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社会主義社会の物質的基礎と
コンピュータとのかかわり
斎 藤 正 美

し、そしてまた、各個人の十分な自由な発
展を根本原理とするより高い社会形態の唯

１．論証

一の現実の基礎となりうる物質的生産条件
の創造を強制する。」

マルクスは、カルロ・カフィエロから贈

社会主義社会の物質的生産諸条件は、精

呈された、資本論の平易で簡潔な綱要を意

神的労働と物質的生産労働の対立を克服す

図した『カール・マルクスの「資本論」』

る性格のものである。なぜなら、「精神的

にたいし、拝受の通知とともに問題点を指

活動と物質的活動、もっと言うならば、享

摘した返書を1879年 7 月29日におくってい

受と労働、生産と消費が別々の諸個人のも

る。「この本の根本思想について……詳し

のとなる可能性、いや現実性が労働の分割

く言えば、次のことの論証が欠けているの

とともに存在するからであり、そしてそれ

です。すなわち、プロレタリアートの解放

らのものが矛盾におちいらない可能性はた

のために必要な物質的な諸条件は資本主義

だ労働の分割がふたたび廃止されるところ

的生産の進展によっておのずから生み出さ

にのみ存するからである。」（『ドイツ・イ

れる、ということの論証がそれです。」社

デオロギー』）

会主義社会の物質的基礎が具体的にどのよ

どのような労働手段が分割の廃止をもた

うなものかは、知ることができなかった時

らすかが問われるが、分割された諸産業が

代のことである。眼前に現れていないゆえ

一つになることは非現実的なので、分割の

に、そのような労働手段が必然的に生じて

廃止とは、そこでの労働者がどの産業でも

く る こ と の 論 証 に は 重 み が あ る 。『 資 本

労働できるということであり、労働手段が

論』では、つぎように論証される。「資本

その環境を労働者の能力とあわせてつくり

家は、人格化された資本であるかぎりでの

だすということになる。同じ産業内、企業

み、……使用価値と享楽がではなく、交換

内ではどのような職種にもつけ、また、産

価値とその増殖とが彼の推進的動機なので

業、企業を超えて精神的文化的な活動に従

ある。価値増殖の狂信者として、彼は容赦

事することができるということも含まれて

なく人類に生産のための生産を強制し、し

いる。『資本論』は、資本主義的生産様式

たがってまた社会的生産諸力の発展を強制

がこのような労働者をつくりだすことを論
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証している。

の弱い環から1917年のロシアで労働者が権

「大工業は、労働の転換、それゆえ労働

力を握り、「一国社会主義」の建設を試み

者の可能な限りの多面性を一般的な社会的

たが、1991年にアメリカとの核軍拡競争に

生産法則として承認し、そしてこの法則の

敗れ、「粗野な共産主義」（『経済学・哲学

正常な実現に諸関係を適合させることを自

手稿』）は崩壊した。「ソ連社会主義」社

己の破局そのものを通じて、死活の問題と

会の物的基礎として70年代から80年代のコ

する。」（『資本論』）資本主義的生産様式

ンピュータをあげれば、ココム（対共産圏

では、分業を克服する労働手段と労働者の

輸出統制委員会）の影響もあるが、資本主

うち、分業克服の主体的条件、すなわち全

義社会で日常的に技術者が使うコンピュー

面的に発達した労働者をつくりだすのであ

タを基準とすると、ソ連では一世代前のコ

る。

ンピュータが使われていた（たとえば一世

マルクスの時代は、社会主義社会の物質

代前のPDP11は日本からの輸出が許可され、

的基礎について、具体的にどういうものか

日本で普及していた VAX11は輸出が禁止

については言及がない。ただ、今日のコン

されていた）。

ピュータの原理を、概念的にほとんど完成

物的諸条件が欠けていれば、どんな運動

させていたバベッジ（1791年～1871年）が

も挫折せざるを得ない。「さまざまな世代

『資本論』の中で引用されていることが、

にとってのこれら既存の生活条件はまた、

注意を引く。

周期的に歴史の中でくりかえし起こる革命

マルクスの引用は、『機械及び製造業の

的振動が現存するいっさいのものの土台を

経済論』(1832年)からのものであり、もち

くつがえすに足るほどの強さのものかどう

ろんコンピュータの原理を考察したもので

かを決定するのであって、もしも全体的転

はなく、マニュファクチュアについて言及

覆のこれらの物質的諸要素、すなわち一方

及されているにすぎない（『資本論』第 1

では現存の生産力、他方ではなんらかの革

部、第 4 編第12章、注39、45、48）。バベ

命的大衆の形成、……が存在していない場

ッジの大論文「計算機関の数学的能力につ

合には、たといこの転覆、変革の理念が幾

いて」(1837年)をマルクスやエンゲルスが

度唱えられたにせよ、実践的展開にとって

読んだ形跡はない。しかし、そこでのべら

はまったくかかわりのないことであって、

れた原理は、今日のコンピュータとまった

これは共産主義の歴史が証明するとおりで

く変わらないのである。バベッジは、この

ある。」（『ドイツ・イデオロギー』）。ソ連

コンピュータを完 成さ せること はできず

の「社会主義」もこの観点から見る必要が

（ブルース・コリア―『チャールズ、バベ

あった。

ッジ』大月書店）、実用化されたコンピュ

60年代に、軍事技術から派生したオート

ータが出てきたのは、およそ100年後の第

メーションが労働過程に普及し、これまで

2 次世界大戦以後になってからである。

の手の巧妙さを機構に代替させた機械から、
脳神経を代替させる労働手段が使用される
ようになると、オートメ―ションが社会主

２．徴候

義社会の物質的基礎ではないかという議論
が展開された。しかし、経済研究者の大方

時が移って、帝国主議の時代。資本主義

は、機械の枠を出ていないというものであ
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った。労働手段と労働の方式に飛躍が生ず

は、配線が長いため、ここで消費するエネ

れば、生産様式が変化し、生産諸関係が変

ルギーのほうが大きい）のである。これは、

わるが、高度経済成長、さらにはバブル経

制御の観点から次のように言うことができ

済の中で、社会主義的生産関係の兆しも見

る。マクロのエネルギーをミクロの素子に

えないということが、研究者の見方に影響

配分し制御しながら計算する目的を達成す

を与えたように思える。

る、コンピュータの構造やプログラム方式
に限界がみられ、エネルギーの新しい制御
方式が要請されるようになったということ

3.具体性

である。コンピュータの世界では、並列方
式を極限まで追求していても、エネルギー

コンピュータの性能は、飛躍的に高まっ

において限界が現れざるを得ない。これに

た。チップに搭載できるトランジスタの数

より、現在量子コンピュータが注目されて

は、年間45～55％で増加し、 2 年毎に倍増

いるのである。スピードが桁違いに速く、

してきた。これはムーアの法則と呼ばれて

素子の数が少なくてよいからである。

いる。計算の速さに直接影響を与えるプロ

コンピュータの限界が言われるようにな

セッサの周波数（クロック周波数とよばれ

る一方、コンピュータの性能が飛躍したお

る）は、78年から86年の増加率で15％より

かげで登場したAI（歴史的には、第 3 回

少であった。86年から2003年までは、年間

目 の 登 場 ）、 ビ ッ グ デ ー タ 、 自 動 運 転、

40％ で 増 大 し た （ ヘ ネ シ ー&パ タ ー ソ ン

IoT……などが注目されている。その一つ

『コンピュータアーキテクチャ定量的アプ

に、ビットコインがある。ビットコインは、

ローチ 第 5 版』）これによって、社会のあ

価格の激しい変動、発行量の上限などによ

らゆるところにコンピュータが使用され、

り貨幣需要を満たせないこと、また、ビッ

インターネットで世界が結ばれ、AI（人

トコインを支えるブロックチェーンを作成

工知能）が再び注目を集めるようになった。

する計算能力の独占化と空費が指摘されて

一方、2002年をピークとして、クロック周

いる（中島真志「仮想通貨は幻想通貨」

波数の増加が止まり、2010年までは、年率

『世界』2018年 6 月号）。しかし、このシ

1 ％の増加になった。コンピュータの速度、

ステムは、「洗練された共産主義」の物質

性能に限界が出てきたのである。コンピュ

的基礎をイメージするうえで大いに役立つ

ータといえども物質であり、「ピコピコ」

ものである。

を速くすれば、つまり、計算過程をすすめ

共産主義社会が、労働の分割に基づく価

るパルスを速くすれば、単位時間に巨大な

値法則､私的所有、国家それぞれの廃止を

エネルギーを必要とする。これは自動車の

実現する社会であるとすれば、ブロックチ

速度をあげれば、単位時間当たりのエネル

ェーンは中央や国家の介入なく、多数の共

ギーが増大するのと同じである。巨大な数

同体間の情報のやり取りに、偽り改ざんが

の自動車が、高速で走り出すのを連想すれ

ないとの保証を与えることができるのであ

ばよい。一つの素子を取ってみれば、きわ

る。つまり、共通の利益と個別の利益との

めて小さなエネルギー消費でも、コンピュ

対立がなく、個別の利益がそのまま共通の

ータは、巨大な数の素子からなるので、全

利益になるのである。

体では巨大なエネルギーを消費する（実際

さて、ブロックには様々なやり取りを表
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す文字や数字データがはいっている。ブロ

経済産業省は、2016年 4 月に『ブロック

ックとブロックを連結する役をハッシュ関

チェーン技術を利用したサービスに関する

数が担う。このブロックチェーンの機能を

国内外動向調査』を公表し、そのなかで、

はたすハッシュ関数は、文字列データを入

地域通貨、土地の登記、サプライチェーン、

力すると変換して必ず64桁の文字列データ

シェアリング・エコノミー、スマートコン

を出力する。例えばブロックにある全デー

トラクトをあげている。経済産業省の内部

タの並び、suzukisanga541asiyou……を入

文書には、これから政治家の関与を示す表

力 する と 、81xy0b…… と い う よ う な 64桁

現はカットされるか薄まるのでわざわざブ

の文字列が出力する。そこで、ブロックに

ロックチェーンを適用する必要はないらし

ある全文字列データにある数を付加してハ

い。宮崎県綾町では、野菜の生産履歴にブ

ッシュ関数に代入して計算すると、頭にゼ

ロックチェーンを利用したことにより、産

ロがたくさん並んだ短い文字列が出力し、

地偽造ができず、安心・安全が得られたと

た と えば 、 000000…… 0zk4dgが 得 ら れ る

いう （『 朝 日新聞 』2018年 7 月28日付）。

場合がある。この時のある数をノンスと呼

生産履歴の文字データにノンスをくわえて、

んでいる。このノンスを探し出すには、試

ハッシュ関数に代入して計算し、頭にゼロ

行錯誤で実際には気の遠くなるような膨大

が並ぶきれいなデータが得られれば、その

な計算をしなければならない。しかし見つ

記述は正しいものである。

かれば、これが改ざんされていないことを

このようなシステムの構築に対応するの

保証する決定的なキーとなるのである。全

であれば、高速でエネルギー消費が少ない

文字列データにこのノンスを付加して、ハ

コンピュータ技術革新は避けて通れない。

ッシュ関数に代入し、計算した場合、 1 文

日本の現在の事情はどうか。日本の科学技

字でも前と異なっていれば、出力は頭から

術水準が劣化しているのは、多くの識者が

ゼロでない文字が並ぶメチャクチャな文字

指摘している。80、90年代日本のコンピュ

列が現れるからである。チェーンで連結さ

ータの心臓部をなすOSソフトと素子であ

れる次のブロックには、この時のゼロが並

るマイクロプロセッサーはアメリカ製（ウ

んだ数と次のやり取りの文字列とが入れら

ィンテル）であった。その時日本は、ゲー

れ、新しいノンスが見つけ出されるのであ

ムソフトとその専用機で世界を席巻してい

る。ハッシュ関数は、入力値がちょっと変

た。今や、ゲームソフトのトップ 5 までア

わるだけで、結果が大きく変わる性質を持

メリカが独占している（『朝日新聞』2018

つ。このほかに、逆関数が計算できないと

年 6 月17日付）。社会主義社会の物質的基

いう性質がある。

礎を日本で議論できるのだろうか。

ブロックチェ ーン は 、デ ー タの 「正 し
さ」、すなわち文字列があらわす意味とは

（さいとう

関係なくデータそれ自身が改ざんされてい

まさみ

政治経済研究所理

事・本誌編集委員長）

ないということが保証されるが、データが
現実の存在を完全に反映するということで
はない。これは実践によって解決される種
類の問題であることは言うまでもない。
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■連載特集

地域特集・地域の問題（４）■

地方創生と金融
濱 田 康 行
《要旨》 本稿は地方創生についての私達の一連の論文*のうち、特に金融機関とのかかわりについて述べた
ものである。地方創生という時代の政策に金融機関が役割を果たすべきことは、かなり声高に主張
されてきた。そのためもあって、政策当局も金融機関も地方創生を標榜し、やや安易にその流れに
乗っているようにみえる。しかし、資本主義はもともと都市文明であり、そのなかで金融機関も成
長してきた。単純化していえば、人とお金の集まるところでしか事業ができない、のが資本主義下
の金融機関である。地方創生と金融機関の間には理論的な距離があり整理すべき問題が多い。
本稿では諸問題に対応するための枠組みを提示する。（* 本文中の（注 3 )および(注12）を参
照）

組織には金融機関、特に地方・地域を活動拠

目 次

点とする機関（地域金融機関）も入っている。

はじめに
1.予備的考察(1) 金融概念図
①金融の自立的膨張
②投機と先物取引
2.予備的考察(2) 金融連関比率
コラム 1 金融連関比率
3.地方創生の隠された意義
補論：
〈金融政策〉
4.地方創生と金融機関・創業支援
コラム 2 創業支援
むすびにかえて

そこで産学官という従来の連携軸に金融機
関を加えようとする動きがでてきた。それは、
しばらく前のことだが、現在では産学官金と
いう妙な造語が当り前のように使われること
になった。初代の地方創生大臣は、マスコミ
（言論）、専門家・有識者（サムライ職業・○
○士の人々）、さらに労働組合も加えて、「産
学官金言労士」というオールキャストで地方
(1)

創生を推進するべきと主張している 。
(2)

地域金融機関の決算状況はよくなく 、本
業である金融（貸付）の勢いを示す預貸率は

はじめに

下がり続けているから、政治の世界に新たな
座席をつくってもらうことを拒否する理由は
何もない。彼らは、少しおだてられた格好で
席についた。

地方創生は経済のみならず日本の社会の安
定に欠かせない課題である。ここでいう安定

地域金融機関は困難な状況を打開すべく模

とは、経済主体が成長しつつも暴走しないこ

索を続けているが、これまでのところ、①有

と、そして構成員間に極端なアンバランスが

価証券での運用、②手数料収入の増大、③貸

ないという意味である。

出増強による預貸率の改善が有力な手段である。

地方創生を単なる政争の具としてはならず、

地方創生の席についた彼らに新らたな（既

経済、政治、文化にかかわる各組織が自らの

に展開していたところもある）仕事が示され

重要課題として対応すべきだろう。

た。それは、他の参加者が期待するものであ
り、政府（地方創生の元じめである内閣府の

地方創生に参加することを期待されている
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図１

みならず金融庁）も推奨することだった。そ

金融の概念図

(3)

れは創業支援である 。本稿では、このあと
からつけ加わった“仕事”の妥当性を検討し、
あわせて地方創生に果たす地域金融機関の役
割を考える。

1．予備的考察
（1） 金融概念図

資本主義は二つの分野に分けられる。ひと
つは、モノ・物財やサービスを生産する分野、

歴史を振り返ると循環が滞る事態があった。

もうひとつはこれらの分野に資金供給する金

外的な要因を別にすれば、その第一の要因は

融分野である。この二分法はマルクスの『資

実物経済側の相対的過剰生産である。資本主

本論』に学んでいる。彼は、自らの手で完成

義的生産は無計画で、過剰かどうかは商品を

させなかったが、『資本論』の第三巻 5 編の30

市場に出すまでわからない（少なくとも資本

章～32章でこの二分法を展開した。その解釈、

主義の初期はそうであったし、今日でも事前

今日的意義については信用理論研究学会のメ

に需要を完全に把握することは難しい）。もし

(4)

過剰なら物財が売れなくなり、生産が急に縮

ンバーによる多くの研究がある 。

小する。それは金融機関に預金の減少と貸出

図１は諸研究の成果を私なりに解釈して作

先の消失として反作用する。

図したものである。これの解説は私のホーム

金融の側から起因する場合もある。金本位

ペー ジ （ はまなす放談 第18号 に別掲）に あ
る(5)。

制下でも金融機関は “遊休貨 幣の先取り 媒
(6)

別掲の解説で示したように、この図は展開

介”を業とするから 、先取りのやりすぎ、

図であり、実物の世界の右左の端（点線）は

つまり信用膨張は起こりうる。その場合には

接続している。つまり円柱型の立体を切って

個々の金融機関の破綻として帰結することが

平面図にして示したものである。

多く、それが他の金融機関に波及し信用恐慌
になる。ベアリング恐慌（1890年）などがそ

この図からいくつかの事柄を確認したい。

の例である。しかし、19世紀から20世紀の初
頭にかけての金融恐慌は局地的であり、回復

① 金融の自立的膨張

も早かった。金融の破綻が実物恐慌に転化し
長期化することはあまりなかった。

円柱は循環する構造になっている。これは

事情が大きく変化したのは1930年代である。

国民経済モデルで、外国との関係を捨象して

金本位制が停止されて、ある範囲ではあるが、

いる。その限りで自立し、安定している。

中央銀行が自らの銀行券を裁量で発行できる

安定した運動を続けながら円柱は少しずつ

ようになってからである。いわゆる管理通貨

太くなる。実物経済の側で、いわゆるGDPの

制度は、金本位制の下でむしろ無計画と考え

成長の源となる蓄積が生じ（マルクスの再生

られていた貨幣発行を“管理”するという発

産論でいえば拡大再生産）、それが金融経済に

想から構想された。それは、“貨幣不足”によ

反映する。

る恐慌の激化を緩和するという効果を持った
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からそれなりに人類に貢献したのであるが、

られないのは、相場でも私達の生活の場でも

問題を残すことにもなった。ここではふれな

同じだ。

いが、それは金融の不安定化であり、2008年

株式市場では信用取引という型で公然と金

の事件はその象徴である。

融がついている。外国為替市場での投機もや

紙幣の時代・不換銀行券の時代は金融経済

や非公式だが同様だ。証拠金さえ積めば、そ

の自立を促進する。限界はあるが、実物経済

の何倍もの取引ができる。フロイトやタルド

から生み出される預金量に制約されなくなっ

の言うように人間の行動の基本は模倣だから

た。金融は従属的な位置から脱却し、後に経

投機は大抵一方的になる。つまり価格は大き

済学者達が金融資本主義と礼賛し、後に一転

く変動し、主体は暴走する。

して批判の的にすることになる。

暴走を加速する第二の要素は先物取引であ

現代に引き寄せて言えば、コンピュータ技

る。この対象は多くの場合、現実になくてよ

術・通信技術の発達を産業的に最も効率よく

い。仮想でもよい。大豆の取引を考えてみる。

応用したのはよくも悪くも金融界である。負

秋には大豆が値上がりしてそうだから、春の

の面でサブ・プライム・ローンとその証券化

うちに先物で買っておく。これは、ごく健全

商品などという現代の妖怪を生み出したのは

な先物取引である。値段は逆に下がるかもし

象徴的である。

れないから生産者にも収入を確定するという
メリットがある。しかし先物が健全なのは実
需が裏側にあるうちだけである。

② 投機と先物取引

図 1 についてもうひとつ確認しておくこと
がある。金融経済がどんなに“発展”し自立

金融はどこまでいっても受動的である。そ

しても実物経済あってのこと、という原則は

れがICT(情報通信技術)の利用でどんなに発

不変である。金融機関しかない経済は想定で

達しても、それを利用する要因がなければな

きない。金融が受動的なものであることは銘

らない。投機取引と先物取引はその現代的要

記しておこう。

因である。
私達の経済がどの程度まで投機取引に浸食

これに付随してもうひとつ。それは金融経
．．
済は既存の実物経済とのみ併存できる。あく

されているか。その象徴は外国為替取引であ

までも既存である、つまり、これから生まれ

ろう。いまや総取引量の90％以上は投機であ

てくるとか、これから成長し企業らしくなっ

り、その主体はいわゆるFXの普及で個人にま

ていく存在は金融機関の前提にない。このこ

で拡大している。それは瞬時に長者を、反対

とは、後にベンチャー支援策・創業支援策と

方向に破産者を生み出すから社会問題になる。

金融機関の関係を考えるときの基本となる。

指摘すべきは金融機関も資金の提供者として
投機にかかわることである。
投機取引は昔からあった。資本主義以前で

2．予備的考察（2） 金融連関比率

も賭け事は人間の本性と思われる程に一般的
であった。しかし、持てるお金をスッてしま
えば終わりだ。ここに、借金が持ち込まれる
と賭け事は続けられ規模も大きくなる。現代

図 1 によって説明したことは①経済は二分

の証券市場には金融機関が、そして金融市場

されている、②それらは接続しているが自立

が控えている。もちろん、誰にでも貸してく

性を持っている、③歴史が示すのは、資本主

れるのではない。返済の根拠がなければ借り

義の拡大とともに金融経済が相対的に大きく
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なる、であった。

図２

わが国の金融連関比率の推移

では、実物経済、金融経済の
大きさを計測してみよう。実物
経済も金融経済も各主体が経済
活動をする場である。活動すれ
ば、それは経済活動である限り
財やサービスを生み出し、消費
されない部分は蓄積される。つ
まり財産としてバランスシート
に掲載される。例えば工場、建
物、倉庫にある原料や半製品、
つまり固定資産と在庫。そして
生産に役立っている土地などで
ある（土地については注意が必

出所：『季刊 創価経済論集』Vol.XIX, No.3。
注：こ こでFIR1は通 常の金 融連関比率であり、FIR2は、有形資産から土地
を除いた値によるものである。

要だ が、これは後に述べ る）。
金融機関のバランスシートの資産項目には、

迂回の程度とともに 高くなる （コラム 1 参

現金、有価証券、貸出債権などがある。この

照）。それは国によっても違う。アメリカは

両者の社会的総財産を金額で計算してその比

「日本に比べてその変動はかなりゆるやかで

率を計算する。金融資産／実物資産 を金融連

ある。ほぼ1.5から2.0の間を推移している。」

関比率という。

（注 7 の岸野論文；79頁）日本は相対的にこ

興味深い試みだが、様々な制約があり、ま

の比率が高い。ずっと 2 倍の少し上で推移し

た金額換算が難しい要素もあり、あまり利用

ていたが図 2 が示すように1980年を境に上昇

されなかった統計のひとつである。以前は政

し 3 倍を超えた。

府統計があったが現在はないので、国民経済

金融連関比率が高いと経済の不安定性が増

計算の資産統計から作成するよりない。

す、というのはまだ仮説であり検証されてい

(7)

図２は岸野文雄氏がずいぶん以前 に作成

ないが、次の原則論は主張しうる。

したものである。図に 2 本の線がありFIR 2

金融資産は既に述べたようにかなり膨張し

は実物資産に土地を除いたもの、FIR 1 は含

ている。経験的に膨張が限度を超えると破裂

んだものだ。日本の土地価格は1980年代から

する。その破裂は極めて早く連鎖する（リー

上昇したから、ふたつの線は離れている。こ

マンショックの経験）。破裂は主に株式をはじ

こではFIR 2 に注目する。

めとする有価証券相場の暴落として現れ、そ

金融連関比率は理論的には 1 以下であり、

れを所有する実物経済の各主体に大きく影響

しだいに、有価証券類の相場の上昇や金融の

する。

* コラム１ 金融連関比率
金融連関比率を扱う際のキーワードは“迂回”である。金融資産は金融負債に裏打ちされている。ネッ
トを計算すればゼロ、債権があれば債務がある。私が銀行から1,000万円を借入していれば、私には金融債
務、銀行には貸出という債権が同額発生する。
実物資産は違う。私が1,000万円の家を建てたとする。半分は借金であっても、存在する実物資産は
1,000万円である。ただ、私にとっての価値は500万円である。
この例だけでも、実物資産と金融資産の比を計算するのは少し妙である。しかし、私達はそれが経済の
成長とともに増えるということを経験的に知っている。つまり、金融連関比率は成長指標なのであるが、
どうしてそうなのか？ここで迂回という金融論ではあまり聞かない概念が出てくる。
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私は銀行Aから1,000万円を借りて家を建てた。金融負債は無視するから、実物資産は1,000万円、金融
資産は銀行Aに貸出債権として1,000万円。比率はこの時点では 1 である。いま、銀行Aが銀行Bに私への
貸出債権を証券にして売却したとする。銀行Bは1,000万円の住宅債券という金融資産を持つ。金融資産は
合計2,000万円になり、実物資産は1,000万円のままだから、比率は 2 になる。最終的な借り手と貸し手の
間に様々な金融機関が入り込み、単なる仲介でなく自己勘定で取引をくり返していく、これを迂回という。
迂回路が伸びれば金融連関比率は増大する。そして、通常の場合、迂回路が伸びることは金融制度が発展
していることを意味する。ことばは迂回ではあるが、余剰資金が迅速にその使い手に届くのであり、それ
は貨幣が蓄蔵という死に体になることを避け有効利用される速度が高まることを意味する。だから経済成
長に貢献するのである。
他にも要因がある。有価証券には相場がある。額面1,000万円の株式を発行して工場を建てる。しかしそ
の株式はいつまでも1,000万円ではない。当該会社の発展と相場全体の上昇で2,000万円になれば金融連関
比率は 2 になる。もちろん相場の上下動はあるが、資本主義を長い目でみれば相場（特に株式相場）は上
昇している。
分母で最大の変動をするのは地価である。日本の場合、大部分、なかでも東京周辺の地価が高く変動も
大きい。土地を計算からはずすのがFIR 2 である。アメリカの比率がなだらかな上昇カーブなのは、アメ
リカが広い国で地価があまり高くなく変動しないからである。
金融連関比率は成長の指標であったが、それに加えて資本主義経済の不安定性を示す指標にもなってき
たのでは？というのが私の主張である。

相場に先物取引が入ってくると、実物経済

産が増加していく一方で、地域金融機関の経

からの制約がなくなる。そして先物取引は資

営状況は悪化していった。彼らのビジネスの

産に計上されないから、事実上の金融連関比

土台である地方経済が不振なのである。また、

率はもっと大きいのかもしれない。

多くの地方企業が海外進出し生産拠点を移転

1994年から2016年までを計算したのが図３

すれば、地方経済は打撃を受け金融連関比率
(8)

である。1994年の 3 倍からなだらかに上昇し

の分母は小さくなる 。

2008年のリーマンショックで一度下げたあと、
ここ数年は上昇し 4 倍に達している。2013年
からの株価の回復、国債残高の増加、日本銀

3．地方創生の隠された意義

行の資金放出などが背景にある。また、期間
中、実物資産が相対的に増加しなかったこと
も要因と思われる。つまり真の経済成長はな
かったのかもしれない。皮肉なことに金融資

資本主義の発展の下で金融経済は膨張しや
すい。金が紙になり電

図３

わが国の金融連関比率の推移（1994～2016年）

子になり、現在を超え
た時間軸でビジネスが
展開すれば、それは止
めようもないのかもし
れない。
ここで注目すべきは、
この比率が全国統計で
あることだ。既に述べ
たように金融資産は大
都 市 に 集 中 し て い る。

出所：内閣府

主な持ち手は大金融機

国民経済計算より作成。
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関であるから当然である。

図４

地方別単元株式数 （％）

(2017年)

地方には農地があり、森林があり、
商店と小さな生産現場があるが、金融
資産は少ない。地域金融機関および郵
便局と農協に預けられた少額の預金が
主な金融資産である。農地、森林、人
々の住宅、小さな工場、商店は実物資
産である。つまり地方の金融連関比率
は低いと推定される。それを類推させ
る材料はいくつかある。
まず株式の地域別 保有比率で ある
が、図４の示すように関東つまり東京
と近郊の大都市（横浜、千葉、大宮）
が圧倒的であり、ついで大阪を中心と
した近畿圏、そして中部圏である。こ
れらの地 域の合計で全体の70％ にな

出所：東京証券取引所統計より作成。

る。なかでも東京は抜けており、まさ
に一極集中である。北海道は札幌中心だが0.4

が少ない。地方創生の必要が叫ばれていると

％、東北は0.8％にすぎない。

ころは低いのである。

図５は株式保有世帯比率を地域別にみたも

岸野論文からもうひとつ重要な示唆がある。

の、つまり家計のみの統計である。これをみ

それは実物資本でGNPを割った価の推移だ。

ると、東京はやはり高く、大都市がある県も

0.24という低い価から0.14まで傾向的に下

高い反面、北海道、九州、沖縄、そして四国

がっている。その後の推移を不連続要素があ

図５

地域別株式保有世帯比率

注：二人以上世帯。2014年。
出所：総務省「全国消費実態調査」より大和総研作成。
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図６

産出高・実物資本ストック比率

出所：内閣府

図７

国民経済計算より作成。

国民総資産の推移（単位：10億円）

出所：内閣府

国民経済計算より作成。

ることを承知で計算してみると図６になる。

生み出した利潤からの再分配である。

GDP実物資本ストック比率が意味するもの
は何か？

これを考えてみよう。

以上のとおりであるとすると、GDP・実物
資産比率は資本主義の生産性を示している。

私達の世界の富（物的な富）を生むものは

すくなくともその近似値である。それが1960

何か。生産関数の要素は資本財と労働力だ。

年～1987年の間で傾向的に下がった。その後

資本財とは機械・建物・原材料等々、それに

の推移を示した図 6 は、資本主義の長期の停

人の労働を加えて新しい生産物ができる。つ

滞を示している。確かに2008年のショックか

まり富を生むのは労働力と実物資産である、

らの回復はみてとれるが、わずかに上向いた

と言える。金融資産ではない。それが生むの

程度である。参考のために国民総資産の棒グ

は利子と配当金にすぎず、それは実物資産が

ラフを示しておく（図７）。これをみると、日
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本の土地神話が終わっていることがわかる。

戒心が強くなり、いわゆるリスクオフになる

逆に金融資産は2009年から少し増加している

から、企業への融資は減る。成長を期待され

（図 7 に付した棒線の上下に注目）。そのなか

る中小企業、これから経済社会を牽引するよ

で現金・預金の増加が著しい。これは日銀券

うな企業への融資（設備投資への融資）が特

の増刷・マネーの増加の反映だ。実物資産と

に減る。金融力による経済の再生の図式は描

マネーの比率は、インフレーションの危険度

けなくなる。

（潜在的）も示す。デフレの現在でも、その

2008年に、こうした破裂は圧倒的に大都市

水面下にインフレの危険があることは認識し

で生じたのである。金融機関のうち、地方に

ておくべきだろう。

拠点のあるもの、および協同組合系の機関の

金融の膨張、同じことだが金融連関比率の

傷は相対的に浅かった。

上昇を、地方経済を維持することで、できる
だけ緩和する。この戦略は成立するかもしれ
ない。リーマンショックの際にみられた破裂

補論：〈金融政策〉

の経路を検討してみると、この戦略は検討に
金融政策の究極の目的は、経済の安定的成

価する。
経路はいくつかある。直接的被害。参加者

長である。そうであれば、金融の異常な膨張

が損をする。それが実物資本のプレーヤーで

に警戒的でなければならない。世紀の変り目

あれば、実物世界も傷つく。現代の企業は大

頃まではその方向で進んだが、リーマンショ

きいから影響は少なくない。ポケットに小銭

ックからの回復過程で“制限”政策から膨張

を入れた個人が競輪場で損をするのとは違う。

許容の方向に進んだ。今日、世界で展開して

お金を貸していた金融機関に累が及ぶ。こ

いる低金利・ゼロ金利政策、そして日本のマ

のケースではすぐマクロ的現象に発展する。

イナス金利政策 などはその象徴であろう。

個々の金融機関が金融市場というパブリック

2008年の教訓で“金融を制御する”が政策ス

なス ペ ー スで緊密に関 係し ている からだ。

ローガンになったのに、それは生かされなか

2008年の時も、リーマンブラザーズだけでは

った。金融政策の質的な面は挫折し、ただ量

済まなかった。そして最後は、国家が公的資

的な面に一方的に頼ることになった。同じ時

金でAIGを救った。

期に、世界主要各国は健全財政を目標にした

(9)

間接的影響。相場が下がる、あるいは崩壊

ものの不況対応から不徹底に終わり、財政の

する。バランスシートにのせてある有価証券

拡大：国債残高の増大から金融の量的な膨張

の価格 は下がる。時価 評価なら 、リチャー

も進んだ。

ド・クー氏の主張するバランスシート調整に

膨張は危機であるという認識は政策当局に

なり、多くの企業がこれをやればかなりの確

もあった。権力としてそれこそ急膨張した日

率で実物経済は不況になる。企業は余剰の資

本の金融庁は、金融 機関の監 督を“危機 管

金は全て返済に回し、投資が少しも生じない

理”に昇格し、政策の最優先事項に押し上げ

からだ。

た。

相場に個人が参加していれば消費不況にな

第二論文の論点のひとつだが、地方創生も

る。資産効果が消費にどのくらい作用するの

昇格した。静脈政策から経済成長をとり戻す

かについては多くの研究があるが、それは思

動脈政策へ、さらに“地方消滅”を止める危

いの外に大きい。特に高額商品への効き目は

機管理が加味された。二つの政策の位層が揃

大きい。

ったところで“地方創生と金融”という物語

金融機関、例えば銀行が傷つく。彼らも警

は展開する。
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金融機関の萎縮ぶりをみて慌てた金融庁は、

にあれこれと要請を出しても、生じるコスト

監督の方法を改め検査部門を廃止し、“金融機

は銀行持ちだ。中央銀行が金利を上下させる。

関の自主性に任せる”と言い出し、“事業性評

このことだけならノーコストだ。財政が出動

価”という昔の政策（リレーションシップバ

する他の政策に比べると安上がりだ。しかし、

ンキング）を主張するようになった。

この数年間の経験で、それはほとんど無効と

2018年の 7 月末に日本銀行はついにマイナ

なった。

ス金利で傷ついた諸銀行への“配慮”を示し
た。それは、 2 ％物価目標を1.5％にし、しか
も目標の達成を延期するという“自己弁護”
とセットであり、どう配慮するかの具体性も

4．地方創生と金融機関・創業支援

示さなかった。
学会でも金融政策の研究は隆盛になり、金
融論に関する論文のかなりの部分を占めるよ

金融政策への絶望は、人々をして地方創生

うになった。金融政策（抑制）は大事である

に目を向けさせることになった。限界集落と

という信仰はますます強くなり、それが有効

いう表現が象徴するように、日本の地方の状

であるという根拠のない信念も強まった。

況はあまりにひどく、これを活性化するとい

日本の金融界は、内部蓄積の豊富なメガ系

うことに反対する人はいない。だから歴代の

を除いて火の車だ。本業ではほとんど利益を

政権はなんらかの型で地方政策を実施した。

あげられず、相場に手を出して日銭を稼いで

しかし、一村一品運動、ふるさと創生をはじ

いる。そんなワザが使えるのはまだよい方な

めとして地方政策の多くは救済政策でありバ

のかもしれない。大方は資金を抱えてほぼゼ

ラ撒き政策だった。

ロ金利の国債を買っているか、お金を抱えて

資本主義は都市文明であるが、もはや巨大

じっとしている。だからこれらの金融機関の

都市には依存できない。人々の大方が住んで

預貸率は下がり続けている。

いる場所に、仕事をみつけ、人々を定住させ、

しかし、先に示した図 1 と現在の金融連関

そして街・町・マチをつくる。この当り前の

比率をみれば、金融政策が伝家の宝刀でない

ことが変革になるところまで私達の社会はや

こともみえてくる。第一に、金融資産は多種

ってきたのである。

多様かつ膨大な量であり、その中で現金

地方創生という課題は、完全な新旧の取り

（cash）の占める比率はわずかである。金融

替えでなく、旧を見直す、それに手を入れて

政策が直接コントロールできるのはこの部分

改良する発想だから、イデオロギー上の対立

だが、それはほんの一部にすぎない。第二に、

は起きにくい。例えていえば昔の家はまだ建

現金をコントロールすると他の有価証券にど

っているし、手を入れればまだ住めるのであ

う作用するかあまりよくわかっていない。第

り、必要なのは見直すことだけだからコスト

三に、金融政策が実物経済に作用する道は、

は安くて済む。

あることはわかっていても、あまりに遠い。

地方創生で、もっとも肝心なところは、誰

結局のところ、金融政策は物価のコントロー

がリーダーとなり、その他の参加者がどう連

ルもできず、またグローバル時代では効果が

携するかだ。これらの諸点については第一論

薄い。だから、当局は機会あるたびに国際的

文で述べている。

な規制の統一性を追求することになる。それ

創業支援が国策として展開しているが、そ

でもマネーは自由に世界を動きまわっている。

の評価と問題点については第二論文で述べた

金融政策はお金のかからない政策だ。銀行

ので、ここでは金融機関の関与に限っておこ
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う。

学などの産学連携センターに出向すれば大変

地方創生に関して地域金融機関はなにをす

(12)

な苦労をする

べきか。産学官、加えて“金”を書き加えて
もらって何をしようというのか。

。

地域金融機関にできるのは、起業した企業
に顧客を紹介すること、販路の相談に乗るこ

図 1 からの確認は、金融機関は既存の実物

と、法人税や相続税についてプロを紹介する

経済と具体的にはそれを構成する企業（地方

ことである。それらにかかる費用は、その企

ということになると中小企業）とかかわる、

業が支払う金利に含まれるか、相談料として

である。だから、金融機関が自らの手で企業

徴収しなければならない。

を生み出すとか、それらを育成するとかいう

1980年代に多くの地方銀行が当時ベンチャ

のは逸脱である。預金者の資金をそうした目

ーキャピタル業界のリーダーだった日本合同

的に使うのは“安全に運用”という約束に反

ファイナンス（現JAFCO）と合弁で地方版の

し、利益の一部を使うにしても株主の合意は

ベンチャーキャピタルをつくった。銀行本体

必要である。現状をみると多くの地域金融機

ではやれなかったからである (13)。今日では、

関はこうした事前承認・合意のはっきりしな

金融機関が100％出資の投資ファンドを組成し

いまま一線を超えている。そうなったのは、

ているが、この30年間になにかが変ったのだ

収益をあげる手段に窮していること、地方創

ろうか。銀行の投資ファンドの多くは、必ず

生という金融庁も認める（推進する）大義名

しも株式公開をめざさない企業にも投資する

分があること、そして“隣りがやっているか

と表明しているが、果たしてそれで利益がで

ら”という根強い横並び意識である。

るだろうか。

しかし、金融機関に実物世界の新しい企業

官がやってもベンチャーファンドがうまく

を生み出させるのは難題である。金融機関に

いく保証はない。会計検査院の調査によれば、

もベンチャースピリッツはあるだろう。でも

2017年 3 月末で官民ファンドのうち（官と民

それは金融業の新しいビジネスや技術を生み

の協力で組成したもので、産業革新機構の大

出す原動力である。実物経済に対しては金融

型ファンドから始まり13もある） 6 つのファ

機関はあくまでも受け身・受動態なのであり、

ンドは赤字である。

それが本分なのである。生まれた企業がある

ベンチャーキャピタルが費用と時間をかけ

程度になったところで、それを既存のものと

るのはfinding、つまり、投資先をみつけるこ

して吟味し預金者から集めた資金を融資する

とだ、そして、この企業を説得し支援して株

かどうか、その経営体としての成長性を見極

式公開まで導いていく。それは長い道のりで、

(10)

めるのが彼らの役割である 。

かつ成功率の低い仕事なのである。だから、

金融機関が一般企業の創業支援をすること

株式市場でのIPO（新規公開株）に際して大

は、いくらそれがスタイルよく時流にみえて

きなキャピタルゲインを求める。これで、よ

も、逸脱である。もちろん、金融マンはビジ

うやく元がとれるのである。それをしないで

ネスの初心者に会計や税務の基礎を教えるこ

創業支援ビジネスの採算をとることはほどん

とはできる。彼らは、これから自らのビジネ

と無理である。ということは、本体のどこか

スを立ち上げようとしている人々より経験も

の部門があげた利益に寄生していることにな

知識もある。しかし起業というのは能動的な

る。この矛盾した構造に早く気づくべきであ

精神作用なのであり、金融機関はこの点では

る。

対極にある。それが証拠に、信用金庫、地方

創業にかかわりすぎることに異議を唱えて

銀行の創業セミナーで講師を務める人々はた

いるのであり、創業のあと、いわゆるフォロ

いてい外部人材である

(11)

。逆に、銀行員が大

ーアップをすることには問題ない。ただ、創
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業を支援した企業には思い入れもある。中小

* コラム ２ 創業支援
創業支援に異議はない。①金融機関のかかわ
り方、②政策による誘導、を懸念している。『信
用金庫』2018年 8 月号に創業支援の特集があり、
ここに 4 つの信用金庫の活動が紹介されている。
それぞれの信用金庫の担当者が思いを込めて解
説しているのだが、これを注意深く読むと、懸
念は杞憂かもしれない。
それぞれ、創業支援の組織を内部に立ち上げ
積極的に展開しているが、既存の取引先、本業
支援という基軸は維持されているし、創業支援
の主体である自治体に協力する、あるいは自治
体間の調整役を引き受けるというスタンスも示
されている。その場合には補助金、委託料を金
融機関が受け取るのだから、さ程の負担になら
ない。
沼津信用金庫の場合、創業支援の主要な内容
は、創業希望者と後継者難の企業のマッチング
である。これは、事業継承の促進であり、既存
企業の維持のための工夫であるから、図 1 の中
に位置づけられるのである。
次の引用には信用金庫のホンネが語られてい
ると思う。
「創業塾そのものは、単体でみれば、どうや
っても採算が取れる事業ではない。……A市から
の予算をいただく事業委託であっても、経済合
理的には受託するものでないだろう。当金庫と
しても悩やむところではあったが、A市との関係
が良好になってきた……創業塾運営のノウハウ
を構築したかった……」（『信用金庫』同上号の
コラム、「小さな信金“地方創生”奮闘記！」、
第 4 話「創業に強い信金を目指して」（勇拓））

企業白書などによれば創業期の企業の課題の
第一はやはり「資金調達」だから、ズルズル
とつきあってしまうことも想定される。だか
ら、次の諸見解に賛成である。
「創業先に対し過剰な支援を行うべきでな
いとの意見がある……自立を促すためにも適
度な距離感を保つことも求められる。また創
業先に対する資金面の支援についても、当該
企業に本当に必要かなどを入念に吟味し実施
することが求められる。」（関恵祐、刀禰和之
「信用金庫の創業先に対するフォローアップ
強化策について」『信用中金月報』第17巻第 6
号（通巻551）2018年 6 号）
惣那憲治神戸大学教授は正当にも次のよう
に言う。「とりわけ科学技術ベースの事業への
資金提供は、不確実性の高さから円滑な資金
提供が難しく、今なお多くの課題を抱えてい
る」（日本経済新聞、『経済教室』2018年 7 月
30日）つまり、専門のベンチャーキャピタル
でさえ難しい分野がある。
では、地方創生でなにをすべきか。それは、
図 1 の内に留まることであり、金融連関比率
の関係でいえば、コラムで述べた迂回を避け
る。顧客・貸出先は自分で探しだし、貸し出
債権を売ったりしない、資金の運用を安易に
外部まかせにしない、等々。
図 1 に留まるとは、既存企業への融資を中
心にすることでもある。企業が借りてくれな

していた。」(53頁）

いという声をよく聞くが、中小企業の資金需
要はまだ十分にある。それは、各種アンケー

同誌によれば、“ご用聞き”は非効率の烙印
を押されて絶滅し、既に30年だそうだ。

ト調査でいつも示されている (14)。ひと頃に比

預貸率低下の圧力に耐えかねて、金融庁に

べて、資金需要が低調であるのは間違いない

ホメられようとしてスルガ銀行のようなこと

が、顧客へのアプローチ不足、開拓不足であ

になるのはもちろん論外だが、本業に積極性

ることも明らかだ。以前に比べて金融マンが

を持って進むよりない。手数料ビジネスは、

企業を訪問しなくなった。

多少の利益にはなっても主要なものにはなり

次の引用は『週刊東洋経済』（2018.9.29）

えない (15)。また、有価証券売買も、リスクが

からだが、過去形で書かれていることに注目。

大きい。自らの能力を磨くのが先だ。投資の

「かつての日本の金融機関は大手行から信

プロに依拠するなら、誰に頼むかの目ききが

金・信組に至るまで、集金を口実にしたご用

必要だし、多額のコンサルタント料だけ払う

聞き営業でよくも悪くも日常的に顧客と接触

のでは預金者に説明ができない。
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こういう主張をすると、金融庁のいう“事

機関の職員は文科系学部の卒業生が多いから

業性評価”に賛成しているようだが、強圧的

大学の理工系は特に敷居が高い。大学の研究

な政策推進は問題が多い。リレーションシッ

者も、より上を目指して研究業績や論文の完

プバンキング以来の“マニュアル”行政で金

成に多忙なのだから、なかなか自然科学・技

融機関は自立性を無くしている。また事業性

術の初心者に長時間の対応はできない。

は事前に評価するのは難しい。まして金融機

1980年代以降に産学連携が政策になり大学

関の側が融資額をカサあげするために書類の

発ベンチャーの育成が課題となった際、大手

改ざんに手を貸しているようでは“評価”は

金融機関、地方の有力な金融機関から有名大

できない。

学が設置した“産学連携本部”に多くの人々
が派遣された。彼らは多大な苦労をし、長い
時間をかけ、ようやく少しずつ成果が現れて
いる。小規模の金融機関がこれをやるとした

むすびにかえて

ら、人材問題をはじめ多くの困難があり、そ
れを乗り越えるには時間がかかる。
地域金融機関の地方創生への関与に期待は

地方の金融機関が地方創生に果たすべき役

高い。同上書の松崎英一氏が担当した第 8 章
には、「97.2％」という高い数字（支店長アン

割について研究者の主張を聞いてみよう。
「農林水産業の六次化。そのネタを探し、

ケート）が紹介されている。これは、地方創

評価し、問題があれば人や技術を投入して解

生が“やるべきこと”、“意義のある仕事”と

決する。」（相澤朋子「東日本大震災からの復

して認識されていることを示している。

興と東北の地域金融」、『地方創生のための地

しかし、地域金融機関がおかれた困難な状

域金融機関の役割』家森信善編著、中央経済

況を考えると、理想と現実のギャップはかな

社、2018年第10章）

り大きい。「金融機関の目先の収益に直結しな

続けて第二次産業については以下のような

い……活動」（同上、178頁）を主張するのは
無理だろう。まず、金融機関が収益上の健全

主張だ。
「第一に、大学の工学部や国際事業化セン

性を取り戻し、しかる後に、論者の主張する

ター、研究所を訪問し、民間企業の出身者な

ような行動を期待するのが現実的だと思う。

ど事業化に理解のある研究者を探し出すこと

金融機関は本来、創造的である。資本主義

である。第二に、金融機関職員を週に 3 回程

を革新する、そして拡大・成長させる。金融

度、共同研究員として研究室に派遣すること

は歴史的には“金貸し”として発生するが、

である。第三に、共同研究員がコーディネー

それは社会の寄生虫であった。寄生性から創

ターとして事業化の支援活動をするという方

造性への展開が金融の発展の歴史であった。

法である。（同上書、177頁）

ところが、その創造性が躓いた。2008年のリ

地域金融機関の現状をみると、難しそうだ

ーマン・ショックが示したものは、世界最高

が、これは理想を主張したのだろう。第一次

の金融機関が創造性を失い投機に溺れるとい

産業の六次化はネーミングの良さもあって各

う現実だった。

地で試みられているが、金融機関が仲を取り

地方創生。これは、創造的な政策である。

持つというのは理論的にも整合している。問

日本の将来社会をデザインするとき、地方創

題は、金融機関の職員に、時間とノウハウが

生が欠かせない要素であることには合意があ

あるかどうかだろう。週 3 回、大学に行くこ

る。従来の地方政策が救済に軸足があるのに

とは難しいし、まだ大学の敷居は高い。金融

対して、今回の地方創生は攻めの要素を持っ
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た動脈政策である。だからこそ、何度も試み

益はかなりの額になった。また、低金利・ゼロ

て実を結ばなかったベンチャー支援などが一

金利の状況が維持されたため、以前に買った国

斉に展開したのである。また、やる気のある
．．
ところだけを支援するという選別性もみてと

債等の債券類は値上がりし、売ればキャピタル

れる。

この結果になったということは、本業がそれだ

ゲインが生じる状況だった。にもかかわらず、

け不振なのである。

金融機関には、こうした動脈政策の推進役
としての役割が期待され、多くの機関がそれ

信用金庫・信用組合の2018年 3 月期決算につ

に応じた行動をとろうとしている。しかし、

いては『週刊ダイヤモンド』2018年 7 月28号に
特集がある。

個々の金融機関の経営状況をみると、おそら
く史上最悪なのである。原因は、日本経済の

( 3 ) 内閣府は2018年の地方創生方針に創業支援とい
う項目を掲げ次のように述べている。

成熟、前代未聞のマイナス金利政策の長期化、
そして個々の金融機関（経営者）の保守化な

「域内経済を活性化させるためには、地域に

どである。保守化は、長年続けられた金融圧

新たなビジネスや雇用を創出するためのリスク

迫政策への自己防衛でもあるから、一概に金

性資金の充実と併せ、官民一体となった創業支

融機関を批判すべきではないが、自らの事業

援や起業家教育の普及を通じた新陳代謝の促進

のイノベーションを柔軟に思考することがで

が必要である。」（まち・ひと・しごと創生基本

きない状況に多くの金融機関が陥っているこ

方針2018、18頁）
新陳代謝は、いかなる組織も必要だ。問題は、

とも確かなようである。
このような状況の下で、地方創生という創

創業の金融支援に地域金融機関を引き込むこと

造的な政策の主要メンバーとして参加する。

だ。民間でなく政府系機関がやるなら、それは

金融機関の本来の役割を考えると、地方創生

いわば税金でやるのだから、承認しうるのかも

とかかわるにはもう少し長い経路が必要なの

しれない。

だが、それが短絡してしまった印象が強い。

創業支援については第二論文で詳しく述べた。

地方の危機と地方金融の危機を同時に解決す

（濱田康行『証券経済学年報』第52号別冊、第
87回全国大会報告論文）

るものとして、地方創生が安易に位置づけら
れたとしたら、それはとても危険なことなの

( 4 ) 川波洋一『貨幣資本と現実資本』有斐閣、1995
年

である。

( 5 ) http://y-hamada.net/ はまなす放談18号

注

( 6 ) 金融機関の主要な機能を、銀行券の発行による

( 1 ) 地方創生に関する「第一論文」（注12を参照）

遊休貨幣の先取り媒介であることを示したのは、

の末尾に石破茂氏とのインタビューを載せてい

私の恩師、村岡俊三教授である。村岡俊三『マ

る。

ルクス世界市場論』新評論、1976年

( 2 ) 2018年 3 月期の決算をみてみると、地方銀行80

( 7 ) 岸野文雄「わが国の国民資産の構成と金融連関

行のうち49行が赤字である。最終損益は8.4％の

比率-1970～1987年を中心として-」『季刊 創価経

大幅減。2019年の見通しも52行が減益予想だ。

済論集』Vol.XIX No.3、1989年

第二地方銀行でも状況は同じだ。41行の業務

( 8 ) 金融連関比率は国富の統計から作成する。海外

純益の合計は2161億円、対前年比517億円、率に
して19.3％の マイ ナス （経常 利益もマイナス

資産は国富に含めないのである。
( 9 ) 濱田康行「マイナス金利を生きる」『経済学研

18.5％）。2019年の予想は、減益が32行である。
状況はかなり深刻だ。というのは、2017年度

究（北海道大学）』第66巻第 2 号、2016年12月
(10)

中も株式市場は上昇したから、有価証券の売買
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新規の企業、ベンチャー企業などと聞くと様

々な先入観を持ってしまう。そのひとつに、生

産性が高い、があるが、そうでもないことを示

(13)

した研究がある。日本政策金融公庫の藤田一郎

浜田康行『日本のベンチャーキャピタル』新
．
版、日本経済新聞社、1998年（当時は浜田を使

氏が作成された表を掲げておこう。

用）。
最近の研究によれば民間企業と大学の共同研

図 TFP の推移

究件数は2011年に16000件であったものが2016年
には約 1 万件増加している。
大学の社会貢献・地域貢献は進展しているが、
この背景には大学の予算が削られ、大学が外部
資金獲得に走らざるを得ない、そういう事情が
あることも忘れてはならない。大学は応用研究
ばかりでも困るし、実用主義一辺倒でも困る。
また、大学人が研究時間を持てなくなっている
ことはもっと困る。長い目でみて学問は発展し

出所 ：日 本政策金融 公庫 『調 査月報』2018 年 6 月号
No.117、7 頁。

ないからである。（新藤晴臣他、「街（まち）の
産学連携による事業展開」『日本政策金融公庫論

平均値と中央値が大きく離れているのは、ご

集』第40号、2018年 8 月）

く少数の極めて生産性の高い企業が平均を引き

(14)『日本政策金融公庫論集』第39号の14頁に中小

上げているからだ。高い業種は卸売り（16社）、

企業の経営上の問題点（アンケート調査）が掲

建設（16社）である。サンプルは278だ。この図

載されている。第 1 位は資金繰りで、金融機関

を、融資をする金融機関から見ると創業 1 ～ 2

からの借り入れが難しい、も16.7％である。

年は手を出さない。つきあいを始めるのは 3 年

(15)

目以降がよい、ということになる。

信用金庫の役務取引収益については最近の研

究がある。この10年間で収益は9.5％減少、その

(11) 信用金庫業界の発表によると“創業・新事業

費用は逆に8.5％増加している。コンビニのATM

支援融資の実績は17000件、金額にして2,562億

が身近になり、かつ手数料が下っているのだか

円もある。これが金融庁の推奨する地域密着型

ら当然である（刀禰和之「信用金庫のフィービ

融資の結果である。（信用金庫協会「地域密着型

ジネス強化への取組み」『信用中金月報』第17巻

金融の取り組み状況」（平成28年度版））。「創業

6 号（通巻551号）2018年 6 月）。全体の55.6％

支援に対する支援の充実が信用金庫にとって重

が収益減・費用増だから、この傾向が逆転する

要なコンセンサスになっている」そうだが（家

とは考えにくい。

森信善氏）、これは業界の横並び意識を示してい
るものでもある。隣がやるから自分もやる、と

（ はまだ

いうのはアントルプルヌールではない。

やすゆき

(公財)はまなす財団理事長

(12) 大学が地域の中小企業と連携するというのは、
地方創生の推進に重要である。ただ、ここでも、
“キラリと光る地方大学”などという、おだて
に乗るべきではない。
濱田康行・金子勇「地方創生論にみる「ま
ち・ひと・しごと」」経済学研究（北海道大学）
第67巻第 2 号、2017年12月（第一論文）。濱田康
行、吉田典之、佐藤孝一『地域再生と大学』中
央公論新社、2007年。
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北海道大学名誉教授 ）

■特集「明治150年史観」批判

１

■

「明治150年」史観の批判的検討

山 田

朗

《要旨》 本稿は、①改憲問題とは根本的には歴史認識問題であること、②改憲論の底流をなす「明治150
年」史観（明治礼賛論）の特徴は何か、③歴史修正主義と「明治150年」史観を克服するには何が必
要なのか、この 3 点について検討したものである。
日本国憲法 9 条は、戦前日本の戦争・植民地支配・人権抑圧などを反省し、日本が再び軍事大国
化し侵略戦争に走らないという対外的な証しとして制定され、多くの日本人がそれを支持してきた。
現在の 9 条改憲（ 9 条改編と緊急事態条項の付加）をめざす潮流は、明治時代を礼賛する「明治
150年」史観というべきものによって支えられている。この「明治150年」史観の典型は、2015年に
発出された「安倍談話」であり、日露戦争を称揚しながら近代日本の中国との戦争を無視するとい
う歴史認識上の特徴を有している。従って、日露戦争の捉え直しともに日清戦争以来アジア太平洋
戦争期までの中国との戦争の記憶の発掘・継承こそが、「明治150年」史観克服の有力な手だてとな
る。

目 次

認識問題であること。②改憲論の底流をなす

はじめに(本稿の目的)
Ⅰ 改憲論と「明治 150 年」史観(明治礼賛論)
1 改憲問題は歴史認識問題
2 失敗事例から学ぶか、
「成功事例」から学ぶか
3「明治 150 年」史観の典型としての「安倍
談話」
Ⅱ 歴史修正主義と「明治 150 年」史観を克服
するために─日露戦争の捉え直し
1 日英同盟の役割 ①─英側情報ネットワー
クによる支援
2 日英同盟の役割 ②─軍事的・経済的支援
3 日露戦争の真相を隠蔽してしまった日本軍
4 日露戦争が国内外に与えた影響
おわりに

「明治150年」史観（明治礼賛論）の特徴は何
か。③歴史修正主義と「明治150年」史観を克
服するには何が必要なのか。
明治元年すなわち1868年を仮に日本の近代
の始まりとすると、2018年の時点では、日本
の近現代150年は概ね戦前77年、戦後73年に分
(1)

けられる 。あと 4 年たち2022年になると明
治を起点とする戦前と戦後は同じ長さになる
ということだ。学問的には、戦前と戦後の連
続性を検証する成果が多くなってきているも
のの、巨視的に見れば、やはり明治以降の日
本の「近代化」の帰結として「敗戦」があり、
そこからの「再出発」としての「戦後」があ
る、という大筋は動かすことができないであ

はじめに
（本稿の目的）

ろう。
そのように考えると、現在 9 条改憲論（ 9
条の改変だけでなく緊急事態条項の付加も含

本稿の目的は、以下の 3 点を明らかにする

む。以下同じ）が持ち上がってきているが、

ことにある。①改憲問題とは根本的には歴史

改憲問題とは根本的には歴史認識問題である
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と捉えることができる。もちろん、安全保障

続させるためには、対外的には戦争放棄を明

問題でもあるが、近代日本の歴史をどう見る

らかにして、日本が決して戦前のような軍事

かが改憲・護憲論の土台にはある。

大国・侵略国家にならないということを確約

なぜならば、 9 条改憲論の多くは明治礼賛

しなければ、国際社会は天皇制の維持を容認

論をベースにしているからだ。明治時代・明

しないであろうという幣原の読みである。マ

治憲法・明治天皇を基準に国家のあり方を捉

ッカーサーは、この論理を受け入れ、「マッカ

えよ うと する 見方 で ある 。2017年 以降 、 政

ーサー三原則」（天皇制存置・戦争放棄・封建

府・地方自治体・マスメディアを通じて、「明

制度廃止）に組み込んだ。とすると、 9 条と

治の精神に学ぶ」といったキャンペーンが展

いうものは、戦前のようなことを再び繰り返

開されてきたが、この150年間の歴史（とりわ

さないという日本側の国際社会への約束とい

け戦前の歴史）には、学ぶべきことと学んで

った意味合いがあったということである。

はならないこと（反省すべきこと）があるこ
とは明らかである。

9 条は、近代日本の歩みに対する反省がベ
ースにあり、多くの日本人がそれを受け入れ

封建的な秩序と社会制度が打ち倒され、個

てきた。 9 条が定着したのは、当時の多くの

人の権利と自由の重要性が叫ばれ、それらが

日本人の「もう戦争はこりごりだ」という感

尊重される国家・社会をめざす思想や運動が

情に強く支えられていたからである。戦争、

大きな広がりを見せたことは、私たちが大い

植民地支配、自由の抑圧に対する否定的評価、

に学び、継承・発展させるべきことである。

全面的反省が 9 条護憲論の基盤にはある。

だが、他方で「脱亜入欧」的な価値観にもと
づき、欧米列強とともにアジアの近隣諸国・
諸民族に対する膨張主義的な路線を進め、出

２

兵・戦争を繰り返し、植民地支配と侵略に傾

失敗事例から学ぶか、「成功事例」か
ら学ぶか
9 条護憲論のベースには失敗事例から学ば

斜したことは、私たちが繰り返してはならな

なければならないという発想がある。戦前日

い負の遺産である。

本の戦争、植民地支配、自由の抑圧、様々な
失敗事例から学ぼう、こういうことを繰り返
さないという考え方である。そこには、多く

Ⅰ

改憲論と「明治150年」史観（明治
礼賛論）

の先人が語ってきた共通事項としての《失敗
から学ばないものは失敗を繰り返す》という
警告が土台にある。

１

逆に言うと、昨今の 9 条改憲論と「明治150

改憲問題は歴史認識問題

年」という考え方は 、明治時 代の「成功 事
例」に学ぼうという考え方で、そのクライマ

改憲問題は歴史認識問題である。日本国憲

ックスが日露戦争で あり、明 治の近代化 の

法 9 条は近代日本の歩みに対する反省として

「成功事例」を再現したい、という思いが土

制定さ れ、尊重されて きた。憲 法制定への

台にある。ただ、「成功事例」の再現とはいっ

GHQのやり方が強引だったことは間違いない

ても、現象的に成功だと思われている歴史上

が、戦争放棄という考え方はマッカーサーが

の事件は繰り返さないものである。それは、

言い出す前に、幣原喜重郎も言っていること

たいていの「成功事例」には、一過性の世界

である。ただし、幣原が戦争放棄を言い出し

史的な条件があるからである。

た根拠は、天皇制の護持にある。天皇制を存
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それ ゆえに、前提条件 が 異 なると ころで

「成功事例」繰り返そうとしても、実際には

司馬史観は大いに流布する。司馬遼太郎も晩

なかなかそれは再現しないのである。「成功事

年には考え方を修正し、《昭和の失敗のタネは

例」に学ぶことは、一般論としてはそれ自体

明治に蒔かれた》という考え方になっていく

は悪い ことではないが 、そもそ も「成功事

が、ベストセラーになった『坂の上の雲』の

例」と言われているものは本当に成功なのか、

社会的影響力は圧倒的で、現在でも「明治150

この検討がなされないままに「成功事例」の

年」史観（明治礼賛論）の土台には司馬史観

再現を追い求めても徒労におわることが多い。

があると言ってよい。

また、「成功事例」再現論の最大の陥穽は、

現在の 9 条改憲論のベースにはひとつには

「成功」だと思っていたことが成功ではなか

歴史修正主義があるが、それとともにかなり

ったこと、あるいは「成功」だと思っていた

重要な土台になっているのが明治礼賛論であ

要因が急速に失敗の原因に転化する、という

る。その明治礼賛論には司馬史観も含まれる

ことである。

が、最近の明治礼賛論、「明治150年」史観の

9 条改憲論の基盤をなす歴史認識は、パワ
ーポリティクス・戦争・植民地支配・人権抑

典型は何かといえば、それは2015年 8 月14日
に発出された「安倍談話」である。

圧を決して反省しない、あるいはあったこと

歴史認識という点に注目して「安倍談話」

をなかったことと見なしてしまう歴史修正主

を読むと明らかに 2 つの特徴がある。一つは

義的な考え方が土台となっていることが多い

日露戦争の礼賛であり、もう一つは中国との

が、明治礼賛論の中には昭和の戦争に対して

戦争の無視である。「安倍談話」で「戦争」と

は批判的な立場をとる人もいる。ただ明治時

いえば、それはアメリカとの戦争であり、「敗

代はよかった、昭和の一時期まではよかった、

戦」と言えば、アメリカとの戦争での敗戦の

日中戦争以降が良くなかったと、部分的反省

ことであり、犠牲と言えば、アメリカとの戦

にとどまっていることが多いし、たいていの

争における日本人の犠牲である。明治礼賛史

場合、植民地支配についての実態把握と反省

観が日露戦争を持ち上げるというのは解りや

が欠落している。

すいが、その前提でもある日清戦争には触れ
られていない。
日本近代の歴史は中国に進出・侵略してい

３ 「明治150年」史観の典型としての「安
倍談話」

く歴史でもある。台湾出兵に始まって、日清

明治はよかったが、昭和はダメだという考

る。日露戦争も日本とロシアの戦争だが、戦

え方の典型は司馬遼太郎の歴史観である。『坂

場は中国である。この部分が完全に忘れられ

の上の雲』が書かれた1960年代、司馬は基本

ている。その後の山東出兵、満州事変、日中

的にそういう歴史観だった。明治時代こそ見

戦争、アジア太平洋戦争中も日本は中国との

習うべき良い点がある。昭和になるとどうし

戦争を続けている。一番長く日本が戦争をし

てダメになったのか。司馬自身は学徒出陣組

た相手が中国だということを「安倍談話」は

であるから、自分が体験した戦争に対しては

ほとんど触れていない。

戦争があり、義和団事件でも中国に出兵をす

批判的だった。《素晴らしかった明治があるに

まず、「安倍談話」は日露戦争をどのように

もかかわらず、どうして昭和になってこんな

評価しているのか。元々、「安倍談話」を出し

になったのだろう》という考え方だ。その時

たのには「村山談話」（1995年 8 月15日発表）

代を生きた人の実感に裏打ちされている。だ

を抹消しようという考えがある。「村山談話」

から、戦争体験世代が社会の中核を担ってい

のキーワードである「植民地支配と侵略」と

た高度経済成長期から経済大国化の時期に、

いう言葉が「安倍談話」にも出てくるのかど
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うかが当時の報道の一つのポイントになった。

連盟を創設し、不戦条約を生み出しました。

確かに言葉そのものは出てくるが、使われ

戦争自体を違法化する、新たな国際社会の潮

方が明らかに違う。「日本の植民地支配」、「日

流が生まれました。

本の侵略」という言い方は一切出てこない。

当初は、日本も足並みを揃えました。しか

「安倍談話」に植民地支配はどのように出て

し、世界恐慌が発生し、欧米諸国が、植民地

くるのか。「安倍談話」の冒頭の一節にはこの

経済を巻き込んだ、経済のブロック化を進め

ようにある。

ると、日本経済は大きな打撃を受けました。
その中で日本は、孤立感を深め、外交的、経

終戦七十年を迎えるにあたり、先の大戦へ

済的な行き詰まりを、力の行使によって解決

の道のり、戦後の歩み、二十世紀という時代

しようと試みました。国内の政治システムは、

を、私たちは、心静かに振り返り、その歴史

その歯止めたりえなかった。こうして、日本

の教訓の中から、未来への知恵を学ばなけれ

は、世界の大勢を見失っていきました。

ばならないと考えます。

満州事変、そして国際連盟からの脱退。日

百年以上前の世界には、西洋諸国を中心と

本は、次第に、国際社会が壮絶な犠牲の上に

した国々の広大な植民地が、広がっていまし

築こうとした「新しい国際秩序」への「挑戦

た。圧倒的な技術優位を背景に、植民地支配

者」となっていった。進むべき針路を誤り、

の波は、十九世紀、アジアにも押し寄せまし

戦争への道を進んで行きました。

た。その危機感が、日本にとって、近代化の

そして七十年前。日本は、敗戦しました。

原動力となったことは、間違いありません。

戦後七十年にあたり、国内外に斃れたすべ

アジアで最初に立憲政治を打ち立て、独立を

ての人々の命の前に、深く頭を垂れ、痛惜の

守り抜きました。日露戦争は、植民地支配の

念を表すとともに、永劫の、哀悼の誠を捧げ

もとにあった、多くのアジアやアフリカの人

ます。

たお

(2)

々を勇気づけました 。

先の大戦では、三百万余の同胞の命が失わ
れました。祖国の行く末を案じ、家族の幸せ

「植民地支配」という言葉は確かに出てく

を願いながら、戦陣に散った方々。終戦後、

るが、それは欧米列強の植民地支配として使

酷寒の、あるいは灼熱の、遠い異郷の地にあ

われている。日露戦争は、「植民地支配のもと

って、飢えや病に苦しみ、亡くなられた方々。

にあった、多くのアジアやアフリカの人々を

広島や長崎での原爆投下、東京をはじめ各都

勇気づけました」という位置づけになってい

市での爆撃、沖縄における地上戦などによっ

る。まさに日露戦争礼賛論といえる。

て、たくさんの市井の人々が、無残にも犠牲

さらに「安倍談話」を見ていくと中国との

となりました。

戦争が空白になっている。「安倍談話」にはて
いねいに歴史叙述をしているところがある。

「安倍談話」では、昭和初期の日本の行動

第一次世界大戦後の動きについてはかなり詳

を「国際秩序への挑戦者」としている。「挑戦

しい。

者」ではなく「破壊者」が妥当なところであ
ろう。「満州事変」という用語は出てくるが、

世界を巻き込んだ第一次世界大戦を経て、

「安倍談話」では、その後、日本が一番長く

民族自決の動きが広がり、それまでの植民地

戦争をやった中国が出てこない。華北分離工

化にブレーキがかかりました。この戦争は、

作、日中戦争、援蔣ルートの遮断、仏印進駐、

一千万人もの戦死者を出す、悲惨な戦争であ

三国同盟とその後、重要なことはいろいろあ

りました。人々は「平和」を強く願い、国際

るが、いきなり「そして七十年前。日本は、
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敗戦しました。」となっている。まさに「空白

戦争が継続することは、日本の国力と軍事動

の日中戦争」である。また、「明治150年」の

員力が許さなかった 。

(3)

日本の外交基調である「脱亜入欧」と大国と

日露戦争は日英同盟という軍事同盟を背景

の軍事同盟政策については、あえて触れてい

にした戦争だった。日本は大きな戦争をする

ない。日露戦争を支えた日英同盟、アジア太

ときに必ず軍事同盟を結んでいる。日露戦争

平洋戦争に日本を傾斜させた三国同盟、戦後

の時は日英同盟、アジア太平洋戦争の時は日

の日米同盟は、日本の近現代150年と戦争を考

独伊三国同盟である。これは日本の戦争の歴

える上で、きわめて重要なファクターである

史を考える上で非常に重要で、必ず軍事同盟

が、「安倍談話」ではこれらの軍事同盟につい

を背景にして日本は戦争をする。後で触れる

ては記述が回避されている。日露戦争の持ち

ように日露戦争にとって日英同盟の役割は決

上げ、中国との戦争の無視し、そして軍事同

定的なものだった。

盟に言及しないことは、改憲論の土台として
の「明治150年」史観の特徴である。

日露戦争の真実を戦前の日本人は知らなか
った。なぜそういう構造になったのか。情報
がどこから出てくるのかが重要である。日英
同盟が重要であったのは、第 1 には、イギリ
スが構築した情報ネットワークの役割である。

Ⅱ

歴史修正主義と「明治150年」史
観を克服するために
─日露戦争の捉え直し

日露戦争開戦の 2 年前の1902年、まさに日英
同盟が締結されたまさにその年に、イギリス
は世界規模での海底ケーブル網の構築をなし
とげる。世界のあらゆるところから、海底ケ

１

ーブルを通してロンドンに情報が集まるシス

日英同盟の役割①
─英側情報ネットワークによる支援

テムを作り上げたのだ。当時の海底ケーブル
は電話ではなく、モールス信号による有線電
信である。世界中の情報がすべてロンドンに

「安倍談話」の日露戦争の評価は、中国東

一旦は集められ、そして、ロンドンからイギ

北部・朝鮮半島の支配をめぐる日露の争いと

リスの都合で編集された情報が世界に流され

いう基本的なところを見えなくしてしまう。

る。こういう体制ができたことの意味は大き

日本は、講和交渉の時に日本が朝鮮半島を自

い。

由に処分することをロシアに認めさせ、それ

だから、日本に入ってくる対外情報は基本

から、ロシアが満州（遼東半島）に設定した

的にイギリス経由の情報であり、それはイギ

租借権とそこに敷設した鉄道を獲得する。こ

リスに有利な情報であり、ロシアにとっては

れらが絶対に譲れない日本の戦争目的であっ

不利な反ロシア情報が中心になる。また、当

た。賠償金はその次の位置づけだった。だか

時の日本政府に影響力を持っていたのもイギ

ら、交渉の中で賠償金は譲ることになるが、

リスである。当時は、技術伝授やアドバイス

これは英米のアドバイス（国家戦略）が背景

のために多くのお雇い外国人がいた。一番多

にあった。賠償金をあまり強く要求すると。

い出身国はイギリスであり、二番目はアメリ

金目的で日本は戦争をやったと思われるから

カ、そのあとはドイツ、フランスなどである

いけない、ということを英米は日本にアドバ

が、ロシア人は何人いたのか。一人である。

イスする。戦費の 4 割以上を外債（英米など

しかもドイツ哲学の教師ケーベルである。と

への借金）によって調達していた日本は、賠

いうことは、ロシア人の考え方、ロシア発信

償金が非常に欲しかったが、そこに固執して

の情報が入らない構造が作られていたといえ
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る。

収集した情報が多いが、それが新聞に載って

19世紀の世界で一番激しく対立していたの

海底ケーブルを経由して日本に伝えられ。日

がイギリスとロシアである。バルカン半島、

本が調べなくても、十分高度な情報が『タイ

アフガニスタン、極東で英露は激しく対立す

ムズ』等のイギリスの新聞やロイター通信な

る。イギリスとロシアが激しく対立している

どが伝えるものに載るのである。また、情報

が故に、ロンドン経由で入ってくるのはロシ

ネットワークを利用して、日本・イギリス側

ア脅威論に基づく情報ばかりとなる。日本は

はロシアを攪乱する情報を意図的に流布させ

地理的にロシアに近いということもあるので、

ることもできた。

当時の国家指導者たちは、このイギリス発の
ロシア脅威論に過敏になり、ロシアの実態・

実際に英米の新聞にはどのような記事が載
っていたのか。

実力以上にロシア脅威論が蔓延することにな
る。

バル チック艦隊はリバ ウ 軍 港出航 直後の
1904年10月、イギリス近海でドッガーバンク

そもそも日本が近代的な軍備を増強し、朝

事件を起こした。この事件は、バルチック艦

鮮半島に進出していったのも、ロシアの脅威

隊に日本の水雷艇がイギリス近海に潜んでい

に先手を打つという考え方に基づいている。

て奇襲攻撃をかけてくる、という攪乱情報が

ロシアが南下してきて朝鮮半島を占領する前

もたらされたことによって引き起こされた。

に日本が朝鮮半島を確保しようとするロシア

ロシア艦隊は夜間に厳重警戒しながら進んで

脅威論に基づく朝鮮進出論は、日本の対外政

いると、多数の小さな船がロシア艦隊に接近

策の基本をなしたが、実際には朝鮮半島に影

してため、これらを日本の水雷艇だと誤認し

響力を持っていたのは清国であり、そのため

て発砲して、イギリスの漁船を沈めてしまっ

日本の最初の対外戦争は日清戦争となった。

たのだ。このドッガーバンク事件でロシア艦

だが、日本が朝鮮半島に出ていこうとした

隊は「狂犬艦隊」などと言われ世界の笑いも

最初の動機は、清国ではなくロシアの脅威に

のになる。イギリス紙『タイムズ』1904年10

あった。そのロシア脅威論は、必ずしも日本

月24日付はこう伝えている。

人が自分たちの目や耳で感じた脅威ではなく、
イギリス経由の情報で、いわばイギリスから

この事実〔ドッガーバンク事件〕に関して

吹き込まれた脅威論であった。脅威論の本質

現在知り得たことから唯一想定できるのは、

がここにも示されている。常に脅威論とはど

ロシア人自身が不名誉なパニックの犠牲者だ

こからか吹き込まれたり、国策遂行のために

ったということだ。本紙コペンハーゲン通信

捏造されるものなのだ。

員の電報によれば、彼らはデンマーク海峡を

ロシア脅威論を土台にした朝鮮半島先取論

通過するとき異常なまでに神経質になってい

で日本は朝鮮半島に出ていく。そして最初に

たことが分かる。バルチック艦隊をバルト海

清国と衝突して日清戦争が起き、その10年後

から出る前に粉々に吹き飛ばすために、日本

には日露戦争へと突き進む。

のスパイが工作しているというあらゆる種類

イギリスが構築した海底ケーブル網によっ

のまゆつばものの記事が、しばらく前から大

て世界の情報が日本に伝えられた。イギリス

陸の一部の新聞をにぎわせていた。〔バルチッ

政府や軍によって、ロシア軍情報が提供され

ク艦隊の〕士官と乗組員は、こうしたうわさ

るのであるが、イギリス政府が秘密裡にロシ

のために神経が参っていたようだ(4)。

ア軍情報を日本に提供するのではなく、当時
の新聞・通信社情報にはロシア軍情報が大量

「まゆつばものの記事」とは日英側が流し

に報じられている。元々イギリス政府・軍が

ている攪乱情報であることは明らかだ。この
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ように、ヨーロッパを舞台にして神経戦が行

できたところ、 7 ヵ月もかけてやってくる。

われていたのである。

しかも、新旧雑多な艦を混ぜた艦隊という戦

その後、バルチック艦隊がだんだん日本に
近づいてくる。

術の失敗が重なる。イギリス系の新聞はそれ
を見抜いている。

1905年 2 月 10日 付 英 字 紙 『ノ ー ス チ ャ イ

バル チック艦隊がさら に 日 本に近 づいた

ナ・ヘラルド』は「来航する無敵艦隊」とい

1905年 4 月 9 日付のアメリカ紙『ニューヨー

う見出しで以下のように報じた。

ク・タイムズ』はこう書いている。

海底ケーブルが世界中に敷設されたことよ

ロシアが日本に勝って制海権を握ろうとい

り、不都合な事態、ロシア艦隊にとっては好

う、最後のはかない望みに決着をつける海戦

ましくない事態が生まれた。……艦隊が行方

が、マレーの水域で行われる可能性の方が強

をくらますのは今や不可能で、世界中に新聞

い。……机上に列挙できる海軍力の要素のす

社や電報通信社の通信員が散らばり、ロシア

べてにおいて、日本が圧倒的にまさっている。

の旗を目にしたら、たちどころに日本人に知

……すでに戦いに敗れる運命にある英雄たち

らせようと待ち構えている。〔中略〕

〔バルチック艦隊のこと〕に、世界はかたず

旅順のロシア艦隊にはロシア海軍の精鋭が

をのんで脱帽している(6)。

乗り組んでいたが、日本軍に対し何もなし得
なかった。来攻する無敵艦隊のようにこれほ

海戦はマレー沖で起こるというのは明らか

ど雑多な集りで、乗組員の質が悪く、あらゆ

にロシアに対する攪乱情報で、日本海軍は速

る種類の補助艦艇で動きのとれない艦隊にい

力が速い軍艦が多いから（当時、戦艦 4 隻に

ったい何を期待できようか？

(5)

対して、快速の装甲巡洋艦 8 隻）、待ち伏せ作
戦はとらずに撃って出てくるという攪乱情報

冒頭に海底ケーブルと情報戦との関係が実
に端的に示されている。そして、この新聞の

を流し、ロシア側を緊張・動揺させようとし
ている。

バルチック艦隊評価は、軍事的にはなかなか

バルチック艦隊が日本に来るまで 7 ヵ月も

的確である。バルチック艦隊は雑多な艦船を

かかっている。早く来ようすれば 3 ヵ月もあ

集めたために動きがうまくとれない。艦隊は

れば十分に来られたにもかかわらず、待機・

戦闘などの統制ある行動をとるときには一番

後続部隊待ちが長くかかったので乗組員は疲

遅い艦に合わせざるを得ない。新旧雑多な艦

労困憊していた。また、日本近海に来てから、

を混ぜてしまうと。どんなに最新鋭な艦があ

上海沖で最後の石炭積み込みをしている。バ

っても、他の低速力の艦に合わせるのでその

ルチック艦隊に随伴してきたドイツの給炭船

機能を発揮できない。ロシア大本営（皇帝側

が艦隊に石炭を供給する。ロシア側の乗組員

近）は多くの軍艦を送り込めば日本は屈服す

総出で、石炭嚢を背負って舷側のタラップを

るだろうと必要以上に多くの艦を、逐次投入

昇って、自分の艦に石炭を搭載する。当時の

した。これがロシア側の戦略の大きな失敗で

水兵が一番嫌う重労働である。これを日本海

ある。先に出発させた艦をマダガスカル沖、

海戦の直前にやって著しく疲労したところで

さらにはベトナム沖で長く停めて、後続艦隊

海戦になる。

を順次集結させるというやり方をとった。日

ロシア側は戦略・戦術面で戦う前に失敗せ

本側にしてみれば、バルチック艦隊に早く来

ざるを得ない状態を自ら作っていた。日本側

られるのが一番困るのであるが、バルチック

はそれを見抜いていた。それをイギリス経由

艦隊は、通常、 3 ヵ月あれば日本近海に到着

でもたらされた情報が支えていたのである。
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第１表 地域別の海軍力バランス（英国海軍情報部 1903 年 5 月 25 日）
装甲艦
ヨーロッパ
優位
中国・日本海域

