるのは、

通させているのは、住宅に対する建て主の無

住宅である。それにも拘わらず、住宅に対す

知でもあると言っていい。「一括請負・坪単

る関心、知識は、衣食よりも低い。「一括請

価」が建て主を無知にし、建て主の無知が工

負」は、建て主の無知、無関心が支えている

務店やハウスメーカーなど業界にとって好都

という所以である。

合なのである。
住宅新築に対する建て主の希望は、ただひ
とつ、「いい家」に尽きる。ところが、どんな
家が「いい家」なのかを問われて、住みやす

Ⅲ

い家、気持ちのいい家、家族が寛げる家など

地域経済・社会と住宅・住まい問
題

と答えても、それを実現する手立てが分かる
建て主は殆どいない。「住まい」はおろか住宅
日本は、東西南北では気候条件が大きく異

についての知識が殆どないので、具体化でき

なるので、気候に地域性がある。その地域性

ないのである。
暮らしの視点から住まいについて解説した

には、文化と歴史が刻まれているので、住宅

。しかし、ベースになるべき暮ら

には気候、文化、歴史などの地域性がある。

しへの関心が希薄なので、読んでも具体的に

住宅の地域性を支えてきたのは、地場工務店

理解できない。殆どの建て主は、住宅新築を

である。その工務店の減少を全国展開する大

構想してから建てるまでに住宅雑誌を買い集

和ハウス、積水ハウスなどの大手ハウス・メ

め、住宅展示場をめぐって住宅についての知

ーカーに加え、複数の都道府県を営業範囲と

識を集める。それらから得られる住宅情報が、

するハウスメーカー、パワービルダーと呼ば

「住まい」に相応しいとは限らない。一般的

れる低価格の建売住宅販売企業（以下、一括

な住宅雑誌であれば、建築家が雑誌掲載を目

してハウス･メーカーと言う）が埋めている。

的に化粧した住宅が多い。住宅展示場は、ハ

地元弘前市での建て替えで目に付くのは、地

ウスメーカーの商品展示場で、目に付くのは

場工務店ではなく、大手ハウスメーカーや一

しゃれたデザインばかりである。それらの情

条工務店、ブラック企業とも言われる大東建

報をかき集めて「いい家」を構想すればする

託

書もある

(8)

(9)

などである。

ハウス・メーカーが建てる住宅に地域性は

ほど、「住まい」から遠ざかり、「一括請負」

ない。いまの日本では、とくに都市部では北

以外に選択肢がなくなる。
建て主は“いい家”がどんな家なのかが分

から南まで同じような住宅が並び、同じよう

からないから、「いい家を建ててほしい」と工

な街並みが形成されている。工務店の減少は、

務店に「一括請負＝お任せ」しているだけ。

住宅の地域性を失わせただけでなく、住宅の

任せられた工務店も“いい家”がどんな家な

補修・改修も滞らせる。工務店は、 1 年に 1

のかが分からない。外観デザインだけはしゃ

度は自社が建てた住宅を訪ねるなどしてメイ

れたが、30年前もいまも、「箱もの」が工業建

ンテナンスを意識してきた存在である。住み

材で建てられている実態は変わらない。合板

手は住宅のメインテナンスに関心が乏しいの
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で、建てた工務店が消えると住宅がメインテ

空き家増加の傍らでいまなお、世界一の住

ナンスされなくなる。空き家問題も、工務店

宅が新築されている。背景に都市圏周辺自治

の減少に関連した問題である。問題が多い工

体が人口減対策と高齢化対策として若い世代

務店ではあるが、その減少を当然視すること

の住宅新築を誘導することがある

は出来ない。

国交省の政策でどの自治体も空き家バンクな

(11)

。他方で

どを設立、補助金付きで住み手を募集してい
るが、成果ははかばかしくない。

（1） 漂流する住宅・空き家問題

低収入の若い世代がターゲットのパワービ
ルダーの低価格住宅は、土地付きだが 2 千万

日本の住宅建築は、経済成長政策の担い手

円はする。新築住宅を購入するよりも中古住

なので、新築主義である。いかに多くの住宅

宅を買ってリフォームする方が安上がりだが、

をローンという国民自身の負担で新築させる

空き家に買い手はない。理由は、設備が古い

かが住宅政策の課題だった。バブル後の住宅

うえに、なによりも住宅そのものが汚く、デ

不況乗り切り策として公庫ローンの金利や住

ザインが流行遅れで (12)、若い家族に夢を持た

宅新築に対する優遇税制に加えて、2003年に

せることができないからである。

100年住宅、2007年には200年住宅などの長期

新築住宅の減少で、それまでの新築主義か

優良住宅の推進が、現在は環境共生住宅やゼ

ら、工務店の生き残り策としてリフォームが

ロ・エミッション住宅が唱えられ、絶えず目

唱えられるようになった。ところが、住宅新

先を変えて住宅新築を促してきた。なかでも

築と改修とでは、必要な技術・技能が全く異

最悪の政策は、1992年に導入された旧住宅金

なる。工業建材で造られる住宅新築に高度な

融公庫の「ゆとり返済」であろう。最初の 5

技術・技能は必要ない。しかし、築数十年の

年間は元金返済猶予のこの制度は、バブル崩

住宅改修には、相当な技術・技能が必要であ

壊後の子育て世代をターゲットにした賃金抑

る。内外装の壁を剥がし、間取りを変えれば、

制、首切りリストラでローン破綻させ、社会

支え合ってバランスを保ってきた梁柱が動く。

問題になった。

梁も柱・間柱も捻れており、そのままでは内

日本の住宅が世界で最も短命 (10)なのは、構

外装材を張ることができない。

造的な耐久性がないからではない。どんな木

新築技術しか経験していない大工や専門工

造住宅でも、地震で倒壊しない限り100年は保

事業者が殆どの現状で、住宅改修できる技能

つ。経済成長期以後に建てられた家が短命な

を持つ大工は限られるうえに、新築主義の工

のは、住宅設備が短命のうえ古くなるほど汚

務店には部分的なリフォーム以外のノウハウ

くなり、たんなる「箱」で愛着が持てないた

はない。“リフォーム”は、築20年で住宅は無

めである。この現状を変えずに、住宅新築政

価値になる、大規模改修は高く付くと言って、

策のみが推進されることは、国民に過剰な住

建て主を建て替えに誘導するセールストーク

宅建築費を負わせる業界都合の政策と言わざ

に過ぎない場合が多い。

るを得ない。
全国で853万戸に達し、東京都心でさえ深刻
化すると言われる空き家問題は、直接的には

（2） 良質の工務店・住まいを残すために

人口減少や子ども世代の他への移住で住む者
がいなくなるためであるが、経済成長期以降

工務店にハウスメーカーに対抗できるもの

の日本の住宅造りと住宅政策の在り方を象徴

はない。価格競争で勝つには、価格の切り下

する問題でもある。

げ以外にないが、その先に展望がないことは
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中小企業が大企業と競争しているどの分野で

は、木材費が嵩み、木の家は高額になる。経

も言える。工務店が生き残る道は、ハウスメ

営者が大工や職人でなくても、現場に棟梁と

ーカーが立ち入れない領域以外にない。それ

呼ばれる大工と手元がいることも必須である。

は、第 1 にかつて地場工務店が築いてきた無

建て主・住み手本位の住まい造りへの転換

垢材や漆喰、紙、布などの自然素材の家造り

とは、他業界で「顧客本位」「消費者主導」な

であり、第 2 に建て主・住み手本位の住まい

どと10数年来言われてきたことである。バブ

造りへの転換である。

ル崩壊後の長期不況のなか売り上げを伸ばす

外装はセメントと繊維で成形された板状の

ために唱えられたことで、消費者欲望の拡大

サイディング、内装は合板にペンキ、石膏ボ

や企業宣伝に過ぎない場合が多い。「顧客本

ードにビニールクロスで、木造住宅、“木の

位」「消費者主導」は、言うほど生やさしいこ

家”と言っても、使われている梁柱、壁板は、

とでなく、組織縦割りの大企業には無理であ

集成材や積層材、合板や段ボールに突き板の

ろう(14)。

張り物である。工業生産住宅は、汚れを化学

建て主不在をいわば存在基盤にしてきた工

的に集めるので古くなればなるほど汚くなる。

務店が、建て主本位、住み手主導の住まい造

ドイツから成田空港に着き、東京までの沿線

りへ転換するのは、最も難しい。しかし、実

の家や街並みがあまりに汚いので驚愕したこ

際は事業の基本に添う常識的なことの積み上

とがある。

げ、実践でしかない。

自然素材で造られた家は、町家や古民家が

見積もりと契約前に、建て主、工務店、専

そうであるように古くはなっても汚くならな

門工事業者とが一堂に会した話合いに 1 年程

い。それどころか、年月が経つほど歴史が刻

度の時間を掛ける。建て主が住宅や住まいの

まれ、味わいが増す。無垢材や漆喰、紙など

知識を持つには時間が掛かる。

の自然素材は呼吸し、調湿するので、室内に
空気感がある。

諸経費も含めて必要経費を建て主に説明で
きるように、「坪単価」を止めて見積もりを透

自然素材の家造りを目指している工務店が、
少数ではあるが各地に存在する。よく知られ

明化する。実行予算との差を縮めようとすれ
ば、材料や工程の無駄を省かざるを得ない。

ているのは、注(6)記述の「すまい塾」であり、
(13)

東京都の神崎建設

であろう。

バブル崩壊後の住宅不況のなかで注目され
たのは、「鹿児島建築市場」である。鹿児島市

本物の木の家造りが出来るのは、木の性質

の不動産業者だった高橋寿美夫氏が、当時普

のみかんな

を知り、木材を鑿 鉋 で手刻み出来る技能をも

及し始めたばかりのインターネットを徹底活

つ大工がいる工務店である。そのような大工

用した住宅建築管理システムを開発、販売し

は、筆者が暮らす地域では60歳以上の大工で

た。

あるが、全国的にはその技能を有する若い大

このシステムは、現場にウエッブカメラを

工も存 在するし、富山 県の国際 職藝学院や

設置し、工事の進行状況を受注の「鹿児島建

NPO木の建築フォラムと全建総連などが組ん

築市場」だけでなく、建て主、工事業者など

で伝統的な構法での家造り、伝統的な大工技

関係者が携帯電話やパソコンで常時観ること

術を教える組織や大工道具の使い方を若い世

が出来る。受注元と工事業者、現場との間の

代に教えている工務店も少なくない。

連絡や報告はメールで完了させ、無駄な連絡

木の家造りができるためには、木材を丸太

や問い合わせを無くした。建て主は進行状況

で大量にストックし、自社で製材、乾燥でき

を常時知ることができるし、その画像がその

る設備、技術を有していることも不可欠であ

まま建築履歴として保存される。

る。建築毎に自然木や材を購入していたので
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このシステムの核心は、情報の共有化であ

る。それによって自発的な最適化行動が促さ

だけの建て主・住み手は、必ず存在する。

れ、資 材の搬入、工事 業者の参 加がジャス
ト・イン・タイムで進行し、工程の無駄が無
くなる。「鹿児島建築市場」が目指した見積も

注
( 1 ) 住宅金融普及協会調査部「建設・住宅投資の経
済的波及効果分析」2002年。

りと実行予算との差はわずか 3 ％である。そ
の結果、当時の鹿児島市の標準的な坪単価は

( 2 ) 国交省住宅局住宅政策課『住宅経済データ集
2017年度版』194ページ。

45万円ほどであったが、「鹿児島建築市場」の
それは品質アップにも拘わらず坪単価で約 3

( 3 )「木造建築業者数」は、事業所統計の「木造建

割、13万円も低下した。その成果は建て主、

築工事業と「大工工事業」の合計。「工務店」と

施工工務店、職人に配分され、大工収入は年

略称する。「建設業者」は、事業所統計の「総合

400万円弱まで増加した。2004年に高橋寿美夫

工事業」から「木造建築工事業」を除いた数値。

氏は日経地域情報化大賞を受賞している。

一般土木建築工事業、土木工事業、舗装工事業、
浚渫工事業、木造建築を除く建築工事業が含ま

それから間もなく、「鹿児島建築市場」は破

れる。

綻した。業務拡大コストに収入が伴わず、決
算の粉飾が表面化し、倒産した。このシステ

( 4 ) 例えば、岡田憲治『住宅のお値段・原価の秘
密』エール出版社、1996年など。

ムに依 存し、各県に拡 がってい た「建築市
場」も立ちゆかなくなった。「建築市場」名称

( 5 ) 通常は「住まい手」と言われるが、筆者は「住

の組織は存在するが、実態は別ものである。

み手」と表現している。「住まい手」は受け身の

建築現場にウエッブカメラを設置して関係

感があり、建て主不在の現状を象徴のようであ

者が情報を共有するシステムは、十分に意味

るが、「住み手」は“住む”という行動と主体性

がある。筆者も調査で尋ね、このシステムの

を表現できる。

実験に参加したことがある。それが普及しな

( 6 ) 筆者がこれまでに会った工務店経営者や建築家

いのは、大工や職人が常時監視されていると

で「住宅」と「住まい」との違いを知る人は、

感じて嫌がるからであり、いまなお建て主不

埼玉県志木市で「すまい塾」を主宰する高橋修

在がまかり通っているからである。

一氏くらいである。高橋修一氏の「住まい」理

工程の無駄を省くのは、コストカットが目

念は、同氏著『知的住まいづくり考』（TBSブリ

的でない。「住まい」造りには、大工や工事職

タニカ、2000年）に詳しい。高橋氏の設計事務

人の高い技能が不可欠であり、そのためには

所「すまい塾」では、設計に携わる者は、調理

大工や工事職人の待遇改善が必要である。人

から掃除まで担当することが求められる。建て

を大切にしない中小企業に生き残る道はない。

主も「すまい塾」で「住まい」について学ぶこ

住み手主導の住まい造りの本質は、住宅の

とを求められる。高橋氏が目指しているのは、

(15)

、それに取り組む工務店の存

組織名に示されるように、住宅造りではなく、

在の社会性である。私益追求の資本主義であ

住まい造りであることが、このことからも分か

社会性であり

る。

ろうと社会的に必要とされないものは、いず
れ淘汰される。地域社会密着の地場工務店は、

( 7 ) 朝日放送の「ビフォー・アフター」では、建て
主は一切お任せで搬出家具とともに消え、完工

社会的に必要とされる存在になる以外に生き
(16)

後に改修された家を初めて観て感動の涙を流す。

残る道はない 。

建て主不在を象徴するTV番組だった。

地域に良質な住宅・住まいを残すためには、

( 8 ) 横山誠一『暮らしの視点で住まいをつくる』

このような工務店が少数でも存続する必要が

（彰国社、2002年）も、書名通り暮らしの視点

ある。少数の工務店であれば、それを支える

で住まいを考えた書である。
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( 9 ) 大東建託は、建築請負、設計、施工管理のCM
（コンストラクション・マネージメント）、施工
は地元工務店である。社員は請負契約獲得に奔
走させられる。「成果主義の極限

大東建託“契

約取れないとクビ”」赤旗2017年11月27日
(10) 日本の住宅寿命は25年、アメリカ50年、イギ
リス75年と言われる。
(11) 野澤千絵『老いる家

崩れる街

住宅過剰社

会の末路』講談社、2016年。
(12) 住宅を観続けていると、その住宅が築何年く
らいか見当がつくようになる。住宅デザインに
10年単位くらいの流行があるからである。
(13) 神崎建設の住まい造りは、神崎隆洋『いい家
は無垢の木と漆喰で建てる』（ダイヤモンド社、
2002年）に紹介されている。
(14)「顧客本位」「消費者主導」を実現している企
業例は、坂本光司『日本でいちばん大切にした
い会社』シリーズ（あさ出版）に登場する。殆
ど中小企業である。
(15) ドイツでは、個人の家であっても社会資産と
して扱われ、庭木 1 本でさえ勝手に切り倒すこ
とはできない。グレーフェ『ドイツ快適住宅物
語』中央公論新社、2003年。
(16) 筆者は『資本論』を貫いているのは、使用価
値と価値とに表現される「社会的必要労働」と
理解している。拙著『
『資本論』研究』弘前大学
出版社、2011年。

（たかはし

ひでなお

弘前大学名誉教授）
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■論文■

サービス商品論の研究
─ サービス経済論の基礎理論として ─

大 石 雄 爾
《要旨》 「サービス労働は価値を生むか？」に集約されるサービス論争は、金子ハルオ氏、赤堀邦雄氏を
中心に論戦が展開されてから、すでに50年余りになる。サービス論に関して、多少見えてきたこと
がある。「サービス労働は価値を生まない」と主張する人は、使用価値としてのサービスに研究を集
中し、価格をもつサービス商品の 1 要因たる使用価値としてのサービスを考察していない場合が多い。
私は、金子氏、赤堀氏の研究を継承させていただく形で論争収束に寄与できないかと考えてきた。
両氏はその点では、まったく同じ考えをおもちであることが分かった。すなわち、「『資本論』では
物質的生産（サービスを含まぬ）のみが対象とされていたが、サービスについては、後継研究者た
ちによって、マルクスの方法に厳密に従って進められるべきである」と。

たのである。一市民から見れば、何と高額な

目 次
はじめに
序章 この研究の出発点をどこに置くか？
第 1 章 サービスの概念規定と商品論
(1) 商品の 2 つの要因①―使用価値
(2) 商品の 2 つの要因②―価値
(3) 価値の概念―社会的実体と価値形態
第 2 章 商品生産社会の特徴
(1) 商品の物神的性格とは何か？
(2) 商品生産関係の本質
結び

和解金かとため息の出る処であるが、中村氏
は「この裁判は100％負けだ」といって怒りを
ぶちまけたという

(1)

。

この事件は、日本の企業が物造りプロパー
から技術の研究サービスという面でも、本格
的な活動にとり組んでいる様子を明るみに出
した。そして、現在進行中の経緯は、物的な
商品とは異なるものの、日本における技術開
発サービスの価値評価基準が社会的に定着し
ていく過程を示しているのである。
8 億4000万円といえば、われわれの多くは

はじめに

一生お目にかかることのない金額であり、庶
民の感覚でこれを見れば、中村氏の大勝利の
ように見える。この水準が、中村氏が開発し

2014年、青色発光ダイオード（LED）の開

たLED技術買取（実際には、裁判における和

発でノーベル物理学賞を受賞した中村修二氏

解金）の金額として適切であるだろうか。そ

は、自身がかつて勤めていた日亜化学に特許

の判断を下す用意は今の私にはない。しかし

の所有をめぐり訴訟を起こしていたことで話

確実なことは、製造工場で働く 1 社員が 1 年

題を呼んだ。氏は、2001年に発明の対価を巡

間働いて受け取る所得額より、この金額は比

って日亜化学を提訴し、2005年、 8 億4000万

較にならぬほど高いものだということである。

円の和解金を受け取ることで企業側と和解し

この研究の成功によって、中村氏の「技術開
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発サービス」（労働）は、それだけの価値を生

的生産諸関係と、これに照応する生産諸関係

みだしていると社会的に承認されたことにな

および交易諸関係」〔I-9〕を研究し解明すべ

る。

き対象とするものであり、物的な商品や貨幣、

ところが、わが国では、「サービス労働は価

資本などの基礎的概念は、表象の内におかれ

値を生むか？」という論点をめぐって、長期

た「現実の社会」を観察し、分析することに

間、熾烈な論争が続けられてきた（主として、

よって獲得されてきた。むろん、研究者が直

マルクス経済学研究者のあいだにおいて）。し

接調査して得られた社会に関する資料は貴重

かし、残念なことではあるが、この論争は、

であるが、それだけを研究対象にしていても、

かつてほど盛んに展開されることは少なくな

偏りが生じ不十分な結果に終わることもある。

ったものの、論争が終焉に向かう気配は感じ

マルクスは、そうした個人の直接的研究によ

られない。現在は、これまで続いてきた医療、

る制約を、他の研究者の業績を批判的に検討

教育、娯楽、理容、清掃、などのサービスの

する方法により打破していったのである。

生産・提供が盛況を呈しているばかりでなく、

マルクスは経済学批判体系の展開に当たり、

冒頭に紹介したような、これらとはディメン

―事実上、それは『資本論』の展開にさい

ジョンを異にするサービス商品が提供され、

してということにもなるが―「当面の対象
．．．．．
はまず物質的生産である ( 2 ) 」（傍点は大石）

成長軌道に乗ろうとしている
実のところ、「サービス労働は価値を生む

とその冒頭で述べ、資本主義的生産関係の解

か？」という問題は、マルクスの『資本論』

明にとりかかっている。確かに、物質的財貨

で 扱 わ れ た 「（ 物 的 な ） 商 品 は 価 値 を 生 む

とサービスには、人間の生活にとって有用で

か？」という問題と関連の深い命題である。

あり、いずれも使用価値をもつという共通の

われわれは、サービス経済論で現在の新しい

性質が認められる。しかし、現象形態を見る

事態を科学的に説明することができるよう、

と、物的商品は、その使用価値が物質的財貨

可能なかぎり速やかに、その基礎に位置する
．．．．．．．
サービス商品論をマルクスの方法に則って整

の形態をとるのに対して、サービスにおいて

理・彫琢していくことが求められよう。

ており、使用価値の点では、明らかに異なっ

むろん、経済理論としては、サービス理論

は、活動状態にある有用な労働の形態をとっ
(3)

た外観を呈している 。

についても資本の生産過程、流通過程、総過

基本的に、商品論の課題は、資本主義社会

程という部分にまで理論展開を進める必要が

にあって富の細胞をなしている商品を対象に

あると考えられる。また、サービス部門以外

分析し、その概念規定を与え、それに関わる

の非物 質的生産分野の 在り方に ついても考

法則性を明らかにし、貨幣、資本の概念に規

察・整理をしていきたいと思う。小論では、

定を与えるための準備作業をする点にある。

その基礎となる、サービス商品論を対象とし

そのため、商品の規定を与えるさいにも、マ

て研究・叙述を行い、商品生産関係の本質に

ルクスが最も一般的な商品の現象形態、単純

も言及していきたい。

な規定としての商品 、したが って「単純 商
品 (4)」を分析するという方法で、商品の一般
的な概念規定を行っていることは明らかであ

序章

この研究の出発点をどこに置
くか？

る。
ところが、マルクス自身は、「物質的生産の
み」を対象にして『資本論』という経済学批
判体系の主要部分を執筆した理由を明確には

マルクスにとって『資本論』は、「資本主義

述べていない。そのため、研究者によってさ
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まざまな理由付けがなされているが、われわ
れが納得できるような理由は見当たらない

(5)

生産における社会的関係（生産における人と
。

ここで重要なことは、『資本論』が研究対象

人の関係）の解明を視野に入れていることが
窺われる。

として包摂している範囲においては、マルク

これに対して、赤堀氏は、次のように述べ

スがサービスを含む非物質的生産を本格的な

ている。すなわち、「マルクスは経済学を説明

研究対象としてとり扱っていないことを確認

するにあたって、当面の対象は物質的生産の

できるか否かである。もし大半の研究者のあ

領域であるとことわっていること、だから非

いだでこの確認が共有されるならば、この確

物質的生産の領域は『資本論』や『学説史』

認を出発点として、マルクスの経済学研究お

のなかでそれほど多くとりあつかわれてはい

よび理論展開の方法に従い、私たちの研究活

ないのである。それはマルクスの時代には非

動を推進することによって、マルクスが展開

物質的生産の領域が、資本主義的生産にまき

したはずのサービス経済の理論を構築するこ

こまれる度合いが、まだわずかだったからで

とが可能となるにちがいない。

ある が、 現代 の経済ではそ うはい か な い。

しかし、この問題に関してまったく逆の認

……しかるに現代のマルクス経済学において

識を有する、金子ハルオ氏、赤堀邦雄氏がこ

は、この事態を正しくとらえることができず

の同じ確認の地点に立ち戻り、「マルクスの方

に、……現実の世界にたいして重大なたちお

法に従ってサービスやサービス商品の概念規

くれを来してしまっているのである。このた

定を改めて行う」といったことが果たして期
．．．．．．
待できるであろうか。それは大丈夫であると

ちおくれを克服するためには、現代のわれわ

考えられる。というのは、赤堀氏、金子氏と

物質的商品生産の領域を解明していかなくて
．．．．．．．．．．
(8)
はならない 」、と。研究の主体が私たちで
．．
あるという点を確認し、その方法に関しては、
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．
マルクスの方法に厳密に基づいて研究するべ
．．
きだと明記している。

もに、「マルクスの経済学体系ないし『資本
論』の対象が物質的生産にかぎられている」
点を自ら指摘したうえで、当該の問題に関す
る理論は、マルクスの方法に従いつつ私たち

れが、マルクスの方法に厳密に基づいて、非

後続の研究者が引き継ぎ、解明していくべき
であると述べているからである。

従来の論争においては、自らの主張の正当
性や命題の正しさを根拠づけるために、とも

金子氏は、「マルクスは、自分の経済学批判

すれば『資本論』、『剰余価値学説史』などの

体系を展開するにあたって、「当面の対象はま

マルクスの主要著作に見られるマルクス自身

ず物質的生産である

(6)

」として、『資本論』

による概念規定や彼自身の見解、さらに論者

ではもっぱら物質的財貨の生産、分配、再生

自身によるその解釈をもち出すという方法が

産をとり上げて、そこにおける資本主義的生

採られてきた。しかしその場合には、マルク

産関係を解明したのである。……経済学はサ

スの見解や言説にしたがって論者の主張の正

ービスをとり上げないということではない。

否を研究しているとはいえても、マルクスの

サービスとサービスにおける経済関係は、物

方法に厳密に基づいて研究した、その研究か

質的財貨の生産とそこにおける生産関係が解

ら得られる結論が導かれているとはかぎらな

明されたのちに、それによって規定されるも

い。

の と し て は じ め て 解 明 さ れ る の で あ る。

むろん、『資本論』においても、いくつかの

…… ( 7 ) 」と説明している。ここからは、金子

個所でサービス、サービス労働などに関する

氏が、単に使用価値、価値、剰余価値などの

言及が見られることは事実である。しかし、

基礎概念の解明についてばかりでなく、「サー

理論的な作業としてのサービス、サービス労

ビスにおける経済関係」したがってその商品

働あるいはサービス商品といった、サービス
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経済を解明するうえで不可欠な概念に規定を

り、そのことに規定されてサービスも商品と

与えるという作業は、『資本論』の範囲におい

して販売されている

ては章、節を設けて展開されてはいないので

いる。そして、この一事は、サービス経済に

ある。

関する、したがってまた商品経済に関する理

では、われわれは、サービスの商品として

(10)

」という事実を認めて

論研究を進めるうえで、重要な出発点となる。

の規定をどのように与えるべきであろうか。

なぜならば、物的な商品と同じように、サー

『資本論』の研究およびその叙述のために用

ビスも商品として販売されているならば、そ

いられたマルクスの方法に最深の注意を払い

れはまた、マルクスのいう｢商品の巨大な集ま

つつサービス商品論をも含む商品論の展開を

り｣の一部分であり、物的な商品と同様に「資

試みることにしよう。

本主義的生産様式が支配的な諸社会の富」を
構成していることになるからである。

第１章

サービスの概念規定と
商品論

（1） 商品の２つの要因①―使用価値
商品と呼ばれるものの特徴は、まず第 1 に、

マルクスは、『資本論』の冒頭において、私

われわれの感覚によって捉えることのできる

たちがなぜ商品の研究から始めるかを簡潔に

外的な対象であり、何らかの人間の欲望（そ

説明する。すなわち、「資本主義的生産様式が

れが物質的なものであれ、精神的なものであ

支配的な諸社会の富は、「商品の巨大な集ま

れ）を満たしてくれる、という点にある。わ

り」として現われ、個々の商品はその富の要

れわれは、商品が人間に対してもっているこ

素形態として現われる。それゆえ、われわれ

の性質を有用性というが、このような何らか

の研究は、商品の分析から始まる」（第 1 分冊

の有用性をもつ物として、商品は使用価値ま

59頁、以下マルクス『資本論』新日本出版社

たは財であると規定される〔I-59、60〕。
なお、使用価値の形状の視点から見ると、

版からの引用は〔I-59〕と記す）、と。

的財貨は省かれ、物的商品としての生産物の

商品には、物質的財貨という形状の“物”と、
．．
サービス労働のように、その使用価値がサー
．．．．．．．．．．．．．．．．．
ビス労働を行う活動中の労働それ自体という

みに絞られていた、と考えられる。しかしも

形状をとる“物”とがある( 1 1 ) 。しかし、使用

し、サービスも物質的財貨と同じ商品である

価値の形状がどうであれ、その商品に使用価

とすれば、サービスにも商品としての概念規

値、すなわち 1 種類以上の有用性が認められ

定を与えるのが適切なことは自明である。わ

るならば、それはまず商品としての第 1 の要

れわれは、ここでは、マルクスの方法に従っ

因を有しているといえる。ある物（物質的財

て概念規定を行い、それからさらに理論展開

貨、サービス）が商品と呼ばれるためには、

を試みようとしている。そのためには、資本
．．．．
主義的生産様式が確立したとされる、「19世紀
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．
中葉から後半の時代におけるイギリス社会の
．．
．．．．．．．．．
現実」を表象において、サービス商品の研究

その物は、まず第 1 に使用価値という要因を

も同時に進められなくてはならない( 9 ) 。

はなりえない。しかも商品に関しては、その

すでに確認したように、そこでは研究の対
象は商品、といってもサービスを含む非物質

備えていなければならない。
誰にとっても何の有用性ももたない物（物
質的財貨であれ、サービスであれ）は商品と

ところで、金子氏は、「資本主義社会では、

使用価値は商品生産者自身のためのものでは

つねに物質的財貨は商品として生産されてお

なく、彼以外の人びとにとっての有用性であ
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るという点が注意されなくてはならない。も
．．．．．．．．．．
しも生産者が自分で使用するために物質的財

論』では、固形物、液体、気体も、有用な物

貨を生産し、サービス労働を行うとしても、

は一様に使用価値または物質的財貨と見なさ

これらの労働ないし労働の産物である物質的

れる。

に仕上げられ販売されているかぎり、それら

財貨はいずれも商品として社会に提供される

サービス商品についても、その労働が有用

ことはない。それゆえ、商品の第 1 の要因は、
．．．．．．．．
単なる使用価値ではなく、他人のための使用
．．
．．．．．．．
価値を、つまり社会的使用価値をもっている

労働（医療労働、教育労働、娯楽労働、理容

ということである〔I-70〕。

の使用価値をもつことになる。そして、サー

労働、美容労働、清 掃労働、 福祉労働、 な
ど）である場合、物的な商品と同じく何らか

さて、マルクスがサービスについて言及し

ビス労働では、活動 する労働 がそれを消 費

ている記述部分を参考にすると、「サービスな

（受用）する人間にとって有用に作用し、そ
．．．．．．．．
の欲望を満たすのである。特定の有用性を有
．．．．．．．．．．．． ．．．．．．．
するサービス労働にあって、実際に実践され
． ．．．．．．．．．．．．．．．．．．
た、ないし実践される予定の活動全体が生産
．．．．．．．
物と見なされるのである。

いしサービス労働とは、活動状態にある、活
動として有用であるかぎりでの労働の使用価
値の表現 (12)」とするのが適切であると考えら
れる。
例えば、われわれにもなじみ深いサービス

なお、使用価値は、その商品が使用または

労働というと、医療労働、教育労働、娯楽労

消費（受用）されることにより、その有用性

働、理容労働、美容労働、清掃労働などを思

が発揮され、使用価値が実現されていく (14)。

い付くが、それらは事実上、医療サービス、
教育サービス、娯楽サービス、理容サービス、
清掃サービスなどとして売り出されているこ

（2） 商品の２つの要因②―価値

とが分かる。むろん、これは大きな区分であ
さて、商品の第 2 の要因は、交換価値をも

って、各種のサービスにさまざまな亜種や個

っているという点である (15)。われわれは、資

別アイテムがあるのは当然である。
そして、これらサービス労働の考察にさい

本主義社会では交換価値が価格として現象し

しては、それぞれのサービスの量的規定性が

ていること、すなわち貨幣の量で表現されて

前提される。しかし、サービス商品の使用価

いることを知っている。ここでは、その価格

値は有用な労働であるだけに、サービスの量

が次のようになっているものと想定してみよ

的規定は基本的に各サービスの労働時間の形

う。

態をとる。例えば、医療サービス（ 1 回：診

〔本来は、19世紀のイギリスをモデルにし

察・処方・加療）30分、教育サービス（ 1 回

て、「設例」を設定するのが望ましい。ここで

：個人授業） 2 時間というように、である。

は、財・サービスの種類は当時イギリスにあ

〔舞台で公演するもの、スポーツの試合サー

ったと見られる物を使うが、理解を容易にす

(13)

には、その公演の演目に要する

るため、各商品の数量単位や貨幣単位は日本

時間やルールで規定された試合時間を単位と

のものを使用し、価格水準は近年日本でよく

するが、その場合には、それぞれの公演によ

見られる範囲内に設定した。

ビスの場合

なお、分析の対象が｢単純商品｣であるとこ

り、サービス労働の時間は異なっている。〕。
マルクスは、「諸商品の使用価値は、 1 つの

ろから、以下のような想定が設けられている。

独自な学科である商品学の材料を提供する」

1)想定される社会の成員は、すべて商品生産

〔I-61〕と述べて、使用価値の研究は商品学

者であること。2)各商品生産者は、独立した

に委ねている。物質的財貨に関して、『資本

個人であること。3)商品種類は、個人の生産
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者が生産し提供しようとするものを自由に選

である。しかしこれも、ある場所におけるあ

択。4)＜設例 2 ＞を表現するさいに、分数ま

る時点をとって観察すれば、諸商品のあいだ

たは小数点を含む数値が出ないよう、先の要

に一定の交換比率の関係が成り立っているこ

領で設定した価格の範囲内で若干の工夫をし

とが分かる。このことから、われわれは、こ

ている。〕

の交換価値を実在的なものとして想定するこ
とができる。

<設例１>
<物的な商品>
上着（男性用）
1着 ＝ 24,000円
米（ピラフ用）
1kg ＝ 400円
コーヒー・カップ 1個 ＝ 1,000円
小説本
1冊 ＝ 1,200円
<サービス商品>
医療サービス
30分
＝ 2,400円
（診察、加療・薬剤処方の料金）
教育サービス
1時間 ＝ 3,000円
（家庭教師としての指導料金）

以上のように、商品がもっている 2 要因と
は、使用価値と交換価値であるが、われわれ
の商品に関する研究はここで無事完了、とす
．．．．
るわけにはいかない。というのは、交換価値
．．．．． ．．．．．．．．．．
はそれ自体 1 つの矛盾を含んでいるからであ
る。

われわれは、使用価値に対しては規定を与
．．．．．．．．．．．．．
え、すでに使用価値とは何かを認識したが、
貨幣や日本通貨・円ついてはその概念が把握

（3）価値の概念―社会的実体と価値形
態
（1）価値の概念を規定する

されていない。ところが、交換価値は交換力
（直接的交換可能性）と見ることができ

(16)

まず、交換価値のもっとも簡単な形態をと

、

り上げて、その形態が示す矛盾を明らかにし

価格により表示されたのと同じものが、異な

よう。われわれは、先ほど、「医療サービス」

った使用価値どうしの交換比率で表現される。

の交換価値の例として、

それは、次のような一続きの式で示される。
マルクスは、物的な商品については、『資本
<設例２>
1着の上着(男性用)＝ 60kgの米（ピラフ用）
＝ 24個のコーヒー・カップ
＝ 20冊の小説本
＝ 5時間の医療サービス
＝ 8時間の教育サービス

1 時間の医療サービス ＝

4 冊の小説本

をとり上げた。むろんとり上げる商品は何で
もよく、この式は記号を用いて一般的に表現
することができる。 2 つの商品の、質的に異
なった使用価値をそれぞれA、Bで表し、それ
．．
らの使用価値の量をxおよびyとすると、商品
．．．．．．
Aの交換価値は次のように表現される。
x量の商品A ＝ y量の商品B ……………………(1)

論』で分析し、商品とは何かを解明している。

交換価値式の＝（イコール）は、左辺と右

ここでは、サービス商品にその十全な規定を

辺に置かれたものの量が等しいことを意味し

与えるため、多様なサービスのなかから「医

ている。では、この式の右辺と左辺において、

療サービス」をとり上げ、その価値を物的な

何が等しいのであろうか。

商品である「小説本」の量で表現してみるこ
．．．．．．．．．
とにする。この式では、医療サービスの価値
．．
のみが表示されている点に注意が必要である。

両辺の比較が可能であるためには、両辺に
．．．．．
．．．．
置かれるものが質的に同じであり、同じ単位
．．．．．．．．．．．．．
に還元されなければならない。ところが、こ
の式の両辺にある商品の使用価値はA、Bであ

1 時間の医療サービス ＝ 4 冊の小説本

むろん、現実の社会において、商品の価格

り、それらの質は相互にまったく異なってい

は時と所によってたえず変動しており、した

る。このように交換価値は、商品の使用価値
．．．．．．．．．．
で表されていながら、それが表現している内

がって、この交換割合もたえず変動するもの
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． ．．．．．．．．．．．．．．．．．．
容、すなわち価値の実体は使用価値ではあり
．．．
えない、という矛盾を内包しているのである。
この矛盾は、いかにして解決されうるのだ
ろうか。それは、現実の商品を分析すること
．．．．．．．．．．．． ．．．
により、交換価値式の両辺に共通な、質的に
．．．．．．．．．．
同じものを突き止めることによってである。
そのためには両方の商品から、使用価値に

共通に含まれる価値の実体（内容）は、この
ような生理学的意味での人間労働であるが、
われわれは労働のこの側面を、使用価値を生
．．．．．．．
．．．．．
産する具体的有用労働と区別して抽象的人間
．．
労働と呼ぶ〔I-79〕。このような価値実体の把
握によって、先にわれわれが交換価値に内在
する矛盾として指摘した点も、ここにひとま

関わる、質的に異なったすべての性質を、わ

ず解決をみるのである。

れわれの思考を動員して徹底的にとり除くこ
．．．．．．
と、すなわち捨象することが必要となる。

であることが判明すると、それに対して、わ

そしてまた、価値の実体が抽象的人間労働

そこでまず、質的に異なる使用価値Aと使

れわれが分析の対象とした交換価値は、抽象

用価値Bをそれぞれの商品から捨象してみる

的人間労働という社会的実体がわれわれに対

と、いずれも労働の生産物であるという性質

して現れる形態、すなわちその現象形態また

だけがあとに残る。これを式で表せば、

は表現様式である、ということが容易に理解

労働の生産物 ＝ 労働の生産物 ……………(2)
↑
↑
〔相対的価値形態〕

〔等価形態〕

となる。しかし、質的に異なったものの捨象

される。抽象的人間 労働が価 値の実体（ 内
．
容）であるのに対して、交換価値が簡単に価
．．．
値形態（形式）と呼ばれるのはそのためにほ
かならない。

という観点から見て、この結果は十分なもの

商品の価値は、価値実体である抽象的人間

とはいえない。というのは、ここで抽象され

労働が価値形態である交換価値として現れた

ている労働の質は、生産される使用価値が異

ものである。価値の概念は、これら 2 側面の

なるのに応じて異なっているからである。こ

統一したものとして示される。

の点は、「医療サービスを行う労働」と「小説
本を作成する労働」がいかに異なっているか

（2） 価値の大きさ
（量的規定）
マルクスは、「ある使用価値または財が価値

を考えてみれば、容易に理解されるであろう。
その視点から、(2)式を書き替えてみると(3)

をもつのは、そのうちに抽象的人間労働が対

式が得られる。

象化または物質化されているからにほかなら

労働A の生産物 ＝ 労働B の生産物 …………(3)

ない」〔I-66〕と述べて、価値の量的規定を、

そこで次に、使用価値を生産するという面

次のように与えている。

から見た、質的に異なった労働、すなわち具

価値の大きさは、それに含まれている「価

体的有用労働を、(3)式の両辺から捨象してみ
．．．．．．． ．．．．．
よう。すると、あとに残るのは、同じ人間の
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．
エネルギーの支出としての労働が生産物に加
．．． ．．．．．．．．．．．．．．．．
えられ、対象化されているという事実だけで
．．
ある。生産される使用価値が何であれ、労働

値の実体」である労働の分量によって表示さ

は一面では、人間の肉体的・精神的エネルギ

大きくなるわけではない。というのは、価値
．．．．．．．．
の実体をなす労働は、同等な人間的労働であ
．．．．．．．．．．
り、同じ人間労働力の支出だからである。商

ーの支出以外の何ものでもない。ここにおい
て、最初に提示された交換価値式の両辺に置
かれた商品は、 1 つの共通な、質的に同じも
(17)

のに還元されることになる 。
交換価値を成り立たせている、式の両辺に

れる。労働の量そのものは、その継続時間に
よって計られることになる。しかし、労働者
が怠惰または不熟練のゆえに商品の生産に時
間がかかるからといって、彼の商品の価値が

品世界における総労働力は、無数の個人的労
．．．．．
働力から成っているが、ここでは同一の人間
．．．．．．．．．．
労働力として通用するのである。したがって、
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それぞれの個人的労働力は、 1 つの社会的平

るべきであるが、ここでは、簡易化のために

均労働力という性格をもち、 1 商品の生産に

同時に考察することにしよう。

社会的平均的な労働時間を必要とするかぎり、

もう一度、先ほどの式を挙げてみよう。

他の労働力と同じ人間的労働力と見なされる。
それゆえ、「社会的に必要な労働時間とは、現

1 時間の医療サービス ＝ 4 冊の小説本
↑
↑

存の社会的・標準的な生産諸条件と、労働の

A氏＝医療サービスの生産者

小説本の生産者

＝B氏

熟練および強度の社会的平均度とをもって、
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．
何らかの使用価値を生産するのに必要な労働
．．
時間である」〔I-66〕。

今度は、医療サービスの生産者も登場する

サービス商品の価値の大きさも、その使用

が、彼がその提供者であるのは、自己の労働

価値を生産するのに平均的に必要な労働時間

によってこれを生産し、提供するとの想定が

によって規定されるが、サービス労働に関し

置かれるからである。この想定は、われわれ

ては、多くの場合、平均的な労働と比べて質

の認識対象が論理的な単純商品であることに

の高い複雑労働と見なされ、平均的労働（単

対応している。商品生産者とは商品の人格化

純労働）の何倍かの労働時間に生産された価

した存在にすぎない (18)。したがって、ここで

値として評価される。医療サービス、弁護士

は、その生産者が商品の所有者であり、彼が

サービス、芸術サービスなどに関しては、単

商品に成り代わって、交換の当事者としてふ

位労働時間がより大きな価値として評価され、

るまうことになる。

売買されていることは、われわれが日常的に
経験するところである。

まず、この医療サービス生産者は、自己の
経験および研究・思考活動に基づいて、「医療

マルクス自身は、その点について次のよう
に述べている。すなわち、

サービス」を提供し、他の使用価値をもつ商
品と交換しようと考える。そして、生産され

「さまざまな種類の労働がその度量単位で

た「サービス」（特定の有用労働）は生産者の

ある単純労働に還元されるさまざまな比率は、

手によって交換されなければならない。彼の

生産者たちの背後で 1 つの社会的過程によっ

商品と他の商品との交換にさいして、彼は自

て確定され、したがって生産者たちにとって

分の所有する商品に代って価値を評価し、表

は慣習 によって与えら れるかの ように見え

現する必要に迫られる。ではいったい、商品

る」〔I-76〕、と。

生産者は、この価値の評価および表現をどの
ように行うのであろうか。

（3）価値形態─価値表現の仕組み

この点については、先の交換価値の例をと

われわれは、これまでに、商品のもってい

って分析しよう。まず、「医療サービス」の生

る 2 つの要因を明らかにしてきた。次に、価

産者は、自分が交換のために提供する「医療

値形態のもとで、商品がその価値をどのよう

サービス」の価値を評価しようとする。その

に表現するかについて見てみよう。本来の方

場合彼は、自分の商品を用いて価値を評価し、

法に従えば、それらの性質が交換当事者の活

表現することはできない。というのは、それ

動によってどのように媒介されるかの考察は、

は、

価値表現の客観的仕組みを検討したのち進め

1 時間の医療サービス＝ 1 時間の医療サービス
と、単なる同義反復となって意味をもたない
からである。価値表現のための手段には、自
分の所有する商品とは異なった使用価値をも
つ別の商品を選ばなければならない。
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そこでA氏は、自分にとって使用価値をも
説本を、「医療サービス」の価値表現の手段と

う等価形態の商品の使用価値が、そのまま価
．．．．．．．．．
値のかたまり、すなわち価値体として通用す
．
ることになる。その結果、商品生産者A氏は、

してとり上げる。

「 1 時間の医療サービス」の価値を、いまや

つ商品、例えばB氏が生産した商品である小

1 時間の医療サービス＝ 4 冊の小説本

価値体となっている小説本の使用価値の量、

「医療サービス」は、その価値を他の商品

すなわち 4 冊の小説本で表現することになる。

の使用価値で相対的に表現すべきものであり、

しかしながら、価値の実体が抽象的人間労

積極的な役割を割り当てられている。上式の
．．．．．．．．．．．
左辺にある商品は、「相対的価値形態にある商
．
．
品」と呼ばれ、この位置におかれた商品は価
．．．．．．．．．
値表現の主役の役割を割り当てられる。

働であるということは、それが労働のままで
．．．．．．
価値であることを意味しない。商品生産者が
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．
彼の意識をとおして自己の生産物を抽象的人
．．．．．．． ．．．．．．．．．．．．
間労働に還元し、それを他の商品の使用価値
．．．．．．．．．．．． ．．．．．．．
量で表現するときに初めて、その抽象的人間
．．．．．．．．．．．．．．．．．
労働が価値の実体に転化するのである。

これに対して、B氏の商品小説本は、「医療
．．．．．．．．．．．．
サービス」の価値表現の材料という役割を与
えられており、消極的な役割を担わされるに
すぎない。その商品は価値式の右辺におかれ、
．．．．．．．．．
「等価形態にある商品」と呼ばれる。その役

ここで、商品の概念をまとめることができ
．．．． ．．．．．．．．．
る。一般的に商品とは、社会的使用価値およ
．．．．．．．．．．．．．．．．．．
び価値という 2 要因をあわせもった存在であ

割は、それが「医療サービス」の価値と等価

り、いずれの要因を欠いても商品とはなりえ

であるのを示すことにある。

ない。使用価値の点から見れば、およそ有用

さて、A氏が「医療サービス」の価値を小

でないものは商品とならないが、さらに生産

説本で評価・表現しようとすると、氏はただ

者自身のための使用価値も商品にはならない。

ちに、使用価値は異質であるという壁に突き

それが商品であるためには、他人のための使

あたる。A氏はそこで、われわれが分析によ
．．．
り明らかにした論理的筋道を経て、 2 つの商
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．
品をそれらに共通な抽象的人間労働に還元す
．
る。ところが、抽象的人間労働が価値の実体

用価値または社会的使用価値をもつことが必

だということは、交換関係のなかにおいての

の価値を含まず、したがって商品とはならな

み現れることであって、それは「同じまぼろ

い。例えば、空気や山川の清水は人間にとっ

しのような対象性以外のなにものでもない」

てきわめて有用であるが、それらは自然の恵

〔I-82〕のである。そして、この価値表現の

みであって、特別の労働を投下することなし

過程にあって、相対的価値形態の商品は、A

に手に入れることができるのである。

要である。
価値という観点から見れば、労働を必要と
しないものは抽象的人間労働の対象化として

氏が生産・提供する「医療サービス」という
使用価値として実在する。すなわち「医療サ
ービス」商品は、もっぱら「 1 時間の医療サ
ービス」という使用価値としてのみ現象する

第２章 商品生産社会の特徴

ことになる。
そのため、いずれの商品にも抽象的人間労
働は対象化されているにもかかわらず、その

（1） 商品の物神的性格とは何か？

抽象的人間労働が対象化されているという価
値的な性格は、もっぱら等価形態の商品であ

ここで、現実の商品生産社会の表面的な現

る小説本に属するものとして、A氏の意識に

象に立ち帰ってみると、商品は単にその自然

反映せざるをえない。こうして、小説本とい

形態によって与えられた使用価値だけでなく、
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他のどんな商品といつでも交換しうるという

