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天皇の代替わり儀式を考える

吉 田 裕

「平成」から「令和」への天皇の代

である。その政府に延期を決断させた

替わり儀式が粛々と進行しているが、

要因の１つには、あまり報道されてい

予期せぬ波乱があった。10月22日の即

ないが美智子上皇后の意思表示があっ

位の礼終了後に予定されていた祝賀パ

たように思われる。10月20日は上皇后

レ ー ド （「 祝 賀 御 列の 儀 」） が 、 台風

の誕生日だったが、宮内庁は早くも10

による被害の深刻さに配慮して11月10

月15日に「お誕生日の祝賀行事のお取

日に延期されたことである。現代の象

りやめ」を発表している（宮内庁ホー

徴天皇制はメディア天皇制ともよばれ

ムページ）。

るように、メディアを通じて絶えず国

この発表では、上皇・上皇后が災害

民の支持を調達することによってはじ

の状況を伝えるテレビニュースを「注

めて成り立っている。

視」し、「大変にお心を痛めて」いる

その報道の中核に位置しているのが、 ことが強調されている。上皇后・上皇
地震や台風などの被災地への天皇・皇

の意思を無視して宮内庁が中止を決め

后の訪問（行幸啓）である。天皇・皇

ることはあり得ないから、中止は上皇

后は死者を追悼し被災者を慰め励ます

后・上皇の意思表示とみるべきだろう。

ことによって、「国民に寄り添う」と

そして、安倍晋三首相が「被災状況を

いうメッセージを発し続けてきた。今

踏まえ延期する方向で検討している」

回は、皮肉なことにその災害が奉祝ム

と表明したのが10月17日、延期を閣議

ードに水を差す結果になった。

決 定 し た の が 翌 18日 の こ と だ か ら

注目したいのは、一連の儀式を政権

（『 朝 日 新 聞 』 2019年 10月 23日 付 ）、

の浮揚策に利用したい政府が、当初は

誕生日の祝賀行事の中止決定は、政府

パレードの延期をためらっていたこと

にパレードの延期を促す形になってい
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る。

祭はまだ行われていないが、代替わり

一見すると小さな事件のようだが、

儀式の全体を日本国憲法の国民主権や

天皇・皇族の政治不関与を原則とする

政教分離の原則などに照らして再検討

象徴天皇制の下では、祝賀行事の取り

することを強く主張すべきではないだ

やめという形で上皇后が発したこのメ

ろうか。

ッセージは、微妙な問題をはらんでい

なお、この問題を考えるうえでは、

る。間接的な形であるにせよ政治への

政治経済研究所の公開研究会でも報告

関与ともいえるからである。

をしていただいた中島三千男氏の『天

そもそも明仁天皇が退位の意思表示

皇の「代替わり儀式」と憲法』（日本

をした2016年 8 月 8 日の「おことば」

機関紙出版センター、2019年）が示唆

自体極めて政治的な発言である。「お

に富んでいる。ご一読をお勧めしたい。

ことば」の中で明仁天皇は摂政を置く
ことを否定したうえで、退位の意思を

（よしだ

明らかにした。つまり、皇室典範の改

ゆたか

一橋大学特任教授、

東京大空襲・戦災資料センター館長 )

正を要求したことになる。原武史『平
成の終焉 』（岩波新書、2019年）が指
摘しているように、この時、天皇は
「日本国憲法で禁じられた権力の主
体」になっていたのである。
しかし、明仁天皇・美智子皇后に対
する多くの国民の支持を背景に、マス
コミはこの「おことば」についての批
判的な検討をほとんど行わなかった。
その状況は現在でも続いている。神道
式の宮中祭祀を中心にした一連の代替
わり儀式、それもその多くは法的根拠
のない儀式が、国事行為あるいは公的
性格を持つ行事として本質的な議論も
なしに実施に移されているからである。
この「無風状態」は率直に言って不気
味である。
この原稿を書いている時点では大嘗
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■連載特集

日本国憲法の課題（１）■

天皇制 の成立

内 藤

酬

《要旨》 近代天皇制は神話的思惟の枠内に近代国家を建設する体制としてあった。それは神話的思惟の枠
内に律令国家を建設する体制であった古代天皇制に通底していた。そしてそのような天皇制神話と
天皇制国家の基本的枠組みは、戦後の象徴天皇制にも受け継がれている。それは神話的思惟の枠内
に国民国家を建設する体制であった。そこには神話的権威を身にまとった天皇が、先進的な文明を
導入する主体を演じるという逆説的な構造がある。天皇は〈原初の王〉と〈世俗の王〉を一身に兼
ね備える王であり、天皇制は両義性を孕んだ逆説の王権としてあった。天皇制神話と日本国憲法の
緊張関係はそこに発するものといえよう。本稿では、記紀神話によって抑圧され疎外された、原初
の神々の世界をたどりながら、天皇制神話の起源と天皇制国家の成立を考えてみた。

目 次

する男系の男子が、これを継承する」とある。

はじめに
1. 天皇制神話の呪縛
―近代国家と古代国家―
2. 女神、女王、そして女帝
――ジェンダー秩序における対称性の破れ――
3. 列島社会の深層
―縄文社会と弥生社会―
4.〈原初の王〉の仮面
―伝統的天皇の権威―
おわりに

日本国憲法第 1 条は「主権が国民に存するこ
とを宣言し」た前文に呼応する条項であるが、
それと第 2 条における「世襲」との整合性は
必ずしも明確でない。それだけではない。皇
室典範第 1 条の規定 は、旧皇 室典範第 1 条
「大日本帝国ノ皇位ハ祖宗ノ皇統ニシテ男系
ノ男子之ヲ継承ス」を、ほぼそのまま引き継
ぐものにほかならない。大日本帝国憲法第 1
条は「大日本帝国ハ万世一系ノ天皇之ヲ統治
ス」と定め、第 2 条で「皇位ハ皇室典範ノ定
ムル所ニ依リ皇男子孫之ヲ継承ス」と規定し
ていた。

はじめに

それは現在の天皇が「男系ノ男子」を通じ
て、皇祖神アマテラスと初代天皇イワレヒコ
までさかのぼることができるとする「万世一

日本国憲法第 1 条は「天皇は、日本国の象

系」の神話にもとづくものであった。近代の

徴であり日本国民統合の象徴であって、この

日本は神話的思惟の枠内に近代国家を建設す

地位は、主権の存する国民の総意に基く」と

る道を選んだ。そしてその天皇制神話と天皇

定め、第 2 条で「皇位は、世襲のものであっ

制国家の基本的枠組みは、敗戦を経た戦後の

て、国会の議決した皇室典範の定めるところ

日本においても、ほぼそのまま引き継がれて

により、これを継承する」と規定している。

いる。日本国憲法第 1 条は「国民主権」の原

そして皇室典範第 1 条に「皇位は、皇統に属

則にもとづき、天皇の地位を「主権の存する
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国民の総意に基く」と規定している。これは