戦艦
英 37
仏露 33
英 4
英4日6
露 6
英日 4

非装甲艦
巡洋艦
魚雷艇
英 46
英 160
仏露 29
仏露 282
英 17
仏露 122
英 8 日 16
英 13 日 83
露7仏4
露 35 仏 3
英日 13
英日 58

巡洋艦
英 13
仏露 11
英 2
英1日6
露3仏1
英日 3

優位
濠洲・太平洋・
0
0
英 16
英 7
東南アジア
東洋における優位
英日 4
英日 3
英日 29
英日 65
出典：岡崎久彦『戦略的思考とは何か』
（中公新書 700、1983 年）239 頁所収。

情報戦という点で、イギリスは日本側に全

日本が加わらないと
戦
装巡
巡
魚
英－2
－3
－3
－25

メリットがあった。第１表からも明らかなよ

くみ

面的に与していた。日英同盟はこうした点で

うに、日本が 6 隻の戦艦を持つことで、極東

日本に有利に機能したといえる。

（中国・日本海域）においてロシア海軍との
バランスが日英側に有利になる。そうすると、
イギリスも日本支援のためにヨーロッパから

２

日英同盟の役割②
──軍事的・経済的支援

極東に戦艦を増派する必要がなくなり、結果
としてヨーロッパにおけるイギリスの優位も

日英同盟の条文の上では、日本がロシアと

保てるのである。日英同盟によって日本の軍

戦争になった時には、イギリスは中立を維持

事力を取り込むことは、イギリスにとって大

するとなっているが、フランスが露仏同盟に

いに軍事的メリットがあった。

したがって参戦した時には,イギリスも日本側

また 、日露戦争中に日 本 陸 軍が使 った鉄

を軍事的に支援（参戦）することになってい

砲・大砲の弾の約半分はイギリスが供給した

る。一見すると日本にはそれほどのメリット

ものであった。当時、日本の工業力は不十分

がないように感じられるが、この同盟条約の

で、日本国内で必要量が作れない。日本政府

規定によって露仏同盟は機能を果たさなくな

は、戦争が始まってから、イギリスの兵器メ

った。また、実際には参戦にはいたらなくて

ーカーのアームストロング社、ドイツのクル

も、イギリスは軍事的にも、経済的にも日本

ップ社などに総消費量のおよそ半分を発注し

を支援している。日本海軍の主要艦艇20万ト

ている。

ンのうち、70％はイギリス製であった。特に

しかし、兵器を発注するには資金（外貨）

「三笠」など戦艦 6 隻はすべて、装甲巡洋艦

が必要である。そもそも戦争には多額の費用

8 隻のうち 4 隻がイギリス製であった。これ

がかかる。日本国民の税金や国債購入がある

らの主力艦群は、当時のイギリスが保有して

にしても、それだけでは到底に間に合わなか

いてもおかしくない最新鋭艦であった。日清

った。日露戦争の戦費18億円（当時の国家予

戦争の際には、日本は世界標準の主力艦を 1

算の約 6 倍）の 4 割 以上は外 国からの借 金

隻も保有していなかったが、それから10年後

（外債）でまかなった。この外債がなければ

の日露戦争では、イギリスから新鋭艦を導入

日露戦争は絶対に遂行できなかった。この借

し、イギリスの戦略をアジアにおいて補完す

金は日本国債をイギリス、アメリカの銀行を

る存在となっていたのである。

通じて両国民に買ってもらうことで実現した。

これはイギリスにとって、軍事的に大きな

最初はイギリスの金融資本が日本国債を引き
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第２表 日露戦争 戦時外国債
発行時期
発行総額
邦貨換算額
実収額
利子歩合
発行価格
手数料
政府手取
担 保
償還期限
発行地

第1回
1904 年 5 月
￡ 1,000 万
9,763 万円
8,683 万円
6.0 ％
￡ 93.10s.
￡ 3.10s.
￡ 90.00s.
関税収入
7 カ年
ロンドン
ニューヨーク

第2回
1904 年 11 月
￡ 1,200 万
1 億 1,716 万円
1 億 0,046 万円
6.0 ％
￡ 90.10s.
￡ 3.15s.
￡ 86.15s.
関税収入
7 カ年
ロンドン
ニューヨーク

第3回
1905 年 3 月
￡ 3,000 万
2 億 9,289 万円
2 億 5,116 万円
4.5 ％
￡ 90.00s.
￡ 3.05s.
￡ 86.15s.
煙草専売益金
20 カ年
ロンドン
ニューヨーク

第4回
1905 年 7 月
￡ 3,000 万
2 億 9,289 万円
2 億 5,114 万円
4.5 ％
￡ 90.00s.
￡ 3.05s.
￡ 86.10s.
煙草専売益金
20 カ年
ロンドン
ニューヨーク
ベルリン

整理外債
1905 年 11 月
￡ 2,500 万
2 億 4,408 万円
2 億 1,226 万円
4.0 ％
￡ 90.00s.
￡ 2.00s.
￡ 88.00s.
なし
25 カ年
ロンドン
ニューヨーク
ベルリン
パリ

合計
￡ 1 億 700 万
10 億 4,468 万円
9 億 185 万円

出典：大蔵省『明治大正財政史』第 1 巻および『金融六十年史』より作成。

受けた。

マンが満州に進出することを見通していた。

1904年 5 月、鴨緑江渡河戦で満州に日本軍

日本が戦争に勝てば、ロシアが敷設した鉄道

（第 1 軍）が進出する。陸軍対陸軍の本格的

を日本がそのまま獲得することになる。だが、

な戦いになるから、陸戦ではロシア軍が有利

日本は大陸の鉄道経営の資金とノウハウに乏

だろうとの風評が欧州では強かったが、日本

しいから、ハリマンが出て行って共同経営し

軍は鴨緑江を渡って、ロシア軍を撃破して満

ようと言えば、日本は聞くしかないと。自社

州への進出に成功する。

の投資戦略を実現するために、クーン・レー

鴨緑江で日本軍がロシア軍を撃破した直後

ブ商会は膨大な日本国債を引き受けたのであ

にイギリスで日本国債が売り出される。うま

る。日露戦争後、同商会の代表ジェイコブ・

いタイミングで国債を売り出されて完売する。

ヘンリー・シフが来日した際、日本政府は最

タイミングもよかったが、利子歩合も通常よ

高勲章である勲一等旭日大綬章を授けている。

りも高く設定されていた（第２表）。こうしな

日本政府が負ったこの巨額な借金は戦争に

ければ、買手がないとみた日本側の作戦であ

勝利しても、賠償金が獲得できなかったので、

ったが、これが投資家の心をくすぐった面も

借金は借金として残り、その返済のために日

大きい。だが、この日本国債は、日本の関税

本は新たに外債を発行せざるを得なかった。

収入を担保とする非常に危険な代物であった。

当初 8 億円くらいだった日露戦争に起因する

最初はイギリスが日本の借金に応じた。こ

債務は、1920年頃には20億円余に膨れ上がっ

の後、 アメリカの大ユ ダヤ資本 であるクー

ていった。これによって、日本は英米の金融

Loeb）商会が多額の日本

資本の戦略どおり金融的従属状態に追い込ま

国債を買う。日露戦争について書かれた本に

れた。第 1 次世界大戦期の好景気で、日本の

は、ロシア国内における反ユダヤ政策、ユダ

対外債権は増加し、債務は目立たなくなった

ヤ人虐待があったからと書いてあるものもの

が、結局、日本は日露戦争に起因した対外債

も見られるが、クーン・レーブ商会の日本支

務を抱えたまま、対英米戦争にまで至ること

援は、純然たる資本の論理に基づくものであ

になる。

ン・レーブ（Kuhn

った。クーン・レーブ商会は、アメリカの鉄

大きな負債をかかえる結果となった日本で

道王ハリマンに対する最大の出資者で、ハリ

はあるが、この借金がなければ日本が戦争遂
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行できなかったことも確かである。外債が売

り、この後の日米対立の道が形成されたとい

れ、資金が調達できて初めて、武器・弾薬が

ってよい。

発注でき、イギリス（あるいはドイツ）から
武器・弾薬が届くと、ようやくそれで満州で
一会戦ができた。会戦が済むと、銃砲弾と兵

３

力の不足から戦線が膠着する。その繰り返し

日露戦争の真相を隠蔽してしまった
日本軍

だった。日本軍は銃砲弾不足に悩んで、1904

これまで論じてきたように、日露戦争は国

年 6 月の得利寺の会戦では本当に弾薬がなく

際的な政治力学のなかで、つまり世界的な英

なって、日本軍の歩兵は銃剣突撃してくるロ

露対立という基本的な対立構造のなかに日本

シア軍歩兵に投石で対抗しなければならない

が組み込まれた結果起きた戦争である。日本

ほどだった。

だけから見ると、日本が主体的にロシアの南

日露戦争を経験した軍人の中には、日本と
いう国は外国から借金をしないと戦争ができ

下をくいとめるために立ち上がった戦争のよ
うに見えてしまう。

ない国だと分かった者もいた。だが、ほとん

問題は、この日露戦争が、その後日本人に

どの軍人は石まで投げて、勇戦力闘した結果

どう受けとめられたのか、ということである。

勝利したのだという強い印象をもったのだ。

日露戦争は、陸海軍ともに大小の失敗の連続

戦争の背後の英露のパワーポリティクスや日

であったが、その失敗面はほとんど例外なく

本の厳しい財政事情、貧弱な生産力について

隠され、「失敗ではなかった」と言いかえられ

は、多くの日本人がその実態を知らないまま

た。例えば、弾はなくて困った話は、「弾がな

だったのである。

くても戦えた」という話にすり変えられてし

また、日露戦争は、その後の国際的対立や

まうのである。しかし、弾がなくても戦える

戦争の タネを蒔いた戦 争でもあ った。クー

軍隊などない。あるいは、ロシア軍になるべ

ン・レーブ商会に支えられた鉄道王ハリマン

く大きな打撃を与え、相手が多いという状況

は、戦争の最終盤に来日し、当時の桂太郎首

を作らないという日本軍の戦略は成功せず、

相と会談をして、ロシアから獲得する予定の

土地は占領したが、常に相手が多いという危

鉄道（後の満鉄）を共同経営しようと持ち掛

険な状況に陥った。しかし、それが日露戦争

けた。桂太郎は日本には金がないことはよく

後には、日本軍とはもともと少数精鋭主義で、

解っているので、それを受諾する。だが、ポ

小兵力で大兵力を打ち破るのが日本軍の戦い

ーツマス講和会議から帰ってきた小村寿太郎

方だという総括になってしまう。戦国時代の

外相が日本人が血を流して取ったものをアメ

桶狭間の合戦まで引き合いに出し、日本軍は、

リカと山分けするのは許さないと大反対する。

少数勢力が奇襲攻撃によって大兵力を打ち負

結局、桂とハリマンの覚書は破棄された。こ

かす戦いをしなければならないとまで言われ

こにその後の日米対立の種がまかれたのであ

るようになるのである。小兵力が大兵力を打

る。アメリカは、日本と協調して満州に進出

ち破るなどということは稀にしか起きない、

しようとしていたが、日本はそれを拒絶した。

戦争の歴史のなかで言えばいわば例外事項で

それどころか、1907年にイギリスがロシアと

ある。それを常に実現するのが日本軍である

英露協商を結ぶと、日本もロシアと日露協約

という総括になっていくのである。

を締結して、北満はロシア、南満は日本、と

なぜそういったことになるのか。それはそ

いう勢力圏の分割をおこなった。満州を日本

の作戦をやった人たちが総括し、自分たちの

とロシアが独占するという態度表明をしたこ

やったことは基本的に間違いではなかったと、

とによって、アメリカの対日感情や厳しくな

失敗を認めないからである。逆にこれが日本
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には合っているのだと言いはってしまう。た

を成功事例として総括して、自分たちを英雄

とえばドイツ流火力主義で始まった日本陸軍

にしてしまった。その後、日露戦争をテキス

の作戦は、火力が足りない、つまり弾がない

トとして学んだ後の軍人たちは、本当の日露

もとで、日本軍には白兵突撃、銃剣突撃が向

戦争のポイント ―何が成功で何が失敗かと

いているのだという総括になる。戦国時代か

いうこと ―をおさえられないまま、勇戦力

らずっと白兵主義だったとまで言うようにな

闘の神話を戦争の真の姿と思い込んでしまっ

る。

た。

逆に成功した真の原因は秘密にしておこう

アジア太平洋戦争を戦った日本軍の幹部の

とされる。しかも秘密にしておくうちに、自

大半は、日露戦争時は、士官学校の生徒であ

分たちのなかでも伝わらなくなる。部隊の相

ったり、ほんの少し実戦を経験したという世

互の連携を図る情報伝達に最新のテクノロジ

代の人たちで、ほとんどは「勉強して」日露

ーを駆使するという、それがなければ少数で

戦争を学んだ人たちである。そのとき軍の中

ある日本軍が大兵力であるロシア軍を相手に

でも本当のことは伝わっていなかったのであ

戦えなかったという成功のポイントは、おの

る。アジア太平洋戦争中、例えばガダルカナ

おのの部隊が勇敢に戦ったから勝てたのだと

ル攻防戦のときに、大本営のなかでは、「旅順

いう話になってしまった。ここには論功行賞

のときはもっと多くの犠牲がでても戦った」

がからんでいたことも確かである。各部隊が

「なぜ、もっと頑張れないのか」といった会

相互に連携して戦った、とするよりも、この

話が平気でなされていたのである。日露戦争

部隊が、この指揮官が頑張ったとした方が、

は、目的を達成するためにはどんなに犠牲が

論功行賞には便利だったからである。

多くてもかわまないという考え方を定着させ

最も失敗した事例では、亡くなった人を軍

るなど、人的犠牲に対する感覚を麻痺させて

神にしてしまった。軍神・広瀬中佐や橘中佐

しまったのである。本来、戦略・作戦はなる

などが、失敗事例の典型である。それこそ広

べく犠牲を少なく目標を達成できるように作

瀬中佐を失った旅順閉塞戦などは、本来、幹

られるはずである。しかし、日露戦争の、と

部は批判されてしかるべきであるにもかかわ

くに旅順攻防戦が批判的に検討されなかった

らず、犠牲者を軍神にすることで批判を封じ

ために、犠牲はつきもので、むしろ将軍や参

込めてしまう。その後も、アジア太平洋戦争

謀の勲章のように扱われる風潮をつくってし

に至るまで、軍神が生まれた事例というのは、

まった。日露戦争の総括を大きく誤ってしま

ほぼ失敗事例である。何らかの形で失敗を公

ったことが、その後の日本の悲劇をつくりだ

にしないための措置が、戦死した人を軍神に

す大きな要因になったのである。

してしまう、というやり方である。その大本
がこの日露戦争で作られたのだと思う。
そういう意味で日露戦争は、日本軍の〈伝

４

日露戦争が国内外に与えた影響

統〉を作ってしまった。歴史学では〈伝統の
創造〉と言うが、もともとの古いものが残さ

世界的に見ると、ロシアにおける革命運動

れるのが〈伝統〉ではなくて、必要に応じて

の勃発が、ロシアが戦争を継続できなくなっ

〈伝統〉は作られるのである。そのため日露

た最大の要因である。しかし、もともとロシ

戦争の真の姿を知らなかったのは、日本人そ

アが日露戦争に踏み切った一つの要因には露

のものであったといえる。日露戦争を戦った

仏同盟があり、場合によってはフランスが支

人たちは、それなりに苦労したわけであるが、

援してくれることをロシアは期待していた。

自分たちの失敗事例を客観視せず、失敗事例

ところが、そこにくさびを打ったのがイギリ
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スである。日露戦争中、英仏協商をイギリス

め、日仏協約によってフランスのベトナム支

とフランスが結び、フランスがイギリスに取

配を全て認める。個別に条約を結んで、欧米

り込まれていく（フランスは対ドイツ戦略上、

列強のアジア植民地支配をすべて容認しつつ、

イギリスと提携した）。フランスが全面的にロ

日本はそちらには手を出さないから、日本の

シアを支援することができなくなったことが、

朝鮮支配を認めさせる手だてをうったのであ

日本が日露戦争を続けられた要因であった。

る。桂・タフト協定、日仏協約の他にも日英

もしフランスが本格的にロシアを支援するこ

同盟を改定して、同盟の適用範囲をインドに

とが可能だったならば、日本側はかなり苦戦

まで広げるとともに、日露協約を結び、南部

したはずである。結局、フランスとロシアと

満州は日本、北部満州はロシアで勢力圏の分

の同盟関係は、イギリスがそこにくさびを打

割を行った。これは、欧米の「植民地支配」

ち込んだことで、有名無実化してしまったの

を批判するどころか、それを肯定して、日本

である。

も本格的な朝鮮支配へと進むことで、「植民地

こうして世界的な対立の枠組みを、イギリ

支配」を行う側に参入したのである。のちに

スが次第に自国有利に再構築していったため

1930年代以降、日露戦争は有色人種を代表し

に、そこでうまく日本は立ち回ることができ

て日本が白人と戦ったという解釈が流布され

たのである。戦争が終わったあとに、その構

るが、むしろ、日本は日露戦争によって、白

造変化がはっきりと現れてくる。つまり、日

人の側に立って近隣の有色人種の支配を始め

露戦争中にイギリスはフランスを取り込み、

たのである。日露戦争が終わると、日本は直

そして日露戦争の直後にロシアも取り込む。

ちに第 2 次日韓協約によって韓国を保護国化

イギリス、フランス、ロシアが一つのブロッ

した。韓国国王（皇帝）・政府の存在は認める

クになってドイツと対決するという構図―

が、日本が韓国の外交権を行使する。韓国は

第 1 次世界大戦の構図 ―ができ上がったの

日本を通じてしか、諸外国に発信できない状

である。第 1 次世界大戦は、日露戦争中から

態にした上で、1910年に併合してしまう。

その直後にかけて、その対立構図ができ上が

日本国内でも、日露戦争に反対した人たち

り、その後わずか十年後に開戦の火の手があ

が次々と弾圧を受けていく。幸徳秋水たちは

がることになるのである。

日露開戦前から非戦論を唱え、日露戦争の最

日露戦争が内外に与えた影響としては、「安

中に、日本人とロシア人は何ら戦う理由がな

倍談話」にもあるが、アジア・アフリカでの

いとして、ロシア人に友好を求める電報を打

ナショナリズムの高揚がある。有色人種に希

ったりした。

望を与えたのは確かである。トルコのイスタ

政府にしてみれば戦争遂行のためにはそう

ンブールには東郷通りができ、フィンランド

いう人たちがいては 困る。韓 国併合と同 じ

で東郷ビールができる。

1910年、大逆事件によって、戦争反対派の大

だが、それらは日本側が意図したことでは

弾圧が行われる。それが十数年後、治安維持

ない。日本は、アジアやアフリカの人々を勇

法という形で恒常的な弾圧法規としてシステ

気づけようと思って日露戦争をしたわけでも

ム化されていく。

何でもない。むしろ、明らかに当時の日本は

このように考えると、日露戦争、朝鮮に対

欧米列強側に立っていた。日露戦争後、日本

する植民地支配、国内における戦争反対派弾

は何をやったのか。欧米列強と話し合って、

圧というのは一部だけを切り取ってはいけな

日本のその後の朝鮮植民地支配を認めさせた

い 3 点セットである。一部だけを切り取ると

のだ。その代わりに日本は、桂・タフト協定

「栄光の明治」となってしまうが、現代にお

によってアメリカのフィリピン支配を全て認

いて歴史認識として重要なことは、この 3 点
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セットをトータルで捉えるということだ。日

した英・米・仏・ソ連など欧米諸国の蔣政権

露戦争という歴史的事件が、戦争自体と植民

支援を引き出してしまう。その結果、戦況は

地支配（対外膨張）、国内の弾圧という 3 つが

泥沼化し、日本単独では英米諸国には対抗で

不可分なものであることを私たちに示してい

きないので、ドイツ・イタリアと結んでいく

る。

ことになる。

そしてその後、日清・日露戦争を契機とし

ところが、第 2 次世界大戦をやっている一

た対外膨張が始まる。「利益線」であったはず

方と手を結んだので、日本も否応無く世界戦

の朝鮮を「主権線」化、領土化した。そうす

争に巻き込まれていく。結局、急角度に進路

ると、その外側に新たな利益線を満州に設定

を変えるドイツに引きずられる形で、日本も

する。これは明治以来の戦略。利益線を設定

武力南進路線をとり、ついにはアメリカとの

して国境を守るためにはその外側から守らな

戦争に至り、惨憺たる敗戦へと行き着くこと

いといけないという戦略発想であり、ロシア

になる。明治を起点とする近代日本の「脱亜

脅威論によってつくられた考え方である。本

入欧」と軍事同盟戦略にもとづく膨張主義の

来、脅威であるロシアをなるべく日本の本土

帰結が第 2 次世界大戦の敗北であった。

から離れたところで食い止めようとした。日
本と朝鮮の国境で食い止めるのではなく、朝
鮮と中国の国境で食い止める。そのためには
日本が朝鮮半島に出ていかなければならない。

おわりに

そして、日本が朝鮮・満州に出ていけば、よ
り激しくロシアと衝突する。この戦略は日露
戦争後もエスカレートしていき、「利益線」は

9 条改憲（ 9 条の改変と緊急事態条項の付

朝鮮半島から南部満州へ、さらには北部満州

加）問題のベースには、歴史認識問題が存在

へと膨張戦略が展開されていくのである。

する。「明治150年」前半期における戦争の歴

その膨張が1931年の満州事変を契機として

史から何を学ぶか、憲法に対する姿勢も変わ

「満州国」が成立し、日本の多くの政治家・

るし、それはとりもなおさず、日本の未来も

軍人たちに「成功事例」と受け取られた。「満

変わるということである。

州国」 を防衛するため にも、第 二の「満州

現在の改憲論を下支えするものとして、「明

国」を作ろうとしたのが「華北分離工作」で

治150年」史観（明治礼賛論）があるが、歴史

北京を中心とした「北支五省」を蔣介石政権

認識の問題としてみた場合、それは、日露戦

から分離してしまおうとした。華北を「円系

争をどう評価するか、日中戦争をどのように

経済圏」に包摂するために、日本商品を中国

位置づけるかと問題に収斂するといって過言

きとう

政府の税関を通さずに陸揚げする冀東密貿易

ではない。いつまでも、日露戦争を明治日本

までが実行された。

のサクセスストーリーのクライマックスとし

そして、その華北分離工作を進めていると

て捉えていてはならない。日露戦争について

き に 起 き た の が 盧 溝 橋 事 件 （ 1937年 7 月 7

当時の日本人自身がその真相・実態を知らな

日）である。軍部内の「拡大派」は、この際

かったのである。また、日露戦争を歴史の中

この事件を利用して華北分離を一挙に推進し

で位置づける際に、日露戦争とその結果とし

ようとした。さらに華北を分離するだけでは

ての植民地支配、戦争遂行の障害になる戦争

物足りなくなって、蔣介石政権自体を打倒し

反対派への弾圧（思 想・信条 の自由への 抑

ようとし始める。そのため戦線は華中にとめ

圧）を 3 点セットとして捉えていくことが必

どもなく拡大し、日本による中国独占を危惧

要である。この 3 点を批判的に考察する際に、
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のこと。

戦争の再検討、自由への抑圧の焦点化という
ことは、比較的なされやすい分野であるが、

( 3 ) 日露戦争の経過とポーツマス講和会議の焦点に

どうしても議論になりにくいのが植民地支配

ついては、拙著『戦争の日本史20

世界史の中

の問題である。

の日露戦争』（吉川弘文館、2009年）および『こ

戦後70年以上が経過して、戦争の記憶の風

れだけは知っておきたい日露戦争の真実 ─日

化あるいは希薄化が指摘されることは多いが、

本陸海軍の〈成功〉と〈失敗〉─』（高文研、

植民地支配の記憶は、もはや「希薄化」が意

2010年）を参照のこと。

識されないほど「無化」しているといってよ

( 4 ) 内川芳美・宮地正人監修『外国新聞に見る日

い。そのため、村山談話のキーワードである

本』第3巻・1903-1905本編・下（毎日コミュニ

「植民地支配と侵略」を肯定・擁護しようと

ケーションズ、1992年）所収、260頁。

いう歴史修正主義的な言説に具体的に反論で

( 5 ) 同前所収、328頁。

きる力が社会全体としてきわめて低下してい

( 6 ) 同前所収、354-355頁。

ることは確かである。このことが、韓国・北
朝鮮・台湾の人々との歴史認識における衝突

（やまだ

の大きな原因となっている。日本がおこなっ
た「植民地支配と侵略」を肯定するような価
値観や認識は、戦後も完全には克服されない
ままに、時間的経過とともに自然消滅するど
ころか、つねに再生・再編されながら日本社
会の中に引き継がれており、そうした漠然と
したものが歴史修正主義の「養分」になって
いる。
植民地支配の記憶の消滅と、それがほとん
ど議論されることもないという状況は、「明治
150年」を考える上で、私たちの歴史認識のど
こに克服すべき弱点があるのかを示している
といえる。
注
( 1 ) 日本の近代をどこからとするかといえば、大政
奉還（1867年）や明治元年（1868年）は大きな
区切りであることは確かであるが、そのような
事態を引き起こした原因であるペリー来航
（1853年）に求めるのが妥当であろう。
( 2 )「安倍談話」の全文は、内閣府・外務省のホー
ムページ、「安倍談話」と「村山談話」の比較検
討、「安倍談話」の内容分析については、村山富
市・藤田高景・山田朗編『検証
戦後七〇年

安倍談話─

村山談話の歴史的意義─』（明石

書店、2015年）および拙著『日本の戦争:戦争責
任と歴史認識』（新日本出版社、2017年）を参照
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あきら

本近現代史）

明治大学文学部教授・日

■特集「明治150年史観」批判

２

■

戦後右翼の思想と行動

渡 辺

新

《要旨》 憲法改正の「任期中の実現」を公言する安倍首相は、「戦後レジームからの脱却」を最大のテーマ
としている。本稿では、安倍首相に影響を与える日本会議を戦後右翼の思想と行動の中に位置づけ、
戦前以来の右翼や職業軍人とは異なる新右翼に日本会議の源流をみる。そのことによって、新右翼
の主張から「戦後レジームからの脱却」とは何を意味するのかを解明する。また、明治治100年とは
異なる明治150年の歴史段階を解明することによって、新右翼の論理と安倍政権の論理の乖離を明ら
かにする。
目 次

郎は、「マルクスは昨年（2017年 ─引用者）

はじめに
Ⅰ 戦後右翼の登場
1.敗戦直後の右翼団体
2.冷戦構造と旧右翼の復活
Ⅱ 復古・回帰の源流
1.神道指令と日本国憲法
2.神社本庁の設立と伊勢神宮
Ⅲ 新左翼と新右翼
1.60 年安保とブント
2.新右翼の登場
Ⅳ 右翼の統一戦線
1.「日本を守る会」と元号法制化運動
2.「日本を守る国民会議」から日本会議へ
おわりに

の『資本論』150年の延長上で、新自由主義グ
ローバリズムや地球的格差への批判的・原理
的引照基準として、生き続けるでしょう。そ
んな世界を空間的・時間的に切断し、象徴天
皇制と元号で内向きのナショナリズム・排外
主義に取り込もうとする勢力は、明治150年を
(1)

最大限利用するでしょう 。」と述べていた。
何故、いま安倍首相は明治から学べというの
か。
2016年 5 月26、27日に三重県志摩市で主要
7 ヵ 国 （ G 7 ） 首 脳 会 議（ 伊 勢 志 摩 サ ミ ッ
ト）が開催された。そして、G 7 サミットの
歓迎行事として、安倍総理は米国のオバマ大
統領やドイツのメルケル首相ら各国の首脳を

はじめに

伊勢神宮へと誘った。伊勢神宮は、皇室の祖
神である天照大神を祀る、日本最大規模の神
社である。戦前は大日本帝国政府によって、

2018年は1868年から150年目となり、「明治

全国の神社の頂点として位置づけられた。戦

150年」を祝う政府の記念式典が元号が慶応か

後は、民間の宗教法人「神社本庁」によって

ら明治に改められた10月23日に開かれた。安

全国の神社の「本宗」が伊勢神宮であるとさ

倍首相は式辞の中で、「世界に向けて大きく胸

れている。何故、伊勢神宮なのか。

を開き、新しい時代の扉を開けた」明治の人

そして、2018年 9 月20日の自民党総裁選で

びとの経験から学ぶことを強調した。加藤哲

3 選を果たした安倍首相は、憲法改正の「任
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期中の実現」を公言した。
安 倍 首 相 は 、2006年 7 月 21日 発 行 の 自 著
『美しい国へ』で、戦後レジームとは何か、
そこから脱却するにはどうするかと述べてい

Ⅰ

戦後右翼の登場

る。つまり、安倍首相にとって「戦後レジー
ムからの脱却」が最大の政治課題であった。
明治から学び、伊勢神宮に行き、憲法を改

１．敗戦直後の右翼団体

正し、「戦後レジームからの脱却」したところ
に、安倍首相の国家像「美しい国、日本」が
あるようだ。

戦前以来の右翼を思想的に支えていたのは
皇国史観であった。すなわち天地開闢の神、

「美しい日本の再建と誇りある国づくり」

高天原の主宰神として天之御中主神があり、

を掲げ、政策提言と国民運動を行ってきた右

それに系譜する伊邪那岐神、天照大神、そし

(2)

派の集団が日本会議 である。明治150年を推

てその末裔として天皇を位置づけ、天皇を中

進してきた「明治の日推進協議会」は、かつ

心に日本の国は成立しているという考え方で

て「昭和の日」（ 4 月29日）実現運動を推進し

あった。右翼の要人テロは常に君側の奸を討

たメンバーを中心に2011年に結成された団体

つという発想にたっており、日本の右翼の単

である。役員にはジャーナリストの櫻井よし

なる国家主義ではない特徴があった。したが

こや、安倍首相のブレーンの 1 人とされる伊

って、敗戦という歴史的事実と、現人神とし

藤哲夫（日本政策研究センター代表）のほか、

ての天皇自身による神格否定、いわゆる「人

代表委員に百地章（日本大学法学部教授）、所

間宣言」は右翼陣営の思想的基盤を覆し、与

功（京都産業大学法学部教授）といった日本

えた精神的打撃は決定的であった。

会議系学者が名を連ね、差し詰め日本会議の

占領政策は右翼陣営に追い打ちをかけた。
A級戦犯として、児玉機関の主・児玉誉士夫、

別働隊といえよう。
1970年代中葉以降の「福祉国家の危機」と

神武会の大川周明、国粋大衆党の笹川良一ら

いう現実のなかで、安定を失った社会への批

が逮捕され、井上日召、橘孝三郎、影山正治、

判に際して、家族・宗教・コミュニティ・女

津久井龍雄、安岡正篤、赤尾敏らは公職追放

性の伝統的役割といったノスタルジーを喚起

となった。さらに、ポツダム命令「政党、協

しやすい状況が生まれた。経済政策において

会その他諸団体廃止に関する覚書」によって、

は大きな政府の批判、規制撤廃、民営化など

大日本生産党、大日本赤誠会、大東塾、黒龍

を要求する新自由主義としての側面を兼ね備

会、東亜連盟、東方同志会など右翼団体350団

えている。そうした時代状況の中で生まれて

体中237団体が 2 度にわたって解散指定を受け、

きた右翼運動は、戦前以来の国家主義運動と

右翼運動は壊滅状態に陥った(3)。

は明らかに異なる。

敗戦直後の右翼団体は経済混乱とその中に

本稿では、第 1 に日本会議にいたる戦後右

投げ出された大量の引揚者、復員軍人、そし

翼の思想と行動を明らかにする中から、安倍

て1,000万人にも上る失業者という社会状況で

内閣の最大のテーマである「戦後レジームか

生まれた暴力団的色彩の強い、いわゆる任侠

らの脱却」とは何かを明らかにする。そのこ

右翼が中心であった。そうした中で、戦前か

とによって、第 2 として2018年時点で明治150

らの系譜を継ぐ団体として、救国青年連盟、

年を記念する意味と歴史段階を明らかにする。

日本国民党、新日本党、全国勤労者同盟、翼
賛壮年団系の日本革命キクハタ同志会、旧東
亜連盟系の協和党、桜内義雄の平和日本連盟、
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中曽根康弘の青雲塾、復員軍人系の菊水会、

1951年 5 月 1 日、マッカーサーの後任マシュ

日本戦友団体連合会等が動き出していた。こ

ー・リッジウェイ司令官は日本政府に対し公

れらの右翼団体は、プロパガンダとしても綱

職追放の緩和及び復帰に関する権限を認め、

領を掲げていた。その主張は、「天皇制絶対護

25万人以上の追放解除が行われた 。

(5)

持」、「赤色共産党の抜本的打倒」「民主主義政

既に1948年末、GHQ参謀第 2 部部長チャー

治の確立」「ポツダム宣言の厳正実施」「戦争

ルズ・ウィロビーは陸軍大佐服部卓四郎に日

犯罪人 、戦争責任者、 戦争傍観 者の厳正処

本再軍備の研究を託し、再軍備研究のための

(4)

(6)

罰」に集約されよう 。つまり、敗戦直後の

「服部機関 」を発足させた。警察予備隊の

右翼運動は、天皇制護持、反共、初期占領政

幕僚長には服部か旧内務官僚のどちらを任命

策、民主主義、親米であり、それまでの右翼

することが考えられたが、民政局長のコート

が排外主義であったのを考えれば親米は異様

ニー・ホイットニー准将や首相吉田茂などの

であった。右翼勢力は、GHQと国内の左翼勢

反対で服部の幕僚長就任は実現しなかった。

力が結託して日本の伝統や主体性に対する否

その他にも、警察予備隊の指揮系統をより強

定行為を行っていると認識していた。

固なものとするため旧軍人の追放解除は検討
されていた。追放解除後の1951年 6 月 1 日、
旧軍の影響が少ないものと期待された陸軍士

２．冷戦構造と旧右翼の復活

官学校58期生より245名が第 1 期幹部候補生と
して入校したが、58期生は少尉任官が終戦直

中華人民共和国の建国は、1949年のアジア

前であったために実務経験が乏しく、期待さ

での冷戦を激化させた。1950年 6 月25日、朝

れたほどの効果はなかった。このことから、

鮮半島の38度線で戦端が開かれて朝鮮戦争が

逐次に佐官級まで募集が拡大され、10月 1 日

勃発した。朝鮮戦争の日本へ第 1 の影響は、

には405名の元佐官が、12月 5 日には407名の

警察予備隊を編成させ、再軍備への端緒をき

元尉官が採用された。マッカーサー更迭後に

ったことであろう。1950年 7 月 8 日、マッカ

は、朝鮮戦争の国境会戦において、一方では

ーサーは吉田茂首相宛書簡で、 7 万5,000名の

政治任用した韓国軍の一部高級将校が重大な

警察予備隊の創設と、海上保安庁の8,000名増

リーダーシップの欠如を示して壊乱の端緒を

員を指令した。警察予備隊 7 万5,000名という

つくり、他方では旧日本軍・満州国軍での軍

員数は在日米軍 4 個師団にあたり、米軍の韓

役経験のある韓国軍指揮官の少なからぬ部分

国派兵の穴を埋めるものであった。 8 月10日

が健闘を示したことを考慮し、大佐級の旧軍

警察予備隊令が公布・施行され、 8 月13日か

軍人の追放解除が検討された。1952年 7 月、

ら隊員が募集された。第 2 の影響は、レッド

大佐級の高級幹部が追放解除され、警察予備

＝パージであった。1950年 7 月18日、マッカ

隊を改編した保安隊へ旧陸軍10名、旧海軍 1

ーサーは吉田首相宛書簡で共産党の『アカハ

名が1952年 8 月20日に入隊した。

タ』およびその後継紙の無期限停刊措置を指

逆コースに転換した1950年には、次第に共

令した。しかし、この指令は『アカハタ』お

産主義と戦うこと、日本の安全保障、再軍備、

よびその後継紙のみならず、あらゆる報道機

外交政策、国家主義などに関するグループが

関における共産主義者の排除の論拠ともされ

組織された。こうした「旧軍将校の諸団体は

た。影響の第 3 は、レッド＝パージとまった

いずれも右偏向の傾向を示した (7)。」「彼らに

く対照的な公職追放解除であった。1950年10

共通したものは反共というスローガンだ

月13日には 1 万900名が、11月 8 日には重光葵

け 」であった。第 2 次大戦を終結させるた

が、11月10日には旧軍人3,297名が解除された。

め、日本と連合国との間で結ばれたサンフラ

(8)
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ンシスコ講和条約調印の1951年は、前年の朝

議会は右翼戦線統一をめざし救国国民総連合

鮮戦争勃発、レッドパージ、それに続く旧軍

を結成し、委員長に大森曹玄、書記長に中村

人、右翼活動家の大量追放解除を契機とする

武が就いた。しかし総連合が政党化、単一団

(9)

戦後右翼戦線胎動の年でもあった 。戦前の

体化をめざしたのに対し、すでに自己の組織

帝国陸軍の将校、准士官の団体である偕行社

をもつ大東塾や再建途上の大日本生産党はこ

は、1951年頃から有志が集まり帝国陸軍の伝

れに反対して不参加を表明した。主力団体が

統を継ぐものとして翌年に偕行会として復活

抜けたことによって、右翼の大同団結、戦線

した。海軍の水交社も水交会として直後に結

統一 は不 発に 終った。救国 国民総 連 合 は、

成され、職業軍人は新国軍建設への布陣を整

1956年12月に名称を国民総連合と改称したが、

備した。1951年 2 月 8 日には、大村秀則、荒

開店休業状態に陥った

(10)

。

原朴水の主唱で全国愛国者団体懇親会が開催

以上のように1951年を機に右翼の統一戦線

され、福田素顕（防共新聞）、津久井龍雄（急

の気運が盛り上がったが、その主体は戦前以

進愛国党）、赤尾敏らが出席した。赤尾敏が大

来の右翼と元軍人が中心であった。

日本愛国党を結党したのはこの年の10月27日
であった。1951年は右翼団体胎動の年であり、
5 月15日には本間憲一郎の新生日本国民同盟、
8 月15日に東亜連盟系の協和党が結成され、

Ⅱ

復古・回帰の源流

国民党がこれに合流した。赤尾敏の大日本愛
国 党 の 結 成も こ の 年 の 10月 27日 で あ っ た。
1952年には、神兵隊事件に関係した大川周明、

１．神道指令と日本国憲法

前田虎雄らの東風会、翼壮系では栗原美能留、
菅太郎の日本新生協議会ができ、旧生産党の

1945年 8 月 6 日に広島、 9 日に長崎にそれ

吉田益三は恩給復活促進連盟、1953年には津

ぞれ原爆が投下され、同じ日にはソ連軍が満

久井龍雄の国論社、1954年は藤吉男の国粋大

州に進攻した。 8 月10日、天皇の国法上の地

衆党、影山正治の大東塾、河上利治の生産党、

位を変更しないことを条件にポツダム宣言を

井上日召の護国団も再建ないしは結成され、

受諾する回答を発した。 8 月14日に日本政府

1955年には福田進の防共挺身隊も生れた。

はポツダム宣言を受諾、翌 8 月15日に天皇が

このように1951年を前後する数年は右翼統

降伏の詔書を放送を通じて国民に発表した。

一戦線の気運が高まっていた。そうした中、

9 月 2 日、東京湾上の米戦艦ミズーリ号の甲

かつて神兵隊事件を指令した前田虎雄が1953

板で降伏文書の調印式が行われ、ポツダム宣

年 3 月21日に逝去した。 3 月29日の同志葬は

言ははじめて外交文書として固定された。

血盟団事件の井上日召が葬儀委員長として多

10月 4 日、反体制的な思想や言動を厳しく

くの右翼活動家が参列した。そして、前田の

取り締まっていた日 本政府に 対し、GHQは

同志葬が機縁となって右翼の結集が叫ばれ、

「政治的、公民的及び宗教的自由に対する制

6 月22日、愛郷塾の橘孝三郎主催で水戸弘道

限の除去の件（覚書）」（以下、自由の指令と

館に約150人を集め、救国懇談会が開かれた。

略記）を発した。思想、信仰、集会及び言論

この席で連絡協議会の設置が決り、 7 月27日

の自由を制限していた法令を廃止し、内務大

に参議院会館で維新運動関東協議会が結成さ

臣・特高警察職員ら約4,000名の罷免・解雇、

れた。顧問には徳富蘇峰、葛生能久、常任委

政治犯の即時釈放、特別高等警察の廃止など

員に片岡駿、津久井龍雄、進藤一馬、影山正

を命じた。しかし、東久邇宮内閣はこの指令

治ら30人が選ばれた。1954年 5 月 4 日、同協

を実行できないとして、翌 5 日に総辞職した。

- 36 -

次の幣原内閣では、この自由の指令に基づき

政教分離の実施にあった(12)。」

共産党員など政治犯約3,000人を釈放、治安維

国家の統制下に宗教団体を置くことを目的

持法など15の法律・法令を廃止した。また、

に1940年 4 月 1 日に施行された宗教団体法は

10月11日、婦人の解放、圧政的諸制度の撤廃、

1945年12月28日に廃止し、新たに宗教法人令

教育の自由主義化、労働組合の結成、経済の

を即日施行した。1946年元日、天皇は自ら自

民主化を内容とする五大改革指令が通達され

己の神性を否定した詔書を出し、国体の教義

た。婦人の解放は婦人参政権、圧政的諸制度

を天皇の名において葬り去った。 2 月 2 日に

の撤廃は、政治犯の釈放、特別高等警察廃止、

は神祇院官制などすべての神社関係法令が廃

治安維持法・治安警察法廃止などに影響し、

止され、国家神道は制度上解体した

(13)

。

教育の自由主義化は皇国史観が否定され、労

神道指令では、天皇家の皇祖を祀る伊勢神

働組合の結成は労働 3 法制定と労働省設置、

宮や、靖国神社とその地方分社の性格をもつ

経済の民主化は財閥解体と農地改革へと繋が

護国神社の廃止は命じていなかったが、その

った。この 5 大改革指令は、自由の指令と合

核心である政教分離は1947年 5 月 3 日施行の

わせて戦後日本の基本政策の一環を担ったと

国民主権と戦争放棄を基調とする日本国憲法

考えられる。

に継承された。憲法は、民主主義の原則に立

GHQは12月15日、「国家神道（神社神道）

って、信教の自由を国民の基本的権利として

に対する政府の保証、支援、保全、監督並び

保障し、その裏づけとしては政治と宗教の分

に弘布の廃止」、いわゆる「神道指令」を発し

離を厳格に規定した第20条と財政的に支える

た。この「神道指令」は 4 項目からなり、国

第89条が、それである。

家神道体制を解体し、最終的には政教分離と
いう近代国家における普遍的な価値を日本に
根づかせることがその目的であった。第 1 項

２．神社本庁の設立と伊勢神宮(14)

では、神社神道に対する国家や官公吏などの
保証・支援・保全・監督の禁止、公の財政的

占領軍が神社制度について厳しい態度で臨

援助の停止、国家神道の普及に大きな力を発

んでくることを神祇院はまったく予想せず、

揮した内務省の外局神祇院の廃止、すべての

神社非宗教の立場で従来通りの体制を続ける

公立の教育機関における神道教育の禁止、教

ことができると考えていた。しかし、神社関

科書からの神道的教義の削除、役人の資格で

係者の間では、ポツダム宣言に「言論、宗教

の神社参拝の禁止など多岐にわたって、細か

及び思想の自由、基本的人権の尊重を確立し

な措置を命じていた。また、国家神道のイデ

なければならない」とあることころから、神

オロギーを伝える重要なテキストと目された

祇院の廃止は避けられないというのが1945年

『国体の本義』（1937年、文部省）などの刊行

9 月末の認識であった

物頒布の禁止も求められていた。つまり、「国

厳しい弾庄を予想していたのは、橋川文三に

家による神社神道に対するあらゆる庇護を徹

よって「保守派中の先鋭なポレミスト」、さら

底的に止めさせ、侵略戦争の精神的動員装置

には「その天皇制論は、伝統的右翼者流の水

として機能した国家神道を根絶 (11)」しようと

準をこえたものとして注目される

した。さらに第 2 項では、「本指令の目的は、

評された葦津珍彦

(17)

(15)

。とりわけ占領軍の

(16)

」とまで

であった。

宗教を国家より分離するにある」として、神

葦津は、皇典講究所理事の吉田茂や神宮奉

道を含むあらゆる宗教を国家から分離するこ

斎会の宮川宗徳らと対策を練り、1945年10月

とを指示した。このように「神道指令の中心

25日、当時の神道関係民間団体である大日本

点は、国家神道の廃止を主眼とする徹底的な

神祇会・皇典講究所・神宮奉斎会の関係者を
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集め、その際に葦津が作成した「神社制度改

勢神宮を本宗とする全国の神社がそのための

革に対する私見」を提示し、民間主導による

機関として機能する ことを目 指し、神聖 な

神社界の組織改革を話し合うこととした。葦

「国体」として国家体制に具現していくこと

津案は、占領軍の圧力の下で神社が生き残っ

が目標であった。しかし、GHQは、伊勢神宮

て行くためには、正確な情報の伝達と統一あ

に宗教法人としての道を選ぶのか、天皇家だ

る対処を行なう全国組織の構築が必要である

けの大廟としての性格をとるのかを迫った。

との認識の下に、各神社の緩やかな連合体と

伊勢神宮は宗教法人を選択したが、天皇家の

しての神社連盟を組織しようとするものであ

大廟的な性格を帯び続けた。

った。同時に、この神社連盟には教義につい

このように神社本庁は設立当初から「神宮

ての裁決権を与えないとするところに特色が

の真姿顕現運動」を大きく位置づけていた。

あった。11月14日には神祇廳（仮称）という

戦後の神社界は「神道指令に毒された日本人

名称で設立趣意書が公表されたのち神祇廳設

の精神気流を転回させるべく努め」なければ

立準備委員会が度々開かれ、名称を「神社本

ならず、「伊勢の神宮に対する国の姿勢を正さ

庁」にすることが決定された。こうして神社

せる」のが神宮制度是正運動であった。伊勢

界再編の構想は、1946年 2 月 3 日に大多数の

神宮は、「いふまでもなく皇祖親授の御鏡を奉

神社を包括する宗教法人神社本庁として誕生

祀する天皇祭祀の宮社であり、その皇室・国

した(18)。

家との関係は、遠く古代から大東亜戦争の占

神社本庁設立直前の1946年 1 月 5 日、大日

領時代に至るまでニ千年にわたって、いささ

本神祇会、皇典講究所、神宮奉斎会の 3 団体

かも変ることのなかったものである。この大

会合において「今後は全神社界が神官を「本

切な神宮が占領軍の政策によって、その皇室

宗」として奉戴し、一心同体となって奉賛の

および同家との公的関係を断たれ、戦後は単

実をあげていくことに意見が一致した

(19)

」と

に民間の一私法人として取扱れるやうになっ

される。この「伊勢神宮を本宗として奉戴す

た。それが神宮の本質を損ふものである……

る」ということは、「これまでずっと、皇室を

神宮の本質恢弘・真姿顕現の国民要望が出て

中心に仰ぎ国家によって管理されてきた神社

きたのは当然のことであった

は、制度的に皇軍国家と切り離された現在、

(22)

。」

「神宮の真姿顕現運動」であるが、1945年

何を中心に団結すべきか─神社人はこれを、

11月14の「神祇廳」設立趣意書にも、「皇国日

皇祖を祀る神宮に見出した。」そして、「国家

本ノ真姿ヲ顕現シ」と記されていた。これは

未曾有の事態、神社界はじまっていらいの難

1936年の 2 ・26事件の際の「陸軍大臣告示」

局に処して、何としても神宮を中心に全神社

に「国倍ノ真姿顕現ノ現況（弊風ヲモ含ム）

界がまとまって行かねばらならぬ。かうした

ニ就テハ恐悦ニ堪ヘズ」とあるのを引き継い

斯界人 の願ひが〝神宮 ハ神社ノ 本宗トシテ

でいる (23)。ここでいう「真姿」とは「国体の

（神社─引用者）本庁之ヲ輔翼ス〟（庁規

ことである。つまり、伊勢神宮は、皇室の祖

第61） といふ庁 規の規 定を生 んだ」 とさ れ

神であり、天照大神から直接指示を受けた天

(20)

孫が地上に下り、この日本の国を歴史のはじ

伊勢神宮を「本宗」とするということは、

まりからずっと一貫して支援している。これ

「神聖な天皇は伊勢神宮と一体であるはずだ

が世界に例のない優れた日本の伝統であり、

から、伊勢神宮を最高の崇敬対象とすること

「神宮の真姿」の意味であろう。したがって、

で、天皇への宗教的崇敬が広く国民によって

天皇を地上に遣わせた神をお祀りしている伊

る

。─

なされるための基盤としようということ

(21)

」

勢神宮を国家的な施設に位置づけていくとい

といえよう。つまり、神社本庁は当初から伊

うのが「真姿顕現運動」ということになる。
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ところが、問題は伊勢神宮が宗教法人、つま

粋主義者の上杉慎吉、その愛弟子であった岸

りは私的な存在とされていることである。こ

信介が首相となった。岸内閣は、1951年に締

れこそ神道指令以降の前後に起こったことで、

結された安保条約の改定交渉を1958年頃から

「神社人」にとって痛恨の事態であった。不

行い始めた。1960年 1 月、岸首相以下全権団

可分な皇位と神宮関係で失ったものの核心で

が訪米してドワイト・D・アイゼンハワー大

(24)

あり、取り戻すべき究極のものでもあった 。

統領と会談し、新安保条約の調印と同大統領

しかし、日本国憲法は伊勢神宮に関して民間

の訪日で合意し、 1 月19日に新条約は調印さ

の宗教の一つと位置づけており、だからこそ

れた。1960年 5 月19日に衆議院日米安全保障

右翼は憲法を改正し、これを否定したいと考

条約等特別委員会で新条約案が強行採決され、

えた。こうして1950年代に、憲法改正のほか、

5 月20日の衆議院本会議では社会党・民社党

神社法の制定、靖国神社

(25)

の国家護持、宗教

法人法の改正などが模索された。

議員の欠席、自民党からも石橋湛山、河野一
郎、松村謙三、三木武夫らが欠席、あるいは

その模索の 1 つとされたのが、紀元節復活

棄権する中を通過させた。これは、 6 月19日

運動であった。政府は1948年に新しい「国民

に予定されていたアイゼンハワー大統領訪日

の祝日に関する法律」を定め、紀元節は廃止

までに自然成立させようと採決を急ぐためだ

した。1951年、サンフランシスコ講和調印前

った。

後から神社本庁は紀元節の復活を望み、1952

条約締結前から改定により日本が戦争にま

年には署名連動を展開し、1957年 2 月13日に

き込まれる危険が増すという懸念によって反

は、「 2 月11日」を建国記念日として祝日に加

対運動がたかまり、次第に一般市民の間にも

える法案が国会に提出されたが未成立となっ

反対の運動が高まり、国会議事堂の周囲をデ

た。その後も、1958、1961、1963年と 3 回に

モ隊が連日取り囲んだ。反安保闘争は次第に

わたって議員提出法案は未成立となったが、

反政府・反米闘争の色合いを濃くした。動員

1966年 6 月25日に「建国記念の日」として成

数最大の大衆運動を牽引していた全日本学生

立した

(26)

。

自治会総連合（以下、全学連と略記）は、当

1951年は、日本の主権回復後もアメリカ軍

初は日本共産党の影響が強く、その活動方針

が駐留することで、極東における安全保障環

と軌を一にしていた。しかし、1955年の日本

境を維持する2国間条約の年であった。日本の

共産党第 6 回全国協議会（「六全協」）を契機

各右翼は、天皇中心主義・反共主義・反社会

に共産党から除名された学生達が中心となっ

主義・再軍備促進・憲法改正などのそれぞれ

た共産主義者同盟

の主張を標榜し、活動を再開した。これら戦

が1958年12月に組織された。ブントは、世界

後右翼の大きな特徴である「反共親米」路線

初の共産党からの独立左翼といわれ、初期の

を形成した年であった。

指導部は香山健一、森田実らであった。ブン

(27)

（以下、ブントと略記）

トは綱領は作成されず、組織も厳密に前衛党
的な中央集権体制を強いたものではなく、ル

Ⅲ 新左翼と新右翼

ーズなもので、組織づくりも大衆闘争のなか
でしかありえないという発想のもとに成り立
っていた。60年安保闘争時には約3,000人程度

１．60年安保とブント

だったが、若い活動家の中には林道義、青木
昌彦、西部邁、柄谷行人、平岡正明、加藤尚

1957年 2 月25日、かつて美濃部達吉天皇機

武、長崎浩などもいた。

関説と激しい確執があった天皇主権論者で国
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しかし、ブントは1960年 7 月29日の第 5 回

大会で60年安保闘争評価をめぐって事実上解

中において反共一辺倒で米国に追従し、体制

体し、戦旗派、プロレタリア通信派（プロ通

の暴力装置としての補完勢力という位置づけ

派）、共産革命の通達派（革通派）などに四分

であった。こうした右翼のあり方を拒否する

五裂した。さらに、後の革共同全国委分裂後

動きが、大学のキャンパスの中から現れた。

は中核派と革マル派へ流れていった。

かつて玄洋社の統帥であった頭山満の影響を

1960年の一次ブント崩壊後も、関西では関

受け、1952年に結成した殉国青年隊の学生組

西地方委員会は残った。1962年には関西ブン

織である全学生運動純正会を1960年に改称し

トが結成され、関東では社学同（社会主義学

た日本学生会議 Japan Student Conference(略称

生同盟）の結成の模索がさまざまな背景をも

はJASCO＝ジャスコ、以下ジャスコと略記）

ちつつ少人数で進められた。最終的に中央大

であった

学、 明 治 大学を中心と した 独立社 学同が、

に対するアンチチテーゼであり、対決の目標

1965年 6 月に関西ブントと統一委員会を形成

は全学連であったが、他方で既成右翼と一線

した。つづいて、マルクス主義戦線派が統一

を画すことを目指して理論構築を進めた。

(31)

。ジャスコは、一方では左翼学生

委員会と合同し、1966年 9 月の再建第 6 回大

左翼学生運動は、1966年に二次ブントが結

会を経て二次ブント (28)が結成され、宇野経済

成され、「徹底的な大衆闘争」を目指した三派

学岩田弘の『世界資本主義論』などの内容が

全学連が中心であった。こうした左翼学生運

綱領的な中身となった。また、時を同じくし

動の状況を見て、アナーキストと同じ黒ヘル

て全学連再建準備会がもたれ、「大衆的な学生

で武装し、「右翼赤軍派」「ファシスト・ブン

自治会の連合による徹底的な大衆闘争」を目

ト」と呼ばれたジャスコ早稲田大学支部に所

指した三派全学連を再建し、35大学178自治会

属していた牛嶋徳太郎は、新左翼の活動家が

が参加した。

眩しく映り、「そんなブントに憧れていた」と
(32)

明言している

。

1966年、注目すべき 3 つの学生組織が生ま

２．新右翼の登場

れた。第 1 は、新左翼に対抗して最初に理論
を提起した日本学生同盟

(33)

（以下、日学同と

60年安保闘争に直面した岸信介首相は、警

略記）であった。日学同は、1965年12月の授

察と右翼の支援団体だけではデモ隊を抑えら

業料値上げ反対闘争から始まった早大紛争を

れないと判断し、児玉誉士夫を頼り自民党内

契機に大学正常化を目指す鈴木邦男を議長と

のアイク歓迎実行委員会委員長の橋本登美三

する早稲田大学学生連盟のメンバーを中心に、

郎を使者に立て、暴力団関係者の会合に派遣

齋藤英俊を初代委員長として矢野潤、森田必

した。その結果、松葉会、錦政会（稲川会）、

勝、山本之聞らによって結成された (34)。主要

住吉会、関東尾津組がデモ隊を抑えるために

な運動スローガンは「学園正常化｣と｢ヤル

手を貸すことに合意し、任侠勢力の動員計画

タ・ポツダム体制打倒｣であり、三島由紀夫、

が成立した。まさに「右翼暴力団の跳梁は、

林房雄、村松剛、黛敏郎らの保守派文化人の

岸政権（三三年三月）とともにはじま」り、

支持を受け、従来の親米反共路線の既成右翼

「岸 政権 下、 右翼 ブ ーム は、 今 年 （1960年

とは一線を画した日本の自主独立を目指す新

─引用者）の新安保問題の最終的段階に至

民族主義を唱えた。日学同はやがて早稲田大

って最高潮をしめた

(29)

」。のである。また、任

学、日本大学、国士舘大学を中心に広がって

侠団体、いわゆる暴力団の政治結社化がこの

いった。日学同の組織は、大学に国防部、日

時期に集中していた

(30)

。

本文化研究会、憲法研究会等のサークルをつ

右翼団体は、このように戦後の冷戦構造の

くり、これを結びつけながら組織拡大をはか
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っていったところに特徴があった。そして自

現憲法は無効〝帝国憲法に復元せよ〟」を公

主憲法、自主防衛、失地回復をスローガンと

表した

し、やがて羽田、佐世保、成田等で全学連糾

威を発現せしめて、日本の国を救ひ、世界を

弾の演説会を開いたり、自衛隊への体験入隊

救ふといふところに、生長の家出現の本当の

を行うなど次第に過激な運動を展開していっ

意義がある。」「宗教的自覚をおしすす めて

た。

……宇宙の成仏といふところまでゆかなけれ

第 2 は、生長の家学生会全国総連合（以下、

(37)

。また、この年は、「天皇陛下の御稜

ばならない。」「そのひとつが政治活動なので
(38)

生学連と略記）である。出口王仁三郎の大本

ある

の専従活動家であった谷口雅春によって創設

政連と略記）を結成し、1965年の参議院議員

された生長の家

(35)

」として生長の家政治連合（以下、生

は、「万教帰一」の普遍主義

選挙で玉置和郎を当選させた。こうした動き

とともに、霊的・宇宙的な独自の天皇中心観

の中で、大学生になっていた生高連のメンバ

を持ち、戦時下では皇軍必勝を唱えた。谷口

ーが中心となり、全国約200の大学を組織した

は戦後の公職追放解除後に天皇中心・反共の

が生学連であった。

国家救済運動に乗りだした。つまり、谷口は、

第 3 は、長崎大学学生協議会（以下、長大

戦争に敗れたのは「偽の日本」であって、本

学協と略記）であった。早大紛争と時を同じ

当の「神洲日本国」は敗れたのではない。ま

くし て長 崎大 学でも学園紛 争が吹 き 荒 れ、

た、日本国憲法はGHQが日本を弱体化するた

1966年 に全 国反 帝 学生 評議 会連 合（ 反帝 学

めに日本に押し付けた無効の憲法であるので、

評）によって長崎大学西町学生会館が占拠さ

即時に破棄して大日本帝国憲法に復元しなけ

れた。これに対して一般学生（有志会）が批

ればならないと説いた。また、家族制度の復

判し、「学園正常化」の運動を起こし、同年10

活も主張した。谷口は、「家督相続を廃止して

月には教養部自治会の奪権に成功した。この

家は一代限りとしたのは、日本国民を家系的

学生たちが1967年 7 月に、全学連、全共闘に

歴史なき浮浪児として、歴史的連綿継続のう

対抗する恒常的な組織として結成したのが椛

ちの『 今』に立つ一員 として『 家』を護る

島有三を議長とする長大学協であった。この

─ 更 に進ん では 『国家 』を護 らうと する

動きは九州の他大学へと広がり、別府大学の

─愛国精神を失はしめることになった

(36)

」

井脇ノブ子、大分大学では衛藤晟一が参画し、

という。そして、日本の家族制度の美風を破

それぞれの大学に学協が結成された。そして、

壊するために利用されたのが民主主義であり、

1968年 3 月に九州学生自治体連絡協議会（九

小中学の教科書に「忠孝」の文字が一字も見

州学協＝九州学生協議会）が結成され、全国

当らぬようにされている。したがって、生長

へと波及していった。全国の各大学に学協が

の家の行き着く先は、戦後「民主主義を再検

次々と結成され、1969年 5 月には全国 9 ブロ

討せよ」という主張であった。

ック学協を結集し、委員長鈴木邦男、書記長

1948年設立の生長の家青年会は、東京都調

安東巌、顧問三島由紀夫の体制で全国学生自

布市飛 田給にある「生 長の家飛 田給練成道

治体連絡協議会 (39)（以下、全国学協と略記）

場」において愛国をテーマとする谷口の青年

が結成された。鈴木邦男、椛島有三、安東巌、

向けの練成会を開催していた。その錬成会へ

井脇ノブ子は生学連であり、これが全国学協

参加していた高校生によって安保闘争が激し

の実態であった。全国学協の結成大会で披露

さを増した1960年に結成されたのが成長の家

された基調方針は、「日本文化防衛、反ヤルタ、

高校生連盟（以下、生高連と略記）であった。

反ポツダム、反革命」であり、「民青、全共闘

彼らが大学に進んでいた1964年、生長の家教

打倒」「日教組打倒」「占領憲法打倒」「脱安保、

団は「基本的態度を表明」し、「占領政策下の

自主防衛」「核防粉砕、真正独立」「北方領土
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奪還」「超近代化、文化防衛」の 7 つを課題と

三島事件は「反民主主義的行為である」との

した。理論的にも組織的にも新左翼に対抗し

判決理由により、事件関係者 3 名が 4 年間の

得る勢力として「新右翼」と呼ばれだしたの

懲役に処せられる結果となった。裁判闘争の

はこの頃からであった。基調報告をした鈴木

敗北は、組織全体を大きな敗北感で覆った。

邦男は、「われわれにとって民族派全学連の結

敗北感の中、全国学協は1973年に路線対立で

成も夢ではない」と述べた。

組織分裂し、日青協と全国学協は袂を分かっ

ところが、「全国学協執行部は、結成大会直

た。

後から委員長の鈴木邦男君（早大）と、書記

日青協は、従来の反ヤルタ、反ポツダム路

長の安東巌君（長崎大）の間に運動方針や人

線を止揚した｢反憲･民族自立路線｣を採択し、

事をめぐって意見の対立があり、このため、

日青協の下に新たに反憲法学生委員会全国連

さる六月二十八、九の両日……中央執行委員

合

会が開かれ、役員改選が行なわれた。」「これ

「反憲」路線とは、三島事件を「三島義挙」

によって、委員長の鈴木君および副委員長の

と位置づけ、占領憲法をこそ戦後体制の象徴

吉村等和裕君（関西大）が失脚」「しかも、鈴

と捉え、全ての政治運動を反憲運動に収斂さ

木君、吉村君の追放があたかもクレムリンの

せる方針を意味するものであった。

(42)

（以下、反憲学連と略記）を結成した。

内戦のように、非公開の席上、中執委だけに
よって実行された(40)」。同年11月 1 日には全国
学協全国大会が開催され、民族派による「全

Ⅳ

右翼の統一戦線(43)

学連（全国学生自治会総連合）準備会」が発
足し、準備会委員長に選出された犬塚博英は、
1970年 5 月 4 日の全国学協 1 周年大会におい

１．
「日本を守る会」と元号法制化運動

て「五十自治会、一万人を結集して民族派全
1972年末総選挙で日本共産党が14議席から

学連を正式に発足させる」とぶちあげたが時
期尚早と見送られた

(41)

39議席に躍進したことに危機感を抱いた

。

(44)

臨

運動内部、組織内部での争いは左右を問わ

済宗円覚寺朝比奈宗源は、伊勢神宮で天照大

ず学生運動の勢いを止めた。全国学協内部で

神の「御神託」があったとして、1973年頃、

の主導権争いと除名、東大安田講堂を占拠す

元神社本庁総長富岡盛彦に話し、「日本の精神

るライバルの新左翼学生が機動隊によって排

的再建」を目指した月例会をもつようになっ

除されて以降は急速に力を落としていくのと

た (45)。この 2 人が、具体的な運動を起こすに

相まって、民族派学生運動も弱体化した。閉

あたって最初に相談したのが生長の家谷口雅

塞状態にあった全国学協は、OBらによる社会

春で、谷口は生長の家の活動が目指すところ

人組織の整備を図り、1970年11月 3 日に日本

もそこにあるとして協力を申し出た (46)。かく

青年協議会（以下、日青協と略記）を結成し

して、1974年 4 月 2 日、朝比奈、富岡、谷口

た。日青協の結成から 1 ヵ月も経たない11月

のほか、神社本庁総長、日蓮宗管長、曹洞宗

25日、作家・三島由紀夫が、憲法改正のため

管長、安岡正篤、山岡荘八ら15名の代表委員

自衛隊の決起（クーデター）を呼びかけた後

によって「日本を守る会」結成総会が開かれ

に割腹自殺をする事件が衝撃をもたらした。

た。1974年 5 月、田中角栄首相に面会し、愛

生学連、全国学協、日青協は、義挙正当裁判

国心の昂揚、天皇の尊厳護持、国歌・国旗・

要求闘争委員会を結成し、戦後体制打倒の目

元号の法制化、宗教的情操を基本にした道徳

標を占領憲法に定め、「三島憲法裁判闘争」を

教育の振興、教育の正常化に関する要望書を

展開した。 1 年有半に渡って行われた裁判は、

提出した 。
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(47)

さらに「日本を守る会」は、全国各地情報

法制化実現国民会議を結成した。

や意見の交換を行うため百人委員会を内部で

日青協の地方決議を積み重ねる手法は1970

組織化した。その上で、運動の飛躍発展をは

年代後半に「草の根保守運動」（「草の根民族

かるべく、「天皇在位五十年記念式典」を視野

運動」）と呼ばれ、1975年夏に憲法・防衛・教

に入れ、1975年11月10日の「昭和五十年を祝

育問題を訴える「第 1 回全国 縦断キャラ バ

う国民の集い」を企画した。当時の三木武夫

ン」を展開し、1975～1976年には昭和天皇在

内閣は、「天皇問題が政治問題に発展し、国論

位50年について地方を巻き込んだ奉祝運動の

が二分化するのを恐れ」「天皇在位五十年記念

原形をつくった。こうした「都道府県議会や

式典」の開催には慎重だった。ところが、「日

市町村議会の決議を積み上げて、政府・国会

本を守る会」事務局の村上正邦は 1 年間にわ

に要求を突きつける。地方決議による「中央

たって「日本を守る会」参加団体中心に全国

制圧」の手法は、日本会議の事務総局を担う

での奉祝運動を展開し、その集約として1975

「日本青年協議会」（日青協）の定石であっ

年11月に「日本を守る会」主催の「昭和五十

た(51)。

年を祝う国民の集い」を政府への圧力として
開催した。翌1976年11月、政府主催の「天皇

２．
「日本を守る国民会議」
から日本会議へ

在位五十年記念式典」が開催された(48)。
「昭和五十年を祝う国民の集い」を開催し

元号法は1979年 6 月 6 日に成立した。椛島

た1975年、 3 月18日の衆院内閣委員会におい
て内閣法制局第 1 部長は、「昭和という元号は、

有三が事務局長を務めた「元号法制化実現国

法律上の基礎はなく、慣習として用いられて

民会議」は、この大衆運動の勝利を引き継ぐ

いる」と答弁したことによって元号問題が政

必要があった。そこで「元号法制化実現国民

治課題へと浮上した。椛島有三は後年、「元号

会議」を発展的解消する形で、新団体に衣替

は新帝陛下の御代になっても存続するだろう

えさせたのが「日本を守る国民会議」であっ

という 認識だった。答 弁で強い 衝撃を受け

た。1981年10月27日、加瀬俊一を議長とし、

(49)

」という。元号は、大日本帝国憲法下に

運営委員長には作曲家の黛敏郎を就任させ、

おいては旧皇室典範第12条に明記されていた

政財界人や文化人を中心として構成した。し

が、日本国憲法下においては1947年に現皇室

かし、「日本を守る国民会議」の事務局を担っ

典範が制定されるに伴って条文が消失し、法

たのは椛島有三を中心とした日青協であり、

的明文がなくなったが、1968年の明治100年を

運動をした支えしたのは生長の家、神社本庁、

機に国旗、国歌と共に元号法を定める機運が

国際勝共連合などの宗教団体であった(52)。こ

高まっていた。

こに「日本を守る会」と「日本を守る国民会

た

「日本を守る会」事務局村上は、昭和天皇

議」の 2 つの右派団体が存在することとなり、

の高齢化を考え、1976年の世論調査で国民の

「『日本を守る会』が宗教右派を中心とする団

87.5％が元号を使用している結果がでると、

体であるのに対し、『日本を守る国民会議』は

1977年に椛島有三と日青協の事務局に「日本

より大衆運動を意識した陣容

(53)

」であった。

を守る会」の事務局も兼ねさせ、元号法制化

「日本を守る国民会議」の結成趣意書では、

運動に取り組ませた (50)。椛島らが事務局の中

「一国際社会における平和秩序の確立のため、

心になると、日青協の元号法制化運動が本格

わが国の果すべき積極的使命と責任を探究、

化し、「地方から中央へ」を合言葉に地方議会

その実現を期す／二国を愛する心を涵養する

議決運動を展開させ、1978年 7 月には第 5 代

教育を推進し、次代を担う青少年の健全なる

最高裁判所長官の石田和外を議長として元号

育成をめざす／三当面する国家的課題の達成
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のために、憲法の再検討を含め、幅広い建設

1993年の河野談話、「戦後50年決議」、1995年

的な論 議を喚起し、国 民世論の 形成をはか

の村山談話と続く1990年代の政治構造の変化

る」ことが謳われ、結成式では、「一日本は日

は 右翼 陣 営の危機 感をあお っ た 。 1996年 の

本人の手で守ろう／二教育を日本の伝統の上

「日本を守る国民会議」総会において「日本

にうちたてよう／三憲法問題を大胆に検討し

を守る会」との組織統合が決められ、1997年

よう」という提言が決議された

(54)

。結成趣意

3 月の「日本を守る会」と「日本を守る国民

書や提言をみて明らかな通り、「日本を守る国

会議」はそれぞれの役員会で両団体の発展的

民会議」の最大の目標は改憲であり、自主防

統合をで決議した。 5 月30日、「日本会議」が

衛と日本の伝統に基づいた教育の実現が獲得

発足した。

課題であった。とりわけ、「日本を守る国民会

結成された日本会議の「基本運動方針

(57)

」

議」が力を入れたのは「教育正常化運動」で

は、①国民統合の中心である皇室を尊び、国

あり、独自の教科書編纂であった。直接のき

民同胞感を涵養する。②わが国本来の国柄に

っか け と なったのは教 科書 検定問 題だが、

基づく「新憲法」の制定を推進する。③独立

1982年10月30日の「日本を守る国民会議」主

国家の主権と名誉を守り、国民の安寧をはか

催の教科書問題を考える懇談会において「今

る責任ある政治の実現を期す。④教育に日本

度は民間で良い教科書を作る運動を起こす他

の伝統的感性を取り戻し、祖国への誇りと愛

はないでしょう」という香山健一の意見が発

情を持った青少年を育成する。⑤国を守る気

(55)

端であった 。

概を養い、国民の安全を確保するに足る防衛

香山はブント結成の 1 人であり、第 2 代全

力を整備するとともに、世界の平和に貢献す

学連委員長であった。香山は西欧型個人主義

る。⑥広く国際理解を深め、共存共栄の実現

の限界を超えるものとして日本的共同体原理

をめざし、わが国の国際的地位の向上と友好

を高く評価した。60年安保闘争時の学生運動

親善に寄与するの 6 項目であったが、神社本

リーダーとして結ばれた公文俊平、佐藤誠三

庁、生長の家からの連続性は明らかであろう。

郎らと1970年代末から1980年代にかけて自民

また、事務総長は日本協議会

党のブレーンであった

(56)

(58)

会長の椛島有

。新左翼から保守派

三であり、これまでの組織との連続性も確認

知識人 への転身組まで 抱え込ん だところに

できるし、機関誌も「日本を守る国民会議」

「日本を守る国民会議」の特徴があった。

の月刊誌『日本の息吹』であった。

1984年 4 月に開催された日本を守る国民会
議第 3 回全国総会で「昭和五十九年度国民運
動基本方針」が決定され、その中に「歴史教
科書の編纂事業を推進する」との方針が明記

おわりに

された。後に議長となる黛敏郎は、「憲法改正
を唱えるにあたって、まずこの国家意識、ひ
いては天皇につながる国体というものをまず

サンフランシスコ講和調印前後から始まっ

はっきりと確立するところから手をつけねば

た紀元節復活運動は、保守政党、戦前以来の

ならない」「憲法、防衛、教育の問題は、まず

右翼、神社本庁、旧職業軍人らによって始め

……正しい愛国心の確立という根源的な心の

られた戦前回帰的復古的性格の強いものであ

問題から入らなければならない」とした。

った。1967年の「建国記念の日」に前後する

昭和天皇の崩御と大嘗祭をめぐる議論を経、

明治100年も、戦前回帰的復古的性格で捉えら

1993年に細川連立政権の発足による自民党一

れがちである。しかし、「戦後復興」の象徴で

党支配の崩壊、公明党・創価学会の政権参加、

ある1964年東京オリンピックと日本の「科学
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技術」の国際的アピールをかけた1970年大阪

りながら、厳密な意味での国軍がない。憲法

万国博覧会の中間に位置していることに注目

上の制約ゆえに自衛隊は厳しく縛られ、他の

したい。つまり、日本の支配層は高度経済成

民主主義国の軍隊と同じように軍としての役

長による「経済大国化」を踏まえて、日本の

割を果たすことが許されていないと嘆く

(61)

。

近代化を壮大なる進歩と発展と評価していた

桜井は、いまの日本が置かれている国際環

のであり、経済大国の実現という現実によっ

境は、「百五十年前のような、いや、それを上

て「近代化」論が国民統合の支配イデオロギ

回る深刻な危機に直面している」と認識する。

ーであった。それを補完しようとナショナリ

いまの「直接の危機は北朝鮮である。だが真

ズムのシンボルとして利用したのが、権力の

の危機は、中国の野望に満ちた膨張主義であ

主体としての天皇制ではなく、伝統と文化の

る。根本的な危機は日本の後ろ盾となって七

象徴としての天皇制であった。

十年、わが国唯一の同盟国、アメリカの変化

高度経済成長による「経済大国化」と体制

だ」と断言する(62)。「幕末の先人たちは米欧列

的安定によって生み出された「大衆社会」的

強諸国の来航に驚博しながらも、危機を乗り

状況あるいは「管理社会」的状況に対して、

切った。だが、いまの私たちは目の前の危機

「反乱」した学生は支配体制にだけではなく

に対処できないか。往時と今と何が異なるの

「伝統的左翼」に対しても批判し、新左翼運

か、先人たちが国難を打開したプロセスから、

動を展開した。新左翼は1960年代末から急進

現在の日本の問題解決に必要な要素が見えて

化し、「武装闘争」を肯定したが、その分水嶺

くるはずだ (63)」という。これこそ、2018年段

が1968年であった。油井大三郎が言うように、

階での行う明治150年の意義であるといえよう。

「一九六八年の意義はその年の出来事自体よ

冷戦の終結は日本を取り巻く国際環境を 2

り、その後への影響に大きな意味がある

(59)

」

段階に変化させた。第 1 段階はアメリカの 1

といえるが、新左翼運動と闘う中から、紀元

局覇権であった。米ソ冷戦期には、日本を前

節復活運動推進した従来型右翼とは異なる反

線基地として使用するために自民党政権を動

ヤルタ・反ポツダム体制論の新右翼を生み出

揺させかねないため自衛隊の武力による加担

した。安倍首相の言う「戦後レジームからの

を強く求めることはなかった。ところが、冷

脱却」とは、反ヤルタ・反ポツダム体制論そ

戦終焉は自由な市場秩序を拡大したことによ

のものであった。

って、不安定で自由 な経済活 動に歯向か う

明治150年をめぐって櫻井よしこは、日本の

「ならず者国家」も横行させた。イラクにア

「国民と国を守る軍事的責務をアメリカに依

フガニスタンに、また朝鮮半島にと、アメリ

存し、そのことを恥じてもいない。」「だが、

カは「世界の警察官」として海外への介入を

アメリカはいま、ドナルド・トランプ大統領

始めた。同時にアメリカは、同盟国に対して

の下で『アメリカ第一主義』を掲げ、中・長

も「ともに血を流せ」という圧力を強めた。

期的に は内向き志向が 強まると 考えるべき

こうした政策転換によって、米軍基地の自由

だ」という。また、中国の習近平国家主席は、

な使用、日本の防衛費増額のみならずアメリ

「中国共産党の求心力を保ち専制政治を継続

カの戦争への加担を強く求めてきた。

するためにも、その膨張的野望を強める一方

第 2 段階は、北朝鮮の核開発、弾道ミサイ

だろう。」さらに「核保有国として認められる

ル開発、中国の覇権的軍事行動の活発化によ

ことが自分の生き残りの道だと信ずる北朝鮮

る東北アジアの安全保障環境の激変に対応す

の金正恩労働党委員長暴走の危機がある」と

るものであった。しかし、日本単独でこれを

いう

(60)

。他方で、日本には経済力があり、技

抑えるのは無理で、日米同盟に基づくアメリ

術力も優れ、十分とは言えないが情報力もあ

カの軍事力に頼らなければならない。ところ
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が、日本の努力もなく、一方的にアメリカに

「『宗教右派』の台頭と『つくる会』『日本会

頼っても日米同盟は機能しない。したがって、

議』」（「戦争責任研究」2003年3月）、同「宗教右

アメリカの世界秩序維持のための軍事行動に

翼と現代日本のナショナリズム」『年報 日本現

日本も積極的に参加し、東北アジアの安全に

代史』第12号（2007年）である。なお、菅野完

関しては、日米同盟によって一体的に行動す

『日本会議の研究』扶桑社新書、2016年の出版

ることで日本の安全の危機に際してアメリカ

以降日本会議関連本はブームとなった。主な本

は軍事力を行使することができる。そのため

としては、青木理『日本会議の正体』平凡社新

には、日本はアメリカの軍事行動を補完しな

書、2016年、山崎雅弘『日本会議

ければならないし、 9 条改憲は不可欠となっ

の情念』集英社新書、2016年、俵義文『日本会

た。

議の全貌 知られざる巨大組織の実態』花伝社、

戦前回帰へ

また、中国は、経済成長によりGDPで日本

2016年、俵義文『日本会議の野望 極右組織が目

を抜き世界第 2 位となり、軍事費も 2 けた成

論む「この国のかたち」』花伝社、2018年、上杉

長を続け、習近平政権は軍事力を踏まえてア

聰『日本会議とは何か：
「憲法改正」に突き進む

ジアの覇権同化の野望を露わにした。しかし、

カルト集団』合同ブックレット、2016年、松竹

日本は新自由主義改革で経済は停滞し、格差、

伸幸『
「日本会議」史観の乗り越え方』かもがわ

社会の分裂は著しく、2002年以来軍事費は10

出版、2016年、藤生明『ドキュメント 日本会

年連続減少した。安倍政権の「強い日本」「日

議』ちくま新書、2017年、佐高信『安倍「日本

本を取り戻す」というスローガンは、こうし

会議」政権と共犯者たち』2018年などがある。

た日本の衰退に対する危機意識、大国の復活

( 3 ) 旧翼賛壮年団系の日本革命キクハタ同志会の前

を意味していた。憲法 9 条改正は、大国の基

身となる尊皇義塾が熊本県に設立されたのは

礎としての軍事力のために必要となったいえ

1945年 9 月17日であった。1946年 1 月に塾名を

よう

(64)