働として捉えられる人間労働の同等性が、労

不思議な力をもっている。例えばテーブルは、

働生産物の共通な価値性格として現れ、その

ありふれた、感性的に捉えうるものであるが、

人間労働の一定時間の支出は、生産物のもつ

「テーブルが商品として登場するや否や、そ

価値の大きさとして現象している。そして、

れは感性的でありながら超感性的なものに転

生産者たちが抽象的人間労働を生産物に対象

化する」〔I-121〕。マルクスはこのような現象
．．．．．．．．
を商品の物神的性格と呼び、この性格がどこ

化することをとおして相互に社会的な労働を

からくるかを明らかにしている。

的な関係は、彼らの労働生産物のあいだの社

商品は、使用価値であるかぎりにおいては

している、という生産者たちの社会的・共同
会的関係として現れる

(19)

。

不思議なところはどこにもない。また、使用

いまわれわれが問題にしている商品の神秘

価値を創りだす具体的有用労働についても、

性は、生産物が商品形態をとると、労働の社

われわれはそれを感性的に把握することがで

会的性格が労働生産物そのものに元から備わ

きるから、これも神秘性を生じさせる原因に

った性質であるかのように現象するところに

はならない。

ある、といってよい。その場合、労働をめぐ

では、それは価値という、商品の有するも

ってとり結ばれる商品生産者たちの社会的関

う 1 つの要因から生ずるのであろうか。しか

係は、労働生産物（さまざまなサービス労働

し、価値の内容規定に関するかぎり、そこに

も含め）という物どうしの社会的な関係、す

も神秘的と思われる点は見当たらない。とい

なわち交換という姿をとって現れる。その結

うのは、サービス商品をも含む、先の商品の

果、労働生産物は商品になるのであるが、商

分析により、いかなる労働も一面では抽象的

品という形態においては、人間の感性でも把

人間労働であって、価値の実体は人間の精神

握されうる使用価値に加えて、その社会的性

的・肉体的なエネルギーの支出としての労働

格が、交換価値という別の特徴としてそれに

にすぎないという点がすでに解明されている

付与される。

からである。また、価値の大きさを規定する

マルクスは、商品のこのような性格を「商

労働時間の継続にしても、これは具体的な有

品の物神性」と呼んでいるが、それはこれに

用労働の質からはっきりと区別されており、

似た現象が宗教的な世界に表れる、というこ

商品生産者たちが価値量を評価するさいに、

とに基づいている。すなわち、宗教の世界で

この量を意識に反映させていることは明らか

は、「人間の頭脳の産物が、それ自身の生命を

である。

与えられて、相互の間でも人間と人間とのあ

商品にまつわる不思議な性格は、その使用

いだでも関係を結ぶ自立的姿態のように見え

価値にも価値の内容規定にも由来するもので
．．．．．．．．．．
はない。その性格は、商品という形態そのも
．
のから、ただその形態のみから生じていると

る。商品世界では人間の手の生産物がそう見

いうのがマルクスの解答である〔I-123〕。す
．．．．．． ．．．．．．．．．
なわち、労働生産物が、使用価値と同時に価
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．
値という要因を合わせもつことによって商品
．．．．．．．．
という形態をとるからである。ある商品が他

うまでもない。そして、商品のこの物神的性

の商品と次々に交換されていくというなかで、

関係が成立しているのであって、その社会関

商品というものに神秘的な性質が現れてくる

係が、何らかの使用価値をもつ単なる物質的

のはそのためである。

財貨を商品という形態に転化してしまうので

商品という形態においては、抽象的人間労

える」〔I-124〕からである。ここにいう人間
の手が人間の労働を意味していることは、い
格は、労働生産物が商品という形態をとって
いることに由来するが、その背後には商品生
産社会の固有の社会関係、すなわち商品生産

ある。
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それゆえ、商品の物神性は、商品生産者た

題を設定することができる。

ちがもつ単なる幻想と考えられてはならない。

分析の結果、われわれは、商品という形態

それは、商品生産社会に固有の生産関係に根

においては抽象的人間労働が価値の実体とな

ざしているために、商品生産者たちの意識に

っていることを突き止めた。次の問題は、商

くり返し不思議なものとして現れ、彼らの意

品という形態においてはなぜ抽象的人間労働

識を支配するようになる。現象のみを追いか

が価値の実体となるのかという点である。こ

けて、経済法則を定式化しようとするかぎり、

のことは、労働をめぐってとり結ばれる人び
．．．．．．．．
との社会的関係、すなわち商品生産に固有の
．．．．
生産関係が明らかにされなければならない、

ブルジョア経済学にも見られたように、その
理論的認識が物神性に惑わされるようになる
のである

(20)

。その場合には、そうした法則を

ということを意味している。

成り立たせている社会的関係の本質を解明す

では、商品生産関係はどのような特徴をも

ることも不可能とならざるをえない。商品の

っているのだろうか。それが成立するための

物神性を生みだす交換現象は、客観的に存在

第 1 条件は、社会の維持に必要な諸使用価値

する商品生産関係によって規定されている。

を生産するための社会的総労働が、その社会

そのため、批判的分析をおろそかにし、皮相

を構成する個々の生産者に個人の仕事として

的な法則把握しか行おうとしない経済学には、

分割・配分され、社会的分業体制のもとに編

商品生産関係の真の特徴を解明することはお

成されている、ということである。このよう

ぼつかない。

な関係のもとで、諸個人は、社会の人びとが

では、この商品生産社会の生産関係とはど

有用とする物（物質的財貨、さまざまなサー

のような特徴をもつものなのか、その本質に

ビス）、すなわち他人のための使用価値を生産

ついて立ち入った分析を加えよう。

し、自分のための使用価値は、社会のさまざ
まな人びとの生産に委ねている。社会的分業
体制は、生産物に他人のための使用価値また

（2） 商品生産関係の本質

は社会的使用価値という規定を与えることに
なる。

われわれが、経済学の体系を商品の分析か

しかし、社会的分業が行われているという

ら始めたのは、資本主義的な社会では人間の

だけでは、生産物が商品形態をとって相互に

生活のために不可欠な「富」が商品形態をと

交換されるとはかぎらない。例えば、自給自

っているからであり、その分析をとおして、

足経済を営む小社会の場合、個々の構成員に

生産物に商品という社会的形態を与えている

は異なった有用労働（役割）が配分されてい

社会的な関係、すなわち商品生産関係を明ら

るとしても、その労働は、直接、社会的労働

かにしようとしたためである。経済学は、こ

として配分されており、労働の成果である生

のような生産および流通における人間相互の、

産物はすべてその社 会の富と して共同で 消

社会的な関係の解明を課題としている。それ

費・利用され、または人びとの共同の富とし

ゆえにこそ、経済学は、社会諸科学の基礎的

て蓄積される。ここでは、諸個人が生産物を

な一分野を構成するものとされているのであ

取得するとしても、社会からの直接的な分配

る。

によるのであって、生産物が商品になり、そ

すでにわれわれが確認したように、商品は

の交換をとおして分配されるということには

自然的性質と同時に社会的な特徴をもつ物で

ならない。

あるから、ここでは、商品という形態を成り

商品生産社会では、社会的総生産物のそれ
．．．．．．．．．．．．．
ぞれの生産が、互いに独立した生産者の私的

立たせている社会的関係を解明するという課
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．．．．．．．
な労働によって行われている。しかし、生産

的要素としてではなく、サービス商品の使用

された物はすべて社会の必要を満たすために

価値に関する特質として分析した。その結果、

用いられる財貨であって、商品生産社会の成

サービス商品も、物的な商品と同様に社会的

員は、この生産をとおして相互に社会的な労

使用価値と価値との2要因もつ物であるとの規

働を行い、結果として、 1 つの共通した社会

定に到達することができた。サービス商品に

を維持するために共同しあうことになる。す

あっても、その価値は商品に対象化された抽

なわち、社会的総労働の一環を担う人びとは、
．．．．．．．．
どんな労働であれ、それが社会にとって有用
．．．
．．．．．．．．．．
なものであるかぎり、その労働をとおして社
．． ．．．．．．．．．．．．．．．．．
会的・共同的な関係を相互にとり結んでいる

象的人間労働であることが突き止められ、さ

ことになる。ここに、抽象的人間労働が価値

的商品、サービス商品の双方を含んだ両商品

の実体であるということの本質が潜んでいる。

を商品として捉え、商品生産社会の基本的な

なお、マルクスがいうように、「そもそも使

生産関係について、マルクスが『資本論』で

用対象が商品になるのは、使用対象が互いに

示したその現象形態と本質に関する基本的な

独立に営まれる私的諸労働の生産物であるか

認識を要約・説明することができた。

らに、「サービス商品は価値を生むか？」とい
う論争問題への適切な解答が与えられること
となる。その結果を踏まえ、それ以降は、物

らにほかならない」〔I-124〕のである。商品

では最後に、マルクスが経済学体系を展開

生産者たちが、互いに独立に私的労働を行う

するにあたって対象を「物質的生産に限定し

ということは、生産者自身の感性と意識的活

た」点について見ておきたい。「注(4)」で述

動をとおして何を、どれだけ、いつ、如何に

べたように、マルクスは「サービス資本家に

生産するかを自分で決定し、自己の労働力を

よる(資本に雇用された賃金労働者の労働力の

支出することによって生産物を生産する、と

使用による)サービス提供は……無視してもよ

いうことを意味する。その労働はまったく私

い」と述べているが、金子氏の資料によれば、

的であるが、それゆえにまた、労働の成果た

自営業的サービス労働者の出現は、「サービス

る生産物は商品生産者自身が私的に取得し、

の商品化、サービス商品の提供業の出現を示

販売するものとなる

(21)

。

し」、またサービス資本家の出現も、｢サービ

すなわち、ここでは、個々の生産者たちが

ス商品の提供業が資本の投下部面、資本によ

自己労働に基づいて商品を生産・取得し、そ

る利潤の獲得の部面に発展したことを示｣しつ

の生産物を元本として自らの消費手段および

つあったという。サービス資本のみでは、マ

生産手段を取得し、再生産を続け生活してい

ルクスが「無視してもよい」と考えるのもう

くことができる。われわれはここに、商品生

なずけるが、自営業的サービス労働者の発展

産社会の住民、すなわち商品生産者たちに対

の結果、そのなかから徐々に資本家的経営に

して、私的取得・私的所有制度およびそれを

乗り出す者が現れたわけで、イギリスにおけ

律する私的所有法が設けられるようになる根

る産業資本主義の発展に合わせる形でサービ

拠を見出すのである。

ス産業資本の発展が始まったといってよい。
この動向をマルクスが見逃すことは到底考え
られないのである。それに、『剰余価値学説
史』ではかなりの紙幅を割いて、スミス、リ

結び

カード、リカード、セーなどの生産的労働論
をめぐる見解に批判を加えており、また資本
主義のもとにおける非生産的生産部門やサー

われわれは、サービスを単なる 1 つの自立

ビス生産物の売買について考察している。
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こうした事情を勘案し、さらにサービス商

な形状の違いをもち、マルクスの時代の少しあ

品の規定は、物的な商品とまったく同じ方法

とになると、電力や磁気を含むものも出てきた。

で、かつ同じ概念規定として与えることがで

しかし、マルクスは、物的財貨の使用価値を説

きる点を踏まえると、商品論のレベルでは、

明するさいに、使用価値の量的規定性に言及し

物質的財貨の商品を用いて明らかにされた商

た後、「諸商品の諸費用価値は、1つの独自な学

品の規定は、サービス商品の規定にもまった

科である商品学の材料を提供する」〔I-61〕と述

く同様に妥当する。さらに、『資本論』の第 1

べるにとどまり、次に問題となる価値の考察に

章第 2 節「商品に表わされる労働の二重性」

移っている。

には、次のような文章がある。
．．
「……だから、労働は、使用価値の形成者

えるうえでは、商品が何らかの有用性を有する

としては、有用的労働としては、あらゆる社

点が確認されればそれで足りる、それ以上形状

会形態から独立した、人間の一実存条件であ

の違いや、物質的財貨であるかないかを詮索す

このことは、マルクスが、商品の概念規定を与

り、人間と自然との物質代謝を、それゆえ人

る必要はない、と考えていたことを意味する。

間的生活を、媒介する人間の永遠の自然必然

( 4 ) この点に関しては、種瀬茂氏が『資本論』の原
典解説を担当した第1巻第1章「商品」中の小項

性である」（傍点は大石）〔I-73〕。

目「Ａ

この部分は、マルクスの史的唯物論におけ

研究の対象―単純な商品生産」にお

いて適切な認識を示している。

る重要な命題の 1 つを成しているが、ここで
は労働が物的財貨を生産する労働とサービス

( 5 ) マルクスが『資本論』の対象になぜこのような

労働とに区別されることなく、それらを一括

限定を設けたのか、真相はいまだに謎である。

した労働が、「人間と自然との物質代謝を媒介

赤堀氏は、この限定について、「それはマルクス

する自然必然性である」といわれているので

の時代には非物質的生産の領域が、資本主義的

ある。

生産にまきこまれる度合いが、まだわずかだっ

筆者はいま、マルクスが『資本論』の冒頭
に「当面の対象はまず物質的生産である

(22)

」

たからであるが、現在の経済ではそうはいかな
い」（赤堀邦雄『価値論と生産的労働』三一書房、

と書かなかったのは記入する必要がないと判

1971年、119頁）と述べているが、これに対して

断したからではないか、との思いを強くして

金子氏は、サービス労働者の構成に関する資料

いる。

（ディーン、コールの研究）を用いて、その構
成の趨勢を分析し、興味ある結論を導いている

注

（金子ハルオ『サービス論研究』創風社、1998

( 1 ) 『朝日新聞』2005年 1 月22日付、夕刊。同左、
2005年 1 月12日付。

年、10頁）。すなわち、当時、まだ資本家的サー
ビス業者は少ないが、いわば「単純商品」を生

( 2 ) マルクス『経済学批判要綱』Ⅰ（高木幸二郎監
訳）大月書店、 1 頁。

産する、自営業的生産者たちは「サービス商品
の提供業（いわゆるサービス業）の出現を示

なおこの簡潔な指摘は、このほかに「〔経済学

し」たと述べている。しかし、サービス商品と

批判への〕序説」、マルクス『経済学批判』（杉

いう観点から見れば、「資本家的サービス業者+

本俊朗訳）大月書店、国民文庫、268頁、等に見

自営業的生産者たち」までは、資本主義社会に

られるが、『資本論』第1巻の冒頭では削除され

おけるサービス労働を担っていく階層であるか

ている。

ら、マルクスが「直接に資本主義的に搾取され

( 3 ) 実は、物質的財貨のあいだにも、形状の違いは

る労働」は「無視してもよい」といったとして

存在する。われわれが、生活の場において接す

も、彼が「自営業的生産者たちを含むサービス

る「マクロ物体」は、固形、液体、気体のよう

労働を無視してよい」と判断していたとは考え
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にくいのである。

翻訳を用いているが、ドイツ語の辞書（ロベル

( 6 ) 注(2)に同じ。

ト・シンチンゲル『現代独和辞典』三修社、

( 7 ) 金子、前掲書、創風社、1998年、10頁。

1976年）は、DingおよびZacheともに、「物」と

( 8 ) 赤堀、前掲書、119頁。

「こと」の両方の意味をもっているとしている。

( 9 )「
〔頭の外で〕というのは、頭がただ思弁的に、

サービスは、一定の時間の有用な活動であるか

ただ理論的にのみふるまっているあいだのこと

ら、例えば、医療サービスやスポーツ・サービ

であるが。それゆえ、主体は、社会は、前提と

スは、「物」と比べれば「こと」と呼んだほうが

していつでも表象に浮かんでいなければならな

しっくりくる面もある。

いのである」（マルクス「〔経済学批判〕への序

他方、「生産物」はドイツ語ではProduktであり、

説」、マルクス『経済学批判』（杉本俊朗訳）、大

日本語の「生産物」のように単語のなかに

月書店、295頁～296頁）。

「物」を意味する部分は入っていない。サービ

(10) 金子、前掲書、11頁。

スについても「生産財」と呼びうるようにと、

なお、「過渡期にある経済的社会構造を理論化

例えば、石倉一郎氏はサービスを｢無形財｣とし、

する道は、いかなる方法と論理から生まれてく

馬場雅昭氏は｢即時財｣とする試みを提示してい

るだろうか」（渡辺雅男『サービス労働論』三嶺

る。

書房、1984年、 4 頁）との現代的問題意識に裏

念規定に遡って研究を深めてきた方に、渡辺雅

因みにここで、「サービスは無形かどうか」を
．．
．．
見てみよう。スポーツの試合、芝居の公演、塾
．．
における授業などは、動画でなければ記録でき

夫氏がおられる。氏は、「三部構成をとっている

ないような、サービス労働者たちの活動という

本研究の第Ⅰ部は、マルクスにおけるサービス

姿態をとっている。むろん、それは明らかに有

およびサービス労働の概念を明らかにすること

形の物であり、しかもそれは、サービス労働者

を目的にしている」（『同上書』、11頁）と述べて
．．．．．．
いるが、「そのサービスをサービス商品として分
．．．．．．．
析する」、あるいは「表象には、使用価値および
．．．．．．．．
価格（交換価値）をもった商品を置いてサービ

が活動する動態的過程を構成する、ということ

ス労働を分析する」といった説明は「序章」で

る。「有用効果」は、人によっては後々までの残

はなされていない。

る場合もあるが、これは単に主観的なものであ

打ちされて、サービスおよびサービス労働の概

なのである。彼らの労働は、労働期間が終わっ
たときに「生産物として完成することになる。
しかし、生産物の消費もそこで終わる」のであ

サービス労働の資本主義的あり方を理論的に

り、個人によって千差万別である。人びとがサ

明らかをするためには、物質的財貨としての商

ービス労働を買うのは、直接サービス労働の生

品と同様、サービス商品を対象に据えて分析し、

産物を受用することによって、その労働から満

その理論的な規定を与えなくてはならない。わ

足を得るためなのである。

れわれの研究は、そこまで立ち帰って、すなわ

以上、サービスは構造と過程をもった有形物

ちサービスに関しては、『資本論』の冒頭の理論

（それだけ複雑な物質的財貨)であり、“物”と

段階で、まずサービス商品としての規定を、次
に、資本主義社会におけるサービス商品として

呼ばれてしかるべきである。
(12)

の規定、さらにサービス資本の規定を与える処
から始めねばならないという、まったく遅れた
状況にあるのである。

マルクス『直接的生産過程の諸結果』国民文

庫版、123頁。
因みに、『広辞苑』（第 6 版）では、「物質的生
産以外で機能する労働」となっているが、これ

(11) ここでは簡単に、「物」および｢生産物｣という

ではサービス労働以外の非物質的労働が含まれ

用語の使用について、一般論を述べておく。わ

ることになり、ややアバウトな規定になってし

れわれは一般にドイツ語版の『資本論』からの

まう。マルクスの表現に「活動として有用であ
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るかぎりでの労働…」という限定が付けられて

金子氏が、新しい資料に基づいてまとめられた

いる点を考慮すれば、「活動状態にある、活動と

報告は、実に、まだ萌芽的ではあれあの時期に

して有用であるかぎりでの労働の使用価値の表

サービス部門の資本主義化が始まっていること、

現」ということになる。したがって、「サービ

その周りには独立した自営のサービス業者が無

ス」という規定は、商品の規定のうち、最初に

視できないほどになりつつあること、を裏付け

とり上げられる使用価値という要因に関する規

ているとえよう。

定であり、それゆえ、たとえサービス概念につ

理論的な分析方法として「単純商品」の想定

いてどんなに詳細に詮索してみても、価値形成

を、いま表象に挙げた事実から導く場合、資本

の規定に関する論理をその分析から得ることは

主義的生産と自営業的商品生産で理論的扱いは

できない。価値の規定に関する論理は、交換価

異なってくる。資本による商品生産のケースで

値（価格）の研究をとおして与えられる。

は、その商品から資本主義的要素をいっさい捨

(13) 演劇、オペラやスポーツ（試合）のように集

象しなければならないが、自営のサービス業者

団で「 1 つのサービス」が生産され、提供され

のケースに関しては、ただそれらサービス商品

るという類のサービス労働は、資本家が演劇労

の共通点を分析し、一般的な性質を把握すれば

働者を雇用し、資本主義的形態で演劇サービス

よいことになる。

を生産し、 1 回のサービス提供で大量の剰余価

このように想定された「単純商品」としてサ

値を取得するのに適している。

ービス商品が分析された場合、はたして価格な

(14) サービス労働は、生産と消費が同時なため、

いし交換価値をもたないサービス商品の存在は

消費過程における労働のためその労働は価値を
生まない、という議論がある。

認められるだろうか。
(16)

交換価値は、事実上、他の使用価値をもつ商

しかしこれは、生産の主体と消費の主体を混

品との交換比率であるから、「それは他の商品と

同した議論であり、誤りである。サービス生産

の交換力である」と理解することができる。マ

者は、決められた、一定の時間が終わるまで有

ルクスはこれを、「他の商品との直接的交換可能

用労働を続ける。物的な商品における概念規定

性」と呼んでいる〔I-95〕。

を見れば分かるように、マルクスは、生産物が

(17)

マルクスは、交換価値の分析によって次のよ

使用価値をもつかぎり、つまりその労働が有用

うな認識に達した。すなわち、「これらの物が表

労働であるかぎり、彼の労働は価値を生産する

しているのは、もはやただ、それらの生産に人

としている。

間的労働力が支出されており、人間的労働が堆

(15) われわれは、理論的に想定された「単純商

積されているということだけである。それらに

品」の規定を与えようとしている。まず、この

共通な、この社会的実体の結晶として、これら

想定が正しく行われるためには、現実の「社

の物は、価値―商品価値である」〔I-65〕。

会」を表象に浮かべ、社会に一般的に見られる

こうした価値実体の規定は、労働を具体的有

現象を基にして、想定は行われなければならな

用労働および抽象的人間労働の 2 面から捉える

い。物質的財貨の考察にさいして、マルクスは、

ことによって可能となった。古典派経済学の労

すべての商品が価格をもつという資本主義社会

働価値論では、労働のこの二面性は明確に区別

における経験的事実を把握し、その事実を基礎

されておらず、マルクスによって初めて見い出

として「単純商品」の第2の要因として｢価格｣そ
して「交換価値」をとり上げるに至った。

されたものである。
(18)

マルクスは、交換過程の説明にさいして商品

さらにいえば、サービス生産業がどの程度発

と商品生産者との関係をとり上げ、次のように

展しているかという問題は、資本主義的生産が

述べている。「諸人格は、ここではただ、互いに

まだ始まっていない場合には問題にもならない。

商品の代表者としてのみ、それゆえまた商品所
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有者としてのみ、実存する。われわれは、一般
に展開が進むにつれて、諸人格の経済的扮装は
ただ経済的諸関係の人格化にほかならず、諸人
格はこの経済的諸関係の担い手として互いに相
対するということを見いだすであろう」〔I-144〕
。
(19) 大石雄爾『商品の価値と価格』創風社、1995
年、35頁。
(20) われわれはその好例を、ミクロ経済学の価値
論の基礎となった効用価値説に見ることができ
る。効用は、商品のもつ使用価値を消費者の立
場から主観的に捉え、数量化したものであるが、
現実の交換に現れる商品の性質を無批判に記述
するならば、このような価値把握に陥らざるを
えない。これは、使用価値という、商品の自然
的性質のなかに価値の実体を求める見解であっ
て、そのため、生産物に商品形態を付与してい
る社会関係を解明するという課題が、最初から
放棄されてしまう。効用については、熊谷尚夫
『経済原論』岩波書店、1983年、61頁以下を参
照のこと。
(21) このように、商品生産者たちが私的労働を行
いうるための条件は基本的に 2 つある。第 1 は、
生産者たちが独立しており人格的に自由であっ
て、その人格が他人の意志の支配を受けないこ
と、第 2 には、必要な生産手段が彼ら自身と結
合され、実際に労働し生産しているということ
である。価値は、生産手段を所有することによ
って生産されるのではなく、それが労働者（労
働力）と結合され、実際に労働が行われること
によってである。私的所有は、社会的労働が独
立生産者の私的労働として行われる社会の所有
制度的一面にすぎない。
(22) 注(2)に同じ。

（おおいし

ゆうじ

駒澤大学名誉教授・政

治経済研究所評議員）
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■論文■

消費を生産と読み替えることの不合理について
─『サービス商品論』批判 ─

渡 辺 雅 男
《要旨》 日本の政治経済学では、サービス労働の価値形成的性格をめぐって70年に及ぶ論争が繰り広げら
れてきた。最近では、消費に関連する労働の価値生産的性格を主張する櫛田豊氏の新著『サービス
商品論』（桜井書店）が出版され、論争に新たな関心が向けられるようになった。本論文はこの櫛田
氏の主張を手がかりに、消費労働が労働力を生産する労働であるとする同書における氏の主張を批
判的に検討するものである。
本論文の第 1 部は、櫛田氏の議論の批判的検討である。そこでは、氏の議論が数々の「荒唐無
稽」に満ちていることを明らかにする。本論文の第 2 部では、櫛田氏の議論に含まれる 3 種の不合
理を論じる。政治経済学の原理に照らして、消費を生産と読み替えることに論理的無理（不合理）
が生じることを明らかにする。最後に、本論文の第 3 部では、マルクス『ゴータ綱領批判』に依拠
しつつ、櫛田氏が解明をめざした「教育、医療、福祉、娯楽等の対人労働部門」の政治経済学的な
本質を明らかにする。

目 次

していることである。ただ、櫛田氏はこの価

はじめに
１『サービス商品論』～ 4 つの疑問点
２ 消費労働とはなにか、消費を生産と読み替え
ることの不合理
３ サービス談義を超えて

値形成労働の範囲を「サービス産業」の労働
に限定し、社会化されていない家事労働を価
値形成労働の範囲から除外しているのに対し、
森田氏の場合は、主婦（主夫）の家事労働を
メインテーマに取り上げ、それが配偶者の労
働力の価値形成に入り込み、その一部を構成

はじめに

すると主張している。この点で両者の議論に
は若干の違いが見られるが、家事労働や「サ
ービス」労働といった、生産機能を果たして

最近、政治経済学の分野で消費に携わる労

いない消費労働にも価値形成的性格を認める

働についての研究書が 2 冊相次いで出版され

点では、またその根拠として（個人的）消費

た。 1 つは櫛田豊氏の『サービス商品論』（桜

過程を（労働力の）生産過程だと読み替える

井書店、2016年）であり、もう 1 つは森田成

点では、この 2 冊の本の方法論は一致してい

也氏の『家事労働とマルクス剰余価値論』（桜

る。本報告は、消費を生産と読み替えること

井書店、2014年）である。この 2 冊の研究書

で成り立つ、こうした議論の不合理性をとく

に共通しているのは、消費過程で雇用された

に櫛田氏の研究成果（『サービス商品論』、以

り支出されたりする消費労働

(1)

について、そ

れらの労働が他者の労働力を生産する生産労

下、櫛田と略記）を批判的に検討することで
明らかにしようとするものである。

働であり、それゆえ価値形成的であると主張
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いたとき、まず大きな失望を感じるはずであ
る。

１『サービス商品論』～４つの疑問点
２）「共同生産過程」という規定について
櫛田豊著『サービス商品論』を一読してみ

とはいえ、櫛田氏はこれらの部門を「サー

ると、いくつかの疑問点が浮かび上がってく

ビス業」の代表とみなして、その検討に取り

る。整理すると、以下の 4 点にまとめること

掛かる。彼は「サー ビス業」 の経済過程 を

ができる。

「共同生産過程」と規定する。「労働主体の立
場から見れば生産過程であり、消費主体の立
場から見れば消費過程」である、つまり「二

１） サービス産業の規定について

つの視点が同時に成立する」（櫛田、31頁）と
いうのである。

櫛田氏は「サービス産業」のなかから「教

だが、「サービス業」にかぎらず、流通（商

育、医療、福祉、娯楽等の対人労働部門」だ

業）労働でも、分配（保険）労働でも、それ

けを取り出し、それ以外を「サービス業」か

ぞれに「二つの視点は同時に成立する」。顧客

ら除外してしまう。そうしておきながら、書

から見れば流通機能を果たしている商業労働

名からも分かるように、これらの「対人労働

者も、労働主体の立場から見れば、単純な流

部門」を「サービス業」の典型（代表例？）

通代理者ではなく、商業資本に仕える賃労働

としてあくまで論じようとする。これは事例

者である。さすが「生産過程」とは言わない

の代表性という点で大いに問題がある。なぜ

だろうが、流通過程の代理者という単独の視

なら、「サービス産業」あるいは「サービス

点では済まなくなっているのが商業的賃労働

業」 とい う概 念は その 残余 性（ residuality）

者なのである。保険労働者も同様である。顧

（雑多性）を最大の特徴とするものであり、

客からすればリスクの分配機能を果たしてく

この含意を表現するものでないならば、そも

れる分配労働者であるが、保険会社に雇用さ

そも「サービス」という呼称を用いる必要は

れた労働者という視点で見れば、彼は保険資

ないはずである。そのような場合には、ただ、

本に仕える賃労働者 にすぎな い。ここで も

「対人労働部門」の研究であるとテーマ設定

「二つの視点は同時に成立」している。それ

すればよいのであり、「教育、医療、福祉、娯

にもかかわらず、なぜか櫛田氏は「サービス

楽等」の経済理論と銘打てばよいだけの話で
ある。ところが、同書は数ある「サービス産

業」だけに生産と消費の「共同過程」を認め、
．．
しかもそれを「共同生産過程」と規定してし

業」のなかから「教育、医療、福祉、娯楽等

まう。なぜ消費を生産と読み替えようとする

の対人労働部門」だけを取り上げ、あたかも

のか。なぜ「共同消費過程」と呼ばないのか。

それが「サービス産業」の代表者であるかの

謎は深まるばかりである。

ように議論を始める。しかも、なぜそのよう

サービス業でいったい何が行われているの

な代表性をこの部門が主張できるのかについ

か。その疑問に答え ようとし たのが、先 の

ては、同書は語らない。書名に惹かれて同書

「共同生産過程」という規定であった。櫛田

を手に 取った読者は、 そこで語 られている

氏としては、この規定で「サービス業」の独

「サービス産業」が「教育、医療、福祉、娯

自性を説明できると考えたのだろうが、上で

楽等の対人労働部門」だけであることに気づ

見たように、それはいささか無理筋というべ
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き目論見であった。しかも、この無理筋には

ス業、「つまり、教育では知力・体力といった

トリックが隠されていて、「二つの視点」を生

学生の能力、医療では健康といった患者の能

産と消費と考えるならば、当然ながら「共同

力、スポーツ・音楽・芸能の興行では精神的

生産過程」と「共同消費過程」という 2 つの

なリフレッシュといった観客の能力がそれぞ

規定の可能性が選択肢として考えられるはず

れ維持・形成される」（櫛田、 4 頁）というの

である。ところが、理由も挙げずに、櫛田氏

である。櫛田説の核心は、この独創的主張に

は「共同生産過程」という一方の規定へと読

ある。だが、この議論は俗流経済学（シュト

者を誘導する。「共同消費過程」というもう一

ルヒ＝シーニア）の二番煎じであって、それ

方の規定については黙して語らない。読者は

ほど目新しいものではない。

「二つの視点」というサービス業の独自性、

かつてマルクスはこの種の俗論を次のよう

そしてその目新しさに目を奪われている隙に、

に批判した。「愚にもつかないことだ！

気がついたらそれが「生産過程」だという別

子供が死ぬ場合でも、やはりその成果は持続

その

のメッセージを追認させられてしまっている

的だ。また、その子供が依然としてよくなら

のである。

ないままの場合でも、やはり医師のサービス

そもそも「二つの視点は同時に成立する」

には支払わなければならない。ナッソーによ

という表現に問題が潜んでいる。「労働主体の

れば、医師は病気をなおすかぎりでのみ、弁

立場から見れば生産過程である」と櫛田氏が

護士は訴訟に勝つかぎりでのみ、兵士は戦争

言っているのは「賃労働－資本」関係のこと

に勝つかぎりでのみ、支払いを受けなければ

であり、「消費主体の立場から見れば消費過

ならないであろう。」（
『剰余価値学説史』第 1

程」と言っているのは、労働者が担う労働機

分冊、第 4 章〔16〕、351頁、S.260）

能のことである。「関係」と「機能」を「二つ

ナッソー・シーニアと櫛田氏のあいだに違

の視点」と呼ぶことは自由であるが、そうで

いがあるとすれば、 シーニア はその根拠 に

あるな らこの「二つの 視点が同 時に成立す

「（サービスの）持続的成果」（シュトルヒの

る」のは当たり前の話であって、なにもサー

場合は「（サービスの）社会的機能」）を持ち

ビス業にのみ独自ではない。どんな労働もさ

だし、櫛田氏はその根拠として「（サービスに

まざまな機能を持つのは当然であり、その労

よる）能力の変換」を唱えたことくらいであ

働がさまざまな社会関係の下で行われるのも

る。この違いは五十歩百歩でしかない。

当然のことである。機能から見た労働と、関

この点を少し解説しておこう。社会に存在

係性から見た労働が、現実の社会的労働の二

するあらゆる「サービス」を「すべての現実

面性を表現していることも、「サービス」労働

的なまたは想像的な使用価値」を生産する生

に限った話ではない。

産労働として説明しようとしたのはロシアの
経済学者アンリ・シュトルヒからである。「シ
ュトルヒによれば、医師は健康を（しかしま

３）「人間の変換された能力」という着想
について

た病気をも）生産し、教授や著述家は啓蒙を

サービス業は生産過程である。証明もなし

や画家などは趣味を （しかし また没趣味 を

に、根拠も挙げずにこっそり招き入れられた

も）生産し、道学者などは道徳を生産し、説

この規定は櫛田氏に新たな課題を背負わせる

教師は敬神を生産し、君主の労働は治安を生

ことになる。生産過程であるなら、生産物は

産する、等々。」（『剰余価値学説史』、第 4 章

何なのか、答えてみよ、というわけである。

〔15〕、349頁、SS.258~ 9 ）

（しかしまた反啓蒙主義をも）生産し、詩人

そして櫛田氏はその答えを思いつく。サービ
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シュトルヒは「社会的諸機能を一つの仕事

として営む支配階級のあらゆる種類の職業活

W.Nassau Senior, „Principes fondamentaux de

動」を「必要なものであるがゆえに、善なの

l'écon. polit.“, traduits par Jean Arrivabene,

だ」と言いたいがために、それらを生産労働

Paris 1836, p.198.）

として描き出そうと試みたのである。この種

この文章に続けてシーニアはおそらく次の

の「娯楽読み物的ばか話」は当時の代表的な

ように書きたかったはずである。「否、そうで

俗流経済学者ナッソー・シーニアによっても

はあるまい。一時的な成果ではなく、持続的

繰り返されている。「最後の 1 時間」説で有名

な成果を彼らは生産したのである。」シーニア

なシーニアはサービス論でも俗流経済学への

が言っているのは、16世紀から17世紀にかけ

道を切り開いた人物

(2)

であり、次のように主

て80年以上にわたって戦われたオランダ独立

張したことが知られている。「処方をして病気

戦争であり、クロムウェルの下でチャールズ

の子供を治してやり、こうしてその子の長生

1 世の絶対王政に反乱を起こして始まったピ

きを確実にしてやる医師は、ある持続的な成

ューリタン革命のことである。こうした歴史

果を生産しているのではないのか？」（『剰余

的行為さえ、人々の「生産」だと言いたいの

価値学説史』、第 4 章〔16〕、351頁、S.260；

である。なんでも「生産」の「成果」だと解

Senior, p.198）

釈したい。それが、俗流経済学というこじつ

シーニアが「持続的な成果」と言っている

け経済学の流儀である。

ところがポイントである。たんに「一時的な

これに対してもマルクスの批判は辛辣であ

成果」の生産ではないのである。サービスが

る。「娯楽読み物的ばか話だ！

事業として恒常的、継続的、一般的な形で提

イギリス人は、彼ら自身の犠牲において反乱

オランダ人や

供されていること、それが「持続的な成果」

を起こしたのである。彼らが「革命中」働い

の生産という言葉に込められた意味である。

たことにたいしては、だれも彼らに支払をし

つまり、櫛田流に言えば、「知力・体力」の向

たりはしなかった。だが、生産的労働者また

上、「健康」維持という成果、「精神的リフレ

は不生産的労働者の場合には、つねに、労働

ッシュ」の効果を持続的にもたらしている場

の買い手と売り手が問題なのである。だから、

合にのみ、サービス業は経済活動として成り

なんたる不条理！」（同上）

立ち、そこでの労働は生産労働であり、価値

「社会的機能」（シュトルヒ）であれ、「
（一

形成的となることができるのである。この種

時的成果ではない）持続的成果」（シーニア）

の「生産への読み替え」論に対するマルクス

であれ、俗流経済学の世界では、ありとあら

の辛辣な批判が先に見た「愚にもつかないこ

ゆる気の利いた文句が動員されて、「サービス

とだ！」で始まる引用文だったのである。

はすべて現実的なまたは想像的な使用価値を

ただ、おそらく俗流経済学は聞く耳を持た

生産するのだと言う」サービス談義が繰り広

ないだろう。なぜなら、マルクスの批判など、

げられてきた。そしてすべての議論はJ・B・

彼らにとってはその理解力を超えた雑音にす

セーの「サービス」論へと流れ込む。セーの

ぎないからである。マルクスはシーニアから

「サービス」論こそ学問的体裁をとって今日

の別の引用文を書き写している。「オランダ人

まで続くサービス談義の出発点である。それ

がスペイン人の暴政に反対して戦ったり、あ

は、市場経済の表面しかみないブルジョア経

るいはイギリス人が、もっと恐ろしいものに

済学の常として、今日の国民所得論の全命題

さえなりそうであった暴政に反対して反乱を

の基礎を成している( 3 ) 。

起こしたりしたことによって、彼らは一時的

「教育では知力・体力といった学生の能力、

な成果を生産したのであろうか？」（『剰余価

医療では健康といっ た患者の 能力、スポ ー

値 学 説 史 』、 第 4 章 〔 16〕、 351頁 、 S.260；

ツ・音楽・芸能の興行では精神的なリフレッ
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シュといった観客の能力がそれぞれ維持・形

せめて「労働力の再生産費の社会化」論とし

成される」というのが櫛田氏の独創的主張で

て行われるべきだった。問題を誤ったかたち

あった。だが、サービス業はそんな能力の形

で追った挙句、俗流経済学の袋小路（
「荒唐無

成とは無関係に営まれている。おそらくそれ

稽」）に迷い込んでしまったのであろう。

にうすうす気がついているからであろう、櫛
田氏はサービス業における対価支払いの根拠
を「サービス提供契約をつうじた債権設定」
（櫛田、47頁）に求めるに至る。だが、これ

２

では賃労働者は債務奴隷と変わるところがな

消費労働とはなにか、消費を生
産と読み替えることの不合理

い。運悪くサービス労働者が顧客の「能力の
形成」に失敗した場合を考えてみたらよい。

数々の難点を含む櫛田氏の議論であるが、

たとえば、患者の臨終に立ち会うことになっ

評価すべき点がないわけではない。それは氏

た医者や、学生に落第点を与えてしまった教

が消費労働に注目したことであり、その政治

師や、舞台で滑って観客の笑いをとれなかっ

経済学的な解明をめざしたことである。消費

たお笑い芸人は債務不履行で訴えられること

労働の概念は『資本論』でわずかに記述され

になるのである。

ていたとはいえ、これまで一般に語られたり、
論じられたりすることはなかった。それに目
を向けて、本格的に向き合おうとしたことは

４） なぜ櫛田説はこんな「 荒唐無稽」
（櫛
田、９頁）に陥ってしまったのか。
第４の疑問はここにある。
おそらく初発のボタンの掛け違いが大きく

彼の大きな功績である。
櫛田氏は消費労働を 2 つに区別する。家庭
内で行われる家事労働と、社会化された（分
業で自立化した）消費労働との 2 種類である。

作用 して いる と思 わ れる 。1982年 の処 女 作

前者は価値を形成しない「代替的消費労働」

（
「サービスと労働力商品～金子ハルオ教授の
所説について」『商経論集』第43巻、1982年 9

であり、後者は価値形成的な「社会的労働」
、、
（櫛田氏はこれを「社会的生産労働」とこっ

月）で、櫛田氏は「労働力は労働生産物では

そり読み替えている）であると主張するので

ない」という金子ハルオ説を正しい主張と認

ある。

めていた。その一方で、「労働力は…………サ

どちらも消費機能を果たす労働なのだから、

ービスという労働の所産である」という自説

金子ハルオ教授が言うように、それは価値を

の立場も守ろうとして、櫛田説は深刻な「論

形成しない労働であると規定されるべきはず

理的矛盾」を抱え込んでいた。その後の研究

であるのだが、櫛田氏によれば、「これはもう

のなかで、櫛田氏は結局、消費を生産と読み

生産物観の問題である」（櫛田、294頁）とい

替えることでこの矛盾を突破しようとするの

うことになって、問答無用である。

だが、この読み替えの根拠についてはなにも
述べてこなかった。

だが、マルクスは社会的分業と価値形成性
の関係について、かつてつぎのような主張を

消費の社会化という櫛田説の初発の問題関

行っていた。

心（櫛田、32頁）はそれなりに貴重なもので

「分業、すなわちある一つの機能の独立化

ある。ただ、これをあくまで追究しようとす

は、もしその機能がそれ自体として生産物を

るのなら、氏の研究は「サービス商品」論と

形成し価値を形成するものでないならば、つ

してではなく、「福祉国家」論（あるいは「福

まり独立化される前からすでにそういうもの

祉国家」論批判）として、そうでなければ、

で（生産的で価値形成的で……引用者加筆）
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ないならば、その機能をこのように（価値形

しまう。つまり、生活手段の価値が保存され

成的と……引用者加筆）するものではない。」

再現されることになってしまうのである。な

（『資本論』第 2 巻第 6 章第 1 節 2 、165頁、

ぜなら、こうした読み替え説に従えば、生活

S.136）

手段は「労働力」の「生産手段」だからであ

この指摘は、たんに「流通費」についての

る。ちなみに「生産 手段の価 値の保存と 再

些末な補足説明ではない。労働機能と価値形

現」の原理とは次のようなものである。すな

成性との不可分な関係をまぎれもなく指摘し

わち、「およそ生産手段として（生産的に……

た決定的な箇所である。同様の指摘は、分配

引用者加筆）消費されるものは、その使用価

労働の典型である保険労働についても、マル

値であって、これの（生産的……同上）消費

クスは行っている（たとえば、『資本論』第 2

によって労働は生産物を形成するのである。

巻第 6 章第 2 節、168頁、S.139）。労働の価

生産手段の価値は実際に消費されるのではな

値形成性を問題にしようとするのなら、この

く、したがってまた再生産されることもでき

指摘に注目することがどうしても必要であり、

ないのである。それは保存されるが、しかし、

消費機能を果たす労働が生産機能を果たす労

労働過程で価値そのものに操作が加えられる

働と同じく価値形成的であることを証明しな

ので保存されるのではなく、価値が最初その

ければならない。ところが、櫛田氏の議論は、

うちに存在していた使用価値が消失はするが

消費機能を果たす消費労働が生産労働である

しかしただ別の使用価値となってのみ消失す

ことを、最後まで証明できていないのである。

るので保存されるのである。それゆえ、生産

事は「生産物観の問題」では済まされない。

手段の価値は、生産物の価値のうちに再現は

では、そもそも消費の過程を生産と読み替

するが、しかし、正確に言えば、再生産され

えることは可能なのだろうか？

結論を先に

るのではない。生産されるものは、元の交換

述べれば、それは機能と効率の 2 つの点から

価値がそのうちに再現する新たな使用価値で

考えて、また、それが生みだす 3 種類の不合

ある。」（『 資本論』第 1 巻第 6 章、 271頁、

理から考えて、不可能である。

S.222、下線は引用者。以下同じ）
繰り返すが、ここで言われているのは、生
産的消費を通じた生産手段の旧価値の保存と

１） 第１の不合理

再現のことである。消費を生産と読み替えよ
うとする櫛田説は、この「保存と再現」が生

まず、機能の点から見てみよう。

産的消費だけでなく不生産的消費でも行われ

第 1 に、消費を生産と読み替えると、消費

ていると主張しているのである。

過程で生活手段が消費される不生産的消費と、

ちなみに、マルクスはここで 2 種類の価値

生産過程で生産手段が消費される生産的消費

「保存」について語っている。「価値が最初そ

とを区別できなくなってしまい、両者の本質

のうちに存在していた使用価値が消失はする

的違いは無視されてしまう（言い換えれば、

がしかしただ別の使用価値となってのみ消失

生産的消費であろうと、不生産的消費であろ

するので保存される」場合と、「労働過程で価

うと、価値生産に関して、本質的な違いを認

値そのものに操作が加えられるので保存され

めようとしないのがこの読み替え説の真の動

る」場合という 2 つのケースである。これを

機なのである）。そうなると、消費過程（そこ

不生産的消費の文脈に置きかえてみると、前

では労働力が生産物と想定されている）でも、

者は消費労働が介在しない通常の不生産的消

生産過程の場合と同様、「生産手段の価値の保

費であり、後者は消費労働が介在する不生産

存と再現」の原理が当てはまることになって

的消費である。ただ、消費を生産と読み替え
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る櫛田説では、いずれの場合でも生活手段の

みだす労働ではなく、労働力の更新にとって

価値が消費の場で「生産物（更新された新た

間接的に必要な環境整備的（媒介的）追加労

な労働力……引用者）の価値のうちに再現す

働なのである。マルクスは更新された労働力

る」ことになる。

と消費活動との関係をこう語っている。「「価

だが、そのように考えていくと、生活手段

値創造」は労働力の労働への転換である。こ

の価値は消費の場（家庭であれ社会であれ）

の労働力はまた、なによりもまず、人間有機

で保存され、再現され、更新された労働力に

体 に 転 換 さ れ た 自 然素 材 （ Naturstoff） で あ

累積・表現されていくと考えざるをえない。

る。」（『資本論』第 1 巻第 7 章注27、280頁、

明日の労働力価値は今日の労働力価値よりも

S.229)

(4)

1 日の生活手段の価値分だけ増えていなけれ

人間有機体の内部（つまり体内）でなによ

ばならないし、来月の労働力は今月の労働力

りもまず行われる消費過程は、そもそも生活

よりも 1 ヵ月の生活手段の価値分だけ高い価

手段が労働力（労働 力を含む さまざまな 力

値を有することにならざるをえない。こうし

Kraft）に「転換」する生理的変化のことであ

た想定は非現実的だし、言うまでもなく不合

る。この生理活動をひきおこすためには、一

理である。

定量のエネルギー支出が別途必要である。自
然科学（熱力学）の世界では、この追加エネ
ルギーのことを活性化エネルギー（activation

２） 第２の不合理

energy）と呼んで、体内で発生する反応熱エ
ネルギーと区別している。物質が 1 つの状態

さらに、こうした第 1 の不合理に加え、生

から別の状態に変化するとき、ある段階でこ

産と消費の機能的区別を無視することで発生

の変化（化学反応）を進行させるために外部

する第 2 の不合理がある。消費労働が介在す

系から一定量のエネルギーが追加注入される

る不生産的消費のケースを考えてみよう。消

必要があるのである。例えば、炭素と酸素を

費労働とは人間の消費活動（体内で労働力を

常温・常圧で混ぜても反応しないが、熱など

生み出す生理的反応）を引き起こすために必

により活性化エネルギー分を外部から供給し

要とされる新たな追加労働のことである。た

てやると燃焼反応が進行する。総エネルギー

とえば、マルクスが指摘しているのは、家庭

（エンタルピー）の計算上、この新たに外部

内で行われる裁縫や修理、料理、育児や介護

系から注入された追加的なエネルギーは、引

など家事全般である。これらは「家族の消費

き起こされた化学反応が生みだす反応熱を構

のために必要な労働」（『資本論』第 1 巻第13

成するのではなく、反応熱からの控除を意味

章第 3 節 注121、516頁、S.417）である。た

する。これはマルクスが流通費の不生産的性

だし、これらは消費活動のために必要な労働

格を論じたときに言及した「燃焼労働（Ver-

ではあるが、消費活動そのものではない。そ

brennungsarbeit, work of combustion）」と同じ

こに生産労働との本質的違いがある。生産過

ものである。マルクスは、価値の転態（商品

程の生産労働は労働過程で質料変換（Stoff-

形態から貨幣形態へ、あるいは貨幣形態から

wechsel）を直接に媒介する。ところが、消費

商品形態への転態）のための労働が価値を生

過程の消費労働は質料変換を直接に媒介する

まない労働であることを説明するにあたり、

わけではなく、消費環境を整えるために間接

「この労働は、熱を起こすために用いられる

的に作用するだけである。消費活動ではなく、

材料の燃焼労働のようなものである」と述べ

いわば消費活動を遂行するための準備活動で

て、次のように説明を続けている。「この燃焼

ある。だから、消費労働は労働力を直接に生

労働は、燃焼過程の一つの必然的な契機では
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あるが、熱を発生させるもの
ではない。たとえば、石炭を