式は、天皇主権から国民主権への転回を経て

大日本帝国憲法第 1 条が「天皇主権」の原則

もなお、この国が天皇制神話の枠組みに呪縛

にもとづく「万世一系ノ天皇」による統治を

されていることを暴露した。それは天皇制神

明記していることと著しく対照的である。そ

話を無化し、天皇制国家を脱神話化する可能

こには天皇主権から国民主権への転回がある。

性を封印するものである。国家神道は否定さ

しかし日本国憲法第 2 条と皇室典範第 1 条は、

れたが、敗戦をこえて天皇制神話は残った。

大日本帝国憲法第 2 条と旧皇室典範第 1 条を

近代天皇制は天皇制神話の枠内に近代国家

ほぼそのまま引き継ぎ、「皇統に属する男系の

を建設する体制としてあった。伝統的天皇の

男子」による「世襲」を定めている。

権威を身にまとった天皇は、近代国家の建設

そこに神話的思惟の枠組みを見てとること

を推進するための装置であった。しかし急速

ができるであろう。2019年の譲位に際して行

な近代化の進行にともなって、近代天皇制の

われた、前天皇の退位と新天皇の即位にとも

枠組みはしだいに桎梏と感じられるようにな

なう一連の儀式は、神話的思惟の存続を強く

った。1945年の敗戦は、近代天皇制の枠内に

印象づけるものであった。前天皇はアマテラ

限定された近代国家の究極の限界を暴露し、

スを祀る伊勢神宮とイワレヒコを祀る橿原神

この国を天皇制神話から解放したように思わ

宮を参拝し、神前で自ら退位の報告をした。

れた。象徴天皇制は国家のあり方を、天皇主

神器の継承や大嘗祭など天皇制神話にもとづ

権にもとづくものから国民主権にもとづくも

く儀式がくり返されている。敗戦を契機とす

のへと転換することで、国民国家の建設を推

る象徴天皇制への転換にもかかわらず、皇位

進するための装置として機能した。しかしそ

の継承はいまもなお神話的思惟の枠内で行わ

れはこの国を天皇制神話から解放するもので

れている。そこには天皇主権から国民主権へ

はなかった。それどころか「主権の存する国

の転回をともないながらも、天皇制神話と天

民」を天皇制神話の枠内に封印し、天皇制国

皇制国家の基本的枠組みの存続を明確に見て

家の枠組みに馴致するものとなっていた。象

とることができるであろう。戦後の日本は神

徴天皇制は「主権の存する国民」としての自

話的思惟の枠内に国民国家を建設するものと

覚を抑圧する体制といわねばならない。

してあった。それは天皇制神話と天皇制国家

そこでは「主権の存する国民」として自己

の基本的枠組みを継承するものにほかならな

自身を自覚した個人から〈合意〉が形成され

い。そこには非連続と連続の相がある。

るのではなく、あらかじめ所与のものとして

象徴天皇制における天皇主権から国民主権

〈総意〉が設定され ている。 戦後の日本 は

への転回は、天皇制神話と天皇制国家を極小

「主権の存する国民」の自覚を欠落した国民

化するものであった。そこには天皇制神話を

国家であった。「国民の総意」の形成に「主権

無化し、天皇制国家を脱神話化する可能性が

の存する国民」が主体的に関与する余地はほ

含まれていた。しかし敗戦にもかかわらず、

とんどない。そこに は抽象的 な「国民の 総

昭和天皇が在位を継続したことで、そこにお

意」が具体的な「主権の存する国民」を疎外

ける非連続の相が曖昧となったことは否定で

する構造がある。天皇主権から国民主権への

きない。そして日本国憲法第 2 条と皇室典範

転回に、王権神授説から社会契約説への転回

第 1 条は天皇制神話の枠組みを温存するもの

に通底する契機を見てとることはできるが、

となった。それは日本国憲法第 1 条を神話的

「主権の存する国民」の自覚を欠落している

思惟の枠内に封印するものであり、近代天皇

ことで、まったく異なったものとなっている。

制と象徴天皇制における連続の相を示すもの

それは近代的自我の自覚を欠落した近代国家

としてある。今回の譲位にともなう一連の儀

であった。「主権の存する国民」とは近代的自
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我として自己自身を自覚した個人であり、そ
のような個人から合理的な社会契約によって
構成された国家が近代国民国家であった。

１．天皇制神話の呪縛

近代の誕生は近代的自我の自覚を契機とす

―近代国家と古代国家―

る。それは神からの人間の解放であり、近代
的自我の自己主張と自己拡大に道を開くもの
であった。近代的自我として自己自身を自覚

この国の近代は慶応 3 年12月 9 日（1868年

した個人は「自然状態」へと解き放され、そ

1 月 3 日）に発 せられた「王政 復古の大号

こで「万人の万人に対する闘争」に直面する

令」を起点とする。それは「神武創業の始」

こととなった。それは近代的自我の究極の限

への復古によって「百事一新」への道を開く

界を示すものにほかならない。このような近

ものであった。井上勲はそれを「近代日本の

代的自我の限界の自覚が「リヴァイアサン」

出生証」と呼び、「王政復古の宣言は、天皇統

としての国家の登場を不可避なものとした( 1 ) 。

治の一点をのぞいて過去の一切を否定し、百

近代的自我として自己自身を自覚した個人は、

事一新の先行条件を 提供した 」と述べて い

自らの権利を「リヴァイアサン」としての国

る 。この「王政復古と百事一新の結合」が

家に譲渡することで「社会状態」を実現し、

近代国家の建設を可能とした。それは近代国

そこで近代国家の国民となった。近代国家は

家の土台となるものにほかならない。こうし

近代的自我の限界の自覚を媒介として、近代

て王政復古は文明開化となった。そしてその

的自我の自覚を組織する構造として成立した。

天皇統治は近代国家の建設を強力に推進する

近代国家はその出発点においてすでに近代的

駆動力となった。しかしそれは同時に「神武

自我の限界の自覚をふまえ、その自己主張と

創業の始」という神話に根拠をもっていた。

自己拡大を抑制する構造をもっていた。

「天孫降臨」から「神武創業」を経て現在の

(3)

近代日本の体制も近代的自我の自己主張と

天皇に至る「万世一系」の神話がこの国の近

自己拡大を抑制する構造をもっていた。しか

代国家を呪縛していた。それは天皇制神話の

しそれは近代的自我の自覚から近代的自我の

枠内に封印された近代国家としてあった。

限界の自覚を経由して成立したものではない。

その天皇制神話が「記紀神話」に起源をも

そこには近代的自我の自覚を抑圧する構造が

つことはいうまでもない。高天原の最高神で

ある。近代天皇制は近代的自我の自覚を促し

ある女神アマテラスから天孫ニニギが「天壌

つつ、それを天皇制神話の枠内に封印し、天

無窮の神勅」を授けられて降臨し、ホヲリか

皇制国家の枠組みに馴致する体制にほかなら

らウガヤフキアエズを経て、イワレヒコが初

ない ( 2 ) 。天皇制神話は近代的自我の自己主張

代天皇として即位する。ここに皇祖神アマテ

と自己拡大を抑制しつつ、近代的自我として

ラスから統治の正統性を与えられた「瑞穂の

自己自身を自覚した個人を体制の枠内に誘導

国」の王権が誕生した。それが「神武創業の

し、テクノクラートとして活用するための手

始」にほかならない。そこにおける天皇統治

段として有効に機能した。そこには近代的自

の正統性は、歴代の天皇が皇祖神アマテラス

我の自覚を促しつつ、最後の一点でそれを阻

につながる皇統を受け継いでいることに求め

止する構造がある。その最後の一点に天皇が

られる。アマテラスは天上における普遍的秩

屹立していた。そしてそれは戦後日本の体制

序を象徴する女神であり、天皇は地上におい

においても変わることなく受け継がれている。

てその普遍的秩序を体現する主体であった。

近代天皇制と象徴天皇制に共通する天皇制神

人民は天皇が体現する普遍的秩序にしたがう

話の起源が問われねばならないであろう。

べき客体でしかない。そこには天皇と人民と
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の不可逆的な関係がある。それが天皇制神話

そこには記紀神話を近代思想と親和的な体

の基本的枠組みであり、その天皇制神話の枠

系へと再構成することで、神話的思惟の枠内

内に建設された国家が天皇制国家であった。

に近代国家を建設し、先進的な西欧文明の脅

しかし記紀神話は天皇統治を正統化するこ

威に対抗するしか術がなかった近代の日本に

とのみを目的としてつくられたわけではない。

通底する位相を見てとることができる。記紀

アマテラスを頂点とする神々の階層的秩序の

神話を再構成することで外来の近代思想と親

なかに、それぞれの氏族の祖先神を位置づけ

和的な体系をつくることができたのは、記紀

ることで、彼らを律令国家の貴族として包摂

神話によって神々の世界が外来の儒教思想と

することが可能となった。こうして氏族社会

親和的な体系へと、あらかじめつくり変えら

のなかから天皇を超出させ、天皇のもとで氏

れていたからである。したがってそれは原初

族社会を律令国家へと再編する道が開かれた。

の神々の世界に根ざしたものとはいえない。

古代天皇制は神話的思惟の枠内に律令国家を

それどころか原初の神々の世界を抑圧し疎外

建設する体制であった。そこに天皇制神話と

することで成立した虚構の体系であり、伝統

天皇制国家の原型がある。そのような律令国

的天皇の権威はそこに仮構された擬制の権威

家が中国（唐）の律令制をモデルとして建設

であった。国家神道は記紀神話を近代思想と

されたことはいうまでもない。しかしヤマト

親和的な体系へと再構成したものであり、近

王権に由来する氏族制を解体し、中国的な律

代の日本とともに生まれたものにほかならな

令制へと転換することは容易ではなかった。

い。それは近代の産物であり、原初の神々の

中国の律令制においては、超越的な「天」に

世界に届く歴史的射程をもつものではない。

よって皇帝の地位が正統化される。これに対

近代天皇制は神話的思惟の枠内に近代国家

してヤマト王権の大王は、神話的な「神々」

を建設する体制であった。そしてその神話は

によってその地位が正統化されていた。

記紀神話から氏族社会に根ざした物語を除去

律令国家の建設において、普遍的原理によ

し、天皇統治の正統性を弁証する物語のみを

って天皇の地位を正統化する体制をつくるこ

残し、それを純化したものということができ

とができず、神話によって天皇の地位を正統

よう。それは「一君万民」の国体論を媒介と

化する構造が残った。そこには中国的な律令

して、記紀神話を再構成したものにほかなら

制とヤマト王権に由来する氏族制が重層して

ない。王政復古の宣言によって幕府のみなら

おり、律令国家は「律令制」と「氏族制」の

ず、摂関の廃絶まで可能となったのは、一君

(4)

二重構造としてとらえることができる 。記

と万民が直結することで、一切の中間権力の

紀神話は神々の世界をそのまま記録したもの

排除がなされたからである 。そこでは「一

ではなく、中国の律令制をモデルとした律令

君の前に平等な万民」を考えることができ、

国家の建設を正統化するために、神々の世界

その一君という一点を除けば、すべての万民

をそれと親和的な体系へと再構成したものと

は近代国家の国民として平等な位置づけを得

してあった。記紀の編纂と律令の制定はほぼ

ることとなる。一君である天皇の地位は神話

時を同じくして一体のものとして進められた。

によって基礎づけられているが、その一点を

神話的思惟を脱ぎ捨て、普遍的原理にもとづ

承認すれば、万民である国民はその枠内で自

く律令国家の建設へと進むことができなかっ

由に行動することができる。この国の近代国

た古代の日本には、神々の世界を儒教思想と

家の国民は「一君に帰一する万民」であった。

(5)