日本義塾へ改めるとともに日本革命キクハタ同

。

本来、グローバリゼーションへの違和感、

志会を設立した。掲げられた「原則綱領」11項

アフガン戦争・イラク戦争への反発、市場原

目の最初の 2 項目は「天皇制絶対護持。青年に

理主義批判、そして反米が新右翼であった。

よる民主政治の確立。」「共産党の打倒。国民立

安倍政権とそれを取り巻く日本会議はアメリ

憲政府の樹立。」、つまり天皇制、民主政治、反

カの軍事行動を補完し、対米従属になびく親

共であり、残り 9 項目中 5 項目は「ポツダム宣

(65)

。右翼の新保守主義化とい

言の厳正実施。日本国家主権の回復。」「反民主

って差し支えないであろう。かつて青木昌彦

主義団体の掃滅。反動地下組織及び白色テロ計

とともにブントの活動家であった保守派知識

画の根絶。赤色共産党の抜本的打倒。戦争犯罪

人西部邁は、反米こそが真正保守と日本会議

人、戦争責任者、戦争傍観者の厳正処罰。御用

米保守となった

とは一線を画し

(66)

政党と左翼的政党の排撃。」というように初期占

。西尾幹二は安倍政権を批

判する(67)。

領政策の内容であった。（同上、猪野『日本の右
翼』、62頁）。

注

( 4 ) 朝鮮戦争の日本への影響については、同上、神

( 1 ) 加藤哲郎「マルクス生誕200年、明治維新150年、

田『昭和の歴史

第8巻

占領と民主主義』

米騒動100年、大学闘争50年の年に」（サイトち

316-327頁参照。また、警察予備隊の創設につい

きゅう座 http://chikyuza.net/、2018年1月1日。

ては、佐藤明広『戦後政治と自衛隊』吉川弘文

( 2 ) 時代の流れとさえ思われていた右傾化の動きが、

館、2006年、23-27頁参照。

匿名化した実働団体によって作り上げられてい

( 5 ) 服部機関は、西浦進、堀場一雄、井本熊男、水

たことを明らかにした先駆的研究は、上杉聰

町勝城、稲葉正夫、田中兼五郎、原四郎など参
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謀本部や陸軍省の要職の経験のある大佐級、中

(16)

佐級の人材で構成されていた。

葦津珍彦については、堀幸夫「第三章戦後右

翼のイデオロギー

二葦津珍彦の思想 ─神社

( 6 ) フランク・コワルキー『日本再軍備 米軍事顧

本庁のイデオロギー─」（堀幸夫『戦後の右翼

問団幕僚長の記録』サイマル出版、1969年（の

勢力』勁草書房、1983年）、前田孝和「第十一章

ち『シリーズ戦後史の証言─占領と講話 8

一、神社本庁草創期の群像」（神社本庁総合研究

日本再軍備

所監修『戦後の神社・神道 ─歴史と仮題』神

米軍事顧問団幕僚長の記録』中公

文庫、1999年所収）、中公文庫版、291頁。

社新報社、2010年）参照。

( 7 ) 同上、フランク・コワルキー『シリーズ戦後史
の証言 ─占領と講話 8

日本再軍備

(17)

米軍事

神社本庁の設立経過については、神社本庁研

修所編『わかりやすい神道の歴史』神社新報社、

顧問団幕僚長の記録』中公文庫版、293頁。

2005年、252-253頁ならびに島薗進「神道政治連

( 8 ) 成澤宗男は、「1951年という年に注目したい」

盟の目指すものとその歴史 ─戦後の国体的な

としている〔成澤宗男「日本会議と宗教右翼」

神道の流れ」（塚田穂高『徹底検証

（
『週刊金曜日』成澤宗男編著『日本会議と神社
本庁』金曜日、2016年）、21頁。〕

日本の右傾

化』筑摩書房、2017年）310-318頁参照。
(18)

( 9 ) 1951年の右翼統一戦線の機運については、前掲、

神社新報政教研究室編著『増補改訂

近代神

社神道史』神社新報社、1986年、248頁。

木下半治『日本右翼の研究』、前掲、堀幸雄『戦

(19) 同上、249頁。

後 の 右 翼 勢 力 』 25頁 、 猪 野 『 日 本 の 右 翼』、

(20)

前掲、島薗「神道政治連盟の目指すものとそ

の歴史─戦後の国体的な神道の流れ」315頁。

68-69参照。
(10) 田中伸尚『靖国の戦後史』岩波書店、2002年、

(21)

12頁。

前掲、社新報政教研究室編著『増補改訂

近

代神社神道史』277頁。

(11) 村上重良『国家神道』（岩波書店、1970年、

(22)

前掲、島薗「神道政治連盟の目指すものとそ

の歴史─戦後の国体的な神道の流れ」312頁。

213頁。
(12) 島薗進は、神社神道は国家神道の一部に過ぎ

(23)

真姿顕現について、イギリスの歴史学者ジョ

ず、皇室祭祀が極めて大きな役割を果たし、両

ン・ブリーンは、「この概念は、現在の神社界の

者は一体であるべきものと考えられてきた。し

『戦前への憧れ』の表れと考えてよいと思いま

かし、神道指令は皇室祭祀にはまったく触れな

す」（島薗進、ジョン・ブリーン「対談

かった。「実は、国家神道は解体していない」

宮の国家儀礼」『世界』2016年 6 月号、198頁）

（島薗進『国家神道と日本人』（岩波書店、2010

と述べているが、筆者は安倍政権ならびに日本

年、185頁）という。

会議にみられる戦前回帰や復古の特徴の源流が

(13) ここでは、神宮を以下のように定義しておき

伊勢神

ここにあると考えている。

たい。神宮は、三重県伊勢市に鎮座する皇大神

(24) 本稿では靖国神社にふれることができないが、

宮（内宮）・豊受大神宮（外宮）を中心とする宮

靖国神社については、赤澤史朗『靖国神社 ─

の正式名称であり、神社とは別格とされる。あ

「殉国」と「平和をめぐる戦後史」』岩波現代文

り香取（かとり）神宮・鹿島（かしま）神宮な

庫版、2017年がある。

どのように神宮号を称する神社があるが、正式

(25) 前掲、堀『戦後の右翼勢力』58頁。

に神宮とされるのは伊勢だけで、ほかはすべて

(26)

神社とされる。

60年安保ブントについては、森田実『戦後左

翼の秘密

(14) 神社本庁編『神社本庁五年史』神社本庁、
1951年、 7 - 8 頁参照。

60年安保世代からの証言』潮文社、

1980年参照。ブント書記長と理論家の回想とし
ては、島成郎『ブント私史：青春の凝縮された

(15) 橋川文三の「解説」（
『戦後日本思想大系 7

生の日々ともに闘った友人たちへ』批評社、

保守の思想』筑摩書房、1968年）、42頁。

1999年、姫岡玲冶（青木昌彦）『私の履歴書-人
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生越境ゲーム』日本経済新聞出版社、2008年が

と共産 主義 』1985年、新 日本 出版、寺田喜朗

あり、60年安保時の文化的雰囲気と人物像を伝

「新宗教とエスノセントリズム ─生長の家の

えるものとしては、西部邁『60年安保センチメ

日本中心主義の変遷をめぐって ─」（『東洋学

ンタルジャーニー』文藝春秋、1986年がある。

研究』第45号、2008年 3 月）、同「戦後新宗教に

(27) マル戦派からみた二次ブントについては、府

おけるナショナリズム言説の諸相 ─大衆ナシ

川充男『ザ・一九六八』白順社、2006年、戦旗

ョナリズムの発露とその論法 ─」（『東洋学研

派リーダーの回想録としては、荒岱介『破天荒

究』第47号、2010年 3 月）参照。

伝:ある叛乱世代の遍歴』太田出版、2001年、関

(35) 谷口雅春『限りなく日本を愛す』日本教文社、

西ブントから見た二次ブント設立については、

1954年、11頁。

塩見孝也『赤軍派始末記 ─ 元議長が語る40

(36)『中外日報』1964年 4 月11日号。

年』彩流社、2003年がある。

(37)

(28) 奈古浦太郎『日本の右翼』三一書房、1960年、
46頁。

(38)

(29) 日本義人党（1952年）、日本国粋会（1958年）
、

党、1966年、739-745頁参照）。

(39)「〝全国学協〟指導部の内紛」（
『やまと新聞』
1969年 7 月 5 日）。
(40)

右翼辞典』柏書房、2006年、

274-275頁参照。

新右翼 ─

何と闘ってきたのか』、87-118頁参照。

等々である（荒原朴水『大右翼史』大日本国民

(30) 堀幸雄『最新

長大学協の結成から全国学協の結成までの経

緯は、前掲、山平『ドキュメント

日乃丸青年隊（1959年）、松葉会（1959年）、錦
政会（のち稲川会、1963年）、北星会（1964年）

生長の家本部編『生長の家五十年史』日本教

文社、1980年、478頁。

前掲、山平『ドキュメント

新右翼─何と

闘ってきたのか』、117-118頁。
(41)

1980年代初頭の日大全文理連絡会議（銀ヘ

(31) 前掲、安田『
「右翼」の戦後史』165頁。

ル）と反憲学連（黒ヘル）のゲバルトに代表さ

(32) 日学同については、前掲、堀『戦後の右翼勢

れる。反憲側は、日本刀などで武装した中央委

力』69-71頁参照。なお、右翼民族派学生運動に
ついては、山平重樹『ドキュメント

新右翼

員会直属の特殊部隊まで投入した。
(42)

右翼の統一戦線については、成澤宗男「日本

─ 何と 闘 って き た の か 』 祥 伝 社、 2018年、

会議のルーツと国家神道 ─価値同一性強要の

50-187頁が当時の状況を詳しく伝えている。日

戦後的変容に見る神道勢力の陥穽」（山口二郎・

学同は、1967年 2 月25日、役員が自民党の海部

他著『
「開戦前夜」のファシズムに抗して』かも

俊樹を応援したことを契機に反自民党派が強く

がわ出版、2015年）、80頁。

反対し、分裂した。

(43)

道 ─価値同一性強要の戦後的変容に見る神道

(33) 森田必勝、山本之聞は三島由紀夫と共に自衛
隊で訓練を受けた楯の会であり、森田は1970年
11月に三島とともに自刃した。

同上、成澤宗男「日本会議のルーツと国家神

勢力の陥穽」、89頁参照。
(44)

(34) 生長の家については多くの研究がある。小野

塚田穂高『宗教と政治の転轍点』花伝社、

2015年、54頁。

泰博『谷口雅春とその時代』東京堂出版、1995

(45) 前掲、安田『
「右翼」の戦後史』、212頁。

年、島薗進「生長の家と心理療法的救いの思想

(46) 前掲、塚田『宗教と政治の転轍点』、55頁。

─谷口雅春の思想形成過程をめぐって ─」

(47)

成澤宗男「日本会議と宗教右翼」（『週刊金曜

（桜井徳太郎編『日本の宗教の正統と異端』弘

日』成澤宗男編著『日本会議と神社本庁』金曜

文堂、1988年）、島薗進「神と仏を超えて─生

日、2016年、36-37ページ参照。

長の家の救済思想のの生成─」（今野達・佐竹

(48)『日本会議をたどって〔1〕「全学連」打倒から

昭広・上田閑照編『岩波講座日本文学と仏教 8

始まった源流』朝日新聞select、2017年、54-55頁。

神と仏』岩波書店、1994年）日隈威徳『宗教

(49)
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ここに「日本を守る会」と「日本を守る国民

会議」の二つの右派団体が存在することとなっ

(62)

た。「守る会」が宗教右派を中心とする団体であ
るのに対し、「国民会議」はより大衆運動を意識

同上、櫻井「維新より深刻な日本の国際環境

を克服するために」 7 頁。
(63)

した陣容となっている。

第 1 段階については、渡辺治『戦後史の中の

安倍改憲

(50) 前掲、『日本会議をたどって〔1〕「全学連」打

安倍政権のめざす日本から憲法の生

きる日本へ』2018年、新日本出版社、80-82頁、

倒から始まった源流』、64-65頁。

第 2 段階については、同、278-279頁、大国の復

(51) 前掲、日隈『宗教と共産主義』、136頁、前掲、
塚田『宗教と政治の転轍点』、56頁参照。

活については、同、143-144頁。
(64) 日青協、「日本を守る会」は、谷口雅春の言う

(52) 前掲、安田『
「右翼」の戦後史』、216頁。

「占領憲法破棄・明治憲法復元」を主張してき

(53) 前掲、塚田『宗教と政治の転轍点』、56頁。

たが、「元号法制化に踏み切るとき、私どもは

(54) 前掲、成澤「日本会議と宗教右翼」、74頁。な

『解釈改憲路線』の選択」し、「反憲的解釈改憲

お、村尾次郎、村松剛、小堀桂一郎、滝川政次

路線」と名付けて推進したと言われている。（前

郎ららを執筆者として『新編日本史』（原書房）

掲、日本会議をたどって〔1〕「全学連」打倒か

が1985年に検定を迎えた。この教科書は外交問

ら始まった源流』56-58頁）

題にまで発展したが、多くの是正後に合格とな

(65) 西部邁「
『発言者』の十一年」（『正論』2005年

った。

4 月号）148-164頁。

(55) 渡辺新「日本における新自由主義と福祉社

(66)

会」（『政經研究』№97、2011年12月）、71頁参照。

西尾幹二『保守の真贋』徳間書店、2017年参

照。

(56) 前掲、塚田『宗教と政治の転轍点』、58頁。
(57) 日青協は、行動的な青年運動を中心に展開し

（わたなべ

てきたが、活動の内容も多彩となり、小中高生
を対象とする教育研修事業等も開始するように
なっていた。また会員の中には、政治家、実業
家、学者等として社会的に大きな影響力を持ち、
独自の活動を展開する者、他団体へも所属し、
その活動の中心を担う者なども出てきた。この
ため、運動、組織全体をより機能的に整理、再
編すべく、2005年に結成されたのが日本協議会
であった。なお、日青協も、従来の青年運動を
中心的に行う一部署として位置付け直されて継
続している。
(58) 油井大三郎「序章

一九六〇年代研究の国際

比較 ─ 証言と歴史研究の間」（油井大三郎編
『越境する1960年代』彩流社、2012年）26頁。
(59) 櫻井よしこ「維新より深刻な日本の国際環境
を克服するために」（『別冊正論』30、2017年10
月）、 7 頁。
(60) 同上、櫻井「維新より深刻な日本の国際環境
を克服するために」12-13頁、参照。
(61) 同上、櫻井「維新より深刻な日本の国際環境
を克服するために」12頁。
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あらた

政治経済研究所理事）

■特集「明治150年史観」批判

３

■

「明治150年」キャンペーンの展開と構造
大 日 方 純 夫

《要旨》 政府は2016年10月、内閣官房に「明治150年」関連施策推進室を設置して以来、「明治150年」キャ
ンペーンを展開してきた。本稿では、「2018年」という年をめぐってどのような事態が展開している
のか、政府による施策推進の経緯と、それに呼応した関連施策の展開状況を、政府側だけでなく、
各地方レベルまでを見渡して追跡し、その実態と意味を検証した。各地方の動向を見ると、必ずし
も政府の思惑そのままに展開されているわけではないが、4000件を越える施策には、日清戦争も日
露戦争もなく、台湾の植民地化も、朝鮮の植民地化もない。国内で噴出した様々な矛盾も消去され
ている。多種多様、種々雑多な「明治150年」を通じて、「明治」の一面だけが強調され、「明治」の
実像が歪められている。
目 次

「近代化」を推し進めた「日本人」の「志と

はじめに
Ⅰ“国策”としての「明治 150 年」
Ⅱ「明治 150 年」関連施策の展開状況
(1)政府主体の施策
(2)地方レベルの施策
Ⅲ 地方・地域にとっての「150 年」
(1)さまざまな「150 年」
(2)「維新」の観光資源化──「平成の薩長
土肥連合」
(3)「命名 150 年」──北海道の 150 年事業
Ⅳ「明治 150 年」の陥穽──欠落する「明治」
の実像
おわりに

熱意」を思いおこせと主張した。 1 月22日、
国会の施政方針演説でも、「明治の先人」たち
にならって現在の危機を克服すべきだと述べ
た。「国難」のなかで「近代化」を遂げた「明
治という時代」の「原動力」に学べというの
である。
「2018年」という年をめぐって、どのよう
な事態が展開しているのか、国・地方公共団
体のホームページ（以下、HP）などを追跡し
ながら、検証してみることにしよう。この年
をめぐる事実関係を記録にとどめるため（文
書資料とは違って、「2018年」が終われば各

はじめに

HPが“消失”してしまう可能性は高い）、記
載がやや詳細にわたることをご了解いただき
たい。

今年（2018年） 1 月、安倍晋三首相は年頭
所感で、「本年は、明治維新から、150年の節
目の年です」と述べた。「150年前、明治日本
の新たな国創りは、植民地支配の波がアジア

Ⅰ “国策”としての
「明治150年」

に押し寄せる、その大きな危機感と共に、ス
タートしました」として、当時の「危機感」
と「国難」を強調し、これを克服するために

- 50 -

2016年10月 7 日、閣議後の閣僚懇談会で、

表１ 「明治150年」関連施策各府省庁連絡会議の構成
議

長

議長代理
副 議 長

内閣官房副長官（参）
内閣官房副長官（事務）
内閣官房副長官補（内政担当）、内閣官房副長官補（外政担当）、
内閣広報官

構 成 員

内閣官房「明治150年」関連施策推進室長、内閣官房まち･ひと･しごと創生本部事
務局地方創生総括官補、内閣府大臣官房長、内閣府大臣官房政府広報室長、警察庁
長官官房総括審議官、金融庁総務企画局総括審議官、消費者庁次長、復興庁統括
官、総務省大臣官房長、法務省大臣官房長、外務省大臣官房長、外務省大臣官房外
務報道官、財務省大臣官房長、文部科学省大臣官房総括審議官、文化庁次長、厚生
労働省大臣官房長、農林水産省大臣官房長、経済産業省大臣官房長、国土交通省大
臣官房長、環境省総合環境政策局長、防衛省大臣官房長

＊内閣総理大臣決裁（2016年11月2日）による。

菅官房長官は「『明治150年』に向けた関連施

の強みを再認識すること」が、「明治150年」

策の検討等」について、つぎのように発言・

施策のポイントとして打ち出された。

提起した（首相官邸HP）。

2016年11月 2 日、内閣総理大臣決裁で「明

再来年の平成30年（2018年）は、明治

治150年」関連施策各府省庁連絡会議（以下、

元年（1868年）から起算して満150年に

連絡会議）の開催が決定された（以下、同会

当たります。／明治150年をきっかけと

議の開催状況・資料については、首相官邸HP

して、明治以降の歩みを次世代に遺すこ

による）。その構成員は、表１の通りである。

とや、明治の精神に学び、日本の強みを

内閣官房副長官のもと、内閣官房の関連部局

再認識することは、大変重要なことです。

と、警察庁・金融庁・消費者庁・復興庁・総

そのため、「明治150年」に向けた関連施

務省・法務省・外務 省・財務 省・文部科 学

策に関する各府省連絡会議を設け、各界

省・文化庁・厚生労働省・農林水産省・経済

からの御意見を踏まえながら、「明治150

産業省・国土交通省・環境省・防衛省の大臣

年」に向けた関連施策の基本的な考え方

官房長などによって構成された。

等について、検討を進めることといたし

11月 4 日開催の第 1 回連絡会議では、依頼

ます。あわせて、内閣官房に「
「明治150

をうけた山口昌之（東京大学名誉教授）が、

年」関連施策推進室」を設置いたします。

「「明治 150年」を回顧する 積極的 視点」 と

／閣僚各位におかれましても、明治150

「「明治150年」の記念プロジェクトの一例」

年に向け、それぞれの所管分野において、

について説明した。

所要の検討を進めていただくようお願い

ついで12月 1 日の第 2 回連絡会議では、同

します。

様に筒井清忠（帝京大学文学部長）が「「明治

これをうけて内閣官房に「明治150年」関連

150年」を記念する意義」と「明治150年」に

施策推進室（以下、推進室）が設置された。

際して行うことが考えられるプロジェクト」

推進室は2016年11月 4 日以降、HP「「明治150

について説明した。また、推進室が行った有

年」に向けた関連施策の推進について」で、

識者へのヒアリングと、経済団体・地方関係

菅官房長官発言そのままに、その趣旨を説明

団体等への情報提供・協力依頼の概要が報告

している。こうして、「明治以降の歩みを次世

された。ヒアリングの対象となった有識者・

代に遺すこと」と、「明治の精神に学び、日本

経済団体・地方関係団体などは表２の通りで

- 51 -

表２ 訪問した有識者等
有

識

者

秋元雄史（東京藝術大学大学美術館長）、田中里沙（宣伝会議取締役メ
ディア・情報統括兼事業構想大学院大学学長）、坂東眞理子（昭和女子
大学理事長）、藤井恵介（東京大学工学系研究科教授）、松岡資明（ジャ
ーナリスト）

経 済 団 体

日本経済団体連合会、経済同友会、日本商工会議所

地方関係団体

全国知事会、全国市長会、全国町村会

そ

東京国立近代美術館フィルムセンター、東京都写真美術館

の

他

＊第２回連絡会議（2016年12月1日）配付資料による。

ある。ヒアリング内容は、女性関係、建築関

み出した」と述べて、「これらを知る機会を設

係、美術関係、アーカイブ関係、広報関係、

け、明治期の人々のよりどころとなった精神

その他、にわけて連絡会議に報告された。

を捉えることにより、日本の強みを再認識し、

以上をうけて、12月26日の第 3 回連絡会議
は、「「明治150年」関連施策の推進について

現代に活かすことで、日本の更なる発展を目
指す基礎とする」とした。

（案）」を了承し、これが以後の施策推進の基

①では、「明治以降」の一連の歴史を、「近

本となった。施策として打ち出されたのは、

代化」という観点でとらえ、これを継承しよ

当初、「明治以降の歩みを次世代に遺す施策」

うとしていることがわかる。他方、②では、

（以下①）と、「明治の精神に学び、更に飛躍

「明治」期そのもの に注目し て、その「 精

する国へ向けた施策」（以下②）の 2 つであっ

神」をよみがえらせようとしている。①②に

たが、2017年 3 月 2 日の第 4 回連絡会議以後、

共通しているのは、「日本」の「在り方」であ

これに「明治150年に向けた機運を高めていく

り、「更なる発展」である。

施策」（以下③）が加わって、 3 つとなった。

では、このような考え方にもとづいて、何

ロゴマークの作成、各種媒体を活用した広報

をやろうとしたのか。①では、明治期に関す

展開、観光資源としての活用などによって広

る文書、写真等の資料の収集・整理、デジタ

報・情報発信をはかり、また、地方公共団体

ル・アーカイブ化の推進等があげられた。「明

や民間の活動を支援して、「明治150年記念」

治期の資料等の収集・整理、保存及び展示」

を冠した記念事業や大会を実施していこうと

（国レベルでは「明治期の資料等」に限定し

いうのである。こうして、「明治150年」キャ

ているが、都道府県・指定都市・市区町村で

ンペーンが本格的、全国的に展開されること

は「明治以降の歩みの収集・整理、保存及び

となった。

展示」となっており、時期・領域を広くして

①については、「明治以降、日本は近代化の
歩みを進め、国の基本的な形を築き上げた」

いる）、「デジタルアーカイブ化等の推進」な
どが掲げられた。

と述べて、「明治以降の日本の歩みを改めて整

②では、日本の地域ごとに、明治期に活躍

理し、未来に遺すことにより、次世代を担う

した若者や女性、外国人を掘り起こして光を

若者にこれからの日本の在り方を考えてもら

当てることにより再認識するとともに、建築

う契機とする」とした。

物の公開など、当時の技術や文化に関する遺

②については、「明治期においては、能力本

産に触れる機会を充実することなどを掲げた。

位の人材登用の下、若者や女性が、外国人か

②のうち、「若者、女性及び外国人の活躍を取

ら学んだ知識を活かし、新たな道を切り拓き、

り上げた施策」では、その「活躍」と「より

日本の良さや伝統を生かした技術・文化を生

どころとなった精神」をとらえるため、特別
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表３

「明治150年」関連施策数

年.月

国

民間団体

地方公共団体

2017. 8

147

58

1018

1223

合 計

2017.12

152

158

2008

2318

2018. 3

158

288

2907

3353

2018. 6

159

391

3659

4209

＊各回の連絡会議における報告による。

展やシンポジウムなどを開催するとした。ま

た。展示・講演会のほか、映像や漫画の製作、

た、「明治期の技術及び文化芸術に触れる機会

人材育成、地域間交流の取組が行われており、

の充実」をはかり、特別展やシンポジウムな

観光との連携なども行われているというので

どによって、日本の「強みを再認識」させよ

ある。

うとした。

こうして、政府の掛け声のもと、国レベル

こうした政府の掛け声のもと、国レベルだ

だけでなく、民間団 体、都道 府県・指定 都

けでなく、民間団体、都道府県・指定都市、

市・市区町村（指定都市を除く）のそれぞれ

市区町村（指定都市を除く）のそれぞれで、

で、「明治150年」に関連した様々なイベント

「明治150年」に関連した（関連させた）様々

や企画がくり広げられており、今後も展開さ

な企画が立案され、イベントがくり広げられ

れることになっている。

ることとなった。2017年 7 月の第 6 回連絡会
議では、関連施策数が国141、民間団体57、計
198となり、市町村でも全国各地で検討が進め
られていると報告されていた。 9 月の第 7 回

Ⅱ 「明治150年」関連施策の展開状況

連絡会議で報告された関連施策の件数（ 8 月
末時点）は合計1223件であったが、2018年 1
月 の 連 絡 会議 で は 合 計 2318件 （ 2017年 末 時

（1） 政府主体の施策

点）と報告されている。件数の面では 4 ヵ月
で 2 倍近く増えたことになる。とくに地方レ

では、具体的にどのような施策（企画）が

ベルでの増加が著しく、政策が貫徹してきて

立案され、推進されているのか。まず、「国」

いることがうかがわれる。国、民間団体、地

レベルの関連施策を見てみよう。

方公共団体別の施策件数は表３のように推移
（増加）している。

①の 「明治以降の歩み を 次 世代に 遺す施
策」では、「明治期の資料等の収集・整理、保

このような状況をうけて、 7 月の第10回連

存及び展示」として、国立公文書館や博物館

絡会議で野上官房副長官（議長）は、関連施

等において明治期等の資料等の収集・整理や

策が「 全国各地で着実 に実施に 移されてい

保存を行うとともに、特別展示を行うことが

る」と評した。そして、「明治以降の歩みを次

企画された。明治期公文書の国立公文書館等

世代に遺す施策」では、デジタルアーカイブ

への移管促進（内閣府）、郵政・無線通信・統

の推進等のほか、建築物の復元・修復などの

計・消防等所管行政分野における歴史資料の

ハード面での取組も行われているとし、また、

収集・整理（総務省）、明治期の公共土木施設

「明治の精神に学び、更に飛躍する国に向け

等に関する情報発信及び明治期に作成された

た施策」について、各地域で活躍した人物を

灯台図面の保存等（国土交通省）、明治期の立

取り上げた施策が約1000件に上っているとし

憲政治の確立等に関する歴史的遺産の保存・
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活用のための明治記念大磯邸園の整備（国土

対外関係展の実施及び在外公館・国際交流基

交通省）、明治期の施設の改修・保存・公開等

金やジャパン・ハウスを活用した関連イベン

（法務 省、厚生労働省 、国土交 通省、防衛

トの企画及び実施（外務省）、税務大学校の租

省）、がそれである。

税史料室、造幣局及び国立印刷局の博物館、

「デジタルアーカイブ化等の推進」として

日本銀行貨幣博物館 等におけ る特別展示 等

は、明治150年アーカイブス（内閣官房）、国

（財務省）、大学図書館が所蔵する明治期コレ

立公文書館におけるデジタルアーカイブの充

クションの企画展、国立科学博物館による記

実（内閣府）、明治期の消費者志向の取組発掘

念展示及び大学生対象の講座の開設、明治以

プロジェクト（消費者庁）、統計関連古書のデ

降の学校建築に関す るシンポ ジウムの開 催

ジタル化（総務省）、外交史料館所蔵史料の検

（文部科学省）、東京国立近代美術館及び東京

索サービスによる紹介と国書・親書のデジタ

国立博物館等における企画展示等（文化庁）、

ルアーカイブ化（外務省）、検疫に関する歴史

検疫資料館等を活用した検疫に関する歴史的

的資料等のデジタルアーカイブ化（厚生労働

資料等の公開イベントの実施、日本赤十字社

省）、明治期教科書等教育資料のデジタルアー

における特別展示（厚生労働省）、明治期の生

カイブ化（文部科学省）、農林水産業発展の歴

糸産業等に関するパネル展示・シンポジウム

史に関 する資料のデジ タルアー カイブ化等

の開催（農林水産省）、産業技術総合研究所地

（農林水産省）、明治期の地図及び海図のデジ

質標本館における特別展等（経済産業省）、明

タルアーカイブ化（国土交通省）が企画され

治150年新宿御苑特別展示の開催（環境省）、

た。

市ヶ谷記念館、防衛研究所における特別展示

さらに、地方公共団体や民間が、明治期の

等（防衛省）、明治日本の産業革命遺産を核と

資料や建築物などの保存、デジタルアーカイ

した産業遺産に関する理解増進（内閣府）、明

ブ化などの取組を推進するよう、交付金や補

治の公共土木施設等に関連するインフラツー

助金事業などで支援するとした。

リズムの推進、明治の歴史を探訪する旅の開

②の「明治の精神に学び、更に飛躍する国

発（国土交通省）、JICAと大学等との連携を

に向けた施策」のうち、「若者、女性及び外国

通じた日本の開発経験の共有（外務省）、「明

人の活躍を取り上げた施策」では、国立女性

治150年記念世界青年の船」事業（内閣府）、

教育会館による企画展の開催（文部科学省）、

などが企画された。

明治期の金融制度確立等に貢献した人物に関

③の「明治150年に向けた機運を高めていく

する調査・広報（金融庁）、「明治150年記念世

施策」では、「広報関係・情報発信」として、

界青年の船」事業の実施、スーパーグローバ

「日本全体で「明治150年」に向けた機運を高

ル大学創成支援事業採択校などにおける関連

めていくため、ロゴマークの作成や各種媒体

シンポジウム・講座等の開催（内閣府、文部

を活用した広報展開、海外向け情報発信を推

科学省）が企画された。

進する」とした。また、「日本全体で「明治

一方、「明治期の技術及び文化芸術に触れる

150年」に向けた機運を高めていくため、明治

機会の充実」では、特別展示及びシンポジウ

150年記念を冠した記念事業や記念イベントを

ムの開 催として、たと えば迎賓 館赤坂離宮

実施する」とした。「明治150年」を冠して、

「明治150年特別参観」の実施（内閣府）、明

武道大会（警察庁）、国民体育大会・全国障害

治期において金融制度が果たした役割等に関

者スポーツ大会（文部科学省）、国民文化祭・

するシンポジウムの開催（金融庁）、法務省赤

芸術祭等文化イベン ト（文化 庁）などを 開

れんが棟法務史料展示室における司法の近代

催・実施し、記念切手発行の推薦、記念貨幣

化等に関する特集展示（法務省）、近代日本の

や商標の記念登録証の発行などを行うという
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のである。

圧倒的にイベントが多いのは、「九州・沖

こうして、各省庁など国家機関をあげて、

縄」「中国」「四国」の「薩長土肥連合」（後

①「明治期」の資料等の収集・整理・保存・

述）の 4 県である。「九州・沖縄」となってい

展示と、デジタルアーカイブ化等を推進し、

るが、「沖縄」で「イベントカレンダー」に掲

②「若者、女性及び外国人の活躍」を取り上

載されているのは、糸満市の「近代日本の礎

げ、「明治期の技術及び文化芸術に触れる」特

を築いた男「ジョン万次郎」の銅像お披露目

別展示やシンポジウムなどを開催し、③さま

式」だけである。167年前にジョン万次郎が上

ざまな広報・情報発信によって「明治150年に

陸した日、大度海岸でジョン万次郎上陸の足

向けた機運」を高めていくとした。“国策”と

跡を伝える銅像のお披露目式が開かれ、県内

して「明治150年」キャンペーンが展開された

外から250人が参加したと記されている。

のである。その主眼は、「明治の精神」に学び、

「北海道・東北」には39件のイベントが掲

「更に飛躍する国」をつくろうとするところ

出されているが、うち37件は東北にかかわる

にあるといえる。

ものであり、北海道は、白樺コミュニティー
センターの「当別町歴史講演会 ─岩出山伊
達家の当別移住と吾妻謙 ─」と、小樽市総

（2） 地方レベルの施策

合博物館の「第147回水路記念日「北海道周辺
の海図！水路記念日パネル展」」の 2 件しかな

つぎに、地方・地域レベルの施策数をみて

い。しかし、北海道は「明治150年」とは別に、

みよう。昨年（2017年） 8 月末現在、都道府

「北海道命名150年」を掲げて道をあげてのキ

県・指定都市・市区町村（指定都市を除く）

ャンペーンを展開している（後述）。他方、

の施策数の合計の最多は山口県で101、以下、

「東北」では、「明治150年」ではなく、戊辰

高知県88、鹿児島県59、福井県52、佐賀県51

戦争に焦点をあてた「戊辰戦争150年」に関連

の順となっていた。最少は石川県と沖縄県の

した企画が目立つ。

2 である。その後、鹿児島・山口・高知・佐

幕末 ・維新期や「明治 」 期 にかか わる企

賀の 4 県が急増し、本年（2018年） 6 月末現

画・イベントに、「明治150年」「明治維新150

在、鹿児島350、山口329、高知218、佐賀208

年」を冠したものが目立つのは言うまでもな

となった。 4 県の合計は1105で、地方公共団

い。しかし、「ミニ特集「生誕150年

体の施策全体の30.2％を占めるに至っている。

一」」（鎌倉文学館）、「明治150年

5 位は東京都の172、 6 位は神奈川県の161で

明け」（日本カメラ博物館）、「生誕150年

あるから、 4 県の突出ぶりは際立っている。

山大観展」（東京国立近代美術館）など、直接

他方、最少は沖縄県の 7 である。

「明治150年」とかかわるわけではない企画を、

推進室では、全国の企画化の状況を集約す
るとともに、「明治150年ポータルサイト」の

芳賀矢

カメラの夜
横

わざわざ「150年」と結び付けたと思しきもの
もある。

「イベントカレンダー」でその実施状況を広

また、名称や内容からみて、あえて「明治

報・発信している。そこには、日付（月日）

150年」と関連づける必要がない企画も含まれ

ごとと、「北海道・東北」「関東」「中部」「近

ている。「関東」でいえば、古河市三和図書

畿」「中国」「四国」「九州・沖縄」の地域別に、

館・ 資料 館（ 茨城県）の「 第27回 館蔵資 料

市町村レベルまでを含めた全国のイベントの

展」、「水戸城大手門一枚瓦城主記名会」（水戸

実施状況が掲載されている。それを見ると、

市）、埼玉県立歴史と民俗の博物館の「県立博

各地方・各地域のイベントの特徴がよくわか

物館におけるコーナー展示「埼玉の人物

る。

玉初の民権結社
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埼

七名社の人々」」、「第50回記

念水戸市芸術祭」（水戸芸術館、茨城県立県民

つぎのように説明している（東京都HP）。

文化センター、みと文化交流プラザ）、といっ

未来へつづく、東京150年の創造力。

たところである。さらに、「ツーリズムEXPO

平成30年（2018年）が江戸から東京への

ジャパン2018」（東京ビッグサイト）、神奈川

改称、東京府開設から150年の節目であ

県の「ヨコハマ大道芸 2018 in みなとみらい

ることを記念し、「Old meets New 東京

21」、「よこすかカレーフェスティバル2018」

150年」事業を実施いたします。記念イ

など、なぜこれが「明治150年」のイベントな

ベントや関連PR事業などを実施すると

のか、首をかしげざるを得ないものも含まれ

ともに、都庁各局や区市町村の既存事

ている。

業・イベント等と連携し、多彩な取組を

いずれにしても、国家の側からの政策誘導

実施いたします。

によって、「明治150年」キャンペーンの全国

東京にとっての「150年」は、改称・開府

化がはかられ、地域的な偏差はあるにせよ、

「150年」だというのである。他方、京都にと

「明治150年」の“氾濫”状況がつくられてい

っては、“都”の地位を失ったことを意味する。

ったのである。

したがって、京都府は「明治150年京都創生」
を掲げて、つぎのよ うに説明 する（京都 府
HP）。
平 成 30年 （ 2018年 ） は 、 明 治 元 年

Ⅲ 地方・地域にとっての「150年」

（1868年）から起算して、満150年に当
たります。「明治150年」に際し、明治期
における京都衰退の危機を乗り越えた京

（1） さまざまな「150年」

都府の挑戦を振り返り、将来にわたる新
たな文化・産業振興の再飛躍につなげる

2018年 6 月末の取組状況の集計で、都道府

契機とします。

県レベルの施策が最も少ないのは、石川県と

京都衰退の危機をいかに乗り越えたかに照

沖縄県で、ともに 2 となっている。石川県と

準を定めようとしたのである。京都府は、賛

いえば金沢であるが、金沢にとっての観光資

同企業・賛同大学とともに、この取組を進め

源は「明治」ではなく、「江戸」にこそある。

ている。また、京都市も、つぎのような趣旨

加賀百万石の城下町金沢を否定したのが「明

で「明治150年・京都のキセキ・プロジェク

治」である。 9 月に現地で確認した限りでは、

ト」を展開している（京都市HP）。

金沢に「明治150年」にかかわるイベントはな
い。

150年前（1868年）、我が国は明治に改
元し、近代国家への歩みを踏み出しまし

また、沖縄にとって「明治」は「150年」で

た。しかし、京都は明治維新で都の地位

はない。「明治」になっても琉球王国は存続し

を失い、人口の 3 分の 1 が減少するなど、

ており、「王国」の存在を否定するプロセスの

大きな危機に直面。「京都はいずれキツ

開始が「明治 5 年」（1872年）の「琉球藩」へ

ネやタヌキのすみかになる」といわれた

の切り替えであり、その帰結が「明治12年」

そうです。この困難に私たちの先人は立

（1879年）の「琉球処分」であった。「琉球」

ち向かいました。「まちづくりは人づく

は「明治」によって“処分”されたのである。

りから」と、全国に先駆けて小学校を創

政府の施策と連動しつつも、「150年」に独

設するとともに、琵琶湖疏水の建設、日

自の位置づけをしている地方・地域事業もあ

本初の水力発電所の営業や芸術大学の開

る。たとえば、東京都は「東京150年事業」を

校、工業高校の開校、電車事業の開始な
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ど、先進的な取組に挑戦し、今日の発展

米市歴史博物館：宮城県）、特別企画展「二本

の礎を築きました。明治元年から150年

松藩と戊辰戦争」（二本松市歴史資料館：福島

の節目（平成30年）を迎える今、改めて、

県）、戊辰戦争シンポジウム（棚倉町文化セン

明治期に京都で行われたこと、私たちの

ター：福島県）、特別展「戊辰戦争150年」（仙

先人が行ったこと、その誇りをみんなで

台市博物館：宮城県）。

いま一度共有し、今と未来に活かしたい。
そんなプロジェクトです。

このように、東北地方にとって思い起こす
べき150年前の「1868年」は、「明治」ではな

京都府と同趣旨で、都（みやこ）の喪失を

く、あくまで「戊辰」なのである。会津若松

いかに克服していったかに注目しようという

市の取組みがそれを象徴的に表している（会

のである。

津若松市HP）。同市は独自のロゴマーク「戊

大阪府の場合は、 1 年早い「大阪港開港150

辰150年」のもと、「戊辰150年記念」と銘打っ

年」に焦点をあてていた。「明治150年」関連

た事業を展開しており、そのキャッチフレー

施策の中に組み込まれてはいるが、このよう

ズは「「義」の想いつなげ未来へ ─ 。戊辰

に、それぞれがそれぞれの観点で「150年」を

150年」となっている。「明治」は拒否されて

位置づけているといえる。

いるのである。

「明治150年」との対比で特徴的なのは、東

2018年 6 月末に推進室がまとめた資料「特

北地方である。推進室の「イベントカレンダ

色ある「明治150年」関連施策」では、「明治

ー」に掲載されてはいるものの、その基調は

150年に向けた気運を高めていく施策」に、東

「明治」ではなく、「戊辰」にある。おおよそ

京都の記念イベント「仮称『東京150年祭』」、

開催時期順にイベントを列挙すれば、以下の

京都市のみんなでつくる「明治150年・京都の

ようになる。戊辰戦争・明治維新150年カウン

キセキ」ポータルサイト、大阪府の大阪港開

トダウン特別展「落日の英雄たち ─戊辰戦

港150年記念式典などとともに、会津若松市の

争と鹿角─」（小坂町立総合博物館郷土館：

戊辰150周年記念広域連携歴史シンポジウム、

秋田県）、「ふりかえる母成峠の戦いとその陣

戊辰150周年オープニング記念歴史講演会も掲

跡 ─ 戊 辰 戦 争 150年 を 迎 え る に あ た っ て

げられている。

─」（猪苗代町体験交流館：福島県）、「知ら
れざる“南会津”戊辰セミナー─150年たっ
た今、戊辰戦争が南会津に遺したものを考え

（2）「維新」の観光資源化
「平成の薩長土肥連合」
─

る─」（福島県只見振興センター：福島県）、
白河戊辰150周年記念マンガ本作成（マイタウ

では、「戊辰」に勝利して「明治」を推進し

ン白河・白河市役所文化振興課：福島県）、白

た側はどうか。前記の資料「特色ある「明治

河戊辰戦争記念誌「戊辰白河戦争」（白河集古

150年」関連施策」の「明治150年に向けた気

苑・昭和堂書店：福島県）、白河戊辰戦争ツア

運を高めていく施策」には、鹿児島県・山口

ー（白河市：福島県）、二本松少年隊顕彰祭・

県・高知県・佐賀県 の「平成 の薩長土肥 連

墓前祭（霞ヶ城公園・大隣寺：福島県）、企画

合」広域観光プロジェクトと、明治150年記念

展「戊辰戦争150年」（福島県立博物館：福島

薩長土肥フォーラムが取り上げられている。

県）、戊辰戦争・明治維新150年カウントダウ

維新 後、新政府の中心 と な った「 薩長土

ン特別展「夜明けはまだか ─明治の近代化

肥」、すなわち鹿児島・山口・高知・佐賀 4 県

と小坂鉱山─」（小坂町立総合博物館郷土館

では、政府のキャンペーン開始に先立って、

：秋田県）、戊辰150年企画展「幕末・明治の

「平成の薩長土肥連合」をうたい文句に、す

登米地方─激動の時代を生き抜く─」（登

でに「幕末維新をテーマとした広域観光プロ
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ジェクト」を展開していた。

化させるとともに、「明治150年を契機とする

2009年10月、観光産業の育成・強化を目的

新しい国づくり、地域づくりの機運を高め」、

に、まず、鹿児島県観光連盟と山口県観光連

「交流人口の拡大を通じた地域の活性化につ

盟が「盟約」を締結して、「薩長連合」が発足

なげ」ようというのである。

した。両県が共同して観光情報の発信や観光

2018年 に 入っ て から は 、 3 月 に 佐 賀 県 の

客の誘致などを展開しようとしたのである。

「肥前さが幕末維新博覧会」のオープニング

その後、「明治維新150年」に向けた連携拡大

イベントとして、「薩長土肥」 4 県知事による

について、高知県・佐賀県に打診し、2014年

トークショーが開催された。 6 月には、山口

2 月、「明治維新150年に係る薩長土肥連携事

県と佐賀県が共同で「明治維新150年」を盛り

業連絡会議」が発足した。「平成の薩長土肥連

上げるため、「肥前さが幕末維新博覧会」で

合」の「盟約」の締結によって、広域観光ル

「山口県の日」を設定して、山口県の観光・

ートの形成、相互誘客体制の構築など、観光

物産PRを行なった。10月には、大規模な情報

需要拡大に向けた本格的な連携を始動させよ

発信イベントとして、「明治維新150年記念

うとしたのである。

平成の薩長土肥連合情報発信会─いまこそ、

こうして、2015年 8 月、東京の明治記念館
に集まった鹿児島・山口・高知・佐賀の各県

維新伝心の旅へ─」を東京で開催し、「薩長
土肥」のPRを行った。

知事と観光団体代表者が、2018年の「明治維

「薩長土肥」の「明治150年」がどのような

新150年」に向け、 4 県連携による広域観光プ

状況なのか。それぞれの地元からの報告を紹

ロジェクト「平成の薩長土肥連合」の発足を

介しよう。

宣言する盟約締結式を開催するに至った。 4

鹿児 島県では、数年前 か ら 、官民 あげて

県は共同して「薩長土肥連合サイト」を立ち

「明治150年」キャンペーンが展開されており、

上げ、リーフレット・ポスターを作成し、ス

NHKの大河ドラマ「西郷どん」の放映で一気

タンプラリーを実施してきている。そのリー

に最高潮に達した感があるという（山元研二

フレットには、つぎのように記されている。

「西郷隆盛の神格化 に異議あ り・鹿児島 か

かつて「薩長土肥」と呼ばれた、現在

ら」、『歴史地理教育』2018年 7 月増刊号、以

の鹿児島県・山口県・高知県・佐賀県は、

下、増刊号）。

幕末維新期の史跡や街並み、ゆかりの地

山口県では2018年 2 月、県知事選で現職が

などを数多く有し、当時の歴史に触れる

「明治150年のイベント成功で山口県を活性化

ことのできる観光素材に恵まれています。

する」と主張して当選した（魚次龍雄「長州

こうした素材を十分に生かし、薩長土肥

から「明治一五〇年」を考える」増刊号）。

の関係 4 県と各県の観光連盟・コンベン

9 月から開始の中核イベント「明治維新150年

ション協会では、共同して、幕末維新期

記念山口ゆめ花博」は、知事の選挙政策であ

の歴史や人物をテーマとした旅の形を皆

り、前売券を市町・団体・職員に割当ててい

さんにご提案します。ぜひ 4 県を訪れ、

るという。

幕末・維新の空気を体感して下さい。

高知県では、2017年から観光キャンペーン

リーフレットが「ニッポンの旅の夜明けで

「志国高知

幕末維新博」を展開し、その結

す！」と謳うように、「明治150年」の観光資

果、同年度、観光客数は史上最多の440万人に

源化がその主眼となっている。「薩長土肥」共

達したという（小山求「観光キャンペーンの

同の企画として、2017年秋には東京で「明治

『明治一五〇年』」増刊号）。その第二幕であ

150年記念薩長土肥フォーラム」を開催してい

る 2018年に は、 4 月の 第二 幕開 幕式 に鹿 児

る。 4 県知事がそろって普及啓発活動を加速

島・山口・佐賀の各県知事を招いて 4 知事が

- 58 -

握手し、「平成の薩長土肥連合」をアピールし

家などを委員として、事業アイデアや実施方

た。「幕末維新博」は、高知城歴史博物館と坂

法等を検討した。両会議は各 3 回開催され、

本龍馬記念館をメイン会場とし、県内25か所

同年10月、「北海道150年事業基本方針」を策

の歴史文化施設を会場に繰り広げられている。

定した。道民検討会議が策定した事業の「基

佐賀県では、 3 月から来年（2019年） 1 月

本的な考え方」は、以下のようなものであっ

まで、「肥前佐賀幕末維新博覧会」が開催され

た。

ている。この維新博では、最新の映像技術と

縄文文化やアイヌ文化をはじめとする

音楽を使って、まず、幕末維新期の歴史と佐

本道独自の歴史や文化、国内外に誇る豊

賀の関わりが説明され、つぎに、肥前の近代

かな自然環境は、かけがえのない道民の

技術のレベルの高さが紹介され、最後に藩主

精神的豊かさの源です。／本道が「北海

鍋島直正をはじめとする「佐賀の七賢人」が

道 」 と 命 名 さ れ て か ら 150年 目 と な る

紹介される。「肥前は素晴らしかった」ことを

2018年（平成30年）を節目と捉え、積み

アピールし、「佐賀の凄さを知った」と来場者

重ねてきた歴史や先人の偉業を振り返り、

が感じ るような仕掛け になって いるという

感謝し、道民・企業・団体など様々な主

（田中龍彦「地域から見た「明治一五〇年」・

体が一体となってマイルストーン（＝通

佐賀」増刊号）。

過点の節目）として祝うとともに、未来

高知では県教育委員会の教育政策課が「明

を展望しながら、互いを認め合う共生の

治150年」に関連して 1 千万円の予算を組み、

社会を目指して、次の50年に向けた北海

「小学校高学年から高校生を中心に、より多

道づくりに継承します。／また、道民一

くの学校がフィールドワークを実践し、子ど

人ひとりが、新しい北海道を自分達の力

もたちが『志』を育む機会を拡大する」こと

で創っていく気概を持ち、北海道の新し

を事業目標にしている（前掲小山稿）。また、

い価値、誇るべき価値を共有し、国内外

佐賀では学校に参加要請があり、小学校は 4

に発信することにより、文化や経済など

年生以上、中学校は全学年が維新博に行くこ

様々な交流を広げます。

とになっているという（前掲田中稿）。キャン

このような考え方のもと、「北海道151年目

ペーンに連動して、学校が盛り上げに一役買

の新たな一歩を踏み出す」、「先人から受け継

っているのである。

いだ財産を次の世代につなぐ」、「“Hokkaido”
の多様な魅力を世界に広げる」の 3 つを、「基
本理念を踏まえたテーマ」に掲げた。また、

（3）「命名150年」─北海道の150年事業

「基本姿勢」として、「未来志向

「世界の中

の北海道」の視点で未来の姿を見据えます」、
北 海 道 で は、 す でに 2016年 4 月、 道 庁 が

「価値創造

北海道の可能性を見つめ直し、

「北海道150年事業準備室」を設置し、また、

新しい価値をつくります」、「道民一体

同年 6 月、「北海道150年道民検討会議」を設

道を愛する多くの皆さんの参加により、北の

置して 、意見・提案の 募集を開 始していた

大地北海道を盛り上げます」の 3 点を打ち出

（以下、北海道HPによる）。道民検討会議で

した。

北海

は、北海道大学総長を委員長、道、北海道経

150年事業を構成する個別事業は、実施主体

済連合会、関係団体、民間企業経営者などを

別に、「記念セレモニー」と「北海道みらい事

委員とし、事業の基本方針について議論した。

業」に分類された。また、これらをサポート

また、会議内に「北海道みらいワーキング」

す る た め 、「 北海 道 み ら い 事 業 の 支 援 」 や

を設置し、スポーツ関係者、学識経験者、作

「PR」を行うとともに、北海道150年を契機
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として継続的に取り組むべき施策などを「関

生かして企画・実施する事業を「北海道みら

連推進施策」として位置づけた。

い事業」と位置づけ、これを促進している点

2016年11月、道民検討会議が策定した事業

にある。さらに、道内の団体・企業等を「ス

基本方針を踏まえ、2018年に「北海道命名150

ポンサー」や「パートナー企業」として組織

年の記念事業を推進する」ことを目的として、

している。2018年 9 月20日現在、「北海道みら

「北海道150年事業実行委員会」が設置された。

い事業」は1018、「2017北海道150年事業応援

委員会は、会長を北海道知事、会長代行を北

企画」は90で、両者をあわせた登録事業数は

海道大学総長とし、北海道経済連合会会長以

1108にのぼる。「パートナー」は2017年中、 4

下14人の副会長、北海道中小企業家同友会代

次にわけて募集され たが、指 名をうけた 企

表幹事以下15人の理事と、53人の委員、 2 人

業・団体は、合計69となっている。

の監事、 3 人の顧問から構成された（2018年
7 月31日現在）。道内の財界・業界、各種団体、

「命名150年」を機として（活用して）、大
いに地域振興をはかろうというのである。

市町村、小中学校・高校・大学などの教育関
係、道各局を束ねた網羅的な組織である。分
野面では、経済関係、市民・文化・スポーツ
関係、教育関係、国際交流関係、医療・福祉
関係、地域振興・調査・研究・科学関係、学

Ⅳ 「明治150年」の陥穽
─欠落する「明治」の実像

術、行政の 8 種類に区分されている。
このようにしてスタートした「北海道150年

以上、各地方・各地域の動向を見ると、必

事業」は、その後、2017年、北海道みらいメ

ずしも政府の思惑そのままに「明治150年」が

ンバーシップの募集、北海道150年ロゴマーク

展開されているわけではないともいえる。し

の決定、北海道150年事業室の設置、北海道み

かし、国・民間・地方を含めた4000件を越え

らい事業の募集、パートナー（第 1 次～第 4

る施策には、日清戦争も日露戦争もなく、台

次）の決定、事業計画（素案）の策定、150日

湾の植民地化も、朝鮮の植民地化もない。

前カウントダウンイベントの実施、100日前カ

明治維新とともに台頭した「征韓論」、近代

ウントダウンイベントの実施、事業計画（原

日本 最初 の海 外派兵である 台湾出 兵 （ 1874

案）の策定、という流れで準備が進められた。

年）、朝鮮に対する武力挑発（1875年の江華島

そして、「150年」にあたる2018年には、キ

事件）と不平等条約の強制（1876年の日朝修

ックオ フイベント（道 央・道南 ・札幌・道

好 条 規 ）、 壬 午 軍 乱 （ 1882年 ）・ 甲 申 政 変

東・道北）の実施、キックオフ特別イベント

（1884年）から日清戦争に至る清との軍事的

「キタデミー賞」の実施、事業計画の策定、

な対抗と衝突は視野の外におかれている。

春・夏プロモーションの実施、若者映像コン

日清戦争の結果、日本は朝鮮に対する清の

テスト作品の募集、北海道150年記念式典参加

支配を排除するとともに、台湾を植民地にし

者・ボランティアの募集、北海道150年ウィー

た。日露戦争の結果、朝鮮に対する支配権を

クオープニングイベントの開催、子どもたち

確保し、その 5 年後の1910年には、韓国とい

の交流事業の実施、といったかたちで事業が

う国家を消滅させて植民地にした。「明治150

展開され、 8 月 5 日、記念式典が開催された。

年」にはこうした「明治」が欠落している。

北海道「150年」の特徴は、行政側だけでな

あくまでも“内向き”の「明治」なのである。

く、企業・団体等がそれぞれの企画力やノウ

たしかに外国人も取り上げられるが、それ

ハウを 生かして行う事 業を「パ ートナー事

は「明治」の「近代化」に“貢献”した欧米

業」、また、道民や各地域がそれぞれの視点を

の人びとばかりである。
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このような朝鮮・中国との関係や、戦争と

化の強み」を強調するが、足尾銅山の流す鉱

植民地化の「明治」は、政府がその「精神」

毒は渡良瀬川の下流を浸し、数万町歩の田園

に学び、「強み」を再認識させようとする「明

を荒野に変えてしまった。

治」とメダルの表と裏のように一体であり、

また、これらの「遺産」が現役で稼働して

切り離すことはできない。そして、そのよう

いた当時、そこでどのような社会関係・人間

な「明治」をきちんと認識することこそ、中

関係が展開されていたのかも視野に入ってい

国・韓国（朝鮮）をはじめ、アジア諸国との

ない。三池には集治 監（囚人 を収容する 監

友好・交流を深めていくうえでは欠かせない。

獄）が設置され、ただ同然の安上がりの労働

「明治150年」は「明治期全般の様々な取組

力が危険な現場に投入されていた。三菱の高

や人々の活躍などを対象」にするというが、

島炭鉱では、三池に対抗するために納屋制度

そこでは国内で噴出した様々な矛盾も消去さ

が導入されていた。炭鉱ではひんぱんに暴動

れている。日清戦争の勝利は、経済の面で日

が発生し、社会問題となっていた。九州の炭

本資本主義に飛躍的な発展をもたらした。そ

鉱に限らず、鉱山では爆発事故が頻発し、死

の結果、賃金労働者が生まれ、ストライキが

傷者が続発した。

おこり、労働者の組織もつくられはじめた。

地方が独自に展開する「150年」のうち、も

資本主義の矛盾の解決を社会主義によっては

っとも総がかり的なのは北海道である。たし

かろうとする人びとも生まれた。しかし、こ

かに北海道「150年」は、「積み重ねてきた歴

うした「取組や人々の活躍」はまったく視野

史や先人の偉業を振り返」るというが、そこ

に入ってこない。

に開発に従事させられた囚人たちは入ってい

「明治150年」は明治期に活躍した女性を掘

るのか。鉱山労働者の姿はあるのか。1881年

り起こし、光を当てるというが、製糸業・紡

以後、樺戸・空知・釧路などに相次いで設置

績業で働いていた膨大な女工たちの存在は黙

された集治監の囚人たちは、道路の開削、鉄

殺される。日本の産業化・近代化をたたえる

道の敷設、鉱山の開発などに駆り出された。

なら、健康をむしばまれ、無権利状態で働か

北海道の北見市端野町緋牛内には、鎖塚とよ

されていた若い女性たちに光を当てるべきで

ばれる囚人の墓が 2 基残っている。1891年に

ある。

完成した北見道路（旭川～網走間）の工事に

「明治150年」は「明治」の女性たちが置か

は、約1500人の囚人が服役させられ、死者は

れていた真実も覆い隠す。帝国議会開設以来、

200人以上に及んだという。死亡した囚人は鎖

女性には選挙権も被選挙権も認められず、政

をつけたまま土をかぶせられたり、埋められ

治参加の機会を奪われていた。1900年制定の

た土饅頭の上に鎖を置かれたりした。1970年

治安警察法は女性の政治結社加入を禁止し、

前後から、北海道各地で開拓における囚人、

政談集会への参加も禁止した。1898年に定め

タコ労働、朝鮮人・中国人強制労働、少数民

られた民法（明治民法）は、家長中心の

族問題など、底辺民衆の歴史を掘り起こす民

「家」制度をかため、男性中心の秩序を社会

衆史掘り起こし運動が盛んになった。「鎖塚」

的に編成した。「明治150年」はこのような現

はこの運動の象徴的な史跡として知られる。

実に目を向けることなく、ごくわずかの「女

北海道「150年」にこうした視点はあるのか。

性」だけに「光」をあてる。

また、北海道「150年」は、「縄文文化やア

「明治150年」は「当時の技術や文化に関す

イヌ文化をはじめとする本道独自の歴史や文

る遺産に触れる機会を充実」させるとしてい

化」に注目しているが、「150年」前に誕生し

る。し かし、それは「 明治」の 「技術」や

た「北海道」こそ、アイヌの生活と文化を解

「遺産」の真相を覆い隠している。「技術や文

体した主体である。明治維新によって「蝦夷
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地」は北海道と改称され、日本領に編入され

たと強調し、極めて短期間に近代化を達成し

た。その結果、もともとそこに居住していた

た「明治の人々」の「勇気と英断、たゆまぬ

アイヌの人びとは「日本」に編入され、日本

努力」を讃えた。そして、「今を生きる私たち

式の姓名で戸籍簿に登録されることとなった。

も、これを誇りに力強く歩んでいかなければ

1878年には「旧土人」という新しい呼称がつ

ならない」と訴えた。

くられ、他の「日本人」から区別（差別）さ

しかし、「明治」の日本には、植民地化の危

れた。開拓の結果、アイヌの人びとの生活と

機など存在しない。それどころか、むしろ東

文化は解体・再編された。政府はアイヌの風

アジアへの勢力拡大と膨張をはかり、植民地

俗・習慣を遅れたものとみなしてつぎつぎに

を獲得しようとする路線を推進していった。

禁止し、日本語や農業を奨励した。そして、

また、富国強兵をはかり、欧米列強との対等

1899年、「北海道旧土人保護法」を制定・施行

化をはかるためにこそ、急速な近代化を推進

して、政府が与える土地にアイヌを定住させ、

したのである。

農業に従事させる政策を進めていったのであ

「明治」も末にさしかかった1911年、夏目

る。「明治」への転換こそ、アイヌの固有性を

漱石は和歌山での講 演「現代 日本の開化 」

否定する転機であった。

（『漱石文明論集』岩波文庫）で、日本の開化、

「明治150年」は「光」の背後にあった現実

すなわち近代化を「皮相上滑りの開化」と評

の〝闇〟を覆い隠す。多種多様、種々雑多な

した。それにならって言えば、「明治150年」

「明治150年」を通じて、「明治」の一面だけ

の「明治」は「皮相上滑りの明治」である。

が強調され、「明治」の実像が歪められる。

「明治150年」には、過去に対する真面目な省

「精神 」と「強み」だ けを抽出 する皮相な

察が決定的に欠けている。

「明治」によって、当時の人々が組み込まれ、
生きていた時代の構造や実相は消去される。

（おびなた

安倍首相が強調する「明治」の「日本人」の
「志と熱意」を抽出するキャンペーンが、当
時の「日本人」がおかれていた実態を消去し、
実像を歪めていく。そして、「日本」中心の
「明治」の再現によって、アジアとの関係性
は断ち切られていく。そこに「明治150年」の
陥穽がある。

おわりに

10月23日、憲政記念館で「明治150年記念式
典」が 開催された。式 典には、 衆参両院議
長・最高裁判所長官をはじめ、閣僚や国会議
員ら約350人が参列したという。
安倍首相は式辞で、「明治」の日本が植民地
化の危機＝「国家存亡の危機」に直面してい
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教授）

すみお

早稲田大学文学学術院

■論文■

唯物弁証法と資本論
大 久 保 亮 治
《要旨》 マルクスは『経済学批判』で「一般的序説」を冒頭におく構想を取りやめ、研究、執筆の途中で、
通説的な演繹的方法からマルクス自身が編み出した「個別的なものから一般的なものへ」と上昇す
る論理的な叙述方法に変更・転回した。「一般的序説」は生産一般から始まる。それは、『ドイツ･イ
デオロギー』において事実的前提に基づき歴史を創造する主体が「理念」ではなく人間であること、
人間が生命として人間以外の自然との間におこなう物質代謝を必然とし、それを媒介する生活手段
の生産を必然とするという、そうした生産である。資本制生産様式は生産一般から演繹的に展開す
ることはできないのであり、逆に、生産一般は、唯物弁証法的な論理的叙述方法においては、資本
制生産様式の諸要素の分析によって析出される「結論」であり、それが生産一般の一つの形態であ
ることを示すとともに、理論の科学性を根拠づけるのである。

目 次

言」で言われる「一般的序説」が『経済学批

１ 問題の所在
２『経済学批判』における生産一般と叙述方法
３ 弁証法的歴史観
４ 唯物論と弁証法
５ 資本論に於ける生産一般

判』「序説」である。そして、エンゲルスは書
評「マルクス『経済学批判』」で、マルクスの
『経済学批判』の叙述方法について、直接言
及している。エンゲルスのこの書評や『資本
論』、『ドイツ･イデオロギー』などにおいてマ
ルクスとエンゲルスが述べているところを中
心に、彼らの唯物弁証法と叙述方法について
(1)

の検討を進める 。私的な解釈に偏らずに読

１ 問題の所在

者が判断できるように、なるべくマルクスと
エンゲルスが述べているところを引用する。

マルクスとエンゲルスは『ドイツ･イデオロ
ギー』では、『経済学批判』「序説」における
「生産一般」に相当する「人間の存在」の事
実から彼らの理論である唯物弁証法の叙述を

２ 『経済学批判』における生産一般
と叙述方法

始めるのに対して、『経済学批判』したがって
また『資本論』では、生産一般を前提におく

マルクスは、『経済学批判』「序言」で、同

といった演繹的展開を採らない。ここにマル

書の研究対象が「ブルジョア経済の体制 (2)」

クスの弁証法的唯物論の科学的叙述方法とし

であるとし、経済学批判の叙述の順序を明ら

ての論理が示されている。

かにしている。それに続けて「ざっと書き終

マルクスはこうした叙述方法の変更を『経

えた一般的序説を、わたくしは差し控えるこ

済学批判』「序言」で表明している。この「序

とにする」と述べ、その理由を次のように説
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明する。「よく考えてみると、これから証明し

産 ─社会的な個人の生産 ─を指すのであ

ていこうとする結論を先廻りして述べるよう

る。だから、いやしくも生産について語るた

なことはなんでも邪魔になるように思われる

めには、われわれは、歴史的発展過程をその

し、それに、いやしくもわたくしについて来

さまざまな局面で追 求しなく てはならな い

ようとする読者は、個別的なものから一般的

か」（歴史的方法）、「さもなければ、われわれ

なものへとよじ登ってゆく覚悟を決めなけれ

が取り扱うのは、ある一定の歴史的時代、し

(3)

ばならない 」と。そのあとのほうでは、マ

たがってたとえば、事実上われわれの本来の

ルクスは「わたくしの研究にとって導きの糸

テーマである近代ブルジョア的な生産である

として役立った一般的結論」として、唯物論

ということを、前も って明ら かにしてお く

的歴史観を「公式化」して記述している。一

か」（論理的方法）、「そのどちらかしかないよ

(4)

般的結論＝唯物史観 は「序言」に収録され、

うに思われるかもしれない。だがしかし、す

「序説」＝生産一般は収録されなかった。 2

べての時代の生産は、一定の特徴を共通にも

つは違うものなのである。

っており、共通の規定をもっている。生産一

『経済学批判』を執筆するにあたって、マ

般とはひとつの抽象であるが、しかしそれは、

ルクスは「一般的序説」と『経済学批判』の

共通のものを現実に浮き出させ、それによっ

叙述方法を検討し、また、それらと唯物史観

てわれわれのくりかえす労を省く限りでは、

の公式との関連についても検討したというこ

ひとつの合理的な抽象である。けれどもこの

とである。

一般的なもの、すなわち比較によって選び出

この「一般的序説」について、唯物史観を

された共通なものは、それ自身、多様に組立

念頭において、検討してゆく。「一般的序説」

てられたものであり、さまざまな規定に分か

とは、いわゆる『経済学批判』への「序説」

れるものである。そのうちの幾つかのものは

であり、その内容目次は「A 序説、1.生産一

すべての時代に属し、ほかのものは幾つかの

般、2.生産、分配、交換および消費の一般的

時代に共通である。《ある》規定は、もっとも

関係 、3.経済 学の 方 法 、4.生 産手 段（ 生 産

新しい時代ともっとも古い時代とに共通であ

力）と生産諸関係、 ─生産諸関係と交易諸

ろう 。」

(6)

関係、等々」となっているが、実際には、「A

生産を明らかにしようとすれば、現実の生

序説、1 生産、消費、分配、交換（流通）、1

産はいつでもどこでも、歴史上の特定の具体

生産」から始まり、その冒頭に、「（a)ここで

的な生産様式であり、歴史上の特定の生産様

取 扱 う 対 象 は 、 ま ず 物 質 的 生 産 （ die

式としての生産を解明する科学的叙述方法と

(5)

materielle Produktion)である 」と、「生産」と

しては、すなわちブルジョア経済の体制の解

いう言葉によって日常的に表される諸々の事

明は─「経済科学の全複合体の体系的総括

柄を指すのではなく、物質的生産であると、

を、ブルジョア的生産とブルジョア的交換と

対象を限定している。そのあとに「消費、分

の諸法則の連関ある展開 (7)」 ─ は、歴史的

配、交換（流通）」の解明が続くのであるが、

と論理的との 2 つの論述方法(8)が可能であり、

マルクスが「序言」で明示しているところで

なお、特殊歴史的な諸生産様式に共通な歴史

は、この生産一般は研究の前提ではなく「結

貫通的な生産一般という抽象的な規定から始

論」だというのである。

めることも可能であるということである。

生産の解明について、マルクスは次のよう
に述べている。

「経済学では総論を前におくことが流行し
ている、そして「生産論」という標題でえが

「こういうように、生産という場合には、
いつでもある一定の社会的な発展段階での生

かれているのがまさにそれであり（例えばJ.S.
ミルをみよ）、そこではすべての生産の一般的
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諸条件が取り扱われている (9)」のであり、マ
ルクスは『経済学批判』の冒頭に「序説

るということである。

生

さらに、この生産一般とさまざまな生産様

産一般」を置くプランを、「序説」の「３、経

式との関連について、マルクスは次のように

済学の方法」節の末尾に記している。すなわ

述べる。「要約するとこうなる。すべての生産

ち、「篇別は明らかに次のようになされなけれ

段階には、共通の諸規定があり、それらは、

ばならない。（1)一般的抽象的な諸規定、した

思考によって一般的なものとして固定される。

がって多かれ少なかれすべての社会形態に、

しかもいわゆるすべての生産の一般的諸条件

ただし右に説明した意味でみられる諸規定。

とは、こうした抽象的な要因に他ならないの

（2)ブルジョア社会の内部の仕組みをなし、

であって、それによっては現実の歴史的な生

かつ基本的諸階級の基礎となっている諸カテ

産段階のどれひとつをも理解することはでき

ゴリー。資本、賃労働、土地所有。それら相

ない、と 。」

(12)

互の関連。都市と農村。三大社会階級。これ

また、エンゲルは『反デューリング論』で

らのあいだの交換、流通。（私的）信用制度。

研究方法に関連して、次にように述べており、

（3)ブルジョア社会の国家形態での総括。そ

これは、さきのマルクスが述べた理由にある

れ自身との関連で考察すること。「不生産的」

「結論」を説明するものである。

諸階級。租税。国債。公信用。人口。植民地。

すなわち「経済学は、本質上 1 つの歴史的

移住。（4)生産の国際的関係。国際的分業。国

科学である。それは、歴史的な素材、すなわ

際的交換。輸出入。為替相場。（5)世界市場と

ち、絶えず変化してゆく素材を取り扱う。そ

恐慌(10)。」という叙述プランである。

れはまず、生産および交換のそれぞれの発展

この生産一般と特殊歴史的な諸生産様式と

段階の特殊な諸法則を研究する。そして、こ

の関連について、マルクスは、「そういう規定

の研究が終わってはじめて、生産および交換

がなくては、どんな生産も考えられないであ

一般にあてはまる、少数の、まったく一般的

ろう、しかし、もっとも発達した言語がもっ

な諸法則を打ち立てることができるであろう。

とも発達しない言語と、法則と規定とを共通

だが、その場合、特定の生産様式や交換形態

にもつとしても、その発達をなすものこそ、

にあてはまる諸法則は、そういう生産様式や

まさにその一般的なものおよび共通なものか

交換形態を共通にしているあらゆる歴史的時

らの区別なのであって、生産一般にあてはま

期にもあてはまることは、いうまでもな

る規定が区別されなければならないのは、ま

い

さに、─主体である人間と客体である自然

済学研究について、次のように述べる。マル

とはどこでも同じだということからすでに生

クスが彼の研究によって生産一般についての

じる ─同一性に気を取られて、本質的な差

概念的理解をだれよりも深めていたというこ

別が忘れられないためである。この差別を忘

とであり、その意味でマルクスは唯物史観の

れるところに、たとえば現存の社会的諸関係

公式や生産一般についての規定を資料的裏付

の永遠性と調和とを証明する近頃の経済学者

けをもって書くことが出来たということであ

達のあらゆる智慧があるのである

(11)

」と述べ

ている。

(13)

。」と。また、エンゲルスはマルクスの経

る。「ブルジョア経済に対するこの批判を完全
におこなうためには、資本主義的な生産、交

この「主体である人間と客体である自然と

換、分配の形態を知っているだけでは不十分

はどこでも同じだ」という事実は、さまざま

であった。この形態に先行した諸形態や、発

な生産様式には形態的な相違があるにもかか

展の遅れている国々に今なお資本主義的な形

わらず、人間を主体とし、自然を客体とする

態とならんで存在している諸形態をも同様に、

生産の関連がいつでもどこでもつねに存在す

せめておおまかにでも研究し、比較しなけれ
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ばならなかった。このような研究と比較をあ

な姿」をしたヘーゲル流の弁証法があった、

らましおこなったのは、今までのところマル

他方には、平凡な、いまやふたたび流行とな

クスだけであり、したがって、ブルジョア期

った、本質上ヴォルフ的、形而上学的な方法

以前の理論経済学についてこれまでに確かめ

があり、ブルジョア経済学者どもも、この方

られたことは、これまたほとんどまったくマ

法で、彼らのとりとめもない厚い書物を書い

ルクスの研究におっているのである

(14)

。」

ていた。この後の方法は、カントによって、

したがって、マルクスは『経済学批判』に

またとくにヘーゲルによって、理論的には打

おいて、実際に論理的方法を採ったのである

破されていたので、ただ惰性とほかの簡単な

が、この叙述方法がどういうものであるのか

方法のなかったこととによって、その実際上

という問題は残っている。この点については、

の存続が可能となっていたにすぎない。他方、

「もしも生産一般がないとすれば、一般的生

ヘーゲルの方法は、そのままの形では、絶対

産もない。生産は、つねにひとつの特定の生

に使いものにならなかった。それは本質的に

産部門─例えば、農業、牧畜、製造業等々、

観念論的であった。しかもここで必要なこと

またはその全体である。だが、経済学は技術

は、すべての従来の世界観よりも、もっと唯

学ではない。ある与えられた社会的段階にお

物論的な世界観を展開することであった。ヘ

ける生産の一般的規定が特定の生産形態にた

ーゲルの方法は、純粋な思惟から出発してい

いしてもつ関係は、他の箇所で（のちに）展

た、しかもここでは、もっと動かし難い事実

開されるはずである。最後に、生産はまた、

から出発しなければならなかった(17)。」という

単に特定の生産であるばかりではない。大な

ことであった。

り小なりひとつの総体をなす生産諸部門の内

ヘーゲルの考え方の根底には「巨大な歴史

で活動しているのは、いつでも、あるひとつ

的感覚」があり、「形式は非常に抽象的であり

の社会体、ひとつの社会的主体だけである。

観念論的であったが、それだけに彼の思想の

科学的叙述が現実の運動に対してもつ関係は、

展開は、あくまでも世界史の発展と並行して

同様にまだここでは論ずべきことではない。

すすみ、しかも後者は本来ただ前者の検証に

生産一般。特定の生産諸部門。生産の総

すぎない、というのであった。……彼は、歴

(15)

体

(16)

。」と述べている 。

史のなかに発展を、内面的な連関を証明しよ
うとした最初の人であった。」そこで、マルク
スが「歴史のなかに発展を、内面的な連関を
証明」する「ヘーゲルの論理学の……真の発

３ 弁証法的歴史観

見を含んでいる核をとりだし、かつ弁証法的
方法からその観念論的な衣をはぎ取って、思
想の展開の唯一の正しい形態となるような簡

エンゲルスは書評「カール・マルクス『経

単な姿にそれを立て直し……、マルクスの経

済学批判』」の中で、当時の状況としては、叙

済学批判の根底にある方法が編み出されたこ

述方法はヘーゲル弁証法によるか、形而上学

とは、その意義からいって、唯物論的な基本

的な方法によるかしかなかったのであり、唯

的考え方に少しも劣らないひとつの結果だと、

物論的な科学的な方法を提起しなければなら

われわれは考える (18)」というのである。ここ

ないという状況にあったことを明らかにして

では、経済学批判の根底にある方法、すなわ

いる。すなわち、「科学はいかに取り扱われな

ち唯物弁証法の論理 でありそ の叙述方法 と

ければならなかったか？

「唯物論的な基本的な考え方」とが異なるこ

一方には、ヘーゲ

ルが残したままの、まったく抽象的、「思弁的

とが明示されている。
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マルクスは自身の研究方法について、『資本

フォイエルバッハがヘーゲルの考え方の観

論』第 2 版後記では、次のように述べている。

念論的性格を批判し、ヘーゲルが外在化させ

「もちろん、叙述の仕方は、形式上、研究の

た「理念」の主体性を人間に取り戻したとす

仕方とは区別されなければならない。研究は、

れば、主体としての人間が取り上げられるこ

素材を細部にわたってわがものとし、素材の

とになる。しかしフォイエルバッハにとって

いろいろな発展形態を分析し、これらの発展

の人間が「『人間というもの』といった抽象物

形態の内的な紐帯を探り出さなければならな

にとどまったまま

い。この仕事をすっかり済ませてから、はじ

てその他にも人間がさまざまに規定されると

めて現実の運動をそれに応じて叙述すること

すれば、唯物論的に人間を規定しておかなけ

ができるのである。これがうまくいって、素

ればならない。そして、そうした人間が歴史

材の生命が観念的に反映することになれば、

を産み出している関連を示さなければならな

まるで先験的な〔a priori〕構成がなされてい

いということである。

(21)

」であるとすれば、そし

るかのように見えるかもしれないのである。

唯物論的な考察方法は、ヘーゲル的考察方

／私の弁証法的方法は、根本的にヘーゲルの

法とは異なるのであり、その前提については

ものとは違っているだけではなく、それとは

次のように規定される。「意識が生活を規定す

正反対なものである。ヘーゲルにとっては、

るのではなく、生活が意識を規定する。第一

彼が理念という名のもとに 1 つの独立な主体

の考察方法においては、人は生きた諸個人と

にさえ転化させている思考過程が現実的なも

しての意識から出発し、現実の生活に照応す

のの創造者なのであって、現実的なものはた

る第二の考察方法においては、現実の生きた

だその外的現象をなしているだけなのである。

諸個人そのものから出発し、そして意識をた

私にあっては、これとは反対に、観念的なも

だ彼らの意識としてのみ考察する。／この考

のは、物質的なものが人間の頭の中で転換さ

察方法は無前提なのではない。それは、現実

れ翻訳されたものにほかならないのである。

的な諸前提から出発し、これを一瞬たりとも

／ヘーゲルの弁証法の神秘的な面を私は30年

捨て去らない。それの諸前提は、なんらかの

ほど前に、それがまだ流行していたときに、

幻想的な完結性と固定性における人間たちで

批判した。……弁証法がヘーゲルの手の中で

はなくて、特定の諸条件のもとでの彼らの現

受けた神秘化は、彼が弁証法の一般的な諸運

実的な、経験的に明白な発展過程における人

動形態をはじめて包括的で意識的な仕方で述

間たちである

(22)

。」

べたということを、けっして妨げるものでは

つま り、ヘーゲルにあ っ て は「理 念」が

ない。弁証法はヘーゲルにあっては頭で立っ

─ヘーゲルの「思考過程」が ─ヘーゲル

ている。神秘的な外皮のなかに合理的な核心

自身が ─発展の内面的な連関をつくりだし

を発見するためには、それをひっくり返さな

ているのであるが、いまでは、この事物の発

ければならないのである(19)。」

展の内在的な関連は、事実の中に求められる

ヘーゲルの論理学では、「事物とその発展の

のであり、「理念」が人間の思考の産物にほか

ほうが、すでに世界よりも前にどこかに存在

ならないとすれば、内在的な連関を生み出し

していた「理念」の現実化された模写にすぎ

ているのは人間自身にほかならないのであり、

ない

(20)

」のであり、「理念」が「事物とその発

「理念」の外在的な存在の代わりに人間自身

展」を内面的に関連づけているのである。つ

の存在が事実としての前提なのである。そし

まりヘーゲルの思考過程においてヘーゲル自

て、「フォイエルバッハが唯物論者であるかぎ

身が外在化させた理念によって内在的な関連

りでは、歴史は彼のところに現われず、また

をつくりだしているのである。

彼が歴史を考慮にいれるかぎりでは、彼は唯
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物論者ではない。彼の場合は唯物論と歴史が
まったく分離している

(23)

」とすれば、発展の

「いたるところに、あらゆる生物にいちよ
うに見いだされる、これらの生命現象の本質

内在的な関連を創り出している事実的前提は

はいったいなんにあるのか？ なによりもまず、

唯物論的であると同時に歴史的すなわち弁証

蛋白体がその環境から他の適当な物質を自己

法的でなければならないということである。

のうちに吸収して同化し、他方、この蛋白体
の別の老廃した部分が分解して排泄される、
という点にある。他の生命のない物体も、や
はり自然の事物の推移につれて変化し、分解