図１ 活性化エネルギーと労働力の更新
エネルギー

燃料 と し て 消費 す るた めに

消費生活(活性化状態)

は、それを酸素と化合させな
ければならないし、またその
ためには石炭を固形からガス
状に変えなければならない。

消費労働(活性化エネルギー)

（というのは、燃焼の結果で
ある炭酸ガスのなかでは石炭

生活手段(出発物質)

はガス状になっているからで
ある。）つまり、一つの物理
的な存在形態の変化または状
態の変化を起こさせなければ

更新された労働力(反応熱)

ならない。新たな化合が行な

排泄物(生成物)

われる前に、結合されて一つ

生理的反応

の固体になっている炭素分子
の分離が、そして個々の原子

出所：筆者作成。

への炭素分子そのものの分裂
が、行なわれなければならな
い。そして、これには、いくらかのエネルギ

すなわち、ただ労働だけによる価値の規定を

ー支出が必要であるが、これは熱に転形され

攻撃するリカード反対者たちは、みな、土地

るのではなく、むしろ熱から消えていくので

の差異から生ずる差額地代にたいして、ここ

ある。」（『資本論』第 2 巻第 6 章第 1 節、159

では労働ではなく自然が価値を規定するもの

～60頁、S.132）そうであれば、なおのこと、

にされていると主張し、同時にまた、この規

この労働を生産労働とみなすわけにはいかな

定を位置による規定だと主張したり、あるい

い。生産労働とは本来、活性化エネルギーに

はまた、さらに進んで、耕作にさいして土地

譬 えられるものではなく、反応熱エネルギー

に投下された資本の利子による規定だと主張

に相当 するべきものだ からであ る（図１参

したりするのである。ある与えられた時間に

照）。

つくられる生産物について見れば、同じ労働

たと

以上 2 つの不合理は、消費機能を生産機能

は同じ価値を生みだす。しかし、この生産物

と強引に読み替えたことで生じた不合理であ

の大きさまたは量は、したがってまたこの生

る。こうした機能の読み替えは、効率と労働

産物を等分した各部分に割り当たる価値部分

の関係への誤解とも関係している。以下はこ

も、労働の量が与えられていればただ生産物

こから生み出される第 3 の不合理である。

の量だけによって定まるのであり、この量は

マ マ

また与えられた労働量の生産性によって定ま
るのであって、この労働量の大きさによって

３） 第３の不合理

定まるのではない。この生産性が自然のおか
げであるか社会のおかげであるかは、まった

マルクスは価値規定が自然界に適用されな

くどちらでもかまわないのである。ただ、こ

いことの根拠を次のように述べている。「最も

の生産性のために労働が費やされ、したがっ

愉快な現象の一つは次のようなことである。

て資本が費やされる場合にだけ、それは生産
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費を新たな一成分だけ増加させるのであって、

効率は 2 倍（あるいはそれ以上）に高まるだ

単なる自然の場合にはそうはならないのであ

ろうか。あるいは、その結果として、「生産」

る 。」（『 資 本 論 』 第 3 巻 第 44章 、 960頁、

される世帯主の労働力は 2 倍になるだろうか。

S.755）

そんなことはありえない。なぜなら、消費労

生産にとってどれほど必要不可欠な過程で

働の支出は活性化エネルギーの支出に相当す

あろうとも、純粋な自然過程に価値規定は適

るものだからであり、活性化エネルギーを 2

用されない。マルクスはそう明言している。

倍投入しても、生み 出される 反応熱が 2 倍

その根 拠としてマルク スが挙げ ているのが

（あるいはそれ以上）に高まることはないか

「労働量の生産性」の法則である。というよ

らである。それは活性化エネルギーと反応熱

りも、そうした法則が自然界で働かないケー

との間に、そうした直接的因果関係が存在し

スである。このような場合、自然過程が示す

ないからである。このことは、消費労働が消

生産性、言い換えれば、自然が農作物の産出

費にかかわる関係の仕方と、生産労働が生産

という使用価値の「生産」に際して示す生産

にかかわる関係の仕方とが本来、本質的に異

性は、労働の新たな追加投入によって比例級

なるものであり、その違いは、詰まるところ、

数的に高められたりはしないのである。そも

生産労働と消費労働が根本的に異質な関係に

そも農業生産には 2 つの過程が含まれている。

あることの、また、他方、消費と生産が、運

労働投下や資本投下が生産性を高める労働過

動の次元（場）においても、運動の性格（原

程と、労働投下と資本投下が生産性の上昇と

理）においても、別々の世界に属しているこ

なんら関係を持たない自然過程の 2 つである。

との証拠なのである。

前者では労働投下と生産性の上昇が正比例の
関係で結びつくから、価値形成が意味を持つ

以上で述べたように、消費を生産と読み替

が、後者では労働投下と生産性の上昇になん

えることで生じる不合理は、以下の 3 点にま

らの因果関係も存在せず、それゆえ価値形成

とめることができる。

の前提条件が存在しないから、価値規定の適

1

消費を生産と読み替えると、それは不生

用は問題外である。だから、地代の発生は農

産的消費を生産的消費に読み替えることに

業生産の場合、特殊な迂回的説明が必要とな

なるから、生活手段の価値は、生産手段の

る。ここからも明らかなように、生産機能が

場合と同様、ここで「生産物」と想定され

果たされている場合でも、価値規定が無条件

た労働力の価値のなかに保存され、再現さ

に適用されるわけではないのである。

れ、日々（あるいは月々）累積して表現さ

この根拠の問題を生産ではなく消費の場に

れることになる。そうなると、勤続20年の

移して考えてみよう。生産過程における労働

労働者と新規採用の労働者の間の賃金の格

と効率（生産性）の関係は、生産過程が労働

差は、古参労働者が過去20年間に支出した

過程だけで構成されている場合には、きわめ

生活手段の総価値を正確に反映したもので

て単純で明白である。規則的比例関係ないし

なければならないということになって、不

幾何級数的な関係が両者のあいだに存在して
いるからである。消費過程における労働と効

合理である。
2

活性化エネルギーの支出にすぎない消費

率の関係はそれとは異なる。生産労働の追加

労働は、消費の必要契機ではあるが、それ

投入は生産効率を幾何級数的に高めるのに対

自体なんらの労働力も生みださない。反応

し、消費の効率は消費労働の追加投入によっ

熱を生み出す物質的変化に活性化エネルギ

て幾何級数的に高められることはない。家事

ーが支出されるとすれば、その活性化エネ

労働を 2 倍投入したら、はたして家庭の消費

ルギー支出は反応熱に転化するのではなく、
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3

反応熱から消えていくのである。消費を生

段」として生産され使用されるのであり、生

産に読み替えると、活性化エネルギーは反

産的消費に入っていくのであって、個人的消

応熱に転化することになってしまうから、

費によって消尽してはならない部分である。

不合理である。

これに対し、社会的総生産物から控除される

消費を生産と読み替えると、消費労働の

第 2 の種類は「消費手段としての使用にあて

支出と消費効率の上昇との間に、生産過程

られる」部分であり、これもまた 3 つの費目

の場合と同様、幾何級数的な比例関係を想

に分かれる。第 1 は「直接に生産に属さない

定しなければならなくなる。 2 倍の消費労

一般管理費」（経営および行政管理費）であり、

働の支出が消費効率を 2 倍にすると想定し

第 2 は「学校や衛生 設備等々 のようない ろ

なければならなくなって、不合理である。

んな欲求を共同でみたすためにあてる部分」

マ マ

消費を生産と読み替えることでこうした不

（櫛田氏の言う「教育、医療、福祉、娯楽等

合理が生み出されるのだとしたら、そのよう

の対人労働部門」）であり、第 3 は「労働不能

な読み替えに基づいて成り立つ櫛田氏の議論

者等のための元本」（社会保障費）といった社

が根本的に誤りであることは明白である

(5)

。

会福祉関連項目である。重ねて言うが、櫛田
氏が言う「教育、医療、福祉、娯楽等の対人
労働部門」で用いられる資材は「消費手段」
であり、個人的消費（厳密に言えば社会的消

３ サービス談義を超えて

費としての不生産的共同消費）に入っていく
のであって、社会的生産＝再生産過程におい
て生産的消費に回されてはならない部分であ

消費労働の問題をもうすこし広い視野

(6)

で

る。また、そこに投下される労働は消費労働
であって、不生産的に消費される社会的労働

考えてみよう。
『ゴータ綱領批判』が示唆するように、ど

である。

んな社会も、その生産活動を通じて生み出さ

さて、ここまで来れば、「教育、医療、娯楽

れた総生産物の一部（剰余生産物）を毎年、

等の対人労働部門」が民営化された状況を想

さまざまな活動のために取り分けておかなけ

像することは難しくない。これらの「対人労

ればならない。それは、社会が自己の持続と

働部門」がもし資本によって包摂されれば、

発展のために剰余生産物の活用を義務づけら

そこで充用されている機材・設備等は消費手

れているからである。マルクスによれば、控

段であるだけでなく、同時に固定資本となる。

除されるべき社会的総生産物は、大きく言っ

「消費手段としての固定資本」という範疇は

て、 2 つの種類に分かれる（「ゴータ綱領批

人によっては耳新しい概念かもしれない。だ

判」『全集』第19巻、18～ 9 頁、S.19）。第 1

が、マルクスの次の指摘は、「消費手段として

の種類は、生産手段としての使用にあてられ

の固定資本」という、この耳慣れない範疇を

る部分である。これは 3 つの項目から成り立

語って、明快である。「固定資本はいかなる規

っており、その第 1 は「消耗された生産手段

定においても資本であって、それは個人的消

を置きかえるための補填分」（国民所得論で言

費には役立たず、ただ生産にだけ役立つもの

う固定資本減耗）、第 2 は「生産を拡張するた

である、とはけっして言われない。家屋は、

めの追加部分」（同じく国内総資本形成）、第

生産にも消費にも役立ちうるし、同様に、船

3 は「事故や天災による障害にそなえる予備

舶や車両といったあらゆる乗物が、遊覧にも、

積立または保険積立」（同じく災害等準備金）

運輸手段にも役立ちうる。交通手段としての

である。これらの社会的総生産物は「生産手

道路は、本来の生産のためにも、散歩のため
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にも役立ちうる、等々。」（
『経済学批判要綱』

人労働部門」の設備や機材は「消費手段とし

第二分冊、465頁、S.567）

ての固定資本」なのであり、そこで充用され

たとえば、ホテル業やレジャー産業を考え

ている労働は「賃労働としての消費労働」な

てみたらよいだろう。そこで消費者に対して

のである。つまり、ここでは、消費手段とし

時間決めで提供されるのが固定資本としての

ての固定資本と、消費労働としての賃労働と

消費手段である（その多くが土地と結びつい

がそれぞれに投下されて、「サービス業」の業

た土地資本である）。マルクスが言うように、

態が成立し、資本による消費過程の包摂が可

この消費手段は「所有者にとっては固定資本

能になっているのである

であって、固定資本として賃貸される家屋そ

でもないことだが、ここでは、消費を生産と

の他の物」（『資本論』第 2 巻第 8 章、215頁、

読み替える必要はまったくない。

(7)

。だから、言うま

S.177）と同じである。ただこれらの貸付が

これらの部門への支出は社会の維持・発展

「現物での生産手段の貸付」（『資本論』、第 3

のために必要不可欠であるが、不生産的な費

巻第36章、786頁、S.623）ではなく、「個人

用である。こうした不生産的部門への支出は

的消費のための…………貸付」（同上）である

社会的総生産物からの控除によって賄われ、

ところに唯一最大の違いがあるのである。も

また維持され、社会全体から見れば空費であ

ちろん、生産手段と消費手段の違いはあるに

ることに変わりはない。社会がこうした必要

しても、どちらも「所有者にとっては固定資

を充たすために、社会的総生産物からどれだ

本であって」、この固定資本は、利子生み資本

けの控除を行うべきか、それは基本的には生

の特殊形態である現物貸付資本に属すのであ

産力の水準によって、また、具体的には生産

る。

関係とくに階級的妥協のあり方によって決ま

だから、生産手段の貸付の場合と同様、消

ってくる。マルクスが言うように、「この控除

費手段の現物貸付においても、それは「一定

の大きさは、もちあわせている手段と力とに

の貨幣額を表わしているのであって、利子の

おうじて、また一部は確率計算によって決定

ほかに一部分は損耗分として支払われるとい

されるべきものであるが、けっして正義によ

うことはこれらの資本要素の使用価値、それ

って算定できるものではない」のである（
「ゴ

らの独自な現物形態から出てくるのである」

ー タ 綱 領 批 判 」『 全 集 』 第 19巻 、 19頁、

（同上）。すなわち、ホテル業やレジャー産業

S.19）。

の建物・施設等を利用する個人消費者は、こ

こうした空費を制度化することで、その時

れらの消費手段にたいする使用料の支払いに

々の社会は成り立っており、その成り立った

おいて、これら固定資本の利子および償却分

階級的妥協のなかで労働者は「必要生活手段

をあわせて支払わねばならないのである。

の平均範囲」を与えられ、日々の暮らしを送

さらにまた、この固定資本が顧客に提供さ

っている。「労働力の価値は、労働力の所持者

れて個人的に消費される際には、消費労働と

の維持のために必要な生活手段の価値である。

いう積極的要素が投入される必要がある。ホ

……生活手段の総額は、労働する個人をその

テルであれレジャー施設であれ、現場の作業

正常な生活状態にある労働する個人として維

員が日々の整備や管理を怠りなく施さなけれ

持するのに足りるものでなければならない。

ば、正常な事業運営はできない。ここにいわ

食物や衣服や採暖や住居などのような自然的

ゆる「サービス業」がたんなる固定資本の現

な欲望そのものは、一国の気象その他の自然

物貸付業（リース業）では済まない理由があ

的な特色によって違っている。他方、いわゆ

る。

る必要欲望の範囲もその充足の仕方もそれ自

ただ、いずれにしても、民営化された「対

身一つの歴史的な産物であり、したがって、
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だいたいにおいて一国の文化段階によって定

ここにある。20世紀末の冷戦の崩壊から始ま

まるものであり、ことにまた、主として、自

った「福祉国家の危機」とは、このような選

由な労働者の階級がどのような条件のもとで、

択肢をめぐる政治闘争であり、労働者階級の

したがって、どのような習慣や生活要求をも

必要生活手段の規模と範囲を市場が支配する

って形成されたか、によって定まるものであ

のか、それとも社会が支配するのか、その支

る。だから、労働力の価値規定は、他の諸商

配権をめぐる階級闘争だったのである

品の場合とは違って、ある歴史的な精神的な

場を規制緩和し、資本の致富活動に任せて福

要素を含んでいる。とはいえ、一定の国につ

祉予算の節約と合理化を図ろうとするのか、

いては、また一定の時代には、必要生活手段

それとも「労働時間の社会的に計画的な配分

の平均範囲は与えられているのである。」（『資

が、いろいろな欲望にたいするいろいろな労

本論』第 1 巻第 4 章第 3 節、224頁、S.185、

働機能の正しい割合を規制する」（『資本論』

下線は引用者）

第 1 巻第 1 章第 4 節、105頁、S.93）ことを

(8)

。市

福祉国家の段階に達した資本主義の体制下

信じて、あくまで福祉を人間の意識的計画的

では、労働者階級の必要生活手段の平均範囲

な制御のもとに置こうとするのか、新自由主

は、教育・医療・福祉サービスを含むまでに

義の攻勢と格差社会の到来の前で人々はいま

拡大されており、社会化されている。生活手

もなお依然として深刻な決断を迫られている。

段の総額はこうした「サービス」（用役）に対

こうした問題状況に照らして考えてみると、

する代価を含んで与えられている。そして、

消費を生産と読み替えてサービス商品論を説

マルクスも言うように、こうした「支出の増

くことにどれほどの意味があるのか、根本的

加は収入の増加を条件とする。労働力の所有

疑問が湧いてくる。なぜなら、いくらそんな

者は今日の労働が終わったならば、明日も力

ことをしても、それは結局、気の利いた文句

や健康の同じ条件のもとで同じ過程を繰り返

で「娯楽読み物的ばか話」を積み重ねてきた

すことができなければならない。だから、生

俗流経済学のサービス談義に新たなエピソー

活手段の総額は、労働する個人をその正常な

ドをまた 1 つ付け加えるだけのことでしかな

生活状態にある労働する個人として維持する

いからである。

に足りるものでなければならない」（同上）の

以上

である。
注

櫛田氏が注目した「教育、医療、福祉、娯
楽等の対人労働部門」は必要生活手段の一部

( 1 ) 消費労働については、拙著『サービス労働論』

をたしかに供給している。マルクスが『ゴー

（三嶺書房、1985年）の第 7 章「労働と機能～

タ綱領批判』でそれらを「学校や衛生設備等

『資本論』における生産労働・流通労働・消費

々のようないろんな欲求を共同でみたすため

労働」を参照。この章が単独論文として初めて

にあてる部分」と呼んでいることからも分か

公 表 さ れ た の は 1981年 の こ と で あ る
（http://doi.org/10.15057/6298）。

るだろう。すでに述べたように、これは、社
会の総生産物のなかからその一部を「消費手

( 2 ) シーニアの議論の前提には、（1）生産物には財

段としての使用にあてる」ことで成立した労

貨（商品）とサービスがあり、（2）前者は物質

働部門である。この部門の規模と水準を市場

的、後者は非物質的であり、（3）前者を生産す

の自動調節機能に任せて決めるのか、それと

るのはスミスが言う生産的労働で、後者を生産

も共同的消費手段として社会の意識的統制の

するのは不生産的労働であるという、サービス

もとに置いて計画的に決めるのか、福祉国家

の俗流理解が横たわっている（Nassau William

の解体と福祉の民営化をめぐる問題の焦点は

Senior, An Outline of the Science of Political
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Economy, 1836, p.51）。マルクスが読んだシーニ

も、「（生産物としての）労働力」と「自然的存

アの仏語訳テキスト（Principes fondamentaux de

在たる人間そのもの」との溝は埋まらないし、

l'économie politique : tirés de leçons édites et

消費と生産の距離も縮まらない。なぜなら、消

inédites / de N.W. Senior ... par Jean Arrivabene,

費主体（消費者）と生産主体（厳密に言えば消

1836）の原本は一橋大学古典資料センターに所

費労働の担い手）はどこまで行っても別人格だ

蔵されているが、今日、インターネットを通じ

からである。

ても閲覧可能である（https://babel.hathitrust.or

( 5 ) それでも櫛田氏は自説の正当性を求めて諦めな

g/cgi/pt?id=nyp.33433009012729;view=2up;seq

い。氏が縋るのはマルクスの『経済学批判要

=208;size=200）。

綱』序説の記述である。マルクスはそこで「生

( 3 ) これについては、拙稿「国民所得論と生産的労

産は直接にまた消費でもある」あるいは「消費

働～サービス商品という擬制～」鶴田満彦・長

は直接にまた生産でもある」と述べて、両者が

島誠一編『マルクス経済学と現代資本主義』桜

「直接的統一性」の下にあることを強調してい

井書店、2015年、第 5 章 を参照。セーのサービ

る。だが、この節を末尾まで読んでみれば、氏

ス論とその批判については、拙著『サービス労

の思い込みがとんだ見当違いであることが明ら

働論』三嶺書房、1985年、第 4 章を参照。この

かになる。マルクス曰く、「消費的生産は―生

章が単独論文として初めて公表されたのは1980

産と消費との直接的統一であるとはいえ ―本

年のことである（http://doi.org/10.15057/6352）。

来の生産とは本質的に違うものである。生産が

また、「サービス」経済学説史については、ドゥ

消費と一致し、消費が生産と一致する直接的統

ロネ・ギャドレ（拙訳）『サービス経済学説史～

一性は、生産と消費との直接的二元性を存続さ

300年にわたる論争』桜井書店、2000年を参照。

せるのである。」（『 全集』第13巻、618頁、S.

( 4 ) 櫛田氏の処女作でのレトリックが面白い。氏は、

622）櫛田氏が「直接的統一性」をいくら声高に

1982年の論文で「労働は人間に内在する労働力

叫んでみても、生産と消費の「直接的二元性」

を直接労働対象とすることはできない。まして

の「存続」という現実を超えることはできない

や労働力そのものを直接形成することなどはけ

のである。しかも、ここでもまた、「個人の再生

っしてできない。」と明言し、消費労働が労働力

産」と「個人の生産」を同一視する氏の誤解が

を直接に生み出す労働ではないことを潔く認め

顔をのぞかせている。マルクスも言うように、

ていた。ところが、同じ論文のなかで、氏は、

「生産物の消費は、個人それ自身を一定の定在

労働力とは別物でありながら、「その質料的担い

様式で再生産する」（『経済学批判要綱（1857～

手であり、自然的素材から構成された自然的存

58年）』Ⅱ、507頁、S.593）。だが、だからとい

在たる人間そのもの」という新たな概念を持ち

って、それは「個人を生産すること」ではない。

だし、消費労働は「その労働を労働力に対象化

もし、そうだとしたら、生産物の消費（個人的

するのではなく、（しかし……引用者加筆）自然

消費）は不生産的消費ではなく、生産的消費で

的存在たる人間に対象化する労働なのである」

あることになってしまうからである。

と述べる。消費労働は直接に「労働力」を「生

( 6 ) 広い視野に立つためには、「生産・消費のため

産」するわけではないが、「自然的存在たる人間

の共同社会的一般条件」という視点が必要であ

そのもの」を（間接的に、あるいは本稿の表現

る。姉歯暁「
「生産・消費のための共同社会的一

に従えば「環境整備的に」）「生産」するから、

般条件」の解体と資本への包摂」駒澤大学『経

なんとか生産労働と認めてほしいというわけで

済学論集』第45巻第 1 号、2013年 9 月を参照。

ある。消費労働を生産労働と読み替えるための

( 7 ) これについて詳しくは、拙著『サービス労働

苦心の綱渡りがこの奇妙なレトリックに隠され

論』三嶺書房、1985年、第 8 章を参照。この章

ているわけなのだが、いくら氏が言葉を重ねて

が単独論文として初めて公表されたのは1982年
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のことである（http://doi.org/10.15057/6279）。た
だし、これと同じ観点に立ち、問題を社会的総
資本の再生産表式として考察した山田喜志夫の
業績が1968年 に発 表さ れてい る（山 田喜志夫
「社会的総資本の再生産におけるサービス部門
の位置」『経済研究』第19巻第 2 号、1968年 4 月
；同『再生産と国民所得の理論』評論社、1968
年）。
( 8 ) 戦後福祉国家が階級的な妥協の産物であったこ
とを説得的に主張したのは、アズビヨン・ヴォ
ール（拙訳）『福祉国家の興亡』こぶし書房、
2013年 である。

マルクスのテキストの引用について、『資本論』、
『剰余価値学説史』、『ゴータ綱領批判』は大月
書店版の『マルクス＝エンゲルス全集』から、
また、『経済学批判要綱（1857～58年）』は大月
書店刊の『マルクス資本論草稿集

1857－58年

の経済学草稿』ⅠおよびⅡから行われた。

（わたなべ

まさお

中国・清華大学教授、

一橋大学名誉教授）
（受付日：2018/01/09、受理日：2018/01/30）
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■論文■

長期不況期における謎の解明
― 恒常成長経路のもとでの賃金、利潤、投資の相互関連 ―

菊 本 義 治 ・ 斯 琴
《要旨》 長期不況下における次の問題を明らかにした。
１、投資・資本蓄積が低い不況期において高成長期よりも利潤が高かったのはなぜか。それは賃金
を引き下げ家計貯蓄率が低くなったからである。賃金を下げることによって、利潤を増やしたの
である。
2、利潤は高いのに投資が低いのはなぜか。不況による利潤低下を賃金カットによって克服しようと
したことが、かえって 賃金低下 → 消費低下 → 期待利潤低下 → 投資減 となり、利潤を低下さ
せることになったのである。

第１表から分かるように、日本は1990年代

目 次
1.問題:長期不況期における謎
2.基本モデル
2.1 需給均衡
2.2 投資関数
3.論証
3.1 均衡
3.2 賃金と投資、利潤
4.謎の解明
4.1 第1の謎
4.2 第2の謎
5.補論:

に入って以降、長期不況になっている。この
期に不思議なことが生じている。
第 1 に、不況で投資が低下しているのに、
利潤が増えていることである。通常は投資が
低下すると、利潤も低下するのである。
第 2 に、利潤が増えているのに、投資は低
くなっている。利潤が高くなると、企業は投
資を増やすのが一般的である。
本論文は、この 2 つの謎を簡単なモデルか
(2)

ら説明することを目的としている 。
換言すれば、賃金(w)が変化したときに、
利 潤 率 ( r) が ど の よ う に 変 化 す る か を 示 す

1. 問題：長期不況期における謎

dr/dw の符号を明らかにすることを目的とし
ている。r は利潤率である(3)。
経済学は dr/dw ＜ 0 と教えているが、本

第 1 表は戦後日本の利潤率規定要因の推移
である。なお、労働者だけが消費するとすれ

論文のように投資に長期的な視点を入れると、
dr/dw ＞ 0 となるのである。

ば、利潤の規定式は
利潤＝投資＋財政赤字＋
貿易黒字－家計貯蓄

(1)

で示される(1)。
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第１表 利潤率決定要因の推移
1956

1960

1966

1974

1981

1981

1986

1992

1998

1998

2008

2010

～59

～65

～73

～80

～85*

～85*

～91

～97

～07*

～07*

～09

～14

企業利潤率

10.3

14.1

17.1

10.2

11.4

12.8

13.6

14.6

19.6

20.7

19.5

20.2

家計貯蓄率

12.8

13.2

14.2

19.3

15.9

15.5

12.8

12.1

7.7

4.6

5.1

4.6

企業投資率

19.2

24.2

24.8

17.0

16.2

16.7

21.5

15.8

14.6

16.3

14.9

13.4

家計投資率

5.1

5.2

6.2

9.2

6.5

6.2

3.5

5.9

3.9

2.5

2.1

2.5

財政赤字率

－0.8

－1.3

－0.7

3.5

2.8

3.3

－0.6

3.2

6.4

1.9

5.1

7.5

0.0

－0.1

－1.4

0.2

1.9

1.8

2.2

1.6

1.4

0.9

0.3

1.4

－0.1

－0.3

－0.3

－0.1

0.0

0.0

0.4

0.8

1.6

2.9

2.6

2.8

0.3

0.4

0

0.2

0.1

0.3

0.4

0.5

0.7

0.3

0.4

0.0

純輸出率
海外からの純要素所得率
誤差

注：1955年から1985年までの計算に68SNAを､1981年から2007年までの計算には93SNA(2000年基準)を、1998年から2014年ま
での計算には93SNA(2005年基準)を用いている。
*

1981年から1985年は68SNAと93SNA(2000年基準)の両方を、1998年から2007年は93SNA(2000年基準)と93SNA(2005

年基準)の両方を用いて計算している。
出所：この表は山口雅生氏(愛知県立大学准教授)によって作成されたものである。

s'＜ 0
が得られる。

2. 基本モデル
2.2

投資関数

ハロッド・置塩型の投資関数は

基本モデルは需給均衡式と投資関数から成

dg
・
g ＝─＝α（σ σ̄ ）
dt

り立つ。

(6)

である。σ̄ は正常稼働のもとでの生産量、

2.1 需給均衡

Ȳ/K である(5)。
σ＞σ̄ の時、資本は正常以上に稼働されて

生産、所得を Y、消費を C、投資を I とす
Y＝C＋I

(2)

であり、今、労働者だけが消費するとすれば、
C ＝ wN

おり、従って、資本不足の状態であるから、
資本蓄積率を上昇させる。逆に、σ＜σ̄ のな

れば、

らば、資本過剰なので、資本蓄積を低めるの
である。

(3)

しかし、(6)の投資決定は極めて短期的であ

となる(4)。w は実質賃金率、N は雇用量であ

る。すなわち、短期の需給状態だけを見て投

る。

資決定が行われている。しかし、投資には多
額の資本が必要であり、長期間にかかわるも

(2)、(3)を資本ストックで割ると、
σ＝ wnσ＋ g

(4)

のであり、将来リスクが大きい。したがって、

となる。但し、σ＝ Y/K、n ＝ N/Y、g ＝

短期だけではなく、将来の需給をも予測して

I/K である。

行われるのである。

(4)を整理して

この点を考慮して(6)を(7)に修正する。

g ＝(1 － wn)σ

・
g ＝α(σ σ̄)＋β(ge g)

＝ s(w)σ

(5)
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＝ F(g, σ)

(7)

g e は期待（予想）蓄積率である。それでは、
(g

e

第１図

g)は何を意味するだろうか。

g は(5)によって決まる需給一致のために必
要な資本蓄積・投資である。g e は将来の投資
予想量である。したがって、ge ＝ g ならば、
将来の需給が一致していることを、ge ＞ g な
らば、将来超過需要になるとを予想している。
ge ＜ g ならば、超過供給予想である。期待利
潤率 re は将来の市場予測よって変動する。
re ＝ f（ge－g）

f '＞ 0

(8)

と定式化できる。すなわち、(g

e

g)は市場の

長期予測であり、期待利潤率の指標でもある。
(5)、(7)より、整理して

・
g ＝α(σ σ̄ )＋β(ge g)
＝ F(g, σ)
となる。

率も下がるのである。
すなわち
dσ
─＞ 0
dw

3. 論証
3.1

dg
─＞ 0
dw

である。なお、利潤率 r は、資本蓄積率に等
しいことに留意されたい。

均衡

長期不況のもとで投資が低下するので、そ
のままでは、利潤は下がってしまう。企業は、

基本モデルは(5)と F ＝ 0

の連立方程式で

ある。未知数はσと g である。(7)より

する。賃金が下がると生産コストが下がるの

Fgdg ＋ Fσdσ＝ 0

で、利潤が上昇するように見える。しかし、

となる。
Fg ＜ 0,

利潤を引き上げるために、賃金を下げようと

賃金引き下げは消費需要を下げ、利潤を下げ
Fσ ＞ 0

るようにも作用する。

であるから

つまり、賃金切下げには、利潤に対して上

dg
Fσ
─ ＝ －─＞ 0
dσ
Fg

昇効果と下向効果がある。このどちらの効果
が大きいか。

となり、(7)式を図示すれば、第１図のように

基本モデルを図示すれば、第 1 図のように
なる。点 E においてσと g の均衡値が決まる。

右上がり曲線となる。

賃金が下がると、貯蓄率は上昇するので、(5)
は(5)'にシフトする。すなわち、σと g も低

3.2 賃金と利潤、投資

下するのである。
(5)は右上がり直線である、(7)式は以下の

賃金が下がれば、蓄積率や利潤率はどうな

ようになる。

るか。

F（σ, g）＝ 0 から

賃金が下がると、(5)は(5)'に、E は E' に
シフトする。その時、稼働率は下がり、蓄積

Fgdg ＋ Fσdσ＝ 0
であり
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Fg ＜ 0

Fσ＞ 0

であるから
dg
Fσ
─ ＝ －─＞ 0
dσ
Fg

5. 補論：

となり、右上がりとなる。
dg
──＞ 0 については、本文では直感的に分
dw

4. 謎の解明

かりやすいように、図解で説明した。ここで
は、別の視点から論証しよう。

4.1

モデルを再述すれば

第１の謎

Fgdg ＋ Fσdσ＝ 0
dg ＝ sdσ＋σs'dw

投資・資本蓄積が低い不況期において高成

の連立方程式である。両辺を dw で割って

長期よりも利潤が高かったのはなぜか。それ

dg
dσ
Fg ─＋ Fσ─ ＝ 0
dw
dw

は賃金を引き下げ家計貯蓄率が低くなったか
らである(第 1 表参照)。賃金を下げることに

dg
dσ
─＝ s ─＋σs'
dw
dw

よって、利潤を増やしたのである。

となる。行列表示すれば、
Fg

4.2 第２の謎

Fσ

1

dg/dw
dσ/dw

－s

＝

0
σs'

(9)

となる。今
利潤は高いのに投資が低いのはなぜか。こ

⊿＝

こで二つの利潤、すなわち、今期実現した利

Fg

Fσ

1

－s

潤と将来得られるであろう期待(予想)利潤を

とすれば、連立方程式が安定的な解をもつた

区別しなければならない。

めには( 6 ) 、

長期不況期においては賃金切り下げによっ
て、実現利潤は増えた、それでは、期待利潤

⊿＞ 0
でなければならない。また、
g

dg
⊿w
─ ＝ ─
dw
⊿

はどうか。第 3 節で論証したように、 dg/dw

＞ 0 であり、したがって、賃金が下がると利
潤率も下がるのである、それはなぜか。

である。但し、

賃金カットによって、消費需要が低下し、

⊿ gw ＝

それが所得・稼働率を低下させるのである。
賃金切り下げによる消費低下を予想した企
業は期待利潤の低下を予想し、投資を抑えた
のである。

0

Fσ

σs'

－s

＝－σs'Fσ ＞ 0

である。
dg
したがって、─ ＞ 0 となる。
dw

以上のように、不況による利潤低下を賃金
カットによって克服しようとしたことが、か
えって賃金低下→消費低下→期待利潤低下→
投資減となり、利潤を低下させることになっ
たのである。
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( 3 ) Roy Harrod. (1993), Economic Dynamics, Gregg
Revivals; New.

置塩信雄(1988)『現代経済学

(2)』筑摩書店

６． 結論：

( 4 ) 投資関数に期待をいれたものとして、足立英
之(1982)(経済学研究双書)『経済変動の理論』
日本経済新聞社. また Keynes, J.M. (1936), The
General Theory of Employment, Interest and Money,

本稿は、日本の長期不況下における 2 つの

London: Macmillan も期待を重視している。労働

謎に関して論じた。すなわち、

者の消費率（C/wN）を C とすれば、

(1)投資が低いのに、利潤が高いのは賃金を

C ＝ cwN

低く抑えたからである。

となる。本論文は c ＝1 と仮定している。

(2)利潤が高いのに、投資が低いのはなぜか、
それは 、今期の利潤は 高いが、 将来の期待

( 5 ) 中谷武(2014),「置塩『蓄積論』再考」『季刊
経済理論』Vol.50(2014.1), No.4, p.5-15.

（予想）利潤が低いからである。それは、賃
金低下によって消費が低下するからである。

( 6 ) (9)式の固有方程式は
(λ Fg)(λ＋s)－Fσ＝0

以上の結論は、

(10) であり、正の安

① 恒常成長経路のもとで

定解をもつためには固有根が 2 根ともに負にな

② 正の安定的な均衡解が存在する

らねばならず、そのためには、⊿＞ 0, trace⊿＜

場合を想定しての結論であった、この 2 つの

0 でなければならない。この点については、高

想定がはずされるならば、分析手法を変えな

木貞次『代数学講義』(1965)改訂新版,214～280

ければならないが、その場合でも、賃金の切

頁；Gandolfo, Giancarlo.(1996), Economic Dynam-

下げが消費需要を低め、期待利潤率の低下→

ics. Thrd Edition. New York and Heidelberg:

投資減をもたらすという本論文の結論を変え

Springer. pp.331-358. を参照されたい。

ることはないであろう。
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■論文■

憲 法 構 成 権 力(Ⅱ)
─フランスとロシアの事例研究─

浦 田 賢 治
《要旨》 「憲法構成権力：イギリスとアメリカの事例研究」を、わたしはすでに本誌に発表した。本稿は
この続編である。ネグリの著書『構成的権力』にはフランス革命とロシア革命を扱った 2 つの章が
あり、本稿はこの 2 つの章を扱っている。しかもネグリは、欧米政治思想史上のきわめて重要な人
物たちの著作を読み解くという手法を用いている。ルソー、シェイエス、マルクス、そしてレーニ
ンなど。「ロシア革命100年」を経たいま、主権と憲法構成権力についてネグリの政治哲学をどう読
解するか、その仕方を理解する試みである。ハートとの共著『帝国』および『マルチチュード』に
も言及する。
目 次

章「アメリカ憲法における政治的解放」があ

第 1 章 フランス革命: 革命と労働の構成
1 ルソー主義の謎とサン・キュロットの時代
2 シェイエスとマルクスによる労働の構成
3 革命を終える:バークとトックヴィル
第 2 章 ロシア革命:共産主義の欲望と弁証法の復
興
1 革命的唯物論のなかにおける構成的権力
2 レーニンとソビエト:制度的妥協
3 社会主義と企業
第 3 章 方法論探究
1 憲法構成権力
2 主権

って、それぞれイギリス革命とアメリカ革命
を素材にしている。これらに続くのがフラン
ス革命とロシア革命であって、 2 つの章があ
る。第 5 章「革命と労働の構成」、ならびに第
6 章「共産主義の欲望と弁証法の復興」であ
る。本稿は、この 2 つの章を読み解く作業に
ほかならない。ネグリは、これら 4 つの章で
革命という重大事件を扱っている。またこれ
ら諸章に先立って第 2 章「『力量』と運：マキ
ャヴェリ的パラダイム」もある。しかもネグ
リは、欧米政治思想史上のきわめて重要な人

イタリア出身の政治哲学者アントニオ・ネ
(1)

グリには、あまたの著作がある 。その中か

物たちの著作を読み解くという手法を用いて
いる。

ら『構成的権力』と題する書物をまず選んで、
これを読み解く作業をこれまで続けてきた。
「憲法構成権力の概念：トゥシュネットと

第１章

(2)

ネグリ 」と「憲法構成権力：イギリスとア
メリカの事例研究(3)」、この 2 編がある。本稿
はその続編であって、しかもわたしの読み解

１

きの作業は別稿においてなお続く予定である。

フランス革命：革命と労働の
構成

ルソー主義の謎とサン・キュロットの
時代

ネグリの著書『構成的権力』には、第 3 章

ネグリによると、フランス革命とは「始ま

「大西洋モデルと反権力思想」、ならびに第 4

り」と「終わり」の両者を含む一続きの事件
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にほかならない (4)。フランス革命は、多数者

れを実行した。大衆の革命運動はルソーの諸

[マルチチュード]の時代、パリの革命的群集

概念をじわじわとうがち、それらの受容を解

の時代、大衆とサン・キュロットが動員され

釈による革新として、それらの使用を新しい

(5)

た時代である 。見るべきは革命の過程の時

計画に変える。そこで 3 つの概念についてみ

間だ。それは欲求とユートピアが、利害と言

てみよう。構成的権力、代表、そして権力分

説が、力の意志と政治のダイナミズムが混じ

立である 。

(15)

(6)

りあってあやなす織物だ 。フランス革命が

まず、ルソーによる権力の基盤とその分割

自己展開をとげるなかでしだいにブルジョア

とはなにか。ルソーが言うには、立法権は意

ジーとプロレタリアートという新しい階級闘

志を、執行権は力を表す。ルソーにとって実

(7)

争の政治的主体を形づくっていく 。だが階

際に存在するのは主 権および 政府のみで あ

級闘争はフランス革命の源ではなく、その結

る

(8)

(16)

。しかし人民にとっては、この 2 つの権

果なのだ 。そして構成的原理の普遍性が危

力は立法権のなかで統一され、つねに立法権

機の物質性をなす(9)。

が構成的権力なのである。結局、構成的権力

では、大衆のルソー主義の特徴はなにか。
ここで重要なのは、初期の「あいまいなルソ

の連続性は代表の取り戻しによって保証され
る(17)。

ー主義が革命の進行につれて明確化されてい

ではルソーの一般意志と代表の観念の特質

くありさまである(10)」。ネグリはつぎのように

はなんだろうか。ルソーの諸矛盾にもかかわ

述べている。1793年の人権宣言は、反乱権を

らず、すべては「一般意志」に基礎づけられ

主権不可譲の究極的な帰結として認める。そ

る。一般意志は実際古い概念である。時間の

れは能動的な公的権利である。政治的階級全

観念と無縁のところでつくりあげられ、さら

体は ― ジロ ンド 派 も山 岳派 も ― 主 権 が

には時間に対立するものとして定義された。

「一般意志」の表現であるかぎり人民に属す

その抽象化は硬直的であった。自由、平等と

ると言明する

(11)

。これとは反対に「サン・キ

いう政治的概念が社会的概念に移行する過程

ュロットのいう人民は、生身であり血肉であ

で構成的権力の時間性が認められるとその分

った。それぞれの地区の集会でみずから権利

だけ、一般意志はこの概念によって否定され

を行使する人々のことであった

(12)

」。主権の肩

る

(18)

。

書きと主権の行為―古来のスコラ的な分離

ルソーにはパラドキシカルな個人主義があ

を、人民階級が拒絶する。ルソーのあいまい

ると、ネグリは言う。たとえば良心の自生性

さは一掃される。人民主権は権力の行使のテ

へのルソーの前ロマン主義的なこだわりの結

ーマと実践のなかにしっかりと刻み込まれる。

果、どうなるのか。一般意志と直接代表制の

反権力の単なる表現ではなく、その普遍的な

複雑な弁証法が、一方的な個人主義的自発性

放射のうちにそれはある

(13)

。

の現象学と結合し一体化する。こうして個人

フランス革命が構成的権力の理論にもたら

が「形式的な」一般意志形成の論理的な前提

した新しさは、その時間性が実践的にとりも

となる (19)。だが、個人の良心の自生性は革命

どされたことにある。すなわち、構成的権力

的大衆の構成的時間性と正反対の方向に向か

を社会及び社会組織という土壌にもとづかせ、

う。一般意志の構成において機能する政治的

それを労働批判の原理として措定するため、

平等が前提としたような社会的平等はここで

政治の間断や分離を許さないような時間性が

崩れる。最終的な行為者は個人のままにとど

取り戻されたことである

(14)

。

まる

(20)

。

ネグリによると、ブルジョアジーはルソー

ルソー主義の謎の実践的解決を、構成的主

に忠実であり、法制の組み立てを追求し、こ

体としての『権利の宣言』のなかでみてみよ
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う。

有期性と義務性(30条)。こうした系列は、ル

ネグリはつぎのように言っている。大衆が

ソー的あいまいさから離脱し、社会的平等を

呼び出したルソー主義には、実践のなかでし

具体的に決定づける方向への前進を示す。平

か解決できないような理論的な謎がある。そ

等は抽象的な概念ではなく、踏破すべき大地

こだけ取り出した構成的権力の概念がそうだ。

である(34条)。憲法構成権力は社会の力とし

権力分立の原理は中世的伝統のもとでの社会

て措定される

(25)

的不平等を表現するものだから、ここでルソ
ーが「封建的な立場の人間

(21)

。

平等に反対するものこそ所有権である。③

」と見抜いたモ

1795年のテルミドールの宣言でも平等と安全

ンテスキューと対立することとなり、ルソー

が肯定されるが、それらは所有権の規範に従

は体制構想者になる

(22)

。

うものとされる( 3 条、 4 条)。「所有権は、そ

フランスでも『権利の宣言』が革命のひと

の財産、その所得、その労働と勤勉の成果を

つの本質的なモメントである。だがアメリカ

享受し、処分する権利である」( 5 条)。この

と異なってフランスは、宣言を数回だした。

反応を通して、留意点が一般意志という抽象

これらがあわさって諸計画の一総体をなす。

的な土壌から所有の権利と秩序という具体的

計画は①1789年の宣言だけでは達成されず、

な土壌へと移ったのである(26)。

②1793年のジャコバンの宣言と③1795年のテ
ルミドールの宣言にまでわたる。その過程で

では主権と差異の関係性に注目しよう。こ

のきわめて厳しい階級闘争の存在は、自由地

こで主権に関する新たな論点に出会う。一般

下水がさまざまの源泉を潤わせる(23)。

意志の謎はそのつど解消されていくと、ネグ
リは言っている。

ところで、 3 つの宣言には形式の類似性が

①1789年の宣言はルソーの思想をそっくり

ある。これらは、立憲計画の図柄を表現する

なぞる( 3 条：主権の原理は国民に存する)。

というよりも、構成的権力の骨組みをなす。

だが②1793年の宣言では、分離が限定的では

したがって基本的な問題は、構成的主体の産

あれ明確化する。主権の原理は肯定されるが

出だ。構成的権力がいずれの宣言でも一般意

(25条：主権は人民に存する、26条) 。しか

志の新しい形式主義のなかに移しこまれてい

し同時に、主権は構成的活動の直接性によっ

る。また、一般意志が自由・安全・所有権と

て制限される(26条)。そして③1795年宣言の

いう基本権を決定づけている

(24)

。

(27)

反動はきわめてラディカルである。「主権は、

平等と差異に注目してみよう。そうすると、

本質的に市民の包括体に存する」(17条)。こ

3 つの宣言の類似性から、それらのあいだの

の反動は不平等の社会的再構築という場へ向

差異が見えてくる。差異は 2 つの問題、平等

かう(28)。

と主体の性格とに関わるが、いずれも構成的
権力の定義づけによる。平等の問題において

つぎに革命体験としての構成的権力とはな

①1789年の宣言では平等の概念はまだ問題で

にか。権利宣言の差異の第 2 グループは、歴

なく、その第 1 条はまったくルソー的なナイ

史的主体の生そのものである構成的権力の主

ーブさをあらわに示す。②1793年のジャコバ

体性にかかわる。①の宣言はこの問題と対決

ンの宣言はまず平等を唱え(第 3 条)、そのた

しなかった。現実態としての構成的権力であ

めに為すべき事柄を以下に書き連ねる。公職

るサン・キュロットの時間、これのみが問題

就任( 5 条)、その一身は譲渡しえない(18条)、

を提起し、解決をもたらす。②の宣言にそれ

公的救済(21条)、教育(22条)、社会保障(23

がある。抵抗の権利が構成的権力の成長から

条)、立法に関する市民の平等(29条)、公職の

生じる実践的な原理として構築される 。
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(29)

構成的主体と差異の関係をみてみよう。構

な内容にもとづいてその他の概念すなわち国

成過程の論理は、時間的過程の明証性と、そ

民や代表、構成的権力や構成された権力など

の力の必然性を備える。「主権を侵奪するすべ

の概念が形成される

ての個人は、ただちに自由な人々によって死

念は、モンテスキューにならって、法的なパ

刑に処せられるべきである」(27条)。これを

ースペクティヴのもと、静的な概念で歴史の

基礎として、革命的な主体性が展開される(31

なかにいれられた

条以下)。時間性は主体性の第 1 の基盤として

スの概念は、つねに保守的な概念である。そ

発見される。構成の条件としての革命的な、

の保守性は所有権の概念によって与えられて

存在論的に革命的な条件。構成的権力の現代

いる。労働の概念とその基本的な価値の肯定

的な概念がここで完全に開示される

(30)

。

(37)

(36)

。労働の構成という観

。これに対してシェイエ

を、階級や階級闘争の概念に結びつけるもの

かくしてネグリによると、ジャコバン主義

は何もない

(38)

。

は挫折する。ロベスピエールやサン・ジュス

ネグリによると実際、シェイエスは、ルソ

トにとって構成的権力は、政治と矛盾なく一

ーの一般意志から生じた絶対的な主権を有力

体化した社会の直接的な表現である

(31)

。ロベ

者集団に与えた。手品の完成、すなわち民主

スピエ ールが「マキャ ヴェリズ ム」への敵

的な主権と構成的権力の理念は、政府の諸形

をあらわにするのは不思議なことではな

態の制限と分割を正当化する要素となる (39)。

い。彼らは「一般意志、国民、平等、自由、

いまや、シェイエスの近代的な労働概念の

友愛」といった言葉で書かれた憲法をその形

意義を論じるところにやってきたと、ネグリ

式的な面でまじめにとらえる。彼らは立憲的

は言う。シェイエスの思想は内部でたえず発

抽象のなかで生きる。ジャコバンの悲劇は、

展してきた。それによれば、憲法についての

ルソー主義の謎がはじけ飛んだ脈絡をみない

想像力が社会のダイナミズムを確認する。憲

ことである。現実と向かい合うとき、彼らは

法は、社会のイメージに含まれる暗黙の諸規

意

(32)

暴力の支配下に置かれる

(33)

。フランス革命の

範と潜在的傾向を白日のもとに引き出すこと

時間性は、ジャコバンの司祭たちが多数者[マ

で満足すべきだとされる。この観点からすれ

ルチチュード]の構成的権力に無縁の存在であ

ば、資本主義の最初のバネであり、労働の秩

ることに報復する。

序をその絶対的な土台とする商業社会の直接
的な上部構造が、シェイエスのいう憲法なの
である。まさにここでシェイエスは憲法の思

２

シェイエスとマルクスによる労働の
構成

ネグリによると、サン・キュロットの時間

想を大きく一歩前進させたということができ
る。なぜなら、労働を憲法論議と憲法構造の
中心にすえているからである(40)。

性に労働の構成が対立してくる。サン・キュ

シェイエスのいう労働の中心性は、対立物

ロットが探していた場所で、シェイエスが探

をわかつポイントを定める。労働の構成は、

しものをみつける

(34)