親和的な体系へと再構成することで、神話的

このような「一君の前に平等な万民」には

思惟の枠内に律令国家を建設し、先進的な中

「神の前に平等な個人」に通じるものがあり、

国文明の脅威に対抗するしか術がなかった。

近代的自我の自覚を促す構造をもっていた。
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そしてその「一君に帰一する万民」という国
民のあり方には、近代的自我の自己主張と自
己拡大を抑制する機能があった。天皇制神話

２．女神、女王、そして女帝

の枠内に近代国家を建設することができたの

――ジェンダー秩序における対称性の破れ――

はそのためにほかならない。しかしその一君
という一点のゆえに、日本の近代国家と西欧
の近代国家は似て非なるものとなった。それ

天皇制神話は天皇統治の正統性を弁証する

は近代的自我の自覚を最後の一点で阻止する

王権神話であった。それは高天原の最高神ア

構造をもっているからである。近代日本の体

マテラスのもとに、無限に多様な神々の世界

制は近代的自我の自覚を欠落した近代国家と

を階層的に秩序づけることで、アマテラスの

してある。それは古代日本の体制が超越的な

子孫である天皇に「大地と海原」に対する支

「天」を欠落した律令国家であったことと相

配権を付与するものにほかならない 。しか

似的である。近代天皇制は神話的権威を身に

しそれは高天原の最高神がアマテラスという

まとった天皇の存続という一点のゆえに、古

女神であるという点で、他の王権神話と異な

代天皇制の負の遺産を継承するものとなって

る特異な構造をもっている。天上における普

いた。それは不完全な近代国家であった。

遍的秩序を象徴する男神と、地上においてそ

(6)

そこに天皇制神話と天皇制国家の両義性が

の普遍的秩序を体現する男王という組み合わ

ある。近代天皇制から象徴天皇制への転換に

せが、王権神話における一般的な構造であっ

よって、近代的自我として自己自身を自覚し

た。天皇制神話は自然の生命力を象徴する女

た個人は著しくその自由度を拡大した。それ

神を、普遍的秩序を象徴する男神の位置に配

は近代天皇制のもとで進行した近代化を受け

置するという特異な構造をもっており、そこ

継ぎ、それをさらに発展させるものであった。

にジェンダー秩序における対称性の破れが露

しかし象徴天皇制においても、神話的権威を

呈している。そしてそのような天皇制神話の

身にまとった天皇の存在は、最後の一点で近

枠内で律令国家の建 設を推進 したのは、 飛

代国家の完成を阻止するものとなっている。

鳥・奈良時代に即位した女性天皇たちであっ

そこには抽象的な「国民の総意」が具体的な

た。

「主権の存する国民」を疎外する構造が埋め

飛鳥・奈良という時代は、朝鮮半島を経由

込まれ ていたからであ る。その 「国民の総

して渡来した儒教と仏教という普遍的原理に

意」に神話的思惟が侵入する余地があり、そ

もとづいて、古代国家の建設へと向かった時

れが神話的権威を身にまとった天皇の存続を

期であり、中国の律令制をモデルとした律令

許す結果となった。象徴天皇制の枠内に建設

国家へと収斂していった時代であった。そし

された現代国家においても、天皇制神話と天

てその時代は推古、皇極（重祚して斉明）、持

皇制国家の基本的枠組みは引き継がれており、

統、元明、元正、孝謙（重祚して称徳）とい

天皇制の両義性はいまもなお戦後日本の体制

う八代六人の女性天皇の存在に特徴づけられ

を呪縛していることを忘れてはならない。

ている。彼女たちは前天皇や元天皇の皇后、
あるいは前天皇や皇太子の祖母、母、姉、あ
るいは伯母として、男系の男子による皇統の
存続を担保する「中継ぎ」としての性格をも
ち、男系の女子として即位した女性天皇であ
った。律令に女系天皇の即位を許容する条項
はあるが、その規定は適用されることなく終
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わった ( 7 ) 。そして未婚のまま死去し最後の女

る意図を見てとることができるであろう。

帝となった称徳天皇とともに「女帝の時代」

この時期にそのような皇位継承の枠組みを

は終わりを告げ、江戸時代の明正天皇、後桜

逸脱し、皇族出身ではない女性を母とする天

町天皇まで女帝が即位することはなかった。

皇の即位を試み、あるいは実際に即位した天

天上に女神を最高神として配置し、地上に

皇として、天智天皇、聖武天皇、そして桓武

おける男王の支配を正統化する王権神話がつ

天皇をあげることができる。大友皇子の母は

くられ、女性天皇によって男系の男子が皇位

伊賀采女であり皇族出身ではなかった。天智

を継承していく体制が整備された、飛鳥・奈

天皇の近江朝は、亡命百済系知識人である官

良という時代の特異な位相は際立っている。

人層によって支えられており、儒教という普

この時代に天皇制神話と天皇制国家の基本的

遍的原理による氏族社会の再編を志向してい

枠組みがつくられ、桓武天皇による平安遷都

た。超越的な「天」に天皇の正統性を求める

を経て「ヤマトの古典的国制」が確立する( 8 ) 。

ならば、天皇の子は母の血統によらず尊貴で

その間にも天皇制神話を無化し、天皇制国家

あり、皇位を継ぐことにいかなる問題もない

を脱神話化する試みはくり返された。しかし

はずであった。天智天皇は大友皇子の即位に

神話的思惟の枠組みを解体し、儒教と仏教と

際してそのように考えた可能性が高い(10)。し

いう普遍的原理によって王権と国家を再編す

かし天智天皇による急進的な改革を、双系的

る計画が実を結ぶことはなかった。聖武天皇

親族構造を根強く残した氏族社会は受け入れ

と孝謙・称徳天皇の父娘による「仏教王国」

なかった。壬申の乱に勝利して皇位を継承し

の理想や、桓武天皇による「中華帝国」の構

た天武天皇は、神話的思惟の枠組みを残し、

想はいずれも、そうした試みの顕著な実例と

その枠内に律令国家を建設する道を選択した。

いうことができよう。しかしそれらの試みは

聖武天皇は藤原氏出身の宮子を母とする天

神話的思惟の枠組みを極小化するにとどまり、

皇であり、孝謙・称徳天皇も同じく藤原氏出

それを無化することはできずに終わった。

身の光明皇后を母とし、史上唯一の女性皇太

清家章は「古墳時代は双系的社会から父系

子を経て即位した女性天皇であった。このふ

的社会へ変化する大きな変革期であった」と

たりは「崇仏天皇」として「仏教王国」の理

とらえている。古墳時代前期には女性首長・

想を追求して挫折した父娘であった

女性家長は一般に存在し、男女の地位に違い

の血統についての問題、換言すれば母が皇族

はなかった。しかしながら、古墳時代中期に

でないという問題は、聖武にとってコンプレ

は女性首長が姿を消し、首長層は父系化する。

ックス」であり、この「卑母コンプレックス」

しかし、一般層への父系化は貫徹せず、双系

は聖武の心に重苦しくのしかかっていた

( 9)

(11)

。「自ら

(12)

。

的要素が依然強く残っていた 。古代国家の

母の血統の尊貴性による皇位の継承という呪

建設の前に立ちはだかっていたのは、父系化

縛から自らを解き放 すことが できなけれ ば

は進行したものの貫徹するまでに至らなかっ

「卑母コンプレックス」から逃れることはで

た、双系的親族構造を根強く残した氏族社会

きない。聖武天皇は仏教に帰依して「三宝の

であった。そしてそのような氏族社会から天

奴と仕え奉る天皇」と称し、大仏建立、国分

皇を超出させるために、近親婚をくり返す皇

寺、国分尼寺の造営など仏教王国の建設を進

族の内婚化によって皇統の純化が進められた。

めた。退位後は出家 して「太 上天皇沙弥 勝

こうして皇族出身の女性を母とする男子によ

満」と称した。聖武は仏教に帰依することで

る皇位の継承が一般化した。そこには双系的

天皇制神話の呪縛から解放されることを望ん

親族構造の根強い氏族社会のなかで、父系に

だ。

よる皇位の継承を通じて皇統の安定化をはか

聖武天皇の娘である孝謙天皇は、父と同様
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に母が皇族ではないという問題に加えて、史
上唯一の女性皇太子を経て即位した天皇であ
るという問題を抱えていた。誰かの皇后であ