４ 唯物論と弁証法

または結合する。しかし、その場合には、そ
の物体はもとのものではなくなってしまう。
風化する岩はもう岩ではなく、酸化する金属

マルクスとエンゲルスが『ドイツ･イデオロ

は錆になりかわる。しかし、無生物の場合に

ギー』において、ドイツ観念論の批判として

没落の原因であったものが、蛋白の場合には

彼らの唯物論的な論述を始めるにあたって、

生存の基本条件なのである。蛋白体の成分の

彼らの弁証法的唯物論を展開する端緒として、

この絶え間ない置換、栄養と排泄とのこの不

彼らの唯物論的な考え方の前提について次の

断の交替がやむその瞬間から、蛋白体そのも

ように規定する。

のが終わりとなり、分解してしまう。つまり、

「われわれがそれからはじめる諸前提は、

死ぬのである。だから、生命、すなわち蛋白

けっして恣意的な諸前提でも教条でもなく、

体の存在の仕方は、なによりもまず、蛋白体

それは空想のなかでだけ度外視することがで

が各瞬間にそれ自身でありながら同時に他の

きる現実的諸前提である。それは現実的な諸

ものである、ということにある。しかも、こ

個人、彼らの行動、および彼らの物質的な生

れは、無生命体の場合にも起こりうるような、

活諸条件 ─眼前に既に見出された生活諸条

外部からそれに加えられる過程の結果として

件ならびに、彼等自身の行動によって生み出

そうなるのではない。そうではなくて、生命、

された生活諸条件 ─である。したがって、

すなわち栄養と排泄とによって行なわれる物

これらの諸前提は、純粋に経験的な方法で確

質代謝は、その担い手である蛋白に内属する、

認できる

(24)

それに固有な、自立的に営まれ過程であって、

。」

こうした前提として、唯物論的に人間がと
らえられる。すなわち、現実的な諸個人とは、

この過程をともなわない蛋白というものはあ
りえないのである

(26)

。」

「すべての人間史の第 1 の前提は、もちろん

人間が生命一般として、その同一性と区別

生きた人間的諸個人の存在である。したがっ

とにおいて、人間以外の自然との間で物質代

て、確認されるべき第 1 の事実は、これらの

謝を行い、そして「人間自身は、彼らがその

個人の身体的組織およびそれによってあたえ

生活手段を生産 ─彼らの身体的組織によっ

られるその他の自然にたいする彼らの関係で

て条件づけられている措置─しはじめるや

ある

(25)

いなや、みずからを動物から区別しはじめる。

。」

この「個人の身体的組織およびそれによっ

人間は彼らの生活手段を生産することによっ

てあたえられるその他の自然にたいする彼ら

て、間接的に彼らの物質的生活そのものを生

の関係」─「物質代謝」の意義については、

産する (27)」のである。したがって、こうした

エンゲルスが『反デューリング論』の中で次

生産一般が人間のなんであるのかを規定して

のようにより詳細にそれらの関連を明らかに

いるのであり、諸個人は、より具体的な生産

している。

によってそのなんであるのかが規定される。
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すなわち、「人間が彼らの生活手段を生産する

すべての歴史の第 1 の前提、すなわち、人間

様式は、さしあたりは、眼前に見いだされる、

たちは『歴史をつくる』ことができるために

また再生産されるべき生活手段そのものの特

は生きることができなければならないという

性に依存する。この生産の様式は、これが諸

前提を確認することからはじめなければなら

個人の肉体的存在の再生産であるという側面

ない。しかし、生きるために必要なのは、と

からだけ考察されるべきではない。それはむ

りわけ、飲食、住居、衣服、そしてその他の

しろ、すでにこれらの個人の活動のある特定

いくつかのものである。したがって、第 1 の

の方法、彼らの生命を表出するある特定の方

歴史的行為は、これらの欲求を充足するため

法、彼らのある特定の生活様式なのである。

の諸手段の産出、物質的生活そのものの生産

諸個人が彼らの生命を表出するとおりに、彼

であり、しかも、これは、人間を生かしてお

らは存在しているのである。したがって、彼

くだけのためにも、数千年前と同様に今日も

らがなんであるかは、彼らの生産と、すなわ

なお日々刻々はたされなければならない歴史

ち、彼らがなにを生産するのか、また、彼ら

的行 為、 すべ ての歴史の根 本条件 で あ る。

がいかに生産するのかと一致する。したがっ

……したがって、すべての歴史的把握にさい

て諸個人がなんであるかは、彼らの生産の物

しての第 1 のものは、この根本的事実をその

質的諸条件に依存する

(28)

。」

意義全体とその広がり全体において考察し、

諸個人のなんであるかは「彼らのある特定
の生活様式」であり、それは「生活手段を生

そしてそれにふさわしい扱いをすることであ
る(31)。」

産する様式」であり、したがって「彼らの生

マルクスは人間的諸個人の物質的生活その

産の物質的諸条件に依存する」のである。諸

ものの生産は、生物の生存としての必然的行

個人はそうした生産の物質的諸条件を異にし、

為であり、その現実性を実現する行為であり、

時間的にも空間的にも特定な諸個人であり、

したがって、歴史を創造する根本条件であり、

歴史な存在なのである。「これまでわれわれは、

その生産と消費の連続性の中にその変化の可

主として人間的活動の一方の側面、すなわち、

能性が取り上げられる。同時に諸個人の個別

人間たちによる自然の加工だけを考察してき

性から、世代の連続性が取り上げられる。す

た。他方の側面、すなわち、人間たちによる

なわち、「─第 2 のものは、充足された最初

人間たちの加工 ─／国家の起源および国家

の欲求そのもの、充足の行為、およびすでに

の市民社会にたいする関係。／歴史とは、個

獲得された充足の用具が、新しい諸欲求をも

々の世代の連続にほかならず、それぞれの世

たらすということであり、─そして、新し

代は、以前のすべての世代からそれにゆずら

い諸欲求のこの産出が最初の歴史的な行為で

れた諸材料、諸資本、生産諸力を利用するの

ある(32)。」世代の連続性としては、社会関係で

であり、したがって、一方ではまったく変化

あり、「─ここでただちに最初から歴史的発

した状況のもとで、受け継がれた活動を継続

展のなかにはいりこむ第 3 の関係は、自分自

し、他方ではまったく変化した活動によって

身の生命を日々あらたにつくる人間たちが、

古い状況を変更する

(29)

」のであり、諸個人の

他の人間たちをつくり繁殖しはじめるという

存在とともに世代の連続性の事実を見なけれ

ことである─夫と妻との、両親と子どもと

ばならない。すなわち、『ドイツ･イデオロギ

の関係、家族。はじめは唯一の社会的関係で

ー』では、第 1 の事実は生産と消費との相互

あるこの家族は、あとになって、増大した諸

(30)

欲求が新しい社会的諸関係を生みだし、また

及される。

増大した人間の数が新しい諸欲求を生みだす

関係

として、それと共に世代の連続性が言

「すべての人間的存在の、したがってまた

ときに、従属的な社会的関係になる
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(33)

」

そして、こうした諸関係が自然的なもので

形態であるという関係が示される。言い換え

あると同時に人間的な社会性の関係として規

れば、諸個人の物質的生活の生産を、生存を

定される。すなわち、第 4 に、「社会的活動の

支える生活手段の生産を資本がその資本とし

これら 3 つの側面…… ─労働における自己

ての本質を保持する限りで遂行し、発展させ、

の生命も、生殖における他人の生命も、その

意識をも含めて諸個人の生活様式を資本の生

生産はいまやすでにただちに二重の関係とし

産様式が規定しているのである。

て─ 一方では自然的な関係として、他方で
は社会的な関係として ─現われる

(34)

」とい

うことである。

諸個人の唯物論的な規定は彼等の物質的生
活の生産であり、それはまた人間が歴史を創
造する基本的な営為なのである。こうした営

ここでの「社会的関係」というのは次のよ

為に続けて『ドイツ・イデオロギー』は次の

うに規定される。「社会的にというのは、……

ように述べる。すなわち、「─われわれがす

幾人かの個人の協働が理解され……特定の生

で に 本 源的 な 歴 史 的諸 関 係 （ der ursprüng-

産様式または特定の工業段階がつねに協働の

lichen, geschichtlichen Verhältnisse)の 4 つの契

特定の様式と、または特定の社会的段階と結

機、 4 つの側面を考察したあとで、いまよう

びついており、そして協働のこの様式がそれ

やく、われわれは、人間が「意識」をももつ

自体「生産力」であるということ、人間が利

ことを見いだす (37)」と。したがって、最初の

用できる生産諸力の分量が社会的状態を条件

『経済学批判』「序説」の「（a)ここでとりあ

づけ、したがって「人類の歴史」はつねに工

つかう対象は、まず物質的生産である。」とい

業および交換の歴史との関連のなかで研究さ

う規定に戻ることができるが、結論に位置づ

れ論じられなければならないということであ

けられることには変わりがない。

(35)

る

。」

唯物論の基本的な考え方は、人間がその生

変化や発展を内在させ得る唯物論の人間的

命を維持する人間以外の自然との物質代謝は

諸個人 は、彼らの物質 的生活の 生産という

自然科学的に確認できる事実であり、それを

「人間を生かしておくだけのためにも、数千

現実のものとする生活手段の生産は間接的に

年前と同様に今日もなお日々刻々はたされな

その物質的生活を生産している人間の営為と

ければならない歴史的行為」において、自然

して自然科学的に確認できる事実である。そ

的関係と同時に社会的関係を取り結んでおり、

してそうした人間の営為が弁証法的に歴史を

社会的関係は協働においてはそれは生産力な

創造する過程なのであり、そうした自然的な

のである。

関係が同時に社会的関係でもあり、協働の関

こうした関係は、「すでに最初から人間相互

係において生産力をなしているのである。こ

間の唯物論的関連が現われるが、その関連は

うした自然科学的に基礎付けられる人間的諸

諸要求と生産の様式とによって条件づけられ

個人の生産に、唯物史観の基本的な関連が基

ており、そして人間たち自身と同じくらいに

礎づけられているのである。

古い。─それは、人間たちをまだ特別に結
びつけておくなんらかの政治的ないしは宗教

存在と意識との関連につては、次の二つの
引用に止めよう。

的たわごとが存在しなくとも、つねに新しい

「人間たちの存在は、彼らの現実的な生活

形態をとり、したがって、「歴史」をしめす関

過程である。もしイデオロギー全体において

連である(36)。」

人間たちと彼らの諸関係が、〈写真用の〉暗箱

『資本論』ではより明確に、資本の生産過

のなかでのように、逆立ちして見えるとすれ

程が労働過程であり生産一般であると同時に

ば、この現象は、網膜上での諸対象の倒立が

価値増殖過程でもあり、生産様式のひとつの

彼らの直接に生理的な生活過程から生じるの
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と同様に、彼らの歴史的な生活過程から生じ

きにようやくはじまる。これらの困難の除去

るのである。／現実に活動している人間から

は、けっしてここではあたえられることがで

出発して、彼らの現実的な生活過程から、こ

きない諸前提、むしろ各時代の諸個人の現実

の生活過程のイデオロギー的な反映と反響の

的生活過程および行動の研究からはじめて明

発展もまたしめされるのである。人間たちの

らかとなる諸前提によって条件づけられてい

頭脳のなかの霧のような形象もまた、彼らの

る。われわれはここで、われわれがイデオロ

物質的な、経験的に確認しうる、そして物質

ギーにたいして用いるこれらの抽象物の若干

的諸前提と結びついた生活過程の必然的な昇

を取り出して、そして、それらを歴史的諸事

華物である。こうして、道徳、宗教、形而上

例で解明するであろう。」と述べているように、

学、そしてその他のイデオロギー、およびこ

『ドイツ・イデオロギー』の叙述方法は、「本

れらに照応する意識諸形態は、独立している

源的な歴史的諸関係の 4 つの契機、 4 つの側

という外観をこれ以上たもてない。それらが

面」を基礎とする唯 物史観の 諸関係とい う

歴史をもったり、それらが発展をもったりす

「抽象物」から始め て、その 「歴史的諸 事

るのではなくて、自分の物質的生産と自分の

例」を展開する方法である。

物質的交通を発展させる人間たちが、この彼

『経済学批判』は、ブルジョア時代の現実

らの現実とともに彼らの思考と彼らの思考の

的具体的な経済体制の研究から導かれる事実

諸産物をも変えるのである(38)。」

的諸前提が理論のなかに織り込まれており、

そして、唯物史観に関連しては次のように

端緒としての「ブル ジョア的 富」あるい は

述べている。「この理論、神学、哲学、道徳な

「資本主義的生産様式が支配的に行われてい

どが現存諸関係と矛盾に陥るにしても、それ

る社会の富」を劈頭に置き、これの分析から

は、現存の社会的諸関係が現存の生産力と矛

始めるという叙述方法である。『経済学批判』

盾に 陥 っ たことによっ てだ け起こ りうる。

の「序言」で述べられているように、生産一

……これら三つの契機、すなわち生産力、社

般は事実的諸前提の分析にとっての「結論」

会状態および意識が、相互のあいだで矛盾に

に位置付けられ、マルクスが編み出した論理

陥ることがあり得るし、また陥らざるをえな

的な叙述方法を構成するのである。この叙述

いという一つの結論だけを得る。なぜならば、

方法では、資本制生産様式が生産一般という

分業とともに、精神的活動と物質的活動とが、

人間の生存というその物質的生活の生産を資

享受と労働、生産と消費とが別々の個人のも

本が担っているという実体的関連があきらか

のになる可能性が、それどころか現実性があ

にされ、したがってそれが特殊歴史的な社会

たえられているからであり、そして、それら

的経済的再生産機構であり、歴史的にはひと

が矛盾に陥らない可能性は、分業が再び廃止

つの特殊な経済形態として位置づけられ、生

されることの中にだけあるからである

(39)

。」

産一般に基礎づけられることによって、その

しかし、唯物史観に関しては、その内容が

科学性が担保されるのである。

社会構成体を対象としていることからも、エ
ンゲル スのさきの「書 評」や「 ルートヴィ
ヒ・フォイエルバッハとドイツ古典哲学の終
結」が参考になるとは言え、歴史に関する諸

５

資本論に於ける生産一般

論考など、より広範な検討が必要である。
先に示した注の 4 の引用の末尾に「困難は、
過去の時代のであれ現代のであれ資料の考察

経済学批判の冒頭は「一見するところブル

および整理に、現実的な叙述にとりかかると

ジョア的富は、ひとつの巨大な商品集積とし
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てあらわれ、個々の商品はこの富の原基的定

リンネルなど、すべて天然には存在しない素

在としてあらわれる。しかもおのおのの商品

材的富の要素の存在は、つねに、特殊な自然

は、使用価値と交換価値という二重の視点の

素材を特殊な人間欲望に適合させる特殊な合

もとに自己をあらわしている。……富の社会

目的的生産活動によって媒介されなければな

的形態がどうあろうとも、使用価値は常に、

らなかった。それゆえ、労働は、使用価値の

そうした形態に対しては、さしあたり無関係

形成者としては、有用労働としては、人間の、

な富の内容をなしている

(40)

。」となっており、

すべての社会形態から独立した存在条件であ

資本論の冒頭は「資本主義的生産様式が支配

り、人間と自然とのあいだの物質代謝を、し

的に行われている社会の富は、 1 つの「巨大

たがって人間の生活を媒介するための、永遠

な商品の集まり」として現れ、 1 つ 1 つの商

の自然必然性である

(43)

。」

品は、その富の基本形態として現れる。それ

「経済学の理解にとって決定的な跳躍点」

ゆえ、われわれの研究は商品の分析から始ま

という指摘は、『ドイツ・イデオロギー』にお

る(41)。」となっている。いずれも考察対象を明

ける「すべての歴史的把握にさいしての第 1

示している。「ブルジョア的富」という前提は、

のものは、この根本的事実をその意義全体と

「資本主義的生産様式」という厳密な規定に

その広がり全体において考察し、そしてそれ

かえられている。また、「使用価値と交換価値

にふさわしい扱いをすることである」という

という二重の視点のもとに」という規定はな

指摘に通じる、唯物論の根本的事実である。

くなり、「商品の分析から始まる」として、こ

「第 2 節

流通手段」「A

商品の変態」で

の使用価値と価値の規定はこれからおこなう

は、商品経済における社会的な物質代謝が展

商品の分析によって取り出されるという結果

開される。「交換過程が諸商品を、それらが非

の項目に移される。唯物弁証法の叙述方法が

使用価値であるところの手から、それらが使

徹底され、叙述が改善されているのである。

用価値であるところの手に移すかぎりでは、

そして、商品の使用価値と価値との二側面

この過程は社会的物質代謝である。ある有用

の規定そのものが生産一般の規定と資本制生

な労働様式の生産物が、他の有用な労働様式

産様式における形態を表しているのであるが、

の生産物と入れ替わるのである。ひとたび、

『資本論』「第 1 章」「第 2 節

使用価値として役立つ場所に達すれば、商品

商品に表わさ

れる労働の二重性」ではその関係が明示され

は、商品交換の部面から消費の部面に落ちる。

る。「第 2 節 商品に表される労働の二重性」

ここでわれわれが関心をもつのは、前のほう

は「最初から商品はわれわれにたいして二面

の部面だけである。そこで、われわれは全過

的なものとして、使用価値および交換価値と

程を形態の面から、つまり、社会的物質代謝

して、現れた。次には、それが価値に表され

を媒介する諸商品の形態変換または変態だけ

ているかぎりでは、もはや、使用価値の生み

を、考察しなければならない(44)。」

の母としてのそれに属するような特徴をもっ

「C

てはいないということが示された。このよう

(45)

謝

世界貨幣」では「諸国間の物質代

」という側面が指摘される。

な、商品に含まれている労働の二面的な性質

『資本 論』「第 3 篇 絶対的剰 余価値の生

は、私がはじめて批判的に指摘したものであ

産」の第 5 章「労働過程と価値増殖過程」の

る。この点は、経済学の理解にとって決定的

「第 1 節 労働過程」では、第 2 篇「貨幣の資

な跳躍点であるから、ここでもっと詳しく説

本への転化」で明らかにされた資本家による

(42)

明しておかなければならない 。」という一節

労働力の購入を前提にして、購入された労働

から始まり、使用価値との関連から有用労働

力の資本家による使用が取り上げられ、『ドイ

を規定し、以下の規定が述べられる。「上着や

ツ・イデオロギー』における生産一般につい
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ての規定がより詳細により厳密に規定される。

のである。われわれは、ただ人間だけに備わ

「労働力の使用は労働そのものである。労

るものとしての形態にある労働を想定する。

働力の買い手は、労働力の売り手に労働をさ

……労働過程の終わりには、その始めにすで

せることによって、労働力を消費する。この

に労働者の心像のなかには存在していた、つ

ことによって労働力の売り手は、現実に、活

まり観念的にはすでに存在していた結果が出

動している労働力、労働者になるのであって、

てくるのである。労働者は、自然的なものの

それ以前はただ潜勢的にそうだっただけであ

形態変化を引き起こすだけではない。彼は、

る。彼の労働を商品に表すためには、彼はそ

自然的なもののうちに、同時に彼の目的を実

れをなによりもまず使用価値に、なにかの種

現するのである。その目的は、彼が知ってい

類の欲望を満足させるのに役立つ物に表さな

るものであり、法則として彼の行動の仕方を

ければならない。だから、資本家が労働者に

規定するものであって、彼は自分の意志をこ

つくらせるものは、ある特殊な使用価値、あ

れに従わせなければならないのである。」生産

る一定の品物である。使用価値または財貨の

一般が、労働過程というより厳密な過程とし

生産は、それが資本家のために資本家の監督

て明らかにされ、『ドイツ･イデオロギー』の

のもとで行われることによっては、その一般

説明は改善されている。

的な性質を変えるものではない。それゆえ、

また、前のエンゲルスの『反デューリング

労働過程はまず第 1 にどんな特定の社会的形

論』における、「生命のない物体」の物質代謝

態にも関わりなく考察されなければならない

について、マルクスは次のように言及してい

のである。労働は、まず第 1 に人間と自然と

る。「労働過程で役立っていない機械は無用で

のあいだの一過程である。この過程で人間は

ある。そのうえに、それは自然的物質代謝の

自分と自然との物質代謝を自分自身の行為に

破壊力に侵される

(46)

。」と。

よって媒介し、規制し、制御するのである。

生産一般についての次の記述も、『ドイツ･

人間は、自然素材にたいして彼自身 1 つの自

イデオロギー』の規定よりも改善され、社会

然力として相対する。彼は自然素材を彼自身

的諸関係とは明確に分離され、その形態的規

の生活のために使用されうる形態で獲得する

定は価値増殖過程で行われる。

ために、彼の肉体に備わる自然力、腕や脚、

「これまでにわれわれがその単純な抽象的

頭や手を動かす。人間は、この運動によって

な諸契機について述べてきたような労働過程

自分の外の自然に働きかけてそれを変化させ、

は、使用価値をつくるための合目的的活動で

そうすることによって同時に自分自身の自然

あり、人間の欲望を満足させるための自然的

〔天性〕を変化させる。」人間は自然の一部で

なものの取得であり、人間と自然とのあいだ

あり、人間を生命ある主体として自然は人間

の物質代謝の一般的な条件であり、人間生活

とそれ以外の自然とに区別される。そうした

の永久的な自然条件であり、したがって、こ

区別のもとで物質代謝がおこなわれるのであ

の生活のどの形態にも関わりなく、むしろ人

る。また、生産と消費の関連については注30

間生活のあらゆる社会的形態に等しく共通な

参照。

ものである。それだから、われわれは労働者

「ここでは、労働の最初の動物的な本能的

を他の労働者との関係のなかで示す必要はな

な諸形態は問題にしない。労働者が彼自身の

かったのである。一方の側にある人間とその

労働力の売り手として商品市場に現れるとい

労働、他方の側にある自然とその素材、それ

う状態にたいしては、人間労働がまだその最

だけで十分だったのである。小麦を味わって

初の本能的な形態から抜け出ていなかった状

みても、だれがそれをつくったのかはわから

態は、太古的背景のなかに押しやられている

ないが、同様に、この過程を見ても、どんな
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条件のもとでそれが行われるのかはわからな

経験論者たちの場合のように死んだ諸事実の集

い。たとえば、奴隷監視人の残酷な鞭の下で

積であったり、観念論者たちの場合のように空

か、それとも資本家の心配そうな目の前でか、

想された諸主体の空想された行動であることを

あるいはまたキンキナトゥス〔古代ローマの

やめる。／したがって、思弁がやむときに、す

将軍、引退して耕作した〕がわずかばかりの

なわち現実的生活においては、現実的で実証的

土地の耕作でそれを行うのか、それとも石で

な科学が、人間たちの実践的活動、実践的発展

野獣を倒す未開人がそれを行うのか、という

過程の叙述がはじまる。意識についての空文句

(47)

ようなことはなにもわからないのである 。」

がやみ、現実的な知識がそれにとってかわらざ

（2018年08月29日）

るをえない。自立した哲学は、現実の叙述によ
ってその存在手段を失う。それにとってかわる

注

ことができるのは、せいぜいのところ、人間た

( 1 ) 『資本論』の叙述方法をヘーゲル論理学との比

ちの歴史的発展の考察から抽象されうるもっと

較によって検討する論考は多いし、一般的な検

も一般的な諸帰結の総括である。これらの抽象

討方法になっているようである。本稿はマルク

物は、それだけでは、すなわち、現実的な歴史

スとエンゲルスとのヘーゲルの評価と批判にも

から切り離されては、まったくなんの価値もも

とづいて、マルクスとエンゲルスが打ち出した

たない。それらは、歴史的史料の整理を容易に

論理学を検討する。見田石介『資本論の方法』

し、史料の個々の層の順序をしめすのに役立つ

（弘文堂、1963)、岩崎允胤「日本における唯物

ことができるだけである。しかし、それらは、

弁 証 法 の 発 展 」（『 北 海 道 大 学 文 学 部 紀 要 』

哲学とはちがって、それに則って歴史的諸時代

1971-03-30、1-56）、平野喜一郎「ヘーゲル論理

が正しく切り分けられることのできる処方箋や

学と『資本論』の方法」（『立命館経済学』第61

図式をけっしてあたえない。逆に、困難は、過

巻第 6 号、254-282）などを参照。

去の時代のであれ現代のであれ資料の考察およ

( 2 ) マルクス『資本論』「第一版序文」では、「近代

び整理に、現実的な叙述にとりかかるときによ

社会の経済的運動法則を明らかにすることはこ

うやくはじまる。これらの困難の除去は、けっ

の著作の最終目的でもある」と述べている。

してここではあたえられることができない諸前

( 3 ) マルクス『経済学批判』MEW, Bd.13, s.7(訳本、

提、むしろ各時代の諸個人の現実的生活過程お

5 頁)。また方法については平野喜一郎、前掲論

よび行動の研究からはじめて明らかとなる諸前

文など参照。

提によって条件づけられている。われわれはこ

( 4 ) この唯物史観の役割について、『ドイツ･イデオ

こで、われわれがイデオロギーにたいして用い

ロギー』には以下のような記述がある。「現実の

るこれらの抽象物の若干を取り出して、そして、

生活に照応する第二の考察方法においては、現

それらを歴史的諸事例で解明するであろう。」

実の生きた諸個人そのものから出発し、そして、

（マルクス／エンゲルス、服部文男監訳『[新

意識をただ彼らの意識としてのみ考察する。／

訳]ドイツ･イデオロギー』新日本出版、1996年、

この考察方法は無前提なのではない。それは、

28-29）つまり唯物弁証法としての論理は、具体

現実的な諸前提から出発し、これを一瞬たりと

的な「各時代の諸個人の現実的生活過程および

も捨て去らない。それの諸前提は、なんらかの

行動の研究」によるということである。そして、

幻想的な完結性と固定性における人間たちでは

『ドイツ・イデオロギー』で、「抽象物の若干を

なくて、特定の諸条件のもとでの彼らの現実的

取り出して、そして、それらを歴史的諸事例で

な、経験的に明白な発展過程における人間たち

解明する」というのである。

である。この活動的な生活過程がしめされるや

( 5 ) Karl Marx, “Einleitung [zur Kritik der Politischen

いなや、歴史は、彼ら自身がまだ抽象的である

Ökonomie]” MEW, Bd.13, s.615(611). マルクス=
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エンゲルス全集からの引用は、原典の頁と括弧

(13)

Friedrich

Umwälzung

内に訳本の頁を記した。
( 6 ) Karl Marx, ibid., s.616-617(612-613).

Engels,
der

Herrn

Wissenschaft,

Eugen

Dührings

MEW,

Bd.20,

s.136-7(152-3).

( 7 ) Friedrich Engels, “Karl Marx, „Zur Kritik der
Politischen Ökonomie”(Erstes Heft, Berlin, Franz

(14) Friedrich Engels, ibid., s.140(156).
(15) Karl Marx, "Einleitung [zur Kritik der Politischen

Duncker, 1859), MEW, Bd.13, s.472(474)).

Ökonomie]" MEW, Bd.13, s.616-618(612-614).

( 8 )「経済学の批判は、すでにえられた方法に従う

(16)

たとえば、マルクスは、1858年 4 月 2 日のマ

場合でも、なお、歴史的または論理的という二

ルクスからエンゲルスへの手紙の中で貨幣と資

とおりの仕方で、これを企てることができた。

本との関連いついて次のように述べる。「単純な

歴史のうえでも、またその文献への反映のうえ

貨幣流通は、それ自身のうちに自己再生産の原

でも、発展は、大綱的には、もっとも単純な関

理をもっていない、そこでそれは、自分を越え

係から、より複雑な関係へと進んでいくもので

てゆけというのである。貨幣においては、 ─

あるから、経済学の文献史的な発展は、批判が

その諸規定の展開がしめるように、 ─流通に

てがかりとすることのできる自然な導きの糸を

入り込んでその中で自分を保ちながら、同時に

提供してくれた、そして、その場合には、経済

流通そのものを生みだしつつある価値 ─資本

学的諸カテゴリーは、大綱的には、論理的発展

─を呼び出すことが措定されている。この移

の場合と同じ序列であらわれるであろう。この

行は同時に歴史的でもある。資本の洪水以前の

形態は、一見、よりいっそう明瞭だという長所

形態は商業資本であるが、この商業資本はたえ

をもっているようにみえる、なぜならば、〔そこ

ず貨幣を発展させる。それと同時に現実の資本

では〕なんといっても現実の発展が追求される

は、貨幣から、または生産を支配する商人資本

のだから。しかし実際には、この形態によると
しても、批判は、せいぜいより親しみやすくな

から、発生する。
」。
(17) Friedrich Engels, Karl Marx, „Zur Kritik der

るにすぎないであろう。歴史は、しばしば飛躍

Politischen Ökonomie“, MEW, Bd.13, s.473(475-6).

的に、かつジグザグに進むものである、そこで

(18) Friedrich Engels, ibid., s.473-4(476-7).

この場合、すべての点でその足跡が追求されな

(19) マルクス『資本論』「第 2 版後記」Karl Marx,

ければならないとすれば、そのために、あまり
重要でない多くの材料がとりあげられなければ

Das Kapital, MEW, Bd.23, s.27(22-23).
(20)

Friedrich

ならないばかりか、思想の道筋も、しばしば中

Umwälzung

断されないわけにはいかないであろう。そのう

s.23(23).

えまた、経済学の歴史は、ブルジョア社会の歴

(21)

Engels,

Herrn

Eugen

Dührings

der Wissenschaft, MEW,

Bd.20,

マルクス／エンゲルス、服部文男監訳『[新

史がなくては書くことができないであろう。し

訳]ドイツ･イデオロギー』新日本出版社、1996

かもあらゆる準備的な仕事が欠けているから、

年、33頁。『ドイツ･イデオロギー』については、

仕事はそれによって限りなく多くなるであろう。

平子友長「廣松渉『ドイツ･イデオロギー』の根

だから、論理的な取り扱いだけが適当だったの
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■論文■

マルクスとアソシエーション
─

新社会のモメントは資本主義のなかにある ─

宮 田 惟 史
《要旨》 マルクスは資本主義のつぎにくる新たな社会を、もっとも多くの場合「アソシエーション（association）」と呼び、資本主義自身のなかにその萌芽をみた。だが、一部の例外を除くこれまでの研究
では、マルクスのアソシエーション論とはどのようなものであったのか必ずしも的確に把握されて
いない。本稿の課題は、マルクスの叙述に即し、かれのアソシエーション分析を再把握することに
ある。とりわけ、マルクスは資本主義社会のなかからどのようにしてアソシエーションのモメント
をつかみだしたのかに焦点をあて考察を行う。
目 次

通説とは異なり、もっとも多くの場合「アソ

問題の所在
１.アソシエーションとはなにか
1.1.なぜ、マルクスは新社会を「アソシエー
ション」と呼んだのか
1.2.資本主義社会とアソシエーションとの本
質的差異
1.2.1.私的労働と社会的労働
1.2.2.賃労働とアソーシエイトした労働
２.資本主義社会のなかにアソシエーションのモ
メントが存在する
３.資本主義自身が生みだすアソシエーションの
主体および物質的諸条件
3.1.私的労働（私的生産）を否定する社会的
労働（社会的生産）の発展の基礎
3.2.アソシエーションへの物質的諸条件の形
成
3.3.アソシエーションへの主体形成
3.3.1.｢全面的に発達した人間」の諸要素の
潜在的形成
3.3.2.資本を社会的に制御するアソーシエイ
トした諸個人の実践的行為
3.4.株式会社・協同組合工場・信用制度の発
展と矛盾の深化
おわりに

シエーション(association)」と呼び、資本主
義自身のなかにその萌芽をみた。本稿の課題
は、マルクスの叙述に即し、かれのアソシエ
ーション分析を再把握することにある。とこ
(1)

ろで、大谷禎之介 などの一部の例外を除く
これまでの研究では、マルクスのアソシエー
ション論とはどのようなものであったか必ず
しも的確に把握されていない。その主な要因
としてつぎがあると考えられる。
ひとつは、アソシエーションと資本主義社
会との本質的差異が、これまで十分に理解さ
れてこなかったことがある。この点が把握さ
れてこなかったからこそ、旧ソ連などの「社
会主義」ないし「共産主義」を「自称」する
国々を、マルクスが論じた未来社会と同一視
し、旧ソ連が崩壊したのはマルクスの理論に
欠陥があったためだ、といった批判が生まれ
たのである。だが、こうした社会が、マルク
ス自身が述べた資本主義のつぎにくる新たな
社会であったか否かは別問題である。本稿で

問題の所在

論じるように、たとえば通説として、新たな
社会においては「国家」や「党・官僚」など
の中央指令機関が主体で、「国家による計画経

マルクスは資本主義のつぎにくる新社会を、

済（統制経済）」が基軸であるといった主張や、
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いわゆる「社会主義」においても「賃労働」

か。また、なぜかれは新社会を「アソシエー

はのこり、したがって「労働市場」を含む市

ション」と呼んだのだろうか。

場システムが両立する、などといった把握が

まず確認すべきは、すでに大谷(2011)が厳

あるが、これらはすくなくともマルクスの見

密に検証したように 、マルク スが新社会 を

解ではない。そこで本稿では、こうした経緯

「共産主義」ないし「社会主義」と呼ぶこと

をふまえ、自称「社会主義国」がどのような

はむしろ稀であった、という点である。マル

社会であるのかを対象とするのではなく、マ

クスは『哲学の貧困』（1846-47年）において、

ルクス自身はアソシエーションをどのように

「労働者階級は、それが発展していくうちに、

捉えたかを明確にすることに眼目をおく。

諸階級とそれらの敵対とを排除するようなア

いまひとつは、マルクスのアソシエーショ

ソシエーション(association)で、旧来の市民社

ン論 ―社会主義や共産主義を含めた未来社

会を置き換えるであろう」(MEW 4 ,S.182)と

会論 ―をめぐっては、それはもともと「理

述べて以降、晩年にいたるまで新社会を、多

念」であり、現実から離れた「理想社会」を

くの場合、「アソシエーション」と呼んだ。こ

描いたものなのではないか、つまり、それは

こではその一部しか 示さない が、たとえ ば

現存の社会からは知ることのできない規範的

『共産党宣言』では、「階級と階級対立とを伴

な構想にすぎないのではないか、という批判

った旧来のブルジョア社会〔資本主義社会〕

がある。だが、以下本稿で詳述するように、

に代わって、各人の自由な発展が万人の自由

マルクスの未来社会論とは、観念的に理想を

な発展にとっての条件であるようなアソシエ

展開するといったものではない。なにより重

ーション(Assoziation)が現われる」(MEW 4 ,

要であるのは、新社会のモメントは、いま眼

S.482)と述べている。また、『資本論』でも、

前にある資本主義社会のなかにこそ存在して

「社会の資本主義的形態が廃止されて、社会

いるのであり、現在の社会自身がアソシエー

がアソシエーション(association)になる……資

ションを形成する主体や物質的諸条件を産出

本主 義的 生産 がア ソシ エー シ ョン(Associa-

するのだ、という点である。したがって、ア

tion)に よ っ て 廃 棄 さ れ る 」(MEGA II / 4.2,

ソシエーションとはどのような社会かという

S.772)などと述べた。

問題は、資本主義認識の問題にほかならない
のである。

さら に注意すべきは、 こ の 新社会 の「主
体」は、「国家」や「国営企業」
、「党・国家官

以上を念頭におきながら、本稿では、マル

僚」などを中心とした組織ではないという点

クスは資本主義のなかからどのようにしてア

である。その「主体」は、あくまで「アソー

ソシエーションのモメントをつかみだしたの

シエイトした諸個人」ないし「アソーシエイ

かを明らかにする。

トした生産者たち」であった。
「発展が進むなかで階級差異が消滅し、ア
ソ ー シ エ イ ト し た 諸 個 人 (associirte
Individuen)の手に全生産が集中されたとき、

１．アソシエーションとはなにか

公的権力は政治的性格を失う。」
（MEW 4 ,
S.482.）／「自由なこの領域のなかではただ

1.1.

なぜ、マルクスは新社会を「アソシ
エーション」
と呼んだのか

次のことにありうるだけである。すなわち、
社会的になった人間、アソーシエイトした
生産者たちが、……この物質代謝を合理的

さて、マルクスは「アソシエーション」を

に規制し、自分たちの共同的制御のもとに

本質的にどのような社会だと捉えたのだろう

置くということ、つまり、力の最小の消費
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によって、自分たちの人間性に最もふさわ

ち「アソーシエイト した諸個 人・生産者 た

しく最も適合した諸条件のもとでこの物質

ち」が主体となり形成された「各個人の十全

代謝を行うということである。」（MEGA II /

で自由な発展を根本原理とするより高い社会

4.2, S.838.）／「そうなれば〔資本主義的な

形態」（MEW 23, S.618）なのである。

生産形態が廃止されれば〕、もろもろの階級
的区別と諸特権とは、それを生みだした経
済的土台とともに消滅し、社会は自由な生

1.2.

産者たちの一つのアソシエーション(an association of free producers)に変えられるであ
ろう。もはや、社会そのものと区別された

資本主義社会とアソシエーション
との本質的差異

1.2.1. 私的労働と社会的労働

政府も国家も存在しないであろう！……生

では、資本主義社会とアソシエーションと

産手段の国民的集中は、共同的で合理的な

の本質的な差異はどこにあるのだろうか。こ

計画にもとづいて社会的な務めを果たす、

こで最も重要であるのは、マルクスは、資本

自由で平等な生産者たちの諸アソシエーシ

主義と新たな社会システムとの分岐点を、所

ョンからなる一社会（a society composed of

有形態ではなく、労働の特定のあり方（労働

associations of free and equal producers, carry-

の社会的形態）の違いにみたという点である。

ing on the social business on a common and

ここではその差異を要点にしぼって論じたい。

rational plan）の国民的土台となるのである。

まず、資本主義社会とは商品生産が全面化

これが、19世紀の偉大な経済的運動がめざ

した社会であるが、資本主義社会の基礎をな

している目標である。」(MEW 18, S.62.)

す商品生産の成立根 拠は、根 本的に労働 が

さて、マルクスは新社会を「アソシエーシ

「私的労働」として行われているところにあ

ョン」と呼び、その社会の主体は「アソーシ

る。商品生産関係のなかでは、生産者たちは、

エイトした諸個人・生産者たち」にあること

かれらの労働は各人の私事として営まれる私

をみた。だが、なぜマルクスは新社会を「ア

的労働であり、直接にはなんら社会的性格を

ソシエーション」といったのだろうか。結論

もっていない。だが、にもかかわらず、これ

的にいえば、「アソシエーション」とは、本質

ら生産物は、素材的に相互に依存し合ってお

的に、個々人が互いに主体的、能動的、意識

り、その労働は社会の総労働の一環として社

的に結びつく行為によって、そのような人び

会の総欲求を満たさなければならない。結論

との相互間の関わり（Verhalten）を基礎に形

的にいえば、私的労働は、「価値」という形態

成される社会だからである。マルクスは、「資

によって社会的統一性を獲得するのであり、

本」や「国家権力」などの外的力が個々人の

労働生産物が商品形態をとるのも、労働が私

連関を掌握し、人びとが受動的、強制的、無

的労働として行われているからなのだ 。さ

意識的に結合させられるさいには、「結合され

らに、商品交換の発展を通じ、必然的に、商

た（kombiniert, combined, combiné）」という形

品の価値は貨幣の形態で自立的形態を獲得す

容詞を使うのにたいして、人びとが主体的、

るのであり、人びとのあいだの生産関係は、

能動的、意識的な関わり（Verhalten）によっ

商品と貨幣という物象的諸関係をとることと

て結合するさいには、「アソーシエイトした

なる（生産関係の物象化）。同時に、これを反

（assoziiert, associated, associé）」という形容詞

映し人びとの頭脳のなかに「物神崇拝」とい

を使い、両者を区別した。つまり、アソシエ

う転倒的観念が生みだされる。また、商品お

ーションとはなによりも根本的に、主体的、

よび貨幣という物象は、その担い手を必要と

自発的、自覚的に結びついた諸個人、すなわ

するのだから、たえず物象が人間を引きずり

(2)
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回し、人間個人を支配するシステムが成立す

だが、それだけでは 労働者は 、資本家の 指

る。こ のように、商品 生産関係 は「私的労

揮・監督下に入り剰余価値の生産に従事する

働」という独自な労働のあり方に根源をもつ

ようにはならない。より根本的には、労働者

のだった。

が労働力を売り「賃労働」を行うことを当然

これに対して、アソシエーションとは、労

の自明のことだとして振る舞わなければなら

働生産物が商品形態をとる社会ではない。ま

ない 。そして、労働者がそのように行動す

た、「物神崇拝」という観念が支配し、人間が

るためには、なにより資本家が労働者の「意

商品や貨幣、資本といった物象によって支配

志」を取得することが前提として決定的に重

される社会でもない。アソシエーションでは、

要となる。労働者は、自身の行動を律する力、

商品生産関係が廃棄され、商品や貨幣を含む

自己の意志の力を、資本家である「他者の意

(3)

(4)

物象が消滅する 。すなわち、アソシエーシ

志」(MEW 23, S.351)によって取得されること

ョンでは労働が「私的労働」ではなく、「直接

で、賃労働を行うことになるのだ。「支配関係

に社会的労働」として行われるのである。そ

の前提は他人の意志の取得」
（MEGA II / 1.2,

して、このような直接に社会的な労働が行わ

S.404)であり、資本が労働者を支配するため

れるためには、「社会的生産過程の、すなわち

には、労働者の意志を資本が掌握することが

物質的生産過程の姿態は、それが自由に社会

前提条件である。資本による意志の取得によ

的になった人間たちの所産として人間の意識

って労働者は、資本家の意志をまるで自分の

的計画的な制御」（MEW 23, S.93）のもとにお

意志として能動的活動を行うようになる。す

かれなければならない。つまり、社会的生産

なわち、労働者は資本の意志を規範として自

が、私的労働にもとづく「盲目的な力」によ

分の頭のなかで複製し、これを自分の価値判

って、すなわち市場の価格変動により制御さ

断や行動基準として、自己の意志を抑制し、

れるのではなく、「アソーシエイトした生産者

資本に従属するようになる。具体的には企業

たち（die associirten Producenten）」（MEGA II

への忠誠心や企業に協調的な「労働組合」な

/ 4.2, S.838)が主体となり、社会的生産を「意

どとして現われる。こうしてかれらは労働過

識的計画的に制御」することが、アソシエー

程で他人のものに対する仕方で労働諸条件に

ションの条件となるのだ。くり返しになるが、

たいして振る舞い 、また自己の労働力を売

社会的生産を意識的計画的にコントロールす

り、剰余価値の増大を目的とした労働が自明

る「主体」は、国家や党・官僚からなる統制

のことだとして行動するようになる。このよ

機関などではなく、あくまで意識的、自発的

うにして資本による人間支配が完成し、した

に結びついた諸個人なのである。

がって資本主義的生産が、賃労働を行う労働

(5)

者自身の行為によって存立し、日々再生産さ
1.2.2.

賃労働とアソーシエイトした労働

れることになるのだ。

資本主義社会においては、労働が「私的労

これに対し、アソシエーションにおいては、

働」として行われるだけでなく、同時に「賃

「賃労働」および「労働市場」は廃棄されて

労働」という形態をとっている。「資本主義的

いる。「賃労働は……自発的な手と臨機応変な

生産様式 ― その基礎は賃労働」(MEW 24,

知力と楽しい心をもって自分の仕事をこなす

S.344)である。賃労働においては、労働する

アソーシエイトした労働（associirte Arbeit）に

諸個人は労働諸条件から切り離されており、

席を譲って消滅すべき運命にある。」(MEW

生きていくためには、自己の労働力を商品と

16, S.11-12.）資本主義社会の消滅とは、労働

して資本家に時間決めで売り、労働力の価値

する諸個人が労働諸条件から分断、対立させ

の対価として賃金をえることを強制される。

られている状態が消滅することである。つま
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り、かれらが資本家から生産手段を「収奪」
し、労働する個人と労働の客体的諸条件との

２．資本主義社会のなかにアソシエ
ーションのモメントが存在する

統一が回復され、「個人的所有が再建」(MEW
23, S.791)されるのである。このもとでは、労
働する諸個人は、自己の労働力を商品として

さて、いまアソシエーションの最深の基礎

売る必要がなくなるのだから、労働力の売買、

および資本主義との差異についてみた。だが、

労働市場は消滅する。その一方で、かれらは、

当然つぎのような疑問がうまれるだろう。マ

自己の生産手段によって、自己の生産物を生

ルクスのアソシエーション論 ―社会主義や

産することができる生産者であるのだから、

共産主義を含め ―とは、やはり観念的な理

資本家による剰余価値の搾取が、したがって

念なのではないか、したがってかならずしも

資本による支配がなくなり、賃労働が廃棄さ

実現できるとはいえないユートピアなのでは

れると同時に疎外意識もなくなる。そして、

ないか。すなわち、アソシエーションとは、

こうし た賃労働にとっ て代わる のが、主体

現存の社会からは知ることのできない、たん

的・自発的に結びついた諸個人が意識的・計

なるひとつの規範的な構想にすぎないのでは

画的に全生産を制御して行う、直接に社会的

ないか、という疑問である。こうした態度は、

な労働である「アソーシエイトした労働」で

典型的には「空想的社会主義」にあたるとい

ある (6)。このもとで労働は、各個人の個性や

える。

能力を自由に全面的に発揮・発展させる行為

だが、マルクスの未来社会論とは、観念的

となる。すなわち、「自発的な手と臨機応変な

に理想を展開するといったようなものではな

知力と楽しい心とをもって自分の仕事をこな

い。なにより重要であるのでは、新社会の諸

すアソーシエイトした労働」、「労働が生活の

要素は、現在の社会のなかに潜在的にはすで

ための手段であるだけでなくて、それ自体が

に存在しているのであり、資本主義社会自身

第一の生活欲求となる」（MEW 19, S.21）の

が、たえずアソシエーションを構成する主体

である。

や物質的諸条件を生み出すのだ、という点で

さらにマルクスは、「共同的で合理的な計画
にもとづいて社会的な務めを果たす、自由で

ある。マルクスは、『経済学批判』序言および
『資本論』で次のように述べた。

平等な生産者たちの諸アソシエーションから

「ブルジョア的生産諸関係は、社会的生産

なる一社会」(MEW 18, S.62)とも述べたよう

過程の最後の敵対的形態である。……ブル

に、「自由で平等な生産者たち」が主体となり、

ジョア社会の胎内で発展しつつある生産諸

かれらが大小さまざまな複数の「諸アソシエ

力は、同時にこの敵対的な解決のための物

ーション」を構成し、それらも互いにアソー

質的諸条件をもつくりだす。したがって、

シエイトしてフィードバックし合いながら、

この 社会構成体で人間 社 会 の前史 は終わ

社会的生産を「共同的で合理的な計画」のも

る。」(MEW 13, S.9.)／「ブルジョアジーを

とにおく一社会を、アソシエーションと捉え

その無意志、無抵抗な担い手とする産業の

た。こうしたもとではじめて、「各個人の十全

進歩は、競争による労働者の孤立化に代え

で自由な発展を根本原理とするより高い社会

て、アソシエーション（Assoziation）によ

形態」(MEW 23, S.618)、すなわち、「各人の

る労働者の革命的団結をもたらす。だから、

自由な発展が万人の自由な発展にとっての条

大工業が発展するにつれて、ブルジョアジ

件であ るようなアソシ エーショ ンが現われ

ーが生産を行い生産物を取得するさいに拠

る」（MEW 4, S.482）のである。

って立つ基礎そのものが、ブルジョアジー
の足元から取り払われる。だからブルジョ
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アジーは、なにをおいても、自分自身の墓

それはいかにして形成されるのだろうか。

堀 人 を 生 産 し て い る の だ 。」（ MEW 23,

先に述べたように、商品生産が支配的であ

S.791.）

る資本主義的生産様式の最深の基礎は、労働

この記述に従えば、資本主義自身が自己の

が「私的労働」として行われている点にあっ

胎内の なかでこの社会 を終わら せるための

た。これにたいして、アソシエーションにお

「物質 的諸条件」をつ くり、自 身の「墓堀

ける労働とは、私的労働でも、個別的労働で

人」である新たな社会の主体を生みだすので

もないという二重の意味で「直接に社会的労

ある。したがってマルクスによると、「ブルジ

働」なのであり、主体的に結びついた労働す

ョア社会そのものの胎内に孕まれている

る諸個人たちが、社 会的生産 の全体を意 識

（pregnant）新しい社会の諸要素を解放する

的・計画的にコントロールして行う労働であ

（set free）こと」(MEW 17, S.343)が必須であ

った。したがって、資本主義社会が孕むアソ

り、こうした資本主義社会のなかにある新社

シエーションのモメントの基軸は、まずもっ

会の萌芽を具体的に位置づけることこそが決

て資本主義社会がその内部で私的労働と私的

定的なのである。『資本論』第 1 部（初版序

生産を否定する対立物である、社会的労働と

文）にも述べられているように、この著作の

社会的生産を成長させるということにほかな

目的は、「現代社会の経済的運動法則を暴くこ

らない。

と」であるが、資本主義経済を理論的に徹底

そこで重要であるのは、「協業はつねに資本

的に分析することによってはじめて、資本主

主義的生産様式の基本形態」(MEW 23, S.355)

義社会のなかに存在するアソシエーションの

であり、「協業」こそが、多数の結合した労働

モメントを把握することもできる。そして、

者の計画的な協働・共同作業を、したがって

こうした諸要素を解放し育てることができる

社会的労働と社会的生産、労働の社会的結合

のならば、われわれは資本主義が新社会を産

を生み出す現実的土台となるということであ

みおとす「産みの苦しみを短縮し和らげるこ

る。協業は、「資本主義的生産の出発点」をな

とはできる」（MEW 23, S.15-16）のである。

しており、その基礎のうえで「資本主義的生

このように、マルクスのアソシエーション

産は、労働過程が一つの社会的過程に転化す

論とは本質的に、人間が解放された理想的な

るための歴史的必然性として現われる」(MEW

社会や構想を描いてみせたというものではな

23, S.354)のである。「協業」は、「資本主義的

く、資本主義経済の概念的な分析から析出さ

生産過程に固有な、そしてこの生産過程を独

れたものなのである。

自なものとして区別する歴史的形態」（Ibid）
であり、「マニュファクチュア」および「大工
業」という資本主義の各々の段階に共通する

３．資本主義自身が生みだすアソシ
エーションの主体および物質的
諸条件
3.1.

私的労働
（私的生産）
を否定する社会
的労働
（社会的生産）
の発展の基礎

基盤である。ここにこそ、直接に社会的労働
であるアソーシエイトした労働の潜在的土台
がある。

3.2.

アソシエーションへの物質的諸条
件の形成

では、より具体的に、資本主義社会のなか

「協業に基づく分業」(MEW 23, S.356)であ

に孕まれているアソシエーションの主体およ

るマニュファクチュア的分業は、社会的労働

び物質的諸条件とはどのようなものか。また、

と社会的生産とを形成する。「マニュファクチ
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ュア的分業は、……いくつもの社会的生産過

うまったく近代的な科学をつくりだした。社

程の質的編成と量的比例性、つまり一定の社

会的生産過程の種々雑多な外見上は無関連な

会的労働の組織をつくりだし、同時にまた労

骨化した諸姿態は、自然科学の意識的に計画

働 の 新 た な 社 会 的 生 産 力 を 発 展 さ せ る 。」

的な、それぞれの所与の有用効果に応じて体

（MEW 23, S.386.）

系的に特殊化された応用に分解された。……

さらに、「協業」のなかで生産過程を科学の

現代の工業は、ひとつの生産過程の現存の形

技術的応用に転化させることを本質的契機に

態をけっして最終的なものと見ないし、また

もつ「大工業」において、私的労働の対立物

そのようなものとしては取りあつかわない。

である、社会的労働と社会的生産（労働の社

それだからこそ、現代の工業の技術的基盤は

会的結合）は一層発展する。重要であるのは、

革命的なのである。」（MEW 23, S.510-511）

このもとでアソシエーションの物質的条件お

なお、こうした絶えざる物質的諸条件の変

よび主体が形成される点である。まず、「機械

革による資本の生産力の発展は、直接には相

としての労働手段」によって、生産過程を意

対的剰余価値の増大、つまり資本の時間の拡

識的に制御するための「物質的存在様式」が

大として現われざるをえない。だが、これは

与えられる。これによって「協業」が「技術

労働時間の短縮、つまり「資本の時間」から

的必然性」になる。「機械としての労働手段は、

「自由時間」への転化を可能にする現実的基

人力の代わりに自然力を利用し、経験的熟練

礎となるのであり、次節で見るように新たな

の代わりに自然科学の意識的応用に頼ること

主体を形成するさいの不可欠の潜在的条件な

を必然的にするような物質的存在様式を受け

のである。

取る。……機械体系では、大工業は一つのま
ったく客体的な生産有機体をもつのであって、
これを労働者は既存の物質的生産条件として
自分の前に見いだす。……機械は、後に述べ
るいくつかの例外を除いては、直接に社会的
になった労働すなわち共同的な労働によって

3.3.

アソシエーションへの主体形成

3.3.1. 「全面的に発達した人間」の諸要素の潜
在的形成

のみ機能する。だから、労働過程の協業的な

さて、大工業は「物質的諸条件」のみなら

性格は、いまでは、労働手段そのものの性質

ず、アソシエーションの「主体」である「ア

によって命じられた技術的必然性になるので

ソーシエイトした諸個人」、「各個人の十全で

ある。」（MEW 23, S.407.）

自由な発展」のモメントを形成する。

大工業においては、マニュファクチュアの

「現代の工業は、機械や化学的工程やその

ような人間の手の熟練度を考慮する必要はな

他の方法によって、生産の技術的基礎とと

くなり、「機械」という「資本主義的生産様式

もに労働者の諸機能および労働過程の社会

の物質的基礎」（MEW 23, S.451）を通じ、生

的結合をもたえず変革する。したがってま

産過程は力学や科学などの技術的応用に転化

た、それは社会のなかでの分業をたえず変

するのである。さらに、資本主義的生産は利

革し、大量の資本および労働者の大群とを

潤の最大化を目的とした生産であり、労働の

一つの生産部門から他の生産部門へと絶え

社会的生産力の発展を強制するのだから、新

まなく投げ出し投げ入れる。したがって、

たな技術的基盤の変革をたえず行なわざるを

大工業の本性は、労働の転換、機能の流動、

えず、同時に、アソーシエイトした諸個人に

労働者の全面的可動性を必然的にする。」

よる生産過程の意識的制御の物質的条件が形

（MEW 23, S.511.）

成される。「大工業の原理は、……技術学とい

「大工業の本性」は、「いろいろな労働の転
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換、したがってまた労働者のできるだけの多

件」(MEW 23, S.507)とするのであり、教育を

面性を一般的な社会的生産法則として承認」

剰余価値の生産のために条件づける。だがそ

(MEW 23, S.512)し、「さまざまな社会的機能

の一方で「〔工場法における〕この教育は、一

を自分のいろいろな活動様式としてかわるが

定の年齢から上のすべての子供たちのために

わる行うような全体的に発達した個人をもっ

生産的労働を学業および体育と結びつけよう

てくる」(Ibid.)ことを強制する。このように

とする」のであり、それはすべての人間にと

資本主義的生産は、アソシエーションの主体

っての「未来の教育の萌芽」となりえ、「全面

を潜在的に形成するという決定的な意義をも

的に発達した人間」の要素を生みだすのであ

つ。だが、その一方で大工業は、その資本主

る（MEW 23, S.508）。

義的形態においては「古い分業をその骨化した
分岐 をつけたままで再生産する」(MEW 23,

3.3.2.

S.511)のであり、多くの労働者を特定の労働

資本を社会的に制御するアソーシエ
イトした諸個人の実践的行為

種類に固定化し、かれらが他の労働部門へ移

このように大工業による社会的生産の拡大

動することは容易ではない。同時に労働者た

は、労働する諸個人に資本の下への従属を強

ちは、働き口がなければ、たえず過剰人口と

いるが、その一方で相対立する「各個人の十

して労働市場の外に投げ出される。このよう

全で自由な発展」の萌芽を形成する。

に資本主義的大工業は、一方では多面的な発

そのうえで重要であるのは、資本主義のも

達した諸個人を要求しながらも、他方でかれ

とで大工業は、資本による支配を強化しなが

らを特定の分業に固定し、不断の犠牲を強い

らも、資本に抵抗する主体をも形成するとい

るという「矛盾」（Ibid）を拡大させる。しか

う点である。「従属する労働者の数の増大につ

し、相対立するなかでではあるが、それ自身

れてかれらの抵抗も大きくなり、したがって

が、固定的で一面化された人間を否定し、多

またこの抵抗を抑圧するための資本の圧力も

面的な労働可能性をもつことを強制すること

必然的に大きくなる。……監督することの必

で、全面的に発展したアソーシエイトした諸

要も増大する。
」（MEW 23, S.350-1.） 先に指

(7)

摘したように、資本による意志の取得によっ

個人の萌芽を生み出すのだ 。
さらに、「大工業は古い家族制度とそれに対

て労働者は、労働過程において資本家の意志

応する家族労働との経済的基礎とともに古い

をまるで自分の意志として能動的活動を行な

家族関係そのものをも崩壊させる」(MEW 23,

うようになり、また自己の労働力を売り、賃

S.513)が、その一方で「大工業は、家族の領

労働を行なうことを自明のことだとして行動

域のかなたにある社会的に組織された生産過

する。こうして労働する諸個人に対する資本

程で婦人や男女の少年や子供に決定的な役割

による支配が成立し、資本・賃労働関係もま

を割り当てることによって、家族や両性関係

た再生産される。ただし注意すべきは、資本

のより高い形態のための新しい経済的基礎を

によって人間が完全に支配しつくされ、従属

つくりだす。」(MEW 23, S.514.)こうして、女

するわけではないという点である。仮に労働

性をひとつの搾取材料に取り込み、男女差別

する諸個人が資本に完全に掌握されるのであ

を温存しながらも、「男女の両性の非常にさま

れば、資本による支配は永劫的であり、資本

ざまな年齢層の諸個人から結合労働人員が構

主義的生産からの転換はありえず、出口のな

成される」のであり、それは性別差別をなく

い閉塞状態に陥ることになろう。だがそうで

し、
「人間的発展の源泉に一変」(Ibid)させる

はない。「支配関係の前提は他人の意志の取

モメントとなる。

得」（MEGA II / 1.2, S.404）であり、支配関係

また大工業は、「初等教育を労働の強制条

は、一方の意志〔資本家の意志〕を促進し、
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他方の意志〔労働者の意志〕を抑圧し、後者

般化〕は、生産過程の物質的諸条件および

の行為を律することによって成り立つのであ

社会的結合を成熟させるとともに、生産過

るが、しかしこれによってもともと存在し抑

程の資本主義的形態の矛盾と敵対関係とを、

制された労働する諸個人の意志それ自体が消

したがってまた同時に新たな社会の形成要

(8)

滅してしまうわけではないのである 。つま

素と古い社会の変革契機とを成熟させる。」

り、労働過程における現実の矛盾が存在する

（MEW 23, S.526.）

以上、意志の矛盾は存続し維持されるのであ

ここでの肝要のひとつは、工場立法は、「す

って、したがって支配関係の背後には労働者

べての社会的生産」を一般的に規制する法律

自身の意志の発現の可能性、資本に反逆する

で あ り 、「労 働 に 規 則 性 、 均 等 性 、 秩 序 」

主体がいつも待ち構えているのだ。だからま

(MEW 23, S.433)を与え、資本を社会的に統一

た資本の支配にたいする抵抗や反逆、葛藤を

的に規制するものだという点にある 。工場

もつ主体がつねに生まれざるをえないのであ

法で定められた決定的な内容のひとつは、「標

り―それが促進または抑制される時期はあ

準労働日の制定」、つまり労働時間の短縮であ

れども―、資本みずからを統一的、斉一的、

るが、これはいかなる個別資本にも、市場競

社会的に規制・制限するアソーシエイトした

争力や規模に関係なく定められた労働時間の

諸個人の実践的行為が、資本主義社会の内部

規制であり、こうした意味でそれは労働の統

から形成されざるをえないのである。

一的な社会的規制である。つまり、資本主義

(9)

そこで、いま一歩この点に立ち入ろう。ア

の枠内であるとはいえ、それは「私的労働」

ソーシエイトした諸個人による資本を社会的

に対立する「労働の社会的性格」の拡大を意

に制御する行為とはどのようなものか。マル

味し、利潤原理を制御する基礎である。

クスの時代でいえば具体的には、「闘争」を通

さらに、労働する諸個人の発達や変革主体

じた「工場立法」の成立がそれである。だが、

の形成という視角からみれば、労働時間の短

これをイギリスの歴史的事例だなどと理解し

縮は、「資本の時間」からの解放、労働する主

てはならない。各国によってさまざまな形態

体の「自由時間」(MEW 16, S.145)の獲得であ

はあれども、現在もなおこうした資本主義的

る。マルクスは自由時間にたんなる休息時間

生産を社会的に規制する行為こそが、アソー

以上の積極的な位置づけを与え、「人間的教養

シエイトした諸個人による社会的労働過程の

のための、精神的発達のための、社会的役割

意識的、自覚的制御の潜在的なモメントであ

を遂行するための、社会的交流のための、肉

る。それは資本主義の枠内であるとはいえ、

体的および精神的生命力の自由な活動のため

資本による支配を否定し、アソシエーション

の時間」(MEW 23, S.280)と規定し、このなか

の諸要素を成長させ、新社会の「産みの苦し

に個性の発達や「社会的役割の遂行」や「社

みを短縮し和らげる」（MEW 23, S.15-16）た

会的交流」をはかりアソーシエイトした変革

めの基軸となるのだ。

主体の形成の場をみいだした (10)。労働日の制

「工場法を……すべての社会的生産の法律

限による自由時間の獲得は、労働者を「時間

に一般化する必要は、大工業の歴史的発展

の主人にすることによって、ある精神的なエ

工程から生じる。」(MEW 23, S.514.）「工場

ネルギーをかれら〔労働者〕に与え、このエ

立法は、社会がその生産過程の自然発生的

ネルギーは、ついにはかれらが政治的権力を

な姿に加えた最初の意識的な計画的な反作

握ることになるようにかれらを導く」（MEW

用、それは……大工業の一つの必然的な産

23, S.320)のである。つまり、こうした労働時

物である。」(MEW 23, S.504）「それ〔資本

間の短縮による自由時間の拡大をなくしては、

主義的生産を規制・制御する工場立法の一

資本に抵抗する十分な主体も形成しえないの
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だ。だから、「社会改革のためのより進んだ諸

そしてこうした主体の行為は、「労働の社会的

方策は、労働日がまえもって制限され、かつ

結合」（協業）という現実的土台が前提されて

規定されたその制限が厳格に強制されるので

はじめて実現できるものであった。

なければ、なんらかの成功の見込みをもって

このように大工業は、資本主義の枠内では

実行することは決してない」(MEW 23, S.319)

あるが、社会的規模で労働する諸個人が主体

のである

(11)

。

となって資本の生産過程を意識的に制御する

このように労働時間の短縮は、利潤原理を

行為をうみだす。

否定する契機であるのと同時に、変革主体を

さらには、資本主義的生産は、「人間と土地

形成するかなめである。もちろんきわめて不

とのあいだの物質代謝を攪乱」するのであり、

十分で はあるが、現在 の日本の 「労働基準

環境破壊によっても、「再び人間と自然との物

法」や国際的な規模でいう ILO 条約等による

質代謝を、社会的生産の規制的法則として、

労働時間の社会的規制の徹底は、いずれも労

また人間の十分な発展に適合する形態で、体

働の社会的性格を高め、アソーシエイトした

系的に確立することを強制」(MEW 23, S.528)

労働の萌芽なのだ。同様に、労働の社会的性

される。そして、こうした工場法を含めた資

格を高めるという観点からいえば、最低賃金

本の社会的規制こそが、「生産過程の資本主義

制度の設立やその引き上げも、資本に対する

的形態の矛盾と敵対関係とを、したがってま

規制であり、すべての個別資本に社会的、統

た同時に新たな社会の形成要素と古い社会の

一的に一定の賃金の保障を強制するという意

変革契機とを成熟させる」(MEW 23, S.526)の

味で、社会的労働と私的労働との対立を緩和

だ。すでにみたように、大工業は性別の区別

させるモメントである

(12)

。

や人種的な相違を温存しながらもそれをとり

さて、いまひとつの肝要は、工場法をはじ

除くし、さらにはすべての個人に一定の「教

めとした資本を強制的に規制する法律は、「国

育」を強制することで、新たな社会の主体を、

家」が資本の欲求に応じて定めた法律なので

「全面的に発達した人間」の萌芽を形成する。

はなく、その形成の「主体」はあくまでアソ

このような諸個人の発達とともに、かれらが

ーシエイトした労働する諸個人

(13)

だという点

社会的生産を自覚的に制御するこころみこそ

である。労働日を規制する労働立法は、「労働

が新社会への道なのである。アソシエーショ

時間の時限や限界や中休みを鐘の音に合わせ

ンへの「産みの苦しみを短縮し和らげる」行

て……画一的に規制するものであるが、これ

為とは、利潤原理を社会的に規制するなかで、

らのこまごました規定は決して議会的思案の

眼前にある新社会の契機を位置づけ、育成す

産物ではなかった」のであり、「それらの定式

ることにほかならないのである

(14)

。

化や公認や国家による宣言は、長い期間にわ
たる階級闘争の結果」
（MEW 23, S.299)であっ
た。つまり、こうした資本の社会的規制は、

3.4.

無意識的にあるいは国家（政府）主導でうま

株式会社・協同組合工場・信用制度
の発展と矛盾の深化

ところで、これまでみた大工業においては、

れてきたものではない。それは、アソーシエ
イトした労働する諸個人が主体となり ―ユ

大多数の資本は、実際には「株式会社」の形

ニオンなどを媒介とした―、「闘争」すなわ

態をとっていることが前提されていた。また、

ち、労働する諸個人が一方的に資本に従属す

「協同組合工場」もある。資本主義的生産様

るのではなく、資本を規制し自分の意志にも

式は、これらさまざまな形態で、自己を否定

とづき生産過程を自覚的に制御しようとする、

する、私的労働に対立する社会的労働、私的

かれらの意志の発現に根拠をもつのだった。

生産に対立する社会的生産、私的所有に対立
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する社会的所有を発展させていく。すなわち、

だという仕方で関わる経験をつむのである。

アソシエーションへの「過渡形態」を生みだ

このように資本主義的生産様式そのものが、

していくのである。マルクスは次のように言

その内部で、私的労働および賃労働を否定す

う。

る形態を生みだす。さらに、こうした信用制

「資本主義的株式企業も、協同組合工場と

度を通じた株式会社の発展によって、資本は

同様に、資本主義的生産様式からアソーシ

急速な生産の拡張能力をも手にいれる。

エイトした生産様式への過渡形態とみなし

だが、その一方で資本主義的生産様式は、

てよいのであって、ただ、一方では対立が

みずからの矛盾と制限とを人びとの目に見え

消極的に、他方では積極的に廃棄されてい

るかたちで現象させる。資本主義的生産は利

る。」(MEGA II / 4.2, S. 504.)

潤の最大化を目的とした生産であり、そのた

「株式企業」や「協同組合工場」が、なぜ

めに生産力を絶えず発展させるにもかかわら

「アソ ーシエイトした 生産様式 への過渡形

ず、その追求が逆に「利潤率の低下」を現実

態」といえるのかといえば、「協業」を土台に

に生み出すのである。利潤率の低下は、利潤

おいたそれらの形態は、資本主義的生産様式

最大化を目的とする 資本にと って決定的 な

の枠内ではあるが、私的労働と私的生産を否

「矛盾」であり、資本の「制限」である。本

定する社会的労働と社会的生産を潜在的に拡

稿では詳述しないが (16)、諸資本は、この制限

大し、成長させるからである。ここでは詳述

をたえず乗り越えようと運動するが、それが

できないが、「信用制度」を主要な基礎として

同時に一層の利潤率の低下の諸要因を生みだ

成立する「株式会社」は、「資本主義的生産の

すのであり、この矛盾の深化は一時的にその

内部での資本主義的生産様式の廃棄」、「資本

解決のはけ口を「恐慌」に求めざるをえない。

主義的システムそのものの基礎のうえでの資

また中長期的な視点からみても、利潤率は傾

本主義的私的産業の廃棄」であり、「アソーシ

向的に低下せざるをえない―現在の先進国

エイトした生産者としての生産者による所有

での「低成長」や「長期停滞」現象などから

としての所有に、直接的な社会的所有として

も明白である ―。このように、資本は社会

の所有 に、再転化する ための必 然的な通過

的生産と労働の社会的生産力を拡大するが、

点」（MEGA II / 4.2, S.502）である。また、株

それは利潤を目的とする独自な生産関係とた

式会社では生産過程の指揮・監督は、資本家

えず矛盾せざるをえないのであり、その諸現

ではなく「特殊な種類の賃労働者」が行うよ

象を人びとの目に突きつけるのである。ここ

うになり、生産過程において資本家は不要な

からもまた、この矛盾を解消のためには、ア

ものとして現われ、同時に労働する諸個人に

ソーシエイトした諸個人が資本のシステムを

よる生産過程の制御の基礎が築かれる。

社会的に規制し、社会的生産を意識的、計画

さらに、株式会社では対立が「消極的」に

的に制御することが求められるのである。そ

しか廃棄されてないのに対して、「協同組合工

れとともに、眼前の資本主義のなかにある、

場」では、対立が「積極的」に廃棄されてい

上述した新社会のもろもろの社会的なモメン

る。なぜなら、「資本と労働の対立はこの協同

トを位置づけ、それらを自覚的に育てること

組合工場の内部では廃棄されている」（MEGA

がかなめとなるのだ。

II / 4.2, S.504）からである

(15)

。つまり協同組合

工場は、賃労働の廃止の萌芽を内包している
のである。このなかで労働する諸個人は、生
産過程で生産手段や生産物にたいし、資本に
属するものではなく、自分たちに属するもの
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た諸個人（vereinigte Individuen）による自分たち

おわりに

の全生産の制御を前提することほど誤った、ば
かげたことはない。」（MEGA II / 1.1, S.91.）
( 4 ) この点についてマルクスはつぎのように述べて

以上、本稿でみたように、アソシエーショ

いる。「一方の極に労働諸条件が資本として現わ

ンの探究とは、裏を返せば、資本主義認識の

れ、他方の極に自分の労働力のほかには売るも

問題にほかならない。資本主義社会のなかに

のがないという人間が現われることだけでは、

こそ新たな社会の萌芽があり、したがって現

まだ十分ではない。このような人間が自発的に

存社会の徹底的な分析が、新社会の把握にと

自分を売らざるをえないようにすることだけで

って決定的なカギをにぎる。こうした見地か

も、まだ十分ではない。資本主義的生産が進む

らの研究は、一部を除けば、まだはじまった

につれて、教育や伝統や慣習によってこの生産

ばかりではないだろうか。さらには、その現

様式の諸要求を自明な自然法則として認める労

代的意義を示す必要が求められよう。マルク

働者階級が発展」し、労働者が賃労働を行なう

スの時代と比較し、労働の社会的生産力は飛

ことを当然のことと受け入れてはじめて、「完成

躍的に発展したし、資本のシステムの対立物

した資本主義的生産関係の組織はいっさいの抵

である非営利組織（NPO）などの形態も未熟

抗をくじき……労働者にたいする資本家の支配

ながら現われている。また、とりわけ先進諸

は確立する」（MEW 23, S.765）のである。

国は低成長から脱却できず、利潤追求型の社

( 5 )「交換価値そのものと交換価値を生産する生産

会システムは「行き詰まり」ともいえる様相

とが支配的に行われるには、交換価値としての

をも呈している。もちろん、資本主義はその

他人の労働能力が―すなわち自己の客体的諸

矛盾の解消へと一直線に進むことはなく、後

条件から生きた労働能力の切り離しが ―、前

退をも伴うが、利潤原理を社会的に制御し、

提とされるのであり、自己の客体的諸条件にた

新たな社会のモメントを位置づけ、それを解

いして ―あるいは自分自身の客体性にたいし

放する必要は確実に増している。

て ―他人の所有物にたいする様態で関わるこ
とが、自己の客体的諸条件にたいして、一言で

注

いえば、資本にたいする様態で関わることが、

( 1 ) マルクス自身の叙述を徹底的に読み解き、マル

前提とされるのである。」(MEGA II / 1.2, S.412.)

クスのアソシエーション論を展開した先駆的研

( 6 ) なお、「分配の変更」でアソシエーションが築

究に大谷禎之介『マルクスのアソシエーション

かれるわけではなく、根本的には、「アソーシエ

論』（桜井書店、2011年）がある。本稿では、逐

イトした労働」へと労働のあり方が変わり、「生

一その内容を指摘しないが、全体にわたり大谷

産の新しい組織」が必要なのである。マルクス

の研究を継承している。

は『フランスの内乱。第 1 草稿』で次のように

( 2 ) この点については、久留間鮫造・玉野井芳郎

言う。「労働者階級は、かれらが階級闘争のさま

『経済学史（改版）』（岩波書店、1977年、81-89

ざまな局面を経過しなければならないことを知

頁）が厳密なマルクス解釈に基づき卓越した解

っている。労働の奴隷制の経済的諸条件を、自

説を行なっている。

由でアソーシエイトした労働の諸条件に置き換

( 3 )「交換価値、貨幣の基礎」のうえでは、「諸個

えることは、時間を要する漸進的な仕事でしか

人の生産は、直接に社会的ではなく、相互のあ

ありえないこと（この経済的改造）、そのために

いだに労働を配分するアソシエーションの所産

は、分配の変更だけでなく、生産の新しい組織

（the offspring of association）ではない……。だ

が必要であること、あるいはむしろ、現在の組

から、交換価値、貨幣の基礎のうえで、結合し

織された労働にもとづく社会的生産諸関係（現
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在の工業によって生み出された）を、奴隷制の

ら〔労働者たち〕の労働の関連は、観念的には

枷から、その現在の階級的性格から救いだして

資本家の計画として、実際的には資本家の権威

（解放して）、全国的および国際的に調和ある仕

として、かれら〔労働者たち〕の行為を自分の

方で結合する必要があることを、かれらは知っ

〔資本家の〕目的に従わせようとする他人の意

ている。この再生の仕事が、既得の権益と階級

思の力として、かれら〔労働者たち〕に相対す
るのである。」(MEW 23, S.351.)

的利己心の抵抗によって再三再四遅らされ、阻
止されるであろうことを、かれらは知っている。

( 9 ) なお、「社会的生産過程の意識的社会的な統制

現在の「資本と土地所有の自然諸法則の自然発

や規制」は、資本の運動に対する「侵害」であ

生的な作用」を、「自由でアソーシエイトとした

る。「かれら〔資本家〕は、競争という権利のほ

労働の社会的経済の諸法則の自然発生的な作

かには、すなわちかれらの相互の利害関係の圧

用」に置き換えることは、……、新しい諸条件

力がかれらに加える強制のほかには、どんな権

が発展してくる長い過程をつうじてはじめて可

威も認めない」のだから、「資本のもとへの部分

能になることを、かれらは知っている。」(MEW

労働者の無条件従属を、労働の生産力を高くす

17, S.343)またマルクスは、ゴータ綱領批判草案

る労働組織として賛美するブルジョア的意識が、

が「いわゆる分配のことで大さわぎをしてそれ

同様に声高く、社会的生産過程のいっさいの意

に主要な力点をおいていたのは、全体として誤

識的社会的な統制や規制を、個別資本家の不可

りであった」として、「俗流社会主義は（そして

侵の所有権や自由や自律的「独創性」の侵害と
して非難するのである。」(MEW 23, S.377.)

俗流社会主義からさらに民主主義の一部が）ブ
ルジョア経済学者から、分配を生産様式から独

(10) マルクスは、労働時間の短縮の意義について、

立したものとして考察し、また扱い、したがっ

次のようにも述べている。「時間は人間の発達の

て社会主義を主として分配を中心とするもので

場である（Time is the room of human develop-

あるように説明するやり方を受け継いでいる。

ment）。思うままに使える自由時間をもたない人

真実の関係がとっくの昔に明らかにされている

間、睡眠や食事などをとる鈍然たる中断時間は

のに、なぜ逆戻りするのか」（MEW 19, S.22）と

別として、その全生涯が資本家のための労働に

批判している。

吸い取られている人間は、家畜にも劣るもので
ある。」(MEW 16, S.144.)

( 7 ) また大工業は、急速な生産の拡大能力を獲得す
るがゆえに、相対的過剰人口からだけでなく、

(11)

マルクスは労働日の制限の重要性について、

「不断に移民」(MEW 23, S.482)からも労働力を

つぎのようにも述べている。「労働日の制限は、

補充する。移民も当初は差別された単純労働者

それなしには、いっそうすすんだ改善や解放の

であったとしても、工場法を通じ「労働の規則

試みがすべて失敗に終わらざるをえない先決条

性、均等性、秩序」(MEW 23, S.433)が人種や民

件である。／それは、労働者階級、すなわち各

族、宗教にかかわりなく適用されることで、一

国民中の多数者の健康と体力を回復するために

方で資本は、人種や民族的偏見により低賃金や

も、またこの労働者階級に、知的発達をとげ、

不安定な労働者として酷使し差別の温存を強い

社交や社会的・政治的活動にたずさわる可能性

ながらも、他方でかれらの相違をなくし、人間

を保障するためにも、ぜひとも必要である。」

的発達の要素が形成されていく。

(MEW 16, S.195-196.)