。第三身分とは何か、と

まさに生きるか死ぬかの極端な経験としてサ

シェイエスは問う。それはすべてである。そ

ン・キュロットの時 間性に通 じてゆく。 サ

れは何も代表していない。(中略)ところが第

ン・キュロットの時間性は再び徘徊して解放

三身分は政治的発言力をいっさいもたされず、

のくわだてとしてのシェイエスの憲法主義を

(35)

。シ

つぶすために現われる(41)。シェイエスの功績

ェイエスこそは労働を、構成的権力をめぐる

は、一般意志の矛盾を労働の場に移したこと

論争の唯一の主題とした最初の人物であった。

である。この観点から見れば、シェイエスは

第三身分の定義は経済的定義であり、経済的

まさに「第 2 のルソー」である。そして大衆

代表の機能をいっさい禁じられている
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の時間性は「ルソー主義の謎」を打ち破って、
こうした亀裂を労働の解放の中身で埋めるこ
とであると、ネグリは言っている

(42)

。

系譜学の視点からみれば、こうして、永続
革命としての構成的権力の概念が現われる。
『ドイツにおける革命と反革命』において初
めて、主体性の構成と「永続革命」の過程を

さてつぎに、マルクスの労働の構成の読み

「構成的権力」とすることがきわめて高い水

方にすすむ。フランス革命に関するマルクス

準で表現されるにいたる。共和暦第 3 年のジ

の著作は、 3 期に区分できる。①フォイエル

ェルミナルと1848年 6 月のパリ住民の反乱が、

バッハ主義者マルクス、②唯物論者マルクス、

[プロレタリアの廃止という大課題を伏在させ

(43)

そして③『資本論』時代のマルクスである 。
しかしネグリによると、マルクスによるフ

た]19世紀の歴史の緯糸(よこいと)をつくる永
続的な構成的権力のシンボルとなる

(48)

。

ランス革命現象の解釈は、革命が展開したさ

ネグリは、構成の時間と大衆の時間を対比

まざまな時期を通して一貫したものである。

したのち、時間性と主体性という問題を提起

原型としてのフランス革命の価値は、それが

する。マルクスは『ルイ・ボナパルトのブリ

社会と政治の調停というテーマを提起し、構

ュメール18日 (49)』で、時間性と主体性の総合

成的権力の概念を定着させ、社会的なものか

にさらに包括的な形態を与える。時間性と主

ら政治的なものへの移行を生で体験し、活動

体性はきわめて密接に結びついているので、

する主体、すなわち「党」を問題構成に導入

構成的権力に対立する権力としての憲法の原

したことに由来する。マルクスの観点は主体

理はもはや本質的に無言で無時間的な機能し

の系譜学者フーコーの用語でこそ読み取れる、

かないように思われる(50)。

とネグリは強調している

(44)

。

そして構成的権力の概念は国家のアンチテ

では平等、政治的解放、および革命的実践

ーゼとして出現する。ネグリによると、マル

の関係性をどうみるか。マルクスにとって平

クスの方法のさまざまな「流儀」はそのとき

等のテーマが批判的主体のテーマとなりうる

どきの哲学的立場を表わす。歴史的批判がそ

のは、つぎの場合、すなわち労働と権利の 2

れを証明する

極対立の本質として平等は構成されるといっ

ミューンについての著述へと、進化は直線的

た謎の外部で平等が発展する場合である。ル

である。この著述のなかで、構成的権力はつ

ソー主義の謎をシェイエスは立憲的実践の場

いにそのすべての性格が明らかにされる

(51)

。こうした分析からパリ・コ

(52)

。

で解決したが、マルクスはそれを革命的実践
の場で解決する

(45)

。そこでネグリは、構成的

ネグリは労働の構成について最後に一言し

主体の再構築を試みる。すなわち、『ユダヤ人

ている。構成的過程にふさわしい主体とは何

問題』と『聖家族』にはまだ構造的な批判し

か。と問うて、つぎのように答える。そもそ

かみられず、マルクスを近代性の思想家とす

も構成的権力のダイナミズムはもともと未完

る主体的な区切りの手前にある(46)。『ドイツ・

成である (53)。革命は永遠である。政体はひと

イデオロギー (47)』では、労働の分割が批判の

つの手続きであり、労働の解放はひとつの過

前提をなす。実際、マルクスはずばりと構成

程である。この持続的過程が、マルクスの立

的権力の観点に、やがて権力となる時間の普

場とアナーキストや他のすべての反乱主義者

遍性の観点に身をすえる。彼の構成的権力の

たちの立場とを根本的に区別する。マルクス

概念は、社会と国家の中間、運動と制度の中

において、労働の解放の過程は構成的権力の

間ゾーンに固定される。そのゾーンは乗り越

概念の存在論的な基礎をなす

えることができない。したがって構成的権力

のすべての政治運動は構成的運動だと、ネグ

は共産主義として現れる。

リは主張している。
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(54)

。労働者階級

「労働の構成」について要約すると、ネグ
リは以上のように述べている

は、執筆が革命初期の1790年 (59)だったのに、
あたかもすでにその全体を知り、今それを終
わりにしようと語っていることだ。彼が攻撃
するのは、自由の観念の形而上学的な抽象化

３

革命を終える：バークとトックヴィル

である。フランス革命は実際のところ現実の
蔑視として現われる

(60)

。国家構造のとりかえ

「終わり」には完遂としての終わりと閉幕

しのつかない転覆のはての廃墟、あやまちと

としての終わりがある。こうした揺らぎのな

犯罪の山だ。古い基盤が失われると、道は専

かで構成的権力の概念はつくられる

(55)

。フラ

制主義と恐怖政治へ開かれる。真の権利は人

ンス革命のみが構成的権力の概念を社会生活

間の本質と歴史の中間的なゾーンで息づく。

の具体的な時間性に結びつける。労働という

それは人間としてのアイデンティティと社会

革命的な次元と所有という保守的な次元をと

の構造を同時に貫く媒介である(61)。

もに極端にまで推し進める。革命過程の終局

バークのこうしたパースペクティブのもと

においても、このオルタナティブは全面的に

では、構成的権力は政治の原理ではなく、存

不確定のままにとどまる。『人権宣言』は時間

在論の原理である。バークのアプローチの独

性のなかで生起する。生産と生産手段が歴史

自性は、いまや存在論の領域におかれた構成

的時間の特徴的なオルタナティブを描き出す。

的権力の原理を転倒させることにある(62)。

そして個体性の原理は過去によってはぐくま
れる

(56)

バークによれば、真の権利とはなによりも

。ネグリは、さらに続けて言う。構成

土地の所有である。土地所有は法秩序と労働

的権力はこうしたオルタナティブと闘う。構

の社会的組織化の聖なる土台である。所有の

成的原理は存在論的に移転する。フランス革

原理、したがって不平等の原理が、社会秩序

命によって、構成的権力は歴史的な力 ―存

全体の真の構成的原理を構成する。所有権は

在論的に安定しているが、歴史的には変化し

平等に反する物権である。

やすい力となる。「主人と奴隷の弁証法」(こ

バークの議論の続きは、まことに非凡であ

れは労働と労働の資本主義的組織化を直接指

る、とネグリは評価する。ここで抽象という

す)はやがてヘーゲルのフランス革命観となろ

論争上の概念が明確化される。実際、権利の

う

(57)

。さらに、構成的権力の法理論もここで

真の基盤が破壊されて、この基盤は紙幣とい

生まれる。構成的権力は法のカテゴリーから

う抽象的な手段によって置き換えられる。ミ

排除される。なぜなら、構成的権力の活動と

ュンスターの再洗礼派よりももっと危険なセ

法的秩序の全面的な結びつき、その成果の直

クトが、財産没収の革命的原理にもとづいて

接的なインパクト、こうしたものについての

生まれる。彼らは貨幣、抽象、強奪の合法性

意識があまりに明白だから。構成的権力の全

を基盤とするのだ (63)。ここに構成的原理の反

能性は、法的秩序と対立するために、一方が

動的存在論が示されている。

必然的に他方を排除してはじめて確認される。

バークが書いたのは革命に反対する革命的

法的秩序の前提は、ただ整序された全体性の

著作だ、とネグリは言っている。バークが攻

なかにそれを組み込むためにつくられ、人々

撃したのは、固有の意味でのブルジョアジー

はそれでよしとする

(58)

。

ではなく、フランスのブルジョアジーがその
運命を託した抽象的な構成的権力である (64)。

エドマンド・バークという反動が、ここで

バークには、互いにもつれあった政治と経済

動き出す、とネグリは指摘する。バークの著

の批判がある。とりわけ心うたれる点は、こ

作がその頂点にたって支配する。彼の偉大さ

うだ。バークによるイギリス憲法の擁護でさ
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え、そしてまた彼による土地所有擁護論のも

の問いに対して、根本的に否定で答えたのが

っともおぞましい部分までも、彼はその意味

トックヴィルである。この観点から、『アンシ

を逆転させる「革命的事件」を再活用し、構

ャン・レジームと革命』は二重に革命的な著

成的権力の魅力にとらわれている。バークに

作である。①トックヴィルはバークと同様、

とって問題は、決してこの構成的権力を否定

構成的権力について歴史主義的で反革命的な

することではなく、それを歴史の時間に―

解釈を提示している。②彼は歴史主義を徹底

歴史の「しかるべき」時間に―引き戻して

的に攻撃し、構成的権力を消極的思考のカテ

「革命を終える」ことなのである

(65)

。

ゴリーにおとしめようとする

バークによって初めて、革命論に対抗する

(69)

。

破局のしるしの下での時間性について、ネ

改良論が現われる。革命を終えるというのは、

グリは語る。トックヴィルがネガティヴなし

バークにとって革命を忘れることでなく、構

るしとしての時間性に着目するとき、構成的

成的権力を歴史的地平の方向へねじ曲げるこ

権力はついに近代的なものとして見出される。

とだ。ロマン主義の発明がそこにある

(66)

。構

ネガティヴなしるしとは、もっとも過激な革

成的権力の観点では、革命を終えるというの

命的大衆の構成的権力の質である。彼は、い

は新しい形態が現われるということである。

かにして「革命を終えるか」という問題に答

バークは労働の分割の形態において確認した。

えを出すことができない。彼が与えるのは構

バークが攻撃しているのは、政体と労働と時

成的権力の最初の定義である。専制政治のみ

間性の存在論的な結びつきである。それは彼

が民主主義にこうしうるとする定義である(70)。

におけるルソー主義の謎の解決でもあった。

こうして構成的権力の定義のための新しい

模倣者たちの実践を通して読まれたルソーか

土壌がつくられる。トックヴィルの偉大さは、

ら、バークへ、そして新しい地平の創造へ。

構成的権力の問題を再開させた点にある、と

そのなかで、構成的権力は歴史生成の原理と

ネグリは評価する。歴史主義者 ―バークか

なり、革命を終わらせるのである

(67)

。

らロマン主義者たち、そしてヘーゲルにいた

革命において、目の前にあるのは破局であ

る ―の解釈は、この問題を長期のスパンで

り、戦争であり、財産没収の機構である。革

中性化し、あるいは弁証法的な過程のなかで

命を終えるというのは、単にテルミドール派

穏健化しようとしてきた。だがトックヴィル

がしめくくったような制度的変更においてで

は、方法論の観点から構成的時間の概念をあ

はなく、その歴史的本質、労働を組織するそ

らたなものにし、それは敵対的な矛盾の概念

の徹底性において、それを引き受けることで

となる

ある。バークは構成的権力のこうした新しさ、

(71)

。

トックヴィルは、フランス革命やその「構

その時間性、ここで生まれる時間のひっくり

成的な人間たち」、とりわけ大衆の運動が引き

返しを先取りしている (68)。ここにバークの近

起こし、歴史的に体験し、苦悩のうちに敗北

代性がある。

させられた、この形而上学的な大移動を概念

ヘーゲルはひとつの結果だ。構成的権力を

の危機としてわれわれに啓示する。彼は形而

歴史進化の原理に変えることをめざす作業の

上学の新しい次元を 示した。 以後は永遠 に

結果である。絶対精神の哲学者ヘーゲルは構

「革命を終える」ことは不可能となる、とい

成的原理を歴史の過程の、ひとつの本質的な

うのがネグリの見解である(72)。

モードとする。トックヴィルにおける構成的
時間とは何かという問題に進もう。構成的時

「革命を終える」ということについて、ネ
グリは以上のように述べている。

間性をヘーゲルのいうような所与の規定のな
かに閉じ込めることができるのだろうか。こ
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ここでネグリが取り立てて論述しなかった

フランスのアナール学派のことに触れておき
たい

(73)

。ネグリと同世代のわたしは『フラン

ス革命

ならびに暴力の組織的機能の把握に通じる二
重の問題を含んでいる

(77)

。マルクスは構成的

1789-1799』の著者アルベール・ソブ

権力の概念の図式を、蓄積から法にいたる 2

ールAlbert Soboul（1914-1982）が戦後日本の

つの論理的シェーマを通して提示する。ひと

歴史学界で一定の影響力をおよぼした時期に

つはA：暴力の媒介によるシェーマであり、

研究者になった。1968年 5 月のカルチェ・ラ

もう一つはB：協業の媒介によるシェーマで

タンの歴史的衝撃をうけたあと、フランスで

ある

(78)

。

事件中心の旧来の歴史認識に対して、事象を
A

超えた歴史の深層構造を理解し、全体的把握

「蓄積、暴力、法」という近代性勝利

をめざしたアナール学派が日本でも影響力を

の線が存在する。ここでは構成的権力は支配

増していた。例えばモルネやシャルチエなど

階級による暴力の始原的行使である

の著作である。そうした文化潮流の激動期を

力」は資本主義的蓄積に固有の現象である。

挟んで、「人権宣言200年」記念のパリ集会に

「現実の歴史のなかで、最初の役割を果たし

(74)

出席したのだった

。

(79)

。「暴

たのは、征服であり、奴隷化であり、犯罪で

「革命を終える」ということについて、ネ

あり、略奪である。一言でいえば、暴力であ
る(80)」。資本は暴力でもって「資本主義的」発

グリは以上のように述べている。

展の諸条件を獲得する。暴力は、それが「法
的な装い」をまとったり脱いだりするその瞬
間に、法的な形式の下に姿を現わしはじめる

第２章

ロシア革命：共産主義の欲望
と弁証法の復興

(81)

。ついで、土地の収用が既成事実となり、

蓄積が新たな生産様式のための資本の最初の
「組織化」として整いはじめるとき、法 ―

１

革命的唯物論のなかにおける構成的
権力

ブルジョアジーの革 命的暴力 の直接的表 現

―が決定的な機能を引き受けることになる。
暴力は蓄積と法の媒介を構成する。かくして、

ネグリによると、構成的権力を社会全体に

構成的権力は、一種の「中くらいの暴力」、構

浸透する力として構築するのは、近代資本主

成された権力になり、あらゆる社会関係を多

義である。世界、社会、国家が新たに構築さ

元的に決定するところとなる

(82)

。

れ、ラディカルに再構成もしくは変形される
ところとなる (75)。資本主義の発展は、諸権力

ホッブズ的マルクスは蓄積関係の構造的影

を生産社会のなかに分散し、そこにある弁証

響をどのようにとらえたのだろうか。マルク

法的な組織網をつくりだして、その網をつね

スによると、資本主義の発展にともなって、

に資本の支配の下におきつづけていかなけれ

「所有と労働の分離が、外見上両者の同一性

ばならない。また、近代世界のこのような全

から出発した法則の必然的な帰結となる(83)」。

体性を背景としてこそ、この世界を解放する

したがって、法をつくるこの暴力は、現実的

ことが可能にもなる

(76)

。

で構造的な力、すなわち構成的な力として現

では問題のマルクス的読解の特質は何か。

われる。かくして、われわれは上からの暴力

ネグリによると、マルクスの構成的権力の概

の世界から、規律的な習慣の浸透する世界へ

念は、いわゆる歴史的・政治的な著作のなか

と歩みいる。「資本主義的関係は人間存在のそ

には見出せない。この概念は『資本論』のな

のものの構造としてのしかかる

かで研究されており、創設的な暴力の正体、

空間そのものが資本主義的なモレク(生け贄を
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(84)

」。やがて、

要求する神)によって再編され、その呼吸は空

こうしてマルクスは、構成的権力が権力か

間全体をわがものにしようという侵略的な意

ら完全に自由な力になるようにうながす。(a)

志のリズムでなされる。かくして、構成的権

「あらゆる政治的革命はひとえにこの機械を

力の最初の形象を規定する、蓄積－暴力－法

壊すのでなく改良するように機能してき

という経路は、その全体性において、またそ

た

の効力のもつ力と複合性をともなって、姿を

る現実的な運動である

現わすのである

(85)

。これが規律的世界である。

(92)

」。(b)「共産主義は既存の状態を破壊す
(93)

」。この 2 つの命題の

あいだに、構成的権力の新たな意味とその意
識的・社会的・革新的で自由平等な活動への

B 「協業、闘争、法」という近代性におけ

収斂とが位置している

(94)

これが構成的権力の

る代案の線も存在する。マルクスによれば、

ダイナミズムと射程を示している。 ネグリに

「蓄積」の観点とは別の観点、すなわち「協

よれば、現代史を特徴づけるものは、国家に

業」の観点から、資本の構成的権力の過程を

よる「社会的なものの創出」ではなく、労働

批判的な仕方で見渡すことができる

(86)

者階級の自己創出にほかならない (95)古典時代

。

ここでまず問題なのは、協業の構成的力が

を支配していた社会的なもの、近代を支配し

資本ならびに資本が法を構築した特殊な経路

ていた政治的なもの、この 2 つはともに終焉

に向き合いながら明確に姿を現わす形態であ

し、いま優位に立っているのは、市民的なも

る。要するに、協業に、暴力－法の関係に対

のという社会―政治的な融合である。ここに

立する構成的ダイナミズムへの道を切り開く

おいて、構成的権力はよりいっそう全人間の

ことを可能にするものをつきとめることであ

公共的な主体的権利と同一化するのである(96)。

る

(87)

。マルクスがこのテーマを展開し始める

のは、イギリス工場法を研究する部分におい
てである

(88)

。集合的資本家と集合的労働者の

２

レーニンとソビエト：制度的妥協

「権利と権利の対立」。ここで労働者の権利は、
これまで述べてきたマルクス的問題の設定、

協業、平等、知性を通して形成される生産の
(89)

。こ

その本質的な限界が現われるのは、構成的権

こに敵対関係としての構成的権力が示されて

力というテーマがレーニンの革命と遭遇する

いる。

ときである。1905年と1917年の両革命時にお

組織を要求することによって存立する

このように、一見逆説にみえながら、『資本

けるソビエトと大衆の構成的権力との関係の

論』のもっとも厳密に経済的な部分のなかに、

問題が明瞭に提起される。この問題は最終的

構成的権力の新しい理論が素描され、協業か

には党の独裁というパースペクティブのなか

ら発する対抗的過程の形式的諸条件が規定さ

で閉じられる

(97)

(90)

。

。総資本の循環は、労

では構成的権力の独占的保持者としての党

働者の消費に関していえば、こうである。「こ

とは、何か。レーニンは1905年以後に書いて

の消費はそれ自身が資本を、すなわち生きた

いる。「ロシア革命は、その社会的内容におい

労働の力としてこの労働者自身を再生産する。

てブルジョア民主主義的であり、その闘争手

このような自分自身の再生産が資本が資本で

段においてプロレタリア的であるという独自

あるための条件であるのだから、労働者の消

性をもっている

れている姿を見出す

(98)

。」

費もまた資本の再生産 ―ひとえに資本が資

ソビエトは、レーニンの言説のなかで、労

本であるということを成り立たせる諸関係の

働者階級の独立組織のヘゲモニーの下におか

再生産―として立ち現れる。」

(91)

。

れるかぎりにおいて、しだいにプロレタリア
独裁の組織が予見されるようになる (99)。しか
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し、ソビエトを修正主義的諸勢力が資本の政

おこなっていくことだった。「民主主義革命の

治的弁証法の内部で機能させる方向に向かう

あと、われわれは社会主義革命への移行のた

と、レーニンはこれをきびしく批判する

(100)

。

めに戦うであろう。われわれは永続革命の立

ここでレーニンは、構成的権力の概念をジャ

場にたっている。」そこには「ロシアの革命が

コバン主義的な線にそって解釈し、その正統

ヨーロッパ全体の社会主義革命の始まりの合

的実践の任を党に帰している。しかし、歴史

図を告げるだろう

において、ものごとはこういうふうにはすす

てもいた。かくして、それは構成的権力の問

まない

(101)

。

(107)

」という期待がこめられ

題を絶えず発動させることになった

(108)

。

ネグリはこう述べて、「現実との遭遇：1905
年をめぐって」論じている。1860年代におけ

レーニンの見解はローザ・ルクセンブルグ

る工業化の波以来、根本的に自然発生的性格

の立場とトロツキーの立場をつきあわせてみ

をおびていたロシアの労働者階級の運動は、

ることによって鮮明になる。この 2 人の見解

1895年以後工業革命の第 2 の波の過程で変化

は、実際には相対立するような分岐もはらん

し、大衆闘争への移行が生じる。1905年にモ

でいる。ローザがソビエトの拡散に向かう傾

スクワ近郊の織物産業地帯でひとつの評議会

向に固執しているのに対して、トロツキーは

が再構築されたとき、ソビエト誕生の公式の

なによりも革命的諸機能のソビエトへの集中

日付となる(102)。 7 月13日にペテルブルグで地

化への局面に注意をむけている。しかし、他

区ソビエトがつくられる。このソビエトがス

の要素は共通している。ソビエトの自然発生

トライキに加わり、労働者階級によってひと

性とこれが大衆の生活のなかに民主主義的に

たび認められると、革命運動の指導部として

根をはることの称揚であり、さらに民主主義

公認される。こうした状況のなかで、シベリ

闘争と社会主義との連続性に対する理論的強

アでは最初の兵士ソビエトが誕生する

(103)

(109)

。

調である

。

「 8 時間労働と憲法議会を」という社会民

ところがネグリによると、レーニンは、つ

主主義のスローガンをかかげたソビエトが、

ぎのようにローザ・ルクセンブルグとトロツ

最終的な蜂起の局面で革命的組織の中枢を構

キーの立場に反駁する。ロシアにおける後進

成する。しかしロシア資本主義の後進的状況

的資本主義という脈絡のなかにおける革命闘

からして、民主主義的改革と革命的拒否のあ

争のあいまい性そのもの、これこそレーニン

いだでのあいまい性は不可避的であった

(104)

。

の頭にあるものである。レーニンによると、

これが革命的ソビエトの現実であった。

ローザの「拡大型」 モデルも トロツキー の

ネグリによると、ボリシェヴィキはソビエ

「中央集権型」モデルもいずれも、ソビエト

トの形成とは無縁であった(105)。労働者民主主

に自然発生性なるものが遂行できない諸機能

義と制度的民主主義が対抗する。レーニンが

を託することであり、または根本的な戦術的

提案した「革命的臨時政府」樹立の手段であ

誤りだということである。その点、党は全能

る革命委員会は、ソビエトとほとんど共通点

である。階級党は前衛の党であり、つねに前

をもっていなかった

(106)

。党とソビエトとの関

衛に位置する党である。すなわち「構成的権

係は依然として政治的あいまいさをのこした

力としての党」である(110)。ではソビエトの場

ままだった。

合はどうか。レーニンは党だけがその使い道

ではソビエトのレーニン的選択とは何であ

を決定することができるとする。ソビエトと

ったか。1905年直後の問題は、ソビエトと党

いう道具を党の戦略と戦術のなかに、いわば

との関係をはっきりさせることではなく、公

構成的権力の高次のレベルに移しかえるとい

然たる闘争を維持しながら、それを永続的に

うことである
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(111)

。

ソビエトが高等な国家形態とされる。なぜ
さて、1917年のレーニン主義的妥協につい

だろうか。帝国主義戦争は、一方で各国の階

て具 体 的 に立ち入って 語る ところ にきた。

級闘争を、他方でブルジョアジーの執行権力

1917年というこの時機に「レーニン主義的妥

の合理化と中央集権化の過程を、極端までお

協」が実現される。これは構成的権力という

しすすめた。だからレーニンは、1916年から

概念そのものなかにおけるソビエトと党の妥

マルクスとエンゲルスの国家に関する著作を

協であり、生きた労働というマルクス的概念

集中的に研究した。その結果、『国家と革命』

と大衆運動の至上の媒介者というレーニン主

にみるように、プロレタリア革命の任務を国

義的党 の概念とのあい まいな綜 合でもあっ

家の消滅のなかに見出したのである

(112)

た

。

(117)

。

ソビエトはパリ・コミューンの経験を引き

1917年春から1918年夏まで、ソビエトはい

継ぐ「高等な国家形態」をなすものである。

っさいの組織構成と無関係に存続した(113)。レ

したがって、ソビエトは単に国家のブルジョ

ーニンは、ここにおいて、自然発生性は革命

ア的機構の破壊ではなくて、同時に国家一般

政府の萌芽を体現するまでにいたっており、

の消滅の過程の最初の条件と最初の契機を体

しかも社会主義権力の構築への移行を可能に

現するものでもある(118)。

するほど意識化されてもいるとした(114)。しか

しかしながらネグリは、レーニンの理論的

し同時に、1917年におけるレーニンの立場と

分析の誤りをつぎのように指摘している。実

それ以前の立場とのあいだの矛盾も生じてく

際には、レーニンの理論的分析は資本の現実

る。

的な発展のレベルとロシアの労働者階級の政

『 4 月テーゼ』は、『遠方からの手紙』に含

治的形成のレベルをきわめて過大評価したも

まれていた内容を発展させながら、労働者代

のであった。したがって、1917年 7 月の危機

議員のソビエトのなかに「革命政府の唯一可

以降、レーニンは帝国主義戦争のなかに資本

能な形態」を認めている。1906年の公式に固

の内部改革の最後を見てとり、その先に、労

執することなく、1917年の 2 月革命を契機に、

働者階級とその前衛の再統合の道が開かれる

レーニンは党が確定すべき自然発生性と意識

だろうという理論的感動にひたっていた。け

性の正しい関係を、ソビエトの革命的機能の

れども、実際にはそれとはひどく異なった経

称揚を通して、さらにはそれを新型の国家づ

験、すなわち、資本がまだ抵抗と回復の余力

くりの基盤にするという理論的規定を通して、

を十分にそなえ、ロシアの中でも国際的にも、

表明する

(115)

。

この最初の労働者革命に対して反撃に打って
出る事態に直面して、立ちつくすことを余儀

権力の二重性とその革命的解決とは何か。
「二重権力」のとらえ方は一様ではない。し

なくされるのである(119)。構成的権力と構成さ
れた権力の矛盾は極度に深刻化していた。

かし 4 月危機の開始、ついでレーニンの帰還、

したがって、構成的権力は習得すべきもの

そして彼の「テーゼ」を中心として、闘争は

として眼前にある。現在の状況は、逆説的に

始まった。「二重権力」は制度化可能な法的関

も、「あらゆる政治革命はこの機械[資本の政

係ではなく、対立する階級間の単なる力関係

治的機構]を破壊するのではなくて、ただ改善

である。したがって、労働者的立場にたつと、

しただけである」というマルクスの主張の正

権力の二重性のあいまいさに立ち向かい、こ

しさを確証している。しかし、革命的過程が

れを解消しなくてはならない。こうして「ソ

停止しないためには、その過程を高度な政治

ビエト的」形態をとったプロレタリア独裁の

的・精神的状態に維持しつづけねばならない。

樹立を提起するにいたる

(116)

。

かくして、1918年以降、レーニンの活動は全
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面的にこの目的のためにむけられる(120)。運動

たらすだろう。なぜだろうか。それはまさし

はつねにみずからを乗り越えなければならない。

くレーニン型モデルのなかで想定されている

さて、第三インターナショナル内における

ような諸条件は存在しないからである。レー

レーニンの活動は、互いに独立したさまざま

ニン主義の党はこの欠如に対する貧弱な弥縫

な評議会主義の実験を統一的な政治的意図の

策にすぎない。レーニン主義的解決のなかに

なかに、現在の運動の諸条件をはるかに超え

おいては、その名にあたいする市民社会の不

る統一的な革命的緊張のなかに統合しようと

在は民主主義的なプロレタリア独裁を官僚主

するものであった

(121)

。ヨーロッパの社会民主

主義、いわゆる「二重権力｣論、さらにレーテ

義的な党独裁に時たたずして変えてしまうだ
ろう

(124)

。

に関するヒルファーディングやカウツキーの
提案、これらすべてにレーニンは、ノンと批
判し続けた(122)。

しかしローザ・ルクセンブルグはウェーバ
ーの分析に対して、構成的権力のレーニン主
義的実践に対する内的評価から出発して、批
判的見解を表明する。その批判とは、レーニ

３

社会主義と企業

ンが構成的過程の絶対的限界を見ることによ
って、受動性と妥協に譲歩したというのであ

ネグリは社会主義と企業の関係を問題にす

る。ローザによると、ひとえに大衆的民主主

る。彼によると、構成的権力と企業規則の関

義だけが構成的権力のあらゆる革命的構成要

係について、レーニンはマルクスの教訓を継

素を機能的に再構成し、新しい権力を民主主

承して、構成的権力を所有再建の能力として

義的なプロレタリア独裁に変えることができ

だけでなく、産業に具体的なかたちを与える

る。彼女はプロレタリア独裁と普通選挙の両

ものと見なしている。

立可能性を疑わない

近代資本主義企業の創造性は、構成的権力

(125)

。ローザ・ルクセンブ

ルグの批判的言説は続いた。

の要素をなす。構成的権力は企業規則の本質

1917年から1919年にかけてのローザの批判

的契機として再解釈される。1917年から19年

は、1905年のロシア革命の批判と通ずるもの

のレーニンにあっては、党の概念は前衛とし

である。ローザは組織化の要因としての大衆

ての機能から構成的権力を組織する媒介機能

の構成的権力を強調していた。ローザは1917

へと必然的に移行する。ここで新国家の構成

年以後も、ボルシェヴィキに対して構成的企

過程における大衆の生産的機能を称揚する西

図が民主主義的に全面的開花をするようにと

欧的ダイナミズムが構築される。しかし、な

りはからうようもとめる。しかし、そういっ

にゆえにこの傑作は破綻するのだろうか

(123)

。

たことは何ひとつ生じなかった(126)。

ネグリはこう述べてマックス・ウェーバーの
批判に論じ及ぶ。

ネグリは再び、構成的権力のレーニン主義

1905年から1917年にかけてマックス・ウェ

的概念の危機について論及する。レーニン主

ーバーは、ロシア革命を理解しようとして倦

義的構成的権力は、それを構成する諸要素の

むことなく努力する。彼は、ロシアの社会状

綜合が達成される時点で断裂し、それが確立

況を、資本主義の性急にして激烈な発展―

された直後に、おのおのの要素はそれ自体と

しかし、それに見合った政治的形態を見出し

して絶対的なものとなる。マキャヴェリ的要

えない ―の場として特徴づける。1905年の

素は独裁となり、時間的要素は「発展段階」

革命は擬似―構成的な結果をもたらしたが、

の理論となり、空間的要素は帝国主義的実践

1917年の革命は擬似―民主主義的な結果をも

となり、反―権力の要素は官僚主義ならびに
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同業組合的利益の擁護となる。こういったす

まったのである(132)。

べてを体現するのがスターリニズムである。

生きた労働の構成的性格は、社会主義のな

それは否定的弁証法ではなく復元的弁証法で

かでも資本主義のなかでも同様に企業規則の

ある。かくして、レーニン主義的な構成的権

基盤として認識されなければならない。ここ

力の概念は破局への道を走るところとなる。

から逆説が生じて、この同じ構成的権力が資

構成された権力の絶対化が生じる

(127)

。

本主義的、ワイマール的、ケインズ的、ポス

しかしながらネグリは、構成的権力の共産
主義的実践の不可避性を追求する。すなわち、

ト産業的な国家の現代的進化のなかで要請さ
れ継承されるという事態が生じるのである

こういったことはすべて必然的に生じたのか、

(133)

さらに言えば、レーニン主義的な綜合の不
(134)

不可避なものだったろうか。この問いに、ス

可逆性である

ターリニズムに与する者だけでなく資本主義

自由は解放となったのであり、解放は構成的

的発展の理論を奉じる者も[そうだと]肯定形

権力なのである。構成的権力は社会主義と手

で答える。これに対して、構成的権力の立場

をたずさえて、企業と近代的な生産性の概念

に立つ者はみな、この同じ問いに[そうではな

を新たな世界のラディカルな構成の計画その

いと]否定形で答えねばならないという (128)。

もののなかに吸収しながら再びみたび出現す

なぜなら、マルクスが構成的権力を誘導した

るのである(135)。

企業規則の場、レーニン的妥協が展開された

。マルクスとレーニン以後、

「社会主義と企業」について要約すると、

この同じ場において、重要なのは矛盾であり、

ネグリは以上のとおり書いている。こうして

構成的権力の否定的・「進歩的」な機能の活力

ネグリは、フランス革命とロシア革命という

だからである。マルクスによって発見された

重大事件において憲法構成権力がどんな問題

場は共産主義の場である。1917年から始まる

とかかわったのか。そしてルソー、シェイエ

ソビエトの構成的実験は国家社会主義に限定

ス、マルクス、レーニンといった知的巨人た

してとらえるべき問題ではなく、資本主義国

ちは、それらをどのように解決しようと苦闘

(129)

家の問題にもなるのである

。

したのか、その要点をネグリ独自の論理を展

こうして、結論あるいは再出発が語られる。

開して示したのである。

資本が徐々に回収していくものは、結局、

わたし自身は、ネグリによるロシア革命の

労働の組織化の必要性と生産の資本主義的目

論述について現在、まとまったコメントを示

標への参加という労働変数の制度化にほかな

す用意がない。そこで以下のとおり記述する

らない。ワイマールの立憲主義によって提起

にとどめる。ネグリが言及していない点をふ

された企業理論のなかに、この過程の最初の

たつだけ指摘しておきたい。

(130)

兆候を見出すことができる

。

一つ はロ シ アの 憲法 制定 議会 であ っ て、

1929年の大恐慌のあとの第 2 段階をケイン

1917年11月25日、10月革命後に開催されたロ

ズ的な計画化政策の勝利と結びつけて考える

シア最初の普通選挙による議会である。土地

ことができる。ポスト産業時代の実践の改良

の平等な分配を主張し伝統的に農民の支持を

主義的変更の歴史の流れのなかで、今日、わ

広 く 受 け て い た 社 会 革 命 党 (エ ス エ ル )が

れわれは労働者の参加の仕方の規模と調整に

39.6%、しかし兵士・都市労働者を基盤とし

かかわる第 3 の段階にいたっている(131)。ここ

たボリシェヴィキは24.0%だった。立憲民主

では、いわば資本主義的計画化の網目のなか

党(カデット)、メンシェヴィキ、左翼エスエ

に共産主義と力の要求が組み込まれるという

ルのほか、少数民族の政党その他が28.3%。

可能性を構成的権力がある意味で破壊してし

すでに「土地に関する布告」および「平和に
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。

関する布告」を出していたレーニン政権によ

法構成権力を重要な事件(event)として認識す

って1918年 1 月、この議会は閉鎖された。新

ること、これである

(138)

。

美教授によると、ロシア革命のアポリアは権

ここ「方法論探究」では、①でいう対照、

力と「資本と労働」の問題にあり、それが憲

ならびに②でいう対立に焦点をあててハート

法制定会議をめぐる闘いに鮮やかに浮かび上

の「解説」の要点を記述しておきたい。なお

がる。そこで、未完におわった2月革命から、

ここでいう「憲法構成権力」は、邦訳書では

臨時政府による憲法制定会議の準備を経て、

「構成的権力」となっている

(139)

。

上記「闘い」の諸相へと論じ及ぶ。憲法制定

ハートによれば、「憲法構成権力は社会的移

会議の閉鎖を含むこれらの歴史をボルシェヴ

行の民主的な勢力の名称であって、それは人

ィキと左派エスエルの立場を支持する観点で

類が自分たち自身の歴史を作る手段である。」

解読している。以上、憲法制定権力という概

こう述べてハートは、言っている。レーニン

念は使われていないものの、現存史料を読み

のソビエトの観念は、すべて現存する秩序に

といた本格的な憲法制定会議論である。なお

対し反抗しかつこれを打倒するばかりか、同

「1918年憲法」制定史の研究につなげたいと

時に下から新しい民主的な社会組織の形態を

述べている点に注目した(136)。

創造する権力によって生命を吹き込まれてい

もうひとつは「ロシア革命」研究について、

る。これとは対照的に、「構成された権力は、

サ ル ト ル な ど に は 言 及 す る が E.H.カ ー

固定された秩序および社会構造の安定性を意

（E.H.Carr1892-1982）の業績についてネグリ

味する。歴史は構成された権力によって閉じ

は一言もふれていないことである。カーはケ

られる」。

ンブリッジ大学トリニティ・カレッジの研究

ハートは続けて述べている。政治と歴史の

員として学究生活に入った後は、もっぱらロ

「支配的伝統は、憲法構成権力を例外と考え、

シア革命史の研究(全14巻)をライフワークと

構成された権力を標準的な状態だと考える。」

した

(137)

。それ以前の彼のいわゆる親ソ的な言

例えばフランスでのアンシャン・レジームや

説の評価をふくめて、その全体像をえがき核

ロシアでのツァーリズムの打倒直後の年月。

心をつかむことは、わたしの今後の課題であ

この革命の時期に「制憲集会はいずれも結果

る。

として解散されなければならず、社会的実験
の過程はいずれも、新しい憲法秩序のなかに
封鎖されざるを得ず、革命はいずれも、社会
的無秩序とカオスの脅威を撃退するために、
テルミドールの反革命に道を譲らざるをえな

第３章 方法論探究

い。」
ネグリはこの伝統的な思考図式を転倒して

１

主張する。ハートは、言っている。憲法構成

憲法構成権力

権力は次の意味で始原的なものだ、すなわち
それは社会的創造性、政治的革新、および歴

憲法構成権力を理解するための鍵概念は、

史的な運動の遺伝子の位置をしめている。憲

何だろうか。ミカエル・ハートは、 3 つの鍵

法構成権力は空虚である。それはひたすら憲

概念を提示した。すなわち、①憲法構成権力

法構成力に立ち戻り、これを包含し、かつこ

power)を構成された権力(consti-

れを取り戻す。さらに、憲法構成権力は例外

tuted power)と対照すること、②憲法構成権力

ではない。それは劇的な革命活動の情景のな

の概念を主権に対立させること、そして③憲

かで最も眼に見えるかもしれず、しかもそれ

(constituent
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は決して消えうせない。憲法構成権力は、憲

質的な判断基準を認 識するこ とは難しく な

法が構成した秩序の中で、しかもこれに対し

い」と、ハートは明言している。主権が憲法

て生じる抵抗と組織の、反乱と政治革新の不

に対して独裁権力を行使する自由は、マルチ

断の活動に生命をあたえる。しかる後に憲法

チュードが支配秩序からの排除及びその内部

構成権力はそれぞれの革命過程で力を使い果

での搾取に対して対抗する自由とは、ほとん

たしあるいは消滅するけれども、しかし実は

どまったく類似していない。上から憲法に対

それは、新たな支配秩序の立憲主義によって、

して課される“例外”は、別の言葉で言えば、

もっぱら一時的に封鎖されかつ神秘化される

下から出現する“例外”とは同類ではない。

だけである。ネグリの理解によれば、憲法構

この分岐は、すくなくとも部分的には、つぎ

成権力は永続革命の過程である。

の事実による。すなわち、憲法構成権力は、

ハートによると、ネグリの倒置法の精髄を

ネグリによると、民主的過程であって、それ

なすひとつの要素は、つぎのとおりという。

は社会的平等の機構構築をたえず求めるのに

すなわち、憲法構成権力はただ単に無秩序を

対して、主権が基本的に君主制的な性格を有

引き起こすのではないこと、またそれは実存

するのと対照的である。

する社会秩序をひっくり返そうとするけれど

主権と憲法構成権力が、いずれも構成され

も、しかし同時に社会組織の新しい形態をつ

た憲法権力に対立するという照応性を持つこ

くりだすということ、こうしたネグリの正当

とに照明をあてるアガンベンAgambenの狙い

な要求である。こうしたわけで、憲法構成権

は、こうだ。すなわち、憲法構成権力の要請

力は憲法を名詞ではなく動詞として、(いって

を革命的で民主的な潜在力に最初から貶めよ

みれば)作成したあと変更できない制度ではな

うということではなく、むしろこれら[二つの

く、決して終わることのない開かれた手続き

概念]の価値評価の判断基準を高めようという

として、理解することを要請している。

要求であった。彼は書いている、「ネグリの書
物の力強さは、それとは反対に、憲法構成権

つぎに「憲法構成権力の概念を理解する第

力は、究極の根源性において把握される場合

2 の鍵概念は、この概念を主権と対立させる

には、厳密な政治概念であることをやめて、

ことを要求する。」こう述べて、ハートは続け

したがって必然的に自分自身を存在論のカテ

る。すなわち主権は時として憲法構成権力と

ゴリーとして表現するという、終局的な思考

重なるが、しかし決してそれと同一ではない。

図式にある」。憲法構成権力が構成された憲法

主権は、憲法の内側か外側かという位置によ

権力および主権の両者と区別して、自分自身

って即座に定義される。主権の権力は一般的

を表現するためには、他に採りうべき政治的

に、社会秩序の正常な管理のなかにおいて構

存在論を実現しなければならない。

成された憲法権力およびその法的構造と合致

「まさしく、ネグリの書物の有力な脇筋の

するけれども、しかし例外状態や緊急事態で

一つは、憲法構成の存在論を構築しており、

は分岐して、その結果主権が支配する。ハー

そこでは社会的存在の憲法は決して固定され

トによると、「主権の権力が構成された憲法権

たものでなく、または介入を許さないもので

力にたいして逆行するような、そういった時

はない。」ハートによれば、そうではなくて、

には、主権は憲法構成権力の原初的な性質を

「存在を構成することは、社会的かつ政治的

身につけるのであって、とりわけそれは構成

な行為によって作られる永遠の過程だと理解

された憲法権力に反する“自由な実践”だと

されている。言い換えれば、憲法構成権力の

定義されるようなものだ。」

諸過程は、過去の闘争の蓄積あるいは沈殿の

「主権と憲法構成権力の両者を区別する本

過程を通じて、われわれは何者であり、われ
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われは何を為しかつ考えることができるのか、

わち、主権が新たな形態をとるようになった

ということを創造するのだ。」したがって「憲

ということ、しかも、この新たな形態は、単

法構成権力に関するこの存在論的な観念は、

一の支配論理のもとに統合された一連の国家

自分たちが選んだのではない環境のもとでは

的(ナショナル)かつ超国家的(スプラナショナ

あるけれども、人類は自分たち自身の歴史を

ル)な組織体からなるということ、これである。

つくることができるという考えの展開だと考

この新しいグローバルな主権形態こそ、私た

えられるかもしれない。われわれの存在は行

ちが 〈帝 国〉 と呼ぶものに ほかな ら な い。

為によって作られている―われわれが行為

〔…〕帝国主義とは対照的に、〈帝国〉は権力

してきたことだけでなく、われわれが為しう

の領土上の中心を打ち立てることもなければ、

ることによって作られるのだ。ひとは言うか

固定した境界や障壁にも依拠しない。〈帝国〉

もしれない、人間性なるものそれ自体が社会

とは、脱中心的で脱領土的な支配装置なので

的かつ政治的な行為を通じて、恒常的に作ら

あり、これは、そのたえず拡大しつづける開

れかつ作り変えられると。ハートが思うに、

かれた境界の内部に、グローバルな領域全体

「アガンベンAgambenは基本的に正しい、す

を漸進的に組み込んでいくのである。〔…〕じ

なわち憲法構成権力とその潜在力は、主権と

っさいいかなる国民国家も、今日、帝国主義

の対比で言えば、他に採りうべき存在論的基

的プロジェクトの中心を形成することはでき

礎に究極において依拠している。」

ないのであって、合衆国もまた中心とはなり
えないのだ。帝国主義の時代は終わっ
た。(143)」

２

主権

ところで<帝国>の第 1 章は邦訳書によると
「現在性の政治的構成」である。その内容は

今日、主権の新たな形態が学術上も問題に
なっている

(140)

。ただし近代日本の主権論争に

たちいることは差し控える(141)。

3 つの柱からなり、世界秩序、生政治的生産、
および<帝国>内部のオルタナティヴである。
第 1 章の原語はThe Political Constitution of the

ネグリは、憲法構成権力と主権を単に対立

Presentである。してみれば、政治哲学の発想

させただけでなく、憲法構成権力の敵を見定

からすれば「現在の政治憲法」といった訳語

めるために<帝国>を書いて、その敵とはアメ

も選択肢のひとつとして残る可能性がある。

リカ帝国主義や列強の帝国主義でなく、<帝国

「政治憲法」あるいは「政治的憲法」という

>の主権であるということを宣明した (142)。ち

概念は、基本法あるいは法的憲法との対比を

なみにジャック・デリダを含む、1980年代ま

ふくめて、この欧米の政治と憲法の思想史の

でのポスト・モダニズム論者たちは、解体す

なかで両義性を有し、またあいまいさを残し

べき敵を見誤ったのだとネグリは言うのだ。

てきた。

そこで、敵を見定めるという文脈において主

このことに留意しながら『〈帝国>』第 2 章

権を20世紀終末時点での新たな形態に焦点を

に進むと、その訳語は「主権の移行」(Pas-

しぼって把握することから始めたい。

sages of Sovereignty)である。この全体を繋ぎ

「グローバル化による国民国家の衰退と、

あわせている赤い糸は、主権という概念の系

生政治的な社会的現実の中から立ち現れてき

譜学である。この系譜学は、まず「二つのヨ

た世界秩序＝<帝国>とは何か？」(邦訳書の帯

ーロッパ、二つの近代性」という基本枠組み

の言葉)。ネグリとハートは、以下のように答

を据えたうえで、「国民国家の主権」と「植民

えている。

地的主権の弁証法」と題する 2 本の柱を立て

「私たちの基本的な前提はこうなる。すな

る。そして「移行の兆候」という媒介を経て、

- 82 -

次の 2 つの節にすすむ。すなわち「ネットワ

フランス革命とロシア革命について、ネグ
(149)

ーク的権力：合衆国の主権と新しい<帝国>」

リとハートは、共著『マルチチュード

ならびに<帝国>の主権である。この後に置か

なかで、こう言っている。「近代における伝統

』の

れているのが、ほかでもない「対抗―<帝国

的な蜂起の概念は、おもにパリ・コミューン

>」なのである。では主権という概念の系譜学

から10月革命にいたるまでのさまざまなエピ

の骨子をどう読むか。

ソードによって規定されたものだが、その特

まず「二つのヨーロッパ、二つの近代性」。

徴は大衆による蜂起活動から政治的前衛の創

ここで 2 つの様式という基本的な思考枠組み

出へ、内戦から革命政府の樹立へ、対抗権力

がしめされている。第一の様式である近代的

組織の構築から国家権力の獲得へ、憲法制定

主権は、ヨーロッパの境界の内部と外部の双

プロセスの開始からプロレタリアート独裁政

方においてヨーロッパが実践した反動と支配

権の樹立へ、という動きにある。」そして続け

という概念として、現出した (144)。しかも近代

て、こういっている。「だが今日、こうした革

的主権理論の基底には、資本主義の発達と、

命活動の蜂起はまったく現実離れしたものに

社会的再生産の諸価値の土台として市場を肯

なってしまった」と同時に、「抵抗、脱出(エ

定する超越論的装置が存在した (145)。「国民国

クソダス)、敵の権力の空洞化、そしてマルチ

家の主権」と「植民地的主権の弁証法」と題

チュードによる新しい社会の建設 ―これら

する 2 本の柱は、この様式の内容を展開して

は同じひとつのプロ セスにほ かならない の

いる。さらに、「ネットワーク的権力：合衆国

だ(150)。」

の主権と新しい<帝国>」ならびに「<帝国>の

今日という時点についていえば、「サパティ

主権」が、現在の新しい主権の形態を政治哲

スタ運動から反グロ ーバリゼ ーション運 動

学のレベルで記述している。

へ」、さらに「合法性を越えるネットワーク型

近代性の第二の様式は、「対抗―<帝国>」に

運動」というテーゼがある

(151)

。では、「どの

いたる思想と歴史として論じられている。ヨ

ような戦略をとるべきか」。ここで正統化の問

ーロッパで1200年から1600年にかけて起きた

題に立ち返らなければならない。「レーニン式

近代性は、科学の実験的観念と歴史と都市に

の革命的意思決定方式を構成するあらゆる空

関する構成的着想をもち、かつ知識と行動か

間的・時間的・政治的要素はことごとく揺ら

らなる内在的な領域として存在を措定した

(146)

。

ぎ、それに対応する戦略はまったく使い物に

近代的主権に対抗する意志が対抗的潜在力の

ならなくなった。」しかしながら、「<帝国>が

源泉であった。今日マルチチュードの、この

その正統化のために戦争という手段に訴えよ

対抗的であることは全般化しており、それは<

うとするとき、マルチチュードはその政治的

帝国>の主権を敵として認識し、その権力を攪

基盤として民主主義に訴える。(152)」こうして

乱するための適切な手段を発見しなければな

「マルチチュードの民主主義：政治的な愛に

らないのだ(147)。

むけて」の道が語られる(153)。そして、新しい

ネグリとハートの共著『〈帝国>』は、以上
のとおり記述したあと、「対抗―<帝国>」とい

民主主義の科学のなかで「マディソンとレー
ニンの出会い」があるというのである(154)。

う集団的実践の指標として、「生産の移行」お

方法論探究の歩みは、今回ここまでである。

よび「<帝国>の衰退と没落」に論じ及ぶので
ある。ちなみに、本書<帝国>にはすでに多数

* 脱稿直前に大内要三氏に読んでもらい貴重な助言

の紹介や書評があるが、わたしが注目した書

をいただいた。ここに記して謝意を表する。

評のいくつかを注記しておこう

(148)

。
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p.322.