３．列島社会の深層

ったこともなく、母でもなく祖母でもない、

―縄文社会と弥生社会―

皇位を伝える男子をもたない未婚の天皇であ
り、これまでの「中継ぎ」の女帝たちとは明
らかに異なる天皇であった。皇族ではない母

聖武 天皇を苦しめた「 卑 母 コンプ レック

から生まれた女子であることで、彼女の天皇

ス」は桓武天皇にもあり、桓武は儒教という

としての正統性は二重に不安定であった。「崇

普遍的原理によって王権と国家を再編し、自

仏天皇」による「仏教王国」の実現という理

らを「卑母コンプレックス」から解放しよう

想は、彼女の天皇としての正統性を確保する

とした。それは天皇制神話を無化し、天皇制

唯一の手段であった。彼女は仏教に帰依する

国家を脱神話化するものにほかならない。し

ことで天皇制神話の呪縛を打破し、男性と対

かし天皇制神話を無化することはできず、神

等な立場に立とうとした。こうして尼太上天

話的思惟の枠組みは極小化されながらも、王

皇となった孝謙は出家した尼のまま重祚して

権と国家を制約する外枠として残った。桓武

称徳天 皇となり、道鏡 を重用し て「崇仏天

の時代に伊勢神宮の斎宮の制度化が進んだの

皇」による「仏教王国」の実現という聖武か

は、天皇制神話の役割を極小化することで、

(13)

ら受け継いだ理想の実現に邁進していった 。

世俗の王権と国家の自由度を拡大するためで

道鏡を皇位に即けることは「崇仏天皇」に

あった。榎村寛之は「八世紀末期の国家が斎

よる「仏教王国」の実現という理想の完成を

宮寮に期待したのは、神祇官ではありえない、

意味していた。しかしそのような称徳天皇の

行政機関としての政治的性格、つまり、より

目論見は天皇制神話の枠組みによって阻止さ

俗官に近い組織による神宮支配だったと考え

れ、ついに実現することなく終わった。そし

られる。それは八世紀末期の、強力な中央集

て彼女の死後に即位したのは、井上皇后と他

権体制に適合したものであった」と述べてい

戸皇太子をともなった光仁天皇であった。こ

る(14)。こうして神話的思惟の枠組みは残った。

こに皇族出身の女性を母とする男子による皇

平安時代に確立された「ヤマトの古典的国

統の継承という体制が復活した。しかし井上

制」は、天皇制神話と天皇制国家の基本的枠

皇后の廃后と他戸皇太子の廃太子によって皇

組みのなかで、神話的思惟を極小化し、儒教

太子となり、その後即位した桓武天皇は百済

と仏教という外来の普遍的原理にもとづいて、

系渡来人の娘である高野新笠を母としていた。

世俗の王権と国家を極大化する体制として存

天皇の母の出自としては劣っており、彼の天

続していった。しかし双系的親族構造を根強

皇としての正統性は確かなものではなかった。

く残す氏族社会のあり方は、平安時代の貴族

彼が遷都を強行し、征夷に狂奔したのも、長

社会に引き継がれ、その双系的性格を残す貴

まつ

こうし

岡京の南郊の交野で「天」を祀る「郊祀」を

族社会のあり方は摂関制を生みだす動因とな

行ったのも、「中華皇帝」による「中華帝国」

った。その後も神話的思惟の枠組みを無化し、

の建設によって、自らの天皇としての正統性

世俗の王権と国家を外来の普遍的原理にもと

を示そうとしたからにほかならない。

づく体制へと純化する試みはくり返されたが、
それらの目論見が実を結ぶことはなかった。
列島社会の父系化は不可逆的に進行していっ
たが、アマテラスという女神を最高神とする
神話の枠組みは、社会を限界づける外枠とし
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て存続し消え去ることはなかった。そして双

縄文人は食料を獲得する目的で大幅な自然

系的性格を残した社会のあり方も人びとの生

の改変を行うことはない。木の実のなる大切

活のなかに根強く生き続けていった。

な森を根こそぎ伐採して、そこに水路を引い

弥生時代から古墳時代前期の列島社会は双

て水田を造るという発想は縄文からは出てこ

系的社会であり、弥生時代後期後半から古墳

ない。それは朝鮮半島由来の発想であった。

時代前半には、女性首長も存在していた。彼

水田稲作の開始とは、単なる食料獲得手段の

女たちのなかには結婚と出産を経験した女性

変更にとどまらない、社会面や精神面まで巻

もおり、そのことが首長となるための障害に

き込んだ生活全体の大変革であった

なることはなかった

(15)

(19)

。縄文

。弥生時代中期は男性

社会には自然とともに生き、自然に還る死生

首長が基本であり、弥生時代後期後半以降、

観、自然の復元力を破壊することなく、自然

女性首長が登場し始める。女性が首長の地位

と共存するライフスタイル、拡大再生産を志

に就き始め、さらにそれが一般的存在となる

向せず、安定性を強く志向する、平準化がは

時期に卑弥呼と台与は登場した

(16)

。纒向の出

たらく社会という顕著な特徴を見てとること

現、女王の共立、箸墓の築造は弥生時代と古

ができる。これに対して弥生社会は拡大再生

墳時代を画する指標であった。同時代の女性

産を目的とする社会であり、自然の不可逆的

首長が結婚と出産を経験しているのに対して、

な改変を通じて、自然を破壊するライフスタ

卑弥呼が独身であったことは、双系的社会に

イルに特徴づけられている。それは自然と共

おける首長位の双系的継承とは異なっており、

存するのではなく、自然を支配することによ

後の女性天皇のあり方に通じるものがある(17)。

って、人間の自由度 を拡大す る社会であ っ

それは双系的社会のなかで王権の父系化が進

た

(20)

。

行していたことを示すものにほかならない。

縄文社会は自然の生命力に依存する社会で

女王の存在が王権の父系化を逆証していた。

あり、土偶祭祀に見られるように、自然の生

弥生時代は双系的社会のなかで王権の父系

命力を象徴する女神への信仰を基調とする社

化が進行した時代であり、古墳時代は王権の

会であった。それは母子のつながりを重視す

父系化を媒介として社会の父系化が進行した

る社会であった。そしてその網羅的生業構造

時代であった。そして飛鳥・奈良時代を経て

に呼応する神話においては、多様な神々の世

王権の父系化は男系の男子による皇位の継承

界は横の関係に開かれており、天上と地上と

へと収斂していった。しかし社会の父系化は

いう縦の秩序はなかった。これに対して水田

不完全なままに終わった。アマテラスという

稲作とともに渡来した朝鮮半島由来の発想に

女神を最高神とする神話の枠組みと、双系的

は、普遍的秩序を象徴する男神への信仰と、

性格を残した社会のあり方は、社会の父系化

父子のつながりを重視する思想があった。そ

が不完全なままに終わったことを示すものと

してその選択的生業構造に呼応する神話にお

いえよう。弥生時代は大規模な灌漑設備をと

いては、多様な神々の世界は横の関係ではな

もなう本格的な水田稲作が、朝鮮半島を経由

く、天上と地上という縦の秩序のなかで階層

して九州北部に上陸し、それがしだいに列島

的に位置づけられていた。それは社会の父系

全域を覆いつくしていった時代である (18)。弥

化を推進する動因となった。縄文社会から受

生社会は水田稲作に特化した選択的生業構造

け継がれた母系的性格と、朝鮮半島由来の父

を基礎として成立する社会であった。これに

系的性格との鬩ぎ合いを経て、弥生社会は双

対して縄文社会は、豊かで多様な生態系を活

系的社会としての性格をもつようになった。

用した網羅的生業構造によって、長期にわた

原初の神々の世界は高度に成熟した自然社

る安定した定住生活を実現した社会であった。

会を一万年以上にわたって守り続けた縄文社
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会の生活に深くに根ざしたものであった。弥
生以降の水田稲作の拡大にもかかわらず、原
初の神々の世界は列島社会の深層に根強く生
き続けた。そこには自然の生命力を象徴する