( 8 ) 労働者の意志が、資本家の意志の力によって抑

(12)

制されたとしても、現実の矛盾が存在するかぎ
り両者の意志の対立が解消されるわけではない

―この点は、宮田和保『資本の時代と社会経

小西一雄「未来社会の足音」（
『政経研究』第

107号、2016年）が同様の指摘を行っており参照
した。
(13)

済学』（大月書店、1999年）を参照―。「かれ
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なお、労働組合などを通じた「就業者と失業

者との連結」、総じて諸個人のアソーシエイトは、

資本の法則を「かき乱す」。「かれら〔労働者た

題と展開：『資本論』第 3 部第 5 篇草稿に拠っ

ち〕が労働組合などによって就業者と失業者と

て」（同上、第52巻第 3 号、桜井書店、2015年）

の計画的協力を組織して、かの資本主義的生産

を参照されたい。

の自然法則がかれらの階級に与える破滅的な結
果を克服または緩和しようとするやいなや、資

（みやた

これふみ

駒澤大学准教授）

本とその追従者である経済学者とは、「永遠な」
いわば「神聖な」需要供給の法則の侵害につい
て叫びたてるのである。すなわち、就業者と失
業者との連結は、すべて、かの法則の「純粋な」
働きをかき乱すからである。」(MEW 23, S.669670.)
(14) 以上からも、マルクスは「資本の文明化作
用」によるグローバルな「資本の本源的蓄積」
の促進や、資本の支配下での強力的な資本主義
化（現在でいう新自由主義の発展）を歴史的必
然だとして、それを徹底すれば資本主義は自動
的に崩壊するなどとは考えていないことがわか
るだろう。いわゆる「自動崩壊論」は、アソー
シエイトした諸個人が自覚的に資本を制御する
のなかで、新社会を産み落とす「苦難」を軽減
する道―「〔新社会の〕生みの苦しみを和らげ
る」(MEW 23, S.15-16)という道―や、新たな
社会のモメントである主体や物質的諸条件の具
体的分析を看過している。こうした見解は、マ
ルクスの見地と相反する。
(15) マルクスは、「協同組合」を資本主義的システ
ムに代わるアソーシエイトした新たな組織とし
て、それにきわめて高い位置づけを与えている。
「もしそれ〔協同組合的生産〕が資本主義的シ
ステムにとって代わるべきものとすれば、もし
アソーシエイトした協同組合的諸組織が一つの
計画にもとづいて全国の生産を調整し、こうし
てそれを自己の制御のもとにおき、資本主義的
生産の宿命である不断の無政府状態と周期的痙
攣とを終わらせるべきものとすれば、―諸君、
これこそ共産主義、「ありうる」共産主義でなく
てなんであろうか。」(MEW 17, S.343.)
(16) 利潤率の傾向的低下法則および恐慌分析につ
いては、拙稿「
『資本論』第 3 部第 3 篇草稿の課
題と意義」（『季刊 経済理論』第51巻第 2 号、桜
井書店、2014年）および「マルクス信用論の課
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（受付日：2018/09/03、受理日：2018/09/18）

■論文■

労働力商品の価値論的分析
─ 労働力価値の析出と剰余価値の新しい概念 ─

今 井

拓

《要旨》 標準的労働者の受け取る賃金は、商品として販売され、機能している労働力の再生産費に規定さ
れている。賃金が労働力商品の価値どおりに支払われると、傷病、高齢及び不況等による失業と所
得の喪失は労働者を直ちに貧困に落とし込むことになる。これが労働力商品の基幹的な矛盾である。
そして社会ファンド（社会保障制度を支える基金）が剰余価値から確保されなければならないこと
も、賃金が労働力商品の価値により規定されていることの結果である。ここから、不生産的労働者
の賃金、社会ファンド、利潤の 3 つの基幹的カテゴリーを含む、剰余価値の新しい概念が現われて
くる。それは、資本制社会の現代的な変質、市民社会としての発展、充実を反映しているのである。

実在商品説は、労働力商品の実在性を認め

目 次
はじめに
第 1 章 労働力商品とは何か
第 2 章 労働力の価値の範囲の限定
(1) 商品として販売され、労働過程で機能して
いる労働力に限定する
(2) 家族の養育費は、世代的再生産の過程にあ
る労働力の維持・形成費に限定する
(3) 労働力の実体的対象的な属性の維持に役立
つ生活諸手段等に限定する
(4) 商品として市場で供給されている生活諸手
段等に限定する
(5) 生活手段等の価値を上回る金利部分、地代
部分、独占商品における価値を上回る差額部
分は労働力の価値からは除外される
小括：労働力の商品化とはどういう事態か?
第 3 章 剰余価値の新しい概念:3 つの基幹的カテ
ゴリー
(1) 不生産的労働者の賃金
(2) 社会ファンド
(3) 利潤
おわりに

る考えで、この立場からは、労働力の価値も
実在し、この価値が労働力商品の価格を規定
することになる。したがって、労働力商品に
おける価値実在説となる。擬制商品説は、労
働力商品の実在性を認めない考えで、労働力
商品の価格が一定の価値量により規定される
ことも否定する。したがって、労働力商品に
(1)

おける価値擬制説ということになる 。
この理論的対立の現実的な基盤は、労働者
階級に属する者たちの受け取る賃金に大きな
格差が現に存在していることにあるだろう(労
働政策研究研修機構[2016]）。実在商品説は、
大きな格差にも係わらず、賃金は価値に規定
される、と言い、擬制商品説は、大きな格差
故に、賃金は一定の価値に規定されていると
は考えられない、と主張しているのである。
このふたつの学説の対立は、いくつかの論
点について解明が必要であることを示してい

はじめに

る。第 1 に、賃金は何に規定されるのか、と
いう点である。賃金は、労働力の価値だけに
規定されるのではない。理論的には、賃金は、

労働力商品の理論的研究を大ぐくりに分類

さしあたり、フェミニスト派の主張するよう

すると、実在商品説と擬制商品説に分けるこ

に、①価値による規定、②労働市場の状況に

とができるであろう。

よる規定、③資本家や資本制社会による差別

- 91 -

的ないしは合理的評価による規定、の 3 つの

を規定することになるであろう。剰余価値を

規定を受けると言えるだろう。これら 3 つの

諸カテゴリーに分析し、剰余価値の概念を正

規定性は、賃金の 3 つの概念、①生活を支え

しく規定することは、現代資本制社会の分析

る所得としての賃金（生活賃金）、②市場で決

にとって、基幹的に重要な理論課題だと思わ

定される価格としての賃金（市場賃金）、③社

れるが、これまでの研究は、この課題に本格

会的実 践としての賃金 （差別賃 金や最低賃

的に取り組んでこなかった。それは、労働力

金 ・ 社 会 賃 金） を 生 み 出 して い る（ Figart,

の価値の概念が十分に限定されてこなかった

Mutari, and Power[2002]）。これらの賃金概念

ためである。

に照らして考えると、労働力商品の価値実在

本稿はこれらの課題に取り組むのであるが、

説は、生活賃金の側面を捉えており、価値擬

第 1 章において、労働力商品の概念を規定す

制説は、価格としての賃金の側面を捉えてい

る。第 2 章において、労働力の価値の範囲を

ると言えるだろう。そして、それらは、賃金

限定する。第 3 章において、剰余価値を 3 つ

の規定性の一面でしかなく、両側面を統一し

の基幹的なカテゴリーに分析し、剰余価値の

なければならないのである。しかしながら、

新しい概念を規定する(2)。

この賃金の 3 つの側面を提起したフェミニス
ト派の理論は、労働力商品の概念を抜きに構
築されており、現象的把握に留まっている。
この賃金のふたつの規定性を統合して労働力

第１章 労働力商品とは何か

商品の概念を規定することが必要だと、私に
は思われる。
第 2 に、労働力の価値とは何か、という点

マルクスは、『資本論』第 2 編第 4 章第 3 節

である。従来、労働力商品の価値実在説の立

の冒頭において、労働力商品について、次の

場から、労働力の価値は、労働力の再生産費、

ように説明している。資本家が利益を得る為

あるいは労働者家族の維持費と考えられてき

には、その消費から価値を引き出すことがで

た。しかしながら、価値擬制説が指摘するよ

きるような特殊な商品を見つけなければなら

うに、マルクスは、本来、労働力の価値は、

ないことを指摘した後、「貨幣所有者は、市場

労働力商品を販売している当の労働者本人の

でこのような商品を ―労働能力または労働

肉体的精神的諸能力の維持費に帰着する、と

力を見出すのである。/われわれが、労働力ま

していたのであり、家長の賃金で労働者家族

たは労働能力というのは、人間の肉体、生き

全体の維持費が支えられる場合、この賃金は、

た人格性のうちに実存していて、彼がなんら

本来の労働力の価値ではなく、労働者家族の

かの種類の使用価値を生産するそのたびごと

維持費に規定されている、と考えるべきなの

に運動させる、肉体的精神的諸能力の総体の

である（鈴木[1999]256-259）。つまり、価値

ことである。」（Marx[1890；1965]181）と定

擬制説は、労働力の価値の無限定的な把握と

義している。

いう価値実在説の誤りを適切に批判している

価値実在説と価値擬制説は、このマルクス

と評価することができる。したがって、論争

の労働力商品の定義から直接分岐している。

を踏まえて、研究を発展させていく本道は、

価値実在説は、マルクスの言う人間の肉体、

労働力の価値を適切に限定していくことであ

生きた人格性のうちに実存する肉体的精神的

ると、と思われる。

諸能力の総体の商品化としての労働力商品は

しかしながら、第 3 に、労働力の価値の適

実在すると考える。それに対して、価値擬制

切な限定は、必然的に剰余価値の新たな概念

説は、そもそも、この商品とされている肉体
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的精神的諸能力は、人間の肉体、生きた人格

される関係ないしは構造は実在する」(134)。

性のうちに実存し、人間から切り離すことは

私は、労働力商品の実在性は否定できない

できないのであるから、商品とは認めがたい

と考える。鈴木氏は、人間の身体、生きた人

と考えている。つまり、労働力商品は実在し

格性から切り離せない労働力は、対象的存在

ない。価値擬制説は、さしあたり、労働力商

ではなく、実体的存在ではない、というのだ

品擬制説として現れてくるのである。後者は

が、それはおかしい。労働力商品は、実体的

明らかにマルクスの労働力商品の定義を改変

対象的存在であるからこそ、購入された後、

していると考えられる。

労働過程で統制することが可能なのであり、

労働力商品の擬制性の主張の眼目は、購入

そもそも、日々再生産され、機能することが

された労働能力が、労働過程において購買者

できるのも、労働能力が実体的対象的な存在

の統制を受け支配されることを労働力商品の

だからである。労働力商品の実在性を踏まえ

本質と捉える点にある（鈴木1999：142）。私

ることなしには、その機能や関係構造を理解

は、労 働力商品の本質 は、労働 過程の指揮

することも難しい。この点にこそ、労働力の

権・命令権が買い手に属することだ、という

価値を理解する鍵があるからである。次に、

擬制説の主張には同意する。擬制説によるこ

そのことを検討しよう。

の労働力商品についての本質規定は、とりわ

マルクスは、上述のように労働力商品を定

け、購入された労働力が生産的に使用される

義した上で、労働力の価値について、次のよ

場合と不生産的に使用される場合に全く異な

うに詳しく説明している。

る機能を果たすので重要である。前者におい
ては、この商品の消費は剰余価値を形成する

労働力の価値は、他のどの商品とも同じく、こ

可能性がある。後者においては、この商品の

の独特な物品の生産に、したがってまた再生産に必

販売者に剰余価値が分配されることになるの

要な労働によって規定されている。労働力そのもの

(3)

である 。

は、それが価値であるかぎり、それに対象化された

しかし、擬制説が、労働力商品の実在性を

社会的平均労働の一定分量をあらわすのみである。

も否定してしまうことは問題である。鈴木氏

労働力は生きた個人素質として実存するのみである。

は、労働能力と労働者の不可分性についての

したがって、労働力の生産はこの生きた個人の生存

従来の議論について、次のように述べている。

を前提する。この個人の生存が与えられていれば、

「この議論の根底に存在する事実は、むしろ、

労働力の生産とは、この個人の自身の再生産または、

労働力商品は生産と流通とをつらぬく労資の

維持のことである。自分を維持するために、生きた

関連全体の中で機能しうる概念なのであって、

個人は、一定量の生活手段を必要とする。したがっ

経験的に存在するモノとして独立させること

て、労働力の生産に必要な労働時間は、この生活諸

は出来ない、という点にある。そして、この

手段の生産に必要な時間に帰着する。すなわち、労

点に踏み込むこと無しに、労働能力がモノた

働力の価値は、労働力の所有者の維持に必要な生活

りうるか否か、商品たりうるか否かを議論す

手段の価値である。とはいえ、労働力はその発揮に

るのは皮相である。労働力商品なるものは、

よってのみ自己を実現し、労働の中でのみ確認され

労働能力としての実体的存在でない限りでは、

る。しかし、労働力の確認である労働によって、人

それは、モノとしての実在性を欠いた擬制的

間の筋肉、神経、脳髄などの一定分量が消耗させら

な 商 品 カ テ ゴ リ ー な の で あ る 」（ 鈴 木

れるのであって、それは再び補われなければならな

[1999]141）。「取引対象として労働能力は実在

い。この出力の増加は投入の増加を条件とする。労

せず、それが擬制的な説明概念であるとして

働力の所有者は、きょうの労働を終えたならば、あ

も、このように擬制化された表現によって示

すもまた、力と健康との同じ条件の下で同じ過程を
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繰りかえすことができなければならない。したがっ

る。実際にはこのようにして労働者の慣習的生活水

て、生活諸手段の総量は、労働する個人を労働する

準と、それの下限とが決定されていくのである。

個人として、その正常な生活状態で維持するのに足

（鈴木[1999]250）

りるものでなければならない。食物、衣服、暖房、

われわれの考えでは、労働者に支払われる賃金

住居などのような自然的欲求そのものは、一国の気

価値をそれに帰属させることができるものとして存

候その他の自然の独自性に応じてことなる。他面で

在するのは、慣習的生活水準を基礎とする労働者の

は、いわゆる必需欲求の範囲は、その充足の仕方と

維持費、しかも労働者の家族全体の維持費を含むそ

同様に、それ自身一つの歴史的産物であり、それゆ

れ、だけである。(252)

え、多くは一国の文化段階に依存するのであり、と

補充要員としての労働者の子供の養育費が「労

りわけまた、本質的には、自由な労働者の階級がど

働力の価値」規定に含まれるのは、賃金によって、

のような条件の下で、それゆえどのような慣習と生

労働者家族全体が維持されることの結果であるに過

活欲求とをもって形成されたか、に依存するのであ

ぎない。こう見なければ、労働力の価値のうちに子

る。したがって、労働力の価値規定は、他の商品の

供の養育費をうまく参入できない。（257）

場合とは対照的に、歴史的かつ社会慣行的な一要素

鈴木氏は、労働力商品の実在性を狭く解し、

を含んでいる。とはいえ、一定の国、一定の時代に
ついては、必要生活手段の平均範囲は与えられてい

労働の対象化された独立体の存在と同視して

る。（Marx [1890；1965]184-185）

いる。そこで、この独立体の再生産に必要な
生産手段に子供の養育費を算入できない、と

以上のマルクスの説明において、労働力の

考えているのであろう (4)。そしてさらに、擬

価値は、まさに労働力商品の実体的対象的側

制商品説は、労働力商品の実在性を否定する

面から規定されている。労働力商品の価値規

為に、当然に、労働力の価値の概念も否定す

定は、歴史的かつ社会慣行的な一要素を含む

ることになっている。つまり、賃金が高くな

とマルクスは、注意しているが、それは、労

れば、それに規定されて、本来労働力の価値

働能力の実体的対象的な属性の維持、再生産

のうちに入らない労働者家族全体の養育費が

の為に、標準的にどのような生活手段がどの

この商品の価格を規定する「価値」のうちに

程度消費されるか、ということを画一的に言

入り込むのであると。この「価値」はもちろ

うことはできない、という意味であって、労

ん、すでに労働力の価値ではない。しかしな

働能力の実体的対象的な属性の維持、再生産

がら、鈴木氏のこの考察は、従来の価値実在

と係わりなく労働力の価値が決まる、という

説のうち価値外在説の論者の間に散見される

ことではもちろんない。価値擬制説も、その

難点を指摘したという点では正鵠を射ている。

ことは了解している。価値擬制説は、労働力

それらの論者は、労働力商品の再生産費に労

商品の実在性を否定することで、この労働力

働者の子供の養育費のみならず、労働者家族

の実体的対象的な維持、再生産と係わり無く

の全体の養育費を算入することによって、労

労働力商品の価格が規定されることを積極的

働力商品の価格が労働力の価値によって規定

に肯定するのである。

されることを事実上否定してしまう立場に立

鈴木氏は、次のように言う。

っていたからである(5)。

……労働力商品の「価値」はそれぞれの取引時

対象的属性自体を否定することにより、剰余

点で、需給関係を背景とする力関係によって決定さ

価値を利潤に解消してしまった。価値擬制説

れる労働力商品の価格を、一定期間をとって平均化

においては、剰余価値は、労働者によって生

したものとして与えられる以外にないように思われ

産される商品価値量と労働者家族が全体で消

一方、価値擬制説は、労働力商品の実体的
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費する商品価値量の差額として与えられてい

とされる生活手段等は労働力の価値に含まれ

る。ここでは、剰余価値は、生産過程から生

ない、ということである。第 2 に、世代的再

じるのではなく、生産者(資本)による商品の

生産を考慮すれば、労働力の価値は、本人と

販売量(額)と消費者(労働者家族)による商品

子供ひとり分で消費する生活手段の価値に帰

の購買量(額)の差額として現れる単なる利潤

着する。つまり、子の母親の消費する生活手

に転化している。価値擬制説の難点は、賃金

段の価値を含まない。第 3 に、労働力の実体

の価値論的な分析を不可能とするだけではな

的対象的な維持の為に必要な生活手段が労働

く、剰余価値を利潤に解消することにより、

力の価値を規定する。労働力は肉体的精神的

剰余価値の概念の把握をも不可能にしたとこ

な能力であるから、労働力の価値には、一定

ろにある。

の精神的な能力を形成し、維持するために必

以上の検討を踏まえて、労働力商品とは何

要な生活手段や労働力あるいはサービスの価

か、というテーマに応えておこう。労働力商

値も含まれる。しかし、労働能力の実体的対

品とは、労働者の肉体及び人格と一体である

象的な維持に役に立たない生活手段等は労働

肉体的精神的諸能力の総体を、労働者がその

力の価値に含まれない。第 4 に、労働力の実

所有権を保持しながら一定時間を限って購入

体的対象的な維持の為に必要な生活諸手段等

者に譲渡するものである。購入者は、譲渡さ

が無償ないしは、価値以下の価格で提供され

れた労働能力を自由に消費することができ、

ている場合には、それらの価値は、労働力の

その際、労働過程でこの労働を統制する権限

価値を全く規定しないか、部分的に規定する

を有する。この商品の価格は、実体的対象的

ことになる。つまり、社会保障制度により、

属性から労働力の価値に規定される。しかし、

ニード（need；必要）に応じて無償で提供さ

購買者によるこの商品の消費により、価値が

れる生活手段やサービスの価値は当然、労働

形成されるかどうかは、機能的相関的属性に

力の価値には含まれないのである。第 5 に、

より規定される。生産的消費は剰余価値を形

実体的対象的な属性における使用価値を有し

成するが、不生産的消費は剰余価値を費消す

ない金融商品（金利部分）や土地商品（地代

ることになる。

部分）、あるいは商品の価値を上回る独占価格
で購入された商品の価値を上回る差額部分は、
当然、労働力の価値を規定することはない。

第２章

労働力の価値の範囲の限定

これまで論じてきたように、従来の研究に
おいては、労働力の価値は、労働力商品の実

これらの点について、従来の見解に照らし
て説明を加えて行こう。

（1） 商品として販売され、労働過程で機
能している労働力に限定する

体的対象的属性であるという点が不明確であ

労働力の価値に、災害、疾病、老齢さらに

り、そこから、労働力の価値の範囲が不当に

は失業などのさいの労働不能ないしは中断の

広げられてしまう問題があったと私は考える。

場合の最低生活費を含める見解に対しては、

とりわけ次の点が重要である。第 1 に、労働

従来から批判がある（徳永[1976]80-81等）。

力の価値とは労働力商品の価値なのであるか

通常、労働者は、これらの事態に直面すると

ら、現に雇用関係に入っている労働力の再生

直ちに貧困状態に追い込まれるためである。

産費として限定されなければならない。つま

つまりは客観的には労働能力として存在して

り、怪我や疾病、高齢等による失職時に必要

いても、販売され、機能している労働力を再
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生産する為に必要な生活手段等に労働力の価
値は限定される、ということである。当然に、

労働力の価値は、平均労働者が慣習的に必要と

老齢年金保険や医療保険などの社会保障給付

する生活手段の価値によって規定されている。この

費は、それ自体、労働力の価値には含まれな

生活手段の総量は、その形態が変動することはあっ

い、ということになる。このことはすなわち、

ても、一定の社会の一定の時代には与えられており、

労働力商品の売買がもっぱら市場取引に任さ

それゆえ不変の大きさとして取り扱われうる。変動

れ、労働法制や社会保障制度による社会的規

するのはこの総量の価値である。さらに二つの他の

定を受けない場合には、標準的労働者の賃金

要因が、労働力の価値規定の中に入り込む、一方で

では、老齢による引退時はもちろん、傷病・

は、生産様式と共に変化する労働力の育成費であり、

失業等による雇用の一時的な中断時も含めて、

他方では、男子か女子か、成年か未成年か、という

通常の市民生活を継続するに足る水準とはな

労働力の自然的相違である。これらの異なる諸労働

らない、ということである。賃金が労働力の

量の使用は、これまた生産様式によって制約されて

価値により規定されるということは、労働者

いるが、労働者家族の再生産費および青年男子労働

が現状においてなんとか維持している市民生

者の価値において、大きな差異をつくる。しかし、

活は、遅かれ早かれ不可避的に崩壊する、と

このふたつの要因は以下の研究ではなお除外されて

いうことなのであり、労働者を常に潜在的な

いる（Marx[1890；1965]542）。

貧困者たらしめる状況のことなのである。
船橋氏は、「男子か女子か、成年か未成年か、
という労働力の自然的相違」による価値の違

（2） 家族の養育費は、世代的再生産の過
程にある労働力の維持・形成費に限定
する

いについて、それぞれの労働者の扶養家族数
の違いと解釈して、それにより男女の労働力
の個別的価値が異なると主張しているが、こ

従来の価値外在説において、家族の養育費

れはおかしい。価値規定に入り込む労働力の

全体を労働力の価値とし、当然に、男女の労

自然的相違という以上、価値量の違いを生み

働力は異なる個別的価値を持つという考えが

出すのは、体格の違いや筋力の違いなどによ

支配的となった。例えば、船橋尚道氏は、次

る労働力の機能量＝精神的肉体的消耗量の違

のように述べていた。（マルクスの記述で）

いに基づく生活諸手段等の消費量の違いであ

「労働力の価値を変化させる要因として労働

るだろう。それに対して、労働者の扶養家族

力の発達費（養成費）と、労働力の自然的相

数の違いによる生活手段の量的差異は、自然

違のふたつがあげられているが、前者によっ

的差異ではない。それが男女の違いに応ずる

て、労働力の発達費の差異による労働力の価

としても、労働力の差異から生ずるのではな

値の質的差異がもたらされ、後者の場合は成

い。特定の生活様式における男女の役割の違

人男子にくらべて女子や年少労働者は平均し

いから生ずるのである。そして、男女の労働

て家族を養うことは少なく、家族の生活に必

力の自然的相違が無視し得る程縮小した段階

要な生活手段の価値が減少するため、成人男

で、生活様式における役割の違いから男女の

子の労働力の価値よりも、その労働力の価値

扶養家族数が異なる場合に、同一の価値の労

が減少することになる」（船橋[1965]130）。船

働力商品に男女で全く異なる価格が形成され

橋氏が依拠しているのは、『資本論』第 1 巻第

ることになるであろう。この賃金の労働力の

5 編第15章「労働力の価格と剰余価値との大

価値からのかい離を引き起こす要因を誤って、

きさの変動」の冒頭におけるマルクスの次の

労働力の価値を規定する要因であると、船橋

記述である。

氏は考えたのである。この船橋氏の誤りは、
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その後の論者にも引き継がれているようであ

る社会サービス等は、労働力の価値を規定す

る。労働力の価値の範囲の無限定な拡大は、

ることはない。もちろん、賃金から社会保障

価値の概念を崩壊させ、労働力商品の分析を

制度を支える基金である社会ファンドを控除

不可能とさせてしまうことになる。厳に戒め

する場合は、控除後の可処分所得と労働力の

るべきであろう。

価値との関係が重要になる。
労働力の価値の範囲に社会ファンドを含め
るかどうか、は従来の議論において見解が分

（3） 労働力の実体的対象的な属性の維持
に役立つ生活諸手段等に限定する
労働力は肉体的精神的諸能力の総体なので、

かれている。下山[1966]、吉田[1968]、黒川
[1976]は、労働力の価値の範囲に含めており、
荒又[1972]成瀬[1988]は、除外している。

労働力の実体的対象的属性の形成や維持に役

下山房雄氏は、労働力価値の高い労働者か

立つ生活諸手段には、例えば、大学のキャン

ら低い労働者への再分配という内容で、社会

パスや教職員などの労働力やサービス等も含

ファンドが労働力価値に含まれているとして

まれるであろう。しかしながら、授業料・入

いる（[1966]72）。吉田秀夫氏は、賃金が労働

学金・施設設備費等で主に維持され、日々消

力の価値以下に低下する傾向があるため、そ

費されている大学キャンパス内の生活諸手段

れを補うために社会保障制度が発展したと考

等のすべてが労働力の価値を規定する要因に

え（[1968]180-181）、黒川俊雄氏は、社会フ

はならないであろう。肉体的精神的諸力の形

ァンドは、労働力の再生産費の社会化である

成や維持に直接役に立たない教員による基礎

として、それぞれ社会ファンドを労働力の価

研究や先端研究、およびそれらを支援する職

値の範囲に含めている。これらの議論は、労

員の労働力等は、労働力の価値を規定しない

働者たちは、社会ファンドの拠出分を差し引

であろう。つまり、大卒労働力であったとし

いた手取り賃金で日々の通常の労働力の再生

ても、労働力の価値通りの賃金の水準であっ

産を行っていることを考慮していない。そし

たとすれば、労働者は、扶養する子供の大学

て、基本的に商品としての規定性が一時的に

の授業料等納付金のすべてを賃金から支払う

であれ、失われる等の給付事由が発生した特

ことは難しい、ということになるのではない

定の者に社会保障が給付されるのだから、販

か。

売され、機能している労働力商品の消耗等を
補てんするという労働力の価値の概念に当て

（4） 商品として市場で供給されている生
活諸手段等に限定する

はまらない、ということも考慮していないの
である。
そこで、ここでは社会ファンドについて一

労働力の実体的対象的属性の形成や維持の

定の理論的検討を行っている成瀬龍夫氏の議

為に通常必要な生活諸手段等であったとして

論を検討しておこう。成瀬氏は、社会ファン

も、それらが通常無償で提供されている場合

ドを社会的共同消費元本の概念で捉えている。

は、労働力の価値を規定する要素とはならな

賃金を財源とした労働者の個人的消費元本と

いであろう。それは、労働力の価値とは、実

対比してこの用語を使用しているのである。

体的対象的属性を反映する客観的属性である

そして、次のように価値論的検討を行ってい

が、労働力商品の価値であることから、市場

る。

取引の対象とならない無償の生活諸手段等を
含むことは無いためである。そうであるとす

資本主義社会における社会的共同消費元本の源

れば当然に、社会保障制度を通じて供給され

泉は、価値的にはどのように把握されるべきであろ
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うか。……/資本主義の下での労働者の労働過程は、

剰余価値が分配され、労働力の価値を上回っ

価値的に言えば、労働力価値(V)に対応する部分、

ていることが必要となるのである。

すなわち労働者の個人的消費の必要を充足する必要
労働・支払労働部分と、剰余価値(M)を生産する部
分、すなわち、資本家のためになされる剰余労働・
不払い労働部分に分かれている。労働者の労働力価

（5） 生活手段等の価値を上回る金利部分、
地代部分、独占商品における価値を
上回る差額部分は労働力の価値から
は除外される

値に対応する必要労働の範囲は、あくまで労働者の
個別家族を単位とする個人的消費元本の形成に限ら

最後に、賃金が労働力の価値に規定される

れており、社会的共同消費元本を形成するための部

ことの問題点は、労働力の価値の範囲には、

分にまではあらかじめ拡大されていない。社会主義

市民生活の維持に標準的に必要な生活手段等

社会においては、資本主義社会においてこうした労

の商品の価値だけが入る、という点も重要で

働者の個人的消費元本の形成に限定される必要労働

ある。つまり、借り入れ等により購入資金を

部分が社会的に拡大され、社会的共同欲求の充足部

手当てする必要がある耐久消費財の購入費、

分や労働不能者のための消費元本をも範囲に入れた

地代の比率が高い都市部の家賃、大学等の学

広義の必要労働が成立する。したがって、労働者の

費等は、労働力の価値どおりの賃金では支払

労働がいわば狭義の必要労働に留まる資本主義にお

いきれないのである。例えば、労働者が労働

いては、労働者階級の立場からすれば、社会的共同

力の価値を上回る賃金を得て、それらの商品

消費元本を形成する主たる価値的源泉は、必要労働

の購入に踏み出すと、そこから、労働力の再

部分(V)にではなく、剰余労働部分(M)にもとめる

生産が困難な状況が必然的に生じてしまう、

べきだということになる（成瀬[1988]229）。

と考えられるのである。社会的共同消費手段
等の無償での十分な供給が必要となる所以で

成瀬氏による社会ファンドの価値論は、労

ある。

働力商品の価値の概念を抜きに必要労働とそ
の拡張について議論した結果、問題の残るも
のになっている。成瀬氏は、必要労働を支払
い労働、剰余労働を不払い労働と無限定に言

小括：労働力の商品化とはどういう事態
か？

い換えており、そこから賃金はすべて必要労

以上、労働力の価値の範囲の限定により、

働であり、労働力の価値を構成すると考え、

資本制社会において労働力が商品化するとい

また、剰余労働はすべて資本家が取得する不

う事態を次のように概括することができるで

払い労働である、と考えたと推察される。そ

あろう。すなわち、生産手段と生活手段から

のために、社会ファンドを社会主義社会では

切り離されて、生きていくためには、おのれ

必要労働であり、資本主義社会では剰余価値

の労働能力を市場で販売するしかない状況に

から求めるべきもの、という理論的にあいま

あることが、市民が労働力を商品化する前提

いな規定に留まった。しかし、労働力の価値

条件である。ところが、労働力商品の実体は

は、商品として機能している労働力の実体的

生身の人であるのだから、怪我や病気、高齢

対象的属性を支えるために、社会的に必要な

などにより、労働能力を失う可能性を常に抱

商品の価値量なのだから、社会的共同消費手

えており、いつかは必ず、労働能力を失うこ

段を含むことは無い。資本主義であれ、社会

とになる。したがって、賃金が労働力の価値

主義であれ、社会的共同消費手段は、剰余価

に規定されていることそれ自体が労働者を遅

値に基づいているのであり、賃金から社会フ

かれ早かれ貧困化させ、市民生活から脱落さ

ァンドが拠出される為には、当然に、賃金に

せてしまうのである、と。
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加えて、賃金が労働力の価値に規定されて

らない。それに加えて、すべての労働者が、

いる限り、労働者階級のうち比較的条件の良

様々な状況の変化の中で、市民生活を継続で

い階層においても、賃金が労働力の価値を上

きるような社会的条件を整えようとする場合

回るに応じた生活水準の上昇に応じて、金利、

には、その為に必要な社会ファンド、つまり

地代、および独占的サービス商品における商

社会保障制度を支える基金が剰余価値の中か

品価値を上回る支払い部分が増大しつつ労働

ら確保されなければならない、ということに

力の再生産が行われることになる。したがっ

なる。したがって、剰余価値は、少なくとも

て、生涯に渡り安定的に市民生活を継続する

大きく次の 3 つの基幹的カテゴリーを含まな

ことができる階層は労働者階級内のかなり少

ければならないことになろう。第 1 に、不生

数の部類となってしまうと考えられるのであ

産的労働者の賃金、第 2 に、社会ファンド、

る。

第 3 に、利潤である。

したがって、労働者の受け取る賃金が通常、

この剰余価値の新しい概念は、資本制社会

労働力の価値による規定を受けることは、一

の現代的な変質を反映している。必要労働と

方で、労働力の価値を下回る賃金しか受け取

剰余労働を単に、支払労働と不払い労働に分

ることのできない労働者を生み出し、そのも

ける従来の考え方は、市民社会のルールを確

のを雇用されているまま絶対的貧困ともいう

立した現代の資本制社会においては維持し難

べき状態に落ち込ませていくことになる。他

い。社会ファンドは、利潤ではなく、市民社

方で、労働力の価値どおりの賃金の支払いを

会のルールに則っとり、ニードに応じて市民

受ける者は、労働能力の喪失とともに、市民

に給付されるものだからである。

社会から脱落し、絶対的貧困状態に落ち込む
運命にあることになる。また、労働力の価値

以下では、剰余価値の 3 つの基幹的なカテ
ゴリーについて個々に見て行こう。

を上回る賃金の支払いを受ける者においても、
皆が安定的に市民生活を生涯に渡って継続で
きるわけではないのである。つまり、労働力

（1） 不生産的労働者の賃金

商品の販売を余儀なくされるものは、一部の
剰余価値の第 1 のカテゴリーは不生産的労

優位な者を除き、労働力商品の販売を通じて、
いつかは必ず貧困へ落ち込む必然性がある、

働者の賃金である。この剰余価値部分は、生

これが労働力商品の基幹的矛盾なのである。

産的労働者の生産活動等を支援し、また商品
の企画や販売等を行うなど、資本制社会にお
ける企業活動、経済活動の遂行・継続に不可
欠な社会的労働である企業内の不生産的活動

第3章

剰余価値の新しい概念
─3つの基幹的カテゴリー

を支えている。また、生産的および不生産的
労働者の管理を行うなど基幹的労働者の行う
資本機能の遂行を代行する活動をも支えてい

さて、以上のように資本制社会における労

る。

働力商品の特徴に応じて、労働力の価値の範

不生産的労働者の賃金が、剰余価値から支

囲を限定したので、剰余価値の新たな規定を

払われなければならないことは、彼らの労働

与えることができるようになった。つまり、

が生活諸手段等の価値を生み出さない以上、

生産的労働者の生み出す剰余価値は、本来、

当然のことであろう。

その全体が利潤となる訳ではなく、そこから

不生産的労働者の労働は、商品の使用価値

不生産的労働者への支払いを行わなければな

と価値を形成しないので、商品が価値通り販
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売される限り、不生産的労働者に前貸しされ

提供する限りにおいてである。けれどもサービスを

た資本部分は、剰余価値から回収されなけれ

活動として提供するということは、けっしてそれを、

ばならず、その分、剰余価値中の利潤が減少

例えばある機械から、例えば時計から、区別するも

する。剰余価値の生産と実現の規模が大きく

のではない。汝がなすために我は与える、汝がなす

なり、剰余価値量が増えると不生産的労働者

ために我はなす、汝が与える為に我はなす、汝が与

の雇用量も増大させることが可能となる。不

える為に我は与えるということは、ここでは同じ関

生産的労働者がより多くの労働を投入し、直

係を表す全く差別のない諸形態であるが、他方、資

接的生産過程外部における企業活動の質が高

本主義的生産においては、汝が為すために我は与え

まり、効率化すると、それは剰余価値中の不

るということは、与えられる対象的価値（貨幣＝賃

生産的活動の為のコストを削減し、利潤の増

金）と受け取られる生きている活動との極めて独自

加を実現する。そこで、不生産的労働者の賃

な関係を表現する。（Marx[1965]379）

金が増大してくると、賃金の支払いが利潤の
増加に連動させられる、ということも現れて
くるようになる。

不生産的労働者の提供する労働自体は、資
本家にとって商品の使用価値と価値を形成す

したがって、一般に不生産的労働者の賃金

ることは無いのだから、本来の労働力商品、

は、剰余価値からの第 1 の控除部分を形成し、

つまり剰余価値を形成する特殊な商品ではな

剰余価値の大きさが与えられていれば、この

いのであって、資本家にとって経営内で不生

カテゴリーの増大は、必然的に利潤を減少さ

産的に活用する使用価値としての意義しか持

せることになる。なお、不生産的労働者の基

たない。その意味では、上の記述――生きた

幹的部分は、生産的および不生産的労働者を

労働と貨幣の交換が必ずしも不等価交換とな

管理する労働者たちであり、この基幹的労働

らない――が当てはまる側面がある。つまり、

者の受け取る賃金の総額の増大も当然に利潤

例えば商業労働者であれば、彼自身の労働に

を減少させる。

不払い労働が含まれることがなかったとして

さて、不生産的労働者が資本家に販売する

も、剰余価値の実現のために適切な労働を遂

商品も、さしあたり、その実体的対象的属性

行している限り、その労働は、資本家に利潤

から言えば、生産的労働者と同じ労働力商品

をもたらすことになるのである。

である。しかし、その価値論的な性格から言
えば、それはマルクスの言うサービスを提供
しているということになるであろう。マルク

（2） 社会ファンド

スは『剰余価値学説史』の「サービスを提供
剰余価値の第 2 の構成部分は、社会ファン

する労働としての不生産的労働。……」の項

ド、すなわち社会保障制度を支える基金であ

で次のように述べている。

る。社会ファンドは、第 1 に、労働力商品を
貨幣が直接に労働と交換されても、その労働が

販売し、それによって生計を維持することが

資本を生産せず、したがって生産的労働でない場合

できない非稼働者の標準的な市民生活の継続

には、労働はサービスとして買われるのであって、

を支える為に不可欠な所得を給付すること、

このサービスは一般に、ほかのどの商品とも同じよ

第 2 に、市民の健康で文化的な生活の実現の

うに、その労働が提供する特殊な使用価値を表す表

為の不可欠な条件である各種の社会サービス

現に他ならない。といっても、それが労働の特殊な

を提供すること、第 3 に、労働力の形成や再

使用価値を表す独自な表現であるのは、この労働が

形成の為の社会的条件を整え、市民を支援す

サービスを物として提供するのではなく活動として

ること、を主な機能としている。

- 100 -

社会ファンドは、第 2 章の末尾で述べた労

のに留まることになる。

働力商品の基幹的矛盾への対応が必要となっ
た資本制社会が、剰余価値の一部を社会的管
理に移し、労働者・市民が、困難に直面した

（3） 利潤

際にも、通常の生活を維持していくために必
剰余価値の第 3 のカテゴリーである利潤は、

要な生活手段や社会サービス等を保障しよう

資本家と資産家の所得および資本の拡大再生

と、形成したものである。
資本制社会において、労働者は、さしあた

産等を支えている。また、利潤は、労働者階

り、余儀なくされて労働力商品を販売してい

級の一員である資本機能を遂行する基幹的労

たのであるが、市民社会の形成と成熟の中で、

働者に分配され、資本機能を遂行する為に不

市民が労働力商品の販売を自らの意思で選択

可欠な生活様式を実現することに活用される。

することが可能な条件を作り出すことが資本

この場合には、利潤は、不生産的労働者の賃

制社会で合意されることになった。剰余価値

金へと転化しており、支払い労働として現れ

からの社会ファンドの創出は、その結果であ

るが、その実体は、不払い労働である利潤が、

る。市民が、労働力商品を販売し、生きてい

資本機能を代行する者に、分配されたものに

くことを自らの意思として選択する為には、

他ならないのである。

傷病や高齢あるいは不況などで労働力商品の

労働力商品の基幹的矛盾への社会的対応を

販売が困難な状況となった場合にも市民生活

要する現代の資本制社会において、利潤は、

を継続する社会保障が必要である。この社会

剰余価値から不生産的労働者の賃金を支払い、

的合意は、例えば、日本国憲法に、勤労の権

さらに社会ファンドを拠出した残余というこ

利と義務（第27条）、および健康で文化的な最

とになる。したがって、剰余価値の総量が一

低限度の生活を営む権利（第25条）の両方が

定であれば、現状の不生産的労働者の賃金な

規定されていることに示されている。市民は、

いしは、社会ファンドを削減することができ

能力に応じて働く権利と義務を有し、その働

れば、それによって利潤を増大させることが

きとニードに応じて、社会保障の給付を受け

可能になるのである。

る権利を有している。これが、現代の日本に

しかしながら、不生産的労働者とりわけ基

おける市民の社会契約なのである。しかしな

幹的労働者の賃金の高さと社会ファンドの規

がら、この社会契約が、実際に実現できるか

模は反対の方向に連動する関係にある。不生

どうかは、剰余価値の中から社会ファンドを

産的労働者とりわけ基幹的労働者の賃金は、

十分に確保できるかどうか、に依存している。

生産的労働者に比して高い。それは生産的労

社会ファンドの規模が大きく異なる資本制

働者よりも労働力の養成費が高く、さらに、

社会は、そのあり方も大きく異なる。資本制

とりわけ労働市場での評価が高い為である。

社会が、Gosta Esping-Andersenの言う「脱商品

とりわけ基幹的労働者は、企業への献身的貢

化」へ向けた社会政策を展開し、充実した社

献を求められる為に、通常の生産的労働者よ

会保障制度を構築する為には、剰余価値から

りもかなり高い賃金で処遇することが求めら

大規模 に社会ファンド を創出す る必要があ

れる。通常の生産的労働者と不生産的労働者

(6)

る 。資本による利潤の追求、剰余価値のよ

が労働力の価値に規定される賃金を支払われ

り大きな部分を利潤に確保すること、を優先

ているとすれば、それをかなり上回る水準の

し、利潤と賃金に分配された剰余価値部分へ

賃金が与えられなければならない。すくなく

の課税を抑制するような資本制社会において

とも、生涯にわたって市民生活を継続できる

は、社会ファンドの創出は極めて不十分なも

そのような水準の賃金である。これを労働力
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商品の価値と区別して、労働力の生涯価値と

現代の資本制社会においては、この両傾向

呼ぼう。つまり、基幹的労働者に限定して、

の発展の総括として、利潤が規定されること

労働力商品を労働力の生涯価値により、購入

になるのである。

することにより、企業内の私的契約を通じ、

現代の福祉国家の基幹的な機能は、剰余価

上述の社会契約の中身を保障するのである。

値の 3 つのカテゴリーをどのように分割する

そして、社会ファンドが拡充すればするほど、

のか、規定することにある。本稿の分析を踏

労働力商品の価値と労働力の生涯価値との差

まえ、この福祉国家の機能についての研究を

が縮小するのであり、労働力商品の価値を超

深めていくことは、今後に残された課題であ

えて不生産的労働者と基幹的労働者に支払う

る。

必要のある価値部分も減少することになる。
注

以上のことから次のことが明らかである。
先進資本主義諸国内では、米日両国の労働者

( 1 ) 実在商品説としては、岸本英太郎[1962、1967]、

(7)

間の賃金の格差が突出している 。それは、

船橋尚道[1965]、下山房雄[1966、1968]、金子

利潤の確保を最優先する米日の資本制社会の

ハルオ[1968、1998]、荒又重雄[1972、1978]、

あり方を反映して、両国においては剰余価値

黒川俊雄[1976]、櫛田豊[2003]、森田成也[2009、

からの社会ファンドの創出が極めて不十分な

2014]、中川スミ[2014]。実在商品説は、価値実

ことにより、必然的に生じた事態と考えられ

在説であって、下山、櫛田、森田らの価値内在

(8)

説と岸本、船橋、金子、荒又、黒川、中川らの

るのである 。

価値外在説に分かれる。擬制商品説には、明確
な価値擬制説として、鈴木和雄[1999]、向井公
範[2010]がいる。擬制商品説と言っても、労働

おわりに

力商品の価格である賃金の労働力の価値による
規定を明確に認める論者は価値外在説の論者で
あり、本稿では、実在商品説の価値外在説と同
じ学派に含める。例えば、宇野弘蔵[1958]、山

最後に、剰余価値の新しい概念が、現代資

口重克[1985]である。

本制社会の研究にどのような示唆を与えてい
るのか、私の考えを明示しておこう。剰余価

( 2 ) 本論において、労働力商品の価値論的分析に向

値の新しい概念は、資本制社会の現代的変質

かう前に、私が商品をどのように捉えているか、

を反映している。

明示しておくべきであろう。

第 1 に、不生産的労働者の賃金の増大は、

マルクスは、商品の第一の規定として、人の

労働者階級の分裂と対立の発展を現わしてい

なんらかの欲望を満たすひとつの外的対象物で

る。このカテゴリーの比率の増大は、不生産

あることを挙げ、それを使用価値と呼んだ(Marx

的労働者の量的な拡大、および生産的労働者

[1890；1965]49-50)。そして、商品から使用価

との賃金格差の拡大を意味している。

値を度外視した時に得られる人間労働力の支出

第 2 に、社会ファンドの増大は、資本制社

の凝固体としての性格を価値と呼んだ（Marx

会の市民社会としての成熟・充実、労働者階

[1890；1965]52）。マルクスにおいて、商品は、

級と市 民との統一と協 同の社会 的条件の確

使用価値と価値のふたつの属性を持っていたの

保・発展を現わしている。労働者が労働過程

である。私の商品の概念は、このマルクスの規

において資本の厳しい統制を受け、それが人

定から出発している。しかしながら、このマル

格的従属の関係にまで至るのは、この社会的

クスの規定は、サービス商品の研究とは独立に

条件の未成熟の結果なのである。

規定された概念であり、今日においては、サー
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ビス商品の分析を展開することが可能となるよ

労働力の価値に規定されることにはならない、

り普遍的な商品の規定を与える必要がある。

ということになろう。つまり、機能的相関的属

物的商品とサービス商品を含む商品一般に妥

性により価格が規定される擬制価値説の適用さ

当する普遍的な規定、範疇としての商品の規定

れる労働力商品と言うべき存在なのだと考えら

は、使用価値性と価値性というふたつの属性を

れるのである。もちろん、剰余価値の費消を最

有していること、とするべきである。

小限とする為に、通常の労働力と評価される不

使用価値性とは、人が享受・消費可能である

生産的労働者の賃金は、労働力の価値による規

という商品の客観的な属性のことであり、使用

定を受け、この労働力商品は、実体的対象的属

対象である物と享受対象であるサービス（労
働）に共通する性質のことである。

性に支配されるであろうけれども。
( 4 ) しかしながら、労働力商品の実在性は、労働能

価値性とは、商品の使用価値性を支える為に

力が対象的実体的属性を持つことを意味してい

社会的に必要な労働量が存在するという商品の

るに過ぎず、この対象的実体的存在は、当然に

もうひとつの客観的な属性のことである。

生活手段の消費に支えられた生活の持続を条件

この範疇としての商品の規定に立てば、サー

とする為に、労働力の価値という概念が成立す

ビス商品の規定も自ずから明らかになる。サー

るのである。したがって、この対象的実体的存

ビス商品は、労働の成果でなく、労働そのもの

在が一定の寿命により制約されている以上、こ

が商品として購買者の享受の対象となる特殊な

の対象的実体的存在を再生産するためには、子

商品であるが、使用価値性と価値性を有する範

供の養育費が必要であることは、当然のことに

疇としての商品である。サービス商品自身は使

なるのである。

用価値であったり、価値であるということはな

( 5 ) 例えば、中川スミ氏は、家族賃金思想をマルク

いが、サービス商品には有用な効果があり、ま

スに依拠して展開することについて批判してい

た、この有用な効果を実現・達成する為に社会

るのであるが（1999；2014：30-31）。労働力の

的に必要な労働量が存在する。その為に、サー

価値のレベルでは、妻の再生産費は夫の賃金に

ビス商品には使用価値性と価値性のふたつの属

含まれる、としている（2014：57）。
( 6 ) Gosta Esping-Andersen[1990]、Claus Offe[1984]、

性が存在すると言えるのである。
なお、サービス商品の価値論的特徴としては、

両者の「脱商品化」概念と社会ファンドについ

非価値対象性、価値規定性、不確定性の 3 つを
挙げることができる（今井[2008]を参照）。

ては、さしあたり、今井[2012、2016]を参照。
( 7 ) 労働政策研究研修機構[2016]で企業規模間賃金

( 3 ) もちろん、労働力商品をこのように不生産的消

格差を見ると、1000名以上の大企業を100として、

費にまで拡張することは、マルクスの労働力商

零細企業の賃金は、日本57.2、米国48.5と突出

品論の趣旨からは逸脱する。マルクスは、労働

して低くなっている。

力商品の独自の機能を価値創造性において捉え

( 8 ) 労働政策研究研修機構[2014]で社会保障給付費

ていたと考えられ、不生産的労働をサービスと

の国民所得に対する比率を見ると、英国と日本

規定していたからである。しかしながら、価値

が30％弱、米国が20％となり、ドイツ、フラン

擬制説の提起した労働力商品の機能的相関的属

ス、スウェーデンの40％前後と比べて、かなり

性による本質規定の観点にたてば、サービスと

見劣りがしている。特に、福祉等の項目では、

しての不生産的労働を含んで労働力商品の規定

日本5.36％、米国3.0％であり、英国を含む他国

を与えることができるであろう。その場合、購

が軒並み10％を超え、スウェーデンに至っては

入された労働力は、不生産的に消費されるのだ

18.3％となっていることと比較して、突出して

から、直接剰余価値を形成することを目的とし

低くなっている。日本は年金給付のみ、ドイツ、

ておらず、したがって、その価格は、必ずしも、

フランス、スウェーデンとほぼ匹敵する15.01％
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となっているが、その太宗は、厚生年金等であ
り、年金生活では、賃金格差が増幅される状況

品の特殊性について」『社會労働研究』10
江口栄一監修[1993]『現代の労働者階級─「過重

となっているのである。

労働」体制下の労働と生活』新日本出版社
小倉一哉[2013]『「正社員」の研究』日本経済新聞
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（受付日：2018/03/12、受理日：2018/09/23）

■論文■

市場価格の３部門モデル
佐 藤

努

《要旨》 労働量計算のなかには価格が含まれていないということは、商品の価格が価値どおりの価格であ
っても、生産価格であっても、また需給で変動する市場価格であっても、商品の価値量は生産技術
が一定であるならば一定であるということを意味している。『資本論』第 1 部第 3 章第 1 節「価値
の尺度」の末尾近くでは、「一ポンド・スターリングと三ポンド・スターリングとは、この小麦の価
値量の表現としては過小または過大であるが、それにもかかわらずそれらはこの小麦の価格であ
る」と述べられている。これを手がかりとしてまずこれと同様の簡単な数値例を示す。そのうえで、
生産手段・消費財・貨幣金から成る市場価格の 3 部門モデルを解明し、設定する。そしてさらに数
値例を設定して、生産価格が想定されたもとでの価値と市場価格の量的関係を明らかにする。
目 次

すなわち、その使用価値の生産に社会的に必

第 1 節 労働量計算の含意

要な労働時間だけである (1)」と述べられてい

第 2 節 簡単な数値例
第 3 節 市場価格の 3 部門モデル

る。商品の価値量を規定するものは商品を生
産するために「社会的に必要な労働時間だけ

1．生産技術と価値量の計算

である」ということは、商品の価値量は社会

2．労働者が li の対価として受け取る消費財、
投入される財の価値量

的必要労働時間以外のもの、すなわち需要と

3．不変資本、可変資本、剰余価値への書き
換え

供給によっては規定されないということを意
味している。

4．価格と利潤率(1)
5．貨幣商品金の価値表現

他方『資本論』全 3 部の刊行後、生産物 1
単位を生産するのに必要な生産手段の使用価

6．価格と利潤率(2)
第 4 節 価値と市場価格の量的関係
1．価値量の計算

値量と直接労働の量という形で生産技術があ
たえられるならば、生産物 1 単位に対象化さ

2．生産価格の計算
3．市場価格の数値例

れた労働量すなわち価値量はその生産技術か
ら計算されること、すなわち労働量計算があ

4．生産価格を想定したもとでの価値と市場
価格の量的関係

きらかにされた。生産物 1 単位の生産に必要
な生産手段の使用価値量と直接労働の量とは、
社会的総生産物と総労働の投入・産出関係を
生産物 1 単位についてみたものである。そし

第１節 労働量計算の含意

て、労働量計算はその投入・産出関係にもと
づいてなされる。したがって、労働量計算は
『資本論』第 2 部第 3 篇「社会的総資本の再

『資本論』第 1 部第 1 章第 1 節では商品の

生産と流通」の論理次元に位置づけられる。

価値について、「ある使用価値の価値量を規定

労働量計算は、『資本論』冒頭の社会的必要労

するものは、ただ、社会的に必要な労働の量、

働時間の規定を第 2 部第 3 篇の論理次元で具
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体化したものであるといえる(2)。

のであって、法律によって規定されるのでは

労働量計算によると労働量・価値量は生産

ない。

技術から計算・決定されるのだから、労働量

これと同様に、需給の変動による市場価格

計算はまず、『資本論』冒頭の社会的必要労働

の変化を契機として生産技術が変化し、それ

時間の規定のとおりに、商品の価値量は生産

によって商品の価値が変化したとしても、商

技術だけによって規定されることを意味して

品の価値を規定するのは需給ではなく生産技

いる。

術である。需要・供給が市場価格を変化させ、

しかしさらに立ち入ってみるならば、労働

それが生産技術の変化の契機となることはあ

量計算のなかには価格が含まれていない。商

る。しかし、需要・供給が生産技術を構成す

品の価値量は生産技術だけによって規定され

る 1 つの要素となることはないということは

るのであって、労働量計算・価値量計算のな

あきらかである 。商品の価値量は生産技術

かには価格が含まれていないということは、

だけによって規定され、需給によっては規定

商品の価値量は、価格がどのように決定され

されないのである。

(4)

ようとも、生産技術が一定であるならば一定

価格には 2 つの面があって、第 1 は、貨幣

であるということを意味している。すなわち、

商品金の使用価値による商品価値の相対的な

商品の価格が価値どおりの価格であろうとも、

表現の面であり、第 2 は、商品の貨幣商品金

生産価格であろうとも、また需給によって変

との交換比率の面である。本稿ではもっぱら

動する市場価格であろうとも、生産技術が一

第 2 の貨幣商品金との交換比率の面に注目し

定であるならば、商品の価値量は一定である

て、価値と市場価格の量的関係をあきらかに

(3)

ということを、労働量計算は意味している 。

する。この価値と市場価格の量的関係が、第

商品の価値量は生産技術だけによって規定

1 の貨幣商品金の使用価値による商品価値の

されるということは、いいかえるならば、生

表現の側面すなわち価値表現においては何を

産技術が変化すれば価値量は変化するという

意味するのか、という問題については別稿で

ことである。資本は（超過）利潤を追求して

取り組む。じつは、この問題こそが困難な問

新しい生産技術を採用する。資本が新しい生

題であり、市場価格の解明におけるいわば本

産技術を採用し、生産技術が変化するとき、

来の問題である。しかしここではこの本来の

その契機は、科学上の新発見、新技術の開発、

問題に取り組むためにも、「商品の価値量は生

新品種の開発などさまざまであり、そのなか

産技術だけによって規定され需給によっては

には法律もふくまれ、また需要と供給の変動

規定されない」といわば割り切ったうえで 、

による市場価格の変化もふくまれる。

価値と市場価格の量的関係をあきらかにする。

(5)

需給の変動によって市場価格が変化し、そ
れによって生産技術の変化がうながされ、商
品の価値が変化するということがありうる。
そしてこのとき、商品の価値は需給によって

第２節 簡単な数値例

変化したようにもみえる。しかしこの場合で
あっても、商品の価値を規定するのは変化し
た新しい生産技術であって、需給ではない。

価値と市場価格の量的関係を検討するうえ

たとえば法律の制定（たとえば自動車の排

で手がかりとなるのは、『資本論』第 1 部第 3

出ガス規制）を契機として生産技術が変化し、

章第 1 節「価値の尺度」の末尾近くのつぎの

商品の価値が変化したとしても、商品の価値

箇所である。

は（変化した）生産技術によって規定される
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「価格は、商品に対象化されている労働の

貨幣名である。……しかし、商品の価値量の

時間であらわし、たとえば「二ポンド・スタ

指標としての価格は、その商品と貨幣との交

ーリング（約1 / 2オンスの金）」すなわち価格

換割合の指標だとしても、逆にその商品と貨

を金の何グラムとあらわして、引用箇所と同

幣との交換割合の指標は必然的にその商品の

じように、価値と市場価格の量的関係の数値

価値量の指標だということにはならないので

例を示してみよう。

ある。かりに、同じ量の社会的必要労働が一

まず等価交換・価値どおりの価格を前提し

クォーターの小麦と二ポンド・スターリング

よう。いまたとえば、鉄鉱石 3 トンの価値量

（約1 / 2オンスの金）とで表されるとしよう。

が社会的平均的労働30時間（以下同様）であ

二ポンド・スターリングは一クォーターの小

り、金30グラムの価値量も30時間であるとす

麦の価値量の貨幣表現、すなわちその価格で

る。すると、鉄鉱石 3 トンの30時間の価値は

ある。いま、事情が一クォーターの小麦を三

30グラムの金によって表現される。またこの

ポンド・スターリングに値上げすることを許

とき、鉄鉱石 1 トンと交換される金の量は10

すか、またはそれを一ポンド・スターリング

グラムであり、交換割合は金10グラム／鉄鉱

し

に値下げすることを強いるとすれば、一ポン

石 1 トンである。

ド・スターリングと三ポンド・スターリング

需給の変動によってたとえば、鉄鉱石 1 ト

とは、この小麦の価値量の表現としては過小

ンの価格が金10グラムから金20グラムに上昇

または過大であるが、それにもかかわらずそ

したとしよう。市場価格が上昇しただけでは

れらはこの小麦の価格である。というのは、

生産技術は（まだ）変化せず一定なので、鉄

第一にはそれは小麦の価値形態、貨幣であり、

鉱石 1 トンの価値も一定で10時間であり、そ

第二には小麦と貨幣との交換割合の指標だか

れが20時間の価値をもつ20グラムの金によっ

らである。……商品の価値量は、社会的労働

て表現されることとなる。また、交換割合は

時間にたいする或る必然的な、その商品の形

金10グラム／鉄鉱石 1 トンから金20グラム／

成過程に内在する関係を表しているのである。

鉄鉱石 1 トンに上昇する。鉄鉱石 1 トンの10

価値量が価格に転化されるとともに、この必

時間の価値は金10グラムの10時間の価値と交

然的な関係は、一商品とその外にある貨幣商

換されていたのだが、いまでは金20グラムの

品との交換割合として表れる。しかし、この

20時間の価値と交換される。

割合では、商品の価値量が表現されうるとと

この需給によって市場価格が上昇した状況

もに、また、与えられた事情のもとでその商

がつづき、それを契機として鉄鉱石の生産技

品が手放される場合の価値量以上または以下

術が変化したとしよう。そしてたとえば生産

も表現されうる。だから、価格と価値量との

技術の水準が低下して、鉄鉱石 1 トンの価値

量的な不一致の可能性……は、価格形態その

は20時間（あるいは x 時間）に増加したとし

もののうちにあるのである。このことは、け

よう。そのうえで、需給一致が回復したとき、

っしてこの形態の欠陥ではなく、むしろ逆に、

金の生産技術は不変とするならば、鉄鉱石 1

この形態を、一つの生産様式の、すなわちそ

トンの20時間（ x 時間）の価値は20時間（ x

こでは原則がただ無原則性の盲目的に作用す

時間）の価値をもつ20グラムの金（あるいは

る平均法則としてのみ貫かれうるような生産

x グラムの金）で表現される。そして、鉄鉱

(6)

石 1 トンの20時間（ x 時間）の価値は金20グ

様式の、適当な形態にするのである 」。
この引用箇所では需給不一致の場合が取り
上げられ、需給によって変動した市場価格が

ラム（金 x グラム）の20時間（ x 時間）の価
値と交換される。

(7)

取り上げられていることはあきらかである 。

このような一連の経過のなかで、需給の不

本節では、「同じ量の社会的必要労働」を労働

一致時には、たとえばうえの例のように、鉄
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鉱石 1 トンの10時間の価値が、20時間の価値

均よりも高く小麦部門は低いとするならば、

をもつ20グラムの金によって表現され、また、

鉄鉱石 1 トンの生産価格は価値どおりの価格

その20時間の価値と交換されるのである。そ

より高くてたとえば金15グラムであり、小麦

してまたそうだからこそ、生産技術の変化が

1 トンの生産価格はたとえば金30グラムであ

うながされるのである。

る。

流通過程における商品の姿態変換は商品－

最後に、生産価格を想定したうえでさらに

貨幣－商品であって、貨幣は商品に再転態す

需給の不一致を想定しよう。生産価格は鉄鉱

る。そこで第 3 の商品として小麦を取り上げ

石 1 トンあたり金15グラム、小麦 1 トンあた

よう。小麦 1 トンの価値は40時間であるとす

り金30グラムである。そのうえで、鉄鉱石の

ると、その価値どおりの価格は金40グラムで

需給が一致せず、鉄鉱石の市場価格はたとえ

ある。

ば 1 トンあたり金20グラムに上昇したとしよ

ふたたび鉄鉱石 1 トンの価値は10時間であ

う。しかし他方で小麦の需給は一致しており、

るとすると、需給一致時には、鉄鉱石 1 トン

小麦の価格は不変で 1 トンあたり金30グラム

の価格は金10グラムであるから、鉄鉱石 1 ト

であるとしよう。するとこのとき鉄鉱石 1 ト

ンはまず金10グラムに転態し、ついで金10グ

ンは、貨幣に媒介されて、金20グラムの価格

ラムの姿から（金10グラムの価格をもつ）小

をもつ小麦2 / 3トンと交換される。したがっ

麦0.25トンに転態する。このいずれの段階で

て、鉄鉱石 1 トンの10時間の価値は、金20グ

も各商品の価値は10時間である。すなわち鉄

ラムの価格をもつ小麦2 / 3トンの80 / 3時間の

鉱石 1 トンの10時間の価値は、貨幣に媒介さ

価値と交換されることになる。

れて、小麦0.25トンの10時間の価値と交換さ
れるのである。

商品に対象化された労働量・価値量は生産
技術によってのみ規定され価格とは無関係で

いま、鉄鉱石の需給が一致せず、うえの例

あるということは、価値と市場価格の量的関

と同様に10時間の価値をもつ鉄鉱石 1 トンの

係について、これまでみてきたことを意味し

価格は金20グラムに上昇したが、小麦の価格

ているのである。

は不変としよう。鉄鉱石 1 トンの価格は上昇

ここでは鉄鉱石、小麦の価値量と価格量、

して金20グラムであるから、鉄鉱石 1 トンは

また金の価値量をいわば自由に仮定した。次

金20グラムに転態する。そして金20グラムの

節では、市場価格の 3 部門モデルを設定し、

価格をもつ小麦の量は0.5トンであるから、小

数式を用いて、価値と市場価格の量的関係を

麦0.5トンに転態する。この小麦0.5トンの価

厳密にあきらかにしよう。

値は20時間である。したがって、需給が一致
せず鉄鉱石 1 トンの価格が上昇したとき、そ
の10時間の価値は小麦0.5トンの20時間の価値
と交換されるのである。

第３節

市場価格の３部門モデル

つぎに、価値どおりの価格ではなく生産価
格を想定しよう。これまでと同様に鉄鉱石 1
トン、小麦 1 トン、金 1 グラムの価値量はそ

１．生産技術と価値量の計算

れぞれ10時間、40時間、 1 時間であるとする。
したがって価値どおりの価格は、鉄鉱石 1 ト

ここでは、生産手段商品と消費財商品と貨

ンは金10グラム、小麦 1 トンは金40グラムで

幣商品金の 3 部門モデルを設定し、生産技術、

ある。しかしここでは生産価格を想定したの

価値、労働者の 1 日あたりの労働時間（労働

だから、鉄鉱石部門の資本の有機的構成は平

日）および消費する消費財、価格、利潤率の
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あいだの決定関係を検討する。これらのなか

（＝B÷T）とする。すると、労働者が l i の労

で（市場）価格の絶対水準をあたえるために

働を行ったときに対価として受け取る消費財

は、モデルは生産手段と消費財の 2 部門モデ

の量は、b･liである。これを a i2 で表す。

ルではなく、貨幣商品金の部門が区別され設

ai2＝b･li …………………………………(4)

定された 3 部門モデルでなければならない。

a i1 と a i2 に含まれる価値量は、a i j ･ t j である。

2 部門モデルではなく 3 部門モデルであるの

これを t i j で表す。
t i j ＝ a i j ･ t j ………………………………(5)

はそのためである。
生産手段、消費財、金の各生産部門を順に
第 1 、第 2 、第 3 部門とする。また、金は貨
幣としてのみ使用されることとする。したが
って、金はいわば奢侈財であることとなる。

３．不変資本、可変資本、剰余価値への
書き換え

また、生産技術と労働者の 1 日あたりの労働

これまで生産手段、消費財、貨幣商品金の

時間および 1 日あたりの消費財は一定である

3 部門モデルについて、生産技術をあたえ、

と前提する。

また労働者の 1 日の労働時間と 1 日に消費す

第 i 部門の生産物 1 単位の生産のために第

る消費財をあたえて、第 j 部門から第 i 部門

1 部門から投入される生産手段の使用価値量

へ投入される使用価値に含まれる価値量を計

をai1単位とし、直接労働の量を l i 時間とする。

算した。

また、第 i 部門の生産物 1 単位の価値量を t i

一般的なn部門モデルの場合には不変資本、

とする。金の 1 単位は 1 グラムであるとする。

可変資本、剰余価値を計算するためにはさら

このとき、ai1、l i、t iのあいだにはつぎの関

に手続きが必要となる。しかし、ここでの 3
部門モデルの場合にはそれらを計算すること

係がある。
a11･t1＋l1＝t1 ………………………………(1)

はきわめて容易である。すなわち、この 3 部

a21･t1＋l2＝t2 ………………………………(2)

門モデルでは第 i 部門の商品 1 単位の価値を

a31･t1＋l3＝t3 ………………………………(3)

wi、不変資本をci、可変資本をvi、剰余価値を

まず、(1)式をt1について解くと、つぎが得

mi、剰余価値率をm'、資本の有機的構成を f i
としたとき次のようである。

られる。
t1＝l1 / (1－a11) …………………………(1)'

w i ＝ t i ……………………………………(6)

そこで、これを(2)、(3)式に代入してつぎ

c i ＝ t i1 ……………………………………(7)
v i ＝ t i2 ……………………………………(8)

が得られる。
t2＝a21･{l1 / (1－a11)}＋l2 ………………(2)'

m i ＝ l i－v i ＝ l i(1－b･t2) ………………(9)

t3＝a31･{l1 / (1－a11)}＋l3 ………………(3)'

m'＝mi / vi＝(1－b･t2) / (b･t2)
(8)

＝{1 / (b･t2)}－1 ………(10)

このように生産物 1 単位の価値量 t i は生産

f i ＝ c i / v i ＝ t i1 / t i2 ……………………(11)

技術（ai1とli）によって決定される。

なお、m i ≧0であるので、b･ t 2 ≦1である。

２．労働者が l i の対価として受け取る消
費財、投入される財の価値量

したがって、ここでの 3 部門モデルはいま
ではつぎのように書き表される。
c1＋v1＋m1＝w1 …………………………(12)

労働者の 1 日の労働時間をTとし、 1 日に

c2＋v2＋m2＝w2 …………………………(13)

消費する消費財の量をBとする。そして、労働

c3＋v3＋m3＝w3 …………………………(14)

者が 1 時間の労働を行ったときに対価として
受け取る消費財の量、すなわち実質賃金率をb
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４．価格と利潤率(1)

５．貨幣商品金の価値表現

一般商品は価格をもつが、貨幣商品金は価

『資本論』第 1 部第 1 章の価値形態論であ

格をもたない。貨幣商品金の「価格」につい

きらかにされているように、すべての商品に

ては次項で検討することとし、ここでは一般

よる価値表現である貨幣形態において、貨幣

商品の価格を検討する。

商品金は「商品世界から除外された等価物商
(9)

まず、wiの価値をもつ 1 単位の第 i 商品と

品 」という特殊な位置を占めている。この

交換される貨幣商品金の価値がwgiであるとき

ことによって、貨幣商品金の価値表現は他の

wgiとwiの比率wgi / wi、すなわち第 i 商品の貨

一般商品のそれとは異なるものとなっている。

幣商品金との価値における交換比率を λi とす

貨幣形態においては、一般商品の価値はそ

る。λi は、等価交換・価値どおりの価格、生

れと交換される貨幣金の使用価値によって表

産価格、市場価格のいずれが想定されるかに

現される。しかし貨幣商品金についてだけは、

よって、すなわち価格の想定によって規定さ

その価値は貨幣金自身の使用価値によっては

れ、また、市場価格が想定されているときに

表現されない。周知のように貨幣形態におい

は需給によって規定される。

ては貨幣金の価値は、他のすべての商品の価

λi＝wgi / wi ……………………………(15)

格の一覧表を逆に読むことによって表現され

つぎに貨幣商品金の 1 単位は 1 グラムであ

る。すなわち、他の一般商品が価格をもつこ

るとしたのだから、w3は 1 グラムの金の価値

とが貨幣金の価値表現である。

量である。w3の逆数1 / w3は、金に対象化され

このことをλiについて適用すると、貨幣商

た 1 時間の労働によって何グラムの金が生産

品金はそれ自身との価値における交換比率λ3

されたかを意味する。これをq〔グラム / 時

をもたず、他の全ての商品がλiをもっている

間〕とする。いうまでもなくqは金生産部門の

ことが、貨幣商品金が他のすべての商品との

生産技術によって規定される。

価値における交換比率をもっていることなの

q＝1 / w3 ………………………………(16)

である。

さらに、価格の度量標準（たとえば、 1 ド

一般の各商品は、ただ 1 種類の商品・金と

ル＝金1 / 35オンス）の逆数、すなわち金平価

の価値における交換比率をもつだけだが、す

をs（たとえば、s＝35 / 1〔ドル / オンス〕）と

べての商品が共通の商品・金との交換比率を

する。いうまでもなく、価格の度量標準は国

もつので、他の各商品との交換比率を間接的

家が決定する。したがって、 s は国家によっ

にもつ。それにたいして、貨幣商品金は、他

て決定される。

のすべての商品が貨幣商品金との交換比率を

そのうえで、wiの価値をもつ第 i 商品 1 単
p

位の価格をwi とし、また、不変資本ciの価格
p

p

もつことによって、他のすべての商品との交
換比率を直接にもつこととなる。すなわち、

をci 、可変資本viの価格をvi とする。すると、

貨幣商品金は、（一般商品がもつように）貨幣

次のようである。

商品金自身との交換比率λ3をもたなくても、

wip ＝wi･λi･q･s ………………………(17)
p

ci ＝ci･λ1･q･s …………………………(18)

直接に他のすべての商品との価値における交
換比率をもっているのである。

p

vi ＝vi･λ2･q･s …………………………(19)

別の点を見るならば、どのような商品も同

また、生産手段商品と消費財商品の相対価

種の商品とは交換されないのであって、いう

格であるλ1 / λ2を k とする。

までもなく、商品金も商品金とは交換されな

k＝λ1 / λ2 ……………………………(20)

い。したがって、商品金は商品金とは交換さ
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れないのだから、商品金の商品金との価値に

価値量は 1 グラムである。貨幣商品金 1 グラ

おける交換比率であるλ3は存在しないのであ

ムの貨幣名をw3 とする。貨幣商品金について

る。

だけは、それ自身との価値における交換比率

このように、 1 グラムの金の価値w3は、金

p

λ3が関わることなく、w3 はつぎのようである。
p

p
3

w ＝w3･q･s＝w3･(1 / w3)･s＝s ………(21)

の使用価値によって表現されることはない。
しかし、価格の計算のためには、金の価値w3
（時間）は金の使用価値（グラム）に置き換
えられねばならない。まさに労働量計算が示

６．価格と利潤率(2)

しているように、商品の価値は生産技術によ
ってのみ規定されるのだから、ある商品の価

第 i 部門の商品 1 単位を生産するための費

値をその使用価値へ置き換えるときそれを規

用価格はcip＋vipである。したがって、第 i 部

定するのも生産技術のみである。この置き換

門の商品 1 単位あたりの利潤をπiとすると、

えには価格や利潤率は関わらない。このこと

π i＝wi －(ci ＋vi )である。また、第 i 部門の

は、いうまでもなく、金にも当てはまる。金

利潤率をriとすると、ri＝πi / (ci ＋vi )である。

の価値w3の金の使用価値への置き換えは生産

πi＝wi －(ci ＋vi ) ……………………(22)

技術によってのみ規定され、価格や利潤率は

ri＝πi / (ci ＋vi ) ………………………(23)

p

p

p

p

p

p

p

p

p

p

価格と利潤率を計算し決定するために、こ

関わらない。
一般商品においてその価値wiを異種商品で

こでは、第 1 部門利潤率r1と第 2 部門利潤率r2

ある金の使用価値へ置き換えることは価値表

の比率C＝r1 / r2を設定し、利潤率比とよぶこ

現である。しかし、貨幣商品金においてその

ととする。

価値w3を金の使用価値＝それ自身の使用価値

C＝r1 / r2 ………………………………(24)

へ置き換えることは価値表現ではない。それ

このとき、各部門の利潤率はつぎのように

は、各商品においてその価値をそれ自身の使

なる。
r1＝{w1λ1qs－(c1λ1qs＋v1λ2qs)} / （c1λ1qs

用価値に置き換えることと同じである。
金 の 価 値量 w3（ 時 間 ）の 金 の使 用価 値 量

＋v1λ2qs） …………………………(25)

（グラム）への置き換えは生産技術によって

r2＝{w2λ 2qs－(c2λ 1qs＋v2λ 2qs)} / （c2λ
qs＋v2λ2qs） ………………………(26)

のみ規定され価格や利潤率は関わらない。こ

1

の置き換えは価値どおりの価格・生産価格・

r3＝{w3qs－(c3λ 1qs＋v3λ 2qs)} / (c3λ 1qs＋

市場価格のいずれを想定するかという価格の

v3λ2qs) ………………………………(27)
いま、この 3 式の右辺の分母、分子をλ2で

想定とは無関係におこなわれる。
他の一般商品が、価格の想定によって、価

割り、それらを連立方程式とみて、r1＝C･r2を

値どおりの価格・生産価格・市場価格のいず

代入し、相対価格 k について整理するとつぎ

れかをもつこと、そのことが、貨幣商品金が

の式が得られる。
2

Ak ＋Bk＋C＝0 ………………………(28)

それらをそれぞれもつことである。そして、
貨幣商品金が、価格の想定によって、価値ど

ただし、ここで、

おりの価格・生産価格・市場価格のいずれか

A＝c2(Cc1＋w1－c1)

をもつということは、金生産部門の利潤率が

B＝ C(v2c1－ w2c1＋ v1c2)＋ (w1－ c1)v2－
v1c2

それぞれ特殊利潤率・平均利潤率・市場利潤

C＝－Cv1(w2－v2)－v1v2

(10)

率であるということである 。

これは k に関する 2 次方程式であり、経済

w3は貨幣商品金 1 グラムの価値量であった
のだから、w3の価値をもつ貨幣商品金の使用

的に有意な解として次が得られる。
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k＝ (－ B＋

B2－4AC ) / 2A ………(29)

第 1 部門と第 2 部門の市場利潤率と（相対価

(25)～(27)式は、これを用いてつぎのよう

格 k で）市場価格を与える式である。第 3 部

に書き換えられる。

門・金部門の市場利潤率は、さらにλ1とλ2の

r1＝(w1k－c1k－v1) / (c1k＋v1) ………(25)'

いずれかが与えられなければ決定されない。

r2＝(w2－c2k－v2) / (c2k＋v2) …………(26)'

ここでの 3 部門モデルにおいて市場利潤率

r3＝(w3 / λ2－c3k－v3) / (c3k＋v3) ……(27)'

と市場価格が決定されるとは、r1、r2、r3とλ1、

また、(27)'式から、つぎの式が導かれる。

λ2の 5 つの数値が決定されるということであ

λ2＝w3 / {(1＋r3)(c3k＋v3)} …………(30)

る。相対価格 k 、利潤率比Cがあたえられる

k＝〔w3 / {(1＋r3)λ2}－v3〕 / c3 ……(31)

場合を含めて、r1、r2、r3、λ1、λ2の決定のさ

(30)、(31)式から、金生産部門の利潤率r3

れ方を調べるとつぎのようである。

が独立変数であり、λ2または k を規定する場
合があることが考えられる。しかし、通常は

第 1 に、λ 1とλ 2が与えられるならば、r1、
r2、r3が決定される。

金生産部門の利潤率r3が独立変数であるとは
考えにくいので、ここではこの場合について

第 2 に、r1、r2の一方が与えられるならば、
r1、r2の他方と k が決定される。
第 3 に、 k が与えられるならば、r1とr2が決

は捨象する。ここでは、金生産部門の利潤率
r3はλ 2と k によって規定されることとする。

定される。
第 4 に、Cが与えられるならば、 k とr1とr2

すると(29)式から、生産手段商品と消費財
商品の相対価格 k は、第 1 部門と第 2 部門の

が決定される。

生産技術と実質賃金率（剰余価値率）、および

そして、第 2 ～第 4 のケースでは、さらに

利潤率比Cによって規定されることがわかる。

λiのいずれか一方が与えられるならば、λiの

ここでは生産技術と実質賃金率は一定と前提

他方とr3が決定される。このように決定され

しているので、相対価格 k は利潤率比Cによ

る。

ってのみ規定されることなる。また、逆に、
利潤率比Cは相対価格 k によってのみ規定さ

別様に整理すると、r1、r2、r3、λ1、λ2が決
定されるためには、つぎの 9 組、

れることとなる。

(λ 1,λ 2)、(r1,λ 1)、(r1,λ 2)、(r2,λ 1)、(r2,

(25)'、 (26)'、(27)'式は 、第 1 に、それ ら

λ2)、(k,λ1)、(k,λ2)、(C,λ1)、(C,λ2)

と(17)式に、λ1＝λ2＝ 1 および k ＝ 1 を代入
すれば、価値どおりの価格と特殊利潤率をあ

これらのうちのいずれかがモデルの外部か
ら与えられねばならないのである。

たえる式である。

9 組中のいずれが与えられるべきかは、競

第 2 に 、 (17)、 (25)'、 (26)'、 (27)'式 は、

争論に属す諸契機、たとえば各商品の需給不

それらにさらにr1＝r2＝r3（したがってC＝ 1 ）

一致の程度とそれにたいする市場価格の変動

の関係を加えると、平均利潤率と生産価格を

係数とよぶべきもの等との関係によって、ま

あたえる式である。すなわち、C＝ 1 によっ

た、分析課題との関係によって決定される。

て k が決定され、その k によってr1、r2が決定

しかし、ここではこの問題には立ち入らない。

される。するとr1＝r2＝r3から、r3が決定される。

ここでは、各部門商品の市場価格と市場利

そして、(30)式にそのr3と k を代入すると、

潤率はうえの 9 組のうちのいずれかがモデル

λ2が決定される。最後に、そのλ2と k によっ

の外部から与えられることによって決定され

てλ1が決定される(11)。

ること、このことまでが明らかになっていれ

第 3 に 、 (17)、 (25)'、 (26)'、 (27)'式 は、

ば十分である。

モデルの外部から例えば利潤率比Cが経済的

生産手段、消費財、貨幣金の 3 部門の各商

に有意な範囲でさまざまに与えられるとき、

品の価値、価格、また利潤率のあいだにはこ
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れまで明らかにしてきた関係があるのである。

したがって、(5)式から、c1(＝0.6×1.25)

第 2 節では、鉄鉱石商品、小麦商品、金商

＝0.75(時間)、c2＝0.25、c3＝0.375であり、

品の価値と価格をいわば自由に仮定し、それ

v1＝0.25、v2＝0.125、v3＝0.15で ある。また

によっていくつかの関係をあきらかにした。

(9)式から、m1＝0.25、m2＝0.125、m3＝0.15

しかしいまでは市場価格の 3 部門モデルがあ

である。また、金 1 グラムの価値量は0.675時

きらかになったので、生産手段、消費財、貨

間 だ か ら 、 (16)式 か ら 、 q(＝ 1 ÷ 0.675)＝

幣金の各商品の価値と価格と利潤率の厳密な

1.4815〔グラム / 時間〕である。

量的規定にもとづいて、第 2 節であきらかに
した諸関係を（必要な修正を加えたうえで）
厳密にあきらかにすることができる。次節で

２．生産価格の計算

は、価値と市場価格の量的関係について数値
つぎに、生産価格と平均利潤率を計算しよ

例を用いてさらに簡単な検討をおこなおう。

う。
平均利潤率を想定すると、r1＝r2＝r3であり、

第４節

価値と市場価格の量的関係

C＝ 1 である。C＝ 1 を(29)、(25)'、(26)'式
に代入すると、k＝1.0728、r1＝r2＝0.2716で
ある。したがって、r1＝r2＝r3から、r3＝0.2716
である。

１．価値量の計算

この k とr3の値を(30)式に代入すると、λ 2
＝ 0.9611が 得 ら れ る 。 そ し て 、 こ れ と k＝

ここでは、生産技術、実質賃金率の数値例

1.0728から、λ1＝1.0311である。
したがって、(17)式から、生産手段商品 1

を設定し、それに基づいて価値と生産価格を
計算し、さらに市場価格の数値例を設定する。

単 位 の 生 産 価 格 は 、 金 の (1.25× 1.0311×

そして、それらの比較をとおして、生産価格

1.4815＝)1.9095グラムである。また、消費財

のもとでの価値と市場価格の量的関係を検討

商品 1 単位の生産価格は、金の(0.5×0.9611

する。

×1.4815＝)0.7119グラムである。

ここでは第 3 節のモデルにおいて、生産手

繰り返しとなるが、金は価格をもたない。

段 1 単位の生産には0.6単位の生産手段と0.5

金 1 グラムの価値0.675時間が金0.8グラムや

時間の直接労働を、消費財 1 単位には0.2単位

金1.2グラムによって表現されるなどというこ

の生産手段と0.25時間の直接労働を、金 1 グ

とはない。「小麦 1 トンは金30グラムに値す

ラムには0.3単位の生産手段と0.3時間の直接

る」は価値表現だが、「金 1 グラムは金 1 グラ

労働を必要とすることとする。また、実質賃

ムに値する」は価値表現ではない。また、一

金率 b は消費財 1 単位であるとする。

般商品が生産価格をもつとき、金生産部門の

まず、各商品 1 単位の価値量を計算しよう。

利潤率は平均利潤率となり、これが、商品金

各商品 1 単位の価値量は(1)'～(3)'式によっ

が生産価格をもつことである。

て与えられる。(1)'～(3)'式に上の設定の数値

なおここでは価格の度量標準については捨

を代入すると、w1＝1.25(時間)、w2＝0.5、w3

象する。そのうえでかりにそれを考慮するこ

＝0.675が得られる。

ととしたときには、例えば1897年の貨幣法の

すな わち、生 産手段 商品 1 単位の 価値 は

1 円＝金0.75グラムを用いるならば、s＝ 1 ÷

1.25時間、消費財商品 1 単位の価値は0.5時間、

0.75＝1.3333〔円 / グラム〕である。したが

貨幣商品金 1 グラムの価値は0.675時間である。

って、生産手段 1 単位の貨幣名での生産価格

- 114 -

は、(1.9095×1.3333＝)2.5459円である。

位、商品金 1 グラムの価値は順に1.25時間、
0.5時間、0.675時間である。
生産価格を決定するためには、生産技術に

３．市場価格の数値例

くわえて実質賃金率が与えられなければなら
ない。そこで実質賃金率についてうえの数値

市場価格と市場利潤率の数値例を計算しよ

をあたえたうえで、生産価格（平均利潤率）

う。生産技術と実質賃金率が与えられれば、

を想定するならば、生産手段 1 単位の生産価

生産価格と平均利潤率は一義的に計算される。

格は金1.9095グラム、消費財 1 単位の生産価

しかしいうまでもなく、それらが与えられて

格は金0.7119グラムである。

も、市場価格は一義的に計算されるわけでは
ない。

したがって、生産手段と消費財の交換を生
産手段の側からみるならば、生産手段 1 単位

第 3 節でみたように、市場価格と市場利潤

と 交 換 に 入 手 す る 消 費 財 の 量 は (1.9095÷

率の決定の仕方には 9 つのケースがある。そ

0.7119＝）2.6823単位であり、その価値量は

のなかで、ここでは、まず利潤率比C（＝r1 /

(0.5×2.6823＝）1.3411時間である。したが

r2）が与えられて k と r 1、 r 2が決定され、その

って、生産手段の生産者は、金1.9095グラム

後に、さらにλ 1が与えら、これと k からλ 2

の価格と1.25時間の価値（これをさしあたり

が決定されて、価格の絶対水準が決定される

投下労働価値と呼ぶ）をもつ生産手段の 1 単

とともに r 3 が決定されることとしよう。

位 と引 き 換え に 、 金1.9095グ ラ ム の 価 格 と

ここでは、生産手段が不足し、消費財が過
剰であると想定し、C＝ 2 とする。

1.3411時間の価値（これをさしあたり入手労
働価値と呼ぶ）をもつ消費財の2.6823単位を

すると、(29)、(25)'、(26)'式にC＝ 2 を代

入手する。

入し て、 k＝ 1.2305、 r1＝0.3114、r2＝ 0.1557

生産手段 1 単位の入手労働価値は、投下労

が得られる。次に、λ 1は生産価格のときの

働価値にくらべて(1.3411－1.25＝)0.0911時

1.0311より大になるとみてここでは1.1としよ

間だけ大である。これは剰余価値の再分配に

う 。 す る と 、 こ れ と k＝ 1.2305か ら 、 λ 2＝

よるものである。すでにみたように、生産手

0.8939である。

段 の 価 値 の 内 的 構 成 は 、 0.75c1＋ 0.25v1＋

したがって、(17)式から、このときの生産

0.25m1＝1.25w1である。生産手段生産者は、

手段 1 単位の市場価格は、金の(1.25×1.1×

商品が生産価格で流通することによって、生

1.4815＝)2.037グラムであり、消費財 1 単位

産手段 1 単位当たり(0.25＋0.0911＝)0.3411

の市場価格は、金の(0.5×0.8939×1.4815＝）

時間の剰余価値を入手するのである

0.6622グラムである。また、金生産部門の利
潤率 r 3 は、(27)'式から r 3 ＝0.2349である

(12)

。

(13)

。

また、消費財の生産者は、金0.7119グラム
の価格と0.5時間の価値をもつ消費財の 1 単位
と引き換えに、金0.7119グラムの価格と0.466

４．生産価格を想定したもとでの価値と
市場価格の量的関係
これまで、価値、生産価格、市場価格の数
値例を設定してきた。

時間の価値をもつ生産手段の0.3728単位を入
手する。入手労働価値と投下労働価値の差は、
(0.466－0.5＝)－0.034時間である。また、消
費財の価値の内的構成は、0.25c2＋0.125v2＋
0.125m2＝0.5w2である。消費財生産者は、生

商品の価値は生産技術によってのみ規定さ

産価格での商品の流通によって、消費財 1 単

れ、生産技術にかんするうえの数値例のもと

位当たり(0.125－0.034＝)0.091時間の剰余価

では、生産手段商品 1 単位、消費財商品 1 単

値を入手する。
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市場価格の数値例では、生産手段が不足し、

下労働価値）は変化しないのだが、価値にお

消費財が過剰となって、生産手段 1 単位の市

ける交換比率が変化し、市場利潤率が変化し、

場価格は金2.037グラム、消費財 1 単位の市場

生産価格による剰余価値の再分配に加えて入

価格は金0.6622グラムとなる。したがって、

手労働価値の大きさが変化するのである。

生産手段の生産者が、生産手段 1 単位と交換

ここでの数値例を表にすると次のようであ

に入手する消費財の量は(2.037÷0.6622＝）

る。

3.0761単 位 で あ り 、 そ の 価 値 量 は (0.5×

表１

3.0761＝）1.5381時間である。また、消費財
の生産者が、消費財 1 単位と交換に入手する

使用価値
価値
生産価格
平均利潤率
市場価格
市場利潤率

生産手段の量は0.3251単位であり、その価値
量は0.4064時間である。
需給一致時にくらべて、生産手段の市場価
格が上昇し（金1.9095グラム→ 金2.037グラ
ム ）、 消 費 財 の 市 場 価 格 が 低 下 す れ ば （ 金

使用価値・価値・生産価格・平均利潤率・市
場価格・市場利潤率

表2-1

生産手段
⇨
金1.9095グラム
1 単位
1.25時間

生産価格
使用価値
価値

間→1.3411時間、消費財では0.5時間→0.466

消費財
1単位
0.5時間
金0.7119グラム
0.2716
金0.6622グラム
0.1557

生産価格での生産手段から消費財への転態

0.7119グラム→金0.6622グラム）、生産価格に
よる剰余価値の再分配（生産手段では1.25時

生産手段
1 単位
1.25時間
金1.9095グラム
0.2716
金2.037グラム
0.3114

消費財
金1.9095グラム
2.6823単位
1.3411時間

時間）にくわえて、入手労働価値は生産手段
では増加し（1.3411時間→1.5381時間）、消費

表2-2

生産価格での消費財から生産手段への転態

財では減少する（0.466時間→0.4064時間）。
生産価格
使用価値
価値

しかしそれにもかかわらず、需給不一致に
よって市場価格が生産価格より上昇・低下し
ても、生産技術が一定であるから価値は一定
であって、生産手段、消費財の各 1 単位、金

表3-1

1 グラムの価値は1.25時間、0.5時間、0.675
需給一致時における投下労働価値と入手労
働価値の差異は、生産価格での商品の流通に

生産手段
金0.7119グラム
0.3728単位
0.466時間

市場価格での生産手段から消費財への転態

市場価格
使用価値
価値

時間である。

消費財
⇨
金0.7119グラム
1 単位
0.5時間

生産手段
⇨
金2.037グラム
1 単位
1.25時間

消費財
金2.037グラム
3.0761単位
1.5381時間

表3-2 市場価格での消費財から生産手段への転態

よる剰余価値の再分配をしめしている。そし

市場価格
使用価値
価値

て、需給不一致時における投下労働価値と入
手労働価値の差異は、需給一致時における生

消費財
⇨
金0.6622グラム
1 単位
0.5時間

生産手段
金0.6622グラム
0.3251単位
0.4064時間

産価格による剰余価値の再分配をしめす・投
下労働価値と入手労働価値の差異に、需給一

以上、市場価格の 3 部門モデルを解明・設

致時の入手労働価値からの需給不一致時の入

定し、さらに数値例を設定して、生産価格が

手労働価値の差異がくわえられたものである。

想定されたもとでの価値と市場価格の量的関

生産手段 1 単位についてみれば、1.25時間→

係を検討してきた。

1.3411時間の差異と1.3411時間→1.5381時間

最後に、この市場価格の 3 部門モデル、一

の差異の和が、1.25時間→1.5381時間の差異

般的には市場価格の n 部門モ デルは『資 本

となる。

論』の篇別構成のどの論理次元に属すかを検

需給が一致せず商品の市場価格が生産価格

討しよう。

から離れて変動するとき、商品の価値量（投
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第 1 に、生産価格を想定しているのである

から、市場価格の n 部門モデルは『資本論』

とは、たとえばスティードマンがすでにあきら

第 3 部第 9 章以降の論理次元に属すことはあ

かにしている。なお、スティードマンは、価値

きらかである。

は「賃金、利潤、価格からまったく独立であ

第 2 に、市場価格を取り上げているのであ

る」とも述べているので、この箇所から、価値

るから、市場価格の n 部門モデルは需給不一

は生産価格からだけではなく、「価格」すなわち

致・不均衡時を想定する論理次元に属すこと

市場価格からも「独立である」としていると解

となる。

釈することもできる。しかし、スティードマン

あらためて指摘するまでもなく、『資本論』

の論旨から判断すると、この「価格」は生産価

全 3 部では需給一致・均衡が前提されており、

格を意味すると解釈するのが正しい。スティー

需給不一致・不均衡を想定する論理次元すな

ドマンは、価値は市場価格を含む価格一般から

わち競争は『資本論』全 3 部の後に位置する。

「独立である」ことまではまだ明らかにしてい

しかし、『資本論』全 3 部のなかで例外的に本

ないのである。生産価格を論ずるときには市場

格的にはじめて需給不一致・不均衡時が考察

価格を捨象し、逆に、市場価格を扱うときには

される章がある。それは、いうまでもなく、

生産価格の諸論点を捨象し、均衡論に属す生産

第 3 部第10章「競争による一般的利潤率の平

価格と不均衡論に属す市場価格を別個に論ずる

均化

のが一般的である。

市場価格と市場価値

超過利潤」であ

Steedman, I., Marx After Sraffa, New Left Books,

る。
市場価格の 3 部門モデルあるいは n 部門モ

London, 1977, p.40.