巻598頁。
(53) 「フランスの内乱」ドイツ語版全集第17巻320

(70)『構成的権力』332頁。Le pouvoir constituant,
p.325.

頁､323頁。
(54) マルクスの書簡（Bolteあて、1871年11月29日

(71)『構成的権力』338頁。Le pouvoir constituant,

付け）Marx-Engels, Correspondance, t.XI, Éditions
Sociales, 1985, p.360-361. 全集第33巻266頁。

p.328-329.
(72)『構成的権力』339頁。Le pouvoir constituant,

(55)『構成的権力』317頁。Le pouvoir constituant,
p.306-307.

p.329.
(73)

(56)『構成的権力』318頁。Le pouvoir constituant,

近代史家リュシアン・フェーヴルと中世史家

マルク・ブロックが1929年に創刊した雑誌『社

p.307-308.

会経済史年報』の提唱に賛同した人々の新しい

(57)『構成的権力』320頁。Le pouvoir constituant,

歴史学派。素朴実証主義的な史料解釈に対して、

p.308-309.

社会学、人類学、心理学、地理学などの関連学

(58)『構成的権力』320頁。Le pouvoir constituant,

問の発想や手法に学び応用することを重んじた。

p.309.

例えば、ダニエル・モルネ 著『フランス革命の

(59) Edmand Burke, Reflections on the Revolution in

知的起源』(坂田太郎,山田九朗 監訳、上 下)

France (1790), edited by J.C.D. Clark.Stanford,

(勁草書房, 1969-1971)。Mornet, Daniel, Les

Calif. : Stanford University Press, 2001.『フランス

origines intellectuelles de la Révolution française,

革命についての省察. 上 下（中野好之訳、岩波

(1715-1787) (Paris : A. Colin, 1933), およびシャル

書店、2000）.

チエ著『フランス革命の文化的起源』(松浦義弘

(60)『構成的権力』321頁。Le pouvoir constituant,

訳, 岩波書店, 1994）などがある。Roger Chartier,

p.310.

Les origines culturelles de la Révolution française

(61)『構成的権力』322頁。Le pouvoir constituant,
p.312.

(Paris : Seuil, 1990).
(74)

(62)『構成的権力』323頁。Le pouvoir constituant,

国際民主法律家協会のパリ国際会議に出席し

p.312-313.

て」季刊科学と思想、新日本出版社［編］（1989

(63)『構成的権力』324頁。Le pouvoir constituant,
p.314.

年10月）74巻476～492頁。
(75)『構成的権力』341頁。Le pouvoir constituant,

(64) C.B.Macpherson, Burke (Oxford： Oxford Uni-

p.331.

versity Press, 1980).

(76)『構成的権力』342頁。Le pouvoir constituant,

(65)『 構 成 的 権 力 』 326-327頁 。 Le pouvoir
constituant, p.316.

p.332.
(77)『構成的権力』342頁。Le pouvoir constituant,

(66) これはマイネッケFriedrich Meineckeが『歴史
主義の成立』Die Entstehung

浦田賢治「フランス人権宣言200周年と現代--

des

p.332.

Historismus,

(78)『構成的権力』343頁。Le pouvoir constituant,

Leibniz-Verl.; Auflage: 2. Aufl. (1946)、菊盛英夫

p.333. 日本マルクス主義法学の業績として、藤

訳『歴史主義の成立』上下、(菊間書房、1968)

田勇教授の著書･論文を参照。例えば『法と経済

で示した有名なテーゼである。

の一般理論』(日本評論社, 1974)。

(67)『構成的権力』328頁。Le pouvoir constituant,

(79)『構成的権力』343頁。Le pouvoir constituant,

p.318.

p.333.

(68)『構成的権力』329頁。Le pouvoir constituant,

(80) Le Capital, liv.I, section VII, chap.24,p.803 以下。

p.318-319.

『構成的権力』042頁。Le pouvoir constituant,
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p.333 note 1.

p.351-352.

(81) Ibid., p.815. 『構成的権力』043頁。Le pouvoir

(97)『構成的権力』363頁。Le pouvoir constituant,

constituant, p.334, note 1.

p.352-353.

(82) Le Capital, liv.III, V, chap. 22 et 23. 『構成的権

(98) V.I. Lenine, Le developpement du capitalisme en

力』043頁。Le pouvoir constituant, p.335, note 4.

Russie [レーニン『ロシアにおける資本主義の発

(83) Le Capital, liv.I, chap.22,p.654. 『構成的権力』

展』] Préface à la seconde édition, Œuvres, vol. 3,

043頁。Le pouvoir constituant, p.338 note 1.

p. 10-14. 大月書店版『レーニン全集』3巻『構成

(84) Le Capital, liv.I, chap.14, p.569以下。『構成的権

的権力』044頁。Le pouvoir constituant, p.355,

力』043頁。Le pouvoir constituant, p.338, note 3.
(85)『構成的権力』351頁。Le pouvoir constituant,

note 1.
(99)『構成的権力』367頁。Le pouvoir constituant,

p.341.

p.357.

(86)『構成的権力』351頁。Le pouvoir constituant,

(100) V.I. Lénine, La révolution prolétarienne et le

p.341.

renégat Kautsky[『プロレタリア革命と背教者カ

(87)『構成的権力』352頁。Le pouvoir constituant,

ウツキー』], 1918, p.240以下 大月書店版『レ

p.342-343.

ーニン全集』28巻。

(88) Le Capital, liv.I, chap.8 et 13. 『構成的権力』

(101)『構成的権力』368頁。Le pouvoir constituant,

043頁。Le pouvoir constituant, p.345, note 1.

p.357-358.

(89)『構成的権力』354頁。Le pouvoir constituant,

(102)『構成的権力』368頁。Le pouvoir constituant,

p.344.

p.358.

(90)『構成的権力』355頁。Le pouvoir constituant,

(103)「ソビエト」についてのもっともくわしい最

p.345.

近の研究は以下のものである。Oskar Anweiler,

(91) Trad. franç., Manuscrit de 1857-1858≪Grundrisse

Die Ratebewegung in Russland 1905-1931, in

≫, ouvrage publié sous la responsabilité de

Studien zur geschite Osteuropas, vol.V, E.J. Brill,

Jean-Pierre Lefebvre, Éditions Sociales,1980,t.II,

1958

p.167-168. 『構成的権力』043頁。Le pouvoir
constituant, p.346, note 2.

[Trad.

franç.,

Les

Soviets

en

Russie

(1905-1921), Gallimard, 1972].
(104)『構成的権力』370頁。Le pouvoir constituant,

(92) Le 18 Brumaire de Louis Bonaparte, Chap. VII,
Éditions Sociales, 1963, p.103.[ルイ・ボナパルト

p.359-360.
(105)『構成的権力』373頁。Le pouvoir constituant,
p.362.

のブリュメール十八日]. 大月書店版『マルク
ス・エンゲルス全集』 8 巻『構成的権力』044頁。

(106)『構成的権力』373頁。Le pouvoir constituant,

Le pouvoir constituant, p.349, note 1.

p.362.

(93)『ドイツ・イデオロギー』を参照のこと。廣松

(107) Vladimir Ilyich Lenin Lenin, Sämtliche Werke

渉編訳、(岩波文庫2002)。『構成的権力』044頁。

[『レーニン全集』], Moskau : Fremdsprachige

Le pouvoir constituant, p.349, note 2.

Literatur, <1940-1941 >, Ins deutsche übertragen

(94)『構成的権力』360頁。Le pouvoir constituant,

nach

p.349.

der

3.

russischen

Ausg.

des

Marx-Engels-Lenin-Instituts, vol.VIII, p.248,572.

(95) See E.P. Thompson, The Making of the English

(108)『 構 成 的 権 力 』 379-380頁 。 Le pouvoir

Working Class, London : V. Gollancz, 1963. 『イ
ングランド労働者階級の形成』（市橋秀夫,芳賀

constituant, p.369.
(109)『 構 成 的 権 力 』 380-383頁 。 Le pouvoir
constituant, p.369-372.

健一訳、青弓社, 2003).
(96)『構成的権力』362頁。Le pouvoir constituant,

(110)『構成的権力』383頁。Le pouvoir constituant,
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p.372.

(126)『構成的権力』402頁。Le pouvoir constituant,

(111)『構成的権力』384頁。Le pouvoir constituant,
p.372.

p.390-391.
(127)『構成的権力』405頁。Le pouvoir constituant,

(112)『構成的権力』384頁。Le pouvoir constituant,
p.372-373.

p.393-394.
(128)『構成的権力』405頁。Le pouvoir constituant,

(113) V.I. Lenine, La révolution prolétarienne et le
renégat Kautsky, p.281.

p.394.
(129)『構成的権力』406頁。Le pouvoir constituant,

(114)『構成的権力』385頁。Le pouvoir constituant,
p.374.

p.394-395.
(130) この点については、次の書物に興味深い指摘

(115)『構成的権力』386頁。Le pouvoir constituant,

が見られる。Hans Jürgen Krahl, Konstitution und

p.375.

Klassenkampf ： Zur histor. Dialektik v. bürgerl.

(116) この時期における農村の闘争のためのレーニ

Emanzipation u. proletar. Revolution. Schriften.

ンの指示は、つぎの文献のなかで見出すことが

Reden u. Entwurfe aus d. Jahren 1966-1970, Frank-

で き る 。 Œuvres,

furt ： Verl. Neue Kritik, 1966-1970. 『構成的権

vol.24:

Les

tâches

du

prolétariat,p.63以下。

力』048頁。Le pouvoir constituant, p.394, note 2.

(117)『構成的権力』391頁。Le pouvoir constituant,

(131)『構成的権力』407頁。Le pouvoir constituant,

p.379.

p.396.

(118)『構成的権力』392頁。Le pouvoir constituant,

(132)『構成的権力』408頁。Le pouvoir constituant,

p.381.

p.396-397.

(119)『構成的権力』393頁。Le pouvoir constituant,

(133)『構成的権力』408頁。Le pouvoir constituant,

p.382-383.

p.396-397.

(120) V.I. Lénine, Les tâches immédiates du pouvoir

(134)『構成的権力』408頁。Le pouvoir constituant,

des Soviets,≪Le développement du l'organisation
soviétiquie≫. 『構成的権力』047頁。Le pouvoir

p.397.
(135)『構成的権力』409頁。Le pouvoir constituant,

constituant, p.384, note 1.

p.397.総じてロシア革命と法・法理論について参

(121) V.I. Lénine, L'internationale communiste [『共

照。藤田勇著『ソビエト法理論史研究1917-1938

産主義インターナショナル(第一回大会)』],

： ロシア革命とマルクス主義法学方法論(岩波

Rome Éditions Rinascita, 1950, p.42-43, p.51以下

書店, 1968), 同じく藤田勇著『ソビエト法史研

p.61-63など。

究』(東京大学出版会, 1982)。

(122) V.I. Lénine, L'internationale communiste, cité,

(136) 新美治一 著『全ロシア憲法制定会議論』(法

p.53-60.

律文化社, 2011)。

(123)『構成的権力』398頁。Le pouvoir constituant,

(137) E.H.Carr, A History of Soviet Russia, London：

p.386-387.

Macmillan, 1950-1978. Collection of 14 volumes：

(124) Max Weber, The Russian revolutions; translated

The Bolshevik Revolution (3 volumes), The Interreg-

and edited by Gordon C. Wells and Peter Baehr.

num (1 volume), Socialism in One Country (5 vol-

(Cambridge : Polity Press, 1995). 雀部幸隆ほか隆

umes), and The Foundations of a Planned Economy

他訳『ロシア革命論』ⅠⅡ、(名古屋大学出版会

(5 volumes). E.H.カー『ボリシェヴィキ革命 ：

1997,1998)。『 構 成 的 権 力 』 399-400頁 。 Le

ソヴェト・ロシア史』 第 1 ･ 2 ･ 3 巻、(みすず

pouvoir constituant, p.387-388.

書房, 1967-1971)。

(125)『 構 成 的 権 力 』 400-401頁 。 Le pouvoir
constituant, p.389-390.

(138) Insurgencies : p. vi-xiii.
(139) 芦部信喜著『憲法制定権力』(東京大学出版
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会, 1983)は西欧近代立憲主義の枠をまもる立場

冷戦後の世界に米合衆国憲法の共和主義が拡大

から為された業績であって、日本の憲法制定権

することを肯定的に記述するものとして評価し

力論の代表作とされている。この説については

ている。これとは対照的に、Tom Lewis, “Empire

杉原泰雄、樋口陽一など諸教授のコメントがあ

strikes out”, (International Socialist Review, July-

る。わたしはこの説に対する影山日出弥教授の

August 2002), Pietro Di Nard, “The Empire does

つぎの批判に注目した。この説は「近代ブルジ

not exist” (MarxistDotCom,15 January 2003), Samir

ョア民主主義憲法の射程内で確認できる特定の、

Amin, “Empire and Multitude”, (Monthly Review,

特殊化された憲法意識の諸形態」にすぎず、そ

October 01, 2005) は、それぞれマルクス主義や

れを「社会における歴史的主体にア・プリオリ

帝国主義論の伝統を守るためもろもろの理由を

に押し付けることはできない」（『憲法の基礎理

あげて批判的あるいは否定的な批評をしている。

論』（勁草書房, 1975）、96-97頁。

なお、Le Nouvel Observateur, New York Times,

(140) 戦後日本の憲法学者では杉原泰雄教授の業績

the London Review of Books, Timeなどでの批評

がある。『国民主権の研究：フランス革命におけ

をふくめて多数にのぼる書評があり、そのリス

る国民主権の成立と構造』(岩波書店 1971)、

トがある。さしあたり参照：Wikipedia: Empire。

『人民主権の史的展開：民衆の権力原理の成立

また主権と憲法構成権力について、“Reclaiming

と展開』(岩波書店 1978)、『国民主権の史的展

Sovereignty: Constituted and Constituent Power in

開：人民主権との対抗のなかで』(岩波書店

Political Theory, by Christian Pfenninger”, (E- international relations, January 12 2015)がある。

1985)など。学術論文も多数にのぼる。国際法学
者の業績も多々あるが、特記することを控えた

(149) アントニオ・ネグリ、マイケル・ハート共著

い。また、辻村みよ子『フランス革命の憲法原

『マルチチュード(上)：<帝国>時代の戦争と民

理：近代憲法とジャコバン主義』（日本評論社、

主主義』水嶋一憲・市田良彦監修、NHKブック

1989）がある。なお同論文「フランス憲法史と

ス、2005. 129-130頁。Hardt & Negri, Multitude:

日本」は、日本憲法学界の視点からフランス革

War and Democracy in the age of empire, Penguin

命200年の「読み直し」をしている。辻村みよ

Books, 2005.p.69. [hereafter: Multitude]. Multitude

子・長谷部恭男・石川健治・愛敬浩二編『
「国家

の概念については、前掲のSamir Amin による批

と法」の主要問題』(日本評論社、2018)37-50頁。

判のほか、Marcella Bencivenni, “The New World

また金澤孝「アメリカ憲法理論の近年の動向」

Order and the Possibility of Change: A Critical

比較法学

Analysis of Hardt and Negri's Multitude,” Socialism

(早 稲 田 大 学 )46(3), 159-188,

and Democracy 40, Vol. 20, n.1 (March 2006),

2013-03-01もある。

p.23-43もある。

(141) 日本近代史上の主権論争があるが、割愛する。
(142)『 <帝 国 >』 (邦 訳 ・ 以 文 社 、 2003)。 Michel
Hardt

and

Antonio

Negri,

Empire,(Harvard

University Press, 2000).[hereafter Empire]

(150) 前掲書130頁。Multitude, p.69.
(151) 前掲書 152-158頁。Multitude, p.85-89.
(152) 前掲書 158-161頁。Multitude, p.90-91.

(143)『<帝国>』4-6頁。Empire, p. xii-xiv.

(153) 前掲書(下) 219頁以下。Multitude, p.328 ff.

(144)『<帝国>』101頁。Empire, p.70.

(154) 前掲書(下) 249-264頁。Multitude, p.348-358.

(145)『<帝国>』120-121頁。Empire, p. 85-86.
(146)『<帝国>』101頁。Empire, p. 70.

（うらた

(147)『<帝国>』278頁。Empire, p. 211-212.

けんじ

早稲田大学名誉教授・

政治経済研究所監事）

(148) Gopal Balakrishnan,“Hardt and Negri's Empire”,
(New Left Review 5, September-October 2000).これ
はEmpire発行直後に書かれた学術的な書評で、
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■論文■

新帝国主義による空手形の輸出
─ 中国における帝国主義論の復活 ─

余 斌
李 暁 魁 （日本語訳）
《要旨》 新帝国主義は帝国主義の最終形態である。レーニンが挙げた旧帝国主義の主な経済的特徴は弱体
化するどころか、むしろ強化されている。ドル覇権に基づくドルと米国債という「空手形」の輸出
は旧帝国主義と異なる新帝国主義の最大の特徴である。空手形の輸出というのはFRB（アメリカ連
邦準備制度理事会）とアメリカ金融寡頭制による債務輸出のことである。それは金融寡頭制が紙幣
の発行をコントロールしているというだけの問題ではなく、世界帝国の形成にも及ぶ問題である。
また、領土分割を含む勢力範囲の再分割にまで及ぶ問題でもある。新帝国主義における空手形の輸
出は旧帝国主義における資本輸出よりも帝国としての特徴を強く表している。債権国として他国を
奪うことが旧帝国主義だとすれば、新帝国主義とは債権国と債務国の双方として他国を奪うことで
ある。新帝国主義におけるユーロ圏の誕生は、勢力分布をめぐる競争に新たな火種を撒くこととな
った。それは、経済的領土をめぐる再分割競争と呼んでもいいだろう。新帝国主義間の空手形をめ
ぐる争いは、世界経済の将来発展と国際安全情勢に大きな影を落としている。

はすでに一応整っており、その象徴としても

目 次
1、新帝国主義の経済的特徴について
2、新旧、両帝国主義の主な経済特徴の比較
3、空手形輸出の形成
4、空手形輸出の継続
5、新帝国主義の下での空手形輸出の争い

旧帝国主義とは異なる典型的な特質、すなわ
ち空手形の輸出という経済的特徴を示してい
たのである。

1916年の春、レーニンは『資本主義の最高
の段階としての帝国主義

(1)

』という小冊子を

1、新帝国主義の経済的特徴について

執筆した。その中でレーニンは「自由競争の
旧資本主義に典型的なのは商品の輸出だが、
独占としての新しい資本主義に典型的なのは
資本の輸出である」と述べている。そのとき

新帝国主義の経済的特徴について、国内外
の論述を挙げてみよう。

から、レーニンの帝国主義論は世界政治経済

伝統的な帝国主義と異なり、アメリカの新

情勢を理解するための主要な手段となった。

帝国主義は、資本輸出だけでなく、資本と関

それから約100年間、世界で最初の社会主義国

連する、または資本輸出に奉仕する資本主義

が誕生し、そして消滅した。帝国主義も変化

の生産様式および上部構造を輸出している。

を遂げた。21世紀のはじめ、イギリスの首相

呉茜はそう主張する。経済構造の面で、アメ

顧問のロバート・クーパー（Robert Cooper）

リカはハイテク産業と情報産業の発展に力を

は世界が「新帝国主義」の中にあると強く主

注ぎ、世界的なハイテク産業の主導権を奪っ

張した

(2)

。この主張に対してはもちろん賛否

て、アメリカ優位の新たなピラミッド型国際

両論が湧き起こったが、実体としては、1970

分業を構築し、世界の生産分野における支配

年代に帝国主義の最終形態である新帝国主義

権を確保している。多国籍企業のグローバル
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生産一体化ネットワークを利用して、世界的

変質したのである。しかも、ハイテクと結び

な経済資源と経済の命脈を独占している。貿

ついたことにより、さらにバブル経済を誘発

易自由化と資本自由化、金融業規制の一部撤

させ、アメリカをはじめとする現代資本主義

廃など、双方向の国際投資を促す措置を通じ

に新たな特徴をもたらし、新たな収益手段を

て、金融のグローバル化を推進したアメリカ

与えた

(4)

。

は、ドルの強い優位によって世界的な金融の

邢文増も以下のように考えている。武力干

流れをほぼコントロールすることに成功し、

渉を別にすれば、新帝国主義は伝統的な帝国

「概念上の資金流動」で他国の富を収奪する

主義にはない「通貨特権」という優位性を持

という目的を達成した。多国籍企業の投資拡

っている。伝統的な帝国主義の時代には、帝

大を通じて、徐々に対象国の経済の命脈を支

国主義諸国は主に物的商品の資源と市場を占

配し、また私有制を中核とする資本主義経済

有するために世界を支配した。しかも、そこ

の基礎とそれに対応した上部構造とを確立し

にあって各国の争奪戦の焦点も国際貿易の流

た

(3)

。

れの中にあった。しかし新帝国主義の時代に

楊承訓によれば、アメリカは金融資本と実

は、アメリカが第二 次世界大 戦で獲得し た

体経済との結びつきを変化させ、実体経済か

「世界通貨」の地位と20世紀末以来のユーロ

ら大きく離れた膨大な金融経済システムを作

地位の向上に伴って、「通貨特権」は先進国が

り出し、変容を遂げた。架空経済を主体とす

富を略奪する有効な手段として確立した。と

る経済バブルを肥大化させ、さらに全体的な

くに「通貨特権」と架空資本の結びつきが強

バブル 経済まで拡大を 遂げた。 これは金融

まり、それにより、アメリカは経常勘定のも

―架空資本とバブル経済 ―を利用して、

とでドルを輸出するだけでなく、資本勘定の

市場を支配し、世界を支配することで大金を

もとでも国外に大規模な架空資産を輸出でき

稼ぎ、最終的にはバブルが崩壊するという一

るようになった。金融資本の対外拡張のため

連のプロセスを作り上げたということである。

の道が切り開かれたのである。第二次世界大

ブレトンウッズ協定を締結して以来、世界各

戦以前には、金融資本は工業資本と融合し大

国はすべての貿易をドルで決済するようにな

規模な独占集団を作ることで独占利潤を獲得

った。これにより、ドルは多くの国で流通す

していた。ところが、戦後、とくに1980年代

るようになっただけでなく、蓄積手段として

以降、金融資本はますます工業資本から離れ

も使われるようになった。1970年代にドルが

て、資本流通を通じて利潤を得るようになっ

金との交換を停止した後、アメリカは貿易赤

た

(5)

。

字と財政赤字を補う手段として自由にドル紙

郎咸平によれば、「新帝国主義」の「新」の

幣を印刷したり、発行したりすることができ

定義は以下の点である。(1)今日、独占組織は

るようになった。言い換えると、アメリカは

最強の力を発揮しており、グローバルに展開

紙幣発行機をフル回転させ、世界各国、とく

した産業体制をコントロールすることで経済

に発展途上国の労働者の血と汗に換えて、こ

生活に決定的な影響力を与えているだけでな

の過剰な貨幣収入を新たな金融資本と軍事力

く、政治文化に対してもある程度の決定力を

に再転換し、世界の民衆をさらに圧迫・搾取

行使している。(2)今日、帝国主義の金融寡頭

してきたのである。20世紀後半、とくに80年

制はかつての伝統的 な銀行か ら、現代的 な

代以来、アメリカは独占資本主義の世界的超

「投資銀行」へとその姿を変えた。そして、

大国となった。つまり、実体経済は、金融と

さまざまな金融手段を通じて、産業資本と伝

工業との結合という形態から大きく乖離し、

統的な銀行資本を支配している。(3)現在は、

架空経済が実体経済を強く支配する形態へと

もはや単純な資本輸出の時代ではなく、資本
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自由化の時代である。資本が自由に移動する

を日に日に拡大させ、競争も日増しに激化さ

力は昔とは比較にならない。(4)国際独占組織

せる。激烈な国際競争の中で、多国籍企業は

は強固な同盟関係を結んでいる。つまり、産

合併・買収・協定を繰り返して強者連合を形

業体制の効率的な統合という形を通じて、あ

成し、超大型の多国籍企業集団が続々と世に

る業種またはある産業を確実にコントロール

送り出されている。こうして西欧諸国は覇権

している。(5)今日最大の帝国主義国はもはや

主義と強権政治を実行する強力な経済的後ろ

土地を分割することでは満足せず、資本を通

盾となる。そうして現在、アメリカに代表さ

じて世界市場の再分割をめざす

(6)

。

れる西側諸国は、経済的に世界を分割し、そ

楊聖明は以下のように指摘する。アメリカ

れと同時に、直接的な略奪に代わって、他国

は全世界でドル、国債、株式および大量の金

の市場を開放させるための強引な手段にも訴

融デリバティブといった架空ルートを開発し

えている

(10)

た。それによって、実体的なグローバル資源

。

イギリスの学者であるデヴィッド・ハーヴ
Harvey)は以下のように考える。

（自然資源、労働資源、資本資源）はとめど

ェイ(David

なくアメリカに流れ込んでいる。アメリカは

第二次世界大戦の経済的・軍事的な戦禍に見

通貨を生産し、それ以外の国々は商品を生産

舞われたイギリス、フランス、ドイツと異な

している

(7)

。

り、アメリカは1945年以降、生産、金融、軍

今日の財産権の独占は、資本所有権という

事のいずれにおいても、資本主義世界で支配

前提から大きく逸脱し、世界通貨発行権の独

的地位を確保することが可能だった。しかし、

占を通じて直接的に財産権をコントロールし

この状況は1970年前後から変化し始めた。ア

ている。劉仁営はそう考える。言い換えれば、

メリカはまず生産分野で西ドイツ、日本から

金融独占と金融略奪、とくに世界の通貨シス

追い上げられた。後者による製造業での市場

テムを通じて実現された通貨独占と通貨略奪

競争によりアメリカの生産分野での支配的地

は、いまや現代帝国主義の新しい形態という

位は失われた。これでアメリカは覇権の 1 つ

ことができる

(8)

。

の重要な柱を失った。生産分野での脅威に対

逯兆乾はこう考える。資本主義は500年以上

抗するために、アメリカは失いかけた覇権的

の発展を経て、すでに商品の競争、産業独占

地位を守るかのように自らの金融競争力を使

を経験し、今日では金融覇権の段階にまで発

って反撃を試みた。しかし、近年のアメリカ

展し、通貨をもって世界の経済を支配するに

の記録的な国債発行、巨額の貿易赤字、そし

至っている。それにより、経済メカニズムを

て頻繁な架空資本投資の失敗により、アメリ

通じて、密かに、また、常軌を逸した方法で、

カの金融分野での覇権的地位も揺らいできた。

より効果的に他国を収奪することが可能とな

アメリカがなぜイラク戦争へと乗り出したか

り、こうして資本主義は新型の帝国主義と新

といえば、ヨーロッパと日本、および東アジ

殖民地主義へと変貌を遂げた( 9 ) 。

アと東南アジア（い まはとく に中国を加 え

しかし、新帝国主義といえども伝統的な帝

る）は湾岸地域の石油に大きく依存しており、

国主義との間に本質的な差異はない。ただ表

その上、それらはすべてアメリカのグローバ

面的な現われ方に違いがあるにすぎず、より

ル生産と金融システムでの支配的地位に挑む

狡猾に人々を騙しているだけのことである。

可能性を秘めているからではないかとハーヴ

鄭文静はそう考える。まず、新帝国主義は、

ェイは考える。もしアメリカが競争相手に勝

資本輸出に励む一方、自らがコントロールす

ち、自身の支配的地位を守ろうとするなら、

るハイテク手段や知識の優位性を利用して覇

相手が依存する肝心の経済資源の価格、条件、

権主義を広める。次に、国際独占同盟の規模

分配などをコントロールするのが最善策であ
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る。1973年以降の強大な金融化の波はその投

る。レーニンがそう判断して以来、帝国主義

機性と略奪性において非常に目覚しいものが

は一貫して存在し、発展している。レーニン

あったとハーヴェイは指摘する。会社詐欺、

が挙げた旧帝国主義の主な経済的特徴は弱ま

信用取引と株式市場を支配することを通じて

るどころか、強まっているのである。

の財産剥奪（養老年金を激しく下落させて、

旧帝国主義は 5 つの基本的な特徴を持って

また株式市場と会社の倒産でそれを徹底的に

いるとレーニンは指摘している。(1)生産と資

破滅させた）はおろか、株の販売促進、ポン

本の集積が独占(体)をうみだすほどになって

ジ・スキーム（投資詐欺）、インフレによる資

いること、(2)銀行資本と産業資本の融合によ

産喪失、合併と買収を通じての資産剥離、債

り金融資本と金融寡頭制が成立していること、

務責任の引き上げなども、大衆、とくに先進

(3)商品の輸出にかわって資本輸出が重要な意

国の大衆を債務奴隷状態に追いやる。以上の

義を得ていること、(4)世界を分割する資本家

すべては現代資本主義の主な特徴だとハーヴ

の国際的独占体が形成され、世界の経済的分

ェイは考える。しかし、現代帝国主義のもう

割が実行されつつあること、(5)資本主義列強

1 つの特徴は、自国の資本過剰蓄積の危機を

による地球の領土的分割が完了していること。

解決すべく、国の支持の下で金融の力を通じ

次のような比較が可能だろう。(1)旧帝国主

て発展途上国を巻き込んでいくことである。

義のカルテルがすべての経済生活の基礎の 1

すなわち、それまで資本支配を拒否してきた

つであったとすれば、新帝国主義の、カルテ

分野で私有化、商品化、市場化を導入してい

ルよりもはるかに強力な独占的支配力をもっ

くことである。軍事介入は、帝国主義の頂点

た多国籍企業は、現在の経済生活にとって決

に位置しており、自由貿易と資本市場の開放

定的な作用を与えている。(2)新帝国主義の金

こそ、利益を得る主要な方式だとハーヴェイ

融寡頭制は銀行と産業だけでなく、通貨（紙

(11)

は指摘している

。

幣）の発行をも支配している。当時、多くの

フォスター(John Bellamy Foster)らは20世紀

利潤が、金融を操る「天才ども」によって奪

後期と21世紀の新しい帝国主義の特徴を以下

い取られたとすれば、今日、金融派生商品が

のようにまとめている。世界システムの上層

盛んに取引され、金融寡頭制の実力はさらに

部分は独占金融資本によって支配され、下層

強化され、ほとんどの利益はそういう「（ディ

部分は大量のグローバル労働予備軍の供給地

ーラーと呼ばれる……訳者加筆）天才ども」

となっている。この巨大な両極において、低

に奪い取られている。(3)新帝国主義における

賃金と搾取水準の高い労働者を資本主義的生

多国籍企業の資本輸出も同じく国際経済活動

産に合体させれば、南半球の国々から搾取し

の主な要素である。さらに重要なのは、現在

た「帝国主義レント」は増大する。そして、

の資本輸出が旧帝国主義時代の金や銀の形で

このことも北半球の国々の労働予備軍の規模

の資本輸出ではなくて、不換紙幣と国債とい

を拡大したり搾取水準を引き上げたりするう

う空手形での資本輸出であるということであ

えでの梃子となる

(12)

。

る。空手形の輸出はより重要な意義を持って
いる。(4)旧帝国主義時代の資本家の国際独占
体はすでに新帝国主義の時代における大企業、

2、新旧、両帝国主義の主な経済特徴
の比較

銀行、政府が結束した「コーポレートクラシ
ー」（John Perkins……訳者加筆(13)）へと成長
し、その上、グローバル帝国にまで進化して
いる。(5)社会主義革命と民族解放運動は資本

資本主義はすでに帝国主義段階に入ってい

主義大国による世界の領土分割を一度は押し
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とどめたが、その後の世界社会主義運動の衰

アメリカ政府と金融寡頭制はためらうことな

退に伴って、資本主義大国およびその集団は

くドル紙幣の無制限増刷に踏み切ったのであ

世界の領土分割に再度力を入れるようになっ

る。

た。しかも旧植民地主義のうえに新植民地主

「多量のドル紙幣がアメリカ市場に投入さ

義を重ね合わせ、領土を分割する新しい手法

れ、それに伴って、インフレの圧力は非常に

を開発した。

高まり、商品価格は上昇し、大量の輸入が利

総じて言えば、旧帝国主義と違って新帝国

益を見込んで行われた。そこで、過剰なドル

主義の最も重要な特徴は、ドル覇権としての

が比較的安い外国商品に換えられて国外に流

空手形の輸出である。それは金融寡頭制が紙

失して行った。国外にインフレを輸出すると

幣発行を支配しているだけではなく、グロー

同時に、アメリカの国際収支は当然のことな

バル帝国主義の形成にまで関係しているとい

がら多量の赤字を計上した。実際には、アメ

うことである。そして、領土の分割を含めた

リカの国際収支の赤字でドルの下落が引き起

勢力範囲の配分にまで及んでいるということ

こされたのではなく、ドルの過剰発行でアメ

である。つまり、上記 5 つの特徴のうちの 4

リカの国際収支の赤字とドル安が引き起こさ

つと関係する。

れたのである(14)。」
ドル安はブレトンウッズ体制を破壊し、ド
ルと金の兌換を外すことでドルは 1 枚の紙き
れ、空手形になった。 1 オンスの金に相当す

3、空手形輸出の形成

るドルの価格は35ドルから2011年には1,896.5
ドルにまで突き進んだ。それはドルの98％が
無価値にされたということである。

第二次世界大戦の終結前夜、英仏独などの

ドルの空手形という世界の民衆を略奪する

帝国主義が弱体化したことをきっかけに、ア

手段を守るために、アメリカ帝国主義は強制

メリカ帝国主義はブレトンウッズ体制を構築

的に石油輸出国機構に迫り、ドルだけで石油

した。ドル紙幣は金と交換可能とされ、他国

を決済させ、さらに、石油のドル価格を引き

の紙幣はドルと兌換可能とされ、したがって

上げ、それによって石油輸入国のドル＝空手

国際貿易決済でのドルの独占的地位が確立し

形への需要を増大させた。イラクのフセイン

た。それによって、ドルは世界通貨すなわち

政権はユーロで輸出石油を決済しようとした

金の通貨記号の地位を確保し、ドル紙幣とい

が、それを察知したアメリカ帝国主義は事実

う空手形の輸出の出発点になったのである。

を捏造して国連を回避し、横暴な戦争を起こ

当初アメリカ政府はドル紙幣に代表される

して、イラクを占領し、フセインを殺害した。

金の量を守る意志が固く、すなわち35ドルは

アメリカ帝国主義の覇権的行為は国際収支

金 1 オンスと交換可能であった。そのため、

の赤字という形で他国の商品と物資を無料で

利子平衡税などの措置まで使ってアメリカ人

入手できるようドル空手形を輸出し続けるだ

がドル札で外国の証券を購入したり外国にド

けでなく、それを使って多国籍投資をしたり、

ル紙幣を貸したりすることを制限し、ヨーロ

他国の資源をヤミで買い付けたり、他国の企

ッパのドル市場の誕生と発展を促した。しか

業を合併したりして、空手形という形で旧帝

しアメリカ帝国主義の略奪的本質は、ドル紙

国主義の資本輸出をすることができるのであ

幣の空手形という性質をもって、ついに露呈

る。

した。すなわちベトナム戦争で巨額出費を余

新帝国主義による空手形の輸出は旧帝国主

儀なくされ、軍需物資を確保するためにも、

義による資本輸出よりもより顕著な帝国主義

- 94 -

的特徴を示している。なぜかというと、旧帝

そして国は交換で手に入れた紙幣空手形を安

国主義は自分の資本を輸出して、資本を頼り

値で金融寡頭制に返す。例えば、金融危機の

に剰余価値を取得し、他国の朝貢を得る。こ

際、金融寡頭制が保有する銀行に増資して、

れに対し、新帝国主義はまずなによりも他国

市場を救済することなどである。

に生産資本という形に自分の空手形を変え、

なぜ他国はアメリカ国債でドル札を換える

それによって 1 回目の来貢を得る。そして、

こと、すなわち準備金としてのドル札でアメ

新帝国主義は他国から得た生産資本を自分の

リカ国債を購入することを承諾したのだろう

資本として輸出し、さらに剰余価値を取得し、

か。それは、一方でアメリカの国債が利子を

すなわち 2 回目の来貢を得る。しかも空手形

支払い、ほんのわずかでも利益を得ることが

の一層の下落は新帝国主義に 3 回目の利益を

できるが、ドル札は利子を払わないからであ

獲得させるのである。

る。他方で、新帝国主義の経済学者やイデオ
ローグがアメリカ国債の安全性とヘッジ性を
大々的に宣伝し続けるからでもある。
実際には、アメリカ国債が支払った利子は

4、空手形輸出の継続

相変わらず空手形に過ぎない。しかしアメリ
カ国債が価値を維持できるとすれば、その理
由は欧米主流の経済学が故意にインフレのレ

ドル紙幣はただの空手形だけでなく、債務

ベルを過小評価したからである。実は、ブレ

である。それは初期の銀行券と同じように、

トンウッズ体制が潰れた1971年から2010年ま

FRBというドルを発行した金融機構が負った

での39年間、金 1 オンスに相当するドルの価

負債である。ドルの空手形輸出はつまりFRB

格は35ドルから1278.5ドルまで上昇した。そ

と金融寡頭制の債務輸出ということである。

れはこの39年間、アメリカの実際のインフレ

もし旧帝国主義が債権国として他国を奪うと

レベルは9.66％より高いという意味である。

言うなら、新帝国主義は債務国としても他国

アメリカ国債の平均利率が9.66％さえ下回れ

を奪うと言うことができる。それを続けるた

ばアメリカ国債を買うことでヘッジできない

めに、新帝国主義は、一方では他国に空手形

ばかりか、大きな損失になる。しかし、アメ

の変更を許さない。多量に貯め込み、他方で

リカ国債の平均利率は9.66％より遥かに下回

は、ある程度の空手形を回収しなければなら

っている。

ない。もちろんこのような回収は現金に換え

かつてイギリスの東インド会社はインドの

るためではなく、ほぼ無償の回収ということ

カルカッタ（現コルカタ）で公債を発行して

である。

みたが、みじめな失敗に終わった。インド人

だが、新帝国主義にとって、それは国際経

はインド資本によってイギリスの統制を回復

済から軍事または思想分野までの覇権的地位

するのみならず、間接的にインドの宝蔵まで

をもってすれば、さほど困難なことではない

開けるという計画を拒絶した(15)。だが、上記

のである。

のような空手形の転換を通じて、新帝国主義

まず、新しい帝国主義は、他国の空手形す
なわち国の債券で紙幣空手形を交換する。紙

は当時イギリス帝国が植民地のインドでやり
遂げられなかったことを実現した。

幣空手形は金融寡頭制自身の債務だが、国の

資本輸出を通じた略奪という方式に依拠す

債券は国民大衆の債務である。金融寡頭制は

る伝統的な帝国主義と違って、これは直接債

自分がコントロールしている新帝国主義国を

権国の「富」を利用して、債権国の富を占有

利用して、まずは自分の債務を民衆に転嫁し、

する方式であると劉仁営は考える。その上、
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この占有は永遠に完済できない。 従って、こ

どの金融派生商品は、理論的に分析すれば、

の輸出の本質は債務輸出または債務転嫁とい

まさにリスクを引き起こす手段である

うことになる。なぜかというと、このような

融派生商品の重要な指標であるライボー(Lon-

債務輸出は債務を発行するだけでなく、その

don Interbank Offered Rateロンドン市場での銀

上返済もできない債務を発行するからである。

行間取引金利：LIBOR）はずっと以前から新

だからこのような輸出は直接他国の富を略奪

帝国主義の金融寡頭制に不正に操られており、

することとまったく同一である。レーニンの

彼らを相手取引で丸儲けさせてきた。 张晓东

時代の資本輸出から今日の債務転嫁または直

著《起诉 高盛:中国企业当直面金融欺 诈（ゴー

接的略奪まで、この変化の重大な意義は帝国

ルドマン・サックスを起訴して ―中国企業

主義の赤裸々な略奪という本質を完全かつ徹

は金融詐欺に直面する）》（2011年、中国経済

底的に暴露したことである

(16)

(17)

。金

。実際には、最

出版社）といった本もアメリカ金融寡頭企業

大の債務あるいは空手形はアメリカ国債では

がどう金融派生商品を利用して詐欺を働いた

なく、ドル紙幣そのものである。

かを告発している。

次に、新帝国主義は自らがコントロールす

第 3 に、新帝国主義は世界中で石油以外に

る国際金融市場を利用して、危機を作り出し、

も数多くの工業原料である大口商品の価格設

ドル空手形を回収する。最も典型的なのは前

定権を独占し、そしてドル空手形で定価付け

世紀末にアメリカ金融大手のソロスが自ら金

する。高い値段を付けられた工業原料は、そ

融パニックを引き起こして、東南アジア金融

れを輸入する国に多量のドル空手形を備蓄さ

危機を作り出し、一部の東南アジアの国の備

せることになる。新帝国主義は農産物にまで

蓄ドルを空っぽにしたことである。そうすれ

その魔の手を伸ばす。遺伝子の組み換え技術

ば、東南アジア諸国がドルの空手形で失った

およびその農産物の種を独占し支配すること

富の返却をアメリカに要求するという懸念が

によって、数千年来農業生産でずっと自主独

なくなるだけでなく、これらの国々が、その

立を保ってきた国々は農産物の種を輸入せざ

後、ドル空手形の入手と備蓄の為に、アメリ

るを得なくなる。このことはこうした国々の

カにさらに多くの富を献上せざるを得なくな

民衆の生存や安全が直接に脅かされていると

るのである。

いうだけでなく、このような物資を輸入する

もちろん、危機はそうしばしば起きるもの
ではないから、状況に応じてうまく対応する

ためにドル空手形を持たなければならなくな
ることも意味する。

ことが必要である。もちろん、危機がない、

第 4 に、新帝国主義は さ ま ざまな キラー

あるいは大きな危機がない平時の状況下では、

（刺客）を各国に派遣し、他の国々を新帝国

新帝国主義は為替相場と金融派生商品市場を

主義の債務国にしてしまう。まずは経済キラ

制御することで、利益を享受し、ドル空手形

ーを派遣し、経済発展の見通しを大げさに宣

を回収する。注目すべきは、ブレトンウッズ

伝することで、他国にドル空手形建ての外債

体制が崩壊直後、新帝国主義の空手形の特徴

を借りさせ、実際の需要をはるかに上回る巨

を形成する際に、シカゴのオプション取引所

大工事へと誘導する。しかし、この外債はド

がオープンして、ほぼ同時にオプション定価

ル空手形で返済しなければならない。このよ

公式理論が発表されたことである。東南アジ

うな国に返済のためのドル空手形を蓄えさせ

アでは金融危機の時、新帝国主義のノーベル

るだけでなく、さらに利率を上げたり、これ

経済学賞がオプション定価公式の提出者に授

らの国の輸出商品の値段を引き下げたり、輸

与された。しかし、リスクを回避あるいはヘ

出を制限したりするなど、さまざまな制御手

ッジする名目で登場した先物とオプションな

段を使って、他国に返済するのに必要なドル
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空手形を取得させない、または十分取得させ

力を十分に兼ね備えている。もし誰かがアメ

ないようにする。それらの国々は順調に返済

リカのモデルを疑ったり、新しい道を切り開

できなくなるため、それによって返済の負担

いて本当の発展を図ろうとしたりするときは、

は日に日に深刻になっていく。ドル空手形へ

アメリカは暴力に訴え、「（限定戦争ではない

の依存も日に日に強くなっていく。新帝国主

……訳者加筆）無限戦争」の戦略で世界各国

義にとって融資の目的は利子を得るためでは

を戦時体制に巻き込み、アメリカのあらゆる

なく、借金する国を支配するためであり、永

ルールを強制して、現行の世界システムを遵

遠に完済させないためである。ジョン・パー

守させようとするだろう

(19)

。

キンスはブレトンウッズ体制が崩壊した時点

しかし、こんな債権国にとっては、身を捨

では訓練された経済キラーであった。職責を

てて起死回生を図ることが残された唯一の道

もっともよく果たすためには、「科学」の名の

である。国内の物資をアメリカの空手形に換

もとに詐欺を働くことである。そのため、彼

えたり、アメリカの軍備拡張を支持したりす

は人を雇って専門的な計量経済学のモデルを

るより、この物資を国民の幸福のために使っ

開発した。経済キラーが失敗したときは、本

たり、自国の軍備レベルを向上させたりする

物のキラーが派遣され、困難を実際に取り除

方がどれだけよいだろうか。所有した新帝国

く。今では経済キラーのこれらの分子は世界

主義の債務空手形を早々に減らせれば減すほ

銀行や国際通貨基金やさまざまなファンドや

ど、損失は小さくなる。そうでなければ、蛇

国際組織や多国籍企業の職員として配置され

の生殺しのように新帝国主義の餌食になるだ

ている。

けである。

第 5 に、新帝国主義は債権国に強制的に迫

そのような状況であるから、中国は外貨準

り、彼らに絶えず新帝国主義の債務空手形を

備の損失を減らすために、為替レートの需要

保有させる。「ドルは私たちの通貨だが、（ド

量によって所有するドル資産率を減らし、金

ル下落は）あなた方の問題になるだろう」と

や石油や銅など重要な基本商品と資源からな

アメリカ・ニクソン政権の財務長官のジョン･

る「サブプライム金本位」という外貨準備支

コナリー（John Bowden Connally）は言い放

払いシステムを構築すべきである

(20)

。

った。アメリカの債権者はドル安が自分たち

第 6 に、新帝国主義は一緒に空手形を使わ

に大きな損失を引き起こすことを考慮し（ド

せようと他の国々を誘い込む。金はもう通貨

ルの為替価値が安くなるほど、彼らが所有す

ではないので、人々に金を備蓄しないように

るドル資産で買えるものは少なくなる）、大き

と新帝国主義の経済学者は勧める。しかし新

なドル安幅を見たくないとウィリアム・タル

帝国主義自身は金備蓄へのコントロールをや

ブは考える。アメリカの債権者はアメリカ人

める気は毛頭ない。金融危機の際、金に相当

にお金を貸し続けざるを得ない

(18)

。アメリカ

するドル価格があまり早く高騰しないように、

海軍学院の教授であるトーマス･ボナイトは以

アメリカは、ドルの貨幣価値を維持するため

下のように指摘した。私たちは少額の紙幣を

にその金を売ったはずである。さらに、新帝

使って、アジアの豊かな製品とサービスを買

国主義傘下のイギリス・ロスチャイルド銀行

う事ができる。これが平等ではないことはよ

は2004年に突然ロンドン金価格委員会（Lon-

くわかっているけれど、こんな紙幣を送り出

don gold pricing committee；London gold fix-

すときは、是非本当に価値ある商品すなわち

ing）の会長職を退いたが、その背景にあった

アメリカ太平洋艦隊を提供しなければならな

のはこのことだった。

い。これがアメリカの「ハードパワー」であ

新帝国主義の目的は、ほかの国の紙幣を、

る。アメリカは軍事的覇権を支える経済的実

金の備蓄によって支えないようにするか、ま
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たは少しの金の備蓄によって支え、それによ