４．〈原初の王〉の仮面
―伝統的天皇の権威―

女神への信仰と、双系的性格を色濃く残す社
会が存続していた。とりわけ東日本や北日本
はそうであった。しかし水田稲作に特化した

自然の生命力を象徴する女神は農耕の開始

選択的生業構造を基礎とする社会は、父系化

とともに、農耕を司る農耕神へと変容をとげ、

への強い動機づけをもつ社会であった。それ

普遍的秩序を象徴する男神は、その農耕神と

ゆえ政治的統合の拡大にともなって、王権と

なった女神を妻とすることで、天上における

社会の父系化は不可避であった。弥生社会に

最高神としての地位を確立する。地上におけ

芽生えた王権は、古墳時代におけるヤマト王

る男王の支配は天上における男神によって担

権の成立を経て、農業社会の王権へと体制の

保されていた。そこには天上の〈父〉が地上

整備を進めていった。それは天上の普遍的秩

の〈父〉の支配を正統化する構造がある。そ

序を象徴する男神のもとに、神々の世界を階

してそのような普遍的秩序を象徴する男神が、

層的に秩序づけ、地上に普遍的秩序を体現す

妻となった女神を含む神々の権能を吸収する

る男王の支配を実現する構造をもっていた(21)。

ことによって、神々の世界から超出し、超越

農業社会の成熟は神話的思惟を脱ぎ捨て、

的な「天」あるいは「神」へと変容をとげる

普遍的原理にもとづく王権と社会の成立へと

とき、農業社会の王権は神話的思惟から解放

進んでいった。中国では中華皇帝と中華帝国

され、自由度を著しく拡大した古代国家が登

を生みだし、律令制はその到達点を示すもの

場する。それは農業社会の王権の完成であり、

にほかならない。しかし列島の農業社会は男

王権と社会の父系化の帰結であった。しかし

神を最高神とする神話も、超越的な「天」に

縄文のエトスに色濃く刻印された特異な構造

よる支配も受け入れなかった。そこには縄文

をもつ農業社会は、列島に大陸や半島とは異

のエトスに色濃く刻印された農業社会があっ

なる歴史を刻むことを余儀なくさせた。

た。古代国家の建設の前に立ちはだかってい

自然の生命力を象徴する女神は、普遍的秩

たのは、このような特異な構造をもつ農業社

序を象徴する男神の妻となるのではなく、自

会であった。そこで自然の生命力を象徴する

らその地位につき、普遍的秩序を象徴する女

女神を最高神として、普遍的秩序を象徴する

神となった。そこには天上の〈母〉が地上の

男神の位置に配置する神話をつくり、神話的

〈父〉の支配を正統化する構造がある

思惟の枠内に双系的性格を残す氏族社会を包

然社会にまでさかのぼる起源をもつ女神によ

摂することで、列島社会の特異な構造に適合

って、天皇は原初の神々の世界に根ざした原

する古代国家を建設するしかなかった (22)。そ

初の王としての資格を与えられた。神話的権

れが律令制と氏族制の二重構造をもつ律令国

威を身にまとった天皇は、古代国家の建設を

家であった。天皇は原初の神々の世界に根ざ

推進するための装置であった。天皇は原初の

した原初の王として仮構された擬制であった。

神々の世界に根ざした〈原初の王〉と、律令

(23)

。自

国家の頂点に立つ〈世俗の王〉というふたつ
の側面を、一身に兼ね備えた存在であった。
そこには〈母〉に起源をもつ〈原初の王〉と
〈父〉に起源をもつ〈世俗の王〉の葛藤があ
った。それは神話的思惟と普遍的原理の対立
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であった。そしてそのような天皇制神話と天

徳川幕府の成立は〈原初の王〉の極小化と

皇制国家の基本的枠組みは、農業社会の成熟

〈世俗の王〉の極大化の到達点であった。幕

とともにしだいに窮屈なものとなっていった。

府が制定した「禁中並公家諸法度」はそのこ

しかし天皇が〈原初の王〉の制約を脱ぎ捨

とを示すものにほか ならない 。将軍こそ が

て、自らを〈世俗の王〉に純化することで、

「国王」であった。それでも家康は秀忠の娘

王権の自由度を拡大する道は断たれていた。

の和子を入内させ、外戚の地位を手に入れよ

縄文のエトスに色濃く刻印された農業社会の

うとした。後水尾天皇は和子の生んだ娘を明

特異な構造がそれを拒否したからである。そ

正天皇として即位させることで、家康の野望

こで天皇は自らを〈原初の王〉に純化するこ

を打ち砕いた

とで、他者として外化された〈世俗の王〉に

りであり、徳川の血を引く皇統の出現を阻止

その課題を託す道を選んだ

(24)

(27)

。未婚の女性天皇なら一代限

。平安時代の摂

できるからである。この時期に再び女帝が登

政・関 白は天皇の母方 の祖父が 外戚として

場したのはこのためであった。後水尾天皇は

〈世俗の王〉の役割を果たすものであり、院

譲位を武器に幕府と闘い、最後の一点で伝統

政は天皇の父や父方の祖父が上皇や法皇とし

的天皇の権威を守りぬいた。江戸時代にはも

て〈世俗の王〉の役割を果たすものであった。

うひとり女性天皇が登場する。後桜町天皇は

そこには王権と社会における父系化の進展を

皇統の危機に際し、幼少の皇子の伯母として、

見てとることができるであろう。そして農業

彼が成長するまで「中継ぎ」の女性天皇とし

社会の王権としての実質を武家政権に奪われ

ての役割を果たした。こうして最後の女帝と

た後に、天皇に残されたものは〈原初の王〉

なった後桜町天皇も 未婚のま ま生涯を終 え

として仮構された擬制の権威だけであった。

た

武家政権における征夷大将軍は、この他者と

(28)

。

後桜町天皇は弟の桃園天皇の死後、彼の子

して外化された〈世俗の王〉にほかならない。

である後桃園天皇が 成長する までの「中 継

しかしその仮構された擬制の権威は、最後

ぎ」の女性天皇として即位した。後桃園天皇

の一点で農業社会の王権を制約するものとな

が死去すると、彼女は上皇として光格天皇の

った。農業社会の王権から疎外された非農業

即位に尽力した。傍系の閑院宮家出身の光格

民が天皇との結びつきを強めていったのはそ

天皇は、前天皇である後桃園天皇の娘と結婚

のためであった

(25)

。伝統的天皇の権威は極小

することで、天皇としての正統性を確保しよ
(29)

化されながらも消滅することなく生き続けた。

うとした 。「中継ぎ」の女帝と、双系的親族

武家政権は天皇制神話に代わる独自の王権神

構造を媒介とした皇統の再生産という古代天

話をもつことができなかったからである。清

皇制で見なれた光景が、幕末の天皇をめぐる

盛が娘の徳子を入内させて安徳天皇の即位を

状況のなかで再現された。光格天皇は天明の

実現し、頼朝が娘の大姫を入内させようとし

飢饉への対応を幕府に求め、朝廷の行事や儀

たのも、天皇制国家の枠内で武家政権を安定

式を復活させるなど、伝統的天皇の権威の再

させることを願ったからであった。しかし安

興に尽力した。後桜町天皇は上皇として光格

徳天皇は幼いまま死去し、大姫の入内は実現

天皇を支えた。大嘗祭を古来の形式で挙行し、

することなく終わった。承久の乱による三上

中絶していた「天皇」号の追贈も復活した(30)。

皇の配流にもかかわらず、天皇制の廃止には

こうして後水尾天皇が明正天皇の即位によっ

至らなかった。南北朝の動乱を終息に導き、

て守った伝統的天皇の権威は、後桜町天皇の

「日本国王」として絶大な権勢を誇った足利

尽力で即位した光格天皇の手で再興された。

義満の「王権簒奪計画」も、彼の死によって

戦国の乱世を勝ち抜き、天下統一を成しと

(26)

あと一歩のところで挫折を余儀なくされた 。

げた徳川幕府の圧倒的な実力をもってしても、
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伝統的天皇の権威を無化することはできなか
った。そしてその最後の一点は幕府にとって
致命的な一点となり、それを支点として「王
政復古」が実現した。それは〈原初の王〉の

おわりに

権威を極大化することで、古代国家とともに
始まったすべての〈世俗の王〉を否定し、近
代国家の建設を推進する役割にふさわしい新

縄文社会は豊かで多様な生態系を活用した

しい〈世俗の王〉を創出することであった。

網羅的生業構造によって、長期にわたる安定

古代の 天皇が〈原初の 王〉の仮 面を被った

した定住生活を実現した社会であった。生態

〈世俗の王〉であったように、近代の天皇も

系はさまざまな生物種が重層的に折り重なり、

〈原初の王〉の仮面を被った〈世俗の王〉で

非生物的環境を含む相互作用のなかで、地域

あった。ヤマト王権に由来する氏族制を克服

的に固有な自律性と多様性を保持しながら、

し、中国をモデルとした古代国家の建設を進

自己完結的で閉鎖的なシステムではなく、多

めるために、〈原初の王〉の仮面を必要とした

様な物質循環を通じて外部へと不断に開かれ

ように、ヤマトの古典的国制を克服し、西欧

たシステムである。そこには生命活動が物質

をモデルとした近代国家の建設を進めるため

循環を維持し、物質循環が生命活動を支える

に、〈原初の王〉の仮面が必要であった。

相互的な関係がある。縄文社会は地域的に固

しかしアマテラスという女神を天上の最高

有な生態系に網羅的生業構造によって適応し、

神として位置づける記紀神話の構造は、最高

地域的に固有な生活様式を築きながら、物と

神が神々の権能を吸収し、超越的な「神」へ

人の流通と交通のネットワークを通じて、広

と超出することを不可能とした。その限界は

域的な関係性へと不断に開かれた社会であっ

一君万民の国体論を媒介として記紀神話を再

た。特定の生物種が他の生物種に、特定の集

編した国家神道の体系にも引き継がれている。

団が他の集団に、あるいは特定の地域が他の

アマテラスの最高神としての権威を強調した

地域に対して、構造的に特権的な地位を占め、

神話の体系は、一神教のそれと類似している

それを固定化する社会ではなかった。

が、最高神が女神であるために、神々の世界

これに対して水田稲作に特化した選択的生

の多様性を残す結果となった。近代国家の機

業構造は、特定の生物種に他の生物種から区

軸としてキリスト教の信仰があると考えた大

別された特権的な位置づけを与えるものであ

日本帝国憲法の起草者たちは、それに代わる

り、選択的生業構造を基礎とする社会は、集

ものとして天皇制神話を位置づけようとした

団や地域に対する階層的な位置づけを構造的

が、その限界ゆえにこの国の近代国家は西欧

につくりだし、それを固定化する社会として

のそれと似て非なるものとなった。大日本帝

あった。そしてそれは神々の世界に階層的な

国憲法第 2 条と旧皇室典範第 1 条に女帝を排

秩序をつくりだした。原初の王はそこに誕生

除する規定はあるが、最高神が女神であるこ

した。原初の神々の世界は網羅的生業構造を

との制約は除去できていない。そこにおける

基礎とする社会に根ざしており、そこから原

超越的な「神」の欠落は致命的であった。

初の王が生まれてきたわけではない。原初の
神々の世界は縄文社会にその源流をたどるこ
とはできるが、原初の王は弥生社会までしか
その源流をたどることはできない。原初の王
は原初の神々の世界に正統性の根拠をもつわ
けではない。伝統的天皇の権威は、原初の神
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々の世界に根ざした原初の王として仮構され