デルを用いて需給不一致・不均衡時を本格的

( 4 ) 鳥居伸好氏は「
『資本論』第 3 部第10章の市場

に考察することは、あきらかに競争の論理次

価値規定をめぐって」、「需要・供給関係をいか

元すなわち『資本論』全 3 部より後の論理次

に価値規定に取り込むかという問題と社会的労

元に属す。しかし、本稿で検討してきたよう

働配分の問題、さらにはそれとの関連で市場価

な市場価格の 3 部門モデルあるいは n 部門モ

格の変動と市場価値との関連把握が議論の対象

デルそのものの解明・設定と、それを用いた

となっている」としている。しかし、「需要・供

基本的な関係の解明は、需給不一致・不均衡

給関係を」「価値規定に取り込む」、すなわち需

時を本格的に考察する以前の論理次元、すな

給関係を生産技術の構成要素とするなどという

わち資本一般の論理次元に属すものと考えら

ことは不可能なことであると思われる。

れる。したがって、市場価格の 3 部門モデル

鳥居伸好「第 3 部第10章における〈市場価値〉

あるいは n 部門モデルは、『資本論』第 3 部第

規定をめぐる論争」本間要一郎・富塚良三編『資本

10章の論理次元に属すとするべきであろう。

論体系

第5巻

利潤・生産価格』有斐閣、1994

年 3 月、460頁。

注

( 5 ) 『資本論』第 3 部第10章において取り上げられ

( 1 ) K.Marx, Das Kapital, Bd.Ⅰ, 1867, in: Marx-

ている市場価値規定をめぐる論争については、

Engels Werke, Bd.23, Dietz Verlag, 1962, S.54、大

さしあたり鳥居氏の上記論文、高木彰氏の下記

内兵衛・細川嘉六監訳『資本論』第 1 巻、大月

著書、また、下記拙稿を参照されたい。

書店、1968年、53頁。

高木彰『市場価値論の研究― 市場価格論序説

( 2 ) この点についてくわしくは下記拙稿を参照され
たい。

― 』岡山大学経済学部、岡山大学経済学研究叢
書、1982年 3 月、御茶の水書房、1987年12月。

佐藤努「労働量計算と『資本論』の体系」『政
経研究』第109号、2017年12月。

佐藤 努「 市場価格 と労働の社会的配分 －
『技術説』の批判的展開－」『土地制度史学』

( 3 ) 価値と生産価格がたがいに独立に計算されるこ
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第145号、1994年10月。

( 6 ) Marx, a.a.O., Bd.Ⅰ, S.116-7、同上書、135-

大島雄一『増補版

6頁。

価格と資本の理論』未来社、

1974年12月、第 6 章。

( 7 ) 高木彰氏はこの引用箇所をとりあげて、「それ

佐藤努「総計一致命題と価値論」『日本福祉大

故、価格の価値量からの背離とは、現実価格の

学経済論集』第12号、1996年 1 月。

平均価格からの背離のことをいうのである。こ

(12) λ1の数値を1.1.から1.2へ大にすれば、生産手

の背離をもたらす『諸事情』とは需要供給関係

段の市場価格は金2.2222グラム、消費財の市場

のことである」としたうえで、この箇所にかん

価格は金0.7224グラムとなり、r3は0.132となる。

する諸論者の見解を紹介し検討している。

λ1が1.2のばあいは、λ1が1.1のばあいに比べて、

高木、前掲書、77頁。

また平均利潤率・生産

( 8 ) いうまでもないことだが、この(10)式は実質賃
金率と剰余価値率の量的関係をしめす式である。
( 9 ) Marx, a.a.O., Bd.Ⅰ, S.81、前掲書、第 1 巻、90

価格のばあいに比べて

も、全般的に価格が騰貴し、金部門の利潤率が
低下することになる。
(13) この点については下記拙稿を参照されたい。

頁。

佐藤努「生産価格表式（中）（下）」『経済科

(10) 市場価格ではなく生産価格についてであるが、
桜井毅氏は、価値から生産価格への転化の際に

学』第35巻第 3 号、1988年 1 月、第36巻第 3 号、
1989年 2 月。

「金の重量は、価値から生産価格への転化によ
っても不変である」こと、また、金生産部門で

（さとう

つとむ

元ノースアジア大学）

は「……生産された一定分量の金から、その生
産に必要な生産手段及び労働力の価格に等しい
金量を差引いて残った金の分量が、……諸資本
が一般に獲得している利潤率と比率的に等しい
ということによって、平均利潤が獲得される」
ことをつとに指摘しておられる。また、伊藤誠
氏は、「……35分の 1 オンスの貨幣商品金が 1 ド
ルとよばれるとし、……金生産部門で35分の 1
オンスの金を生産するのに 2 労働時間が社会的
に必要とされるとすれば、スウィージーらのzは
1/ 2となり、……」として、価値のデータから生
産価格を計算されている。
桜井毅『宇野理論と資本論』有斐閣、1979年
3 月、262頁、261-2頁。
伊藤誠『価値と資本の理論』岩波書店、1981
年 7 月、325頁。
(11) ここでの特殊利潤率と平均利潤率の規定は、
『資本論』第 3 部第 2 篇「利潤の平均利潤への
転化」における規定とは異なっている。この点
は生産価格論またはいわゆる転形問題に深く関
わっている。しかし紙数の点からいっても、こ
こで転形問題に立ち入ることはできない。転形
問題についてはさしあたり大島雄一氏の下記著
書、また下記拙稿を参照されたい。
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（受付日：2018/04/10、受理日：2018/09/14）

■論文■

財政ファイナンス・日銀トレードと国債ビジネス
─ 国家と中央銀行を利用した金融独占資本の資本蓄積 ─

山 田 博 文

《要旨》 国庫の赤字が経済規模の 2 倍を超過し、破綻に瀕しつつある国で、「国庫の赤字」をビジネスチャ
ンスとし、「致富の主源泉」（マルクス）とする内外の大手金融機関は、「国庫の赤字」と「日銀トレ
ード」を梃子に資本蓄積を増進している。国債大量発行に依存した国庫の資金調達と国債オペレー
ションを駆使した日本銀行の金融政策は、国債市場におけるプライマリーディーラーである内外の
大手金融機関の国債ビジネスを活発化させているからである。国家の徴税権と中央銀行信用を利用
したこのような現代日本の国債ビジネスは、近年、異次元のリスクを累積させている。

源調達のために増発されてきた。銀行・証券

目 次
1 問題提起
2 財政ファイナンスと国債ビジネス
1. 国庫の赤字は金融独占資本の収益源泉
2. 日銀の国債買入に依存した国債増発
3. 隠蔽される財政破綻と国債バブル
4. 日銀の独立性の剥奪と膨張する資産
3 日銀トレードと国債ビジネス
1. 活発化する日銀トレードと国債投機
2. 国債の高値買入と隠れた補助金
3. 膨張する日銀当座預金と利子収入
4 結語

会社などの民間金融機関は、増発される国債
の引受、入札、売買、保有、償還といった多
様な国債ビジネスを展開し、手数料、利子、
売買差益、償還金など、多様な国債関係収益
を獲得してきた。
現代日本は、一般会計歳入の 3 ～ 4 割が国
債発行に依存し、国債の増発なくして予算を
組めない事態に陥っている。毎年、30～40兆
円の新規財源債と100兆円を超える借換債の発
行が持続できたのは、日銀信用に依存して国
債が発行されてきたからである。
とくに第 2 次安倍政権下の政府と日銀との

１ 問題提起

「政策連携」は、「デフレ脱却」、 2 ％の物価
上昇が最重要課題とされ、歴史上例を見ない
異次元金融緩和政策が断行された。日銀は国

政府が財政資金調達のために発行する国債

債発行額を上回る金額の国債を買い入れ、空

（国庫債券）は、政府が元利払いを保証する

前の緩和マネーを民間金融機関に供給しつづ

証券である。この証券は、国家の徴税権に支

けてきた。
政府との「政策連携」を担わされた日銀は、

えられているので、投資の基準となる信用格
付でトップクラスに位置する金融商品にほか

民間金融機関から数十兆円、近年では100兆円

ならない。

前後の国債の買入を繰り返し、その買入代金

国債は、現代では経済成長や景気対策の財

を受け取った民間金融機関は、政府の発行す
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る国債の引受や入札に参加し、国債を購入し

ても、日本は世界最高の政府債務大国の水準

てきた。そのため、政府は国債の市中消化基

に達している。各国の政府債務の中心を占め

盤である民間金融市場の動向から相対的に独

るのは、国債発行残高であり、日本の場合、

立し、財政法第 5 条を空洞化させ、ほぼ無制

近年増発されてきた普通国債発行残高は、857

限に国債を増発できた。

兆2445億円に達している。

日銀信用に依存したこのような国債増発メ

国債発行残高に関する従来の分析は、政府

カニズムは、民間金融機関にとって、保有国

債務や確定利付債券の保有問題として検討さ

債はいつでも日銀が高く買い取ってくれるメ

れる傾向が強かった。だが、このような分析

カニズムとして機能し、日銀との間の国債の

視角では、国債の発行や保有の局面に限定さ

売買取引＝日銀トレードを活発化させた。

れ、国債の発行・売買・償還・保有などの全

日銀トレードにおいて、日銀は民間金融機

局面において、国債が金融商品として機能し

関から額面を上回る高値で国債を買い入れた

ていることが看過される。世界の大手金融機

ので、民間金融機関には国債売却益が発生す

関・投資家は、各国政府の発行する国債の全

る一方、日銀は国債の償却負担という損失を

局面を網羅する資本蓄積を展開し、世界の国

抱えこんだ。しかも日銀の国債保有額は、国

債市場を通じて莫大な収益を実現している。

債発行残高の 4 割台に膨張し、国債価格の下

その対極で各国国民は国家の債権者に献納す

落は日銀のバランスシートを破壊するほどの

るための重税に苦しめられている。

リスクを抱えこんでしまった。

各国政府が発行する国債は、現代資本主義

他方で、日本の国債ビジネスに参加した内

経済のもとでは、トリプルAなどの格付をも

外の金融機関、その主役は少数の金融独占資

つ金融商品として取り引きされている。国債

本であるが、OECD諸国で最大の財政赤字・

の売買高は、日本だけでも 1 京円を超過する

政府債務大国から、国債関係の多様な収益を

天文学的な市場を形成し、世界の大手金融機

獲得してきた。現代日本では、国家と中央銀

関・投資家に莫大な収益（国債売買差益）を

行を利用した内外の金融独占資本の資本蓄積

提供している。大手金融機関・投資家による

が増進している。

国家相手の国債ビジネスを通じた資本蓄積の
収益源泉は、国債引受手数料＋売買差益＋利
子収入＋賃貸手数料＋担保物件＋リスクフリ

２ 財政ファイナンスと国債ビジネス

ー資産（BIS規制対策）など、多種多様な分
野におよんでいる（図表１）。
周知のように、国債や国庫の赤字問題は、

１．国庫の赤字は金融独占資本の収益源泉

古くから存在している。この問題について、
すでにマルクスは、「国庫の赤字」は、国債投
機業者や国家の債権者の「致富の主源泉」で

日本の政府債務総額（「国債及び借入金並び
に政府保証債務現在高」）は、2018年 6 月末現

あった、と以下のような重要な指摘をしてい
た。

在、1128兆5280億円である。各国を比較した
(1)

①「国家が負債に陥ることは、むしろ直接

OECDによれば 、2018年現在、日本の政府債

の利益になった。国庫の赤字、これこそまさ

務総額の対GDP比は225％であり、財政破綻し

に彼らの投機の本来の対象であって、彼らの

たギリシア182％、戦後の代表的な財政赤字国

致富の主源泉であった 」。

(2)

のイタリア153％、さらにポルトガル145％、

②「国債は国庫収入を後ろだてとするもの

フランス122％、イギリス117％などと比較し

であって、この国庫収入によって年々の利子

- 120 -

図表１

などの支払がまかなわれなければな

国債ビジネスのしくみ

らないのだから、近代的租税制度は
国債制度の必然的な補足物になった
(3)

のである 」。
③「国債という資本の蓄積が意味
するものは、……租税額のうちから
ある金額を先取りする権利を与えら
れた国家の債権者という一階級の増
(4)

大以外のなにものでもない 」。
何れの指摘も含蓄に富んでいる。
このように、マルクスは、国債につ
いて、もっぱら国家債務として理解
するのではなく、過剰な貨幣資本の
利殖の対象として、投機業者や国家
の債権者に国債ビジネスの機会を提
供し、国家のピンチはビジネスチャ

（筆者作成）

ンスであり、国家のリスクはリター
ンをもたらす、と認識していた。
図表２

現代日本において国債ビジネスを主導する
のは、国内勢としては、三菱UFJ銀行、三井

国債市場特別参加者(プライマリーデ
ィーラー)

住友銀行、みずほ銀行、野村證券、大和証券

SMBC日興証券株式会社

などの大手金融機関、外国勢としては、ゴー

岡三証券株式会社

ルドマン・サックス、メリルリンチ、シティ

クレディ・アグリコル証券会社

グループなどのアメリカの大手証券会社、ド

クレディ・スイス証券株式会社

イツ証券、BNPパリバ証券、UBS証券などヨ

ゴールドマン・サックス証券株式会社
JPモルガン証券株式会社

ーロッパの大手証券会社であり、財務省が指

シティグループ証券株式会社

定した「国債市場特別参加者」（プライマリー

ソシエテ・ジェネラル証券株式会社

ディーラー）に名を連ねる21社の内外の大手

大和証券株式会社

金融機関である（図表２）。これらの大手金融

ドイツ証券株式会社

機関は、日本の国債市場だけでなく、グロー

東海東京証券株式会社

バルな金融市場において独占的な支配力を有

野村證券株式会社

する現代の金融独占資本にほかならない (5)。

バークレイズ証券株式会社

国庫の赤字・政府の債務が増えれば増えるほ

BNPパリバ証券株式会社

ど、彼らの国債ビジネスは活性化し、「彼らの

株式会社みずほ銀行

致富の主源泉」は増大してきている(6)。

みずほ証券株式会社
株式会社三井住友銀行
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社

２．日銀の国債買入に依存した国債増発

メリルリンチ日本証券株式会社
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
UBS証券株式会社

日本を世界最高の政府債務大国に押し上げ

注：2016年7月以降、三菱UFJ銀行は資格を返上し、全
21社である。
出所：財務省HPより。

たのは、日銀信用に依存した国債増発メカニ
ズムがフル回転しているからである。
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図表３ 日銀の国債買入額と政府の国債発行額
2007
日銀の国債買入額(A)
国債発行額(B)

14.4

2008

2009

16.8

21.6

（単位：年度、兆円、％）

2010

2011

21.6

2012

21.6

138.1 125.2 124.1 146.9 155.4

うち新発債

29.9

25.4

33.2

うち借換債

108.2

99.8

90.9 102.6 111.2

10.4

13.4

17.4

日銀の国債買入比率(A/B)

44.3

14.7

44.2

13.8

21.6

2013
90

2014
144

156.5 154.9 163.3
44.2

2016

153 143.5

2018

140.3

136.8

34.3

33.6

106

103.2

－

－

88.1

36.8

2017

144 市場動向 市場動向

34.4

58.1

41.2

144

112.3 112.1 122.1 116.2 109.1
13.8

42.8

2015

94.1 100.3

注1：日銀の買入額は、買入予定額の最大値を年間ベースに換算、2009年度と2014年度には年度中に買入額の改訂があったが、最
大値を採用している。
注2：日銀は、2017年2月28日以来、国債買入額の具体的な金額を公表せず、「金利操作方針を実現するため、市場の動向等を踏ま
えて弾力的に運用する」（日銀金融市場局）としている。
注3：国債発行額は当初予算ベース、国債には財投債、復興債を含めていない。借換債には日銀の乗換分を含む。
資料：財務省ＨＰ、日銀ＨＰ、より作成。

各 国 の 中 央銀 行 は、 2008年 9 月の リ ー マ

間部門における国債消化が困難な情勢下での

ン・ショックを契機に、政策金利の引き下げ

「窮余の一策 (8)」として、日銀の直接的な国

に加えて、国債の買入による大規模な金融緩

債引受に依存した。国家財政の資金調達が中

和政策（Quantitative Easing 量的金融緩和）に

央銀行に依存する財政ファイナンスは、戦後

踏み出したが、すでに世界に先駆けてゼロ金

になると、戦禍への反省とインフレ懸念から、

利や量的金融緩和政策を推進してきた日本銀

財政法第 5 条によって禁止された。すなわち

行は、買入国債の金額を2008年12月に改定し、

「すべて、公債の発行については、日本銀行

「これまで年14.4兆円（月1.2兆円）ペースで

にこれを引き受けさせ、又、借入金の借入に

行ってきた長期国債の買入れを、年16.8兆円

ついては、日本銀行からこれを借り入れては

(7)

（月1.4兆円）ペースに増額する 」決定を行

ならない」。

った。

だが、日銀が政府から直接国債を引き受け

以後、毎年のように国債の買入額は増額さ

なくとも、民間金融機関を介した日銀の国債

れた。とくに、2013年 4 月から安倍政権の経

買入額が国債発行額に匹敵するようになると、

済政策（アベノミクス）が始動しはじめると、

財政法第 5 条の規定は空文化する。安倍政権

日銀による国債の買入額は、異次元に増額さ

下では、新発債も借換債も、ほぼ全額日銀が

れ、政府の国債発行額の大半を占めるほどに

買い入れてくれるので、政府は、国債の市中

巨額化した。2016年に至っては、国債買入額

消化余力や民間資金の動向に牽制されること

（144兆円）が国債発行額（新発債と借換債の

なく、自由に国債が増発でき、財政資金調達

合 計 額 143.5兆 円 ） を 超 過 し 、 買 入 比 率 は

が可能になる。これは、日銀による間接的な

100.3％に達した（図表３）。日本銀行の国債

国債引受であり、事 実上の財 政ファイナ ン

買入額が国債発行額を超過するほど巨額化す

ス(9)といえよう。

ると、日銀信用に全面的に依存して国債が発

財政法第 5 条に規制される戦後の場合、日

行されることになり、国債増発の歯止めはな

銀による直接的な国債引受は禁止されたが、

くなる。

新しい財政ファイナンスのやり方が駆使され

周知のように、第 2 次世界大戦時の日本の

ている、といってよい。それは、民間金融機

軍資金調達のために増発された国債は、長引

関を窓口にすることである。つまり、日銀が

く戦時下での「財界萎靡、金融窮屈の為」、民

民間金融機関の保有する国債を買い入れ、そ

- 122 -

の代金（マネタリーベース）を供給する─

務の負担を軽減化させ、財政破綻を先送りで

民間金融機関は日銀から受け取った代金で政

きる。

府の発行する国債を購入する─政府は民間

安倍政権下では、長期国債の金利は長期間

金融機関が恒常的に国債を購入してくれるの

ゼロ％近傍、ときにはマイナス金利を記録し

で、いくらでも国債が発行できる ─、とい

た。これは、政府の国債利払費を低水準に抑

った国債発行メカニズムが作動する。しかも、

えこむ効果を発揮する。普通国債の利率加重

直接政府からではなく、民間金融機関からの

平均は、バブル崩壊後の金融緩和基調のもと

日銀の国債買入方式は、内外の批判に対して、

で 、1990年 度 末 6.1％ 、2000年 度末 2.67％、

財政資金調達のためでなく、金融政策のため

2010年度末1.29％と低下傾向にあったが、最

なので、財政ファイナンスではない、との強

近の日銀の大量国債買入やマイナス金利の導

引な金融当局の答弁に余地を与えることにも

入などにより、2018年度末には 1 ％を下回る

なる。たとえば、日銀の若田部昌澄副総裁は、

0.95％を記録している。これは、自国のGDP

国会で、「現在の日銀の国債買入は、物価 2 ％

の 2 倍ほどの累積国債を抱えているのに、一

目標の実現に向けた金融政策上の目的で行っ

般会計から歳出される国債元利払費（23.3兆

ているので、……政府による財政資金の調達

円、うち利払費 9 兆円）が低く抑えこまれる

を助けることを目的とする、いわゆる財政フ

背景にほかならない。

ァイナンスを行ってはいない (10)」と答弁して
いる。

ブルームバーグ社の試算によれば (11)、アベ
ノミクスが動き出した2013年度からの 5 年間

民間金融機関を窓口にして、日銀の国債買

で、異次元金融緩和の恩恵により国債発行コ

入と政府の国債発行が一定のタイムラグを置

ストは、ほぼ 5 兆円抑制された。10年物長期

いて同時に進展している。たしかに、このや

国債の平均利回りは、異次元金融緩和以前の

り方だと日銀が政府から直接国債を引き受け

2012年度発行分は0.81％であったが、2017年

ていない。だが、民間金融機関による国債購

度には0.06％へと暴落し、 5 年物の中期国債

入資金の出所は、その元をたどれば日本銀行

にいたっては、同時期でみると、0.26％から

に行き着くので、実質的に、「国債のマネータ

マイナス0.1％へと暴落しているからである。

リゼーション」が進展していることになり、

主要な国債銘柄である長期国債金利すらマ

日銀信 用に依存して財 政資金が 調達される

イナス金利を記録するまでに国債価格が暴騰

「財政ファイナンス」が行われていることに

し、表面金利が暴落すると、政府にとっては、

なる。

国債利払費や財政赤字の膨張を押しとどめる
ことになるが、投資家にとっては、投資物件
としての国債の旨味は減少する。国債に投資

３．隠蔽される財政破綻と国債バブル

し、保有することで政府から支払われる国債
金利を受け取る国債ビジネスは限界を迎える。

日銀の国債買入に依存した国債発行メカニ

国債の大量保有者であった民間銀行は、旨味

ズムが作動するようになると、国債が際限な

のなくなった国債を日銀に高値で売りつけ、

く増発され、政府債務が累積するというだけ

国債売却益を得ながら国債保有額を激減させ

ではない。日銀によって国債が大量に買い支

てきた。国債ビジネスは、国債保有によるイ

えられるので、国債価格は暴騰し、官製バブ

ンカムゲイン狙いから、投機的なキャピタル

ルが演出される。国債価格の暴騰（＝国債金

ゲイン狙いの売買取引へシフトする。

利の暴落）は、国債利払費を低水準に押し止

異次元金融緩和政策が発動され、国債の価

め、国債費を負担する政府にとって、政府債

格暴騰＝金利暴落が持続するようになると、
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国債の保有構成に大きな変化が発生

図表４

激減する民間銀行の国債保有額と激増する
日銀の国債保有額

した（図表４）。従来の大口の国債
保有者の民間銀行は国債保有額を激

（単位：億円、％）

2008年12月末

2013年3月末

2018年3月末

国債残高

6,996,478(100%)

8,071,421(100%)

9,956,806(100%)

日本銀行

581,662(8％）

938,750(12%)

4,372,791(44%)

なると、本来であれば、国債の発行

民間銀行

2,879,332(41%)

3,489,536(43%)

1,886,868(19%)

は不可能になり、財政破綻が表面化

生保損保

1,338,242(19%)

1,901,042(24%)

2,052,532(21%)

する。にもかかわらず、国債が増発

公的年金

821,639(12%)

629,924(8%)

468,859(5%)

年金基金

268,525(4%)

309,755(4%)

312,033(3%)

減させた。民間の大口の国債投資家
から日本国債が見捨てられるように

され、破綻が表面化しないのは、日
銀による国債の大規模買入が継続さ
れ、日銀信用に依存した国債発行が

家計

366,758(5%)

242,126(3%)

123,823(1%)

海外

472,337(7'%)

352,469(4%)

595,311(6%)

その他

267,983(4%)

198,785(2%)

144,589(1%)

行われているからである。

４．日銀の独立性の剥奪と膨張
する資産

注：2008年12月末では、民間銀行にゆうちょ銀行、生保損保にかんぽ生
命、その他に財政融資資金の国債保有を含む。
資料：日本銀行「資金循環勘定」、財務省「債務管理リポート」各年版、
より作成。

最近の財政ファイナンスを可能にしたのは、

あった。その中心は国債67兆円であり、これ

日銀の独立性が政府によって剥奪されたから

は2001～06年に採用された国債買入による量

である。第二次安倍政権が動き出すと、内閣

的金融緩和政策の帰結である。この時期では

府・財務省・日本銀行の三者の連名で、2013

国債保有額が増えたといっても、発行銀行券

年 1 月22日、「デフレ脱却と持続的な経済成長

75兆円を上回ることはなかった。

の実現のための政府・日本銀行の政策連携」

だが、リーマン・ショック後、「長期国債の

の強化と一体化を目的とした「政府・日銀の

買入れを、年16.8兆円（月1.4兆円）ペースに

共同声明

(12)

」が公表された。その内容は、「金

増額する」ようになると、日銀のバランスシ

融緩和の思い切った前進」であり、民間金融

ートは膨張していく。2013年 4 月の日銀の国

機関の保有する国債などの金融資産を前例の

債保有額は、この 5 年間でほぼ倍増し、127兆

ない規模で買い入れ、その買入代金を民間金

円に膨張し、総資産を162兆円に押し上げた。

融機関に供給する異次元金融緩和政策である。

さらに注目されるのは、アベノミクスが本格

安倍首相は、古くからの「お友達」の黒田東

始動した2013年 4 月からの 5 年間をみると、

彦氏を日銀総裁に任命し、日銀政策委員会や

日銀の国債保有額は、3.5倍の449兆円（2018

金融政策決定会合に政権の意向が強く反映さ

年 4 月）に膨張し、総資産を530兆円に押し上

れる人事を断行した。中央銀行としての日銀

げている。このような日銀の資産膨張は、リ

の独立性は、安倍政権下で剥奪された、とい

ーマン・ショック対策としてQE量的金融緩和

ってよい。これによって、中央銀行が政府の

を行ってきた各国中央銀行の資産膨張の規模

発行する国債の消化機関化し、国債の大規模

を凌駕し、歴史上未知の異次元のリスクを抱

買入を通じて、累積国債という政府債務は日

えることになった。

本銀行のバランスシートに移転された。

各国中央銀行の資産規模を自国のGDP比で

最近10年間の日銀のバランスシートを比較

比較（2018年 5 月現在、円換算）すると、ア

してみよう（図表５）。リーマン・ショック直

メリカのFRBの総資産473兆円は、アメリカの

前の2008年 4 月の日銀の総資産は、107兆円で

対GDP比で約23％、EUのECBの総資産580兆
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円はEUの対GDP比で約26％、 図表５ 日本銀行のバランスシートの推移
ところが日銀の総資産541兆円

2008年04月10日

2013年04月10日

2018年04月10日

は自国のGDPを超越し、日本

総資産（107兆円）

総資産（162兆円）

総資産（530兆円）

だけ102％に達している。

資産

負債

資産

負債

資産

負債

国債

発行銀行券

国債

発行銀行券

国債

発行銀行券

67兆円

75兆円

127兆円

82兆円

449兆円

103兆円

貸付金

売現先勘定

貸付金

当座預金

貸付金

当座預金

日銀が買い入れ保有する国
債は、政府が発行するとはい
え、民間の株式同様、価格変

25兆円

11兆円

21兆円

55兆円

46兆円

378兆円

買現先勘定

当座預金

金銭の信託

売現先勘定

金銭の信託

政府預金

日銀のバランスシートを毀損

7兆円

7.5兆円

1兆円

16兆円

19兆円

19兆円

する価格変動リスクのある資

その他

その他

その他

その他

その他

その他

動リスクのある証券である。

産保有については、発券銀行
としての中央銀行の信認を維
持するため、日本銀行券の発
行高の範囲内に収める「日本
銀行券ルール」〔2001年日銀の

注1：
「金銭の信託」は、株価指数連動型上場投資信託(ETF)である。
注2：
「売現先勘定」とは、国債の買戻条件売却にともなって発生する金銭債務の額
である。
注3：
「買現先勘定」とは、国債の売戻条件買入にともなって発生する金銭債権の額
である。
資料：日銀ＨＰ、
「営業毎旬報告」各版、より作成。

内部規定〕が守られていた。
だが、このルールは、大規模の量的質的金融

もたらすであろう。

緩和政策に踏み出した安倍政権下の2013年 4
月に適用の停止が決定された。
安倍政権との政策連携を強化し、アベノミ
クスの三本の矢

(13)

に組み込まれた黒田日銀は、

３

日銀トレードと国債ビジネス

年間96～144兆円程度の国債買入を継続してき
た。そのため、直近の2018年 8 月31日現在、
日銀の国債保有額は468兆2067億円に達し、日

１．活発化する日銀トレードと国債投機

本銀行券発行高104兆7501億円の4.5倍に達す
る事態に陥っている。日銀の総資産も550兆
9363億円に膨張した。

日本の国債売買市場の規模は、 1 京円前後
の天文学的な規模に達している

(14)

。政府の発

今後、なんらかの事情で国債価格が下落し

行する国債は、民間企業の株式と違い証券会

た場合、日本銀行は資産の劣化と巨額損失に

社だけでなく、銀行も参加でき、先物取引や

逢着し、日銀信用は毀損する。それは、対外

超高速取引などの多様な取引が行われる最大

的には急激な円安を誘発し、輸入物価を押し

規模の金融市場である。この市場では、投資

上げ、それと連動して国内物価の高騰・イン

家との対顧客取引よりも、銀行・証券のプロ

フレを誘発し、国民生活を直撃することにな

の債券ディーラー間の売買が活発であり、日

ろう。

銀も加わり、むしろ日銀は国債市場の中心的

日銀の独立性を剥奪し、アベノミクスに組

な存在として注目されている。

み込んできた政府の場合、増発され累積する

まず、日銀による国債の大規模買入の具体

国債は財政破綻を誘発し、国債価格の下落は

例をみておこう。ブルームバーグ社の報道に

長期金利の上昇となって国債の利払い負担を

よれば、2016年12月14日に実施された日銀の

膨張させ、一般会計歳出中の国債費を吊り上

国債買入は、以下のようである。

げ、社会保障関連費などの国民生活関連予算

「午前10時10分。日銀は 5 本の長期国債買

を切り詰め、財政緊縮による国民生活破壊を

い入れオペの実施を通知した。買い入れ総額
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は 1 兆5500億円に上る。 3 つの残存年限区分

図表６

大手銀行決算における債券関係損益の割合
（単位：億円、％）

を同時に通知した。また、残存期間「10年超
業務純益

25年以下」が2000億円、「25年超」が1200億円

債券等関係損益

B/A

(A)

(B)

2008.3

32,774

1,088

3.3

2009.3

26,596

1,179

4.4

2010.3

29,297

1,842

6.2

この日も、国債価格の下落・金利上昇懸念か

2011.3

32,155

5,921

18.4

ら、 1 日で 1 兆5500億円に達する巨額の国債

2012.3

31,936

6,901

21.6

を民間金融機関から買い入れている。

2013.3

32,704

7,562

23.1

しかも、日銀の国債買入価格は、民間金融

2014.3

29,104

1,831

6.2

機関が財務省から購入した価格よりも高めな

2015.3

45,701

3,209

7.0

2016.3

42,684

4,107

9.6

2017.3

37,913

998

2.6

と、前回から100億円ずつ増額

(15)

。」。2013年 4

月以来、日銀による国債の買入額はほとんど
青天井ともいえるほど巨額になった。日銀は、

ので、民間金融機関にとっては日銀に国債を
高値で売却することで国債売買差益を獲得で
きる。この点について、国債の個別銘柄
（2015年 3 月22日発行の20年利付国債（第156
回）・発行額 1 兆890億円）を例にとって、民
間金融機関と日銀との国債売買取引＝日銀ト
レードにおける国債売買差益の発生をみてお
こう(16)。

注1：大手銀行とは３メガバンクFG所属他、大手銀行9～11行
であり、グループ連結ベースの決算
注2：業務純益＝業務粗利益－経費（除く臨時処理分）－一般
貸倒引当金繰入額
注2：債券等関係損益＝国債等債券売却益(＋国債等債券償還
益)－国債等債券売却損(－国債等債券償還損)－国債等
債券償却
資料：金融庁HP、「銀行の決算の状況」各年度版、より作成。

①2015年 3 月22日、銀行・証券会社は、表
面金利0.4％、発行額 1 兆890億円の20年利付
国債（第156回）を額面価格の100円よりも安
い99円49銭で財務省から購入する。

通常の国債売買市場とちがい、数千億円も

② ほ ぼ 1 ヵ月 半 後の 2015年 5 月 9 日、 銀

の巨額の国債を一挙に高値で売却できる日銀

行・証券会社は、この国債を日銀トレードで

トレードは、民間金融機関にとって、格好の

日銀に104円25銭ほどで売却し、購入価格と売

収益源泉を提供している。とくに、国債の非

却価格の差額＝ 4 円76銭の国債売買差益を獲

価格競争入札や買入入札などへの参加資格が

得した。ここで例示した、額面100円は理論価

財務省によって特別に与えられ、潤沢な資金

格なので、売買の単位を現実の売買取引価格

を運用する「国債市場特別参加者」（プライマ

（ 1 兆890億円）に換算しなおすと、銀行・証

リーディーラー）などの内外の大手金融機関

券がこの日の日銀トレードで獲得した国債売

20数社は、日銀トレードで独占的に巨額の収

買差益は、 4 円76銭ではなく、476億円に達す

益を獲得してきた。

る。

日本の 3 メガバンクなど大手銀行が、最近

③民間銀行・証券会社は、このような日銀

の10年間（2008年～2017年）で、日銀トレー

トレードを通じて、わずか 1 ヶ月半ほどで476

ドを含む国債売買取引で獲得した収益に目を

億円の国債売買差益を獲得している。これは、

向けると、ピークを記録した2013年 3 月期決

年間に換算すると、38％超の国債運用利回り

算では、業務純益の23.1％に達する7562億円

を実現したことになる。周知のように、一般

の収益を上げている（図表６）。超低金利下で

の国債利回りはゼロ近傍の水準にあるのに、

本業の貸出業務からの金利収入が低迷する銀

日銀トレードによって民間金融機関は破格の

行にとって、日銀トレードは、中央銀行に依

高利回りを実現したことになる。

存した資本蓄積の主要な舞台となっていた。
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だが、異次元金融緩和下の異常な 図表７ 証券会社におけるトレーディング損益の割合
（単位：億円、％）

低金利の長期固定化は、国債保有か
純営業収益 トレーディング損益

ら発生する金利収入を低下させ、民

B/A

受入手数料

C/A

(A)

(B)

2008.3

37,038

5,793

15.6

28,303

76.4

2009.3

24,511

4,351

17.7

17,977

73.3

2010.3

31,136

8,048

25.8

21,282

68.3

を激減させていく。国債市場は品不

2011.3

26,520

5,401

20.3

18,983

71.5

足になり、取引も低迷し、日銀トレ

2012.3

24,709

6,362

25.7

16,349

66.1

ード の 利 ザヤ （売買 差益） も縮 小

2013.3

28,978

8,961

30.9

17,939

61.9

し、大手銀行の国債売買差益（表中

2014年度

38,071

12,371

32.5

22,939

60.2

の「債券等関係損益」）は、減少し

2015年度

36,575

10,880

29.7

22,956

62.7

2016年度

35,399

11,132

31.4

21,340

60.2

2017年度

36,366

10,049

27.6

22,607

62.1

間銀行は過去に安値で買っていた保
有国債を日銀に高値で大量売却し、
国債売買差益を得ながら国債保有高

ていく。アベノミクスの第 1 の矢を
担った日銀の史上例を見ない異常な
金融緩和政策の限界が表面化したこ
とになる。
証券会社の場合、日銀トレードや
債券ディーラーの回転売買にともな

(C)

注1：証券会社は外国証券会社を含めた全社
注2：受入手数料＝委託手数料＋引受・売出手数料＋募集・売出の取扱手数
料
注3：2014年の金融商品取引法等改正の事業年度規制の見直しで決算月が多
様化したので、2014年度からは年度全体の合計額
資料：日本証券業協会ＨＰ、
「会員の決算概況」各年度版、より作成。

う資本蓄積の増進は、近年のトレー
ディング収益の拡大にみることがで
きる（図表７）。伝統的な証券業務
は、株式や債券の引受・売出、委託
売買等の手数料収入が中心であり、証券会社

に処理できるのか、といった未曾有の難問を

の純業務収益のなかで 7 割台を占めていた。

抱え込んだことになる。

だが、最近では 6 割台に後退し、代わって国
債の売買差益を狙った投機的なトレーディン

２．国債の高値買入と隠れた補助金

グ収益が 3 割近くを占めるようになった。
民間金融機関と日銀との間の日銀トレード

日銀が額面価格を上回るオーバーパーの高

が活発化すると、「10年債は売り手が財務省、
買い手が日銀で発行額の 8 割が終わっており、
市場は横流ししているだけ

(17)

」といった事態

値で民間金融機関から国債を買い入れる日銀
トレードが活発化すると、民間金融機関は日
銀から巨額の国債売却益を獲得することにな

が進展している。
このような日銀トレードの行き着く先は、

るが、他方で日銀は民間金融機関から国債を

歴史的にも未体験の日本国債市場の異常事態

高値で買い入れた金額分だけ損失を抱えこむ。

であり、市場から国債が「消滅」し、しかも

というのも、日銀がオーバーパーで民間金

0 ％近傍に張り付く国債では民間投資家の利

融機関から買い入れ、保有する国債の満期が

益が見込めず、国債市場から退場し、国債の

到来した時、政府から日銀に支払われる国債

取引が成立しない事態をもたらしている。

の償還金は、国債の額面価格に対してだけ適

また日銀サイドでは、日銀のバランスシー

用されるからである。したがって、日銀が民

トに価格変動リスクのある資産として累積す

間金融機関から額面を上回る高値で買い入れ

る450兆円もの大量国債について、そのリスク

た国債の金額については、日銀に償還金とし

をできるだけ表面化させることなくどのよう

て支払われず、そっくり日銀の損失（償却負
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図表８

膨張する日銀の損失と支払利息

日銀の損失額
当座預金への支払利息
債券取引損失引当金
国庫納付金

（単位：年度、億円）

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

8,603

11,598

25,347

42,330

64,270

94,414

101,540

394

432

932

1,615

2,216

1,873

1,836

－

－

－

－

4,501

4,615

4,451

5,026

5,472

5,793

7,567

3,905

4,813

7,265

注1：「日銀の損失額」は、国債のオーバーパーでの買入による償却負担額であり、日銀の財産目録の国債の額面価格と簿価
との差額である。
注2：「当座預金への支払利息」は、民間金融機関の日銀当座預金残高に対して支払われるプラス0.1％の利息の支払い額であ
る。
注3：2017年度の国庫納付金の増加は、株式関連の収入が5300億円ほど増加し、日銀の収益を押し上げたからである。
注4：巨額の国債を保有するようになった日銀は、財務の健全性を確保するため、2015年度から「債券取引損失引当金」への
繰入を開始した。
資料：日銀HP、
「事業年度財務諸表等」各年度版、より作成。

担）となるからである。異次元金融緩和を担

債を日銀に売却できた民間金融機関は、国債

う日銀は、毎年80兆円を超えるペースで国債

の売買取引という合法的なやり方で、日銀か

を買い入れようとしたため、どんなに高値で

ら国債売却益という「隠れた補助金」を供給

あっても、民間金融機関から大量の国債を買

してもらってきたことになる。

い入れてきた。

日銀がどの金融機関からいくらの国債を買

毎年公表される日銀の事業年度財務諸表で

い入れたのか、といった日銀トレードの具体

は、日銀の保有する国債について、額面価格

的な内容については公表されていない。日銀

ベースと簿価ベースに分けて金額が明示され

と取引関係にある内外の金融機関は、530社ほ

ている。額面価格ベースの保有国債について

ど存在するが、数百億円や数千億円単位の国

は政府から全額償還金が支払われる。だが、

債を売買できる金融機関は、「国債市場特別参

額面以上の高値で買い入れたために額面金額

加者」（プライマリーディーラー）に名を連ね

を上回って膨張した簿価ベースでの保有国債

る内外の大手金融機関ほぼ20数社という金融

については償還金が支払われず日銀の損失と

独占資本に限られる。これらのごく少数の金

なる。2017年度の日銀保有国債でみると、簿

融独占資本は、中央銀行を相手にした国債取

価ベースは448兆3261億円に膨張しているが、

引によって、今日までに10兆1540億円に達す

額面価格ベースでは438兆1724億円であり、そ

る隠れた補助金を日銀から受け取ってきたこ

の差額分は10兆1540億円（図表８）である。

とになる。

この差額分は、政府から償還金が支払われな
いので、日銀の損失（償却負担）となる。

日銀の償却負担となったこの10兆1540億円
は、保有国債の満期到来時に一挙に償却され

したがって、日銀が抱えこみ償還までに必

るのではなく、満期までの期間中、均等割し

要な将来の償却負担額は、異次元金融政策下

て毎年少しずつ償却 するルー ル（償却原 価

で年々累積し、2017年度現在で、10兆1540億

法）で償却されている。日銀保有国債の満期

円に達した。この金額は日銀が民間金融機関

までの平均残存期間は、直近では7.6年と推定

から額面以上の高値で国債を買い入れてきた

されるので

日銀トレードによる日銀サイドの損失にほか

んだ10兆1540億円については、現在のところ

ならない。別言すれば、額面以上の高値で国

毎年 1 兆3360億円（10兆1540億円÷7.6年）ほ
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(18)

、日銀は償却負担として抱えこ

どを償却しており、それだけ日銀の利益が削

周知のように、日銀は、2016年 1 月29日の

減され、国庫納付金が減額されることになる。

政策委員会・金融政策決定会合において、史

2017年 5 月の報道によれば、「日本銀行は29

上初の「マイナス金利付き量的・質的金融緩

日、2016年度の決算発表で、長期国債を額面

和」政策を決定した。民間金融機関が日銀に

を上回る価格で購入したことによる償却負担

預けている当座預金にマイナス0.1％の金利を

が 1 兆3076億円に上ったことを明らかにした。

適用することで、全体の金利をさらに引き下

……（2016年度に日銀が政府から受け取った

げ、融資や投資を活発化させる、との意図で

保有国債の ─引用者）受入利息は 2 兆4945

あった。この意図は達成されなかったが、民

億円で、差し引き 1 兆1869億円が国債の利息

間金融機関の日銀当座預金へのマイナス金利

収入として計上された

(19)

。」。日銀は2016年度

の適用というニュースだけが増幅された。だ

に政府から国債の利子を 2 兆4945億円も受け

が、大半の日銀当座預金残高には、プラス0.1

取っているにもかかわらず、日銀のバランス

％の金利が日銀から支払われている。リーマ

シート上に計上されたのは、この年の償却負

ン・ショック後、2008年10月からいままで無

担額 1 兆3076億円をあらかじめ差し引いた 1

利子であった日銀当座預金にプラス0.1％の金

兆1869億円にすぎない、といった会計操作が

利が日銀から支払われることになったからで

行われている。

ある。

保有国債の利子収入などの日銀の利益は国

民間金融機関の日銀当座預金は、3段階の階

庫納付金として一般会計予算に組み入れられ

層構造になっている。直近の2018年 6 月現在

るので、2017年度では、日銀の国庫納付金は

では、当座預金残高全体は、372兆2160億円で

償却負担額の 1 兆3360億円ほど減額されたこ

あるが、このうちプラス0.1％の金利が適用さ

とになる。民間金融機関に国債売却益を与え

れる「基礎残高」は208兆2730億円、ゼロ％の

るオーバーパーの国債買入は、日銀に国債償

金利が適用される「マクロ加算残高」は138兆

却損をもたらし、債券取引損失引当金の繰入

7910億円、そしてマイナス0.1％の金利が適用

とともに、日銀の国庫納付金の減額となって、

される「政策金利残高」はわずかに25兆1520

一般会計歳入を減らし、めぐりめぐって国民

億円にすぎない

の負担を増やす結果をもたらしている。

(20)

。

つまり、民間金融機関は、マイナス金利の
新設により「政策金利残高」では日銀に251億
円の手数料を支払うことになったが、一番大

３．膨張する日銀当座預金と利子収入

口の「基礎残高」では日銀からプラス0.1％の
利子2082億円を受け取っているので、差し引

民間金融機関が日銀から受け取ることので

きしても1831億円の利子収入が手元に残る。

きる収益は、国債売買差益だけに限らない。

とくに 3 メガバンクなどごく少数の大手銀行

民間金融機関が日銀への大量の国債売却で受

は本業の預貸金利ザヤが低迷しても、日銀か

け取ったマネタリーベースは、企業や家計部

ら確実にプラス0.1％の利子収入の恩恵を受け

門への経済活性化のための貸出にまわること

ている。民間銀行にとって、0.1％の付利が適

なく、日銀当座預金として積み上がっている。

用される日銀当座預金残高は、リスクフリー

この膨大な日銀当座預金残高には、日銀から

の安全な資金運用手段になり、貸出先の開拓

プラス0.1％の利子が民間金融機関に支払われ

などの資金運用の努力なしに日銀に預けてお

ているからである。民間金融機関が日銀から

くだけで利子を受け取ることのできる安全な

受け取る利子収入は、最近では年間ほぼ2000

収益源泉になっている。

億円に達している。

周知のように、民間銀行が国民に支払う預
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貯金金利は、同一期日の2018年 6 月現在で、

盛な国債ビジネスを展開し、国債関係収益を

普通預金金利で0.001％、 3 年物定期預金金利

獲得してきた。だが、日本財政と日銀は、財

ですら0.015％にすぎない。それなのに、民間

政ファイナンスと日銀トレードによって異次

銀行は本来無利子であるはずの当座預金に対

元のリスクを抱えこんでしまった。

して日銀から0.1％、つまり銀行が自分たちの

財政ファイナンスのもと、増発され、累積

預金者に支払う100倍も高い利子収入を受け取

する国債発行残高はGDPの 2 倍にまで膨張し

っている。本業の預貸金利ザヤが縮小したと

た。GDP比 2 倍の政府債務は、第 2 次世界大

言っても、民間銀行は預貯金金利の100倍もの

戦直後と同一の水準である。周知のように、

高い利子収入を日銀から受け取っている事態

戦後直後の政府債務の処理は、預金封鎖と新

について、メディアはほとんど報じていない。

円切り替え、財産税の徴収、ハイパーインフ

家計の運用資産構成・ポートフォリオにお

レーションなどを通じて、国家債務のリスク

いて、アメリカのように株式投資などハイリ

を国民に転嫁するやり方で断行され、国民は

スク・ハイリターン型の資産運用を選好する

「竹の子生活」を強いられた。現代日本は、

国民と違い、日本国民はリスクフリーの預貯

果たしてこのような歴史を繰り返すことにな

金が最大の運用資産になっている。預貯金金

るのかどうかが問われている。

利0.001％と言った異常な低金利は、国民が銀

日銀トレードのもと、日銀に集中した国債

行に100万円を預けても年間で受け取る利子は

は発行残高の 4 割台に達し、各国の中央銀行

わずかに10円にすぎない。

と比較しても、例を見ない水準にある。政府

このような超低金利は、個人・家計部門か

債務を引き受け、国債を大量に保有してしま

ら銀行部門への金融資産の移転を促進してい

った日銀にとって、国債価格の動向・金利の

る。超低金利は国民にとって住宅ローンなど

動向がバランスシートに破壊的な影響を受け

の金利負担を軽減したが、銀行の貸出金利は

てしまう素地ができあがってしまった。戦前

預貯金金利を 2 ～ 3 桁ほど上回っているので、

の場合、日銀が引受・保有した国債の 9 割台

金利負担の軽減分と減額された利子所得の差

は、「公債の民衆化」を担った郵便局の窓口な

額は巨額である。低金利に移行するバブル崩

どで売却され、日銀保有国債は発行残高の 1

壊直後の1991年の金利水準を起点にすると、

割に満たなかった。

その差額は、2017年までの四半世紀の累計で

現在のように日銀が発行残高の 4 割台の国

ほぼ435兆円に達している。GDPの 1 年分に匹

債を保有する事態は歴史的に未体験であり、

敵する金融資産が個人・家計部門から銀行部

今後、日本の中央銀行と「円」はどうなるの

門へ移転したことになる。これは、受け取る

か、予断を許さない時代が到来している。

賃金の低迷と相まって、家計部門の可処分所
注

得を低水準に押し止め、長引く消費不況の背

( 1 ) OECD Economic Outlook, Volume 2018 Issue 1 ,

景ともなっている。

Annex Table 36. General government gross financial
liabilities Percent of nominal GDP, OECDHP.
( 2 ) マルクス『フランスにおける階級闘争』、大月

４ 結語

書店・国民文庫、1960年、33ページ。
( 3 ) マルクス『資本論』第 1 巻、大月書店・国民文
庫③、1972年、427ページ。

財政ファイナンスと日銀トレードを通じて、

( 4 ) マルクス『資本論』第 3 巻、大月書店・国民文

内外の金融独占資本は、日本の国債市場で旺
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庫⑦、1972年、284-285ページ。

( 5 ) 拙稿「現代の金融資本と金融寡頭制」『経済』

と崩壊』文眞堂、2017年、144ページより。
(17) 船曳三郎、Chikako Mogi「日銀トレード、来月

2017年11月号、を参照されたい。
( 6 ) なお、現代の国債ビジネスについては、拙著

か ら 一 段 と し や す く -収 益 低 下 の 可 能 性 も 」

『国債がわかる本 ─政府保証の金融ビジネス

（2018年 6 月22日）（https://www.bloomberg.co.jp

と債務危機─』大月書店、2013年、を参照さ

/news/articles/2018-06-21/PAM7Z06S972E01）
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国債問題の指摘は、他に、「日本国債をめぐる、

( 7 ) 日本銀行「金融政策の変更について」2008年12

かつてないほどの異常事態」東洋経済ONLINE、
2018年 7 月 15日 、 https://toyokeizai.net/articles/-/

月19日

228734?page=3、など。
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(18)

木内登英「日本銀行は保有国債の平均残存期

〔増補版〕』千倉書房、1940年、394ページ、拙

間 短 期 化 を 進 め る 見 通 し 」（ NRI Financial

著『国債管理の構造分析』日本経済評論社、

Solutioms、2018年 9 月 3 日）（http://fis.nri.co.jp/j
a-JP/knowledge/commentar y/2018/20180903.html）

1990年、「第 2 章国債消化における三位一体的構
造」を参照されたい。

(19) 日高正裕「日銀:保有国債の償却負担、初の1兆

( 9 ) 現代日本の事実上の財政ファイナンス問題につ

円台、マイナス金利影響～16年度」2017年 5 月

いては、河村小百合『中央銀行は持ちこたえら

29日 （ https://www.bloomberg.co.jp/news/arti-

れるか』集英社新書、2016年、も参照されたい。

cles/2017-05-29/OQHC696JTSE901）

(10) 参議院第20回予算委員会インターネット中継

(20)

日本銀行調査統計局『金融経済統計月報』

（2018年 6 月25日）（http://www.webtv.sangiin.go.j

2018年 8 月号、 5 ページ、「付利の対象となる当

p/webtv/detail.php?sid＝4856&type＝recorded）。

座預金残高」。なお、2008年来の補完当座預金制

(11) 占部絵美、ジェームズ・メーガ「金融緩和の

度で採用されたプラス0.1％の付利のメリットは、

恩恵で国債発行コスト 5 兆円抑制－13年度以降

大手銀行に集中している（勝田佳裕「日本銀行

の低金利」、2018年 5 月14日（https://www.bloom

による補完当座預金制度と銀行経営」『証券経済

berg.co.jp/news/articles/2018-05-13/P8CNUY6JT

研究』第97号、2017年 3 月、など）。

SEP01）
(12) 内閣府・財務省・日本銀行「デフレ脱却と持

（やまだ

ひろふみ

群馬大学名誉教授）

続的な経済成長の実現のための政府・日本銀行
の政策連携について（共同声明）」2013年1月22
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(13) 第 2 次安倍政権の経済政策＝アベノミクスは、
「金融緩和」・「財政出動」・「成長戦略」を 3 本
の矢としたが、第1の矢は「金融緩和」である、
官邸HPより。
(14) 詳しくは、前掲『国債がわかる本』大月書店、
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(15) 船曳三郎、崎浜秀磨「日銀が国債買いオペで
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（受付日：2018/09/18、受理日：2018/10/15）

■論文■

医療サービスと医療労働
阿 部 浩 之
《要旨》 医療サービスは、労働力商品の毀損を解消し原状の回復を目指す対人サービスである。価値論的
には生産の空費である医療サービスは、個別性、生産と消費の同時性、情報の非対称性、不確実性、
不可逆性、対価判定の不可能性などの特性を有する。これらの特性を有する医療サービスを生産す
るのが医療労働である。医療労働について、まず医療サービスの特性に基づき分析を加えた。また、
患者という「生身の人間」を労働対象とする医療労働においてその労働組織はどのような特徴を有
するのか、医療技術の進歩は、医療労働における熟練や労働組織にどのように影響するのかを論じ
た。さらに、医療労働は感情的な側面も含め人間的な諸能力を総動員することを求められることか
ら、感情労働の議論を踏まえながら医療労働の特性を考察した。

議論が自由診療部分の拡大の是非を含めて活

目 次
1.問題の所在

発になっている。迂遠なようでも医療サービ

2.医療サービスの経済的性格
(1)医療サービスの価値論的性格

スや医療労働の経済的性格を把握することが、
議論のための前提条件であると思われる。

(2)医療サービスの特性

本稿の構成は以下の通りである。他の対人

3.対人サービス労働としての医療労働
4.医療労働の労働組織

サービスとの相違を含め医療サービスの経済

5.感情労働としての医療労働

的な性格についてまず吟味し（2.医療サービ

6.結語

スの経済的性格）、そのうえで医療サービスを
提供する医療労働についてあらためて考察を
加える（3.対人サービス労働としての医療労
働）。そして病院といった労働組織体がどのよ
うな特徴を有しているのか（4.医療労働の労

１．問題の所在

働組織）、さらには、その中で感情労働がどの
ように機能しているのか（5.感情労働として
の医療労働）をみていく。

現代資本主義において、労働者自身とその
家族にとっての必要生活資料には物的商品の
みならず対人サービスも含まれると考えられ
る。時には人間の生死に関わる重大な性質を

２．医療サービスの経済的性格

もつ医療サービス (1)もその一つである。医療
サービスおよびそれを生産する医療労働を理

(1)

医療サービスの価値論的性格

論的にどのように把握すべきかというのが本
稿の課題である。わが国でも医療制度の根幹
たる国民皆保険制度の持続可能性についての
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(2)

医療サービスは、疾病 や苦痛という人間

にとってマイナスの要素を取り除くことを主

治療は、一定の類型化は可能としても、基本

な目的として提供される。人間という生命体

的にはきわめて個別的なものとなる 。

(8)

(3)

が健康 や生命そのものの危険に襲われた際

第二に、予め生産しておくことができず、

に、かかる危機的状況に対処するために欠か

在庫（Vorrat）が存在しないということは、

せない対人サービスである。資本制の下では、

他の対人サービスと共通する特性である。ま

疾病は労働力商品の毀損として基本的には把

た、非物的商品であり生産と消費が同時的と

(4)

握されよう 。医療サービスは、労働力とし

なる。物的商品は、消費者が購入してすぐ利

ての人間の諸能力の毀損をできるだけ解消し

用できるように労働が完了した完成品の状態

原状を回復するという性質を有しているとい

で販売される。これに対して、医療サービス

ってよい。その点で価値論的にみれば、育成

という非物的商品の場合、完成品が事前にあ

費としてプラスされ労働力商品の価値を構成

るわけではない。患者（消費者）の立場から

しうる教育サービスなどとは異なる性質を有

見れば、医療サービスの質的内容を予め把握

する。

することは困難にならざるをえない。実際に

マルクスは、『剰余価値学説史』において次
のように指摘している。

受診して治療を受け、はじめてサービスの質
を判断することになる。いろいろな評判や情
報を事前に集めることはできるが、後述する

「どんな事情のもとでも、医師のサーヴィ

ような情報の非対称性や不確実性といった特

スは生産の空費（faux frais）に属する。これ

性も加わり、その質的判断はさらに困難とな

は労働能力(5)の修繕費（den Reparirkosten der

ることが予想される。

Arbeitsvermogen） に 計 上 さ れ う る も の で あ
(6)

る 。」

第三に、医療サービスは、その内容・質な
どを理解する上で、医学的知識など多くの情
報を要する。そうした情報をサービスの供給

医療サービスとは、「疾病や苦痛を取り除

者である医療側が多く持っているのに対して、

く」という使用価値を通して労働力という商

需要者かつ消費者である患者が、医師、医療

品を修繕し、労働力の維持・再生に寄与する

機関を選択するために必要な情報を十分もっ

(7)

対人サービスととらえることができるが 、

ているわけではない。医療サービスは、サー

できるかぎり回避することが望ましい生産の

ビスについての情報が医師、医療機関に集中、

空費でもある。しかし、資本主義的生産様式

偏在しており、一般的な商品（サービスを含

の継続のために不可欠である労働力という商

め）に比べていわゆる情報の非対称性が顕著

品を保全するために総資本にとって必要とさ

に認められるといえる。

れる対人サービスといえる。では、医療サー

第四に、医療サービスはそれ自体、不確実

ビスはどのような特性を有する対人サービス

性が常につきまとうサービスである (9)。患者

なのかをみていこう。

にとって、将来、医療サービスをどれだけの
期間、またどれくらいの確率で要するかは確
定しがたい。感染症の突然の流行などの要因

(2)

医療サービスの特性

もある。医療サービスは、患者というサービ
ス消費者が、いつどれだけ購入すればよいの

まず第一に、医療サービスは、個別性がき

かという予測・判断が極めて難しいという不

わめて強い対人サービスといえる。一人とし

確実性を有すると考えられる。また、供給側

て同じ人間は存在せず、疾病や障害のあり方

からみても突然患者が来院して、すぐに対応

も患者それぞれで異なる。そのため、診断や

しなければならない場面が多くあり、「需要が
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あらかじめ予測できない(10)」サービスである。

来高払い」方式と「包括払い」方式に大別さ

その意味では、医療サービスは、いざという

れる

時に不足することがないように供給過剰を本

(14)

）が実施されている。

このように、医療サービスが、診療報酬と
(15)

質的に要請されているといえる。さらには、

いう公定価格

医師による診断自体が目の前の患者の疾病を

師であろうがベテランの医師であろうが外形

で売買されるため、新人の医

100％の確率で当てることができるものではな

的に同じ医療行為に対しては同額の診療報酬

いし、医師が患者の疾病を100％の確率で治療

が支払われる。良いものが高価であるという

することもできないという不確実性も加わる。

常識は必ずしも通用しない。いわゆる需要供

第五に、医療サービスは、時により不可逆

給曲線はほぼ無視されているといってよい。

性を有している。投薬、注射、手術といった

評判の良い医師の予約が取れない、あるいは

医療行為は、場合によっては人体にとって侵

何時間待ちの外来という状況は、公定価格が

襲性を帯びる。もちろん最小の侵襲による最

低すぎるため起きるのである。現在の診療報

大の治療効果が目指されるのではあるが、薬

酬がもつしくみでは、質の低い医療サービス

剤には副作用が伴い、各種手術は人体にダメ

が生産され、これを意図せずに消費者が購入

ージを与える。このことは不可避である。そ

するおそれがあると同時に、医師や看護師と

のため、一度行なわれるとやり直しがほぼ不

いった医療関係者が技能（skill）を高めよう

可能になる。

とするインセンティブがはたらきにくいと経

第六に、医療サービスが供給された結果と

済理論上では考えられる。さらに、わが国で

して、症状が軽快し健康状態に復したとして

は、国民皆保険制度および診療報酬制度によ

もその「対価判定が不可能

(11)

」という特性が

って、患者というサービス消費者は、価格を

ある。回復された健康についての客観的な基

比較的意識することなく医療サービスを購入

準を設定することは容易ではない。

することができる。すなわち、医療サービス

その他、医療経済学の領域においては市場
メカニズムとの関連で外部性、価値財（人間

を「売る」「買う」という感覚は、他の対人サ
ービスと比較すると乏しいといえるであろう。

の健康や生死にかかわるものであり、社会一
般に意義が認められるサービス）、公共財（非
排除性、非競合性）などが、医療サービスの
特性としてとりあげあげられることが多い。
少数の供給者が市場に存在するという寡占的

３．対人サービス労働としての医療
労働

な状況も医療サービス市場でしばしば見られ
ることである。

このような医療サービスを生産するのが、

以上みてきたような医療サービスの特性は、

医療労働である

(16)

。対人サービス労働として

いわゆる「市場の失敗」という事態をしばし

の医療労働は「人格と意志をもった人間を対

ば引き起こすが、これに対してわが国におい

象にし、しかも直接 その生命 に働きかけ る

ても国民皆保険制度と診療報酬制度

(12)

(17)

に代表

点

(13)

。公

「人格と意志をもった人間」に自らの人間的

的な医療保険制度のもと、病院・診療所など

な諸能力を総動員し全人的に関わることを要

の「保健医療機関」によって医療サービスが

求される。医療労働者の視点からみれば、医

患者に提供されるしくみが採用されている。

療行為は医療労働そのものである。この医療

さらに、医療サービスの取引がうまくいくよ

行為が患者にとっては役立ち（Dienst）とな

うに公定価格制として「診療報酬制度」（「出

る。

される各種の政策対応がとられている
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」に最大の特徴がある。医療労働者は、

ところで、一人の医師が、単独で提供でき

患者に向けての一方通行ではなく、必要に応

る医療サービスには当然ながら自ずと限界が

じて双方向的に行われる。各々の段階で患者

ある。例えば24時間を通してつねに経過を観

とのコミュニケーションが必須であり、医師

察すべき重篤な疾病、あるいは大がかりな手

と労働対象である患者との良好なコミュニケ

術を要するなどの場合は、一人の医師のみで

ーション関係を形成していくことが重要とな

対応することは不可能であり、病院などでの

る。このときに医師をはじめ医療労働者の資

対応に委ねられることになる。病院などの労

質としていわばコミュニケーション能力とも

働組織体では、医療サービスの生産のために

称すべきものが要求される

医師を含む多くの医療労働者が、同時に、同

社会において社会生活を送る際に求められ評

じ場所で、同一の資本家の指揮のもとで労働

価される会話力、立居振舞、感情作業といっ

する。医療労働を賃労働として考察するため

たものから形成される能力と考えられる。

にも、今回は病院などの労働組織体を前提と
し検討していくこととする。

的な性格や特性を踏まえながら、あらためて

ここで、医療労働は、その診療科目によっ
ておきたい

。それは、ある

医療労働を、前述した医療サービスの経済
労働過程として把握していこう。

て大きくその労働態様が異なることを指摘し
(18)

(21)

一般的に労働過程は、「合目的的な活動また

。例えば、精神科の場合には、

は労働そのもの、労働の対象、および労働の

医療行為（医療労働）の痕跡を事後的に確認

手段」(K.I,S.193)から構成される。医療労働

することは非常に難しい。診察前後の患者に

の労働過程は、合目的的な活動または労働そ

何らかの変化を認めることは困難である。一

のもの（医療労働者の労働）、労働対象（患

方、患部を切除するなどの外科的な処置にお

者）、および労働手段（医療機器など）という

いては、医療行為が行われたことやその結果

三要素から構成されると把握できよう

を確認することが可能である。無形性が強い

療労働の成果とは、患者の病状の好転や治癒

精神科から、有形性が強く物質的な対象化を

といった変化である。

伴う外科までそれぞれの診療科目によって大
きな違いがあり

(19)

(22)

。医

ここで注目すべきは、労働過程では労働手

、実際に診療科目によって

段に相当する医療手段の近年の著しい進歩で

医師－患者関係や医師を含む医療チームの性

ある。CTやMRIなどの画像診断技術の進歩、

格などその様相は異なっている（今回は対人

情報技術の発達によ るオンラ イン診療の 実

労働的な側面を中心に考察していく）。

現

以下、医師を例にとりながら医療労働を分

(23)

、さ らに は人工知能（ Artificial Intelli-

gence）についてもその臨床活用が現実化して
(24)

析してみよう。医療労働は、診察Þ（検査）

きている

Þ診断Þ治療という一連の手順を踏んで行わ

歩は、医療労働の態様や熟練を変容させずに

。医療労働における労働手段の進

れる。診察は、医療面接と身体診察からなる

はおかない。医療手段の発達により従来は必

が、この段階で医師は患者から症状、病歴な

要とされた熟練が不要となる、あるいは新た

どの情報を収集しながら疑われる疾患を絞り

な熟練が形成されると考えられる。さらには

込んでゆく。医師は、初診時には、診察を特

医療労働の一部が医療機器やAIに置換される

に入念に行わねばならないと同時に、一種の

ことも十分ありえる (25)。医療手段の進歩が医

治療共同体を患者と築く必要がある(20)。医師

療労働を退化させてしまうのかどうかなお検

が下す診断の精度を上げるために検査が適宜

討を要する。

実施される。病状を説明し、患者の希望も取

一方、労働の対象である患者は、「生身の人

り入れながら治療に関して最終的な選択が行

間」であるがゆえの多様性、不安定性を有し

われる。このように、医療労働は、医師から

ている
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(26)

。一人として同じ人間は存在せず、

前述したような「個別性」を免れない。医師

とを併せもっているのである。

と患者の個性の組み合わせも多岐に亘る。そ

「対価判定が不可能」という医療サービス

の意味では、医療労働は、臨機応変さや創意

の特性は、労働の投入と成果に正比例的な関

工夫を強く要求され、標準化・マニュアル化

係を描きづらくする。物的生産労働であれば、

しきれない部分がどうしても残る。すなわち、

労働時間に比例して生産量が増加すると考え

医療労働は、物的生産労働と比べ、労働対象

られるが、医療労働においては、そうではな

の多様性や不安定性ゆえに熟練の解体、単純

い。医療労働の成果は、労働対象である患者

労働化というシェーマで単純にはくくれない

の主観的評価に左右される面があり、想定以

可能性が高い。労働過程の三要素でとらえれ

上の成果をあげることもあれば、その逆もあ

ば労働の主体的側面（労働そのもの）に負う

りうる。また成果自体が不可視的なことも多

ところが依然として大きいことが予想される。

い。物的生産労働の定型性、成果の定量性に

さて、前述した医療サービスの特性にそっ

対して、医療労働には非定型性、成果の非定
量性という性質があるといえる(28)。

て医療労働を検討していこう。
医療サービスは、在庫が存在せず生産と消

以上のように、患者との双方向性や個別性、

費が同時的という特性を有していた。医療労

また可塑性、非定型性、成果の非定量性とい

働は、医師と患者が労働時間を共有する形で

った特徴をもつ医療労働においては、労働過

遂行される。患者が受診した時点で、すなわ

程の規格化・標準化が物的生産労働に比べる

ち患者という労働対象が登場してはじめて労

と困難であり、労働過程の細分化も容易では

働が開始されるのであり、その労働時間はし

ないと考えられる。また、医療労働において

ばしば間欠性を帯びることになる

(27)

。

は、物的生産労働とは異なり、管理者－労働

医療サービスは、その侵襲性ゆえの不可逆
性を有していた。一方、医師と患者が労働時

者－顧客の 3 者が労働過程に登場することも
大きな特徴をなす。

間を共有していることで、医師は、患者の反
応をみながら労働することができる。また、

続いて、医療労働の労働組織について考察
を加えることにしよう。

患者は医師の労働の対象であると同時に、医
療サービスの購買者であり消費者でもある。
その意味で医師は、患者の満足度も斟酌しな
がら、診療しなければならない。「生身の人

４．医療労働の労働組織

間」である患者は現在行われつつある診療行
為に対して満足しているのかどうかを表出す
る。患者から医師に向けられる反応は、自身

資本主義的生産過程においては、資本は比

の労働が成果を上げつつあるのかの重要な判

較的多数の労働者を雇用し生産活動をおこな

断材料となりうる。また、進行形で行われる

う。各労働者は、ある労働組織に組み込まれ

ために、途中で軌道修正あるいはいくつかあ

る形で、他の労働者と連携して労働を遂行す

る選択肢から絞り込むということが可能とな

る。病院もその一つといえよう

る。想定したものと患者の反応が異なれば、

医師をはじめ医療労働者は、資本の指揮の下

方針を変更することもありえよう。医療労働

で労働することになる。「個別的労働力は、い

は、可塑性の大きい労働態様を有するともい

まや、それが販売されたあとではじめて実存

える。臨機応変な対応が、より大きな成果を

する一つの連関のなかで、すなわち資本家の

上げうるのである。矛盾するようであるが、

作業場のなかで、機能するにすぎない」

医療労働は不可逆的な側面と、可塑的な側面

(K.I,S.382)のである。
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(29)

。そこでは、

以下、医療労働の労働組織について病院を
例にとり検討していくことにする。

単一の労働体（einzigen

Arbeitskorpers）の五

つの特殊器官を形成しており、この労働体は、

病院では、医師のみならず看護師、薬剤師、

ただ統一体（Einheit）としてのみ、すなわち

臨床検査技師、診療放射線技師、臨床心理士、

五つの特殊器官の直接的協業によってのみ、

看護助手、医療事務員（以下、「医療スタッ

機能を果たしうる。もし五つの部分からなる

フ」と称す）など多数の職種がそれぞれの分

労働体の一つの部分が欠けると、この労働体

野に特化して相互に結合し労働している。そ

は麻痺してしまう。」(K.I,S.367)

れぞれの職種では、職務に従事するスタート
地点において求められる最低限の技能は異な
る

(30)

このような労働体が、病院という労働組織

。一定の職務に従事後、その技能が特化

で再現される。医療労働者は自己の属する病

し、一面化される形でさらなる熟練が形成さ

院＝医療チーム＝労働組織での相互関係でこ

れていく。職務に従事することが同時に熟練

そ有効な技能や熟練を形成することにもなる。

を形成する過程そのものとなる。この種の熟

もし、その病院を離れることになれば、その

練は、「熟達による熟練

(31)