い溝によって、こうした利害衝突はアメリカ

って、ドル空手形に対する競争力を失わせる

を欧州連合から遠ざけている

(21)

。」

か、一片の空手形にするか、のいずれかであ

クーパーは「協同的な帝国主義」を理想的

った。そして国際大口貿易と国際投資でドル

なモデルと考えるが、アメリカがそういうポ

空手形の地位を不動のものにした。実際に、

スト近代国家になる資格があるかどうかを疑

ブレトンウッズ体制が崩壊した前後から、イ

問視した。なぜなら、「アメリカ政府と議会は、

ンフレは既に世界的な問題になった。欧米諸

ヨーロッパと同等程度の開放や相互監督やコ

国の紙幣はすべて空手形になった。

ントロール介入制限などを受け入れるか否か
について、まだ意思を明確にしていないから
だ」。アメリカとヨーロッパは世界の再配置パ

5、新帝国主義の下での空手形輸出の
争い

ターンについて意見を異にしている。そのこ
ともさることながら、その力点、あるいは、
世界資源と戦略拠点を再分割する際の利害も
異なる(22)。

レーニンはカール・カウツキーの平和な超

日本の学者も、英米式の資本主義とは異な

帝国主義論を批判して「国際帝国主義的」ま

る日本式の資本主義の道を切り開くべきだと

たは「超帝国主義的」協調に言及した際、次

主張している。「もし、われわれが生産場所拠

のように指摘した。20世紀の歴史でこのよう

点となったアジアで目にする新たな生産組織

な協調の実際の例はたしかにある。たとえば、

や金融組織、あるいはまた中国市場に見られ

中国に対する列強の諸関係がこれである。レ

る巨大な市場の輪郭を視野に入れて考えると

ーニンは言う。資本主義が維持されていると

するなら、アジア独自の制度や共同生活の中

いう条件（そしてカウツキーはまさにこのよ

で他の道を切り開こうと努力することが先見

うな条件を前提している）のもとで、このよ

の明ある選択だと言うべきだろう

(23)

。」

うな同盟は一時的なものではないであろうと

「アメリカ盟友の多くは、もはやアメリカ

か、またこのような同盟はありとあらゆる可

のことを信じていない。アメリカと一括りに

能な形態の軋轢、紛争、闘争を排除するであ

されたくない

ろう、などと想定することが、はたして可能

るいはイデオロギー的というよりも経済的な

なのだろうか？

問題によるものと言ったほうがよいだろう。

レーニンはこう問い返した

(24)

」。しかし、これは政治的あ

アメリカで金融危機が発生した後、ジュネー

のである（
『帝国主義論』第 9 章）。
同様に、新帝国主義間の軋轢と衝突は依然

ヴ国際学院の教授、チャールズ・ヴィプロス

として存在・増幅している。スーパーパワー

（Charles Wyplosz）はイギリス「フィナンシ

を持つアメリカは新帝国主義の主要国だが、

ャル・タイムズ」紙上で次のようにアメリカ

ヨーロッパの新しい帝国主義も急速に発展し

を批判した。「ドル相場の絶え間のない下落に

ている。第二次世界大戦以降、欧米の資本主

ついて、アメリカ人はかえって全然気にして

義先進国は協力して、中東欧の社会主義国に

いないようである。」と(25)。

対抗した。ソ連の崩壊に伴って、欧米先進諸

現在、紙幣の空手形が輸出できる主な国と

国の矛盾も日に日に顕在化している。「統一的

地域は、アメリカを核とするドル空手形流通

なヨーロッパはますます盟友ではなくなり、

圏とヨーロッパ大陸を核とするユーロ空手形

ライバルになってきた。また、アメリカはヨ

流通圏、さらにこの 2 つの区域の隙間に位置

ーロッパと有効で長期的な協力関係を確立す

する日本とイギリスである。独仏連合のユー

ることができていない。政治上の克服しがた

ロ空手形流通圏における新帝国主義の実力は
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単独のヨーロッパ諸国をはるかに超えており、

( 2 ) ロバートクーパー(Robert Cooper)著、北沢格

これとアメリカの新帝国主義との間の競争の

（訳）『国家の崩壊─新リベラル帝国主義と世

規模は戦前の旧帝国主義間の競争の規模を大

界秩序─』、日本経済新聞出版社、2008年（訳
者注）。

きく超えている。
ユーロ圏の誕生は、新帝国主義国の空手形

( 3 ) 吴茜「“新帝国主 义论 ”与美国的世界霸 权战
略」『理论月刊』2006年第 4 期。

の輸出をめぐる勢力範囲の再分割競争を刺激
した。これは経済領土を分割するための競争

( 4 ) 杨承训「
“虚拟─泡沫王国”：国际超级金融垄

と言ってもよいだろう。ドル覇権を守るため

断资本─现代资本主义阶段性特征」『思想理论
教育导刊』2009年第 2 期

のイラク戦争において、フランス、ドイツの
両国は積極的ではなかったが、その理由は、

( 5 ) 邢文增「新帝国主义与金融危机」『理论导刊』
2009年第 4 期。

イデオロギー上の対立ではなく、空手形輸出
上での利害の対立によるものである。アメリ

( 6 ) 郎咸平『郎咸平说新帝国主义在中国』，东方出
版社2010年，2-3页。

カ金融危機による世界規模での資本主義国経
済危機を迎え、フランスとドイツという新し

( 7 ) http://finance.people.com.cn/GB/8381334.html

い帝国主義集団は、空手形輸出の勢力範囲を

( 8 ) 刘仁营「继承与发展列宁的帝国主义理论─兼

固めるためにユーロ圏の政治連合を強めよう

析金融危机根源探 讨 中的庸俗性 观 点」『探索』

としていた。しかし、アメリカはユーロ圏の

2009年第 3 期。

解体を望んでおり、一部の国がユーロ圏から

( 9 ) 逯兆乾「新帝国主义─金融国际垄断阶段资本

退出するはずだと声高に宣伝した。ドル安の

主义的特征与本质」『红旗文稿』2012年第22期。

うちに、ドイツ首相のメルケルが中国に通貨

(10) 郑文静「从科索沃危机看当今世界的新帝国主

义」『理论探索』1999年第 5 期。

協力を求めて接近してきた。しかし、アメリ

(11)

カは中国周辺で事を構え、牽制した。

段忠桥「资 本帝国主义视 野下的美国霸权─

戴 维 ·哈 维 的<新帝国主 义 >及其意 义 」『中国社会

新帝国主義間の空手形の輸出をめぐる争い

科学』2009年第 2 期。

は、今後も世界経済の発展と国際安全情勢に
多大な影響を与えると思われる。かつて、英

(12)［米］J. B. フォスター、R. W. マッチェスニ

仏帝国主義集団とドイツ帝国主義集団、また

ー、R. J. ヨンナ著（张慧鹏译）「全球劳动后备

日本帝国主義とアメリカ帝国主義の争いが 2

军 与新帝国主义」『外理论动态 』2012年第 6 期。

度にわたる世界戦争を引き起こした事実を思

(13)[米]ジョン・パーキンス著（ 杨 文策译 ）『一个

经济杀手的自白』，广东经济出版社2006年，作者

い起こせば、このことは明らかである。
経済的にも軍事的にも、各国の民衆が新帝

自序。邦訳（古草秀子訳）『エコノミック・ヒッ

国主義に高度の警戒心を持つべきであり、そ

トマン 途上国を食い物にするアメリカ』東洋経
済新報社、2007年

して危険な情勢への準備を怠るべきではない。

(14)
*

余斌「美国金融危机与世界货币体系」载 刘永

本文は中国社会科学研究院の「現代資本主義再

佶主 编 『 经济 中国（第 6 辑 ）』，中国 经济出版社

認識と国家資本主義批判に関する研究」という

2010年版。

プロジェクトの研究成果である。

(15)

程恩富、王中保「美元霸权 ：美国掠夺他国财

富的重要手段」『今日中国论坛 』2008年第 1 期。

注

(16)『マルクス・エンゲルス全集』第12卷，人民出

( 1 )『レーニン专题文集』（论资本主义），人民出版
社2009年，第97-213页 。『レーニン全集』（大月

版社1962年版，第407-410页。
(17)

書店）、日本語版

刘仁营「继 承与发展列宁的帝国主义理论─

兼析金融危机根源探讨中的庸俗性观点」『探索』
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2009年第 3 期。

编 『 经济 中国（第 6 辑）』，中国 经济 出版社2010

(18) 余斌「从美国次 贷 危机看金融 创 新的 风险问

题」『经济纵横』2008年第12期。

年版。
[8] 舒展「国际金融危机与“新帝国主义”的腐朽表

(19) ウィリアム・タルブ著（吴娓、付强译）「美国

现─兼评列宁的<帝国主义论>」『马克思主义研

债务膨胀、经济泡沫与新帝国主义」『国外理论动
态』2006年第11期。

究』2009年第 2 期
[9] 吴茜「“新帝国主 义论 ”与美国的世界霸 权战

(20) 逯兆乾「新帝国主义─金融国际垄断阶段资

略」『理论月刊』2006年第 4 期

本主义的特征与本质」『红旗文稿』2012年第22期。
(21) 程恩富、王中保「美元霸权：美国掠夺 他国财

（よ

富的重要手段」『今日中国论坛』2008年第 1 期。
(22) 官进胜「新帝国主义：历时与共时的视角」『上

ひん

研究院
（り

海行政学院学报』2004年第 6 期。

中国社会科学院

マルクス主義

研究員）

ぎょうかい

中国社会科学院政治学研

究所、助理研究員）

(23) 中雷「警惕“新帝国主义论”的危害」『国家安
全通讯』2002年第 8 期。

（受付日：2018/01/09、受理日：2018/04/10）

(24)[日]野口真著（刘晓 明译 ）「 现 代资 本主义 与 亚
洲工业化的动力」『中共中央党校学报』1999年第
3 期。
(25) 逯兆乾「新帝国主义─金融国际垄断阶段资
本主义的特征与本质」『红旗文稿』2012年第22期。
(26) 舒展「国际金融危机与“新帝国主义”的腐朽
表现─兼评 列宁的<帝国主义论>」『马克思主义
研究』2009年第 2 期から引用。

参考文献
[1]『 马 克思恩格斯全集』第12卷，人民出版社1962
年版。
[2]『列宁 专 题 文集』（ 论资 本主 义 ），人民出版社
2009年版。
[3][米]ジョン・パーキンス著（杨文策译）『一个经

济杀 手的自白』，广 东经济 出版社2006年、邦訳
（古草秀子訳）『エコノミック・ヒットマン

途

上国を食い物にするアメリカ』東洋経済新報社、
2007年
[4] 程恩富、王中保「美元霸权：美国掠夺他国财富
的重要手段」『今日中国论坛』2008年第 1 期
[5] 杨承训「
“虚拟─泡沫王国”：国际超级金融垄
断资本─现 代资本主义阶段性特征」『思想理论
教育导刊』2009年第 2 期
[6] 逯兆乾「新帝国主义─金融国际垄断阶段资本
主义的特征与本质」『红旗文稿』2012年第22期
[7] 余斌「美国金融危机与世界货币体系」刘永佶主

- 100 -

■論文■

経営規模格差の歴史的変動モデル
─ 大西［2012］補論 3 モデルの一般化 ─

吉 井 舜 也
《要旨》 経営主体間の経営規模格差について論じた研究の 1 つとして大西[2012]による漢代の農業を農奴
制の農業の典型例として構築された牛耕モデルが存在する。このモデルは固定資本の有無による生
産力格差を出発点として格差変動を論じたものである。しかし、大西[2012]の牛耕モデルは具体的
な数値の例証にとどまっており、より数理的に一般化された議論がなされるべきである。
第 1 節では「分析的マルクス主義」の「資本貸借」の枠組みを「雇用労働」のそれに書き換える
上での一般化をおこなった。第 2 節では牛耕の導入による耕起・整地作業へ費やす労働量の変化率
を x とし、また牛を持たない農家も複数を想定したものへとする拡張をおこなった。第 3 節では第
2 節のような経営規模格差の拡大の理由について搾取という観点から説明した。
目 次

の議論がなされてきた。特に、経営間の生産

はじめに
第１節 「マルクス派最適成長論」から「経営
規模変動モデル」への拡張
1）「資本貸借」の場合
2）「雇用労働」の場合
第２節 牛を持たない農家をn人としたモデルへ
の拡張
第３節 経営規模格差と「雇用労働」による搾
取の大きさとの関連性について
結び

力格差は農業の資本主義化が達成されるかど
うかという問題と直結しており、農民層分解
が生じるための条件として欠かすことが出来
ない問題である。そのような視点から農民層
分解を論じた研究として阪本[1961・1963]や
今村[1969]、梶井[1970、1973]を挙げること
が出来る。阪本[1961・1963]では農民層にお
ける分化から分解への転化の条件を大経営と
小経営の間の生産性の開きが充分に大きくな
っていることだと指摘し、①[産業利潤率]＞
[前期的利潤率]、②[大経営の生産物の生産価

はじめに

格]＜[小経営の生産物の費用価格]の 2 つの
式をその転化への必要十分条件として定式化
している。また、今村[1969]、梶井[1970・

格差問題は経済学の重要な研究対象であり、

1973]は今村・梶井理論として、単位面積当た

その「格差」とは個人間や地域間・国家間の

りで[小規模階層の農業所得]＜[大規模階層の

所得格差や資産格差といったものだけではな

農業余剰]という生産力格差が農地の集積を進

く、経営体の経営規模の分布における研究も

める条件として示されている。

あってしかるべきである。そして経営規模の

このように生産力格差に伴う経営規模格差

格差を論じる上で農民層分解という視点は非

に関する問題は、その発生において盛んに研

常に重要なものであり、今日に至るまで多く

究がなされてきたことは明らかであり、上述
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のように有意義な定式化もなされてきた。し
かし、規模格差の発生だけでなく発生後の格
差の詳細な変動過程を対象とした研究も同様
に重要なものであると筆者は考える。
以上のような点で生産力格差による経営規

第１節 「マルクス派最適成長論」
から
「経営規模変動モデル」
への拡張

模格差の変動を論じた研究としては大西[2012]
の牛耕モデルが注目される。中国農業を典型

経営規模格差の歴史的変動を説明する大西

例として理論化したこのモデルは固定資本と

[2012]のモデルは、「分析的マルクス主義」の

して牛が耕作に導入されたときに、耕起・整

「資本貸借」の枠組みを「雇用労働」のそれに

地に必要な投下労働量の減少分をいかに追加

書き換えることから始まっている。というのも、

的な労働に割り振るか、また、その際に牛を

オリジナルモデルは漢代に牛を持つ農家が牛を

持つ農家が牛を持たない農家に労働の一部を

持たない農家を除草・中耕のための労働力を提

自身の農地で労働力の提供をおこなわせるこ

供させていたという史的事実に基づいて作られ

とでどのように漢代の華北において経営規模

ているため、当然それに即して「分析的マルク

の格差が拡大し、そして縮小していったのか

ス主義」の枠組みを変更する必要が生じてくる

が論じられている。固定資本の有無による生

からである。ただし、ここではモデルの一般化

産力格差を出発点として格差変動を論じた研

のためにその設定を一部変更する。具体的には、

究として、そのモデル化のシンプルさという

大西[2012]の説明では数値例の提示にとどま

点から大西[2012]のモデルは充分な発展可能

っているこの説明を資本家、または資本(牛)

性を秘めており、その意味で非常に有意義な

を保有する経営主体の初期保有量を(資本，労

ものである。

働力)＝(a, 1 )とし、労働者、または資本(牛)

しかし、この大西[2012]のモデルもいくつ

を保有しない経営主体の初期保有量を(資本，

かの不十分な点がある。 1 つは牛耕導入によ

労働力)＝(b, 1 )と設定する。このとき資本家

る耕起・整地に必要な投下労働量の変化率に

や資本を保有する経営主体の方がより多くの資

0.5 という具体的な数値例が使用されており

本を所持していると考えるのが自然であるから

数学的に一般性を欠くという点である。また

b ＜ a とする。また、資本 K と労働力 L の量

牛を持つ農家 1 人に対して牛を持たない農家

生産要素により生産される生産量 Y をコブ・

の人数も 1 人に抽象化している点も不十分で

ダグラス型関数 Y(K,L)＝ KαLβで定義する。

ある。このモデルが漢代の華北における大規

αとβは 0＜α＜1、0＜β＜1 を満たす定数で

模経営

(1)

を念頭においている以上、牛を持た

ある。そして総生産量としては各個人の生産量

ない農家に提供させた労働力数は複数である

の和をとることとする。また、今回は議論の結

ことを想定するべきである。

果に関係がないので、全要素生産性は 1 とし

当論文では上記のような二つの問題点に着

た。

眼し、耕起・整地に必要な投下労働量の変化

この下で、「資本貸借」と「雇用労働」のそ

率を x、牛を持たない農家に提供させた労働

れぞれの場合について最適な資本や労働力の配

力数を n 人として大西[2012]のモデルを書き

分を考えると次の通りになる。

換えより一般化されたモデルへの拡張を試み
たい。

１）「資本貸借」の場合
資本家が労働者に「資本貸借」を行うとき、
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表１ 資本家・労働者間での資本貸借のイメージ
｢ 資本貸借｣
資本家
の場合
資本 労働力 生産
初期保有量
a
1
aα
貸借後
a t
1
(a t)α

労働者
資本 労働力 生産
b
1
bα
b+t
1
(b+t)α

合計
資本 労働力
a+b
2
a+b
2

生産
aα+bα
(a t)α+(b+t)α

表２ 資本（牛）を保有する経営主体と保有しない農家での雇用労働のイメージ
｢ 資本貸借｣
資本家
労働者
合計
の場合
資本 労働力
生産
資本 労働力
生産
資本 労働力
生産
初期保有量
a
1
aα
b
1
bα
a+b
2
aα+bα
貸借後
a
1+s aα(1+s)β b
1
bα(1 s)β a+b
2
aα(1+s)β+bα(1 s)β

資本家が労働者に貸与する資本の量を t とす
る。もちろんこのとき 0＜ t ＜ a である。貸
借後の資本量は資本家は a－ t、労働者は b＋t

2）「雇用労働」の場合

である。このような数値は表１のようなにまと
「資本貸借」の枠組みを「雇用労働」のそれ

められる。
このとき資本家の生産量は aαから(a－t)α、

に書き換える前に、「資本貸借資」時に“資本

労働者の生産量は bαから(b＋t)αとなるから、

家”・
“労働者”とした主体を“資本(牛)を保

t だけ資本貸借が行われたときの資本家と労

有する経営主体”・
“資本(牛)を保有しない経

働者の総生産量を y(t)とすると

営主体”と置き換える必要がある。というのも

t)α＋(b＋t)α

y(t)＝(a
と表される。今これは t の関数であるから

「雇用労働」への書き換えは漢代の大規模経営

y(t)の増減を調べるに当たってはこれを t で微

下では資本家や労働者といった表現は適切では

分してやればよい。

ないからである。そのような置き換えをした上

t で微分して
dy
＝ α(a t)α 1＋α(b＋t)α
dt

を想定したものであり、当然そのような想定の

で資本を保有する経営主体が資本を保有しない
経営主体を自らの仕事場で働かせる場合、つま

1

り「雇用労働」を行うときの労働力の借り入れ
による総生産の変動を調べたい。このときに資

いま⑴の正負を調べてやれば y(t)の増減が

本を持たない経営主体が資本を持つ経営主体に

わかる。
符号が正となるのは

貸し出す労働量を s とすると、資本を保有す

α(a t)α 1＋α(b＋t)α 1＞0
a b
Û t＜
2

る経営主体が資本を保有しない経営主体に労働

つまり、t＜(a－b) / 2 のとき y(t)は t の増

持たない経営主体は 1－s となる。このとき

力を提供させた後にそれぞれが所持する労働量
について資本を持つ経営主体は 1＋s、資本を

加関数であり、同様に、t＞(a－b) / 2 のとき

0＜s＜1 である。これをまとめると表２のよう

に y(t)は t の減少関数となる。また、y(t)は

になる。
この状態では資本家の生産量は aα(1＋s)β、

t＝(a－b) / 2 のときに最大値をとることがわ
かる。また、最大値をとるとき資本家と労働者

労働者の生産量は bα(1－s)βとなる。このと

の資本量はそれぞれ(a＋b) / 2 と等しくなる。

きの両者の総生産関数を y(s)とすると

これは資本貸借では経営規模格差の解消が全社
会の総生産を最大化することを表しているとい

y(s)＝aα(1＋s)β＋bα(1 s)β
となる。また、今回 y(s)は農業部門における

うことになる。

生産関数であるから観察的事実として労働に関

(2)

する収穫不変、すなわちβ＝ 1 を仮定して
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y(s)＝aα(1＋s)＋bα(1 s)
として 議論を進めるこ ととする 。このとき

地は牛耕の導入により作業を効率化させること

y(s)は s について

耕起・整地の投下労働量は 1 より小さくなる。

が可能なため、このとき農地 100m2 に対する

y(s)＝(a
b )s＋a ＋b
とまとめることができるから y(s)は s の一次

このときに余った労働量をいかに新たな農地の

関数であるとわかる。いま a ＞ b より容易に

る。そのように歴史的事実をただの無差別な史

b ＞0が言えるので y(s)は s に関する単調
増加関数となる。これより s ＝ 1 で y(s)は最

実の記述から抽象的現象への転換を試みている

大となり、このとき資本を保有する経営主体

かし、当モデルは投下労働の変化率として

が所有する労働力は 2、資本を保有しない経

0.5 という単なる当てはめにすぎない数値例

営主体が所有する労働力は 0 になる。この結

が使用されているという点で、史実の抽象化度

果から資本を保有する経営主体が資本を保有

合いの低さや他の類似する歴史的事実への応用

しない経営主体に労働力を提供させる場合は

性といった観点からは疑問が残る。また、より

経営規模の格差、すなわち資本への労働力の

汎用性の高いモデルを設定しようとするならば、

集中が必要であるといえる。

牛を所有する農家１人に対して牛を持たない農

α

a

a

α

α

α

b

開拓に費やすかがこのモデルでは論じられてい

という意味で、大西のモデルは有用である。し

家も１人とするのではなく、複数人を想定する
こうして「資本貸借」の場合は資本の量が資

べきであろう。このため 2 主体のみで構成さ

本家と労働者で等しくなるときに生産量は最大

れていたオリジナルの大西[2012]によるモデ

になるのに対して、「雇用労働」の場合には経

ルを以下では牛を持たない農家を n 人とした

営規模の格差が発生して一部の経営が大規模化

モデルへ拡張する。

することで生産量が最大となることが分かった。
また、生産に関して規模に関する収穫が逓増で

いま、早い段階から牛耕を導入できる農家を

あり労働投入の効果が大きくなるほどさらに規

A、A に対して牛耕の導入に遅れをとる農家

模格差が拡大することが示された。

達を B とする。
まず、耕起・整地へ人間が１の投下労働を行
うとき牛耕を導入すればその投下労働量は x

第 2 節 牛を持たない農家を n 人と
したモデルへの拡張

（0＜x＜1）とする。また、大西[2012]による
モデルでは牛を持っていない農家を１人とした
が今回は n 人にして考える。

先述の通り、 5 ～ 6 世紀の中国における
牛耕の普及に伴う経営規模格差の変動について、
大西[2012]は具体的な数値例を用いてその変
動の様子をシンプルかつ抽象化して説明を与え
ている。大西[2012]のオリジナルモデル内で
は農地経営にあたって耕起・整地と除草・中耕
の 2 種類に労働を設定しており、どちらも人
間の手で労働を行う場合は耕地面積 100m2 あ
まず牛耕が導入されていない場合であるが、

たりに対してそれぞれに 1 の労働を投下しな
ければならない。つまり１人の農家が農地に投

これは大西[2012]のモデルと同じになるので

下できる労働量は 2 である。しかし耕起・整

省略する。これを状態 0 とする。また、オリ
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ジナルのモデルでは耕地面積は耕起・整地と
除草・ 中耕のバランス がとれて いる限り除
草・中耕に投下する労働の 100 倍になると設
定されている。例えば、除草・中耕に 1 の労
働を投下するときは耕地面積は 100 になると
いった具合である。今回も耕地面積について
はそのような設定を用いることとする。

合うので(1－x) / nx の労働を請け負うことと
なる。B は残った 2－(1－x) / nx ＝{(2n＋1)x
－1} / nx の労働力を半分ずつ自分の土地に割
りふることになる。ここで投下労働量はもちろ
ん正であるから（2n＋1）x－1＞0 ⇔ x ＞ 1 /
（2n＋1）という条件をつけたして今後の議論
を進めることにする。このとき A の耕地面積
次に A が牛耕を導入した場合、このとき A

は状態０とくらべて 1＋(1－x) / x ＝1 / x 倍に

が耕起・整地に投入する労働は x になるので

なり、B は{(2n＋1)x－1} / 2nx 倍となる。こ

余った１－x 分を更なる労働へと割り振るこ

の 2 つの値に x＝0.5、n＝1 を代入すると A

とができる。いま、耕起・整地と除草・中耕

と B の耕地面積は 200m2、50m2 となり状態１

の投下労働量の比は x： 1 であるから図のよ

と同様大西[2012]と同じ結果を得る。これを

うに A は耕起・整地に{x / (1＋x)}(1－x)、除

状態 2 とする。ここでも 1 / x は x の減少関数

草・中耕に｛1 / (1＋x)}(1－x)の労働を割り振

であるから耕起・整地において手作業に対して

ればよいことになる。すると、除草・中耕の

牛耕が効率的であるほど A は多くの農地を耕

側を見ればわかるように耕地面積は状態０と

せるという点では状態１と同じである。ところ

くらべて 1＋{x / (1＋x)}(1－x)＝ 2 / (1＋x)倍
起・整地に労働生産性が高いほど A の耕地面

でこの式は
2
2
1
＝
＞
x x＋x 1＋x

積を増大させていることが分かる。また、こ

と計算できる。不等号の右辺は状態１で除草・

のとき耕地面積は x＝0.5 のとき 100×(4 / 3)

中耕に投下する労働量であったから、これより

となり、これは大西[2012]の計算と一致する。

どちらも A の耕地面積が増大するといっても

これを状態 1 とする。

状態１より状態２のほうがその効果が大きいと

となる。これは x の減少関数であるから耕

さらに A が余った１－x の労働をすべて耕
労働は B から借りてくるという状況を考える。

いうことが分かる。B については
1
(2n＋1)x 1 2n＋1
＝
2n
2nx
2nx

状態１と同様に耕起・整地 x に対して除草・

と変形できこれは x に関する増加関数となる

中耕１の労働を追加する必要があるから借りて

から、牛耕による耕起・整地作業が効率的であ

くる総労働量は(1－x) / x である。このとき B

るほど B は耕地面積が減少している。

起・整地に割り当てて、除草・中耕への追加の

の人間は n 人で(1－x) / x の労働を n 人で分け
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B に属する人間が複数だとするとき A は条

→

nx 1 (2n＋1) x 1
＜
2nx
nx

がいえる。よって状態２.5 のほうが状態２よ
り除草・中耕に投下出来る労働量が小さくな
っているので B の耕地面積は状態２.5 のほう
が小さくなる。これを状態２.5 とする。また
n＝1 のときは x＞1 でありこれは最初の設定
にあわない。このようなことからも B が１人
であるときは A が耕起・整地に専念すること
が不可能だということの説明がなされる。
件次第で更なる耕地の拡大を可能とする。と
いうのも A が全ての労働力を耕起・整地につ
ぎ込み除草・中耕については全て B から労働
力を貸借すればよいのである。すると A の耕
地面積は状態２の倍の 2 / x となり、B は n 人
で１人あたり 2 / nx の労働を貸し出すことに
なる。すると B が耕せる自分の土地は(nx－
1) / nx となり、これは負であってはならない
から(nx－1) / nx＞0 ⇔ x ＞ 1 / n の条件を得る。
このとき A については自身の農地で除草・中
耕に投下される労働量が 2 / x となり耕地面積
は 200 / x となっている。状態２では除草・中
耕への投下労働量が 1 / x で耕地面積は 100 / x

最後に A だけでなく B も牛耕を導入した状

であったので明らかに状態 2.5 のほうが状態

態 3 について調べる。これは状態１の状況が

２より牛耕による経営規模の拡大効果が大き

A、B と共に再現されているのでどちらも余

く耕地面積は 2 倍になっていることが分かる。

った労働力を耕起・整地に{x / (1＋x)}(1－x)、

つぎに B の耕地面積が状態２から状態２.5 に

除草・中耕に{1 / (1＋x)}(1－x)だけ割り振っ

移る際にどのように変化したのかを考えたい。

ていることになる。また耕地面積についても

これは B が自身の農地で除草・中耕に投下で

どちらも 2 / (1＋x)倍に増加している。ここで

きる労働量、すなわち状態２での{(2n＋1)x－

は B も牛耕が導入出来るようになり B から A

1} / 2nx という値と状態２.5 での(nx－1) / nx

への労働提供がなくなった状況を想定してい

という値の大小を比較すればよい。ここで状

るから当然状態２.5 と比較して A の耕地面積

態２.5 については(nx－1) / nx＝(2nx－2) / 2nx

は減少し B の耕地面積は増加する。すなわち、

と書き換えられ、また x は 1 単位の耕起・整

規模格差は消滅している。このことは A の除

地を手作業でおこなうときの投下労働量にた

草・中耕への投下労働量が状態２.5 では 2 / x

いするその作業を牛耕に置き換えたときの投

だったのが 2 / (1＋x)へと減少していること、

下労働量の比であることを思い出せば 0＜x＜

また B では除草・中耕への投下労働量が状態

1 であり－2＜x－1 なので
nx 1 2nx 2 2nx＋x 1 (2n＋1)x 1
＝
＜
＝
2nx
2nx
2nx
nx

２だと(nx－1) / nx と 1 より小さい値をとって
いたがそれが状態３では 2 / (1＋x)と 1 より
大きい値になっていることからも確認できる。
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g2.5 (x) →

ここで A と B が状態０で耕すことのできた

n 1
n

耕地面積をそれぞれ１として fi(x)と gi(x)を

となり経営規模格差が生じる。というのも状

次のように定める。

態２.5 というのは A が耕起・整地に専念し除

fi(x)＝(状態 i でのA とB の耕地面積の総和)

草・中耕に必要な労働力を提供してもらうこ

gi(x)＝(状態 i でのA とB の耕地面積の差)

と前提としていたから AB 間で経営規模格差

すると各状態での fi(x)と gi(x)は次のように

が生じるのは当然である。むしろここで注目

なる。

すべきは f2.5(x)→ 1＋n という結果であり、
分業が行われていているにもかかわらず社会

f 0 (x)＝1＋n

的な総生産が増大していないことである。こ

n x＋n＋2
f 1 (x)＝
＋n＝
2x
1＋x
2

れはたとえ分業が行われたとしてもそれによ
り作業の効率化が行わなければ生産量は変わ

1 (2n＋1) x 1
(2n＋1) x＋1
f 2 (x)＝ ＋
n＝
x
2nx
2x

らないということの一例として挙げることが
出来よう。

2 nx 1 nx＋1
f 2.5 (x)＝ ＋
＝
x
nx
x

さらに各々の隣り合う状態での fi（x）の差
を見ると次のようになっている。
1 x
f1 (x) f0 (x)＝
＞0
1 ＋z

2(1＋n)
f 3 (x)＝
n＝
＋
1＋x 1＋x
1＋x
2

2

g 0 (x)＝1 1＝0
2
1 x
g 1 (x)＝
1＝
1＋ x
1 ＋x
(2n＋1) x
2nx

1
g 2 (x)＝
x
2
g 2.5 (x)＝
x
g 3 (x)＝

1

nx 1
＝
nx

2

2

1＋ x

1＋x

f2 (x) f1 (x)＝
f2.5 (x)
＝

(2n＋1)(1 x)
2nx

(x 1)2
＞0
2x(1＋x)2

f2 (x)＝

f3 (x) f2.5 (x)＝

nx＋2n＋1
2nx

…(1)

…(2)

1 x
＞0
2x

…(3)

(nx 1)(1 x)
＞0
x(1＋x)

…(4)

このことからどの隣り合う状態を比較して
も、後の状態の方が全体の耕地面積、すなわ

＝0

ち生産力が上昇し社会全体の耕地面積は拡大

fi(x)と gi(x)についてこれらはどれも x の減

していることがわかる。とくに f2(x)と f2.5(x)

少関数であり、x が小さくなるほど、つまり

について、状態２と状態２.5 では B の耕地面

牛耕による耕起・整地への負担が軽くなるほ

積は x が小さく牛耕による耕起・整地が効率

ど両者の値は大きくなる。このときに x→１

的であるほど減少するが、にもかかわらず社

とし、牛耕による耕起・整地作業が手作業に

会全体の耕地面積である f2(x)と f2.5(x)が前の

よるものとほとんど変わらないとすると

状態より大きな値をとっているということは、
牛耕による A の農地の増大効果が B の農地の

f i (x) → 1＋n
g i (x) → 0

減少効果を上回っているということに他なら

for i ＝ 0,1,2,3

ない。また、ここで(3)式に注目してほしい。

となり各状態が手作業しか存在しない状態０

状態２から状態２.5 において A は耕起・整地

での社会全体での耕地面積や経営規模格差に

に専念することになる。ここで耕地面積が増

近づくということが確認できる。しかし状態

大するとは分業による生産性の向上を示して

2.5 では x → 1 とすると

いるといえよう。
一方、各々の隣り合う状態での gi(x)の差を

f2.5 (x) → 1＋n
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見ると次のようになっている。

もこれまでの議論には搾取が含まれていない
からだ。このような「雇用労働」が生じる条

g1 (x) g0 (x)＝

1 x
＞0
1＋x

…(5)

g2 (x) g1 (x)＝

(x＋2n＋1)(1 x)
＞0
2nx(1＋x)

…(6)

g2.5 (x) g2 (x)＝

g3 (x)

(x＋2n＋1)
＞0
2nx

(x 2) n
g2.5 (x)＝
nx

x

＜0

件として、A は B に労働力を提供させたこと
による生産量の増大分で B の耕地面積減少に
伴う生産量の減少分を補わなければならない。
つまり、A の生産増大分が B の生産減少分を

…(7)

上回っている必要があるのである。もしそう
でなければ A か B のどちらかは生産物の取得

…(8)

量が減少してしまうからである。これは第 2
節で述べた経営規模格差変動の歴史的必然性

gi(x)とは A と B の耕地面積の差であった

を述べる上で決定的に重要な視点であり、こ

から、 2 人の間の格差の大きさとも言えよう。

の第 3 節では社会に存在する生産要素をもっ

つまり、各々の隣り合う状態での gi(x)の差の

とも効率的に利用する上で搾取は合理的なも

符号は格差が拡大しているか縮小しているか

のであったことを示したい。
まず、A が B に対しておこなう搾取の大き

の指となる。この場合、(5)、(6)、(7)では格
差は拡大し(8)では縮小していると読み取れる。

さを定義しなければならないが、これは大西

(5)、(6)、(7)における格差の拡大は状態０か

[2012]のオリジナルモデルに倣って

ら状態２.5 まで牛の労働力を社会的に効率的

(搾取の大きさ)＝(｢雇用労働｣による A の

に分配することによるものであり、(8)の格差

生産増大分)－(｢雇用労働｣による B の生

の縮小は社会全体に牛耕が普及し B から A へ

産減少分)

(3)

の労働提供が消滅したことによるものだとい

として定めることにする。このモデル内では

える。これは補論 3 の主張と一致していると

耕地面積 100 ㎡、つまり除草・中耕に投入す

言えるだろう。

る労働力 1 につき 2 単位の生産物を取得でき

以上より牛を持たない経営主体を複数人へ

るとしているから、第 2 節で状態 i での A に

とより一般化した結果、牛耕による耕起・整

よる搾取の大きさ hi(x)は次のように計算でき

地作業が手作業の場合よりも少しでも効率的

る。hi(x)はそれぞれ

なものであれば経営規模格差は必ず発生し格

h0(x)＝0

差が拡大していくということが示された。し

h1(x)＝0

かし、その後に牛耕が全社会に普及すること

h2(x)＝2

で規模格差は縮小に向かうことが分かった。

( 1x 1) ( 1

h2.5(x)＝2

第 3 節 経営規模格差と「雇用労働」
による搾取の大きさとの関連性
について

( 2x 1) ( 1

(2n＋1)x
2nx

1

)＝ 1 x x

nx 1
2(1 x)
＝
nx
x

)

h3(x)＝0
となる。いま状態 0、1、3 において B から A
に労働力は提供されていないから、h0(x)＝h1
＝h3＝0 であり、状態 2、2.5 においては 0＜

これまでは「雇用労働」による社会全体で

x＜1 であるから明らかに h2(x)＞0、h2.5(x)＞0

たが、これだけでは大西[2012]のオリジナル

であり、また
1 x 1
h2(x)＝
＝
x
x

モデルの検討は十分とはいえない。というの

からわかるように搾取の大きさ h2(x)は x の減

の耕地面積や牛耕をおこなう経営主体とそう
でない経営主体の経営規模の格差を論じてき
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1

少関数であり牛耕が耕起・整地において効率

ていないという点は興味深い。これは所得に

的であ るほどその程度 は大とな る。これは

関するパレート改善がおこなわれており、漢

h2.5(x)についても同様である。また、0＜x＜1

代の農民分解抑制策などが当時ことごとく失

において h2(x)＞ 0、h2.5(x)＞ 0 という結果は、

敗に終わったのもこのような経済学的背景か

x が牛耕導入による耕起・整地に必要な投下

らだと考えることができる。以上より社会的

労働量 の変化率であっ たから牛 耕による耕

な総生産や A と B の経営規模格差の大きさは、

起・整地作業が人の手によるものよりもわず

B から A への労働力の提供による搾取の大き

かでも効率的でさえあれば労働力の提供がお

さと連動し同方向に動くものであったといえ

こなわれた場合に A は B に生産の減少分を補

る。

い、かつ社会的な生産を増大させることが可
能であることを表している。さらに状態１と
2 、状態２と 2.5 で搾取の大きさの差をとる
と
h2(x)

(1 x)
h1(x)＝
＞0
x

h2.5(x) h2(x)＝

(1 x)
＞0
x

結び

…(9)
本稿での拡張で数値例による例証にすぎな

…(10)

かった大西[2012]のオリジナルモデルは、投

となり次第に搾取が大きくなっている。ここ

入と産出の関係を生産関数によって特定し、

で(9)(10)を(2)(3)と比較すると 状態１から

かつ初期時点での生産手段保有量の格差も一

2.5 にかけて搾取が大きくなればなるほど牛

般化した上で牛耕の導入による耕起・整耕へ

の労働力を効率的に用いることで社会全体の

の投下労働量の変化率を x、牛を持たない農

生産を増大させることが可能となっていると

家を 1 人から n 人として一般的なモデルにす

いえる。そして(6)(7)のように A と B の間で

ることができた。労働力を貸し出す人間を複

経営規模の格差が生じても、A は B に「雇用

数とするこの試みは、農奴制の下での一部の

労働」による生産物の減少分を補いさらに自

資本を持つ経営主体と多数の資本を持たない

身の生産量を増大させることが出来るのであ

経営主体による大規模経営体発生の構造を理

る。つまり、労働力を社会的に効率的に分配

解する上で必要となる一般化である。そこで

すればするほど牛を持つ農家は牛を持たない

得られた結論は以下の 3 つである。

農家からより多くの生産物を搾取することが
可能となり自身の農地をより拡大させること

1

第 1 節においては分析的マルクス主義の

が出来るようになる。これは牛を持つ経営主

「資本貸借」の枠組みを「雇用労働」のそ

体とそうでない経営主体の間で経営規模格差

れに書き換え、かつ投入と産出の関係を生

が拡大しているということに他ならない。こ

産関数によって特定、初期時点での生産手

の際に牛を持つ農家が持たない農家に労働力

段保 有量の格差も一般 化 す ること で大西

の提供によって減少した生産量を補って牛を

[2012]のオリジナルモデルでは導けなかっ

持たない農家は「雇用労働」をおこなわない

た結論を導くことができた。すなわち、規

ときとほぼ同じ生活水準を維持するにことが

模に関する収穫が逓増であるほど、かつ生

できる。ここで牛を持つ農家は経営規模を拡

産において労働投入の効果が大きいほど経

大し持たない農家は経営規模を縮小させてい

営規模格差が大きくなることが明らかとな

るが、生産物所得に関しては牛を持つ農家は
所得を増大させていながら誰も所得を落とし

った。
2 さらに、第 2 節においては牛を持たない経
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営主体を複数人へとより一般化した。その

程においては人力耕に頼らざるをえない」(胡

結果、牛耕による耕起・整地作業が手作業

[1990]15 頁)ということである。つまり「この

の場合よりも少しでも効率的なものであれ

両者が合理的に結合してはじめて、高い生産力

ば経営規模格差は必ず発生しより一層拡大

水準が維持され」(胡[1990]16 頁)るのである。

するということ、しかし、その牛耕が全社

しかし、漢代には家畜はしばしば不足しており

会に普及することで規模格差は次に縮小に

農民は自分で犁を引かねばならないということ

向かうことが分かった。

も珍しくはなく、「偶犁と人挽犁のあいだには決

3 最後の第 3 節においては、分析的マルクス

定的な生産力の相違」(西嶋[1966]161 頁)が存

主義の定義する「搾取」の大小との関係を

在しており富農と貧農の生産力格差は歴然とし

調べ、その大きさに経営規模格差の大きさ

たものであった。趙過の代田法とは「中農・富

が連動することを示した。この結論も数値

農が有利であり、更に大地主が有利な」もので

例でしか示せてなかった大西[2012]のオリ

あり、そのことが農村の階級文化に一役を買っ

ジナルモデルでは示せてなかった点である。

たことは米田([1963]39 頁)の指摘する通りであ

モデルの一般化によって多くの新しい知見

る。そこで牛を持っている農民と持っていない

を得られたことを再確認しておきたい。

農民で労働交換が行われるようになる。この労

以上である。

働交換により家畜を持っていない農民は自分の

最後に、本稿では上記のように大西[2012]

農地を犁耕することが出来る見返りとして牛を

の牛耕モデルをより一般的なものに書き換え

所有する他の農民の除草などを手伝うことにな

ることができたが、第 1 節のモデルと第 2 節

ったのである。しかし、新技術を伴う農法は装

のモデルの関係についてはまだ整理が必要で

備と家畜に大きな投資が必要であり小農の資材

あると筆者は考える。というのも、第 1 節の

を枯渇させるものであった。政府は自営農民の

モデルでは生産量を議論し第 2 節のモデルは

保護として、ローンや価格統制、援助物資の給

耕作面積を議論しているからだ。第 1 節にお

与などを行ったが、それでも多くの農民は負債

いて生産量を耕作面積と解釈し直すことも可

を抱え自身の土地を売らざる得ない状況に陥っ

能ではあるが、そうとしても両者のモデルの

てしまう。一方で大農場では牽引家畜の不足を

構造的な違いは明らかでありやはり整理が必

心配したり犁耕や播種の時期を遅らせたりする

要となる。以上のような点は今後の課題とし

必要もなく、労力配分も効率よく行うことが出

たい。

来た。また、人口圧や土地生産性の増大により
土地価格は急速に増大しており、土地を買い取

注

る者には事欠かない状況であった。このように

( 1 ) 漢代の武帝の末年に趙過が施行したとされる

して前漢末の華北では大農場が小土地所有の零

「代田法」は牛耕により「単位面積当たりに投

細農民を駆逐することとなった。そして、中央

入される労働力の総量をいちじるしく軽減する

部や肥えた土地を地主は直接管理下農に置き農

もの」であった(西嶋[1966]161 頁）。漢代の播

奴や雇用労力に耕作させた。政府は小農の独立

種体系を例にとってみると牛耕を用いた場合で

を再建しようと尽力し、ときには土地と奴隷の

は 1 人当たり 1 日に約 4 畝余の播種が可能であ

国有化すら図られたがすべて失敗した。また、

り、これは手作業で播種を行う場合よりも相当

前漢時代では公の援助と投資により小農家での

に能率が高いことになる(武藤[2009]49 頁)。こ

土地生産性が増大したことが、裕福で力のある

こで重要なのは「牛耕の導入にあたって春の耕

者が小農農地をつぶして大農場を建設するとい

起・整地過程では前述（牛が犁を牽引する形）の

う事態も起こった。こうして華北では数世紀に

畜力耕体系が採用されるが、夏の中耕・除草過

渡り大規模経営の農場が経済の基礎であり続け
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たのである。(Francesca[1984])

めその労働力を吸収する割合は大きなものにな

( 2 ) 本文中では農業に関する生産を仮定しているた

る。これはβ=1 を仮定した本文中の結果とも整

め𝑦(𝑠)においてβ＝ 1 としたが、

合的なものである。

β≠ 1 とした場合𝑦(𝑠)を最大化する𝑠の値は

s＝

a

α
1 β

a1

α
β

b

( 3 ) これは Romer[1982]などの分析的マルクス主義

α
1 β

＋b 1

による「資本貸借」時に起こる搾取の定式化を
「雇用労働」の場合に解釈し直したものである。

α
β

となる。このとき資本を保有する経営主体が所

参考文献

有する労働力は

今村奈良臣[1969]「稲作の階層間格差」『日本の農

2a
a1

α
β

α
1 β

業』、第 62 号。

＋b 1

大澤正昭[1993]『陳旉農書の研究─ 12 世紀東ア

α
β

ジア稲作の到達点』農文協。

資本を保有しない経営主体が所有する労働力は

2b

s＝
a1

α
β

大西広[2012]『マルクス経済学』慶應義塾大学出版

α
1 β

会。

＋b 1
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α
β
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阪本楠彦・梶井功編『現代日本農業の諸局面』御茶
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営規模の格差が生じている。また、以上のよう
な計算から資本を保有する経営主体と資本を保
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有しない経営主体の資本の比が a／b であるとき、
両者が「雇用労働」後に所有する労働力の比は

2a
a1

α
β

α
1 β

＋b 1

α
β

/

2b
a1

α
β

α
1 β

＋b 1

α
β

a
＝
b

1＋

α＋β 1
1 β

会。
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上』『農業
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となる。いま a ＞ b より a／b ＞ 1 であるから

α+β⋛ 1 すなわち 1+

a
b

1＋

( )

α＋β 1
1 β

⋛

α+β 1
⋛ 1に対して
1 β

a
b

武藤軍一郎[2009]『東アジアにおける犁耕発達史』
中国書店。
米田賢次郎[1963]「趙過の大田法─特に犁の性格
を中心にして」『史泉』第 27・28 巻。
Francesca, Bray [1984], “Science and Civilization in

がいえる。これは生産関数が規模に関する収穫

China: Agriculture”, Cambridge: Cambridge Uni-

が逓増であれば資本を持つ経営主体は多くの労

versity Press.（古川久雄訳『中国農業史』京都大

働力を吸収して経営規模格差は資本保有量の差

学学術出版会、2007 年）

よりも大きくなり、規模に関する収穫逓減であ

Romer, John [1982], “A General Theory of Exploitation

れば資本を持つ経営主体はそこまで多くの労働

and Class”, Cambridge, M.A.: Harvard University

を吸収せず経営規模格差は資本保有量の差より

Press

も緩やかなものとなることを示している。また、

a
b

1＋

( )

α＋β 1
1 β

づくほど

a
b

という値についてβの値が 1 に近
1＋

( )

（よしい

α＋β 1
1 β

の絶対値は大きくなるた
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（受付日：2018/01/30、受理日：2018/04/24）

■研究ノート■

「投機資本」と経済格差の拡大
宇 都 宮 勉
《要旨》 資本主義とは労働者が作り出した価値＝貨幣を資本家が搾取するシステムである。資本家は労働
者が作った商品を販売して得た貨幣を、自分に圧倒的に有利に分配するからである。その際、労働
者が生産した商品は“消費者”によって購入されて初めて資本の増殖が完成する。この消費者によ
る商品購入をマルクスは「商品の命がけの飛躍」と呼んだ。資本主義の急速な発展により1970年代
に“誕生”した「投機資本」は、株や国債や金融デリバティブなどの「投機商品」の価格変動で増
殖し、価格の上昇した投機商品を購入するのも多くが資本家層である。他方、産業労働者の賃金を
コスト削減の為に急低下させ、配当や内部留保や自社株買いを増大させる動きが70年代前半に始ま
った。賃金削減と資本家層の利潤拡大は、労働者の貧困を深化させ、労資格差を急拡大させている。