現代社会は人間が自然を支配する関係を基

た擬制の権威であった。それは原初の王と世

礎として、人間が人間を支配する関係を組織

俗の王を一身に兼ね備える王としてあった。

する社会から、自然と人間が共存する関係を

原初の王から世俗の王が自らを分離し、神

基礎として、人間と人間が共存する関係を組

々の世界から超越的な「天」や「神」が超出

織する社会への過渡期の形態であり、地球社

することで、世俗の王は原初の王からの自立

会は縄文社会が地球的規模で復活したものと

を達成し、古代国家はそこに誕生した。世俗

位置づけることができよう

の王は王権と社会の父系化を強力に推し進め、

な「天」や「神」が世界を支配した時代の終

そのいや果てに近代国家が登場する。しかし

わりを意味するものにほかならない。そして

選択的生業構造は、人間による自然の支配を

それは世界を縦の方向に階層的に秩序づけた

組織したものであり、20世紀後半に顕在化し

時代の終わりでなければならない。アマテラ

た地球的規模の環境問題は、人間による自然

スという女神を最高神として、神々の世界を

の支配が地球的規模で限界を露呈したものと

階層的に秩序づける記紀神話の構造は、その

いえよう。近代化は自然を人為的に改変し、

ような時代の潮流に棹さすものであったが、

生態系を破壊する人間の営為を受け継ぎ、そ

最高神が女神であることによって、超越的な

れを極限まで徹底することを意味していた。

「天」や「神」が神々の世界を根絶やしにす

近代は社会の父系化を極限まで推し進めた時

ることを阻止する結果となった。アマテラス

代であったが、現代はその最終段階としてあ

に残る自然の生命力を象徴する女神の片鱗が

る。超越的な「天」や「神」は人間による自

神々の世界の多様性を守ったのだといえよう。

然の支配を正統化する原理であった。原初の

それは縄文社会が地球社会として甦るとき

神々の世界を解放し、自然と人間が共存する

に備えて、原初の神々の世界を密かに守り続

原初の関係を回復しなければならない。

けた偽装であったと考えることができよう。

(32)

。それは超越的

20世紀末から21世紀にかけて、地球的規模

しかしそれはアマテラスに著しく過酷な運命

で構築されたネットワーク・テクノロジーは、

を強いるものであった。そのあまりに過酷な

その広域的で高密度な展開を通じて、現代社

運命から彼女を解放しなければならない。い

会に不可逆的な変化を引き起こした。それは

まや神々の世界を原初の王の桎梏から解き放

個性的で多様な具体的人間を、国境をこえた

すべきときを迎えている。そしてそれは原初

広がりへと解き放し、無限に多様な人間の活

の王として、神々の世界を天皇制神話の枠内

動を、地球的規模で統合していく構造をもっ

に封印する役割を負わされてきた天皇に、生

ている

(31)

。そしてそこから生まれる新しい社

身の人間としての権利を回復することでなけ

会は、地域的な自律性と多様性を保持しつつ、

ればならない。天皇にそのような過酷な運命

それを閉鎖的な共同性に自足する閉じた社会

を強いる構造は、戦後の象徴天皇制において

としてではなく、地球的規模で構築されたネ

も変わっていない。抽象的な「国民の総意」

ットワークを媒介とした相互作用を通じて、

が具体的な「主権の存する国民」を疎外する

地球的規模の開放的な関係性へと不断に開か

体制は、具体的な生身の人間である天皇を抽

れている地球社会としてある。それは生態系

象的な「国民の総意」にもとづく〈象徴〉の

とよく似た構造をもつ社会であり、ネットワ

枠内に封印し、神々の世界を階層的な秩序の

ーク型社会である縄文社会と共通する特徴を

なかで祀り続けることを余儀なくしている。

もつ社会であるといえよう。そこには自然と

日本 国憲法第 9 条は「 戦 力 の不保 持」と

人間を横につないでいく関係があり、人間と

「交戦権の否認」と いう原則 にもとづい て

人間を横につないでいく関係がある。

「戦争の放棄」を定 め「国権 の発動たる 戦

- 14 -

争」を禁止している。それは国家の最高法規

( 2 ) 久野収・鶴見俊輔『現代日本の思想』（岩波書
店、1956年）126-138頁参照。

が自ら「国権の発動」にきびしい制約を課し
ていることを示す規定であり、国家が自らの

( 3 ) 井上勲『王政復古』（中央公論社、1991年）
333-341頁参照。

内に自己否定の契機を含むことを公然と宣言
した条項にほかならない

(33)

。戦後国家は自己

( 4 ) 吉田孝『日本の誕生』（岩波書店、1997年）
134-136頁参照。

否定の契機を内に含む近代国家であった。そ
れゆえ地球社会の誕生を予期し、そこに向け

( 5 ) 前掲『王政復古』338-341頁参照。

て準備する国家としてある。日本国憲法第 9

( 6 ) 網野善彦『日本中世の非農業民と天皇』（岩波
書店、1984年）96-101頁参照。

条は人びとを地球社会へと導く世界の道標で
ある

(34)

。そしてそれは天皇制の歴史的役割の

( 7 ) 遠藤みどり『日本古代の女帝と譲位』（塙書房、
2015年）123-162頁、他参照。

終焉を予告するものといえよう。第 9 条の規
定を媒介することで、天皇制の両義性に秘め

( 8 ) 前掲『日本の誕生』161-196頁参照。

られた意味を正しく理解できるようになる。

( 9 ) 清家章『埋葬からみた古墳時代』（吉川弘文館、
2018年）239頁参照。

天皇を「国民の総意」の呪縛から解放しなけ
ればならない。そしてそれは人びとを「主権

(10) 榎村寛之『伊勢神宮と古代王権』（筑摩書房、
2012年）268-272頁、他参照。

の存する国民」の呪縛から解放することに通

(11) 勝浦令子『日本古代の僧尼と社会』（吉川弘文

じている。

館、2000年）219-288頁、勝浦令子『孝謙・称徳

原初の神々の世界には、普遍的秩序を象徴

天皇』（ミネルヴァ書房、2014年）、他参照。

する男神はもちろん、その役割を代行する女
神もいない。そこには横から横へとつながる

(12)

坂上康俊『平城京の時代』（岩波書店、2011

年）137-139頁参照。

無限に多様な神々の世界があり、縄文社会に
はそうした神々と強い絆を結んで生きる人び

(13) 前掲『孝謙・称徳天皇』151-320頁参照。

との暮らしがあった。それは「社会の深部、

(14) 前掲『伊勢神宮と古代王権』99頁参照。

人民生活そのものの中に生き、そこからわき

(15)

年）183-190頁参照。

でてきた力」の表出であり、「そこには、天皇
(35)

清家章『卑弥呼と女性首長』（学生社、2015

。い

(16) 同上書、108-109頁参照。

まや「神武創業の始」をこえる歴史認識にも

(17) 同上書、178-202頁参照。

とづいて、天皇制神話と天皇制国家の総括を

(18) 藤尾慎一郎『弥生時代の歴史』（講談社、2015

しなければならない。網野は「天皇制を克服

年）参照。弥生時代の水田稲作は北海道や琉球

し、そのすべてを白日の前に曝すことによっ

諸島には及んでいない。これらの地域を除く日

てのみ、われわれははじめて、この日本を真

本列島に対する適切な呼称がない。これを田中

の意味で世界の諸民族に開かれた世界にする

琢は「本州諸島」と呼び、佐原真は「本土」と

ことができる」とも述べている (36)。縄文社会

呼んでいる。田中琢・佐原真『考古学の散歩

の影もない」と網野善彦は断じている

と現代社会をつなぐ歴史認識によってのみ、

道』（岩波書店、1993年） 7 頁参照。

それが可能となることはもはや明らかであろ

(19) 前掲『弥生時代の歴史』50-51頁参照。

う。そ の彼方に地球社 会の誕生 が待ってい

(20) 藤尾慎一郎『弥生変革期の考古学』（同成社、

(37)

る

2003年）、小林達雄『縄文の思考』（筑摩書房、

。

2008年）、山田康弘『生と死の考古学』（東洋書

注

店、2008年）、設楽博己『縄文社会と弥生社会』

( 1 ) ホッブズ『リヴァイアサン』第 1 巻（水田洋訳、
岩波文庫、1954年）、第 2 巻（同、1964年）参照。
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（敬文舎、2014年）、国立歴史民俗博物館・藤尾
慎一郎編『再考！