」とでも称しうるも

のである。

特定の病院という労働組織でこそ発揮された
技能や熟練を新たな別の病院という労働組織

その一方、病院という組織は、従来は一人

に直接持ち込むことは困難なこともありえる。

の医師が担っていた一連の労働過程が分割さ

「熟達による熟練」には、このような特定の

れ、医療スタッフによって各々遂行されてい

病院のみで通用するような組織限定的な要素

るととらえることもできる (32)。各職種に配分

も含まれることになろう。もちろん、すべて

された業務は、一部はマニュアル化あるいは

が特定の病院、病棟でのみ通用する特殊な技

単純労働化し、さらには受付業務などのよう

能や熟練というわけではない。しかし、同一

に機械化・自働化されていく部分も発生しう

の組織外では汎用性をもたない組織限定的な

る。しかし、必要とされる熟練がいつも同じ

熟練というものを医療労働を考える際にも考

固定したものではないとはいえ、労働者の熟

慮しなければならない。人的資本論でいうと

練に依存する部分は残されよう。

ころの企業特殊的熟練に相当するものであり、

病院が、労働組織としてその技量を全体と

特定の資本に雇用され続けることによって特

して高 め、さまざまな 疾患や症 状を有する

定の労働組織でのみ通用する種類の技能や熟

「生身の人間」としての患者についての対応

練が存在すると考えてよいであろう。

力を強めていくことに成功するならば、この

このようにみてくると病院という労働組織

ことは、集団としての全体労働者（結合労働

が、マニュファクチュアという生産様式の特

力）としての能力の向上すなわち熟練の形成

性をなお帯びている ととらえ ることもで き

を意味する。全体労働者（結合労働力）とし

る (34)。すなわち「労働者の等級編成」や「手

ての熟練形成は、集団力の一つの形態といえ

工業的熟練」、「熟練労働者の優勢」といった

る。このように編成され成熟した労働組織に

特性である。マルクスは、『資本論』において

おいては、小幡のいう粘着性

(33)

がみられるの

「マニュファクチュアは、社会的生産をその

であり、もし労働者が入れ替われば、あうん

全範囲においてとらえることもできず、また

の呼吸のような労働者相互のコミュニケーシ

それを深部において変革することもできなか

ョンや全体労働者として形成された熟練を毀

った」(K.I, S.390)とし、マニュファクチュア

損することにもなりかねない。

という生産様式の限界を説いている

(35)

。医療

労働の対象である患者の「生身の人間」であ
「この五人の部分労働者（Theilarbeiter）は、

るがゆえの多様性、不安定性が、病院という
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労働組織にマニュファクチュア的な性質を残

い。労働者(医療労働者)－顧客(患者)関係を

存させている理由の一つと考えられる。今後、

良好に維持することは医療労働者Þ患者の形

医療手段の進歩により、マニュファクチュア

の統制とともに治療 効果にも 大きく影響 す

的な要素が希薄化していく可能性もあろう。

る

(38)

。医療労働者－患者関係、あるいは医療

さて、医療労働においては、物的生産労働

労働の労働組織内でのコミュニケーションの

とは異なり、管理者(病院経営者)－労働者(医

問題が、医療労働において大きく浮上する。

療労働者)－顧客(患者)の 3 者が労働過程に登

コミュニケーションの問題を考えるうえで参

場することになる。このような 3 極関係を念

考となるのが、感情労働についての議論であ

頭に医療労働の労働過程を考察していこう。

る。感情労働の議論を参照しつつ医療労働に

鈴木が指摘するように、 3 極関係には 2 つ
の大きな統制ラインが存在する

ついてさらに考えていくことにしよう。

(36)

。すなわち、

①管理者Þ労働者Þ顧客と、②顧客Þ労働者
Þ管理者の統制ラインである。
①管理者Þ労働者Þ顧客の統制ラインは、

５．感情労働としての医療労働

病院においては、病院経営者（資本）Þ医療
労働者Þ患者の形をとる。とはいえ、外来や
病棟で行われる医療行為の一つ一つに病院経

あらゆる人間労働は肉体的な労力、思考・

営者が関与することは事実上不可能である。

判断などの知的な労力、そして感情を管理す

病院経営者が定めた大まかな規則や規制の枠

る労力などが混然一体となり遂行されるとと

内で医療労働者は、患者を統制する裁量権を

らえることができ、具体的な職種に応じてそ

付与されていると考えてよいであろう。また、

れらの労力の比率・配分が異なっていると考

医療労働者は医療に関する情報を顧客である

えられる。例えば、医療労働者である医師は

患者よ り多く持ってい るのが一 般的であり

さまざまな医学的な診断や処置を的確に行わ

（情報の非対称性）、そのことが専門的知識に

なければならない（頭脳労働、肉体労働）と

基づき顧客である患者を統制することを可能

同時に患者の不安や心配に共感し気配りする

にする。医療労働が円滑に行われるためにこ

こと（感情労働）を要求される。この時に、

のラインは機能する。

医師は、思いやり、気配りなどが心からの自

一方、②顧客Þ労働者Þ管理者の統制ライ

然な感情の発露であるように患者に思わせな

ンは、病院においては患者Þ医療労働者Þ病

ければならない。また診断や治療に関して専

院経営者（資本）の形をとる。顧客である患

門的な知識を十分に有し、自信と確信をもっ

者は、より良質なサービスを目の前の医療労

て医療を行っているという毅然とした態度を

働者に求めるのであり、場合によっては不満

絶えず維持する必要がある。

を積極的に表出し、医療労働者を統制しよう

医師 を含む医療労働者 と い う職種 は、思

とする(37)。医療労働者は、インターネット上

考・判断などの知的な労力、そして感情を管

の口コミなども含め患者の反応に敏感になら

理する労力の比率・配分が比較的高いことが

ざるをえない。顧客による評価は、病院経営

予想される。感情労働の要素を軽視できない

者による医療労働者の人事評価に大いに影響

職種といえるが、従来、その点は必ずしも十

するからである。

分に検討されてきてはいない (39)。そもそも感

医療労働においては、多様性や不安定性を

情労働自体が、これまで正当に評価されてき

有する「生身の人間」である患者に対して長

ていないのである (40)。感情の管理が労働者の

期間に亘り複雑な応対を求められることも多

内面で行われるため不可視的であり客観化し
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にくいこと、成果が非定量的であり、熟練の

抱える患者と向き合っていくことは、医療労

度合いの数値化や客観化が困難なことなどが

働者の心理的な消耗を甚だしいものにする危

感情労働の評価を困難にしている大きな要因

険性がある

であると考えられる。

の人間」なのであり、強いストレスを感じる

ホックシールドは、「自分の感情を誘発した

(45)

。医療労働者自身もまた「生身

患者も存在する

(46)

。場合によっては担当者の

り抑圧したりしながら、相手のなかに適切な

変更などを行ない、このような心理的な消耗

精神状態（中略）を作り出すために、自分の

を回避することが可能となる。

外見を維持

(41)

」する労働を感情労働と定義し

山上は、医師の感情労働について言及し、

た。医療労働者は、労働を遂行するにあたり、

従来の研究から「医師という職種に特有の感

患者に適切な精神状態を呼び起こすことを目

情体験が存在すること、また医師の感情が医

的に、公的に観察可能な表情と身体的表現を

療行為に影響を与えている、ということが示

作るために患者に対する自身の感情を絶えず

唆 (47)」されると指摘する。医師は、医療労働

制御することを要求される。まさに、ホック

者のいわば象徴的存在として高い倫理観をも

シールドが定義する感情労働そのものである。

ち強い使命感をもつ存在として行動すること

とはいえ、病院においては、労働者の実際

を求められている。さらに医師は、通常、医

の感情活動について客室乗務員のケースのよ

療現場において診断や治療についての最終的

うに感情管理についての研修システムや指導

な決定や責任を担うことになるため、対患者

の場が整備されているわけではなく、労働組

のみならず、医療スタッフに対しても治療に

織内部での暗黙知として継承されている面が

対する十分な知識を有し、的確な判断が下せ

強い

(42)

。外来や病棟で医療労働者が患者に対

るように振る舞わなければならない。医師は、

して行なう感情管理の一つ一つに病院経営者

対患者と同時に対医療スタッフの双方向に向

が関与することは極めて困難である。研修や

けて自身の感情を丁寧にコントロールし「演

管理体制によって労働者の感情活動を全面的

技」しなければならないのである。医療チー

に支配するより、現場の医師を含む医療労働

ム内での緊密な連携の維持が医療労働の遂行

者に裁量権を付与するほうが実際的であると

にとって重要であるが、もし、医師が治療に

考えられる。病院経営者が定めた大まかな規

対して自信がないような態度を示せば医療チ

則や規制の枠内で医師を含む医療労働者は、

ームの統率がとれなくなる。治療に無理解な

感情管理しているととらえてよいであろう。

患者、非協力的な患者などに対しても、患者

「医療の現場には、患者や家族の悲しみ・

の治療意欲を引き出すべく、あくまで冷静に

苦しみ・不安・怒り・その他様々な感情が渦

穏やかな態度で応対する必要がある。これら

巻いている(43)」のであり、「患者や家族、コメ

は、感情労働の可視化としての演技労働であ

ディカルスタッフとのコミュニケーションに

る。

は、感情のやり取りが含まれている。このよ

さて、ホックシールドは、構想と実行の分

うな体験を、感情労働という言葉を用いて可

離といういわゆるブレイヴァマンのテーゼが

視化することによって、医療現場のコミュニ

感情労働においても妥当すると主張する。感

ケーションの構造をより深く理解し、評価す

情労働においても労働過程の細分化と規格化

ることが可能になる

(44)

」といえる。ところで、

医療労働のような長期間に亘る濃密な人間関

の結果、労働の単純化、非熟練化が進行して
いるというわけである。

係における感情労働においては、相性のよう

特定の患者に繰り返し長期間に亘り関わる
(48)

な問題がどうしてもつきまとう。さらに、心

ケースも多い医療労働者の職務において

身の悩み、疾病、障害といった深刻な問題を

匿名性を有する不特定多数の顧客を対象とす
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、

る客室乗務員の職務のような標準化、マニュ

られる。マニュアル化できない熟練の形成は、

アル化が一律に進行しているとは考えにくい。

このようにいわば「手工業的に」行われざる

たしか に、医療労働に おいても 、感情を制

をえない。

御・管理するテクニックや適切な応対をする

また、マニュアル化しきれないとしても次

方法はある程度までは標準化・マニュアル化

のようなことが考えられる。限定された労働

されうる。いわば、一連の労働過程が一定程

時間や労力という制約の下、どんな労働であ

度分解され定型化していく、感情労働の単純

れ最少の労力で最大の結果を要求される。す

労働化という事態である。このとき労働者が

なわち、医療労働者は、感情労働という側面

感情管理のためのマニュアル化された技能を

をふくめ医療労働の定型化、その成果の定量

習得することは、ある種の熟練の形成過程と

化を目指し、多様性と不安定性をもつ「生身

とらえることもできる

(49)

。

の人間」という個別性を有する労働対象に対

しかし、このようにマニュアル化可能なの

して、一定程度の標 準化、類 型化すなわ ち

はいわゆる表層演技といわれる領域にとどま

「見立て」といったことで対応する必要性に

る可能性が大きい

(50)

。医療労働において労働

迫られるのである。この「見立て」を成功さ

の対象となるのは多様性と不安定性を有する

せるためには、その根拠となるべき同様の営

患者という「生身の人間」であった。さらに、

為のもと集積されてきた経験が欠かせない。

医療労働者と患者の個性の組み合わせが多岐

いわば、経験の集積による「参照枠」の形成

に亘るため、全てを標準化・マニュアル化す

が必要となる。このような「参照枠」の形成

ることは事実上不可能である。医療労働にお

が医療労働における熟練の一つであり、「熟達

ける感情労働においては、患者の反応を的確

としての熟練」の具体例といえる。この種の

に見極めて時にはアドリブ的な臨機応変さが

熟 練 は 、「経 験 に 支 え ら れ た 無 数 の 判 断 の

要求されると考えられる。しかも、これらは、

群

できるだけさりげなく行われることが求めら

してこのような熟練は医療労働者個人に個別

れる。すなわち、日常的に深層演技を要求さ

労働者のレベルでそれぞれ属人的に蓄えられ

れるのである。深層演技は、マニュアル化が

てゆくいわば経験知のようなものといってよ

困難であり、自己裁量や創意工夫の余地が大

い。

(51)

」としてとらえることが可能である。そ

幅に残される。医療労働は、感情労働という

病院という労働組織においては、マニュア

観点からみても臨機応変さや創意工夫を強く

ル化が可能な技能とマニュアル化しきれない

要求される労働であり、単純化・非熟練化の

技能が混然一体となり、また各労働者の熟練

進行が阻止されるといえる。

度もまちまちの状態で、医師をはじめ医療労

それでは、感情労働においてマニュアル化

働者が感情労働を含む医療労働を遂行してい

しきれない深層演技と称される領域について、

るとみることができる。医療労働者が自己の

その技能の習得、熟練の形成はいかに行われ

感情を適切に制御し、求められる役割を演じ

ていくのであろうか。この場合、医療労働者

た時に、患者は安心し穏やかな気持ちになり、

は実際に勤務するなかで周囲のベテラン労働

治療に対して積極的になる。すなわち、医療

者の対応をみながら「見よう見まね」的に徐

労働者による感情労働の成功裏の達成である。

々に技能を習得、あるいは、自身が業務に従

しかし、このことは、単独では達成困難であ

事してさまざまな場面を経験し試行錯誤を重

り、病院という舞台で、医師や看護師、事務

ねながら、自身の個性を生かしながら経験の

員などそれぞれが病院の感情規則という台本

集積により業務を遂行するなかで「熟達とし

に則り、与えられた役割モデルを演じる時に

ての熟練」を形成していくことになると考え

初めて達成されるのである。役割モデルは、
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それぞれの医師や看護師、医療スタッフに大

有な組織限定的なものも含みながら形成され

まかな演技の枠組みを与え、さまざまな役割

ていくものと考えられる。

として配分される配役としての意味合いをも

医療労働にみられる感情労働は、表層演技

つことになる。患者に応じて役割が変わるこ

では完結せずに深層演技をしばしば必要とす

ともありえる。

るタイプの感情労働であり、また病院のよう

病院 における 医療に おいて 「労働 者」 と

な労働組織体におい ては「集 合的な感情 労

「顧客」、すなわち医師を含む医療労働者と患

働」に注目する必要がある。医師をはじめ、

者が一対一、個対個の関係ではなく複数対複

さまざまな医療スタッフから構成される労働

数、集団対集団として互いに向き合うときに

組織体としての病院は、このようにして感情

演技は、さながら演劇といった様相を呈する

労働を含む医療労働を遂行しているとみるこ

ことになる。互いの演技を考慮しつつ医師同

とができる。

士、看護師同士、あるいは医師と看護師が良
好なコミュニケーションを保つことが円滑な
感情労働の遂行にあたって不可欠なことにな
る。コミュニケーションは、時間をかけて形

６．結語

成されるが、その際にその病院に属する労働
者相互間の感情管理が重要となるであろう。
医療労働者の感情労働を分析する際には、

以上、医療サービスと医療労働を検討して

Steinberg and Figert[1999]が主張したように、

きた。価値論的には、医療サービスは、労働

医療労働者相互の関係性の中で発揮され生産

力の毀損というマイナス部分をできるだけ解

性に作用するものまで考察の対象を拡張する

消し原状を回復する性質を有しており、育成

ことが必要と思われる

(52)

。ホックシールドが

指摘した「集合的な感情労働（collective emo-

費として加算され労働力商品の価値を構成し
うる教育サービスなどとは異なっている。

(53)

tional labor） 」である。もし、労働組織内部

医療サービスは、個別性、生産と消費の同

のコミュニケーションが不足し、全体が不調

時性、情報の非対称性、不確実性、不可逆性、

和であったり対立を抱えていたりすれば、医

対価判定の不可能性などの性質を有するが、

療労働者、患者双方にとって不満足な結果を

これらの特性が対人サービス労働としての医

もたらす危険性が大きくなる。

療労働を規定していく。何よりも患者という

感情労働は、一義的には、労働の対象とし
ての患者に向けられた労働者の感情管理を中

「生身の人間」を労働の対象にしていること
が、医療労働の大きな特徴をなす。

心に考察されるべきである。しかし、ある労

「生身の人間」を労働の対象とするゆえに、

働組織が集団として感情労働を行なうときに

医療労働では、労働過程でいえば労働の主体

は、同時にその労働組織に属する労働者相互

的側面に負うところが大きく、またその労働

間の感情管理も重要となろう。医療サービス

組織はマニュファクチュア的な特性を帯びて

の質を維持・向上させるために病院という労

いる。さらに、病院経営者(資本)－医療労働

働組織の雰囲気を良好に保ち、緊密な連携を

者－患者の 3 者が労働過程に登場する。医療

維持することが肝要になる。

労働においては労働組織を形成する労働者相

医療労働者は、他の労働者と連携してはじ

互のコミュニケーションも重要となる。

めて感情労働の側面を多分に含む医療労働を

コミュニケーションの問題を考える際に参

本格的に遂行することが可能となる。感情労

考となるのが、感情労働についての議論であ

働の面での技能や熟練も、ある病院、病棟特

る。医療労働における感情労働は、日常的に
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深層演技を要求されるタイプの感情労働であ
注

る。病院という舞台で、医師や看護師、事務
員などそれぞれが病院の感情規則という台本

( 1 ) 青才[2006]は、マルクスのサービス概念につい

に則り、与えられた役割モデルを演じる時に

て詳細な検討を加えている。本稿では以下、「医

感情労働が成功裏に達成される。医師は労働

療サービス」＝「医療という非物的商品」とし
て論じていく。

組織のリーダーとして「集合的な感情労働」
の結節点として対患者と同時に対医療スタッ

( 2 ) そもそも資本主義的生産様式とその発展段階が、

フの双方向に向けての丁寧な感情の管理（感

その国民の疾病構造を形成する要因であること

情労働）が求められる。

を指摘しておきたい。労働力の過度の消耗の結
果としての労災職業病はその典型である。

医療サービスは、生産の空費ではあるが資
本主義的生産様式の継続のために総資本にと

( 3 ) 日野は、健康を次のように捉えている。「人間

って必要なサービスでもある。一方、医療サ

の健康とは、人間的諸活動－労働、社会活動、

ービスの供給を含む社会保障制度の内実を決

学習・発達、人生の享受 －を行うことが可能

定する機構は、労働日の標準化をめぐる闘争

な、身体的、精神的、社会的状態であると定義

と同様に基本的には資本家階級と労働者階級

できよう。
」（日野[2017]122頁）。

の関係を反映することになろう。医療サービ

( 4 ) 莇は、病気とは「正常に労働しえない」状態を

スや医療労働が、資本制の下で、また資本主

指すという考え方としてオパーリンや宮本忍、

義の発展段階、今日の個別具体的な状況によ

日野秀逸らの所説を紹介している。莇[1992]28

り、どのように変容するのかを理論的に整理

頁参照のこと。

しながら考究する必要がある

(54)

( 5 )『 剰 余 価 値 学 説 史 』 に お い て は 、 労 働 能 力

。

また、めざましい医学の発展が、医療労働

（Arbeitsvermögen）という用語が頻出する。一

にどのような影響を及ぼしていくのか注視し

方、労働力（Arbeitskraft）という用語はほとん

ていく必要がある。各種画像診断を含めた診

ど使用されていない。労働能力と労働力は必ず

断技術の 進歩、オンライン診 療の拡大、AI

しも同一の概念とはいえない。この労働能力か

（人工知 能）の臨床活用、ES細胞あるい は

ら労働力への概念の移行問題は、それ自体大変

i PS細胞の臨床応用による再生医療、生殖医

興味深い論点をなしている。森田訳書[2016]の
解説部分でこの問題を取り上げて論じている。

療などの治療法など検査、診断、治療の各領
域において医学は日々進歩している。このよ

( 6 )『資本論草稿集』⑤邦訳193頁。

うな医学の進歩は、否応なしに医療サービス

( 7 )『剰余価値学説史』には次のような記述がある。

や医療労働の変容をもたらす。医療労働にお

「たとえば『産業的に必要』であるかまたは有

ける労働組織や熟練は、医療技術の進歩によ

用であるかするかぎりでの教師のサーヴィスや、

り変化を余儀なくされよう。

健康を維持し、したがってすべての価値の源泉

医療サービスや医療労働を含めた対人サー

である労働能力そのものを保存するかぎりでの

ビス、対人サービス労働の解明は、サービス

医師のサーヴィスなどは、それに代わって『人

産業の比率の増大をともなう現代資本主義の

が買うことができる一商品』すなわち労働能力

分析に直結する。さらに考察を進めたい。

そのものを生み出すサーヴィスであり、こうい
うサーヴィスは、この労働能力の生産費または

本稿は、査読を経て加筆修正を加えたもので

再生産費のなかにはいって行くのである。」（
『資

ある。査読者に対し心より感謝申し上げます。

本論草稿集』⑤邦訳193頁）。櫛田は、「労働力商

謝辞

品の再生産費は、生活手段価値だけでなくサー
ビス商品価値が加わった商品価値によって規定
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されるのである。」（櫛田[2016]253頁）と説いて

行為をこの人間の最も根源的な特徴である『労

いる。

働過程』から分析してみる必要がある。」「基本

( 8 )「人体の構造が複雑であり、また人間の疾病に

的な人間労働の視点から、患者と医療者の関係

はそれぞれ個別性があるために、医療従事者は

及び医療行為そのものを考えてみる必要があ

医学的法則や医療的経験則に従って個別的に判

る。
」（莇[1992]193頁）と主張する。

断し、それを個別的に解釈して医療を実践せざ

(17) 莇[1992]129頁。

るをえない。
」（莇[1992]162頁）。

(18)

日本では医師免許があれば、法律上は何科を

( 9 ) 斎藤は、患者自身の状態あるいは医療の限界に

標榜しても構わないのであるが、一般的には 2

よって医療サービスが多様な成果を生むことを

年間の臨床研修を終えた各々の医師は、内科・

指摘している。（斎藤[2008]229頁）。

外科など各科から自分の専攻科を決定する。40

(10) 莇[1992]131頁。

～50年の医師としての職業生活の大枠がここで

(11) 莇[1992]131頁。

決まる。この何科の医師になるかという選択は、

(12)「健康保険法の規定による療養に要する費用の

医師になるという職業選択に匹敵するほどの重

額の算定方法」（通称「診療報酬点数表」）は、

大な意味を有する。保坂[2009]は、臨床各科の

原則として 2 年に1度の間隔で改定される。診療

特殊性を踏まえてそのストレスの問題を分析し

報酬点数表は、医療機関の収支状況を調査した

ている。参照されたい。

上で、物価や賃金の動向など経済全般の指標や

(19) 二宮[2014]は、「精神というよりは肉体を直接

保険財政などを総合的に勘案し、中央社会保険

の対象にした労働、たとえば医療、看護、美容、

医療協議会（中医協）が決定する。なお、医療

按摩等の労働がある。内科医が直接相手にする

の本質的な部分である疾病の治療との関連が薄

のは、肉体の一部としての臓器あるいはその疾

い美容外科、生殖医療などは、自由診療扱いと

患である。臓器は人間のなかにある自然素材と

なっている。

いってよい。したがって、臓器そのものを対象

(13) 例えば、「情報の非対称性」に関しては、医師

にした医療労働は、自然素材を対象にした物質

免許をはじめとして国家資格（免許）制度が導

代謝労働と同じ性格を帯びることにならざるを

入されている。これは、生産者の技能を一定以

えない。」として医療労働の物的側面を指摘して

上に確保しようとする政策介入である。同様に

いる。

「不確実性」への対応としては、公的医療保険

(20) 莇は、「医療行為は基本的に患者と医療従事者

が導入され、国民皆保険の下で低リスク者も強

の共同の労働＝営為＝営みとしてとらえること

制的に保険に加入させている。さらには、医療

ができるのである。」（莇[1992]195頁）と指摘す

サービスが、「価値財」であるという価値判断の

る。

もとで公的な強制国民皆保険制度による費用保

(21) 山本は、「労働というものの性格がフレキシビ

障を行うとともに、公定価格を設定し、市場が

リティとコミュニケーションへとその重点をシ

機能しないように、価格メカニズムをはたらか

フトした」（山本[2011]69頁）と主張する。

せないように制度設計がなされている。

(22) 莇は次のように説明している。「医療行為を労

(14) 出来高払いには過剰診療、包括払いには患者

働過程でみると、医師や看護婦等の医療従事者

選択の危険性が各々指摘されている。

が有する労働力（技能を含む）が、病院等の医

(15) この公定価格は医薬品についても「薬価基

療施設、レントゲン機械、注射器、薬品などの

準」として適用されている。製薬資本が、この

医療手段（技術体系）を通じて、患者という労

公定価格に寄生して急成長していると莇は問題

働対象に働きかける行為であるということがで

提起している。（莇[1992]179頁）。

きる。
」（莇[1992]193頁）。

(16) 莇は、「私たちが医療を考える場合にも、医療

(23)
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2018年 4 月より診療報酬としての請求が可能

になった。

おして蓄積されるさまざまなケースについての

(24) 例えば宮野[2018]を参照されたい。

経験」が「熟達による熟練」に相当する。

(25) このようなことは、医療分野に限らない。半

(32)

開業医が何もかも一人で行うケースは、現実

田は、「いまやAI・ロボットが、知的労働ないし

には皆無に近い。少なくとも事務職員一人は必

認知労働（cognitive labor）をも代替するところ

要である。

まで至った。人間から労働を“奪う„ことが際限

(33) 小幡[1997]は次のように指摘する。「労働力の

なく進み始めたのである。」と指摘し、「あらた

商品化が集団力を前提とするかぎり、労働市場

めて人間にとって労働とは何かを根源的に考え

は本質的にこうした粘着性をともなう。」

る地点に立たされている」と問題提起している。

(34) 阿部[2015]参照のこと。

半田[2017]参照のこと。

(35) 阿部[2015]参照のこと。

(26)「生身の人間」とは、そもそも様々な個性をも
つ存在（多様性）であるうえに、同一の人間で

(36) 鈴木[2012]40～41頁。
(37)

いわゆるモンスターペイシェントをはじめと

あっても常に一定の状態というわけではない

して要求をエスカレートさせる悪質な事例も増

（不安定性）。阿部[2011]も参照されたい。

えてきている。クレーム対策は医療機関の危機

(27) その意味では、患者の利便性のみならず医療

管理の最重要課題となっている。尾内[2012]な

労働者にとっても、労働時間や労力の配分をよ
りバランスよく行うことが可能となる予約制の

どに詳しい。
(38)

診療システムはきわめて合理的である。

門倉・永井[2016]28頁。また、患者自身が治

療目標に到達するために、どれだけ関心を持ち、

(28)『剰余価値学説史』では次のように説明される。

指示を忠実に守っているかを「アドヒアラン

「多くの『非物質的生産物』の場合には事情が

ス」という用語で表現することが増えてきてい

違う。一定の成果をあげるために必要な労働量

るが、このアドヒアランスも良好な医師－患者

は、成果そのものと同じように推測的なもので

関係によって上がるといわれる。

ある。」（『資本論草稿集』⑤416頁）。61～63草稿

(39) 自身も医師である山上は次のように指摘する。

には、「代価が支払われるのは、サーヴィス供与

「医師は、様々な感情を抱きながら診療を行っ

そのものにたいしてであり、それの結果は、そ

ているが、そのことはこれまであまり語られて

の性質上、サーヴィス供与者によっては保証さ

来なかった。」「患者や家族の感情に直面する医

れえない。」（
『資本論草稿集』⑨437頁）とある。

療者の感情の管理は、プロとして当然できるも

(29) 実際には公立の病院も多いが、本稿では資本

のとされ、業務として公的に語られることは少

によって経営される民間病院を想定する。

なかった。
」（山上[2012]）。

(30) 医師、薬剤師、看護師などはそれぞれ国家資

(40) 例えば西川[2006]を参照されたい。

格としてその養成課程や資格試験が法的に規定

(41) ホックシールド[2000]訳書 7 頁。

され、医療従事者の最低限の資質が担保される。

(42) ホックシールドのもとで看護における感情労働

(31) 中岡は、医師の労働の熟練について、次のよ

を考察したパム・スミスは、看護師がその養成

うに指摘している。「医師の仕事は職人労働の伝

課程から感情管理に関わる技能を修得するべき

統をひく古典的な熟練工の労働によく似ている。

であると主張している。（パム・スミス[2000]訳

手作業の熟練、長年の医療の実施をとおして蓄

書230頁）。

積されるさまざまなケースについての経験、大

(43) 山上[2012]。

学での教育、卒後の教育をとおして形成される

(44) 山上[2012]。

医学的養成の三つが、総体としての医師の熟練

(45)「医者や看護師などの医療スタッフは、『患者

を形成している。」（中岡[1971]179～180頁）。こ

さんは弱い立場にある』と教えられています。

のうち、「手作業の熟練、長年の医療の実施をと

だからこそ少々おかしな態度の人にも、感情を
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抑えて愛想良く対応しているのですが、最近こ

行為はこれらの幾つかの資本の価値法則に強く

の『感情労働』に疲れ果て、燃え尽きてしまう

規制される。
」（莇[1992]163頁）。

人が増えています。
」（福井[2008]145頁）。
(46) 例えば、中林[2014]を参照のこと。
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■論文■

「若者首長」制度に関する一考察
─ ロンドン市ルイシャム区と山形県遊佐町を事例として ─

蒔 田

純

《要旨》 「若者首長」制度とは、若者の「有権者」から選ばれる「若者首長」が正規の自治体予算を用い
て若者目線の施策を実施するというものである。代表例であるロンドン市・ルイシャム区の「ヤン
グメイヤー」と山形県遊佐町の「少年町長」の比較から、両者の選挙戦そのものや政策立案等、制
度によって重点の置かれる要素が異なること、及び、それらは人口規模や意思決定に関する基本的
な考え方等の要因が影響していること、が明らかとなる。これを踏まえると、「総合型―特化型」及
び「ワントップ型―合議型」の二軸で構成されるマトリクスにおいて、ルイシャム区「ヤングメイ
ヤー」は「総合・ワントップ型」に、遊佐町「少年町長」は「特化・合議型」にそれぞれ分類でき
る。
目 次

でも若者に政治経験を積ませる究極的な方法

1.はじめに
2.定義
3.「若者首長」制度の事例
3.1 ロンドン市・ルイシャム区の「ヤングメ
イヤー」
3.2 山形県遊佐町の「少年町長(+少年議会)」
4.考察
4.1 比較
4.2 両制度の相違
4.3 両制度の特徴
5.総括

として注目されるのが、通常の選挙権を持た
ない若者による疑似的な首長制度である。若
(3)

者の「有権者」から選ばれる「若者首長 」
が若者目線からの施策を実施するこの制度は、
「シティズンシップ教育」「主権者教育」を現
実の政治の現場で実践するという意味で、若
者に政治との関わり方を教える最高の機会と
言え、また通常であれば取り上げられにくい
若者の声を実際の行政施策に反映させられる
という意味で、主催する自治体側にも大きな
利点があるものと理解できる。
「若者首長」は世界でもまだ実施されてい

１．はじめに

る例はそれほど多くないが、上記のような若
者教育上・自治体運営上の意義に鑑みると、
今後、相当の広がりを見せる可能性を持つも

選挙権が18歳に引き下げられ、児童・生徒

のと考えられる。その際のより効率的効果的

に社会や政治との関わり方を教える「シティ

な実施の在り方を模索する上で、既存の事例

ズンシップ教育(civic / citizenship education)(1)｣

について、基本的な考え方や具体的な実施方

(2)

「主権者教育 」が、我が国においても浸透

法等に関する詳細な分析を行うことは相当の

しつつある。その取り組みは学校のみならず、

意味を持つ。本稿では、以上のことを踏まえ、

各都市・各自治体レベルでも進んでおり、中

既存の「若者首長」制度の概要を把握し、そ
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れらの比較を行いながら、制度間の相違やそ
れをもたらす要因と背景等について明らかに

るための選挙が行われること
③ 選任された「若者首長」は、当該自治体に

することを目的とする。

おいて割り当てられた一定予算の執行権を

分析の対象としては、英国ロンドン市・ル

有すること

イシャム区(Lewisham Borough)の「ヤングメ
Mayor)」制度、及び、我が国

①は自治体が実施する制度であるという意

の山形県遊佐町の「少年町長（＋少年議会)」

味であり、これによって、疑似的とは言え、

制度を取り上げる。双方とも、それぞれの国

相当の公的な性格が付されることになる。②

において、若者への政治教育・若者の政治参

は制度の中核部分であり、選挙権も被選挙権

加の成功事例として頻繁に取り上げられる事

も、正規の選挙権年齢に達していない若者に

イヤー(Young

(4)

例であり 、後述するように、制度開始時期

のみ与えられることを意味している。③は制

や対象とする若者の年齢層等、基本的な事柄

度の実効性を担保するものであり、「若者首

がかなり類似している。基底的な部分におい

長」が、提言・助言のみならず、正式な行政

て共通項があることは比較の前提として極め

執行の一部を担う権限と責任を持つことを表

て重要であり、この二つの事例は、それをク

している。

リアしているものと考えられる。

制度全体の主催や予算執行権等、これらの

以下では、 2 において「若者首長」の簡単

条件全てを満たすには、自治体側には若者の

な定義を行い、 3 においてルイシャム区・遊

政治参加に関する相当の意欲と覚悟が求めら

佐町の事例の概要を記す。それを踏まえて、

れるものと考えられる。だからこそ、これら

4 において両者を比較し、 5 において総括を

をクリアした「若者首長」制度は、先進事例

行う。

として注目されるのであり、学術的な分析の
意義も大きいと言える。以下ではそのうち、
ロンドン市・ルイシャム区の「ヤングメイヤ
ー」制度、山形県遊佐町の「少年町長（＋少

２．定義

年議会)」制度を順に取り上げる。

まずは、本稿で対象とする「若者首長」の
定義を行う。若者を政治行政に参加させる試

３．「若者首長」制度の事例

みは既に数多くあり、それらと「若者首長」
は何が異なるのかを明確にすることは、分析
の大前提として必要である。ここでは、以下

3.1

ロンドン市・ルイシャム区の「ヤング
メイヤー」

のような 3 つの条件を提示し、それらを全て
満たすものを、「若者首長」制度と呼ぶことと
したい。

「ヤングメイヤー」は英国において 2 割程
度の自治体で導入されている制度であり、若

① 自治体が主催する制度であること

者の代表者が市長に助言・提言を行うもので

② 当該自治体における通常の公職選挙の選挙

ある 。各自治体によって制度の詳細は少し

権年齢に達していないため正規の選挙権を

ずつ異なるが、中でも成功事例として名高い

持たない者を「有権者」とし、その「有権

のが、ロンドン市・ルイシャム区のヤングメ

者」の中から一名の「若者首長」を選任す

イヤー制度である 。

(5)
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(6)

ル イシ ャム 区の ヤン グ 図１ ヤングメイヤー選挙の候補者数・投票率の推移
メイヤ ー制度は、区当 局
が区内 の若者と行って き
た対話 プログラムを発 展
さ せ る 形 で 2004年 に 創 設
された 。ヤングメイヤ ー
は毎年 選挙によって選 出
され、 ルイシャム区に 在
住・ 在学 ・在 勤す る13～
17歳 の 若 者 が 被 選 挙 権
を 、 同 じ く 11～ 17歳 が 選
挙権を 有する。立候補 す
るには 、親や所属機関 か

出所：ルイシャム区HPを参考に筆者が作成。

らの 同意 書の 他、 50人 の
有権者 の推薦が必要で あ
り(7)、立候補が認められた
者は、選挙活動の仕方等について区当局や過

者等が務める「若者アドバイザー（Young Ad-

去のヤングメイヤーからのアドバイスが得ら

visers)」や、その他100人規模の若者有志から

れる。立候補者は独自の選挙ポスターとマニ

成る「若者協議会（Young Citizens’ Panel)」

フェストの発表、YouTubeへのメッセージ動

等の意見をききつつ、（本物の)区長に対して、

画投稿、区内の学校での若者有権者との対話、

若者に関連する施策についての助言・提言を

等の活動を行う。

行う。また、ヤングメイヤーは年間で 2 万 5

投票は主に各学校に設けられた投票所に有

千～ 3 万ポンド（約375～450万円

(10)

)の予算

(11)

権者たちが自主的に投票に行く形で行われ、

の執行権が与えられており

最も好ましい候補者と二番目に好ましい候補

正規職員 2 名が専属の秘書となって、その活

者の名前を書く、優先順位付の連記投票とな

動をサポートしている。

っている。この投票において最多得票を得た
者がヤングメイヤーに、次点の者が、副・ヤ

、更には、区の

これまでに実現された施策の一例を挙げる
と、

(8)

ングメイヤーに、それぞれ就任する 。図１
は制度発足後の立候補者数と投票率の推移を

・ジム通いの奨励やヘルシー料理教室・料理

示したものであり (9)、立候補者は概ね20～30

コンテストの開催等による区内の若者の健

人前後、投票率は50％前後で推移しているこ
とが見て取れる。

康向上施策
・ロールモデルとなる先輩区民がメンターと

なお、英国には各地域の若者代表が集まっ
て議会 を構成する「ヤ ング・パ ーラメント

なって若者のキャリア相談に応じる制度
・若年の表現者（音楽家、画家、作家等)に発

（Young Parliament)」の取り組みも存在する
が、ルイ シャム区ヤングメイ ヤー選挙の 3

表の場を与えるイベントの企画
・体験する機会があまりないマイナースポー

位・ 4 位の者は、これのルイシャム区代表と

ツのイベント開催と若者への普及促進

なり、ヤング・パーラメント議員として活動
を行う。

等がある。

正・副のヤングメイヤーは、落選した候補
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若者に対してこの制度がもたらす効果につ

いては、残念ながら客観的なデータを 表１ 遊佐町少年町長選挙の立候補者数・有権者数・投票率
入手することはできなかったが、定性
的な形でその有効性を示す資料は様々
な形で存在し、例えば、IARS

(2011,

10-23) は、「若者に民主的な政治過程を

2003年
2004年
2005年
2010年
2017年
立候補者数
3
2
2
2
2
有権者数
1325
1287
1171
997
738
投票率
59.09
80.73
78.47％
88.87％
86.86％
出所：
『広報ゆざ』ほか、担当者へのヒアリングにより筆者作成。

教え、それに参加させることに関して
極めて有用な機会であった」「若者は制
度を通じて、自分たちが何を求め、何ができ

当選が叶わなかった者から少年副町長・少年

るのか、について改めて知った」「若者と政策

監査を若干名選任することとなっており

決定者の対話を通じて、政治過程に若者の意

少年町長選挙の投票が行われた上記の 5 回に

見が浸透した」「多様なバックグラウンドを持

ついては、次点の候補者が少年副町長に、少

つ若者 同士がお互いの 思いを知 る機会を得

年議会選挙の投票が行われた上記の 1 回につ

た」等の効果を指摘している

(12)

。

(15)

、

いては、次点の候補者が少年監査に、それぞ
れ選任されている(16)。
少年町長・少年議会は、町内の中高生を対

3.2

山形県遊佐町の
「少年町長
（＋少年議
会)」

象に行うアンケート調査を基に政策を立案し、
少年町長は、少年議会で承認された政策につ
き、（本物の)遊佐町長に対して、予算要求を

山形県遊佐町は、若者の町政参加に実効性

行う。また、少年町長は町から割り当てられ

を持たせる目的で、「少年町長・少年議会」と

た予算の執行権を与えられており、現在は、

いう制度を2003年より設けている

(13)

。これは、

中高生の中から少年町長 1 名、少年議員10名

4 月～ 12月 の 事業 期間 にお いて 45万 円 で あ
る

を選挙によって選出するというものであり、

(17)

。

これまでの施策としては、

双方とも町在住の中高生および町に通学する
高校生の全てに選挙権・被選挙権が与えられ

・町が一つにまとまるようなシンボルが欲し

る。

いという町民の声に応え、「米～ちゃん」と

立候補者は当選後の抱負を掲げ、各学校へ

いう町公認キャラクターを創設

の案内配布等を通じて町内の中高生に周知さ

・町の特産品であるパプリカを用いた料理レ

れる。投票は各学校に設置された投票所で行

シピ集の制作、「芋煮コロッケ」等の特産品

われ、少年町長については最多得票を得た候
補者が、少年議会については得票の多い者か

の開発
・JR東日本への帰宅時間帯の電車増便の要望

ら上位10名が当選者となる。投票は双方とも、
最も好ましい候補者 1 人に投票する単記式で

提出（電車の一部時間変更が実現)
・娯楽や遊べるところが少ないという中高生

ある。

の声を受け、町の関連団体が集うミュージ

立候補者が定数を上回り、実際に選挙とな

ックフェスティバルを開催

った のは 、少 年町 長 につ いて は 、 2003年 ・
2004年・2005年・2010年・2017年の 5 回であ

等がある。町役場では、選挙管理委員会・議

り、少年議会については2004年の 1 回である。

会事務局・企画課企画係・教育委員会から成

少年町長について選挙となった 5 回の立候補

る「少年議会プロジェクト会議」が組織され、

者数・ 有権者数・投票 率は表１の通り であ

各学校を回って立候補者の募集を行う他、活

る

(14)

。なお、少年町長・少年議会に立候補し

動が始まった後のサポートも行っている。
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表２「ヤングメイヤー」と「少年町長」の比較表

制度発足年
選挙権
被選挙権
選挙活動
投票方式
有権者数
立候補者数
投票率
執行可能予算
（絶対額)
執行可能予算
（有権者一人当たり)
職務を補佐する機関
その他の機関
自治体当局のサポート

ルイシャム区「ヤングメイヤー」
2004年
11～17歳
13～17歳
マニフェスト提示、メッセージ動画、各
学校での対話等
優先順位付連記式
1万5千～2万人程度
20～30名程度
50％前後
2万5千～3万ポンド
(約375～450万円)
約1.5～1.8ポンド
（約225～270円)
副・ヤングメイヤー
（選挙次点の者)
若者アドバイザー、若者協議会
（助言・諮問)
区の正規職員である2名の専属秘書

遊佐町「少年町長」
2003年
13～18歳（中高生)
13～18歳（中高生)
抱負を提示
単記式
700～1,000人程度
1ないし2人
75～85％前後（選挙実施時のみ)
45万円
約600円
少年副町長・少年監査
（選挙で当選が叶わなかった者)
少年議会
（議案の議決も行う)
「少年議会プロジェクト会議」のサポート

出所：筆者作成。

この制度の効果については、ルイシャム区

長」制度を項目ごとに比較したものである。

と同様、定量的なデータを見つけることはで

まず、制度発足年については 1 年違い、また、

きなかったが、その定性的効果については各

選挙権・被選挙権についても同じような年代

種資料において言及が為されており、例えば、

に与えられており、制度の経過年数や対象に

制度の発案者である時田町長は講演の中で、

関しては、双方とも、ほぼ同様であると考え

「若者が遊佐町に関心を持つようになった」

ることができる。有権者数については、そも

「自信と責任が生まれた」「地域のリーダーが

そも自治体全体としての人口が相当程度異な

育ち始めた」等の効果が生まれていることを

り（ルイシャム区：約27万 6 千人、遊佐町：

(18)

述べている

(19)

。

約 1 万 4 千人

)、それを反映した相違が出て

いるのは当然である。立候補者数は有権者数
に従属するものと考えられるが、遊佐町につ
いては2003年～2017年の15年間で立候補者が

４．考察

複数となり投票が行われたのは 5 回のみであ
り、そもそも選挙が行われるか否かという実

4.1

態面において、両制度には大きな相違がある

比較

と言える。
選挙活動についても、ルイシャム区はオン

ここ まで、ロ ンドン 市・ル イシャ ム区 の

ラインでの発信から直接の対面対話まで、幅

「ヤングメイヤー」と山形県遊佐町の「少年

広いものとなっているのに対し、遊佐町は候

町長（＋少年議会)」について概要を見てきた

補者の抱負の提示・配布に留まっているが、

が、ここで、両者の簡単な比較を行いたい。

これも、多数の立候補者による激しい選挙戦

表２は「ヤングメイヤー」制度と「少年町

を前提としているか否かの違いであると考え
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ることができる。また、投票について、ルイ

当選後の抱負を書いた案内用紙を各学校の有

シャム区は有権者の自発的投票に任せられて

権者に配布するのみであり、ルイシャム区の

いるのに対して、遊佐町では各学校において

ようなオンライン活用や有権者との直接対話

昼休み等の決められた時間に生徒を集めて投

は見られない。これは、後述の通り、選挙活

票させる方式であり、そういった方法の差が

動というよりは、政策立案・実施に重きが置

投票率の数字に表れているものと理解できる。

かれているからであると理解できる。投票の

予算については、有権者数の違い（ルイシ

仕方もルイシャム区のように有権者の自発性

ャム区：遊佐町=概ね20： 1 )から考えると、

に任せるものではなく、一定の時間、一定の

遊佐町においては相当程度大きな額の執行権

場所に有権者を集めて投票させる形式であり、

が与えられていると言え、有権者 1 人当たり

若者が「投票すること」自体に対してその必

の予算額はルイシャム区の 2 倍超となってい

要性や意義等を考える機会という意味では、

る。職務補佐機関としては、ルイシャム区の

必ずしも十分ではないものと考えられる。

副・ヤングメイヤーに対して遊佐町では少年

当選後の政策立案・実施に関しては、当然、

副町長・少年監査が設けられており、また、

両制度とも充実が図られているが、遊佐町に

その他の機関としては、助言・諮問に特化し

おいては、選挙活動との対比という意味で、

たルイシャム区の若者アドバイザー・若者協

特にそれに重きが置かれていることが見て取

議会に対して、遊佐町では政策案件に関する

れる。少年町長が執行権限を持つ予算が有権

議決権を持つ少年議会を有している。自治体

者一人当たり換算でヤングメイヤーのそれを

当局のサポートとしては、双方とも、職員に

大きく上回っていることは、それを示す一例

よる相応の補佐体制がつくられていると言え

と言えよう。ただ、やはり絶対額では、ルイ

る。

シャム区のヤングメイヤーはよりまとまった
金額を執行できる環境にあり、様々な健康向
上施策や若者キャリア相談等、体系的・包括

4.2

両制度の相違

的な政策実施の実績がそれを示している。一
方で遊佐町ではキャラクター考案やレシピ集

このような比較からは、両制度における次

作成、単発のイベント開催等、少ない金額で

のような相違が明らかになると言える。まず、

できることを効果的に行っていると言える。

選挙活動に関する考え方は、二つの自治体で

またリーダーシップをめぐる考え方にも違

特に大きな差が見られる点である。ルイシャ

いが見られる。ルイシャム区では、副・ヤン

ム区のヤングメイヤー選挙では、選挙活動の

グメイヤーや若者アドバイザー、若者協議会

バリエーションが豊富で当局によるサポート

の存在はあるものの、それらの声を聞きなが

も充実しており、この制度において選挙活動

ら、ヤングメイヤーが意思決定を行うという

自体が若者への政治教育の中核を成すものの

ワントップの体制となっている。それに対し

一つとして認識されていることが分かる。立

て遊佐町では、少年町長と同時に少年議会の

候補者・有権者とも、「自らの主張を明確に述

議員も選ばれ、制度上も、両者が共同して政

べ、また他者の主張を受け止めながら、議論

策立案・意思決定を行うことを前提に、少年

を通じて一定の結論を導く」ことをこの選挙

議会の議決が得られた議案のみが執行される

プロセスを通して学ぶのであり、民主的な社

という建て付けとなっている。実際の運営に

会活動を行う際の基礎を身に付ける上で貴重

おいても、少年町長は少年議会の議員と共に

な機会となっていると考えられる。

協力しながら政策立 案を行う のが普通で あ

一方で遊佐町では、立候補者の選挙活動は、

り
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(20)

、両者はいわば車の両輪として活動を進

めていくことが想定されていると言える。

が決定的に重要となってくる。遊佐町におい
ては、正規の町長選挙においても度々無投票
となり

4.3

両制度の特徴

(21)

、また正規の町議会議員選挙の立候

補者が有権者約900人に一人であることを考え
ると

(22)

、少年町長の選挙では、最初から無投

以上より、ルイシャム区の「ヤングメイヤ

票を含めた形で、複数の立候補者による選挙

ー」と遊佐町の「少年町長」は、一見すると

戦それ自体の盛り上がりを諦めざるを得なか

極めて類似した制度のような感を受けるが、

ったものと考えられる。

その詳細設計や運営の在り方においては、相

またリーダーシップの在り方に関しては、

当程度異なる内実を有していることが分かる。

「ヤングメイヤー」が「ワントップ型」であ

両者に一定の型を与えるとすると、「ヤングメ

れば、「少年町長」は、「少年議会」との「合

イヤー」は選挙活動と政策立案・実施の双方

議型」と言える。これは、一人の「ヤングメ

が制度の中核となり、候補者・有権者が共に

イヤー」を選ぶ制度か、「少年町長」と「少年

政治教 育の重要な対象 とされて いる「総合

議会」議員を併せて選ぶ制度か、というもと

型」であるのに対し、「少年町長」はどちらか

もとの建て付けの違いによるものであるが、

と言うと政策立案・実施に重点が置かれ、「少

その背景には、「一人のリーダーが決めるか、

年議会」と併せて、当選した者に政治行政経

みんなで決めるか」という、政治的意思決定

験を積ませるという側面の強い「特化型」で

の在り方に関する根本的な考え方の相違があ

あると言える。

ると考えることもできる。

このような相違をもたらす要因としては、

図２は以上をまとめて図示したものである。

やはり両自治体の絶対的な規模の違いが大き

本稿においては二つの事例のみを取り上げた

いものと考えられる。両者には人口で約20倍

ため、 2 × 2 のマトリクスにおいては右上と

の開きがあり、それを反映して制度が対象と

左下のみが埋まっている状態であるが、人口

する有権者数（及び、被選挙権を持つ者の数)

規模や意思決定をめぐる政治文化の相違によ

にも同程度の差がある。制度の中で選挙活動

って、右下・左上に位置する制度も当然、想

の占める位置をどの程度にするかは、当然、

定されるものと言えよう。

多数の立候補者が見込めるか否かという要素

図２

「若者首長」制度の特徴

５．総括

本稿では、「若者首長」制度に焦点を当て、
ロンドン市・ルイシャム区の「ヤングメイヤ
ー」と山形県遊佐町の「少年町長」を比較す
ることで、それらの間の相違やそれをもたら
す要因について検討した。そこからは、制度
によって重点の置かれる要素が異なること、
それらは人口規模や意思決定に関する基本的
な考え方等の要因が影響していること、それ
出所：筆者作成。

らをまとめると両制度の特徴の相違が一層明
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2009, 17)。

らかになること、等が示された。
「若者首長」制度は、若者への政治教育や

( 2 ) 主権者教育の明確な定義は、学問上、未だ為さ

政治行政への若者の参画という意味で極めて

れていないが、実務レベルにおいてはその意味

意義が大きいと考えられるが、一方で、まだ

するところを明らかにした例がある。例えば、

歴史が浅く、学問的な分析の蓄積も十分為さ

総務省の研究会はその報告書において、「社会の

れているとは言い難い。特に、この制度は若

構成員としての市民が備えるべき市民性を育成

者の政治的理解度の向上や政治参加の促進を

するために行われる教育であり、集団への所属

一義的 な目的としてい るが、ル イシャム区

意識、権利の享受や責任・義務の履行、公的な

「ヤングメイヤー」、遊佐町「少年町長」の双

事柄への関心や関与などを開発し、社会参加に

方の項において記した通り、その政治教育上

必要な知識、技能、価値観を習得させる教育

の具体的効果を客観的に測定し、把握する作

……その中心をなすのは、市民と政治との関わ

業は未だ必ずしも十分に行われてはいない。

りであり、本研究会は、それを「主権者教育」

教育においてその効果を科学的につかむこと

と呼ぶことにする。」としている。総務省「常時

は多大な困難を要するが、一方で今後、この

啓発事業のあり方等研究会」（2011, 7)参照。

制度が更に多くの自治体に採用され、その制

( 3 ) 「若者首長」については、下の脚注4に記した

度的発展をみるには、やはり、それが持つベ

ような既存事例を紹介する資料はいくつか確認

ネフィットがより理解しやすい形で提示され

されるが、筆者が知る限り、分析・考察を含む

ることが必要と言えよう。そのためには、対

学術研究の対象になったことはこれまでにない。

象となる若者の意識や具体的行動、当該地域

従って、事実を記述した事例紹介以外に本稿が

における社会文化的影響、国・自治体双方の

依って立つ先行研究も存在せず、本稿において

政治制度や政治的風潮等、様々な角度からの

一般的な名称として用いる「若者首長」という

更なる考察・検証が求められるのであり、本

語自体、筆者の造語である。

稿がそれに向けた一つの契機となれば幸いで

( 4 ) ルイシャム区「ヤングメイヤー」については、
例えば、英国教育技術省のレポートでも若者の

ある。

政治参加の代表的事例として取り上げられてい

注

る （Secretary of State for Education and Skills

( 1 ) civic educationとcitizenship educationについては、

"Youth Matters", Cm 6629, July 2005. <http：

その意味や用法に関して若干の議論がある。例

//webarchive.nationalarchives.gov.uk/20130401151

えば、コーガンらは、前者は学校教育課程内に

715/https： //www.education.gov.uk/publica-

おける教科を意味し、後者はそれに加えて、家

tions/eOrderingDownload/Cm6629.pdf>)。 ま た 遊

庭・教会・メディア等の学校外における教育を

佐町「少年町長」についても、総合研究開発機

も包含するより包括的な用語として使われるべ

構（2016)、西川（2016)等、先進事例として度

きとしている（Cogan, Morris and Print 2002,

々紹介が為されている。ただし、これらは制度

145)。また唐木清志は、米国生まれの米国の子

の内容や運用の状況等について事実を記述した

供に対して学校で行われる場合にはcivic educa-

事例紹介に留まるものである。

tion、成人移民を対象として生涯学習の一つとし

( 5 ) 英国のヤングメイヤー制度について、British

て行われる場合にはcitizenship educationを用いる

Youth Council (2012)

等参照。

場合が多いとしている（唐木 2007, 126)。しか

( 6 ) ルイシャム区「ヤングメイヤー」制度に関する

し、両者の相違が学問上確立されているという

以下の記述は、Lewisham Council, “The Young

訳ではなく、実際も多くの場合、この二つは明

Mayor”<http：//www.lewisham.gov.uk/mayora ndco

確な区別なく使われていることが多い（奥村

uncil/youngmayor/Pages/default.aspx>、 Lewisham
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Council, “Young Mayor of Lewisham： 10th Anni-

(21)

versary Commemorative Book” <https：//www.lew
isham.gov.uk/mayorandcouncil/youngmayor/Docu-

平成に入って以降でも 8 回の選挙のうち 2 回

が無投票となっている。
(22)

ments/YMCommemorativeBook.pdf>等による。

2015年の町議選では、選挙人名簿登録者数

12713人、立候補者数14人で、約908人に一人が

( 7 ) これらから成る“candidate pack"を提出するこ

立候補した計算となる。

とが立候補の条件となっている。
( 8 ) 立候補者のうち、「最も好ましい候補者」（first

参考文献

preference votes）の得票数の上位二名につき、そ

British Youth Council, Involving Young People in

の票数に「二番目に好ましい候補者」（second

Local Government Decision Making：The Youth

preference votes）の得票数を足し合わせた合計票

Voice Vehicle Self Assessment Report, British
Youth Council, 2012.

数が多い者が当選者となる。

IARS (Independent Academic Research Studies), The

( 9 ) “Young Mayor of Lewisham election results”
<https： //www.lewisham.gov.uk/mayorandcouncil

Young Mayors Scheme: An Independent Youth-led

/elections/results/Pages/Young-Mayor-for-Lewisham-

Evaluation, IARS, 2011.
John J. Cogan, Paul Morris and Murray Print, Civic

Election-Result.aspx>を基に筆者作成。

Education in the Asia-Pacific Region

(10) 2018年 4 月時点の為替レート、 1 ポンド=150

Case Studies Across Six Societies, RoutledgeFalmer,

円で換算。

2002.

(11) 制度創設時から2008年までは 2 万 5 千ポンド、

奥村牧人「英米のシティズンシップ教育とその課題

以降は 3 万ポンド。
(12) このレポートでは、ルイシャム区を含むヤン

―政治教育の取り組みを中心に ―」国立国

グメイヤー制度全体について、参加した若者の

会図書館調査及び立法考査局『青少年をめぐる

声を基に、その効果・影響について言及してい

諸問題 総合調査書』、2009年.
唐木清志「アメリカ合衆国―「民主主義尊重」に

る。
(13) 遊佐町の制度に関する以下の記述は、遊佐町

よる「統一」と人格教育」嶺井明子編著『世界

「少年議会」<http：//www.town.yuza.yamagata.

のシティズンシップ教育 ―グローバル時代の

jp/ou/kyoiku/shakyo/copy_of_work_of_shounengikai

国民/市民形成―』東進堂、2007年.

_2015.html>、『広報ゆざ』（2003年～2017年)、

総合研究開発機構『わたしの構想 No.25 若者の政

担当者へのヒアリング等による。

治参加を促す』総合研究開発機構、2016年.

(14) 『広報ゆざ』ほか、担当者へのヒアリングに

総務省常時啓発事業のあり方等研究会『最終報告書

より筆者作成。

：社会に参加し、自ら考え、自ら判断す

(15) 遊佐町『少年町長・少年議員公選事業実施要

る主権者を目指して～新たなステージ「主権者教
育」へ～』総務省、2011年.

項』より。
(16) 少年町長、少年議会選挙が無投票であった年

西川明子「子ども・若者の政策形成過程への参画」

は、少年副町長・少年監査は選任されていない。

『レファレンス』No.782、2016年、pp.91-107.

(17) 2003年は50万円、2004年は75万円、2005年は
50万円、2006年以降は45万円。

（まきた

じゅん

弘前大学教育学部講師）

(18) 大田区議会議員北澤潤子ブログ「少年町長 小
さい町の大きな挑戦」2016年2月9日<http://kitaza
wa.seikatsusha.me/blog/2016/02/09/5468/>より。
(19) 双方とも2018年 4 月時点。
(20) 担当者へのヒアリングによる。
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（受付日：2018/08/27、受理日：2018/10/13）

■論文■

グローバル資本主義再考
鶴 田 満 彦
《要旨》 第二次世界大戦後の現代資本主義は、1970～80年代を屈折時期として大きく変容したが、当該時
期以降の資本主義を特徴づけるためにグローバル資本主義と金融化資本主義という二つの用語があ
る。とくにグローバル資本主義に対しては、2016年以降、Brexit（英国のEU離脱）や米国第一主義
のトランプ登場という事象が現れて、グローバル資本主義の終焉を説く議論も有力である。本稿は、
グローバリゼーションに関してはK.ポラニーとD.ロドリックの議論を検討し、金融化資本主義に関
してはC.ラパヴィツァスの議論を検討して、次のように結論づけている。「生産活動なき利潤取
得」をターゲットにしている金融化資本主義論に対し、「生産活動のグローバル化に伴う利潤取得」
を明らかにしようとするグローバル資本主義論は、現代の構造変化全体を問題にしている。しかし、
グローバル資本主義化は市場の自律性によるものではなく、市場外の制度に依存している以上、制
度からも自由になろうとするハイパーグローバリゼーションは一時的反動をこうむる。現代グロー
バル資本主義のグローバル性は、人間の民主主義的意思決定を尊重する限り、国民国家を基盤にし
た国民経済間のグローバル化の深化にとどまるであろう。

問題は内容にある。グローバル資本主義と呼

目 次
Ⅰ はじめに

ぶべきか、あるいは金融化資本主義と呼ぶべ

Ⅱ 市場の自律性と外部依存性

きかについては、行論のうちに詳述すること

Ⅲ グローバル資本主義と金融化資本主義

として、問題を提示する冒頭部分においては、
当該屈折時期以降の資本主義をさしあたりグ
ローバル資本主義と呼んでおくこととしよう。
20世紀末～21世紀グローバル資本主義化の

Ⅰ はじめに

もっとも重要な契機となったのは、1971年 8
月のニクソン米大統領による金・ドル交換の
停止であった。ブレトンウッズ体制下の米ド

第二次世界大戦後の現代資本主義が、1970

ルは、正確な意味での金為替ではなかったが、

～80年代を屈折時期として産業構造、労資関

対外的・公的には35分の 1 オンスの金を代表

係、国際通貨体制、経済政策、国際経済関係

していた。しかし、1971年以降の金の裏付け

のいずれにおいても大きな変容を遂げたとい

を完全に失った米ドルは、国内的には信用貨

う認識は、多くの経済学者に共有されている

幣であるにしても、 国際的に は米国の外 交

ように思われる。1970～80年代以前の資本主

的・軍事的権力を背景とした疑似世界貨幣に

義が、しばしば国家独占資本主義、あるいは

ほかならない (1)。米国は、米ドルの不換化直

福祉国家資本主義と呼ばれているのに対し、

後の1972年にシカゴ商品取引所に通貨先物市

以後の資本主義は、グローバル資本主義、あ

場を開設して通貨価値変動リスクをヘッジす

るいは金融化資本主義と呼ばれることが多い。

るための資本自由化を容認し、主要国通貨変

名称はある程度まで便宜的であってよく、

動相場制移行の翌年の1974年には対外投融資
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規制を撤廃するのである(2)。

一層拡大し、1999年には英国以外のユーロ圏

米国は自ら資本自由化するだけでなく、他

で共通通貨単位ユーロをスタートさせ、2001

の先進資本主義諸国、開発途上国に対しても

年からはユーロが実際に欧州中央銀行(ECB)

資本自由化を強要し、米ドルを国際的決済手

およびユーロ圏各国中央銀行から発行されて、

段、購買手段、蓄蔵手段として全世界で受け

ユーロ圏内の通貨として使用されるだけでな

容れる体制を築いていった。これに伴って、

く、米ドル、日本円と並ぶ国際通貨としても

米国は、不換の自国内通貨米ドルによって全

使用されることとなった。

世界からあらゆる資源や権利や情報を購買す

第二は、先進資本主義諸国の混迷とは対照

ることができ、外国が一定分量以上の米ドル

的に、1970年代以降のアジアNICs（新興工業

を蓄蔵手段として保有することを強制する非

諸国）を先頭とするアジア諸国が輸出志向的

対称的な特権を取得することとなった。米国

工業化によって台頭し、とくに1978年以降は、

の対外支払用の公的金準備が危険水域以下に

中国経済が改革・開放路線を進めて、農業改

減少したために米国がとった苦肉の策である

革、経済特区の設定、外資の誘致・保全、市

金・ドル交換停止が、結果的には米国と米ド

場経済化によって高成長を維持し、90年代に

ルの地位を強化することとなった。

は購買力平価評価では日本を超える経済大国

したがって、1970年代～80年代以降のモノ、

に躍進したことである。中国は、2001年には

カネ、ヒト、技術、情報の国際的移動の自由

WTO（世界貿易機関）に加盟し、グローバル

を拡大するグローバル化は、米国主導の金融

化を推進する基軸国の一つとなった。

グローバル化を先端として始まったのである。

米国サブプライム住宅ローン破綻を淵源と

折しも、1970年代初頭の新型マイクロ・プロ

する2008年世界金融危機は、グローバル資本

セサー（インテル i4004）の開発を契機とし

主義の基礎上で勃発した最初の本格的恐慌

てコン ピュータの小型 化・高性 能化・低廉

であるとともに、グローバル資本主義という

化・ネットワーク化が進行し、パソコンが生

システム自体を震撼させる経済変動であった。

産過程・流通事務過程・研究開発過程・生活

2008年恐慌は、金融危機・実体経済危機・財

過程に深く浸透して、IT（情報技術）革命を

政危機の三重苦と言われたが 、グローバル

惹き起こした。東西冷戦終結後の1990年代に

資本主義としてのシステム危機まで加えると、

は、米国国防省高等研究開発局由来のインタ

四重苦であったといえるかも知れない。

(4)

ーネット技術が世界に開放されて、IT革命は
ICT（情報通信技術）革命に進化した。

(3)

さらに2008年恐慌に続いた2010年代は、ギ
リシャを始めとするソブリン危機、それに触

グローバル化に関連して、この時期に重大

発されたユーロ危機、社会保障圧縮・賃金圧

な二つの変化が国際経済関係にも生じた。第

縮に よる 格差 拡大によって 特徴づ け ら れ、

一は、1958年にEEC（欧州経済共同体）とし

2016年には英国国民投票でEU離脱（Brexit）

て発足した西欧地域共同体が60年代にはEC

派が勝利し、米国大統領選挙では米国第一主

（欧州共同体）に進化し、70年代には英国等

義 を 掲 げ て 、 地 球 温 暖 化 防 止 パ リ 協 定、

を加えて拡大するとともに、EC内部の為替相

NAFTA（北米自由貿易地域協定）、TPP（環

場を安定させるERM（欧州為替相場機構）等

太平洋経済連繋協定）を始めとする多国間協

の機構を整備し、90年代には東西冷戦終結に

定の見直し、イスラム系移民の拒否、対メキ

伴う統一ドイツの誕生を契機に政治・通貨統

シコ国境への壁の構築を主張するトランプが

合をも見通したマーストリヒト条約を締結し

当選した。

て1993年にEU（欧州連合）にまで発展したこ

英国における Brexit派の勝利と米国トラン

とである。EUは、北欧、東中欧諸国を加えて

プ大統領の登場は、1970～80年代以降のグロ
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ーバル資本主義化の流れを逆転させたかにみ

ーだ。……／この数十年、10億以上の人間が

えるものであった。もともとグローバリゼー

貧困から脱出してきた。経済も市場も金融危

ショ ンは 1980年代 、 グロ ーバ ル資 本主 義 は

機から大きく回復した。しかし、新しい機会

1990年代に誕生して学界やジャーナリズムで

が生まれるのと同時に、深刻な脆弱性がもた

使用されるようになった比較的に若い用語で

らされた。そして国際的なエリートたちが相

あり、用語の誕生とほぼ同時期に、グローバ

互依存のマイナス面を認めることを拒否した

リゼーションやグローバル資本主義に対する

ことは、安心感とこれまでの生活水準を失い

批判的洞察も生まれていた。すなわち、J.グ

つつある人々にとって、……疑惑を裏付けた

レイは『グローバリズムという妄想』（False

ことにほかならない 」。そしてダニ・ロドリ

Dawn, 1998）において「グローバル自由市場

ックは、『グローバリゼーション・パラドク

として組織された世界経済には、人間が安全

ス』（The Globalization Paradox, 2011）のなか

のために普遍的に必要とするものを満たすこ

でグローバリゼーション下の選択肢を端的に

とができないことは明白だ。どの政府にとっ

次のように言っている。「国民民主主義とグロ

ても、その存在理由は市民を不安から守る能

ーバル市場の間の緊張に、どう折り合いをつ

力である。政府に市民を守るという役割を果

けるのか。われわれは三つの選択肢を持って

たせないグローバルなレッセフェール体制は、

いる。国際的な取引費用を最小化する代わり

ますます大きな政治的、そして経済的な不安

に民主主義を制限して、グローバル経済が時

(5)

(7)

定性の状況を作り出している 」と述べてい

々生み出す経済的・社会的損害には無視を決

た。また、著書のタイトルにグローバル資本

め込むことができる。あるいはグローバリゼ

主義という用語を初めて使ったJ.ソロスも、

ーションを制限して、民主主義的な正統性の

『グローバル資本主義の危機』（The Crisis of

確立を願ってもいい。あるいは、国家主権を

Global Capitalism, 1998）において、「グロー

犠牲にしてグローバル民主主義に向かうこと

バル資本主義は体制（レジーム）と呼べるも

もできる。これらが、世界経済を再構築する

のではあるが、不安定な体制である。経済機

ための選択肢だ。／選択肢は、世界経済の政

能が他の機能より重要になっているとはいえ、

治的トリレンマの原理を示している。ハイパ

(6)

経済機能しか統治していないからだ 」と言

ーグローバリゼーション、民主主義、そして

っている。

国民的自己決定の三つを、同時には満たすこ

さらに、現実に2008年恐慌とそれに続く三
重苦や四重苦を観察した論者たちは、さらに

とはできない。三つのうち二つしか実現でき
(8)

ないのである 」。

明確に次のような発言をしている。すなわち、

本 稿 は 、 2008年 恐 慌 ・ ユ ー ロ 危 機 や

イアン・ブレマーは、『対立の世紀―グロー

Brexit・トランプ大統領登場を踏まえたうえ

バリズムの破綻―』（US VS. THEM The Fail-

でのこれらのグローバリズム批判を検討しな

ure of Globalism, 2018）のなかで「グローバル

がら、グローバル資本主義の現在の位置とこ

化―アイディア、情報、人材、資金、財・

れからのゆくえを再 考するこ とを目的と す

サービスの国境を越えた流通―によってつ

る(9)。

ながった世界が生まれたが、それによってそ
れぞれの国の主導者たちが自国民の命と生活
を守る能力がどんどん制限されるようになっ
てきている。……／グローバリズム―グロ
ーバル化を実現する相互依存が良いものだと
いう考え ―は確かにエリートのイデオロギ
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なかった。自由市場が成り行きまかせで生じ
てくるはずはなかった。綿工業 ―すなわち
主導的自由貿易産業 ―が、保護関税、輸出

Ⅱ 市場の自律性と外部依存性

奨励金、間接的賃金扶助を助産婦にして生み
出されたとまったく同じように、自由放任自
体も国家によって実現されたのである。……

グローバリゼーションは、モノ、カネ、ヒ

典型的功利主義者にとっては、経済的自由主

ト、技術、情報などが、国境を含むあらゆる

義は、最大多数の最大幸福のために実現され

バリアーを超えて自由に流通することを特徴

るべき社会的課題であった。自由放任は、あ

としているが、このような状況は、人類史の

ることを達成するための方法ではなく、達成

なかで商品や市場の発生とともに生まれたわ

されるべき事柄そのものだったのである 」。

けではなく、経済史家のH.ジェイムズは、現

ポラニーは、財の商品化にも不自然性を認め

代のグローバリゼーションについて、16世紀、

るのであるが、とくに人間の生命・生活に関

19世紀末に続く 3 回目のものであり、前 2 回

わる「労働」、自然環境を代表する「土地」、

(10)

(13)

と同じく終焉を迎えるだろうと言っている 。

金融・政府財政のメカニズムを通じて産出さ

本来、商品が貨幣を媒介として交換される

れる「貨幣」については、商品性を認め難い

地域的・概念的な場である市場は、けっして

として、それらを「擬制商品」と呼んでいる。

自由なものでも、グローバルなものでもなか

国際的バランス・オブ・パワー、国際金本

った。A.スミスは、人間には利己心に根ざす

位制、自己調整的市場および自由主義的国家

交換性向という本能があって、この交換性向

によって支えられてきた1815～1914年の「平

が商品や市場を自然的に作りだしたとしてい

和の100年」を崩壊させたのが20世紀の二つの

るが (11)、これは理論を分かりやすく説明する

世界大戦と戦間期の世界大恐慌であり、これ

ためのフィクションにすぎない。ホモ・サピ

を契機として「大転換」が進行し、米ソ二覇

エンス20数万年の歴史のおよそ95％は、自給

権国体制、ブレトンウッズ体制、管理的市場、

自足にせいぜい贈与が加わっただけの交換も

軍事的ないし福祉的国家体制が成立したとす

市場もない共同体の生活だった。ある共同体

るのが、ポラニーの観点であろう。ところが、

でたまたま自己消費分以上の生産物が生じた

ポラニーの死後約10年にしてブレトンウッズ

り、他の地域では生産されない特産品があっ

体制が崩壊し、グローバリゼーションのなか

たりした場合には、それらの余剰生産物や特

で規制緩和・自由市場化が進行し、「小さな政

産品を他の共同体の人々と互酬的に交換した

府」が標榜され、いわば逆の「大転換」が出

のが、商品交換の始まりである。マルクスは

現したのである。2010年代のBrexitやトランプ

こう言っている。「商品交換は、共同体の終わ

登場が、逆の「大転換」のさらなる逆転を指

るところで、諸共同体が他の諸共同体または

向しているのをみれば、ポラニーは、驚嘆し

他の諸共同体の諸成員と接触する点で、始ま

たに違いない。
ポラニーと同様に市場の自己調整的性格、

る。しかし、諸物がひとたび対外的共同生活
で商品になれば、それらのものは反作用的に、

いわば市場の自律性を否定的に考えるのが、

内部的共同生活においても商品になる(12)」。

ダニ・ロドリックである。かれの『グローバ

自由で自己調整的な市場が自然的に形成さ

リゼーション・パラドクス』第 1 章「市場と

れたという考え方に根本的な批判を加えたの

国家について ―歴史からみたグローバリゼ

は、K.ポラニーである。かれは、こう言って

ーション」は、17世紀後半の英国のハドソン

いる。「自由放任には、自然的なところは何も

湾商人冒険家勅許会社（HBC）の話から始ま
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っている。この会社は、ハドソン湾沿岸の原

についての合意が成立したときに交換が行わ

住民クリー族からビーバーの毛皮を安値で買

れ、市場が成立すると考えたのであろう。こ

い、ロンドンで高値で売る独占企業であるが、

の場合でも、市場は、所有権の相互承認とか、

このような遠隔地間の冒険的取引は多様なリ

交換比率についての合意といった制度に依存

スクを免れない。このリスクをカバーするた

しているといっていい。もともと共同体と共

めとして、会社の総督（Governour）のルパー

同体との間に成立した制度が共同体内部に持

トは、従兄のチャールズⅡ世から勅許により

ち込まれると、共同体内部にも市場が生まれ、

ハドソン湾沿岸地域の交易や商業の独占権と

共同体を解体してゆくことになる。しかし、

ともに、ハドソン湾地域一帯の所有権まで得

市場がどの程度共同体を解体するかは、その

たのである。「王の勅許で、ハドソン湾会社は

市場が依存している制度如何による。

事実上政府になった。広大な領域を管轄し、

ところで、ロドリックによれば、市場を支

原住民を有無を言わせぬやり方で支配した。

える制度には三つの種類がある。それは、「互

この会社は、戦争を行い、法を可決し、司法

酬や信頼をベースとした長期的関係、信念体

権を行使した。言うまでもなく、ルパートラ

系（belief systems）、そして第三者の強制力で

ンドの毛皮取引の唯一の裁定者であり、原住

ある……繰り返される相互行為やコミュニテ

民との交易で価格や条件を設定した。19世紀

ィの規範は、市場がローカルで小規模の時に

には独自の紙幣さえ発行し、支配地の法貨と

うまくいく。しかし経済が成長し、地理的な

なった。この会社による領土支配は1870年ま

移動性が高まるにつれ、明白で広範囲に適用

でおよそ200年続き、最後はルパートランドの

できるルールへの要求や信頼できる強制力が

所有権をカナダ自治領に30万ポンドで売却し

重要になってくる。資本主義の下では、市場

(14)

て終わった 」。

をガバナンスする公式の制度を幅広く揃えた

ここでロドリックが言わんとしているのは、

国のみが豊かになる。国防やインフラといっ

市場自体が「神の見えざる手」で動かされて

た公共財をまかなう税制度、財産権を確立・

いるような自己調整的市場を意味しているわ

保護する法体系、契約を強制する司法、違反

けではなく、市場外部の制度に依存している

者を処罰する警察権力、経済の規制をデザイ

ということである。ハドソン湾会社が原住民

ンし運営する官僚、貨幣や金融の安定を確保

との有利な条件での毛皮取引をするためには、

する中央銀行、等々だ

地域一帯の政府になるというコストを負担し

強制力」を行使するのは統治機構といわれる

なければならなかったのであるが、カナダ自

公的部門である。これに関連してロドリック

治領政 府が治安・公共 事業・司 法・契約順

は興味ある事実発見をしている。それは、一

守・幣制等の制度を整備してくれるのであれ

方にグローバル化の指標として国別の貿易開

ば、そのような制度に依存した方がいいとい

放度をとり、他方に国別GDPに占める公的部

うわけである。「われわれは、市場は自らの作

門支出の比率をとると、貿易開放度が進んで

動に任されているときにうまくいく、という

いる国ほど、公的部門支出の比率が大きいと

アイディアを捨てさらなければならない。市

いう事実である。貿易を自由化すればするほ

場が機能するためには非市場的な制度が必要

ど、輸出奨励金等の財政負担が縮小して公的

だからだ

(15)

」。

(16)

」。ここで「第三者の

部門支出の比率が低下するだろうという通俗

先述のように、マルクスは、商品交換は共

的常識に反するこの事実に、ロドリックは次

同体と共同体との間で始まるとしたが、文化

のような説明を加えている。「最終的に証拠は、

も習慣もあるいは種族も異なる共同体と共同

社会保険動機（social insurance motive）を強

体の間で相互の所有権を認め合い、交換比率

く指し示していた。経済が国際市場からの圧
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力にさらされると、人々はリスクへの補償を

危機・経済実体危機・財政危機、グローバル

求めるようになる。そして政府は、社会プロ

化圧力のもとで、社会保障費圧縮・賃金圧縮

グラムであれ公的雇用（貧しい国ではこちら

も進み、トランプ大統領は、グローバル化の

の方が典型的だ）であれ、広範囲のセーフテ

流れに抗して、貿易赤字削減のために貿易戦

ィネットを構築することでそれに答えようと

争に挑み、まさに高い関税の壁で米国経済を

するのだ。……この何十年で、産業社会は社

隔離するような露骨な保護主義を主張してラ

会的保護 ―失業の補償、調整支援や他の労

ストベルト労働者大衆の一定の支持を得てい

働市場への介入、健康保険、家族支援 ―の

る。しかし、このトランプ政策は、グローバ

仕組みを確立してきた。そのおかげで、高い

ル化への一時的反動に過ぎず、グローバル資

関税の壁で経済を隔離するような露骨な保護

本主義を逆転させるほどのものではないであ

主義への要求が和らげられてきたのである。

ろう。米国、中国をはじめとする主要諸国の

福祉国家は、開放経済の裏返しとしてできた。

大企業が、IoT等を利用する企業内国際分業を

市場と国家は、様々な仕方で補完的な関係に

展開し、国境を超えたサプライチェーンに依

あるのだ

(17)

」

存して生産活動を維持している現状をみれば、

ロドリックがこの事実発見をする契機にな
ったのは 、政治学者D.キャメロンの論文、

トランプの保護主義政策が中長期的に貫徹す
る筈がない。

David R.Cameron, “The Expansion of the Public

グローバル資本主義期に金融自由化をはじ

Economy :A Comparative Analysis,” American

めとして農産物・知的財産権を含む取引の自

Political Science Review, (December 1978)を読

由化が進み、人材のオフショアリングや外国

んだことであるが、キャメロンは先進国18ヵ

企業のM&Aまでが拡大するのは、けっして放

国、1945年～1970年代について調査したに過

任された市場の自律性によるものではなく、

ぎなかった。つまり、ブレトンウッズ時代の

市場に対する国民国家の強制力によるもので

先進国に関する調査だったのである。これに

ある。そして国民国家の意思決定の背後には、

反証するためにロドリックは約100の途上国を

選挙等を通じて示される国民の意思がある。

加えて再調査した。結果は、ブレトンウッズ

ここから、ハイパーグローバリゼーション、

時代に貿易自由化と福祉国家化が両立できた

民主主義、国民的自己決定の三者を同時に成

こと、あるいはせいぜいグローバル資本主義

立させることは不可能だとするロドリックの

化のもとでもただちには福祉国家体制が崩壊

トリレンマ論（三者択二）が出てくる。これ

しなかったことを示しただけであった。ブレ

によれば、2016年の米国国民も英国国民もハ

ト ン ウ ッ ズ 時 代 に は 、 GATTに よ っ て 貿 易

イパーグローバリゼーションを棄却して国民

（主として工業製品）の自由化はかなりな程

的自己決定を選択したということになろう。

度まで進んだが、資本自由化は各国の裁量に

だが、注意しなければならないのは、棄却さ

任されていた。この時期に貿易自由化と福祉

れたのはハイパーグローバリゼーションであ

国家が両立したのはなんら不思議ではない。

って、グローバリゼーション一般ではないと

しかし、1970～80年代以降のグローバル資

いうことである。

本主義においては、バブルと金融危機が多発

筆者も、「グローバリゼーションと国際秩

してその救済のための財政支出が増える一方、

序」（初出は2002年）のなかで次のように述べ

新自由主義的な企業減税と緊縮財政が強化さ

た。すなわち、「近未来において、グローバル

れて、自由市場と福祉国家の補完関係が困難

な経済活動を規制・調整する公正で民主主義

になってくる。

的な国際秩序は、実現しそうにない。公正な

リーマンショック後の2010年代には、金融

国際秩序を欠いたままの経済グローバリゼー
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ションは、弱肉強食的な市場の暴走を許し、
世界的な貧富の格差を拡大し、地球環境破壊
に拍車をかけるのではないかと危惧される。
／もとより、ナショナルな統治システムを前

Ⅲ

提して、経済グローバリゼーションに枠をは

グローバル資本主義と金融化資
本主義

めようとする考え方は保守的にすぎるという
批判が、当然に予想される。経済グローバリ

グローバリゼーションも金融化(financiali-

ゼーションを優先的に前提して、それに適合

zation)も比較的に新しい用語で、前述のよう

的な国際秩序をこれからつくっていけばよい

に1980年以前にはほとんどジャーナリズムや

という考え方も、ありうるだろう

(18)

」。

学術文献に登場しなかったものである。これ

ロドリックも、ハイパーグローバリゼーシ

らの英語としても熟していない若い用語が、

ョンに適合的なグローバル・ガバナンスの可

資本主義の最近の現実を表わしているものと

能性を検討しているが、超国家的な政治共同

解される所以である。

体は、グローバル・エリートの集団にすぎな

マルクスは、「世界商業と世界市場は、16世
(20)

いとして、次のように言う。「政治的アイデン

紀に資本の近代的生活史を開く

ティティや愛着は、いまだ国民国家の枠内に

が、これは15世紀末～16世紀の地理上の発見

とどまっているのだ。真にグローバルな規範

を契機に世界を舞台に活動する商人資本が出

は、ごくごく限られた論点においてのみ現れ

現したことを意味しているのであって、生産

る。そして、望ましい制度をめぐって現に存

様式としての資本主義は、18世紀後半～19世

在する、国による違いは残ったままだ。新し

紀初頭の英国産業革命を通じて確立された。

い超国家的メカニズムによって、いくつかの

マルクスが「近代的産業の特徴的生活行

難しい問題が和らぐかもしれないが、現にあ

路 (21)」と呼んだ景気循環は、19世紀の20年代

るガバナンスに置き換わらない。拡大する経

から始まっている。

済グローバリゼーションを支えるには十分で
(19)

はないのだ 」。

」と書いた

19世紀英国で確立した資本主義は、その後
ドイツ、フランス、米国、ロシア、日本等に

現代グローバル資本主義のグローバル性は、

影響を与えて各国の資本主義を作りだし、そ

国民国家を基盤とした国民経済間のモノ、カ

れらの不均等発展および相互作用と各国資本

ネ、ヒト、技術、情報等の相互交流の深化に

主義内部における生産力の発展に伴って変容

とどまる。ロドリックのいう「適度のグロー

をとげた。すなわち、20世紀初頭には重化学

バリゼ ーション」であ る。グロ ーバル化が

工業を基礎に独占資本主義が成立し、二つの

「適度」を超えたと国民が判断した場合は、

世界大戦および1929年世界大恐慌を経て、第

Brexitやトランプ登場のようなグローバル化へ

二次大戦後から1970年代にかけては軍事工業

の反動が生ずるのは当然だが、これは、国民

および大衆消費財産業を基礎に国家独占資本

の意思交流のメディアや民主主義のレベルに

主義あるいは国家福祉資本主義が出現した。

もかかわっており、この反動をただちに民主
主義の反映とは言えない。

19世紀の確立期の資本主義も独占資本主義
も国家独占資本主義も、資本・賃労働関係を
基軸とするという本質を共通にしているのだ
から、時期的あるいは段階的な特質を知る必
要はないという考え方もあり得るだろう。し
かし、19世紀資本主義と今日の資本主義とで
は、基軸的な労資関係でも労働法制度や社会
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保障制度によっていちじるしく変容したし、

という大著を書いた。原題は『生産活動なき

最近では、個人請負契約やシェア経済として

利潤取得』であるが、この本の最重要のキー

雇用という形態をとらない実質的な労資関係

ワードは、金融化資本主義(Financed Capital-

も現れている。企業間関係、企業対国家関係、

ism)である。かれは、1970年代末以降の資本

国家対国家関係も変わってきている。社会科

主義の構造的特徴が金融化にあることを次の

学の課題が、変化する歴史を理論化すること

ように言っている。「資本主義経済は、競争圧

にある以上、資本主義の一般的理論を基礎に

力および収益性を維持しようとする根本的動

置きつつ、それぞれの時代の特質を取り入れ

機から、常にその構造を変化させてきた。し

た段階的資本主義像を構築し、現状分析の基

かしながら、いくつかの変化は、際立った歴

準することが有用である。

史的重要性を有しており、金融化はそのうち

1970～80年代以降のグローバル資本主義は、

の一つである。1970年代末から先進資本主義

この種の最近の資本主義像であるが、筆者の

諸国の経済社会に起きた変化は、金融に適切

見解では、次のような特質をもつものと考え

に着目することを要請している(23)」

られる。第一は、エネルギー多消費型の重化

1970年代末から先進資本主義国の経済社会

学 工 業 に 替 わ って IT革 命（ 1990年 代 以 降 は

に起きた重要な変化としては、金融化のほか

ICT革命）由来の情報産業（電子・半導体、

に、グローバル化もあるのだが、ラパヴィツ

インターネット関連、プラットフォーム産業

ァスはなぜ金融化を選択するのか。これにた

を含む）が新たな産業的基軸になったことで

いしてかれは、①金融化はマルクス派由来の

ある。第二は、生産過程・流通事務過程にお

用語であること、②グローバル化も金融化も、

ける情報化・コンピュータ化・インターネッ

ミクロの経済主体の合理的行動を問題にする

ト化が労働のあり方を一変させ、労働の多様

新古典派経済学において限定的な受容性しか

化・分散化・個別化と、国境を超えた企業内

もっていないこと、③グローバリゼーション

分業による広範なサプライチェーンの展開を

の時期の中核には金融優位があることの 3 点

可能に したことである 。これに よって非正

をあげている

規・低賃金労働とともに、個人請負やシェア

重要な変化を表現する用語としてグローバル

経済などの雇用形態をとらない労働までも増

資本主義よりも金融化資本主義を選択する理

加することとなった。第三は、金融自由化と

由としては、これらの 3 点はやや薄弱である。

(24)

。しかし、際立った歴史的に

金融イノベーションが「経済の金融化」を促

たしかに、マルクス経済学の伝統において

進し、金融化は、金融部門を肥大化させ、バ

は、20世紀初頭の帝国主義的対立を説明する

ブルと金融危機を頻発させたことである。第

際にヒルファーディングやレーニンが金融資

四は、経済政策の面で規制緩和・民営化の新

本（finance capital）という用語を使ったこと

自由主義が支配的となり、低賃金・低福祉下

は事実であるが、20世紀初頭の金融資本と現

で低成長の蓄積体制が進行したことである。

代の金融化との間にはかなりの理論的距離が

第五は、アジアNICsを波頭として中国とイン

ある。ヒルファーディングもレーニンも、帝

ドが急速に工業化して資本主義大国に躍進し、

国主義段階における金融資本の支配的役割を

世界総生産における新興工業諸国のシェアを

認めたのであるが、それを金融化とか金融化

いちじるしく高めたことである

(22)

。

資本主義とは呼ばなかった。どの学派が最初

グローバル資本主義と重なりながら、別の

に用いようと、歴史的に重要な変化を表現す

呼称をもつのが、金融化資本主義であり、C.