代にほぼ使われていた。1864年にイギリスの

目 次
１
２
３
４
５
６

ジョン・サイモン医師は述べた。「ここにいう

はじめに
第4の資本、投機資本
投機資本は変動経済が生み出した
産業資本は貧困を作り出す
腐朽的な投機資本は貧困を加速する
まとめ

貧困が怠惰による自業自得なものではないこ
とを思えば、……心の痛むことである。それ
は“労働するものの貧困（the poverty of work(2)

ing population）”である 」。
今度は、世界で最も発達した資本主義国ア
メリカの様子を見てみる。アメリカで貧困問
題が激化し出したのは1970年代後半からだっ
た。「企業が合併し、ダウンサイズ……した

１ はじめに

1970年代後半に国中を襲いはじめた……レイ
オフの波は、その後も引くことがなかっ
(3)

た 」。まず工場労働者のブルーカラー層の失
「労働者階級の窮乏や貧困が増大している

業が始まり、90年代に入るとそれがオフィス

のに、それと同時に上層階級では不断の富の

で働くホワイトカラー層に広がった。「1980年

蓄積と資本の不断の増大とが行われてい

代にはブルーカラーがレイオフの大部分を占

(1)

る 」 ― 。 こ れ は 、カ ー ル ・ マ ル ク ス が

めていた。……90年代には、レイオフはホワ

『資本論』で引用したイギリスの政治家ウィ

イトカラーを含むまでに広がった(4)」。レイオ

リアム・グラッドストンが1843年に述べた言

フされた労働者は貸家を追い出されて公園や

葉である。今から175年近く前に述べられたこ

路上に寝泊まりし、「ホームレス」という言葉

とが、現在の先進資本主義国で全く同様に起

が広がった。「1980年代の10年間に、……ホー

きているのである。

ムレス問題が出てきた 」。

(5)

最近日本でも使われるようになった「ワー

1990年代になるとフルタイムの労働者に代

キング・プア」という言葉も、マルクスの時

わって、パートタイムや派遣労働などの非正
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規雇用への置き換えが始まった。「1990年代の

多くの人々を貧困から救った……(12)」。この言

ニューエコノミーの特徴のひとつは、パート

葉が現在のアメリカにはほとんど当てはまら

(6)

タイムと臨時雇用の急速な拡大だ 」。「正規

ないことが、以上の例から明らかだろう。資

労働者をレイオフしたあとには……それがど

本主義は労働者を貧困から救い出すためのシ

んなに低賃金のサービス職であっても就労せ

ステムでは決してない。そうではなく資本主

ざる を え ず、……待ち 受け ている 仕事は、

義とは、労働者が作り出した価値＝貨幣を資

……パートタイム、アルバイト、派遣労働な

本家が搾取するシステムなのである。

(7)

どである 」。

マルクスは19世紀半ばに運動していた 3 種

さらに2000年代になると大学卒などの高学

類の資本の運動を解明した。「産業資本」「商

歴層にまで失業が及び始めた。「2001年の景気

業資本」「貸付資本」である。筆者は、マルク

後退〔ITバブル崩壊〕を機に、高い資格や経

スが生きている間にはきわめて小規模にしか

験を持った人々の失業が増えてきた。……失

存在していなかった「投機資本」が、1970年

業者のうちのかなりの数 ―ほぼ20パーセン

代の為替や金利などの「変動」の開始と、マ

ト、およそ160万人―がホワイトカラーの専

ルクスの時代には地球上に存在していなかっ

門職にあった人たちだった(8)」。現在では労働

た新しい機械コンピュータのパーソナル化な

者のほぼすべての階層が失業に巻き込まれ得

どによって、70年代以降に爆発的な膨張を開

るようになっている。

始したと考える。本稿ではこの新しい資本＝

労働者の失業と貧困が広まるにつれて、そ

投機資本の概要をまず見る。続いて労働者を

れとは正反対にトップ 1 パーセントの資本家

貧困に追いやる産業資本のシステムについて

層への富の集中が加速していった。「2002年か

マルクスが明らかにした点を振り返る。そし

ら2007年にかけての好況期、アメリカの超富

て産業資本における貧困化を大幅に加速する

裕層のトップ 1 パーセントは、国民経済収益

ようになった現代の投機資本のメカニズムに

すべての 3 分の 2 を手に入れた。あとの99パ

ついて見ていく。なお、本稿では世界で最も

ーセントは、残った 3 分の 1 を 3 億1000万人

発達した資本主義国アメリカを主な対象とす

(9)

で分けた 」。さらに2008年 9 月のリーマン恐

る。

慌からの回復過程で富裕層は、FRBの量的緩
和で放出された資金などをもとに資産をさら
に増やし、格差が広がった。「富裕層が〔リー
マン〕危機を通じて富を一層蓄積しているの

２

第4の資本、投機資本

に対して、……多くの労働者の賃金水準が低
く抑えられている(10)」。
こうして2011年 9 月、トップ 1 パーセント

マルクスは『資本論』で、貨幣は運動によ

でなくわれわれ99パーセントに仕事を与えよ

って増殖し、増殖する貨幣＝資本となること

などの「ウォール街を占拠せよ」のデモが、

を明らかにした。「運動によって……貨幣は、

多くの若者たちを中心に各地で行われたので

資本に転化する

ある。「2011年初頭、……約2900万人のアメリ

幣と商品との「交換運動」によって媒介され

カ人が失業し、やむをえずパートタイムで働

ている。「貨幣の商品への転化と商品の貨幣へ

き、……企業国家アメリカは 1 兆9000億ドル

の再転化……その運動によって……貨幣は、

(11)

(13)

」。この場合の「運動」は貨

資本に転化する(13)」。この交換運動の違いによ

の現金を貯め込んで……いた 」。
つい最近、イギリスのあるジャーナリスト

ってマルクスは資本を大きく 3 つに分けた。

は次のように述べた。「資本主義……は非常に

「産業資本」「商業資本」「貸付資本（利子生
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は価格変動を表す）と書ける(16)。

み資本ともいう）」である。
産業資本は自動車やコンピュータなどの商

もっぱら売買差益から利益を上げる投機資

品を生産する資本である。商業資本は、これ

本は自らは価値を生み出さない。これが産業

らの商品を販売することによって商業利潤を

資本に比べた投機資本の極めて重要な特徴で

得る資本である。貸付資本は産業資本に貨幣

ある。ヒルファディングは「かれら〔投機資

を貸し付け、一定期日後に産業資本の得た利

本家〕の利得は……差益にすぎず、これにた

潤などから利子と元本を回収する資本である。

いしては、それと同じだけの損失が対応せざ

マルクスの時代すなわち19世紀半ばは、こ

るをえない。……投機は、ただ多数の局外者

の 3 つの資本が主に運動をしていた時代だっ

たちが参加して損失を負担するばあいにだけ、

た。しかし資本主義が発展して1970年代にな

さかえる

ると、マルクスの時代には小規模にしか存在

は価値を生み出さず他者から価値＝貨幣を吸

していなかった「投機資本」が爆発的な膨張

い上げて収奪する。 この他者 からの価値 の

を始めた。為替レートや金利などが「変動」

“収奪 ” こそが、投機資本の核心である。そ

する変動経済が始まり、投機を支える機械＝

の損失を負担するのは多くの場合、弱小の投

コンピュータのパーソナル化が始まったから

資家や労働者・国民である。

である。

(17)

」と言っている。投機資本は自ら

投機資本の第 2 の重要な特徴は、資本の増

投機資本とはどのような資本か。現在大量

殖率（利潤率）が産業資本や商業資本、貸付

の商品売買が行われている株式市場、国債売

資本に比べて一般に最も高い点がある。産業

買市場、外国為替市場を見てみると、これら

資本の全体としての増殖率（平均利潤率）は

の市場 で運動している のは商品 を作り出す

剰余価値率と資本構成に依存しているため、

「産業 資本」ではない 。貨幣を 貸し付ける

国内総生産GDP（新しく生産された商品やサ

「貸付資本」でもない（投機資本を増大させ

ービスの付加価値の 総計）の 増殖率であ る

るための貸付（レバレッジ）は市場の外で相

「経済成長率」から長期にわたって大きく乖

対で行われている）。金融商品を安く買って高

離することはできない。それゆえ先進国での

値で売買することで差益を得て増殖する「投

産業資本の増殖率はだいたい 0 ％～数％ほど、

機資本」が運動しているのである。

新興途上国では数％～10％ほどである。なお

マルクス自身も「この想像的な富〔株や国

フランスの経済学者トマ・ピケティは、産業

債など〕は、……資本主義的生産の発展の歩

資本とは定義が異な るが「経 済（所得や 産

みのなかで膨張して行き……投機が労働に代

出）」の増加率は総じて 1 ~ 2 ％程度だと述べ

わって資本所有の本来の獲得方法として現れ

ている

……る

(14)

」と述べていた。

(18)

。

これに対して貸付資本の増殖率は、銀行が

投機資本は貨幣と商品の「交換運動」に加

大企業に貸し付ける最優良の長期プライムレ

えて、商品価格の「変動」で増殖する資本で

ートは 1 ％強なので利鞘≒増殖率はそれ以下

ある（拙論「『投機資本』の視点からリーマン

だが、労働者への貸付利子は数％～15％ほど

恐慌を読み解く

(15)

」を参照）。投機資本は商品

もある。貸付資本は相手が貧しいほど高い利

価格（金利、為替レートを含む）の変動を予

子率を設定するのである。さらに投機資本で

想して、貨幣Gを商品W（株、国債、通貨、

は、「ヘッジファンドは……1990年代には年率

不動産、市況商品など）と「交換」し、つま

20～30％の運用成績を記録した (19)」ことさえ

り商 品を 買い 、Wの 価格が 予想 通り に「 変

あり、増殖率は数十％に達する場合がある。

動」して上昇したらW'を売って増殖した貨幣

投機資本は価値を他者から収奪する腐朽的な

G'を得る。その運動はG－W～W'－G'（「～」

資本であるが、最も資本の増殖率（利潤率）
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価値を生産するための手段(23)」であり、人間

が高い資本なのである。

の労力や作業回数を原動機や作業機で飛躍的
に高めた。1970年代に個人向けに発展を始め

３

投機資本は変動経済が生み出し
た

たコンピュータは“情報を処理する機械 ”で
あり、投機商品（価格が変動し、その売買で
投機利益を得る商品）の価格をモニターし、
価格が変動すればそれをトレーダーに知らせ

投機資本増殖のエネルギー源は商品価格の
「変動」にあった。この変動経済が始まった

る文明の利器として「剰余価値を収奪するた
めの“新しい手段”」となった。

のが1970年代だった。1971年、アメリカのニ

こうして投機資本は1970年代の変動経済の

クソ ン 大 統領がドルと 金の 交換を 停止し、

開始とコンピュータのパーソナル化などによ

1973年から通貨ドルの価値が日々変動する変

って爆発的な膨張を開始した。現在の投機資

動相場制に移行した。価値の変動する通貨ド

本の規模は莫大なものになっている。例えば

ルを売買することによって通貨投機が日常的

2015年の世界の株式市場の時価総額は約9000

に可能になる。こうして外国為替市場が「カ

兆円 (24)、2016年時点で外国為替市場での 1 日

ジノ資本主義」とよばれる投機市場に変わっ

の取引額は約500兆円(25)、2017年の日米の年間

た。「ブレトン・ウッズ体制が崩壊して、……

国債売買額は 2 京2000兆円 (26)にも達している

為替変動による利潤機会が拡大し……新たな

のである。

投機メカニズムが生み出された

(20)

」。ドルの不

換通貨化は、FRBがいくらでもドルを供給し
て投機資本の資金源になる過剰な貨幣資本を
生み出す一因ともなった。

４

産業資本は貧困を作り出す

さらに1973年には、ロイター社がコンピュ
ータと電話回線を使ってマーケット情報をリ
アルタイムで表示する機械「モニター」を発

資本主義とは労働者が作り出した価値＝貨

売する。「1973年にロイターがそれまでの黒電

幣を資本家が収奪するシステムである。そこ

話をモニターと呼ばれるビデオ端末で置き換

でまず、マルクスが解明した 3 つの資本のう

えたとき、すべてが一変した。この装置は、

ち、「産業資本」が労働者から価値＝貨幣を収

全地球上の銀行とトレーディングルームから

奪するメカニズムをマルクスを参考にして見

くる買い注文と売り注文を集中し……表示し、

ていく。なお労働者の収入源はほぼすべて賃

これによって、最初のグローバルな通貨市場

金なので、以下では賃金の仕組みを扱う。

を創造したのである

(21)

」。

労働者が作り出す商品には「価値」が含ま

こうしてコンピュータが為替や株式などの
投機的売買に使われ始めた。世界初のパソコ

れている。マルクスによれば「価値」とは商
品に投入された「人間労働の……凝固物
(28)

(27)

」

ン Altair8800は 1974年 に 発 売 さ れ 、 77年 に は

であり人間労働の「結晶

AppleIIが発売された。さらに「1980年代初期

義社会では、「労働者階級だけがいっさいの価

〔1981年 8 月〕にIBMのパソコンが登場し旧

値を生産する(29)」。

」である。資本主

式のアップルⅡを駆逐したころ、……投資実

商品には労働者が作り出した価値が含まれ

務の専門家たちの間に急速にデスクトップ・

ているので、商品を販売すると資本家は貨幣

パソコンが広まった

(22)

」。

を得ることができる。問題は商品と交換され

マルクスが分析した19世紀の機械は、「剰余

たこの貨幣を、資本家が労働者とどう分配す
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るかである。ポイントは「生産物は資本家の

産手段と労働力を等価交換で購入したとして

所有物であって、……生産者である労働者の

も、労働者が作った商品を販売した後で資本

ものではない

(30)

」ということである。商品に

家は最初よりも多い貨幣を手にしているので

含まれる価値はすべて労働者が生産するが、

ある。マルクスは、この貨幣の増殖分を「剰

労働者を雇用しているのは資本家なので、生

余価値」あるいは「利潤」と呼んだ。

み出された商品はすべて資本家のものになる。

産業資本がこのように増殖できるのは、資

労働者は労働力を売ることによって生産物の

本家が労働者に支払った賃金額以上の労働を

一部を賃金として受け取っているにすぎない。

労働者が商品に投入しているからである。

その結果、資本家は商品を販売して得た貨

こうして資本家の手元には、労働者が商品

幣を、自分に圧倒的に有利に労働者と分配す

を作ってそれが販売されるたびに、ますます

る。通常は労働者「 1 人当たりの所得が、ま

多くの貨幣が取得される。労働者が作って資

すます不平等な方法で、つまり、ますます小

本家に取得された剰余価値が資本家によって

さな割合しか中間層や底辺層の労働者にまわ

消費されなければ、資本家の手元に蓄積され

らないという方法で分配

(31)

」する。

る。マルクスはこの商品の生産過程を「労働

具体例を見ると例えば以下のように分配さ

力の搾取過程(33)」と呼び、「〔資本の〕蓄積は、

れる。「1975年に、平均的なレイクランドの労

拡大された規模での資本関係を、一方の極に

働者は、原料コストを上まわること 4 万1,658

……より大きな資本家を、他方の極により多

ドルの価値を生産したのに、入手した賃金が

くの賃金労働者を、再生産する (34)」、「一方の

7,935ドルであった。かくして、雇用者は、 3

極で の富 の蓄 積は、同時に 反対の 極 で の、

万3,623ドルの総利益をあげた

(32)

」。資本家の

利益はこの場合、労働者 1 人当たり賃金の 4

……貧困……の蓄積なのである

(35)

」と述べて

いる。

倍以上もある。仮に労働者を1,000人雇用して

しかもこの例は資本家が、労働者の労働力

いれば資本家の年間利益は賃金の4,000倍以上

をその価値通りに購入した“最良の ”場合で

になる。

あった。ところが資本家は、自分の取り分を

この場合の資本家が非常に良心的であった

増やすために労働力をその価値以下で購入し

と仮定すると、労働者の年間平均賃金7,935ド

ようとする。「労働者そのものを安くする……

ルは彼の労働力を維持して来年も資本家のた

のは、資本の内的な衝動であり、不断の傾向

めに労働力を提供できるだけの額だろう。す

なのである

なわち労働者の衣服代、食事代、住居代、医

比例する。資本のわけまえである利潤は、労

療費等である。さらに、彼が死んだ場合は彼

働のわけまえである 1 日の賃金が下がるのに

の子どもが労働者として後を継げるように子

比例して上がる(37)」。こうして資本主義社会で

どもと妻の養育代も含まれるだろう。これら

は、資本家は労働者の賃金を切り下げて、「貧

は「生計費」と呼ばれ、「多くの場合、……生

しい者から〔賃金を 〕奪い取 って、金持 ち

(32)

(36)

」。さらに、「賃金と利潤は、反

計費が最も重要な賃金決定の基準となる 」。

〔資本家〕に与える (38)」ことを連日繰り返し

労働者はこれらの生計費を 1 年でほぼ使い切

ているのである。

ってしまうので、資本家に自分の労働力を毎

さらに賃金が下がるとどうなるか。「もし労

年売り込まなければならないだろう。つまり

働力の価格がこの最低限まで下がれば、……

労働者は来年も再来年も常に労働者であり続

労働力は萎縮した形でしか維持されることも

けるだろう。

発揮されることもできない 」。つまりさらに

(39)

ところが資本家は労働者とは全く別の世界

賃金が下がると食費などが不足したりするこ

に住んでいる。資本家は自分の持つ貨幣で生

とによって、労働者は肉体的にも精神的にも
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正常な状態を維持することができなくなるの

主義国家アメリカの「相対的貧困率（世帯の

である。

所得が中位世帯所得以下の世帯の割合）」は、

労働力にその価値以下の賃金しか払われな

「OECDに加盟する31カ国中、……29位

(43)

」

いとすると、本来であれば労働者がもらえる

とほぼ最下位となっているのである。逆に言

はずだった賃金＝貨幣が資本家に収奪される

うと、多数の働く貧 困層（ワ ーキング・ プ

ので、「労働者階級から富裕層への巨額の所得

ア）からの所得移転があるからこそ、アメリ

移転が引き起こされる

(40)

」。仮に 1 万人の工場

カは世界の経済大国でいられるといえる。

で労働者 1 人当たり毎月 1 万円が資本家に所
得移転＝収奪されれば、月に 1 億円が資本家
の給料に上乗せ可能になる。資本家はますま
す富む。一方で労働者は、「賃金が……労働者

５

の最低必要生活水準を支えるのに必要な金額

腐朽的な投機資本は貧困を加速
する

以下に低下するとすれば、労働者とその家族
は、貧困の中で生活していくことになる(41)」。

ところが産業資本にも“欠点 ”がある。産

さらに悪いことに資本家は、賃金の切り下

業資本では労働者の賃金を資本家がいくらで

げでなく労働者を解雇する場合もある。「マー

も引き下げてよいことにはならないからであ

ティン・マリエッタ社……がロッキード社と

る。労働者に作らせた商品は販売されて貨幣

合併してロッキード・マーティンになった時、

と交換されて初めて資本として増殖できるが、

…… 1 万 7 千人の労働者の人員削減があった

その商品を購入する消費者の一部は別の労働

……。新しい合併企業の経営幹部は、自分た

者であり、その労働者には商品を買えるだけ

ちに9,100万ドルの賞与を支給することを決め

の賃金が支払われていなければならないから

(42)

た

」。労働者の解雇で得られた貨幣の多くは、

である。

当然資本家の懐に入る。こうして産業資本の

そこで次のようになる。「ヘンリー・フォー

下で商品の生産が繰り返されるたびに、労働

ドは1914年、フォードの「モデルT」の組立

者はますます貧しくなり資本家はますます裕

ラインで働く労働者に日給 5 ドル〔当時平均

福になる。それゆえ世界で最も発達した資本

の 3 倍〕を支払うと 発表した (44)」、「ヘンリ
ー・フォードは……労働者は生産コストで

図１

アメリカ労働者の実質平均週間賃金（1947～86年）

あると同時に、最終的な消費者であって、
消費者であるための所得を必要としている
(45)

ということ―を見抜いた 」。
つまり産業資本においては労働者が生産
した商品、例えば新型車モデルTの購入者
のほとんども労働者であり、労働者には商
品を買うだけの賃金が支払われる必要があ
る。そこで経済が順調に発展している時期、
アメリカでは第二次大戦後から1970年代前
半までは、図１のように労働者の賃金（実
質平均週間賃金）が上昇していったのであ
る。「1947年から1975年〔図 1 によれば73
年〕にかけての……「大繁栄」時代……労
働者が生産したものを購入できるだけの十

出所：ベネット・ハリソンほか『危険な大転進』
、16頁。
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分な給与が、労働者に支払われてい 図２ インフレ調整済みアメリカ製造業労働者の平均週間賃金
（1965～2015年）

(46)

た

」。

マルクスも経済が順調に発展して
いる時期には、賃金は上昇し得ると
次のように述べている。「労働者に
とって最も有利な蓄積条件のもとで
は、……剰余生産物のうちから、以
前よりも大きい部分が支払い手段の
形で彼ら の手に還流してくる ので
……資本の蓄積につれて労働の価格
(47)

〔賃金〕が上がる

」。

ところが1970年代前半になると産
業資本の下で働く製造業労働者の賃
金に劇的な変化が起こった。週給で

出所：Wall Street Journal.com

は1973年、時給では74年(48)から、製
造業労働者の賃金が急落を開始したのである

1970年代前半に“誕生 ”して膨張していくに

（図２）。（なお貸付資本や投機資本の下で働

つれ、投機資本の増殖に必要のない産業労働

く銀行部門の労働者の平均賃金は、1970年代

者の賃金をコスト削減の視点から切り下げて

末までは全民間部門平均とほぼ同額であった

いくことが可能になったと考えられるからで

が、80年代に入ると右肩上がりで上昇を始め

ある。

て2008年には全民間部門平均の約 2 倍に上昇
している

(49)

）。

実は1960年代半ばから70年代前半の時期、
アメリカ企業は収益の低下という大きな壁に

筆者はこの製造業労働者の賃金の急落こそ、

ぶつかっていた。「1960年代半ば以降の 8 年間、

投機資本がもたらしたものではないかと考え

……企業収益は伸びていなかったのである。

ている。その理由は第 1 に、賃金が下落を開

……国内企業の税引き後の純利益率の平均は、

始した1970年代前半はアメリカのドルが変動

1965年に10パーセント近くに達したのを頂点

相場制に移行し、投機資本が新たに“誕生 ”

に、70年代後半には 6 パーセント以下にまで

した時期と一致するからである。

落ち込んでいる

(51)

」。

そして第 2 に、産業資本の場合は、資本は

アメリカ企業の収益が伸びなくなった理由

労働者が作り出した商品が消費者によって購

としては、1960年代から進めてきたアメリカ

入されて初めて増殖することができる。つま

企業の海外進出によって生まれた外国の企業

り産業資本の増殖には「商品購入（商品と貨

が成長し、アメリカ企業と肩を並べるまでに

幣との交換）」が必須なのである。マルクスは

発展してきた点が指摘されている。

この「 商品購入」を、 商品の視 点から見て
「商品の命がけの飛躍

(50)

」と呼んだ。

そこでアメリカの大企業はどうしたか。 1
つの方法は、収益の低下を商品価格の値上げ

しかし投機資本は株式や国債、外国為替な

でカバーするというものである。しかし「高

どの投機商品の価格変動だけで増殖でき、価

価格は消費者を外国の競争相手の広げた腕の

格の上昇した投機商品を購入するのも多くの

中へと追いやった。市場シェアの損失は、価

場合は資本家層である。つまり投機資本の増

格の値上げ分で相殺される以上のものであっ

殖にとって消費者としての産業労働者の関与

た。収入は落ち、利益は低下した

の必要性はほとんどない。そこで投機資本が
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(52)

」。

ではどうするか。マサチューセッツ大学の

バリー・ブルーストン教授らは述べている。

しかしこの説明はハリソン教授が言う「資

「アメリカ産業の経営者たちにとって、この

本を金融資産に移し替えること」とは矛盾す

趨勢を逆転するためにするべきことは、 2 つ

るし、1970年代にアメリカ経済に起きた 3 つ

しかないように思われた。資本の新しい、も

の重要な変化、すなわち①1970年代前半以降、

っと利益の上がる使い方を見つけるか……既

産業労働者の賃金が急落していったこと、②

存の活動における生産コストを削減する方法

1970年 代後 半以 降 、ア メリ カ経 済が 「金 融

を見つけるかであった

(53)

」。

化」していったこと、③産業資本のだいたい

ここで資本家が資本の投下先を産業資本か

の増殖率と見なせるアメリカのGDP成長率が

ら、新しく“誕生 ”した投機資本の分野に徐

1970年代末以降に傾向的に低下していったこ

々に切り替えて行けば、第 1 に資本の増殖率

と、が説明困難であろう。「利潤率がもっと高

（利潤率）を高くして資本の「もっと利益の

い新しい分野」である投機資本に資本の投下

上がる使い方」が可能になる。なぜなら投機

先を徐々に切り替えていったからこそ、①70

資本は一般に、資本の中で最も増殖率が高い

年代前半以降、投機資本の増殖に必要のない

からである。そして第 2 に、投機資本の増殖

産業労働者の賃金が削減可能になり、②70年

にとって産業労働者の関与はなくても済むの

代後半以降、増殖率が最も高い投機資本に貨

で、産業労働者の賃金を切り下げて「コスト

幣が大量に流れ込んでアメリカ経済が「金融

を削減する」ことが可能になるからである。

化」していき、③増殖率が相対的に低い産業

そこで次のような決定がアメリカ大企業の

資本は設備投資が停滞するなどして低成長に

資本家の間で行われていったのではないだろ

移行しGDP成長率が低下していったこと、が

うか。 マサチューセッ ツ工科大 学のベネッ

説明できるのである。

ト・ハリソン教授らは述べている。「設備への

また、アメリカ製造業の利潤率は1966年か

直接投資〔産業資本への資本投下〕で、本国

ら下落を開始し、80年代初めまで低下が続い

で利潤率を上げられる可能性はきわめて小さ

た

かった。そこで考えられたのが、資本を金融

ったのは週給では1973年、時給では74年から

資産に移し替えることであった。……生産投

であった。つまり66年から73年までの 7 年間、

資から金融投機へと流れが変わった

(54)

」。

(56)

。一方、製造業労働者の賃金下落が始ま

アメリカ産業労働者の賃金に大きな変化はな

筆者はハリソン教授が言うようにアメリカ

く、むしろ賃金は66年から73年まで右肩上が

企業の収益の低下に対して、資本家たちが資

りで上昇さえしているのである！（図 1 ）。66

本の増殖率が高い「金融投機（投機資本）」へ

年から企業の利潤率低下に直面した資本家層

の投資を徐々に拡大していったと考えるが、

は、コスト削減の観点から製造業労働者の賃

カリフォルニア大学歴史学部のロバート・ブ

金を切り下げたかったのではないだろうか。

レナー教授は『ブームとバブル』の中で、「製

しかし製造業労働者の賃金の切り下げは彼ら

造業 の利 潤率 が初 め て低 下し た 1965年 か ら

が生産した商品の販売を減少させるので、さ

1973年……企業は当然、……潜在的な利潤率

らなる利潤率の低下につながる可能性がある。

がもっと高い新しい分野へと生産手段を移転

そこで資本家はこの 7 年間、安易に賃金を下

させることで対処したであろう。しかし結果

げることができなかったのではないだろうか。

的には、……製造業者が切望したのは、新し

なるほど産業労働者の賃金を切り下げると

い産業分野へと資本を移転させることではな

彼らが購入できる商品が減り、産業資本の増

く、自分たちの産業分野への投資を強化する

殖率はその分、低下するだろう。しかし賃金

こと……だったようである
る。

(55)

」と説明してい

を切り下げた分の貨幣をまとめて投機資本家
（投資銀行など）へ投下していけば、投機資
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本は高い増殖率で増加していく 図３ アメリカの所得階層別実質平均所得額（1917～2014年）
だろう。産業資本の増殖率の低
下を投機資本の増殖率は上回る
のである。利潤率の低下に直面
していた資本家層にとって、こ
れは願ってもないチャンスだっ
ただろう。
実は製造業労働者の時給が下
落し始めた1974年にはアメリカ
大企業の諮問機関である「コン
ファレンス・ボード」が開催さ
れ、大企業のCEO約350人が招集
された。この会議で、参加した
銀行経営者などの貸付資本家≒

出所：小林由美『超一極集中社会アメリカの暴走』新潮社、21頁。

投機資本家から、投機商品は労
働者に購入してもらう必要はなく、彼らの賃

くことが可能になると、毎年の賃金の削減分

金をコストとして削減できるとの説明がなさ

が資本家への所得移転分に毎年追加されてい

れた可能性がある。なぜなら「アメリカ企業

くので、所得移転される貨幣の量は毎年雪だ

はこの期間にムチ戦略〔労働者の賃下げや解

るま式に増大する。こうして投機資本は産業

雇〕への依存を強め始めた。労働者に対する

労働者と資本家の格差を急速に拡大していっ

企業の態度はだんだんと対立的になっていっ

たと考えられる。「1980年、CEOの報酬は平均

た。……実業界の指導者たちは、……この国

的会社員の給与の40倍だったが、2000年には

で一方的な階級闘争を遂行することを選択し

400倍近くに急増していた

(57)

(60)

」。まさに資本家

たのである 」。つまり74年に開かれたコンフ

層の「繁栄は所得格 差の増大 と関連して い

ァレンス・ボードを境に、アメリカの資本家

る」（ジェームス・ガルブレイス

(61)

）のである。

層はそれまでの賃金引き上げ（図 1 ）から、

図３はアメリカの所得階層別の平均所得額

賃金引き下げ（図 2 ）と解雇（階級闘争）へ

の推移だが、上位0.01％の資本家層の所得は

と方向転換をしたからである。

1970年代末から急増を始め、2014年には2,903

こうして1980年代に入ると、実際に資本の

万ドルに達した。これに対して全世帯平均所

投下先が産業資本から投機資本へと切り替え

得は約 6 万ドルとほとんど変化せず、2014年

られていった。「1980年代アメリカ経済に起こ

で労資格差は約480倍に広がった。上位0.01％

った資本蓄積パターンの変化……は、アメリ

の資本家層への所得の集中が始まった1970年

カ企業の設備投資が、製造業から非製造業、

代末は、投機資本が70年代前半に“誕生 ”し

しかも商業・金融へと、その中心を移動させ

て膨張を始め、産業労働者の賃金の削減を可

(58)

てきている 」。

能にして資本家への所得移転が大規模に始ま

こうして始められた産業労働者の賃金の削

った時期と一致している。「アメリカが1970年

減は、労働者の中の貧困層を増大させて行っ

代〔末〕に経済成長が減速をはじめたまさに

た。「アメリカにおける貧困率は……73年には

その時に、最上位のごくわずかに向かって目

11.4％の低さまで低下したが、その後……83

覚ましい勢いで所得集中が起こり始めた

年の15.2％へと急増した

(59)

」。

(62)

」

のである。なお「経済成長の減速」すなわち

さらに、産業労働者の賃金を切り下げてい

GDP成長率≒産業資本の増殖率の減速は、資
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本の増殖率が相対的に低い産業資本 図４ アメリカの労働分配率の推移（1950～2014年）
への設備投資が低迷していったから
と考えられる。
なお上位0.01％と全世帯平均の実
質所得は1929年の世界大恐慌以降、
1970年代末までほとんど変化してい
ないことも図 3 から分かる。格差は
70年 代 末 以 降 に 投 機 資 本 に よ っ て
“作られた ” と考えられる。70年代
末以降、投機資本によって労働者層
から資本家層に大規模な所得移転が
もたらされ始めたからである。「価値

出所：
「共済総合研究」JA共済総合研究所、第71号130頁

〔労働者の労働〕が、……資本家階
級の富の源泉なのである(63)」。

の約 8 割は派遣労働者が占めており(69)、『米国

なお産業労働者層から資本家層への年々増

経済白書2015』は「1990年代半ば以降、より

大する所得移転は、資本家層に変化をもたら

多くのフルタイム労働者が俸給〔固定給〕を

し、「新しい資本家層」を生んでいる。彼らは

稼ぐようになってきている。……しかしなが

「資産から得る所得（利子、配当、地代、家

ら、俸給労働者の長時間労働についての懸念、

賃その他）で高額所得を得るような、旧来型

そして彼らの労働時間に対して適切に報酬が

の富豪ではない

(64)

」。彼らの所得増の主要因は

支払われているかどうかについての懸念が存
(70)

「経営者報酬を中心とする労働所得の増大で

在し続けている

……「ワーキング・リッチ」の所得増なので

どの俸給は「総人件費の抑制につながる

ある

(65)

」。つまり新しい資本家層は労働者層か

らの所得移転を“労働所得 ”として得ている

」と述べている。年俸制な
(71)

」

ため、企業は俸給制のフルタイム派遣労働者
を増やしているものと思われる。

のである。さらに投機資本を利用した報酬制

また図 2 は製造業労働者の週平均賃金であ

度「ストック・オプション」が彼らの所得を

り、彼らは労働者の中でも比較的高賃金層の

急増させている点もある。

労働者である。製造業労働者の「平均週間稼

なお投機資本の“誕生 ”によって可能にな

ぎ」は、すべての民間セクター労働者の平均
(72)

った産業労働者の賃金削減だが、図 2 を見る

よりも約170ドル高い

。アメリカではこうし

と1996年以降は賃金微増に転じていることが

た高賃金労働者をパートや派遣などの安上が

分かる。これはこの年、連邦議会で最低賃金

りな非正規労働者に切り替えて総体としての

が時 給4.25ドルへ 引 き上 げら れた こと が あ

賃金を引き下げる動きが進んでおり、企業で

る (66)。最低賃金は70～80年代にも引き上げら

生産された付加価値全体のうちのどれだけが

れていたが、この時期のインフレにより「最

労働者全体に還元されたかを示す「労働分配

低賃 金の 実質 価値 （ 89年ド ル） は、 68年 の

率」で見ると1970年代初頭以降、労働分配率

7.49ドルから89年の4.40ドルへと低下 (67)」し

は趨勢的には切り下げられてきているのであ

てしまっていたのである。

る（図４）。

また最低賃金の引き上げのほかに製造業労

産業労働者の賃下げについては、これまで

働者の賃金が微増に転じた理由として、フル

①70年代のスタグフレーションの影響、②国

タイム労働者の割合が90年代半ばから上昇を

際競争・グローバリゼーションの激化、③新

始めた点がある

(68)

。しかしフルタイム労働者

自由主義の台頭・労働組合の弱体化などで説
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明されてきた。

労働者に購入してもらう必要はなくもっぱら

しかしスタグフレーションは80年代初頭に

資本家が購入するもので、産業労働者の賃下

は収束したが、産業労働者の賃下げは90年代

げを可能にした、⑤1974年に大企業のCEO約

半ばまで続いた。これはスタグフレーション

350人が招集された諮問機関「コンファレン

では説明できない。グローバリゼーションに

ス・ボード」を境に産業労働者の賃下げが始

関しては、グローバル化では影響を受けない

まった、等の状況証拠はつかめた。しかし投

運輸や公益事業、小売業などの国内産業で製

機資本による産業労働者の賃下げの決定的理

造業以上に賃金が低下している事実がある。

由はいまだに把握できていない。この点につ

「1979年から94年にかけて……製造業の時間

いては今後の研究課題としたい。

当たり実質勤労収入は10.1％低下した。……
しかし運輸・公益事業そして小売業ではもっ
と急激に低下した〔運輸・公益で15.2％減、
小売では17.4％減〕。これらのどの部門も海外

６

まとめ

から輸入された財貨やサービスとの競争に大
規模にさらされていたわけではない(73)」。これ
もグローバリゼーションでは説明できない。

以上、労働者が生み出す価値＝貨幣が産業

さらに新自由主義であるが、従来は新自由

資本と投機資本を通じてどのように資本家に

主義という「理念」がまずあり、それによっ

収奪されているかを見てきた。産業資本の場

て労働者の賃下げが行われ労働組合が弱体化

合、商品の価値はすべて労働者が生産するが、

されたと説明されてきた。しかし筆者は新自

商品が資本家の持ち物であることからそれを

由主義という上部構造を生んだのは、70年代

販売して得られた価値＝貨幣は資本家に圧倒

に始まった「変動経済」という下部構造の変

的に有利に分配される。労働者に支払われる

化であり、投機利益を上げるために為替、金

賃金は最良の場合でも毎日の生計を維持する

利、商品価格の「自由な変動」を推し進めた

だけの額であり、資本家がさらに賃金を削る

結果だと考えている。その一つの理由はアメ

と労働者とその家族は貧困生活に追いやられ

リカで新自由主義を始めたとされるレーガン

る。

大統領が1981年に就任する前に、73年には変

こうして資本家の手元には労働者が作り出

動相場制移行、75年の株式売買委託手数料の

した剰余価値＝利潤が蓄積されていく。ただ

自由化、80年には預金金利の自由化などが既

産業資本においては、労働者が生産した商品

に実施されていたことなどがある。よって新

がほとんどの場合、別の労働者によって購入

自由主義によって賃下げが行われたとの視点

されなければ資本の増殖が完結せず、産業労

は不十分であり、新自由主義そのものが投機

働者の賃金を限りなく削減することはできな

資本を生み出した変動経済によって生み出さ

かった。

れ、賃下げを行っていった点も見る必要があ
る。

こうした産業資本の“欠点 ” が投機資本に
よって埋め合わされることになった。1970年

以上、①産業資本にとって消費者＝産業労

代に変動経済の開始とコンピュータのパーソ

働者の賃下げは利潤率を低下させる恐れがあ

ナル化などによって“誕生”した投機資本は、

り、賃 下げは容易では なかった 、②しかし

4 つの資本の中 で一般に最も増 殖率（利潤

1960年代半ば以降、アメリカ製造業の利潤率

率）が高く、かつ他者が生産した価値＝貨幣

が低下を始めた、③そうした時、1970年代前

を収奪してくる。投機資本は株式、国債、外

半に投機資本が“誕生 ” した、④投機商品は

国為替、デリバティブなどの「投機商品」の
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価格変動だけで増殖できるため、産業労働者

段を手にしているアメリカの労働者層は、マ

の関与はほとんど必要なく彼らの賃金を一定

ルクスが明らかにした所得分配の理論をやが

額以上に保持する必要がなくなった。そこで

て知るようになるだろう。その知識は急速に

投機資本が“誕生 ” した1970年代前半以降、

国民の間に広まっていくだろう。そうなった

資本の投下先を産業資本から投機資本に徐々

時には、マルクスなどを愛読した自称「民主

に切り替えることによって産業労働者の賃金

的社会主義者」のサンダース議員の次の呼び

が劇的に切り下げられ始めたと考えられる。

かけが実現していくだろう。「米国の富を生産

投機資本による産業労働者の賃金からの収奪

したミドルクラスと労働者家族が、彼らにふ

が始まったのである。賃金が毎年切り下げら

さわしい公正な処遇を受けるべきである……

れていった分、産業労働者から資本家に雪だ

我々は、一握りの富裕層ではなく、すべての

るま式に所得移転が進み、産業労働者と資本

国民のために役立つ経済を作り上げなければ

家の格差が1980年代以降に急拡大を始めた。

ならない(77)」。

こうしてアメリカの人口の約 1 ％を占める
注

資本家層によってアメリカの経済と政治が支
配されるようになっている。しかし一方でア
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■書評■

飯田和人著

『価値と資本─資本主義の理論的基盤』
（桜井書店刊、2017年）

竹 永

進

その予備的考察」は 最初の 2 章を、第 2 部
「価値と価格の理論」は第 3 章から第 5 章ま

一

でを、最後の第 3 部「資本の理論」は第 6 章
から最終第 9 章までを、それぞれ含んでいる。

本書のタイトルはヒックスの主要著作のひ

最終章として結論を置くかわりにすべての章

とつのそれと同じであるが、著者がマルクス

の最終節が「結論」と題されてその章の内容

経済学の理論家として広く知られる飯田和人

を手短に再説している。ここに示した 3 つの

氏であってみれば、その内容についてあらか

部の表題からは、本 書はマル クスが『資 本

じめ読者に誤解を抱かせるようなことはない

論』全三部において述べた主要な理論領域に

であろう。事実著者は過去十数年にわたって

ついての著者の解釈あるいは独自な見解の開

マルクスの経済理論に関連する理論的・実証

陳を内容とする、いわば『資本論』研究の書

的著作をいくつも世に問うており、本書はそ

とも受け取られるかもしれないが、それは著

の延長線上の研究成果と位置付けられる。先

者の目指すところではなく、著者はマルクス

行著作の主なものとして、『市場経済と価値

の資本主義理論を手掛かりとしながら独自に

――価値論の新機軸』（ナカニシヤ出版、2001

「価値と資本」の理論の構築をこころざして

年）、『市場と資本の経済学』（ナカニシヤ出版、

いる。今本書で扱われているテーマを伝統的

2006年）、『グローバル資本主義論――日本経

なマルクス経済学のタームをもって大雑把に

済の発展と衰退』（日本経済評論社、2011年）

列挙すれば、価値論、貨幣論、資本循環・再

がある。「初出論文一覧」（252．以下、本書か

生産論、国民所得論、景気循環論、生産価格

らの引用には当該ページをアラビア数字をも

論、独占価格論、株式会社・法人資本主義論、

って示す。）によれば、「大幅な加筆」（同）を

グローバル経済論、などであり、マルクスが

ともなって本書に収録されている論文は、全

『資本論』であつかっている領域を大幅に超

体の構想を述べた第 1 章（書き下ろし）、コー

越し、最終的にはその先まで見据えた現代資

ポレート・ガバナンスを扱った第 7 章の一部

本主義論にまでいたっている。また、『資本

と第 9 章をのぞけば、すべて過去数年の間に

論』に含まれる理論領域（たとえば資本循環

発表されたものばかりである。すなわち本書

論）についても、おそらくこれまで試みられ

は実質的にも上記の三作以降に書かれている。

なかったような新しい読み方が提示されてい

全体は 9 章からなり第 1 部「価値と資本：

ると思われる。反面、本書がこのような野心
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的な内容を持つだけに評者には理解しにくい

ム」というより具体性をもった形で論じてい

ところや齟齬をきたしているのではないかと

る。これらの論題は『資本論』の理論構成に

思えるところが散見される。もちろんその多

とらわれることなく、「景気循環・経済変動を

くは評者自身がこれまでに研究したことのな

基盤とする」歴史的な「発展」そしてその基

い諸分野・諸問題が広範囲にあつかわれてい

礎にある資本蓄積過 程の繰り 返しとして の

るからであろうし、また評者の誤解によると

「資本の再生産・循環運動」の相のもとに展

ころも少なくないであろう。

開される。そしてこ れら全体 の「理論的 基

以下、上記のような性格を有する本書の個
別論点とともにできればそれらの脈絡につい

礎」として「価値論（労働価値論）」が位置付
けられる。

て紹介し論評していくが、紙幅の制約から評

周知のようにマルクスの価値論（ないし商

者が興味深く重要だと感じたごく少数の論点

品論）は現在までの内外の研究史のなかで様

に限定せざるをえない。こうした取捨選択は

々に解釈されてきたが、本書で採用される価

おそらく評者自身のこれまでの研究経過に制

値論を著者は「抽象的労働説」と呼ぶ。この

約されているであろうし、必ずしも著者が力

説が「現実的、具体的な歴史的時間のなかで

点を置いて強調しようと意図したところとか

変遷・発展し続ける資本主義経済の構造と動

さならないかもしれない。また、本稿の性格

態の分析にとって、最も基本的なツールを経

上いきおい疑問の提出や批判的論評が優勢と

済学に与えるものだ」という主張が、本書の

なるかもしれないが、それらに対する答えあ

大半を占める第 1 部と第 2 部において、上に

るいはその糸口さえ筆者にあるわけではなく、

記したさまざまな理論的場面を通じて繰り返

ある意味では無責任な言いっ放しに見えるで

し現れる。「この価値論を基礎に据えることに

あろう。だがそのほとんどは筆者がこれまで

よってのみ、全体と しての経 済過程が「 価

正面から取り組むことをためらってきた難問

値」に媒介されながら遂行されるという資本

である。批判的なコメントは、こうした難問

主義独特の社会的再生産過程の根本的かつ総

に果敢に挑戦された著者に対する敬意でもあ

体 的 把 握 が は じ め て 可 能 に な る 」（ 以 上、

り、また筆者自身にとっての今後ありうる研

244）、というわけである。この意味で本書の

究課題の提起でもある。

基本テーマは、その 表題の最 初に来る「 価
値」の概念をいかに把握するかにあるが、著
者は本書全体をとおしてこの基本的な問題に

二

ついての主張の有効性をいっそう具体的な理
論領域において検証しようとしている。

まず最初に、第 1 部および末尾の「おわり

ところで、著者自身の言葉によれば（18）、

に」と「あとがき」を参照しつつ本書全体の

このもっとも根本的なマルクス価値論につい

構想と問題意識について紹介しておきたい。

ての著者の理解は2001年刊の前著（上掲）か

著者は本書の中心におかれる「マルクス学派

ら少なからず変化した。すなわち、本書で著

の資本概念」を、「モノとモノとの関係」と

者は、「いったんは関係性に解消してしまった

「ヒトとヒトとの関係」のふたつの関係を包

価値概念をもう一度、経済学のツールへと復

蔵した「転倒的な相互依存関係として概念構

権させねばならぬ」（254）という目的をもっ

成され た、独自の組織 体もしく は運動体」

て、前著で採用していた「価値関係説」を脱

（243）として把握する。前者については著者

却して新たに「抽象的労働説」の立場から本

の理解する労働価値論を基礎に第 2 部で論じ、

書全体の展開を図ろうとしたというのである。

後者については第 3 部で「近代的企業システ

すぐ後に見るように、この転換は過去の自説
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を完全に脱却してまったく新しい考え方に変

的な側面――言い換えるなら、抽象的人間的

わったというものではなく、よりニュアンス

労働概念の存立構造――に論及する場合に限

に富んだ微妙な変化といった方が妥当な性質

られており、価値の量的側面に関する分析で

のものであるが、しかしにもかかわらず、こ

はほぼ体化労働説的 な論理が 用いられて い

のような根本概念における理解の変化を経て

る」（41）。これは、『資本論』（現行版）第 1

本書に結実した過去数年間の研究と論文の執

部第 1 章の前半と後半の一見矛盾するように

筆過程は、著者自身の過去の見解の見直しを

読めるマルクスの論述をいかにして整合的に

伴うものでもあったのではないかと推察され

理解するかという難問ともかかわり、これは

る。

いまだに決着がついていない。さらに、商品

著者によれば、これまでのマルクス価値論

価値を諸商品間の関係（究極的にはすべての

についての理解には、細かいニュアンスの相

商品の貨幣との関係）として捉える場合、関

違を無視すれば「体化労働説」、「抽象的労働

係である価値の大きさをどのようにして足し

説」、「価値関係説」の三つの主要パターンが

合わせるのか国民総生産をどのようにして算

存在した（13）。最初の「体化労働説」はもっ

出するのかという重大な問題が生じる。評者

ともオーソドックスな理解であり、「抽象的人

の知る限り、上記の廣松やまたルービンなど

間的労働を価値の実体として労働・生産過程

の関係主義的な価値概念を採用する論者によ

で自存するものとして捉える」（153）もので

って、このような問題の意識化ましてやその

ある（こうした価値論の理解は内外の研究史

解決の試みがなされたことはかつてなかった

上おう おうにして、古 典派経済 学とりわけ

と言ってよい。

「労働価値論を純化した」と言われるリカー

こうしたことから著者は価値関係説が「経

ドの価値論と同一視されがちであるのに対し

済学からその分析ツールとしての価値論を失

て、著者はたとえこのように解釈されてもマ

わせ」「それを無力化してしまった」（14）と

ルクスの価値論は古典派の「投下労働価値論

考えた。著者が価値関係説から距離を置くよ

とは区別する」（40）必要があるとして、マル

うになったのは、いかにして価値論を「経済

クスについては「投下労働」ではなく「体化

学のツールへと復権させ」（254）ることがで

労働」(embodied labour）という表現をあて

きるのか、という問題意識からであった。「純

るべきだと主張するが、評者も同感である。）。

生産物という集計概念を不可欠とするマクロ

著者自身も研究の出発点においてはこの体化

経済領域では、この集計量としての価値（＝

労働説を採用していたようであるが、著者は

純生産物）の実体がなんであるのかという問

1970年代から80年代にかけてあらわれた「当

題を曖昧にしておくことは、（少なくともマル

時、価 値関係説の代表 的論客で あった哲学

クス学派の立場からすれば）理論的には許さ

者・廣 松渉の『資本論 』研究」 に「力を与

れないことであった。こうした事情によって、

え」られて、抽象的人間労働を「ひとつの社

筆者は経済学の世界に抽象的労働説によって

会的関係規定として捉え直す立場、すなわち

価値論を復位させる ことにな ったわけで あ

関係主義的な価値理論」つまり価値関係説の

る。」著者の価値論上の立場はこうして「価値

「立場に立つ」（13）ことになった。

関係説」から「抽象的労働説」に転換するこ

体化労働説にしても価値関係説にしても、

とになり、この転換 に基づい て「価値と 資

いずれもマルクスのテクストを「典拠」とし

本」にかかわる広範な問題領域についてはじ

てその正当性を主張しうることは否定できな

めて著者の見解を一定の体系性をもって開陳

い。著者の言うように、「マルクスが関係主義

したのが本書である。しかし彼が本書で採用

的な論理を展開するのは、もっぱら価値の質

する新しい立場は「体化労働説に復帰するこ
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と」ではもちろんなく、むしろ「価値関係説