縄文と弥生』（吉川弘文館、

2019年）、他参照。
(21) 溝口睦子『王権神話の二元構造』（吉川弘文館、
2000年）、溝口睦子『アマテラスの誕生』（岩波
書店、2009年）、他参照。
(22) 同上。
(23) 拙著『日本革命の思想的系譜』（北樹出版、
1994年）317-358頁参照。
(24) 同上。
(25) 前掲『日本中世の非農業民と天皇』35-127頁参
照。
(26) 今谷明『室町の王権』（中央公論社、1990年）
参照。
(27) 吉田孝『歴史のなかの天皇』（岩波書店、2006
年）156-162頁参照。
(28) 同上書、162-163頁参照。
(29) 同上書、172-173頁参照。
(30) 藤田 覚 『 幕末 の 天 皇』（ 講談 社、1994年）
43-135頁参照。
(31) 拙著『全共闘運動の思想的総括』（北樹出版、
2010年）79-129頁参照。
(32) 前掲『日本革命の思想的系譜』317-358頁参照。
(33) 同上書、45-60頁参照。
(34) 前掲『全共闘運動の思想的総括』253-259頁参
照。
(35) 網野善彦『増補 無縁・公界・楽』（平凡社、
1987年）221頁参照。
(36) 前掲『日本中世の非農業民と天皇』583頁参照。
(37) 前掲『全共闘運動の思想的総括』133-189頁参
照。

（ないとう

しゅう

河合塾講師）
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■論文■

金子ハルオ氏のサービス理論を研究する
─ 命題「サービスは価値を生まない」を中心に ─

大 石 雄 爾
《要旨》 今回は、金子氏のサービス概念の規定の論理をマルクスのそれと可能なかぎり詳細につき合わせ
てみた。その結果、氏が強く主張される「サービスは価値を生まない」という規定は、マルクスの
方法にはなじまないものであることが明らかになった。サービス商品がある価格（価値）を持ち、
売買されていることを認めながら、同時に「サービス商品は価値を持つ」という規定には反対して
おられる。この「自己撞着」は、同氏が、サービス商品の価格を分析しない限り解消はしない。

目 次

子ハルオ氏、赤堀邦雄氏が、マルクス自身の

はじめに
第1章 金子氏によるサービス、サービス商品の
概念規定――マルクス経済学の方法に則っ
て――
第1節 サービス、サービス商品の概念規定と
マルクスの方法
第2節 金子氏による「サービス商品」の概念
規定の問題点
第2章 マルクス「史的唯物論」と命題「サービ
スは価値を生まない」の正当性
第1節 金子 氏に よるマルク スの「史 的唯物
論」理解の問題点
第2節 物的商品、サービス商品の生産と流通
むすび

展開し切れずに終わったサービス商品の理論
につき、また、資本主義におけるサービス理
論を研究する方法において、両氏が事実上、
同じ立ち位置を堅持しておられたことを私は
知った。両研究者はそれぞれの著書の中で基
本的に同じ趣旨の見解を表明していたためで
ある」、と。
マルクスの経済学研究を後継者が発展させ
ようとする場合、マルクスの方法に則って研
究し、理論的に叙述・展開すべきとの立場を
明言されたのは赤堀氏であった。氏は述べて
いる。
「マルクスは経済学を説明するにあたって、
．．．．．．．．．．．．．．．．．
当面の対象は物質的生産の領域である（傍点

はじめに

は大石）とことわっていること、だから非物
質的生産の領域は『資本論』や『学説史』の
なかでそれほど多くとりあつかわれてはいな

昨年、私は本誌第 110 号に小論「サービス

いのである。それはマルクスの時代には非物

商品論の研究――サービス経済論の基礎理論

質的生産の領域が、資本主義的生産にまきこ

（1）

として――」 を掲載していただいた。その

まれる度合いがまだわずかだったからである

序章においては、次のように記している。「サ

が、現在の経済ではそうはいかない。……現

ービス、サービス労働、サービス商品などの

実の世界にたいして重大なたちおくれを来し

概念をいかに規定するか」の問題を巡って激

てしまっているのである。このたちおくれを

しい論争を続けてこられた先学、すなわち金

克服するためには、現代のわれわれが、マル

- 17 -

クスの方法に厳密に基づいて、非物質的商品

からは大幅にずれてしまったことに求められ

生産の 領域を解明して いかなく てはならな

る。いずれ、具体的に検討するが、氏は結局、

（2）

い」 、と。

適切な結論に行きつくことのない、恣意的な

金子氏も、まず、マルクスが経済学体系を
．．．．．．．．．．．
展開するに当たり、その研究対象を物質的生
．．．．．．
（3）
産に限定したという点を確認する 。つまり、

方法の藪の中に自ら迷い込んでしまった。

『資本論』の執筆にさいしてはもっぱら物質

クスの方法からいかに離れてしまっているか、

的財貨の生産、分配、再生産をとり上げ、資

氏の見解を詳しく検討することにより解明し

本主義的生産関係を解明しようとしていた点

ていきたい。

この小論では、サービス商品の概念規定と
いう課題に焦点を絞り、金子氏の研究がマル

（7）

を確認しておられる。

幸い、金子氏は、次の目次に見るように 、

さらに氏は、次のようにつけ加えている。

サービスの概念やサービスの主な性格の検討

すなわち、「経済学はサービスをとり上げない

を第 1 章の 2 つの項「(1)サービスの概念」、

ということではない。サービスとサービスに

「(2)サービスの基本性格」においてコンパク

おける経済関係は、物質的財貨の生産とそこ

トにまとめておられる。

における経済関係が解明されたのちに、それ

「第 1 章

によって規定されるものとしてはじめて解明

サービスの概念と基本性格

1 拙著の批判者＝「サービス価値

されるのである」（4）。金子氏は、その方法と理

生産論者」とその特徴

論に関しても言及し、「サービスは価値を生ま

2 マルクスにおけるサービスの把握

ない」という氏が提示した結論は、「マルクス

(1) サービスの概念

によってうちたてられた経済学の方法と理論

(2) サービスの基本性格

（5）

にそった科学的に正しい見解」 である、と

：

全面的に肯定しておられる。

」

われわれは、まず第 1 に、「サービスの概

他方、赤堀氏にとって、「マルクスの方法に
（6）

念」を氏がどのように規定しているか(してい

厳密に基づいて」 得られる見解は、「サービ

ないのか)、それに、概念規定とも関連するが、

ス労働は価値を生み、サービス商品は価値を

命題「サービスは価値を生まない」という規

持つ」というものであった。しかし、これは

定を主張される根拠について検討する。そし

とてつもなく奇妙な結末というほかはない。

て、第 2 章では物的商品、サービス商品とし

赤堀氏、金子氏ともに、「マルクスの科学的に

ての本源性の議論と「史的唯物論」の理論的

正しい方法に基づいて研究された」とすれば、

意義に関する特異な議論が展開されている。

両者がこの命題に関して真っ向から対立する

第 2 には、この問題について検討する。

ことなど、ありえないからである。
昨年発表した小論では、私がこれまで学ん

注 (1) 大石雄爾「サービス商品論の研究――サー

できた、マルクスの研究方法に則って研究を

ビス経済論の基礎理論として――」,政治経

進め、マルクスと同じ理論構成および展開方

済研究所『政経研究』第 110 号、2018 年。

法に基づいて「サービス、サービス商品の概

(2) 赤堀邦雄『価値論と生産的労働』三一書房、

念規定」を試みた。この論点に関して、私の
マルクス理解は赤堀氏のそれとほぼ同じであ
り、例の命題に関して言えば、金子氏のそれ

1971 年、119 頁
(3) マルクス『経済学批判要綱』Ⅰ（高木幸二
郎監訳）大月書店、1 頁。
同じ指摘は、このほか「〔経済学批判への〕

とは正反対の位置に立ったのである。
その原因は、この問題を解明しようと、金

序説」、マルクス『経済学批判』（杉本俊朗

子氏が実際に採った方法が、マルクスの方法

訳）大月書店、国民文庫、268 頁、等に見ら
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れるが、出版された『資本論』第 1 巻、初版

とは、資本によって雇用される賃労働と

本、の冒頭では削除されている。

対立する意味での、収入（または所得）

(4) 金子ハルオ『サービス論研究』創風社、

によって雇用される賃労働のことである。

1998 年、10 頁。

この意味でのサービスを、私は本来のサ

(5)『同上書』、6 頁。

ービスという。本来のサービスは、たと

(6) 赤堀『前掲書』、119 頁。

えば召使、女中、おかかえ運転手などが

(7) 金子『前掲書』、目次 iii

提供する労働である。……本来のサービ
スは、いずれにしても、雇い主の収入の
個人的消費を意味するだけであって、雇

第 1 章

第 1 節

い主になんらの利潤をもたらさない。つ

金子氏によるサービス、サ
ービス商品の概念規定
サービス、サービス商品の概念
規定とマルクスの方法

まり本来のサービスは、資本主義的形態
規定の視点から捉えられた不生産的労働
のことである」。
「第 2 の意味」：「第 2 の意味では、サービス
とは、このように、物質的財貨の生産過