る概念として必要であれば、金融化という用

ラパヴィツァスは、比較的最近に『金融化資

語を用いるべきであり、マルクス派由来だか

本主義』（Profiting Without Producing, 2013）

ら優先して用いるというのは、理由として理
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解できない。現代主流派の新古典派経済学が、

な金融システムにますます多く動員されるよ

グローバル化も金融化も理論的には受容して

うになったことである

(28)

。

いないのは、「新古典派経済学の支配的なパラ

ここで想定されている成熟資本主義国の蓄

ダイムが、そのアプローチ、見解および方法

積傾向とは、一方では非金融企業の投資停滞

論において極端に保守的である

(25)

」ためであ

のために過剰な内部留保をオープン金融市場

ることはラパヴィツァスの言う通りだとして

で運用し、他方では銀行（商業銀行）は非金

も、新古典派が受容しないことが、マルクス

融企業への貸出の縮小を家計との取引でカバ

派も受容しないことの理由になる筈がない。

ーするということである。実際、非金融企業

むしろ、ポスト・ケインズ派のH.ミンスキー

の投資停滞については、ラパヴィツァスは、

らが、金融不安定性にもとづく経済危機を説

バラン＝スウィージー『独占資本』（1961年）

いているから

(26)

、マルクス派も金融化に注目

の余剰論を伝統的に受け継いでいる『マンス

すべきだと言う方がわかりやすい。また、前

リー・レビュー』誌の見解を評価し、次のよ

述の通り、1980年代以降のグローバル化は、

うに言っている。「1970年代までに、余剰の吸

金融自由化・金融イノベーションによる「経

収は難しくなっており、危機は勃発し、そし

済の金融化」を促進して、金融肥大化やバブ

て停滞という妖怪が成熟資本主義諸国を襲っ

ル・金融危機の頻発を伴ったことは事実であ

ていた。結果として、資本は、流通分野にお

るが、「グローバリゼーションの時期の中核に

ける避難所を探し始めることとなり、結局の

は、金融の優位を観察することができる」と

ところ、それは金融における投機的活動とな

は必ずしも言えないであろう。ICT革命にも

った。金融化は、生産分野において氾濫して

とづく非正規労働の動員や新たな企業内国際

いた余剰を金融の分野に向かわせることによ

分業の展開、アジア新興工業諸国の台頭など

り、投資可能な剰余価値を吸収する最終的な

は、グローバリゼーションの中核にはならな

方法として出現した

(29)

」。

いのであろうか。「金融の優位」は、一部の成

確かに、成熟資本主義国の多くでは、1970

熟資本主義諸国では観察されうるとしても、

年代末以降、非金融企業がオープン金融市場

グローバルに普遍的な現象とは言えない

(27)

。

で証券取引をするようになり、これに対応し

現代資本主義の構造変化としての金融化を

て商業銀行も家計金融・消費者金融に乗り出

もたらしているのは、ラパヴィツァスによれ

す一方、国債をはじめとする証券取引を活発

ば、成熟資本主義諸国における次のような 3

化させてきたことは事実である。しかし、こ

つの特徴的な蓄積の傾向である。第一は、非

こでは差し当たり問題点が二つある。第一は、

金融企業が自己責任において金融市場で取引

この金融化論は、実体経済停滞説に依存して

を行い、金融プロセスに深く関わるようにな

いるということである。実体経済における停

ってきたことである。第二は、銀行が通常の

滞のために吸収されなくなった余剰が、金融

借入と貸出を通じてではなく、オープン金融

部門に向かったと解していいように思われる。

市場の取引に焦点をあてるようになってくる

1970年代は、 2 度にわたる石油危機を経て、

とともに、家計への貸付、家計貯蓄の吸収に

スタグフレーションが現出し、インフレ下の

よるオープン金融市場取引に利潤の源泉を見

不況のなかで、成熟資本主義国＝石油消費国

出すようになったことである。第三は、個人、

からOPEC諸国（産油国）への大規模な所得

家計が住宅、教育、医療および交通など必要

移転が生じた時代でもあった。したがって、

不可欠の財・サービスを入手するためにフォ

この時期の成熟資本主義国の余剰のかなりの

ーマルな金融システムへの依存を高めるとと

部分は産油国へ吸収されたのである。にもか

もに、家計貯蓄、個人貯蓄もまたフォーマル

かわらず、金融化現象が生じたのは、金・ド
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ル交換の停止、変動相場制移行を契機に金融

は次のように言っている。「資本主義的企業に

自由化が拡大し、金融派生商品（デリバティ

よって発行される金融資産においては、金融

ブズ）が次々と開発されて、一種の金融イノ

利潤は将来の剰余価値のフローに源泉を有す

ベーションが進行したからにほかならない。

る。国家により発行される金融資産において

マネーは避難所として金融部門に流入したと

は、金融利潤は剰余価値に源泉を有するだけ

いうよりも、金融イノベーションを進めてい

でなく、税金の徴収を通ずるすべての階級の

る金融部門が、積極的にマネーを誘引し、あ

貨幣収入にも源泉を有する。労働者およびそ

るいは新たなマネーを創造したのである。

の他の家計の窮極的な債務である金融資産に

第二の問題は、金融化が「投資可能な剰余

おいては、金融利潤は労働者およびその他の

価値を吸収する最終的な方法」といえるかど

人々の貨幣収入に源泉を有する。結果的に、

うかである。バラン＝スウィージー『独占資

金融資産の取引から生じる金融利潤は、生産

本』によれば、「ある社会が生産するものと、

および流通の分野に及び、流通過程からも利

それを生産するのに要する生産費との差

潤を得ることを可能にしている。これが、金

額

(30)

」と定義される余剰(surplus)は、投資と

融化資本主義の大きな特徴なのである(32)」。

資本家消費と浪費によって吸収される。ここ

金融業資本（financial capital）のなかでも預

で投資とは、ケインズに従って証券投資では

金業務を行わない投資銀行は、金融化資本主

なく、実物的資本設備の増加を意味する。ま

義においてとりわけ積極的役割を果たす。ラ

た浪費は、さらに販売努力と非軍事的政府支

パヴィツァスは「投資銀行の特徴は、収集さ

出と軍事支出に分けられる。したがって、実

れた情報と潜在的な買い手との関係に基づい

物的に 定義される余剰 に、投資 ・資本家消

て潜在的なカウンターパーティを徹底的に把

費・浪費という吸収諸形態が向きあい、吸収

握することである

されなかった余剰は存在しなかったものとみ

ら投資銀行は、現代における代表的な蓄積形

なされる。これに対して、金融化の代表的経

態の一つであるM&A（吸収・合併）において

済行動である証券やデリバティブの購入は、

主導的役割を果たし、将来の剰余価値フロー

ただちに実物的余剰の吸収を意味するわけで

からの控除としての莫大な手数料を取得する。

はない。証券の販売者は、得たマネーを蓄蔵

しかし、ラパヴィツァスが「投資銀行が証券

するかも知れないし、他の証券の購入に当て

の取引条件を決定することにより流動性を創

るかも知れないし、実物的資本設備を購入す

造する」と付け加えているのはミスリーディ

るとは限らないからである。金融化が、余剰

ングであり、あくまで商業銀行のもとで創造

を吸収する最終的な方法であるとは必ずしも

された貨幣を証券市場に誘引するに過ぎない。

言えないであろう。

(33)

」と言っている。ここか

本来、金融業は、資本の適正配分を通じて

金融部門の利潤の増大は金融化の重要な現

利潤率均等化を媒介し、流通費と流通時間を

象の一つであり、マルクス経済学者としての

節約するとともに、株式会社形成の梃子とな

ラパヴィツァスが金融利潤の源泉を探求して

ることであった。これらの活動自体は価値生

いることは当然である。個人、家計が住宅、

産的ではないが、この活動によって他の工・

教育、医療、交通など必要不可欠な財・サー

商・サービス業の失費を削減し、剰余価値生

ビスを入手するために銀行貸付（いわゆる消

産の効率が高まるので、総剰余価値＝総利潤

費者金融）に依存する場合は、金融利潤は、

の一部が金融業にも配分されるのである。こ

「第二の搾取」あるいは「譲渡もしくは収奪

の仕組みは、現代においても原理的に変わら

に基づく利潤

(31)

」だとされている。金融資産

ないが、現代金融業は、企業や個人に関する

取引から発生する金融利潤については、かれ

情報の独占、金融商品組成技術の独占にもと
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づいて適正以上の利潤を掌中に収めているも

逆方向のフローという現象は、世界貨幣の現

のと考えられる。金融業には過大な利潤が流

代的な役割と関連しており、それは世界市場

れ込んでいるという一般の認識が、「ウォール

における資本主義諸国間の階層構造に影響す

街を占拠せよ」（Occupy Wall Street）運動や

るだけでなく、開発途上国における金融化の

各種の金融規制立法を生み出している。

従属的性格に沿ったものである

(35)

」。

成熟資本主義諸国の金融化の一面だけをク

中国をはじめとする新興国・開発途上国か

ローズアップしただけでは、現代資本主義論

ら先進国、とくに米国への資本フローが増加

としては不十分であろう。ラパヴィツァスは、

しているのは、新興国・開発途上国の輸出増

開発途上国における従属的金融化の様相も次

加により経常収支の黒字が累積したからであ

のように明らかにしている。「世界銀行とIMF

るが、逆からいえば、米国経済の輸入依存度

の執行により、ワシントン・コンセンサスは、

が増大しているからでもあって、開発途上国

一般的には銀行ベースの、相互関係の強い、

における金融化の従属的性格にかかわるわけ

政府によるコントロールの下にある構造から、

ではない。もちろん、経常収支黒字国が黒字

市場ベースの、アームズ・レングス的［平等

差額を米ドル（ドル預金または米国債）で保

的］な関係の、民間金融機関およびそのメカ

有することを選択したのは、米国の外交的・

ニズムが主体となるように、開発途上国の国

軍事的権力を背景とした米ドルの世界貨幣と

内金融における変化を強制した(34)」。

しての役割にもとづくものである。

し かし 、ワ シン トン ・コ ンセ ン サ スは、

1970年代以降、米国は、自国の不換通貨ド

1980～90年代のラテンアメリカ諸国には影響

ルによって世界中からあらゆるものを購入す

を及ぼしたものの、1997年のアジア通貨危機

ることができ、外国には経常取引維持のため

の際には、ワシントン・コンセンサスにもっ

にも米ドルを蓄蔵することを事実上強制する

とも忠実に従っていたタイ、インドネシア、

非対称的特権をもつことになったことは事実

韓国が大打撃を受け、危機の途中で資本流出

であるが、これは金融化による支配・従属関

入規制を実施したマレーシアは比較的に打撃

係というよりも、世界貨幣国特権にもとづく

が少なく、当初からワシントン・コンセンサ

ものであろう。現代の米ドルは、正確には疑

スの埒外にあって、資本規制および外国為替

似世界貨幣というべきであるが、疑似的にせ

規制を実施していた中国はほとんど影響を受

よ世界貨幣であるためには、複数種ではなく、

けなかったので、21世紀にはワシントン・コ

1 種類である方が、国際的な通貨価値尺度、

ンセンサスはまったく影響力を失った。ワシ

購買手段、蓄蔵手段として機能するのに適し

ントン・コンセンサスをもって開発途上国の

ているのである。このような世界貨幣論的メ

従属的金融化を説くのは不適切である。

カニズムが米ドルを支えている。米ドルと対

現代における従属的金融化を表象するもの

照的なものが域内共通通貨として誕生したユ

としてラパヴィツァスがもっとも強調してい

ーロで、米ドルとの交換性をもつ限りで国際

るのは、開発途上国から先進国への資本フロ

通貨としても機能しているが、世界貨幣論的

ーの増加と開発途上国における外貨準備の増

根拠をもっているわけではないので、2010年

加である。「資本フローは、開発途上国におい

代に生起したような通貨危機に陥る可能性が

てネットベースで大きなマイナスに落ち込ん

ある。

だが、それは資本が貧しい国から富める国へ

以上において、ラパヴィツァスの著書に沿

と流れたということである。これは国際的金

って金融化資本主義論を検討してきたが、か

融化の目立った特徴であり、帝国主義の時期

れの著書の原題が『生産活動なき利潤取得』

とはまったく異なる事態である。……資本の

であることに示されているように、金融化資
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本主義段階に照応的な生産活動、産業構造、

なくなった現代では、一国の観念的価値計算単

労資関係、国際分業関係に関する分析は存在

位に過ぎないドルが世界貨幣機能を代行してい

していない。金融化に特徴的な「生産活動な

るのである。その意味でここでは「疑似世界貨
幣」という用語を使った。

き利潤取得」にターゲットが絞られているた
めに、個人、家計への貸付に伴う「第二の搾

( 2 ) 井村喜代子『世界的金融危機の構図』勁草書房、
2010年、34頁。

取」や金融資産の取引に伴う金融利潤が過大
にクローズアップされているように思われる。

( 3 ) 鶴田満彦「2008年世界経済恐慌の基本性格」、
経済理論学会編『季刊 経済理論』第47巻第 2 号、

それに対して、1970～80年代以降の段階的
資本主義像を示すグローバル資本主義論は、

桜井書店、2010年 7 月、参照。のちに鶴田満彦

前述の通り、ICT革命由来の新産業論、労働

『21世紀日本の経済と社会』桜井書店、2014年、
に採録。同書83頁参照。

の多様化・分散化・個別化論、金融化論、新
自由主義論、新興工業国台頭論を含み、カバ

( 4 ) 建部正義「国家独占資本主義の現段階」（鶴田

ーしている範囲は、金融化資本主義論に比べ

満彦・長島誠一編『マルクス経済学と現代資本

てはるかに広い。いわば「生産活動のグロー

主義』桜井書店、2015年、所収）144～145頁。

バル化に伴う利潤取得」（Profiting with Global

( 5 ) J.グレイ『グローバリズムという妄想』石塚雅

Producing）を問題にしているのである。

彦訳、日本経済新聞社、1999年、29頁。

しかし、グローバル資本主義化は、けっし

( 6 ) G.ソロス『グローバル資本主義の危機』大原
進訳、日本経済新聞社、1999年、172頁。

て市場の自律性によるものではなく、市場外
にある国民国家を基盤とした制度に依存する。

( 7 ) I.ブレマー『対立の世紀―グローバリズムの

市場外の制度からも自由になろうとするハイ

破綻 ― 』 奥村 準訳 、日本 経済新聞出版社、

パーグローバリゼーションは、必然的にBrexit

2018年、28～29頁。

やトランプ現象のような一時的反動をこうむ

( 8 ) D.ロドリック『グローバリゼーション・パラ
ドクス』柴山桂太・大川良文訳、白水社、2014

ることになる。

年、233頁。このトリレンマ論は、国際経済学に

現代グローバル資本主義のグローバル性は、
人間の民主主義的意思決定を尊重する限り、

おけるマンデル＝フレミングの法則、すなわち、

国民国家を基盤とした国民経済間のモノ、カ

資本の自由移動、独立した金融政策、固定相場

ネ、ヒト、技術、情報等の相互交流の深化に

制の三者を同時に達成することは不可能だとす

とどまらざるをえないというのが、筆者のグ

る定理に似ているが、本書では、マンデル＝フ

ローバル資本主義再考のさしあたっての結論

レミングへの言及はない。
( 9 ) 筆者は、鶴田満彦「グローバル資本主義と金融

である。

化」（政治経済研究所編『政経研究』No.107、

注

2016年）の最終節でも「グローバル資本主義再

( 1 ) C.ラパヴィツァスは「現代における世界貨幣

考」を論じているので、本稿は、上記論文の続

は、マルクス派の著作においては、『準世界貨

編をなすものである。

幣』と呼ばれている」（C.ラパヴィツァス『金融

(10) H.ジェイムズ『グローバリゼーションの終焉

化資本主義 ― 生産なき利潤と金融による搾

―大恐慌からの教訓』高遠裕子訳、日本経済

取』斉藤美彦訳、日本経済評論社、2018年、145
頁）と言って、「この用語は伊藤誠氏から借用し

新聞社、2002年、第 1 章参照。
(11) A.スミス『諸国民の富』大内兵衛・松川七郎

たものである」（同書、154頁）と注釈をつけて
いる。商品貨幣説に立つ限り、本来の世界貨幣

訳、岩波文庫、第 1 分冊、第 1 章参照。
(12) K.マルクス『資本論』第 1 巻、新日本出版社

は金であるが、金が世界貨幣としては機能でき
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新書版、第 1 分冊、150頁。

(13) K.ポラニー『大転換』吉沢英成・野口建彦・

進諸国と新興諸国のGDPシェアを推計している。

長尾史郎・杉村芳美訳、東洋経済新報社、1975

それによると、先進諸国と新興諸国のシェアは

年、189頁。

2000年には53対47であったが、2050年には16対

(14) D.ロドリック、前掲書、27頁。

84となる（ 八尾信光 『21世紀 の世界経済と日

(15) D.ロドリック、前掲書、29～30頁。

本』晃洋書房、2012年、66頁）。GDPレベルでは、

(16) D.ロドリック、前掲書、34～35頁。

先進諸国と新興諸国は現状では拮抗しており、

(17) D.ロドリック、前掲書、38～39頁。

近い将来には、新興諸国のシェアが圧倒的に大

(18) 鶴田満彦「グローバリゼーションと国際秩

きくなるから、現段階でも、先進諸国の傾向で

序」、日本科学者会議編『日本の科学者』第37巻

世界を代表させることはできないであろう。

第 8 号、2002年 8 月、のちに鶴田満彦『21世紀

(28) C.ラパヴィツァス、前掲書、 7 頁。

日本の経済と社会』桜井書店、2014年、に収録。

(29) C.ラパヴィツァス、前掲書、25頁。

同書164頁。

(30) P.バラン&P.スウィージー『独占資本』小原敬

(19) D.ロドリック、前掲書、267頁。

士訳、岩波書店、訂正改訳版、1971年、13頁。

(20) K.マルクス『資本論』第 1 巻、新日本出版社

(31) C.ラパヴィツァス、前掲書、211～212頁。
(32) C.ラパヴィツァス、前掲書、241～242頁。

新書版、第 2 分冊、249頁。
(21) K.マルクス『資本論』第 1 巻、新日本出版社

(33) C.ラパヴィツァス、前掲書、190頁。
(34) C.ラパヴィツァス、前掲書、346頁。

新書版、第 4 分冊、1088頁。
(22) 鶴田満彦・長島誠一編『マルクス経済学と現

(35) C.ラパヴィツァス、前掲書、347頁。余斌「新

代資本主義』、25～26頁。

帝国主義における空手形の輸出 ―中国におけ

(23) C.ラパヴィツァス、前掲書、21～22頁。

る帝国主義論の復活―」、『政経研究』No.110

(24) C.ラパヴィツァス、前掲書、21～22頁。

（2018年 6 月）は、ドル覇権にもとづくドルと

(25) C.ラパヴィツァス、前掲書、22頁。

米国債という「空手形」によって、米国が諸外

(26) H.ミンスキー『金融不安定性の経済学:歴史・

国から財・サービス・権利を取得していること

理論・政策』吉野紀・浅田統一郎・内田和男訳、

に注目し、これが、新帝国主義の重要な経済的

多賀出版、1989年、参照。ラパヴィツァスは、

特徴になっているという。確かにかつてのブレ

金融化に関してはミンスキーをやや消極的に評

トンウッズ体制におけるように、米ドルを固定

価している。「ミンスキーのアウトプットの大半

レートで金に交換することはできなくなったが、

は、楽観主義がいよいよ歯止めが利かなくなり、

「空手形」になったわけではなく、売買や貸借

過剰な債務累積を招いたために、資本主義的大

の最終的決済手段として米ドルを使うことは可

企業のバランスシートを膨張させる周期的な運

能である。ただし、米国はいつでもただちにド

動の不安定性を前提とした、金融不安定性の道

ルを創造できるのに対し、諸外国、とくに信用

筋を突き止めることに関連している。アメリカ

度の低い途上国ほど支払手段としての米ドルを

の金融システムについてのミンスキーの実際的

準備・保有しなければならないという非対称性

な知識は、証券化を含めた金融革新リスクへの

があり、この意味で米国が通貨特権国であるこ

警戒感もまた醸成していた。しかしながら、彼

とは間違いない。

の著作においては、金融と経済の他の分野との
間の長期的なバランスに関しては、ほとんど議

（つるた

論されていないのである」（C.ラパヴィツァス、
前掲書、40頁）。
(27) 八尾信光氏は、A.マディソンの手法を適用し
て、1990年米ドルを基準として購買力平価で先
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みつひこ

中央大学名誉教授・公

益財団法人政治経済研究所代表理事）

■書評■

清水正昭著

『金融システムの不安定性と金融危機』
（日本経済評論社、2018 年 3 月）

建 部 正 義
かされなければならないのである」（「はしが
き」）。

１

本書の狙いと構成

「本書はこのような立場から、金融の自由
化とグローバル化によって各国の金融市場が

本書の狙いは、極めて明快である。著者に
よれば、次のとおりである。

大きく変貌していく過程で、金融機関の新た
な投機的金融活動が活発化し、金融システム

「金融機関が過度なリスクテークを行い金

が不可避的に不安定化していく過程を市場経

融システムを不安定化させたのは、たまたま

済の原理に基づいて明らかにしようとするも

リスク管理に失敗したからではなくて、むし

のである」（同上）。

ろ市場規律に基づく『経営の健全性』を維持
していく基礎上で初めて現実化した現象であ

そして、この狙いに対応するかたちで、本
書は、以下の諸章から構成される。

った。それは、金融機関が『健全な経営』を
実現するためには、流動性危機に対処するた

序

章

めに不断にポートフォリオの流動化を図り、

グローバル経済下の貨幣資本の蓄
積

債務超過に対処するためには絶えず支払準備

第 1 章

イギリスの金融市場改革と Secondary Banking Crisis

能力の強化を意図した経営が不可欠だからで
あり、そのような市場規律に基づくリスク管

第 2 章

理に配慮した『経営の健全性』を実現して初

わが国のバブル発生の金融メカニ
ズム

めてリスク資産を取得することができるから

第 3 章

アメリカの金融自由化・証券化と
S&L 危機

である。それだけではない。金融機関のリス
ク管理体制の強化そのものがかえって過度な

第 4 章

サブプライム金融危機と Shadow
Banking System

信用膨張を生み出し、更なるリスクテークの
拡大を促進して金融システムを不安定化させ

終

ていったのである」（終章「金融機関の行動様

章

金融機関の行動様式と金融システ
ムの不安定性

式と金融システムの不安定性」）。
「したがって、バブルの発生と金融危機の

まさに、本書のタイトルが『金融システム

不可避性は、市場原理を逸脱したところでで

の不安定性と金融危 機』と題 され、副題 が

はなく、先ず以て市場原理の基礎上で解き明

「日米英のバブルの発生と崩壊」と題されて
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いるゆえんである。

ド銀行が定めたポンド建預金等に対する〕「最
低準備〔資産〕比率」を達成することによっ
て支払い能力を確保できたからに他ならない。

２

本書の内容

こうした過程を通じて生み出された不動産ブ
ームは、世上に広く流布している見解のごと

終章「金融機関の行動様式と金融システム

く、secondary

bank に対する規制・監督体制

の不安定性」において、それぞれのバブル・

が甘く「市場の規律」を逸脱した行動を抑止

金融危機が、以下のように総括される。

することができなかったために、たまたま引

第 1 に、イギリスの Secondary Banking Crisis について。

き起こされた偶発的・例外的な経済現象であ
るというものでは決してない。そうではなく

スタグフレーション下のイギリスにおいて、

て、secondary

bank が「市場の規律」に則し

ヒース保守党政府の積極的な拡張政策によっ

てリスク管理体制を構築した基礎上で、「健全

て生 み 出 さ れた 不 動 産 ブー ム は 、secondary

な銀行経営」を追求していく過程において不

bank に新たな収益機会を生み出した。イギリ

可避的に発生した経済現象に他ならなかった

スにおいて広く普及している商業用不動産の

のである。

開発金融方式は、銀行から短期・中期的な融

第 2 に、わが国のバブルの発生について。

資を受けて用地の取得・整備を行う不動産・

このことは、わが国で発生したバブルにお

開発業者が、建設物が完成した暁にはそれを

いても同様であった。1983 ～ 84 年の日米円

機関投資家の長期投資に置き換えるというも

ドル委員会の設置とその報告書の発表を画期

のであったが、不動産ブームの末期にその開

としてわが国の「金融の自由化・国際化」の

発金融方式に変調が現れた。不動産・開発業

方向が明確にされると、企業の本社機能や情

者はインフレの昂進による建設コストの高騰

報・財務・金融部門の東京集中と外国金融機

や金利負担の上昇によって収益環境が悪化し

関の日本進出が促されることとなった。その

たにもかかわらず、完成建設物の加速度的増

ため東京都心部のオフィスビルや商業地に対

大に対応した機関投資家の拡大する長期投資

する需要が急増し、 その結果 、地価高騰 は

を見出すことができなかったので、必要とす

1983・84 年頃からまず東京都心部の商業地か

る長期資金の手当てをすることに苦慮するこ

ら始まり、「プラザ合意」以降の金融緩和下で

ととなったのである。そして、この長期融資

区部住宅地の地価上昇率が高まるとともに、

を代替したのが他でもない secondary

bank で

それはさらに周辺部へと跛行的に波及してい

あった 。収益を増大さ せるため に意識的に

った。また株式市場においても株価の急騰が

「ミスマッチ」を造成しがちであった second-

生じたが、それは、政府が「プラザ合意」以

ary

bank はインターバンク市場から資金を調

降の円高不況を懸念して「内需主導型の経済

達できる限り、短期資金の借換えによって中

成長」を実現するために、1986 年 4 月には

長期資金需要に積極的に応え、「短期預金によ

「前川レポート」を取りまとめたことが契機

ってファイナンスされた資金を不動産会社の

となった。その報告書は、公共事業、都市再

資金的 欲求を満足させ る貸付や 前貸しで運

開発、リゾート開発による建設投資の拡大と

用」したのである。secondary

bank がこのよ

いう内容の「内需拡大」を意味していたので、

うなリスクテークによって収益の拡大を追及

「建設、不動産、電力、ガスといった内需関

することができたのは、言うまでもなくイン

連株を中心」に 1986 年以降、株価は急騰し、

ターバンク市場に依拠して自らのポートフォ

1987 ～ 89 年の 3 年間は「エクイティ・ファ

リオの流動化・健全化を堅持し、〔イングラン

イナンス」が隆盛を極めたのである。このよ
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うな実需の拡大を契機として生み出された不

な金融緩和政策をとると、長期固定金利の住

動産市場と株式市場の活況は、「大企業の銀行

宅ローン利用者が大規模な住宅ローンの借換

離れ」が進み新たな融資先を渉猟していた銀

えを行い、それを契機として住宅バブルが生

行にとっては、好収益を生み出す絶好の機会

じた。この住宅ブームにおいてはサブプライ

となった。〔国債の〕バンク・ディーリングに

ム・ローン市場が活況を呈し、リスクの大き

よってポートフォリオの流動化機構を構築し、

なサブプライム・ローンのオリジネーション

リスク・ウェイトの負荷が掛からない国債を

とその証券化も活発に行われたが、その仕組

大量に保有することによって自己資本比率規

みをマネジメントし、それを牽引したのは投

制を容易にクリアすることができた銀行が、

資銀行やディーラー・バンク〔商業銀行〕の

相次いでリスク資産の積極的な取得に乗り出

投 資 ヴ ィ ー ク ル 〔 ABCP コ ン デ ィ ッ ト や

したのは自然なことであり、その結果、バブ

SIV〕といった shadow bank であった。

ルが発生することになったのである。銀行は

証券 化機構を用いて信 用 仲 介業務 を行う

投機師とは異なり、リスク管理体制を構築し

Shadow Banking System においては、流動性リ

て初めて積極的なリスクテークを実現するこ

スクを管理するために、投資銀行が担保とし

とができるのであり、それゆえにまた、バブ

て受け入れた証券化商品を再び差入れ担保と

ルはサウンド・バンキングの基礎上で発生し

して活用することによって流動性を調達して

たと言わなければならないのである。

さらに信用取引を拡大したのと同様に、〔商業

第 3 に、アメリカの S&L 危機について。

銀行の〕投資ヴィークルのリスク管理もまた、

アメリカでは、第二次オイルショックによ

証券化商品を担保に流動性を調達し、それを

る石油開発ブームと商業用不動産投資の優遇

再度証券化商品に投資することによってリス

措置を実施した〔レーガン政権による〕1981

クテークを拡大していったのである。このよ

年税制改革を契機として、多くの不動産開発

うに Shadow Banking System のもとでのリス

プロジェクトが南西部を中心に推進され、不

ク管理は、それぞれの短期金融市場における

動産ブームが生じた。〔1979 ～ 82 年の〕第一

独自の取引慣行を活用しつつリ・ハイポセケ

次 S&L〔貯蓄貸付組合〕危機後の「規制緩

ーション〔担保として受け入れた証券化商品

和」によって、非伝統的な商業用不動産融資

を再び差入れ担保として活用すること〕を繰

業務を認可された S&L は、ブームに沸く不動

り返して流動性を調達すると同時に、それを

産市場に積極的に関与し、大規模なリスクテ

さらに投資に振り向ける、という相互促進的

ークを行い、バブルを促進・持続させていっ

過程を促したのである。

た。それは他でもない、モーゲージ・ローン

他方、信用リスクの管理に関しては、元来、

を証券化の手法を用いて流動化させてリスク

証券化はオリジネートされたローン債権を優

を分散・転嫁させると同時に、高い流動性を

先劣後の構造を持つ証券化商品に組成して信

有する MBS〔モーゲージ担保証券〕の取得を

用リスクを分割・小口化し、それを多様な投

拡大することによって自らのポートフォリオ

資家に分散・転嫁しようとするものであった。

を流動的なものにし、新たなリスク管理体制

そして、劣後証券は積極的なリスクテークを

を構築することによって初めて実現すること

行うヘッジファンド等の投資家に引き受けら

ができるようになったからである。

れるか、または再証券化された。再証券化は、

第 4 に、アメリカのサブプライム金融危機
について。

劣後証券に新たに資産担保証券（ABM）を混
入させたうえで再び優先劣後構造を持った証

2000 年代初頭の IT バブルの崩壊と世界的

券に組み直して、償還が優先されるシニア証

同時多発テロの発生を契機として FRB が大胆

券を新たに生み出そうとするものであった。
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それゆえ、このような「証券の証券化」をつ

の〕証券業務が解禁されると、不利な競争条

うじて、一方では、さらに多くの投資家に信

件のもとにおかれた投資銀行は証券化とデリ

用リスクが分散・転嫁され、仕組み機関の信

バティブ取引をはじめとする新たな業務分野

用リスク管理体制が強化されると同時に、他

の開拓を余儀なくされた。しかし、預金業務

方では、こうして証券化市場の規模と流動性

と中央銀行信用供与の便宜が認められていな

が拡大されると、信用膨張がさらに加速化さ

い投資銀行にとって、そのための資金調達と

れることとなったとしても何ら不思議はなか

リスク管理は、レポ市場に全面的に依拠しつ

ったのである。その結果、信用リスク管理体

つポートフォリオの流動性を維持・確保する

制の強化がかえって信用膨張を促して一層大

ことによって果たす以外に他はなかった。レ

きなリスクテークが引き起こされることにな

ポ市場では、クリアリング・バンクに開設さ

ったとしても驚くには当たらないのである。

れた証券口座と預金口座を通じて資金・債券

したがって、Shadow Banking System の市場規

貸借の振替決済が行われた。そのため、投資

律に基づくリスク管理体制の強化は〔商業銀

銀行がレポ市場に依存して行う債権の貸借と

行の〕投資ヴィークルや〔投資銀行の〕仕組

資金の貸出・信用供与の拡大は、この「決済

み機関の投資行動を何ら抑制するものではな

システム」を用いたクリアリング・バンクの

く、かえって新たな証券化商品の組成と活発

信用創造に決定的に依存していた。それゆえ、

なリスクテークを促進し、金融システムを不

レポ市場においては担保として用いられた証

安定化させていくものでしかなかったのであ

券の価格が下落しない限り、投資銀行を仕組

る。

み機関とする Shadow Banking System は、ク
リアリング・バンクの信用創造（日中信用）
に基づいて顧客から必要とされた資金需要に

３

本書から学んだこと

応じて信用を拡大していくことができたので
ある。したがって、伝統的な銀行組織が、金

みられるように、本書における著者の狙い

融の自由化の進展によって可能となった証券

は、他の研究書には窺うことができない、き

引受業務を拡大していくのに対応して、その

わめて独創的なものである。そして、評者は、

対極では、伝統的な証券取引業務分野を蚕食

著者のこの狙いが、本書において十分に果た

された投資銀行が、証券化とデリバティブ取

されていると判断する。

引業務を開拓・拡大し、自らを仕組み機関と

ちなみに、評者が本書から学んだ最大のこ

する Shadow Banking System を新たに立ち上

とがらは、「大手投資銀行と大手商業銀行をそ

げていくことになった、ということができる

れぞれ仕組み機関とする Shadow Banking Sys-

であろう。しかも、この Shadow Banking Sys-

tem は……伝統的な銀行システムとは全く無

tem は、伝統的な銀行組織の一環を形成する

関係に、独立して実現したわけではない」（第

クリアリング・バンクの信用創造の基礎上で

4 章「サブプライム金融危機と Shadow Bank-

その固有のメカニズムを通じて自立的に発展

ing System」）、という文章で始まる、以下の

していったのである。

分析内容に関連するものであった。

他方 、大手商業銀行を 仕 組 み機関 とする

金融の自由化・規制緩和が進展し、商業銀

Shadow Banking System は、FDICIA〔連邦預

行による証券業務の禁止措置が緩和されてい

金保険公社改善法〕によって銀行に課された

くと、そしてさらに 1999 年にグラム・リー

プルーデンス政策の一環である「早期是正措

チ・プライリー法によって金融持株会社の設

置」の策定・自己資本比率の厳格化を回避す

立が容認され、証券子会社による〔商業銀行

るために、リスク資産をオフバランスの
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ABCP 導管体や SIV に移すことを意図して構

ではあったが、第 21 条―証券会社による預

築されたものであった。この投資ヴィークル

金受入の禁止 ―の廃棄を伴うものではなか

は、MMF を主たる資金供給者とする CP 市場

ったこと、したがって、グラス・スティーガ

において ABCP を発行することによって、満

ル法の改正は、商業銀行と投資銀行を平等に

期変換と流動性変換を行うという役割を演じ

取り扱うことなく、商業銀行に有利で投資銀

た。そして、その機能が円滑に機能するため

行に不利なかたちで問題が処理されたこと、

に、投資ヴィークルに「流動性補完」と「信

そのため、21 世紀を迎えるにあたり、投資銀

用補完 」が供与され、 銀行によ るクレジッ

行は、「歴史的な役割を終えつつあった」と表

ト・ラインのバックアップによってそれが保

現されてよいほどの苦境に陥っていたこと、

証されたのである。したがって、ここで発達

これらが、トレーディング業務および住宅ロ

した Shadow Banking System は、当初から伝

ーンの証券化といった領域における投資銀行

統的な銀行業務のリスク回避のシステムとし

の暴走を招くにいたったこと、要するに、大

て、銀行組織全体の枠組みの中で構築された

局的な観点からみれば、アメリカにおける今

ものであったのである。

次の金融危機の影の主役を演じたのは、投資

このように、大手投資銀行を仕組み機関と
する Shadow Banking System は、伝統的な預

銀行ではなく、商業銀行であったとみなすべ
きこと、これらの点を強調した。

金業務を行う銀行組織が金融の自由化の進展

ところで、本書をつうじて、評者は、以下

とともに新たに証券業務分野に参入すること

の点を学ぶことができた。すなわち、「伝統的

によって生み出された、新たな収益機会の獲

な銀行組織が、金融の自由化の進展によって

得をめぐる対立と協調関係の中で構築された

可能となった証券引受業務を拡大していくの

のに対して、大手商業銀行を仕組み機関とす

に対応して、その対極では、伝統的な証券取

る Shadow Banking System は、資本規制を含

引業務分野を蚕食された投資銀行が、証券化

むプルーデンス規制の適用を受ける伝統的な

とデリバティブ取引業務を開拓・拡大し、自

銀行組織が、ディーラー・バンクとしてその

らを仕組み機関とする Shadow Banking System

活動領域を拡大し新たな証券化商品のリスク

を新たに立ち上げていくこととなった……。

管理体制を構築していく過程で生み出された

しかも、この Shadow Banking System は、伝

ものであった、ということができるであろう。

統的な銀行組織の一環を形成するクリアリン

いずれにしても、Shadow Banking System は銀

グ・バンクの信用創造の基礎上でその固有の

行システムの外部で銀行システムから全く独

メカニズムを通じて自立的に発展していった

立して存在しているのではなくて、銀行シス

のである」、「大手投資銀行を仕組み機関とす

テムと密接に関連・補完しながら発達してき

る Shadow Banking System は、伝統的な預金

たのであり、その自立的な信用膨張機構も銀

業務を行う銀行組織が金融の自由化の進展と

行システムの伝統的な信用創造機能の基礎上

ともに新たな証券業務分野に参入することに

で初めて現実化したものであったのである。

よって生み出された、新たな収益機会をめぐ

以上が本書の分析内容である。

る対立と協調関係の中で構築された」、と。こ

評者は、『21 世紀型世界経済危機と金融政

こで、評者が注目するのは、金融の自由化の

策』（新日本出版社、2013 年）において、グ

進展に伴う商業銀行と投資銀行のあいだでの

ラム・リーチ・ブライリー法の成立は、グラ

「対立と協調関係」、とりわけ、「協調関係」

ス・スティーガル法の第 20 条―連邦準備制

である。この「協調関係」は、実質的には、

度加盟銀行による、主として証券業務を営む

投資銀行による商業銀行にたいする「依存関

会社との、系列化の禁止―を廃棄するもの

係」であったと考えるべきであろう。
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評者は、前著において、上記の指摘に合わ

しかし、本書の論理にしたがうならば、「金

せて、今次の経済危機は産業資本主導型とい

融機関が過度なリスクテークを行う」、「金融

うよりも金融資本主導型のそれであったこと、

機関のリスク管理体制の強化そのものがかえ

金融資本の中核を成すものは商業銀行と投資

って過度の信用膨張を生み出し、更なるリス

銀行であること、しかも、両者のなかで優位

クテークの拡大を促進して金融システムを不

な地位を占めているのは商業銀行であること、

安定化させる」局面においても、なお、金融

こうした点も強調した。

機関は、市場原理の基礎上で、リスク管理と

ここにみた本書の指摘は、あるいは、我田

「経営の健全性」を追求しつづけ、しかも、

引水になるかもしれないが、評者のこうした

それを実現しつづけることになるのではなか

理解の正当性を裏付けるものにほかならない

ろうか。つまり、金融機関の行動自体のなか

といえよう。

に、バブルの崩壊や金融システムの不安定性
を現実化させる契機をいつまでたっても見出
すことができないというわけである。

４

本書に対する評価と感想

これでは、結局のところ、バブルの発生や
金融システムの不安定化に占める金融機関の

以上の狙いと内容についての簡単な紹介か
らも知られるように、本書は、理論と現実を

責任を事実上免罪することになりはしないで
あろうか。

踏まえつつ、強靭な思索に支えられた、まさ

また、今次の金融危機の勃発に際して、ウ

に力作と呼ぶにふさわしい著作であると位置

ォール街を占拠した若者たちのオキュパイ運

づけることができる。

動は、的なき所に矢を放ったということにな

それはそれとして、以下では、本書にたい

りはしないであろうか。

する評者の若干の感想を誌すことにしたい。

第 2 に、金融機関がバブルの発生の責任か

第 1 に、本書は、「バブルの発生と金融危

ら事実上免罪されることになれば、それを事

機の不可避性は、市場原理を逸脱したところ

前に阻止できないまでも、それを可能なかぎ

でではなく、先ず以て市場原理の基礎上で解

り早期に察知し、バブルの崩壊が実体経済や

き明かさなければならない」、「金融機関が過

金融システムに及ぼす悪影響を最小限に留め

度なリスクテークを行い金融システムを不安

る役割を担うのは、中央銀行の役割であると

定化させたのは、たまたまリスク管理に失敗

いうことにならざるをえない。

したからではなくて、むしろ市場規律に基づ

ところが、サブプライム金融危機の当時、

く『経営の健全化』を維持していく基礎上で

FRB のあいだには FRB ビューなるものが支

初めて現実化した現象であった。……そのよ

配していた。周知のように、その内容は、次

うな市場規律に基づくリスク管理に配慮した

のように整理することができる。①金融政策

『経営の健全性』を実現して初めてリスク資

の目標は、物価の安定であり、資産価格の安

産を取得することができるからである。それ

定ではない。②資産価格の上昇がバブルであ

だけではない。金融機関のリスク管理体制の

るかどうかは、事後的にしかわからない。資

強化そのものがかえって過度な信用膨張を生

産価格は市場参加者の無数の知恵を反映して

み出し、更なるリスクテークの拡大を促進し

形成されており、中央銀行が市場参加者より

て金融システムを不安定化させていったので

も優れた判断能力を有しているとは考えられ

ある」、と主張する。しかも、本書は、こうし

ない。③仮に中央銀行がそうした能力を有し

た事態にたいして、「合成の誤謬」という表現

ていたとしても、バブルをつぶすにはきわめ

も与えている。

て大幅な短期金利の引上げが必要になるが、
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必要とされる短期金利の引上げ幅がいくらで

たという認識にもとづくものであろう。

あるかは事前にはわからない。④金融政策は、

しかし、B・バーナンキ『危機と決断 ―

バブルが崩壊した後に、積極的な金融緩和を

前 FRB 議長ベン・バーナンキ回顧録 ―』

導入することによって対応するべきである。

（小此木潔訳、角川書店、2015 年）の第 17

元 FRB 議長の A・グリーンスパンは、任期

章「政権移行期」のなかには、後者の事例に

の最後まで FRB ビューに固執することになった。

かんして、以下のような記述が見出される。

しかし、BIS ビューが提示したように、資

すなわち、「AIG の安定が将来損なわれるリ

産価格の高騰、銀行信用の膨張、投資水準の

スクを抑えておくため、FRB は 2008 年 10 月

増大といった現象を総合的にモニターするこ

に 13 条 3 項をふたたび発動し、ニューヨー

とによって、中央銀行はバブルの発生をかな

ク連銀が二つの事業体〔SPV としての LLC〕

り正確に判断することができたはずである。

を設立して資金を出すことを許可した。法人

また、短期金利の引上げについては、市場参

名称はメイデン・レーン 2 とメイデン・レー

加者と対話を重ねながら、段階的に実施して

ン 3 。ニューヨーク連銀はメイデン・レーン

いく以外に方途を見出すことができない。

2 に 225 億ドルを貸し出し、この事業体は

もし、本書が、「サブプライム金融危機」の

AIG に巨額の損失をもたらした プライベー

説明にあたって、こうした FRB による金融政

ト・レーベル住宅ローン担保証券を買い取る。

策の誤りにも説き及んでいたならば、読者は、

メイデン・レーン 3 はニューヨーク連銀から

「サブプライム金融危機」をより深く理解す

融資を受けた 300 億ドルを使い、AIG のフィ

ることができたことであろう。

ナンシャル・プロダクツ部門が保証した債務

第 3 に、金融危機の勃発とともに、FRB は、

担保証券（CDO）を AIG の取引相手から買い

当然のことながら、「最後の貸し手機能」を発

取る。私たちは債務担保証券を買い取ること

動することになった。問題は、FRB が採用す

で、 9 月に AIG を崖っぷちに追い込んだ保

るにいたった措置が「最後の貸し手機能」と

険証券を実質的に手 じまいす ることがで き

いう一線を越えるものであったか否かという

た」、と。ここで、連邦準備法第 13 条 3 項と

点にある。

は、FRB による「最後の貸し手機能」の発動

本書は、この点について、第 4 章「サブプ

を定めた規定のことを指している。

ライム金融危機と Shadow Banking System」の

なるほど、FRB は、今次の金融危機に対応

なかで、次のように指摘する。「サブプライム

するために、「最後の貸し手機能」を発動する

金融危機時に FRB が果たした独自な機能は、

にあたり、商業銀行への流動性の供給という

『最後の貸手』としての金融仲介機能を果た

従来の枠組みから外れて、投資銀行や保険会

すべく、金融市場に一時的な流動性を供給す

社を含む広範な金融機関や市場に資金を供給

るという従来の伝統的な役割にとどまらず、

する立場に追い込まれることになった。しか

『金融仲介機能を介さずに最終資金需要者に

し、この記述は、FRB としては、それらはい

流動性を提供』したばかりか、問題資産の買

ずれも「最後の貸し手機能」という一線を越

取りを行う SPV〔特別目的事業体〕として

えるものではないと認識していたことを明示

FRB のバランスシートと連結した LLC〔Limit-

している。

ed Liability Company〕を設立して、そのため

本書は、こうした FRB の見解も踏まえたう

のファンディングをするという極めて異例ず

えで、自身の見解を提示するべきではなかっ

くめの対応策がとられたのである」。この指摘

たであろうか。

は、FRB が採用するにいたった措置の一部は
「最後の貸し手機能」という一線を越えてい
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（たてべ

まさよし

中央大学名誉教授）

■書評■

David Kauzlarich and Ronald C. Kramer

Crimes of the American Nuclear State
： At Home and Abroad
（Northeastern University Press, 1998）

浦 田 賢 治
み（第 2 章）からなる。ここでは、米国政府
が核兵器に関して執った多くの行為は国際法

Ⅰ

本書の構成

と国内法のもとで違法である、したがってそ
れらは国家犯罪の形態であるとされている。

Raymond J. Michalowski が書いた本書の

また、核国家の行為が違法であると判断する

「まえがき」によれば、著者たちの主張の中

「法的枠組み」が示されている。すなわち、

心には、 2 つの論争提起的な提案がある。そ

著者たちは核兵器の使用、および戦争法に関

の第一は、たとえ国民国家以外の主体が自ら

する国際司法裁判所の立場を概観する。その

の略奪行為を違法だと言わないとしても、政

後、核兵器生産と環境破壊との連関、及び人

府の犯罪を裁くための法的基準が存在する。

間に対する意図せざるかつ意識せざる核実験

第二は、いかなる場合に核国家が犯罪者であ

の犯罪的意味合いを検証している。

るかを決定するために国際慣習法および条約

第 2 の問題群は国家犯罪の 4 つの形態につ

に基づいて発展した法的基準を役立てること

いての事例研究である。すなわち、「朝鮮戦争

は、可能でありかつまた適切である。政治国

の時期における原爆使用の威嚇」（第 3 章）、

家による犯罪は諸組織によるのであって、諸

「ベトナム戦争における核兵器使用の威嚇」

(1)

（第 4 章）、「核兵器生産および環境汚染」（第

個人によるのではない 。
本書は、いまから20年前に米国で刊行され
たもので、社会学者で犯罪学者である David

5 章）、及び「人体の被曝体験」（第 6 章）で
ある。

Kauzlarich と Ronald C. Kramer の共著である。

ここで著者たちは、核兵器構築において環

原書の題目はつぎのとおりである。Crimes of

境の大量汚染が如何にして生じてきたかを論

the American Nuclear State: At Home and Abroad.

評する。また、核放射能の効果を決定するた

Boston, MA: Northeastern University Press, 1998,

めに民間および政府の研究者が諸個人につい

192 pp.

て行った一連の周知の実験を追跡する。さら
に、朝鮮戦争での原爆使用の威嚇およびベト

各章の内容に着目すると、つぎの 3 つの問
題群に整理することができる。第 1 の問題群

ナム戦争での核兵器使用の威嚇が、いずれも
国家犯罪であることを示している。

は、核国家の国家犯罪（第 1 章）と法的枠組
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第 3 の問題群は、核国家の犯罪の説明と統

制である（第 7 章）。著者たちは、本書で概観

条約法（1925年ジュネーヴ毒ガス議定書、

した 4 つの支配的な事例研究を論評するため、

1948年ジェノサイド条約、1949年ジュネーヴ

3 つの触媒を伴った「 3 層分析」を用いてい

条約）、及び慣習国際法の諸規則である。また

る。最後に、「核犯罪と国家の犯罪性」を統制

米合衆国の1956年陸軍教範 27-10にも言及し

するための 2 つの一般的な研究方法を簡潔に

ている。さらに1945年のニュルンベルク憲章

論述している。

が規定する平和に対する罪、戦争犯罪、およ
び人道に対する罪について言及している。そ
のうえで核兵器使用の威嚇と核兵器の使用を

Ⅱ 「序説：国家犯罪と核国家」と
「法的枠
組み」

対比して、それらの犯罪性を審査する。著者
たちはさらに一歩先に進み出て、核兵器生産

第 1 章「序説：国家犯罪と核国家」は本書

の環境破壊の加害性、ならびに人間に対する

の中で最も短い章である(pp.1-16)。著者たち

意図せざるかつ意識せざる核実験の加害性、

は、Joseph Gerson の文献に依拠して、1945年

これらの犯罪的意味合いを法的見地から検証

8 月 6 日、米軍機が広島に原子爆弾を投下し

している。

た事実から、この章を書き起こしている。広
島市の公式評価(estimate)ではこの年の死者数

Ⅲ

(2)

20万人である 。

４つの事例研究

これに続けて、核兵器使用の威嚇、核兵器
施設での放射能汚染、および人体実験という

朝鮮戦争「朝鮮戦争の時期における原爆使

諸事例をあげて、これらは違法であり、した

用の威嚇」(第 3 章 pp.38-64)では、Kauzlarich

がって核国家による国家犯罪だと主張してい

and Kramer は、第二次大戦に続く米国とソ連

(3)

る。では国家犯罪とは何か。Friedricks によ

の間の歴史的な強い憎しみ、ならびに朝鮮戦

れば、それは政府の犯罪のうち、政治的ホワ

争に至る両国の態勢を論評している。原爆か

イトカラー犯罪でないものである。また国家

ら核兵器へと生産が進行すること（とりわけ

は全体として社会的行為者とみなされる。そ

共産主義の中国が朝鮮戦争に参入したこと）

して伝統的な犯罪学者たちを批判して、著者

が、その後検証される。本章の結論は、朝鮮

たちは国家犯罪の新たな法的な定義を受容す

戦争におけるトルーマン対アイゼンハウアー

(4)

べきだと主張している 。そのために批判的

の核戦略の比較である。著者たちは、アイゼ

犯罪学者たちは、政治的ホワイトカラー犯罪

ンハウアー、ニクソン、およびその他多くの

論と取り組むなかで、権力の目的遂行のため

最高政策決定者たちによる、原爆使用の威嚇

にする国家犯罪を科学的、道徳的、かつ政治

が朝鮮戦争を終わらせたことを示唆している

的に基 礎づける営為を 続けてき たのである

(p.62)。

(p.12)。

ベトナム戦争 「ベトナム戦争における核兵

第 2 章「法的枠組み」(pp.17-37)は、核兵器

器使用の威嚇」（第 4 章 pp.65-94）では、著者

の使用と使用の威嚇は一般に国際法、とくに

たちは、アイゼンハウアー・ドクトリンのも

国際人道法に違反するという国際司法裁判所

とでの米国の政策を対象としており、しかも

の勧告的意見を概観する。その後著者たちは、

ベトナム戦争における政策決定上の紛争の歴

核兵器の使用と使用の威嚇は戦争法の原則に

史を追跡している。そして著者たちは、この

照らし適法だという従来の支配的な主張と対

紛争での米国の核兵器についての考察と、こ

決する。こうして彼らは、「核兵器の使用に関

れらの政策決定が米国政府の何処で為された

する法的基準」を提起している。すなわち

かということ、この両者を論議することへと
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進む。本章の終わりに近づくにしたがって、

組織犯罪の諸理論は社会心理学の諸理論で

朝鮮戦争とベトナム戦争に関する合衆国の核

始まった。社会心理学の分析レヴェルでは、

政策が比較されている。

個人をある集団に帰属するという文脈で検討

環境汚染「核兵器生産および環境汚染」（第

する。このきわめて「ミクロ」的なアプロー

5 章 pp.95-117）は、「核兵器構築において環

チの原初的な事例は、Edwin

Sutherland の分

境の大量汚染」(p.95)が如何にして生じてきた

化的接触理論 differential association theory で

かを論評する。ここで言及されるのは、原子

あって、この理論の最初の適用例は「現代に

力と核兵器の公式な管理責任が、どのように、

おける信用ある人々」であるホワイト・カラ

多様な連邦政府機関の間を転々としてきたか

ーの犯罪であった 。だが、この理論は社会

である。著者たちは、核兵器製造サイトを作

的行為者としての組織がなぜ、法を破るのか

り上げた政府と契約者の間で相互に便益を得

ということを適切に説明できなかった。そこ

た関係を指摘する。それはまた、環境保護庁

で、Schrager and Short(6)が観察したように、

とエネルギー省の間での暴風雨に例えられる

マクロ的な社会学による説明が組織犯罪を説

ような激烈な関係を文書化している。

明するために必要とされた。

(5)

人体実験 「人体の被曝体験」が第 6 章

では組織理論とはなにか。組織理論は組織

(pp.118-142)の主題である。ここで著者たちは、

犯罪の分析のために組織自体を中心とせねば

核放射能の効果を決定するために、民間およ

ならないと主張する。この主張はホワイト・

び政府の研究者が諸個人について行った一連

カラー犯罪の一般分野における重要な理論的

の周知の実験を追跡する。これらの体験は一

な前進であった。組織理論は、犯罪に走る本

般に、逃げ道を残した統制であったか、まっ

来の誘因が組織自体として組織のまさに構造

たく規制されていなかったか、そのいずれか

自体に、組み込まれていると主張する 。そ

であった。著者たちは、その後民間人の被曝

の他 2 つの要因による発生がある。(1)違法な

体験に焦点を絞った。それはふたつの事例で

手段による目標達成の追求はこれら違法な手

あって、囚人に対するプルトニューム注射、

段の調達可能性に依存する。(2)社会統制の環

および精巣放射線照射 testicular

境もまた組織犯罪を徐々に育成するうえで役

irradiation で

ある。

(7)

割を発揮する。
組織犯罪の諸理論は、ここで構造的レベル
：政治経済の諸理論に及ぶことになる。組織

Ⅳ

核国家の犯罪の説明と統制

犯罪の第 3 の視点は、分析の構造的あるいは
制度的レベルで作動する。このレベルはより

第 7 章「核国家の犯罪の説明と統制」

大きな社会構造および社会の主要な制度を扱

(pp.143-166）は、本書にとっておそらく最も

うものである。とりわけ政治的かつ経済的な

重要な章である。著者たちは、核兵器の犯罪

諸制度は、またそれらの間の相互関係は、組

は組織によるのであって、個人によるのでは

織犯罪を説明する営為において社会的注目を

ないという。そこで核国家の犯罪について一

集めるメリットがある (8) 。企業資本主義（法

般的な理論的説明を提示し、かつまたその犯

人／株式会社資本主義 corporate capitalism）の

罪を統制する幾つかの仕方を概観する。

構造は、経済システムとして、組織犯罪を犯

本章の構成はつぎの 4 節からなる。 1 組織

す主要な推進力を提供する(9)。

犯罪の諸理論、 2 組織犯罪研究のための統合

第 4 の視点は、組織犯罪の統合理論である。

された枠組み、 3 核国家の犯罪の説明、およ

Coleman は、“競争の文化”という概念を用い

び 4 核犯罪の統制と国家犯罪性である。

て、犯罪行動は然るべき動機と機会の偶然の
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一致から生じると主張する (10)。組織犯罪研究

ていなければならない。また非合法な機会の

のための統合された枠組み第 1 図は統合され

利用が閉ざされていなければならない。しか

た理論枠組みを概観する。それは、組織犯罪

も実効性のある社会統制の手段が操作されて

の多様な形態の分析を助けようと意図したも

いなければならない。

のだ。この枠組みは 3 次元の分析と結びつい
ていて、それらはすでに記述したように、自
身は変化せず行動を促進する 3 つの触媒(cata-

Ⅴ

論評

lyst)である。これら行動の触媒あるいは核と
なる概念はつぎのとおり。(a)動機、(b)機会の

著者たちは、核国家の犯罪に関する豊かな

構造、(c)社会統制の操作可能性である。この

研究素材に依拠している。すなわち伝記、自

枠組みは鍵となる諸要因をしめすために設計

伝、政府の報告書、議会の委員会及び小委員

されている。それは行為の触媒および分析の

会での証言が用いられている。そればかりで

次元が交錯する地点ごとに国家犯罪に貢献し、

なく、政治学、社会学、歴史、及び国際法に

あるいはこれを制約するはずのものである。

わたる伝統的な学術文献も挙げている。だか

核国家の犯罪の説明 すでに統合されたモデ

らして例えば、核兵器を同盟国に配備したり、

ルを概観したので、次ぎのステップはこれら

それを同盟国で生産したりすることの適法性

事例研究を理論そのものと結合することだ。

についても、著者たちは、彼らの議論をさら

なぜこれらの違法行為がなされたのか。 3 つ

に展開できたかもしれない。また米国政府が

の事例研究、すなわち(a)動機、(b)機会の構造、

外国で実施した実験による被曝体験をふくめ

および(c)社会統制が分析され、その後、理論

ることもできるはずだ。さらに原子力発電と

的な結論が示されている。

いう核エネルギー使用の領域を含むこともそ

核犯罪の統制と国家犯罪性 いかなる犯罪理
論も犯罪行動を社会的に統制するための言外

うである。それは歴史的に核兵器生産と強い
結びつきを有していた。
こうした成果と限界にもかかわらず、著者

の意味（含意）を含んでいる。そして核犯罪

たちは、単なる記述を超えて進んでいる。ほ

の統制と国家犯罪性に論じ及ぶ。
まずは国家犯罪性の動機を縮減することだ。

とんど全ての章は、分析と論議のセクション

核国家の犯罪の初歩的な動機は、20世紀半ば

で終わっており、それは犯罪を犯す組織の目

の米国の外交政策の構造的な目標から生じて

標と手段を論評している。著者たちは、独自

いる。したがって核犯罪の動機の縮減はこれ

の理論的な構成を発展させかつこれを適用す

らの構造的、制度的、かつイデオロギー的な

ることによって成功裡のうちに、国家犯罪研

目標を変えることを要請する。これは困難な

究における思考の概 念的境界 を突き出て い

作業であるに違いない。というのも、これら

る

(12)

。

ではわたしの評価はどうか。本書によって、

の目標の背後に存在する勢力は強力である。
ソ連の解体で冷戦後の時期に入ったが、そこ

政治国家による犯罪は諸組織によるのであっ

で生じたのはきわめて限られた変化にすぎな

て、諸個人によるのではないというテーゼが

い。ソ連と置き換わったのは、テロリズムと

示されている。わたしの評価として強調した

「ならずもの国家」であって、これらが国家

い第一の問題点は、核兵器の組織犯罪論を提

安全保障に対する基本的な脅威とされた(11)。

起することによって政府高官たち個人の犯罪

次は機会の縮減と統制の強化である。国家

性に論及していないことである。もし本書が

の犯罪性の理解において一般に組織犯罪の防

慣習国際法の規則や条約による個人責任の原

止と縮減のために適法な機会の利用が開かれ

則を全面的に否定するものだとすれば、歴史
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上形成されてきた刑事法の原則からの後退と

が国連で採択されている現在、こうした感想

なるといえよう。核兵器の組織犯罪論は、現

を禁じえないのである。

代社会における信用ある人々の経済的犯罪、

本書の功績は、批判的犯罪学の成果として、

すなわちホワイトカラー犯罪論以降の組織犯

核国家の犯罪性を論証したことである。著者

罪論の成果を一歩進めたものである。同時に、

たちは、米国政府が核兵器に関して執った多

このテーゼはニュルンベルク憲章による個人

くの行為は国際法と国内法のもとで違法であ

責任の原則を否定することに帰結しうる。し

る、したがってそれらは国家犯罪の形態であ

かしながら国家犯罪の概念を肯定する犯罪学

るということを学問的に論証するために貢献

者たちの論証作業が、原子爆弾と核兵器につ

した。ただしわたしの視点からいえば、その

いて、なぜ個人犯罪の原則を否定しなければ

功績にも限界がある。核時代の始まりを可視

ならないのか。この論点については、さらに

化した原爆使用の犯罪性について言及さえし

立ち入った論議をする必要があるように思っ

ていない。とは言え本書は、米国の犯罪学者

ている。

が米国という核国家の犯罪性を論証したひと

著者たちの「法的枠組み」は「核兵器の使

つの先駆的な業績であると言うことができる。

用に関する法的基準」を含んでいる。それは
条約法及び慣習国際法の諸規則からなり、犯

補論

罪行為者の個人責任をさだめている。とりわ

2018年10月30日、専門家で構成される国連

け1945年のニュルンベルク憲章が規定する平

の自由権規約委員会は、生命権条項である自

和に対する罪、戦争犯罪、および人道に対す

由権規約第6条について一般注釈の最終草案を

る罪は、戦争指導者と兵士たちの犯罪につい

採択した。すでに昨年の第二次草案で核兵器

て個人責任をさだめたものである。

の使用と威嚇が国際法上犯罪となることを認

ヒロシマ・ナガサキを除く 4 つの事例に限

めていたが、今回の最終草案でこれを確定さ

って、核国家の組織犯罪を論じた点が、わた

せたのである。大量破壊兵器、とりわけ核兵

しにとって強調すべき第 2 の問題点である。

器に関してこの条項の一般注釈は、パラグラ

4 つの事例研究は、確かにわたしにとって、

フ66で示され、その中につぎの文章を含んで

とりわけ 5 章と 6 章の記述において新たな発

いる。

見があった。けれども、原子爆弾の使用と憲

66. 大量破壊兵器、とりわけ核兵器の使用

法・国際法・刑事法の関係は全体として如何

と使用の威嚇は、その効果が無差別に及び、

なるものかという問題は、わたしに遺された

かつ性質上、人間の生命を壊滅的な規模で破

学問上の課題である。著者達は、原爆使用の

壊するものであって、したがって生命権の尊

有罪性を肯定して論述する Francis

重と相容れないものであり、かつまたそれは

の業績について言及していない

A. Boyle

(13)

国際法上の犯罪となるであろう。

。

また 米国の組 織犯罪 学が、 核犯罪 の「 統

なお、註[273] には、昨年7月7日に国連の

制」について指摘していることにわたしは啓

会議で採択された核兵器禁止条約 Treaty

発さるところがあった。けれども、外交政策

the Prohibition of Nuclear Weapons [TPNW]

の統制に関する研究方法論について言えば、

(未発効)が書き込まれている。この国連会議

批判的犯罪学の成果よりもその限界のほうが

の際に、核兵器の使用と威嚇は犯罪だという

強く印象に残る。核兵器の軍備管理に限らず

条項を書き込むよう主張した専門家と草の根

核廃絶を目指す世界の草の根運動にも視野を

の声があった。この声を、こういう形で受け

広げてほしかった。ないものねだりの感はあ

いれたものと理解することもできよう 。

るが、反核運動の成果として核兵器禁止条約
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かったことから、論者は地方経済を維持
編

集

後

記

することが金融関連化率の上昇を緩和す
る戦略となりうる、としたうえで、望ま

△･･･沖縄では、辺野古の新基地建設に

しい融資行動は、既存の企業への融資を

反対し誇りある豊かな沖縄をつくる県知

中心にすべきであり、創業支援というこ

事候補が、オール沖縄の力で当選し、ア

とで自らの手で企業をうみだすとか、そ
メリカの中間選挙では、下院で民主党が、 れを育成することは地方の金融機関の金
若者、女性、LGBTや性的マイノリティ
融の範囲を超えると論じている。
の力で、共和党から過半数を奪った。こ

△･･･特集「明治150年史観」批判の最初

うした動きを深部から解明し、支える論

の論文は、 9 条改憲論の多くが、明治礼

文を期待したい。

賛論をベースとており、明治の成功例に

△･･･本号では、明治150年記念事業が数

学ぼうという考え方があるとして、安倍

多く取り組まれている事態を考慮し、そ

談話をとりあげ、その歴史認識を問うて

の意味するところを批判的に考察する特

いる。筆者は、安倍談話は、日露戦争が

集論文 3 本をはじめ、巻頭言、連載特集

植民地支配のもとにあった多くのアジア

論 文 1 本、論文 8 本 、書評 2 本を掲 載

やアフリカの人々を勇気づけたとするが、

している。焦眉の課題を扱った論文や、

中国との戦争を無視し、軍事同盟に言及

理論、金融政策、現代的労働、政治教育、 しないという特徴があり、明治の失敗の
今後の世界経済と将来の展望を扱った論
事例から学ぶことがないと批判している。
文、金融の不安性や核国家の犯罪性を扱

△･･･特集の第 2 論文は、日本会議にい

った本の書評など様々な分野での未解明

たる戦後右派の思想と行動を明らかにす

問題に積極的に取り組んだものを提供で

る中から安倍内閣の「戦後レジュームの

きた。

脱却」が意味するところを解明したもの

△･･･本号の巻頭言は、社会主義社会の

である。戦後の右派は、戦前からの反共

物質的基礎が、資本主義社会の内部で形

と暴力を受け継いだ任侠右翼に飽き足ら

成されるとした『資本論』の言及を確認

ず、新左翼に思想的に反発して、「反ヤ

し、物質的条件とコンピュータとのかか

ルタ、反ポツダム」すなわち、自主防衛、

わりについて、その形跡がない抽象的な

自主憲法を掲げて登場した新右翼を源流

時代、兆候が見られる時代、具体的な関

とし、近代化論を補完する天皇制イデオ

連をもって現れる時代とに分けて、考察

ロギーをまとった、日本を守る会、日本

している。

会議と同化する一方、中国朝鮮情勢を考

△･･･連載特集「地域特集・地域の問

慮しての自主防衛から日米同盟による防

題」の論文は、リーマンショックを金融

衛へと変化したこと、この内容から、戦

関連比率(金融資産／実物貸与)の長期統

後レジュームの脱却を「反ヤルタ、反ポ

計に照らして破裂と位置付け、この影響

ツダム」と同一視できると結論付けてい

を緩和する地方の金融機関の役割を論じ

る。

たものである。リーマンショックの影響

△･･･特集の第 3 論文は、安倍政権がす

は、地方に拠点のある金融機関には小さ

すめる「明治150年」キャンペーンに現
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れた政府レベルの取り組みを網羅的に拾

に主体的・能動的・意識的に結びつく行

い上げて整理し論評したものである。そ

為によって、そのような人びとの相互間

の過程で、安倍政権の言う、明治の歩み

の関わりを基礎に形成された社会だから

を次世代に遺し、明治の精神にまなび、

である」と論じている。

飛躍する国に向けた取り組み以外に、さ

△･･･第 3 論文は、労働力商品の価値規

まざまな「150年」があることを明らか

程をめぐる価値実在説と擬制商品説を検

にしている。

討し、労働力商品の価値の内容をなす肉

しかし、その取り組みに共通するもの

体的精神的諸能力と世代的継続の範囲を

は、「明治」の日本には、東アジアへの

確定し、資本主義社会の現代的変質を反

勢力拡大と膨張をはかり、植民地を獲得

映した新たな剰余価値規定を試みたもの

しようとする日本が全く欠けていること

である。

であり、これが明治の陥穽だと論じてい

△･･･第 4 論文は、生産技術が不変なら

る。

ば、価値から生産価格や市場価格へと展

△･･･最初の論文は、『ドイツ・イデオロ

開しても内在的価値は変化しないという

ギー』と『資本論』との間に、唯物論的

一貫した立場で、価値から生産価格や市

叙述方法の変化があったことを明らかに

場価格を、 3 部門モデルを使用して統一

したものである。筆者は、『ドイツ・イ

的に表現したものである。

デオロギー』では、本源的な歴史的諸関

△･･･第 5 論文は、日銀が額面価格を上

係、すなわち生産が、人間の生命活動、

回る高値で民間金融機関から国債を買い

社会的関係創出、そして世代の継承性を

入れる日銀トレードのもと日銀に集中し

保証する根本条件であることを、抽象す

た国債をめぐる問題を明らかにしたもの

ることから始まり、諸事例を展開する方

である。筆者は国債価格の動向・金利動

法をとることに対し、『資本論』では、

向が日銀のバランスシートに破滅的な影

特殊具体的な生産様式を扱うため、与え

響を与える素地ができてしまったと警鐘

られることができない諸前提、すなわち

を鳴らしている。

個別的現実的生活過程および行動の研究

△･･･第 6 論文は、医療サービスを生産

から始めて、一般的生産へと上昇する叙

する医療労働を理論的にどのようにとら

述となり、生産一般を叙述の結論として

えたらよいのかという問題意識のもとに、

導く方法をとっていることを明らかにし

マルクスのマニュファクチュア論とこれ

ている。

まであまり論じられてこなかった感情労

△･･･第 2 論文は、マルクスが資本主義

働論に依拠して医療労働論を展開したも

の次に来る新たな社会をアソシエーショ

のである。筆者は、医療労働者は生身の

ンと呼び、その物的・主体的条件が資本

人間を扱うので何が起こるか予想できず、

主義的生産様式の中で絶えず形成される

臨機応変に対応する必要があり、したが

ことを示していたと主張するものである。 って、かれらの技能が熟練として形成さ
新たな社会を共産主義や社会主義として

れ、熟練者たちの「結合労働」がマニュ

論じるのではなく、アソシエーションと

ファクチュアを形成し、それが適合的に

した理由を解明し、「本質的に人が互い

なると主張している。
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△･･･第 7 論文は、若者に政治経験を積

△･･･書評の第 2 は、アメリカの国家犯

ませる究極の方法として注目されている、 罪についての本を対象としたものである。
若者だけによる町長選挙と財政執行の裏

評者は、米国政府が核兵器に関してとっ

付けを持つ「若者首町」制度の具体例を

た多くの行為は、国際法と国内法のもと

取り上げ、論じたものである。筆者は、

で違法であり、国家犯罪であることを論

具 体的に ロンド ン市 ・ル イシャ ム区 の

証したことを評価しながらも、政府高官

「 ヤング メイヤ ー」 と山 形県遊 佐町 の

たち個人の犯罪性に論究していない点、

「少年町長」を比較した結果、客観的定

核時代の始まりを可視化した原爆使用の

量的な有効性は明らかではないが、定性

犯罪性についてさえ言及していない点に

的な効果が確認でき、今後この制度が広

限界があるとしている。

まっていくには、この制度の持つ利点を

△･･･本号には、本研究所関係者及び外

より理解しやすい形で提示することが必

部の者が執筆している。前者について言

要だとしている。

えば、鶴田満彦氏は代表理事、渡辺新氏、

△･･･第 8 論文は、1980年以降の資本主

斎藤正美氏は理事、浦田賢治氏は監事、

義を特徴づける用語であるグローバル資

大久保亮治氏は主任研究員、今井拓氏、

本主義と金融化資本主義をとりあげて論

安倍浩之氏、建部正義氏は研究会員であ

じたものである。筆者は「生産活動なき

る。

利潤取得」をめざす金融化資本主義論を

△･･･今年のノーベル賞受賞者の本庶佑

一面的と批判し、「生産活動のグローバ

さんも基礎研究重視を訴えた。大学の運

ル化に伴う利潤獲得」を行動様式とする

営費交付金が年々削減され、このあおり

グローバル資本主義論を展開している。

を食らって研究者ポストが少なくなり、

その際、グローバル性は、市場外の制度

特に若手にしわ寄せがなされ、安定した

に制約されていることを強調しつつ国民

研究ができなくなっている。そこで、少

国家を基盤にした国民経済間関係の深化

しでも若手の研究支援をすすめようと、

にとどまるだろうと予想している。

本研究所は、奨励賞を2016年11月に創設

△･･･最初の書評は、金融の自由化とグ

し、毎年対象論文を審査している。今回

ローバル化によって各国の金融市場が大

は、残念ながら該当者なしであった。来

きく変貌して、金融システムが不可避的

年度の選考対象候補者の推薦を、2019年

に不安定していく過程を追跡した本を対

1 月から 3 月の間に予定しているので、

象にしたものである。評者は、自由化の

積極的に応募してほしい。

進展に伴う商業銀行と投資銀行との間で

△･･･『政経研究』奨励賞の選考候補者

の協調関係に注目する一方、市場原理の

募集要領は、Webサイトやメールニュー

基礎上でリスク管理と「経営の健全性」

ス等で告知します。

を追求する金融機関の行動自体のなかに
バブル崩壊や金融システムの不安定性を
現実化させる契機を見いだせないとする
ことは、事実上金融機関の責任を免罪す
ることになるのではないかと評している。
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