する保障はない（だからといって両者がまっ

にたち、そのうえで価値「実体」（＝人間労

たく独立で無関係だということにはならない

働）を経済学のツールとして措定しなければ

が。この点の詳論は省略。）。

ならない」（以上、14）というものであり、価

このように市場における商品の貨幣との交

値関係説に対しては微妙なスタンスを取って

換を媒介として抽象的労働が成立するという

おり、それを次のようにも表現している：「関

考え方は、体系的なマルクス価値論解釈とし

係主義的な価値理論を放棄して抽象的労働説

ては1920年代のソ連でルービンによってはじ

という別の価値論に宗旨替えしたというので

めて打ち出されたものである（同著『マルク

はない。」（23）

ス価値論概説』）。評者の理解では、ルービン

では、著者の理解する「抽象的労働説」と

が当事者たちにとって認識可能とした抽象的

はどのようなものか。著者は本書の第 1 部と

労働の量（価値の大きさ）は、貨幣との交換

第 2 部を通じて繰り返しこれを次のように説

（販売）によって得られる価格、そして金本

明する。すなわち、抽象的労働説は、「市場す

位制を前提すれば価格の度量標準を介した一

なわち流通過程において商品が貨幣に転化す

定の重さの金（自然界の物質の一定量）であ

ることによって商品生産労働が抽象的労働に

って、この金をいくらひねり回して見てもそ

転化する、と考え」「商品の貨幣への転化（W

れを生産した（あるいはそれと交換された商

－G：販売）によって商品生産労働が抽象化

品を生産した）労働量を見ることはできない。

され、価値を生産する抽象的労働として実現

ただし諸商品の価値はすべて一様に金という

される、という論理をとる」（13）、と。商品

物質の一定量として表されるので、それら相

はいったん貨幣に転化（販売）されればその

互の大小関係・価値比率は容易に知ることが

貨幣量の範囲内でいつでもまたどんな商品と

できる。関係主義的な価値理解では価値の大

でも任意に交換可能である。まさにこのこと

きさについてはこのように考えるほかないの

がその商品の生産に費やされた労働が一定の

であって、価値の実体としての抽象的労働と

社会的認知を得て社会的に通用する労働とな

いう表現自体が、生産の現場で具体的形態を

ったということであり、またもともとは特定

もって遂行されその成果が市場で貨幣に転化

の使用価値を生産するために費やされた具体

されるかどうかまだ不確かな労働とは端的に

的労働がいかなる使用価値姿態をも任意に取

その存在の性格を異にしていることを示して

りうる（あれでもこれでもないがあれでもこ

いるのではないか。上とは反対にこのような

れでもありうる）抽象的労働に転化されたと

労働をいくら物理的に観察してもそこから帰

いうことである。このような意味での抽象的

結する価値の大きさを推し量ることはできな

労働の成立には諸商品の全面的な関係から紡

い。

ぎ出される貨幣という存在が不可欠であり、

しかし、著者はこのような貨幣との交換を

貨幣を抜きにして抽象的労働を考えることは

介した抽象的労働の成立は同時に、「関係とし

できない。この意味でそれは、「単なる思考の

ての抽象的労働を実体化し、これを経済分析

なかだけでの論理的操作ではない」（23）、と

のためのツールに作り替え」（23）ることでも

いうことになる。こういう意味での抽象的労

あると言う。言い換えれば、「それが労働価値

働はまさに商品どうし（ないし商品と貨幣）

論であるかぎり、諸商品の交換関係、価値関

の社会的な関係のなかでのみ成立・存立する

係が成立している商品関連次元から労働関連

のであり、私的分業体系のなかで遂行される

次元への下向（分析次元の深化）を不可欠と

個別経済単位が商品を市場に送り出すために

する」（43）のである。つまりこうして抽象的

費やした私的・具体的労働と量的に合致する

労働を導き出すことによってこの労働の大き
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さを具体的に一定の物理的な量（労働強度が

け）のためにはさらに次のような手続きが必

与えられていれば、これこれ時間の労働）と

要 と さ れ る 。「こ の よ う な 純 生 産 物 の 合 計

して認識しなければならずまたしうると言う。

（NDP）をもたらした社会的総労働の大きさ

またこのことによってこそ労働価値論は「経

を測る尺度は時間であった。そして、これは

済分析のためのツール」としての有効性を獲

社会的総労働時間（CL）として与えられてい

得できる。評者の見るところではこの点が本

る。そこで、この社会的総労働時間で国内純

書全体にとって決定的な重要性を持っている

生産を除す（NDP/CL）なら、社会的労働 1

ように思われる。

単位あたりの生産する価値の大きさ（Lm）が

上に見たように著者による抽象的労働説は

求められることになる。」このLmは「社会的

「貨幣がすでに存在しているという論理的前

労働 1 単位あたりの貨幣評価」（以上、48）で

提のもとに成り立つ」のであるから、貨幣の

あり、「抽象的労働説における価値の尺度標

理論的解明に先行する『資本論』冒頭章のは

準」（49）と命名される。こうして 1 単位（ 1

じめの 2 節で展開されている商品の直接的交

時間）の社会的労働によって作り出された純

換における「共通の第三者」としての価値の

生産物の価値が価格（円）で表示される。実

実体（「体化労働説」）は退けられなければな

際には純生産部分（マルクスの用語を使えば

らない。この「下向」には「まず貨幣存在を

V＋M）に加えて過去の労働によって生産さ

先行的に明らかにしておく」ことが先決とな

れた部分（同じく、C）を含む個々の商品の

る。したがってそれは、第 3 節の価値形態論

販売価格をこのLmで割れば、理論的にはその

と第 2 章の交換過程論を経た段階でようやく

商品の生産に必要とされた労働時間を遡及的

可能になる。「それは少なくとも『資本論』第

に割り出すことができる（ただしこのために

2 章において貨幣生成論が完結する以前の論

は前期までの労働と今期の労働を同等に扱わ

理段階でなされるべきではない」（以上、43）

なければならないが。）。さらに、上記の「社

ということになる。では商品（と貨幣の）関

会的総労働時間（CL）」に対して支払われた

係から労働関係への「下向」による「抽象的

当該期間中の賃金総額が与えられればこれと

労働の実体化」（23）は『資本論』のどの段階

NDPから（つまりマクロレヴェルでのV＋M

でなしうるのかまたはなされているのか。著

と Vか ら ） 社 会 的 平 均 的 な 剰 余 価 値 率

者はここにおいてこうした問題の立て方（い

（M/V）を算出するこ とができ る。な お、

わば『資本論』解釈学）から離れて、『資本

Lmの逆数は価格単位（ 1 円）あたりに含まれ

論』とは直接の関係を持たない国民所得論に

る労働時間を表すことになるので、この理論

おける国内純生産(NDP, net domestic prod-

的文脈において「貨幣の価値」と呼ばれる。

uct)の概念を援用して抽象的労働の実体化を

著者は以上の説明の最後に次のように付け

試みようとする。

加える。「具体的に、この抽象的労働説におけ

「抽象的労働説におけるNDP*とは、あくま

る価値の尺度標準がいかなる分析ツールとし

でも当該期間中に実際に価値形成労働として

て用いられるのか。この点については、本書

市場で評価された社会的総労働（＝抽象的労

の第 5 章［抽象的労働説と再生産可能価格］、

働）が産出した純生産物の総計を意味する」。

第 6 章［独占価格について］で示される。」つ

これは、一定期間内に一国内で実際に販売さ

まり第 1 部で提起された「価値の尺度標準」

れたすべて純生産物の価格の合計であり、国

が、著者の採用する抽象的労働説から導かれ

内純生産量を生み出した抽象的労働の大きさ

た「分析ツール」として本書の各所で大きな

の指数とみなすことができる。ここから実体

役割を演じているということである。だが、

化（つ まり「下向」に よる労働 との関連付

このLmの算出にあたって用いられる「社会的
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総労働時間」とは、現在の公的統計にあらわ
れる年間就業者数・日数・ 1 日平均労働時間
などのデータからはじき出される数字ではな
いかと想像される。評者は自分自身の研究の
ために統計数字に接するということは全然な
く、ただ想像するしかないのであるが。しか
し少なくとも、期間内に行われた労働のうち
その生産物が貨幣と交換された部分つまり販
売された部分だけを抽出してそれを合計して
得られた数字ではないことは、確かなように
思われる。だとすれば、それは当該期間にお
いて支出された労働のうち抽象的労働とみな
しうる部分以外の「不純物」（結果的に売れ残
った商品や「採算割れ」の価格でしか売れな
かった商品を生み出した労働）も無差別に含
んでいるとしなければならず、これをCLとし
てNDP/CLという式から導かれるLmは、単

明治大学社会科学研究所叢書
価格 ¥3,240（本体 ¥3,000）
桜井書店（2017/09/20 発売）
サイズ A5 判／ページ数 256 頁
ISBN978-4-905261-36-0
NDC 分類 331.6
C コード C3033

位あたりの抽象的労働が生み出した（円単位
の数字で表される）価値の貨幣表現とは言え
なくなるのではないだろうか。たしかに著者
はこうした「不純物」を除去する試みを行っ
ている（第 3 章、70-）が、それはあくまでも
理論的手続きについての説明であって実際の
統計データから同じことがどのようにしてで

論点について言及・論評することは残念なが

きるのかには触れられていない。これはつま

ら本書評では割愛させていただきたい。

るところ、抽象的労働の大きさを実証経験的

さきに本書の第 1 部で著者の提起する「抽

ないし統計的に把握することの困難に帰着す

象的労働説における価値の尺度標準」を紹介

るように思われる。

したさいに、ここから（たとえば日本におけ
る特定の事業年度の）剰余価値率を具体的な
数値として算出する潜在的可能性について述

三

べた。ただしこの議論は「長期・平均分析」
（63）という抽象的なレヴェルにおいてのも

さて、本書の理論的基礎をなす第 1 部につ

のであった。しかし、「景気循環の周期的変

いての紹介とコメントですでに大半の紙幅を

動」（166）が視野に収められる第 2 部では、

費やしてしまったので、残されたスペースで

こうした変動をとおした「総資本レヴェルに

第 2 部と第 3 部に含まれる多様な論点につい

おける剰余価値率の把握」（111）が目指され

てごく簡単な網羅的な言及をするよりも、こ

る。剰余価値（率）を把握するためには、資

れまで紹介してきた本書における独自な価値

本に雇用されその指揮下で働く労働者に支払

論理解に基づく剰余価値およびそれと不可分

われる賃金（労働力の価値）――先の議論で

の関係にある労働力の価値についての著者の

はとりあえず特定年度内に一国内で支払われ

見解のみを取り上げることにしたい。他の諸

た賃金総額としておいた――が先行的に把握
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されていなければならない。『資本論』におい

労働説とは逆に事後 的に規定 されるので あ

ても、周知のように労働力の価値は剰余価値

る。」（110）

の生産 の説明に先立つ 第 1 部第 2 篇（現行

著者の理解では、これら相関しあう 3 つの

版）「貨幣の資本への転化」で規定されている。

概念をその具体的数値とともに十全に規定し

ここでは労働力を含めてすべての商品がその

うるには景気循環の考察が不可欠とされる。

価値どおりに交換されるものと仮定されてお

また10年というその期間は19世紀の中頃の数

り、実際に支払われる賃金（労働力の価格）

十年間に観察された景気循環のパターンに基

の循環的変動は捨象されている。そして、労

づいていると思われるが、周知のようにこの

働力の価値は、労働者が自分自身を繰り返し

パターンはすでにマルクス晩年の1870年代か

労働可能な状態に維持する自己再生産とそれ

ら明確ではなくなりその後現代にいたるまで

に加えて次世代の再生産を行なっていけるに

再現することはなかった。これは自由競争が

足る各種の生活物資に含まれる労働量（つま

支配的であった資本主義から独占の支配する

りそれらの価値の合計）に等しく、賃金はこ

それへの変化に条件づけられていると言って

れらの生活物資の取得を可能にするものでな

よいであろう。ところが著者は第 6 章「独占

ければならない、とされる。

価格について」においても、独占価格の特質

しかし著者の抽象的労働説の立場からは、

のひとつをこうした周期的変動の欠如にもと

こうした「労働力の価値を一般商品の価値と

める一方、非独占部門の商品価格は依然とし

同じよ うに擬制する労 働力の価 値規定」は

て10年周期の変動を繰り返すと考えているよ

「体化労働説的」（102）として退けられる。

うに思われる。実際、労働力の価値なり剰余

なぜなら、「労働力商品は一般商品とは異なり、

価値率なりを算定するために著者が引き合い

市場における貨幣との交換をとおして抽象的

に出す具体的な数字は近年の政府統計である

労働に転化すべき具体的労働がそこには存在

（このようなものは整備された形では第二次

しないからである。」（106）労働力を商品とし

大戦後にしか存在しない）。たとえば1950年代

て生産（そして販売）するために支出される

から現在までの任意の10年間についてデータ

労働というものは存在しないにもかかわらず、

を収集してその平均を算出すれば、著者の主

貨幣と交換されるかぎり労働力は商品として

張するような意味をもつ値が得られるであろ

存在しその価値は他商品と同じようにそれが

うか。それはあくまでも単なる「平均」であ

販売された価格つまり貨幣賃金によって規定

るにすぎないのではないか。評者には、この

される。だが貨幣賃金は「労働市場の需給変

期間のどの10年間をとってみても「景気循環

動をとおして、それ自体もまた不断に変動し

（＝主循環）のほぼ 1 サイクル（期間）」には

ている。」そこで「一国の労働者に対して支払

ならないように思われる。著者はこうした条

われた労働力の価格（＝貨幣賃金）の10年平

件下での上のような労働力の価値規定の有効

均を計算・把握し、これを労働力の価値とし

性をどのように主張しうるのであろうか。

て措定してみよう。」（108）こうして、「労働

すでに与えられた紙幅に達しており、きわ

力の価値、剰余価値および剰余価値率は、10

めてバランスの悪い「書評」となってしまい、

年前後という景気循環（＝主循環）のほぼ 1

また著者にとっても不本意であろうと思われ

サイクル（期間）をとおして規定され」

るが、筆者の力量不足のいたすところとご寛

（111）ることになり、それゆえ、「抽象的労

恕願いつつ、ここでとりあえず筆を擱くこと

働説に おいては、この 論理レヴ ェル（＝長

とさせていただく。

期・平均分析レヴェル）ではじめて労働力の
価値が論定される。したがって、それは体化
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（たけなが

すすむ

大東文化大学教授）

■書評■

山本武彦・庄司真理子編

『現代国際関係学叢書 第２巻 軍縮・軍備管理』
（志学社、2017年 9 月）

山 田 寿 則
通して軍縮と軍備管理の差異を読み取ること
も可能である。

はじめに
本書は、2017年から刊行が開始された『現

本書の構成と内容

代国際関係学叢書』（全 6 巻を予定）の第 2 巻
として第 1 巻「国際組織・国際制度」ととも

本書は序章を含め 3 部13章からなる。序章

に発刊された。同叢書は比較的若い世代の研

（庄司真理子）では、各章ごとにその内容を

究者によるより挑戦的で既存の研究枠組みに

紹介したうえで、第 1 部に関連して核兵器禁

とらわれない新鮮な問題関心からの執筆を狙

止条約(TPNW)と核不拡散条約(NPT)が、第

いとし ており、この第 2 巻『軍 縮・軍備管

2 部に関連して通常兵器とテロへの対応が、

理』もまた、この分野の第一人者から若手の

第 3 部に関連して信頼醸成措置が論じられる。

研究者までが13の章を分担している。

第 1 部では核兵器をめぐる軍縮・軍備管理

「脅し（脅迫）のシステム」としての特性

の諸問題について 6 つの章が割かれる。第 1

と「協調（協力）のシステム」としての特性

章（友次晋介）では第 1 次戦略兵器制限協定

を併せ持つ国際社会（本書はしがき）にあっ

(SALT・ I)と 第 2 次 戦 略 兵 器 削 減 条 約

て、国家間の軍縮・軍備管理の試みはどのよ

(SALT・Ⅱ)推進の背景と合意達成が跡付けら

うに展開してきたのか。本書は後者の「協調

れ、両交渉の意義と限界が検討される。第 2

のシステム」に焦点を合わせて編集された。

章（福井康人）では戦略兵器削減条約

もとよ り軍縮(disarmament)と軍備管理 (arms

(START)プロセスを中心に事実関係が明らか

control)とは異なる概念であって、前者は軍備

にされ、とくに暫定適用の事例が検討される。

の撤廃・縮小を意味するのに対して、後者は

第 3 章（広瀬訓）では、核実験とその規制が、

より広く、軍備をめぐる諸活動の規制を意味

核軍縮・不拡散の促進及び世界の平和と安全

しており、国際関係の安定化を図るため、関

保障の中でもつ意義が再検討される。第 4 章

係国間の軍事力の均衡を考慮しながら規制・

（秋山信将）では、核拡散問題への国際社会

制限することに重点を置く。両者は兵器・武

の取組みが多国間核不拡散レジームの形成過

器を取組みの対象としつつも、その目的は異

程を中心に論じられる。第 5 章（岡松暁子）

なっているといえる。この点、編者を含む14

では国際原子力機関の保障措置の任務と課題

名の執筆者の立場は多様であり、本書全体を

につき、その役割変遷に触れながら検討され
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る。そして第 6 章（中村桂子）では、非核兵

(TPNW)は2017年 7 月 7 日に採択され、核兵

器地帯の今日的意義と課題が探求されている。

器の開発・生産・実験・取得・保有・移譲・

続く第 2 部では通常兵器の軍縮・軍備管理

配備のみならず、使用及び使用するとの威嚇

をめぐるいくつかの争点について 3 つの論文

をも禁止するなど、きわめて包括的な禁止規

が収められており、第 7 章（足立研幾）では、

定をもち、かつ締約国による核兵器の廃棄に

対人地雷やクラスター弾の軍縮が進展した要

関する一定の手続を備えた画期的な条約とい

因とその他の通常兵器をめぐる軍縮の展望が

える。50ヵ国の批准で発効するが、同年 9 月

探求される。第 8 章（佐藤丙午）では、兵器

20日に署名開放され、2018年 2 月末現在で56

の拡散と汎用技術の移転管理への国際社会の

ヵ国が署名し、そのうち 5 ヵ国が批准を済ま

対応がどのような考慮の下実施されてきたか

せている

(1)

。

が概観される。第 9 章（宮坂直史）では、テ
ロリストの武器入手の実態とその規制につき、
国際取決めや条約を中心に検討されている。

本書の含意と評価

最後の第 3 部では化学兵器禁止条約及び生
物兵器禁止条約に関する 2 つの論文と宇宙空

本来であれば本書収録の各論文につき、そ

間の軍備管理問題に関する論文が収録されて

の内容を紹介すべきであるが、本書序章に各

いる。第10章（浅田正彦）では、化学兵器禁

章のやや詳しい概要が示されているので、こ

止体制の現状と課題がその使用の歴史から化

こでは、まず、以下(1)～(4)において、本書

学兵器禁止条約(CWC)の内容と運用の課題を

で示された様々な知見からTPNWに関してど

含めて網羅的に紹介される。第11章（天野修

のような含意を読み取ることができるかとい

司）では、生物兵器禁止条約(BWC)の役割が

う観点で若干の考察を行い、次いで(5)におい

生物兵器の禁止だけではなく、あらゆる生物

て本書全体の評価を記す。

学的脅威に対処するための方策についての知

というのも、本書の企画趣旨からすればこ

見を 集 約 する機能を果 たし ている という、

のTPNWの意義に関する本格的な論文も収録

BWCの役割変化が明らかにされている。そし

すべきだったと考えられるが、編者は「いま

て宇宙活動に関する軍備管理・軍縮につき記

だ発効しない段階でこうした論考をおこすこ

述する第12章（青木節子）では、宇宙の軍事

とに躊躇せざるをえなかった」と述べて、「正

活動が世界の平和と安全にもたらす問題を念

式に発効した段階で、改めて腰を据えた論争

頭に、現状の確認と近い将来の方向が探求さ

が展開されることを 期待」す るとしてい る

れている。

（あとがき）。とはいえ、各論稿においては

このように本書のひとつの特徴は、大量破

TPNWの存在を意識した記述や考察がなされ

壊兵器から通常兵器に至る軍縮・軍備管理問

ており、これらを手掛かりにTPNWとの関わ

題をほぼ網羅的に射程に入れており、各分野

りから本書を読むことは、かかる意図からこ

における問題の現状を知ることができる点に

の条文訳を巻末に掲載した編者等の期待に沿

ある。また、執筆陣のバックグラウンドも、

うものと考えるからである。

国際政治、国際法、国際関係論、国際機構論

(1)まず、TPNWとNPT等の核兵器に関する

等と国際関係学の叢書らしい学際的な広がり

現行レジームとの関係性が問題となろう。序

を見せている。

章では、TPNW18条（TPNWと他の協定との

もうひとつは、巻末資料として、核兵器禁

関 係 を 規 定 す る ） の 成 立 の 経 緯 に 触 れ、

止条約と核不拡散条約の条文が収録されてい

「TPNWの最終的な条文は、結果的にNPTレ

る点で ある。周知のよ うに核兵 器禁止条約

ジームなどの核保有国との両立を難しくした。
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TPNWは、核兵器の保有を、正当に、合法的

告的意見においても争点となった。同意見本

に禁じるという高い理想を、その条約に明文

文ではNPTにつき核使用・威嚇を包括的に禁

化した。最終的にNPTレジームとの両立は、

止するものではないと述べるにとどまったが、

多難を極めるとの覚悟の上の判断であった。」

判事間では、一方でNPTは核兵器国による核

（ 序 章 9 頁 ） と 評 す る 。 し か し 、 TPNWは

保有の正当性を認めたとする見解（シュヴェ

NPT等の現行体制を補完・強化するとの立場

ーベル判事、小田判事など）が示され、他方

から起草されており、少なくとも実体規定に

でNPTは核兵器使用の権利を認めたとは言え

関する条文については両者は必ずしも矛盾す

ず（シャハブディーン判事）、NPTは核兵器の

る も の で は ない 。 NPTの 3 つ の 柱（ 核 不 拡

正当性を認めておらず、核廃絶を意図した国

散・原子力の平和利用・核軍縮）に限ってみ

際社会の取組みであって、たとえ認めたとし

ても、核不拡散についてはTPNW締約国は核

ても廃絶までの暫定的保有のみである（ウィ

兵器の取得が禁じられており( 1 条)、前文に

ーラマントリー判事）とする見解が示されて

おいてはTPNWは原子力の平和利用の「奪い

いた。

得ない権利」に影響を及ぼさないことが強調

TPNWの採択には122ヵ国が賛成した。発効

され、核軍縮についても同じく前文において

時には少なくとも50ヵ国がTPNWに法的に拘

1996年の国際司法裁判所(ICJ)による核兵器勧

束される。これら諸国は核兵器の違法性を認

告的意見において判示された「厳重かつ効果

めているのであって、正当性も容認しないだ

的な国際管理の下におけるあらゆる点での核

ろう。そしてそのほとんどがNPT締約国であ

軍縮にいたる交渉を誠実に追求しかつ完結さ

ることだろう。かかるNPT締約国の構成は、

せる義務」が再確認されているし、そもそも

NPTの下における核兵器の正当性の理解にど

TPNWそれ自体がかかる義務を体現する条約

のような変化をもたらしうるだろうか。この

であるといえる。むしろ、TPNWとNPTが両

点、 4 章では「NPT上合法的に核兵器の保有

立不可能であるとの見解は、NPTを「核兵器

を許される国が 5 ヵ国に固定されている状況

の国際安全保障上の価値を認めるもの」（ 4 章

はおそらく変わらない」としつつも、インド

114頁）とする理解から導かれるように思われ

やパキスタン等のレジームの例外国の存在が、

る。いわば核兵器を絶対悪として廃絶するこ

核不拡散レジームの在り方の課題だと指摘す

とを目指すTPNWと必要悪として容認すると

る（124頁）。 5 章でも米印原子力協力の進展

理解されるNPTとの対立ともいえる。

の文脈で、NPT体制を補完してきた核供給国

確かに、NPTにおいて 5 つの核兵器国核保

グループ(NSG)体制の形骸化が指摘されてい

有が合法的に認められているといった言説は、

る（134頁）。 7 章では通常兵器の文脈ではあ

国際政治においては一般的に流布されている

るが「不必要な苦痛を与える兵器禁止規範」

が、NPTを国際法の観点から見た場合かなら

につき「変容し続ける規範」という分析視角

ずしもそうとも言い切れない。NPTは非核兵

が提示され検討されている。11章では生物兵

器国に対して核兵器の受領・製造・取得等を

器禁止条約についてその「役割の変化」が指

明示的に禁じている( 2 条)。だがNPTは核兵

摘される。これらを敷衍すれば、TPNWの存

器国に対して核保有を明示的に許可している

在もまたNPTレジームに変容をもたらす可能

わけではない。NPTには核兵器の保有の権利

性を秘めているといいうるのであり、それが

といった文言はないし、核保有を許可し又は

どのようものであるかという点が今後の重要

容認する明示的規定は存在しない。この点は、

な検討課題だといえよう。

国際司法裁判所(ICJ)において核兵器の使用・

(2)現在TPNWに対しては安全保障を重視す

威嚇の合法性が問題となった上述の核兵器勧

る核保有国・核依存国側からの厳しい批判が
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あり、これら諸国のTPNWへの参加は困難な

による消極的安全保 証の供与 を義務づけ る

状況にある。通常兵器の文脈では武器取得の

「議定書」が存在しておらず、この点をどの

権利が奪われることが「自衛権侵害と同義と

ように評価するかは今後の課題であろう。

解釈される」（ 8 章 203頁）が、核兵器につい

(3)TPNWによるグローバルな禁止と廃絶に

ても自衛権はその正当性を支える要素となっ

向けた国際規範の強化に関連して注目すべき

てきた。実際、前記核兵器勧告的意見におい

点は、この条約成立を推進した諸国と市民社

て、核兵器による威嚇又は核兵器の使用が国

会がとった取り組み姿勢、つまり「人道的ア

際法に照らして一般的に違法であるとされた

プローチ」である。TPNWでは核兵器使用が

にもかかわらず、自衛の極端な状況において

もたらす「壊滅的な人道上の帰結」への深い

はそれが合法か違法につき確言できないとさ

憂慮が表明され、その結果として核兵器が完

れた理由の 1 つとして、自衛権の存在があっ

全に廃絶される必要があることが認識されて

た。現状では、自衛のため核兵器に依存する

いる（前文 2 項）。この核兵器がもたらす人道

諸国はTPNWに参加しないだろう。この状況

上の帰結への憂慮は2010年のNPT再検討会議

に関して参照されるべきは包括的核実験禁止

で合意された内容であり、TPNW成立への準

条約(CTBT)やCWCの経験である。CTBTはい

備作業の中で繰り返し確認されてきた。この

くつかの発効要件国による未署名・未批准の

核兵器の非人道性の認識を普遍化することで

ため未発効であるが、北朝鮮を除き、核実験

核兵器を汚名化し、禁止し、廃絶するという

の禁止に公然と反対する国が見当たらないこ

手法は、2014年に発表されたオーストリアが

とから、「国際的な規範としての拘束力は強ま

主導する「人道の誓約」のなかで明示され、

ってきて」いるし、核実験の禁止は「国際慣

この動きがTPNW実現に向けた大きな潮流を

習法化しているという議論も可能」とされる

生み出した。「人道の誓約」では人間の安全保

（ 3 章98頁）。また、CWCについても、シリ

障にも言及しており、このような人道的アプ

アの化学兵器問題への国連安保理の対応や国

ローチは、従来の「国家の安全保障」の観点

際刑事裁判所規程の改正などは化学兵器の使

から語られてきた核兵器問題を人道の言説に

用が内戦も含めて「慣習法上禁止されている

よってリフレームするものでもあった。本書

とする捉え方に有力な証拠を提供している」

では、通常兵器とテロの文脈ではあるが、防

とされる（10章 249頁）。TPNWは未発効では

衛規範の観点から軍備による防衛を重視する

あるが、すでに前述したとおり56ヵ国が署名

「国家の安全保障」と人道規範の観点から市

しており、ウィーン条約法条約18条に基づけ

民社会の人権を守る「人間の安全保障」は、

ば未発効条約であっても署名国には一定の義

対抗、相互補完、統合など多様な関係にある

務（条約の効力発生前に条約の趣旨及び目的

ことが指摘される（序論16頁）。核兵器の文脈

を失わせてはならない義務）が生じる。問題

において、なかんずく核廃絶に向けたプロセ

はこれら諸国に生じる実定法上の義務を越え

スにおいてこの両者の関係がどのように位置

て、TPNWが広く国際社会に規範的影響力を

づけられるかが今後検討されるべき課題に思

及ぼしうるかである。この点、非核兵器地帯

われる( 2 ) 。

に「核兵器依存を非正当化し、グローバルな

この問題に関連して、TPNW及びこの条約

禁止と廃絶に向け国際的な規範を強化する意

を起点とする廃絶プロセスに核保有国・依存

義」（ 6 章 145頁）を見出し、TPNWを「世界

国を巻き込むためには、核兵器による安全保

規模での非核兵器地帯条約」（同161頁）と位

障を めぐ る議 論は必須とな ろう。 こ の 点、

置 付 け る 視 点 は 重 要 で あ る 。 も っ と も、

SALT交渉期の「恐怖の均衡」につき「何が均

TPNWには非核兵器地帯にみられる核兵器国

衡点で、どれほどの恐怖が存在するのか、市
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井の人間はおろか、政治家、専門家にも確実

例えば、通常兵器の輸出管理の文脈では、レ

なことは言えなかった」（ 1 章 54頁）、核兵器

ジーム外の国に協力を促すには、「法的な根拠

の「抑止力も、その効果を客観的に証明する

などを国際機関に求め」ることや「各国が制

ことは難しい」（ 3 章 88頁）との指摘は、核

度を構築するインセ ンティブ を用意する 必

抑止のもつ神話性を示唆しており興味深い。

要」と指摘され（ 8 章 193頁）、資本取引と安

TPNWが目指す核廃絶プロセスにおいて、安

全保障の関係も論じられる（同205頁）。また、

全保障の問題を政治家や専門家の手にのみ委

化学兵器に関連する化学物質につきCWC非締

ねるのではなく、ひろく市民社会のなかで真

約国との貿易規制は非締約国に条約加盟の誘

の「安全」を議論する過程で核抑止の神話が

因を与えることが指摘される（10章 242頁）。

解体される必要があろう

(3)

。2017年のノーベ

これらはすべてが直ちにTPNWに妥当するわ

ル平和賞は核兵器廃絶国際キャンペーン

けではないが、TPNWの成立過程のなかで議

(ICAN)に贈られたが、ノルウェー・ノーベル

論されてきた、融資の禁止を考えるヒントを

委員会の委員長は「核兵器の問題は、政府に

見出すことは可能である。

よってのみ対処される問題でもなければ、専

(4)TPNWが発効した後には、締約国会議や

門家や高位の政治家たちのための問題でもあ

検討会議が定期的に開催される。このように

りません。核兵器はすべての人々に関わる問

条約成立後も当該条約の実施を監視し運用を

題であり、すべての人たちが意見を述べる権

検討する仕組みは軍縮条約に限らないが、本

利を持っています。」としたうえで、ICANが、

書で示される軍縮諸条約の経験はTPNWの運

普通の人たちによる核兵器反対運動への新た

用を考える際にも参考になろう。とりわけ軍

な関与を引き起こすことに成功したと述べた

縮条約が信頼醸成措置(CBM)としての役割を

ことを想起しておきたい

(4)

。

果たすとされる点に注目しておきたい。多く

だがこれは専門的知見が不要であることを

の軍縮条約では締約国に対象兵器の保有等に

意味するものではない。「軍備競争は結果であ

つき申告することを義務づけている。本書で

って、原因ではない。軍備競争を解決したか

は、CWCの第 1 の存在意義は保有状況が明ら

らと言って、何か危機や対立関係が根本的に

かになることであり、それが安全保障上の懸

解消できるものでもない」（ 1 章 54頁）とす

念の源泉の 1 つである不確実さからくる不安

るならば、核兵器のない世界が直ちに平和な

の解消へとつながることが指摘される（10章

世界であることを意味しない。 3 章では核実

246頁）。CWCに先行して成立したBWCには

験が技術的意味をもつだけでなく「軍事的、

条約遵守の検証メカニズムが存在していない

政治的 な必要性に基づ いて繰り 返されてき

が、発効後の運用検討会議においてCBMの導

た」ことが指摘される（84頁）。核兵器の廃絶

入が合意され、これに基づく情報交換が行わ

に向けては、核兵器の非人道性を検証し、「核

れている（11章 263頁）。宇宙の軍備管理にお

兵器が現在及び将来の世代にもたらす危険及

いては、国連宇宙空間平和利用委員会

び帰結について意識を高める」(TPNW前文)

(COPUOS)の 下 で 透 明 化 ・ 信 頼 醸 成 措 置

と同時に、核兵器の持つ軍事的・政治的影響

(TCBM)に関する報告が行われている（12章

を冷徹に分析し、廃絶プロセスの進展に伴い

294頁）。TPNWでは、締約国に対して、核兵

生じるであろう安全保障上の困難につき解決

器の保有等の有無及び国内における他国の核

の方途を探求する専門的知見はなお必要であ

兵器の存在の有無等の申告を義務づけている

る。

（ 2 条）。CBMが「根深い懸念と不信が国家

より具体的に非締約国のTPNWへの参加を

間の平和共存の希求を妨げつつけている地域

導く方途も他の軍縮条約の経験から導かれる。

に有効である」（序章 25頁）とすれば、とり
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わけ北東アジアにおいてはTPNWの果たしう

軍縮・軍備管理研究においても不可避といえ

る役割の一つをCBMに見出すことができるか

る。また、TPNWは既存の軍縮・軍備管理に

もしれない。もっとも、TPNWにおいては申

関する条約条文とその条約体制を参照しつつ

告内容に関する検証は、発効後の締約国会議

作成され、かつこれらを補完・強化するもの

に議論に委ねられる部分が多く、いまだ不十

とし て起 草さ れ、審議・採 択され て い る。

分である（ 4 条）。この点で詳細な検証規定を

TPNW研究において他の兵器・武器に関する

もつCWCの経験はTPNWの検証規定に一定の

軍縮・軍備管理体制の知見は不可欠である。

示唆を与えるだろう。実際、1997年にコスタ

この意味で本書は、TPNWを検討する観点か

リカとマレーシアが国連総会に提出した「モ

ら極めて示唆に富んでいる。

デル核兵器条約」(MNWC)はCWCの関連規定
を参照して作成されている

(5)

このような示唆を本書から読み取ることが

。しかし、CWC

できるのは、ひとつには本書が大量破壊兵器

の検証制度において注目されてきた申立査察

（核・生物・化学兵器）のみならず通常兵器

が、「制度そのものとしては実効性の高いもの

を対象とし、軍縮のみならず不拡散や軍備管

と考えられるが、実践としては、これまでに

理措置までも射程に入れた内容を有しており、

その実施が要請されたことはない」（10章 244

書名にふさわしい軍縮・軍備管理分野に関す

頁）との指摘もまた重要である。本書は、要

る網羅的な著作であることに由来する。現在

請されない理由として「査察結果にかかる不

のところこの分野に関してこれほど網羅的に

確実性」をあげつつも、なお申立査察実施の

今日的知見を日本語で紹介した著作は、管見

「可能性」が条約違反の抑止にとり極めて重

によれば他にみあたらない。

要であることを指摘している。TPNWの検証

他方で、本書には軍縮の視点から書かれた

規定の充実は今後の課題であるが、 5 番目の

論文と軍備管理の視点に立つ論文が併存する。

批准国となったキューバが 2 条で義務とされ

前述のとおり軍縮と軍備管理は異なる概念で

る申告内容は 1 条の禁止行為に関する情報を

あり、その目的を異にする。本書では両概念

含まねばならないとの「宣言」を出している

が異なることは「もとよりいうまでもない」

（2018年 1 月30日の批准に際しての宣言）。こ

と当然の前提とされている（あとがき）。もっ

の宣言は、条文で義務づけられる範囲を越え

とも、各論文がいずれの立場に立つかを明記

る内容の提出を求めるものであり検証措置が

しているわけではないので、読者は各論文を

不十分な段階で、より広い範囲の情報開示を

丁寧に読み解くことによって執筆者の立場を

求めることの是非は、締約国間で今後の議論

理解することが要求される

となることが予想される。他方、「抜け穴を塞

からすれば、初学者が本書を通読する際には

ぐことに躍起になるよりも、条約や取決めの

一定の予備知識が必要である。

(6)

。このような点

精神を実現していこうとする各国の意志と能

また、最新情報を盛り込む際のいつくかの

力を少しでも高めていく方が重要」（ 9 章 224

見落としも散見される。例えば、TPNWは193

頁）との指摘は、テロリストの武装阻止に限

の国連加盟国のうち122ヵ国の賛成を得て採択

らず核兵器問題でも妥当するように思われる。

されたという記述については（ 8 頁）、実際に

(5)以上、TPNWへの含意という視点から本

は賛成した122ヵ国のうちバチカンとパレスチ

書を読み解いてきた。核兵器は、国際の平和

ナ国はオブザーバー資格で国連に参加してい

と安全、国際安全保障におけるその地位の枢

るのであって加盟国ではない点、2016年の国

要性からして、軍縮・軍備管理問題の中心を

連総会第 1 委員会における核兵器を法的に禁

占める。TPNWはそれを法的に禁止し、廃絶

止する条約の交渉開始決議採択に際し日本が

へと結びつける条約であるから、この検討は

棄権したとする記述については（ 9 頁）、実際
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には日本は反対している点である。
もっとも、これらの点は本書の価値を減ず
るものではない。大量破壊兵器なかんずく核
兵器は、個別の国家の利害関係や個人の考察
の立場を超えて、影響と被害を及ぼす。この
廃絶を確実に進めるという観点からは、軍縮
のみならず軍備管理の観点からの知見をも検
討することで、真に現実的な方途を見出すこ
とが可能となろう。その意味で、最新かつ広
範な視点からの知見を提供するいわば論争的
著作としての本書は、今日の核軍縮分野を探
求する者にとって一読に値する著作といえよ
う。
注
( 1 ) TPNWについては、黒澤満「核兵器禁止条約の
意義と課題」『大阪女学院大学紀要』14号15-32

価格 ¥2,916（本体 ¥2,700）
志學社（2017/09/30 発売）
サイズ A5 判／ページ数 342 頁
ISBN：9784904180792
C コード C0031

頁、山田寿則「核兵器禁止条約(TPNW)の内容
とその意義」『法と民主主義』525号11-16頁、同
「核兵器禁止条約(TPNW)の検討」『文教大学国
際学部紀要』28巻 2 号103-125頁参照。
( 2 ) 2018年 3 月29日に「核軍縮の実質的な進展のた
めの賢人会議」が河野外相に提出した「効果的
な核軍縮への橋渡し ─2020年NPT運用検討会

( 4 ) 2017年ノーベル平和賞授賞式については以下参

議のための提言」においては、国際の平和と安

照 。 https://www.nobelprize.org/ceremonies/archive

全を保持しながら「核兵器のない世界」を実現

/video/ceremony_oslo/2017/index.html

していくにあたって、人間の安全保障を担保す

( 5 ) 浦田賢治編著『地球の生き残り［解説］モデル

ること等の「困難な問題」につき議題を設定し

核兵器条約』日本評論社、2008年参照。

て、全ての国のための共通の基盤をつくるため

( 6 ) 本書 8 章は、防衛装備移転三原則につき武器移

に誠実な対話を開始するよう橋渡しをする国に

転を外交安全保障政策の 1 つに位置づけること

対し求めている。See, Group of Eminent Persons

を目的としているとして積極的な評価を与える

on the Substantive Advancement of Nuclear Disar-

が、これには異論があるかもしれない。さしあ

mament, Building Bridges to Effective Nuclear Dis-

たり、池内了・青井未帆・杉原浩司編『亡国の

armament Recommendations for the 2020 Review

武器輸出：防衛装備移転三原則は何をもたらす

Process for the Treaty on the Non-Proliferation of

か』合同出版、2017年参照。

Nuclear Weapons (NPT), para. 28, available at
http://www.mofa.go.jp/mofaj/files/000349264.pdf,

（やまだ

としのり

明治大学兼任講師）

last visited on April 30, 2018.
( 3 ) 核抑止の神話性に関しては、ウォード・ウィル
ソン『核兵器をめぐる 5 つの神話』法律文化社
（2016年）参照。
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（受付日：2018/02/28、受理日：2018/03/26）

ある。
編

集

後

記

サービス商品の使用価値について、「サービ
スないしサービス労働とは、活動状態にある、

△･･･本号から編集委員長が交替した。

活動として有用であるかぎりでの労働の使用

△･･･この 1 年、核兵器禁止条約の採択、米

価値の表現」であり、「特定の有用性を有す

朝首脳会談の実現への努力にみられるように、

るサービス労働そのものが生産物である」と

世界市民の前途を示す深部の動きが表面化し

規定する。一方、価値について、資本主義社

た。憲法前文にある「諸国民の公正と信義に

会では、商品が価格であらわされていること

信頼し」た結果であろう。本誌が世界市民の

を知っているので、価格の量的比較を介して、

前向きな動きを予想するようなスケールの大

例えば、 1 時間の医 療サービス ＝ 4 冊の 小

きい論文を提供できることを期待したい。

説本という等式が得られ、抽象的人間労働が

△･･･巻頭言は、現実の研究状況が、現代の

使用価値の量で表現され、この時初めて抽象

資本主義経済の基本認識との関連を問わない

的人間労働が価値の実体に転嫁すると説いて

まま分析する傾向があることを問題視し、こ

いる。

の状況を克服するために、探り当てた限りの

△･･･第 2 論文は、消費に関連する労働の価

事実を何よりも尊重し、事実を理論的に掘り

値生産的性格を主張する櫛田豊氏の新著『サ

下げて解明すること、戦争こそが、資本主義

ービス商品論』を批判的に検討し、そこでは

経済を変質させ、技術を一定のバイアスをも

3 種の不合理が 存在するので、消費 を生産

った方向に発展させてきたこと、さらに、大

と読み替えることは論理に無理があることを

戦後の資本主義では、国家の介入によって内

明らかにしている。

容が人為的に動かされ変化するため、ある発

△･･･第 3 論文は、近年の長期不況下で、高

展段階の資本主義と規定することができない

度経済成長期より利潤が高かった原因を検討

ということをおさえることが重要だと主張す

し、賃金を引き下げ、家計貯蓄率が高かった

る。

ことにあることを明らかにしている。また、

△･･･連載特集論文の第 1 は、小泉構造改革

利潤が高いにもかかわらず、投資が低い理由

からアベノミクスに至る新自由主義的な国土、

を数理モデルを使用して追究し、不況による

地域、コミュニティの再編の内容と自治体の

利潤低下を賃金カットによって克服しようと

対応、それを乗り越える自治体政策を探求し、

したことが、かえって消費停滞をもたらし期

市民共同自治体を展望している。

待利潤低下→投資減となったことを明らかに

△･･･特集論文の第 2 は、公共事業と住宅建

している。

築とが日本の経済成長を支えてきたことを確

△ ･･ ･第 4 論 文 は、 す で に 本 誌 に 発 表 し た

認し、近年住宅新築数の減少以上に地域工務

「憲法構成権力：イギリス、アメリカの事例

店の減少が目立っているので、この原因を地

研究」（『政経研究』第107号、2016年）の続

域工務店に内在する問題と建て主側の問題の

編である。ネグリの著書『構成的権力』には

両面から追求し、地域に必要とされる工務店

フランス革命とロシア革命を扱った二つの章

への転換の道を提示している。

があり、この論文は、これら二つの章を対象

△･･･論文の最初のものは、マルクスがサー

としている。ネグリが取り上げた欧米政治思

ビス経済の理論を展開していないことを重視

想史上の極めて重要な人物たちの著作を読み

し、マルクスであれば、展開したであろうサ

解く仕方に立ち入って、主権と憲法構成権力

ービス経済の理論の理論展開を試みたもので

についてネグリの政治哲学を追究している。
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その場合、論者は、ネグリが使用する憲法構

論」でなく「抽象的労働論」であるが、商品

成権力という概念について、憲法構成権力と

の貨幣への転化によって商品生産労働が抽象

は、憲法を構成することになる事件や推進力

化され、価値を生産する抽象的労働が実現さ

のことを言うが、憲法構成権力の日々の活動

れるとする独特の論理となっている。さらに、

を歴史的変革に帰着する重要な事件として認

抽象的労働の実体化は、国民所得論の純生産

識することが肝要であると指摘している。

概念を根拠とするなど、『資本論』に含まれ

△･･･第 5 論文は、レーニンが規定する旧帝

る理論的領域についても、これまで試みられ

国主義 に対し、ドルと 米国債と いう「空手

なかった新しい読み方を提示していると評し

形」の輸出を特徴とした新帝国主義を提示し、

ている。

この概念を掘り下げ、「空手形」の輸出は金

△･･･書評の第 2 は、核兵器、生物化学兵器、

融寡頭制が紙幣の発行をコントロールすると

通常兵器をめぐる軍縮、軍備管理の試みにつ

いうことだけの問題ではなく、領土分割を含

いて、今日的意義と課題を論じた本を対象と

む勢力範囲の再分割にまで及ぶことを論じて

したものである。評者は、核兵器禁止条約と

いる。

のかかわりという独自の論点を設定し、軍縮、

△･･･第 6 論文は、数理マルクス経済学の分

軍備管理の試みが、 既存NPTレジ ュームに

野で大西モデルといわれる、漢代の農業から

もたらす変容、参加困難な国への影響、人道

引き出した固定資本の有無による経済格差の

規定、信頼醸成措置を含意すると評している。

変動モデルは、数値による例証にとどまって

△･･･本号には、本研究所関係者及び外部の

いることから一般化を試みたものである。

者が執筆している。前者について言えば、大

△･･･調査・研究に対し、自説の展開や論証

石雄爾氏は評議員、浦田賢治氏は監事、大林

に不十分性があっても、将来の展開に期待で

弘道氏は編集委員、宇都宮勉氏は研究員、山

きるアイデアを持ったものであると認められ

田寿則氏は主任研究員である。

るものは 、「論文」とは区別して、「研究 ノ

△･･･本誌は、公益に寄与することを目的と

ート」と分類するが、必ずしも論文より劣っ

して世界や日本の政治、経済、社会、文化状

ているということではない。今回の研究ノー

況を科学的に分析しようとする人々に広く開

トは、資本主義の急速な発展により1970年代

かれているが、特に若い人びとに投稿してい

に誕生した投機資本が、国債や金融デリバテ

ただきたい。若い人向けに、編集子が若かり

ィブなどの投機商品の価格変動で増殖し、労

し頃、研究会の場で論文の条件について教え

働者の生産した価値を直接搾取する必要がな

られたことを記しておくのも無駄ではあるま

いため、賃金を一定以上に保つ誘因を欠き、

い。①先行研究を踏まえ、②主張があり、③

賃金を劇的に下げる行動に出たので、80年代

オリジナリティを持ち、④社会に貢献するも

に産業労働者と資本化の格差が急拡大したと

のであること。

論じている。

△･･･本年 3 月に、学術研究の奨励と研究者

△･･･本号掲載書評の第 1 は、マルクスの資

育成のために創設された「政経研究奨励賞基

本主義論を手掛かりにしながら、独自に「価

金」から第 1 回目 の奨励賞が 、小倉将志 郎

値と資本」の理論の構築をこころざした本を

著『ファナンシャリゼーション― 金融化と

対象としたものである。評者によれば、カバ

金融機関行動 ― 』（桜井書店、2016年）に

ーする領域は、『資本論』をはるかに超えて

贈られた。

いる。著者飯田和人氏の価値論は、商品交換
の場で 共通する労働に 着目する 「体化労働
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