さて、金子氏は、マルクスのサービス概念

程にたずさわる労働と対立し、「純粋な流

を研究し、氏の見解を叙述・説明するにさい

通過程」にたずさわる労働と区別される

して次のように述べている。

意味での、人間を対象とし、人間に働き

「マルクスおよびマルクス経済学において

かけ、したがって物質的財貨を生産する

は、サービスの概念と基本性格はいかに把握

ことをとおしてではなく直接に人間の欲

されるべきかについて、なるべく原典の引用

望を充足させる労働のことである。この

（1）

は避けて、簡単に示しておこう」 、と。

意味でのサービスを、私はいわゆるサー

私にとって、この提言は驚きである。とい

ビスという。いわゆるサービスは、たと

うのは、サービス、サービス労働、サービス

えば、教師、医師、看護婦、美容師、歌

商品等に関する論争では、サービスの概念規

手、演奏者などの労働である。いわゆる

定がマルクスの科学的な方法に則って与えら

サービスは、サービス労働者を雇用して

れたかどうかが、重要な論点の 1 つをなして

使用するサービス資本家によって提供さ

いるからである。少なくとも、マルクスが述

れることもあれば、個人のサービス業者

べている個所を根拠として概念の規定を提示

によって提供されることもある」。

しようとする場合、金子氏は、マルクスの議

金子氏は、マルクスがこの 2 つの意味でサ

論を提示すべきこと言うまでもなく、特にそ

ービスという言葉を用いていると述べ、2 つ

れが誰の、どこに掲載された議論であるかを

のサービスの使い方について説明しているが、

提示しなければならない。出典をうやむやに

一向に、サービスの概念規定には取りかから

することは、許されることではない。

ない。マルクスが用いているサービス業の例

では、議論の本筋に戻ることにしよう。金

示であるだけに、このようなサービスという

子氏は、「マルクスにおいては、サービス(ser-

語の用法があったのは事実であろう。私が見

vice、Dienst）の概念は、基本的にはつぎの 2

たところ、「第 1 の意味」における用法は、封

つの異なった意味で用いられている」（2）とい

建制から資本主義社会に至る過渡期に現れた

う。まず、その 2 つの意味について、金子氏

もののように考えられ、また、「第 2 の意味」

の説明を見てみよう。

のそれは、資本主義の発展とともに増加した

「第 1 の意味」：「第 1 の意味では、サービス

タイプのサービスのようである。
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そして、その情報それ自体はただ事実とし
てわれわれの感覚で捉えられる「表象」であ

定の研究に役立つ業績、アイデアなどを自分
の研究に取り入れていったのである

（5）

。

ることを考えれば、この 2 つの意味は：1 つ

だが、金子氏もやがて、研究を一歩進める

は、封建制から資本主義への過渡期における

ために研究方法の軌道修正を提起する。氏に

「いわゆるサービス」といということである。

よると、「たがいの見解が対立するのは、資本

もう 1 つは、資本主義社会における「いわゆ

主義社会におけるいわゆるサービスが価値を

るサービス」であると呼ぶことができる。

生むのか、生まないのかという点についてで

なるほど、サービスという用語がこのよう
な意味で用いられた時代があったことは事実

ある。そこで、もっ ぱらいわ ゆるサービ ス
．．．．．．．．．．．．
（以下たんにサービスという）（傍点は大石）

である。したがって、「サービスの概念」に一

を取り上げ、その基 本性格を 明らかにし た

般的な規定を与えるための研究対象、特に分

い」 という。サービスの概念規定と言えば、

析対象となる資料としては意味を持つ。すな

対象となる事物とは何であるのか、その本質

わちこれは、研究の際にたえず「表象に浮か

的特徴を解明することを意味している。とこ

べるべき直接的な〔社会〕の姿態」として、

ろが氏は、「サービス」という語を「いわゆる

マルクスが注意を促していた研究資料の一部

サービス」の意味で用いるというのであるか

ということになる

（3）

（6）

。一般的社会人にとって

ら、「サービスの概念規定」は、いつまでたっ

の事実ないし現実の認識が研究者にとっても

ても、「いわゆるサービスの概念規定」の域を

不可欠なのである。

出なくなってしまう。

．．．．．．．
これだけでは、あまりにも表象に浮かべら
．．．．．．．．
れる資料が少ないが、これを分析し、「サービ

注 (1) 金子『サービス論研究』、7 頁。

スの概念」把握に接近することはできるはず

(2) 同上。

である。ところが、金子氏は、マルクスとは

(3)「…理論的方法にあっても、主体は、社会は、

異なって、氏がご自分で命名した「本来のサ

前提としていつでも表象に浮かんでいなけれ

ービス」および「いわゆるサービス」に関す

ばならないのである。」（マルクス「経済学批

（4）

る氏の見解を述べただけで 、「サービスの概

判への序説」『経済学批判』杉本俊朗訳、大

念」を規定するという課題に取り組んでいな

月書店国民文庫、295 頁～ 296 頁。
(4) いまだ、サービス商品としての概念を示そ

いのである。
マルクスは、分析対象に設定された｢サービ

うとしているディメンジョン（理論的段階）

ス｣を、純粋なものとして分析するためには、

にあるにもかかわらず、資本主義の諸概念を

「第 1 の意味」および「第 2 の意味」の説明

用いて説明している。これは、ひらがなを習

の中に示された歴史的で特殊な要因を全て捨

っている児童に、漢字の熟語を連ねて説明し

象すべきことを、商品論の展開の中で教えて

ているようなものである。

いる。サービスの概念規定を行うさいにマル

(5) アリストテレスは価値形態論を認識してい

クスは、歴史的な諸要素を捨象することによ

た。彼は、価値の実体が労働である点を認識

って、表象に捉えたものを一般的な「サービ

しえなかったのに対して、マルクスは、批判

ス」に純化し、それを「サービス」の概念を

的検討を通して、アリストテレスが価値実体

規定するための直接的な研究素材としたので

を認識できなかった理由が奴隷制社会にあっ

ある。むろん、先学の業績の中には、それ以

たことを明らかにしていた。マルクス『資本

前の概念規定したさいの成果も混じっていた

論』第 1 巻、新日本出版社新書版、第 1 分冊、

であろう。そのような場合、マルクスは、そ

102 頁。

れらの業績を批判的に検討した上で、概念規
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(6) 金子『前掲書』、9 頁。

すなわち、「商品世界の諸価値に表わされる社
会の総労働力は、確かに無数の個人的労働力

第 2 節

金子氏による
「サービス商品」の
概念規定の問題点

から成り立っているけれども、ここでは同一

では、「いわゆるサービス」改め「サービ

的労働力のそれぞれは、それが 1 つの社会的

ス」の概念を、金子氏はどのように規定して

平均労働力という性格をもち、そのような社

いるのだろうか。

会的平均労働力として作用し、したがって、1

の人間労働力として通用する。これらの個人

まず、人間に対してサービスが持つ意味、

商品の生産に平均的に必要な、または社会的

すなわちサービスの「使用価値」については、

に必要な、労働時間だけを必要とする限り、

事実上 、ある程度述べ ている（ 規定してい

他の労働力と同じ人間的労働力である。社会

る）ことが分かる。それは、「第 2 の意味」を

的に必要な労働時間とは、現存の社会的・標

説明する部分にある。「サービスとは、……人

準的な生産諸条件と、労働の熟練および強度

間を対象とし、人間に働きかけ、したがって

の社会的平均度をもって、なんらかの使用価

物質的財貨を生産することをとおしてではな

値を生産するのに必要な労働時間である」（3）。

く、直接に人間の欲望を充足させる労働のこ

マルクスの場合、①サービスは使用価値を

（1）

とである」 、と。ここでは、いわゆる「対人

持つ。②サービスは価値を持つ、という 2 つ

サービス」のみが取り上げられ、比較的近年

の本質をもってその概念規定が成り立ってい

サービス産業の対象に加えられた（例えば、

る。そして、価値は、そのサービスの生産者

特殊部品生産サービス、特殊清掃サービス、

の有用労働によって生み出されていることも

機械設備管理サービスなど）「対物サービス」

明らかにされている。マルクスの方法に従っ

は、除外されている。しかし、これから分析

て研究する限りでは、「サービス商品は価値を

を進め、サービスの概念を確定していく過程

生む」というのが正しい命題であり、「サービ

にあるので、社会において商品たるべき要因

ス商品は価値を生まない」という金子氏が主

を有しているサービスに関して、この段階で

張されてきた命題は成り立たないことが明確

は、できる限り多くのサービスを取り上げ、

になったのである。

分析がなされていない点に注意が必要である。

．．
ここでは、サービスもサービス商品である
．．．．．．．．．．．．．．．．．
限り、物的商品の場合と同じ概念規定が妥当
．．
する。ただし、商品の形状については、サー

氏は述べている、「いわゆるサービスは、いず

ビスと物的財貨の間に明確な相違がある。マ

れにしても、それ自体が商品としてある価格

ルクスの記述には、「こうしたサーヴィスの生

をもって売られる限り、その対価を購買者で

産者にとっては、このサーヴィス提供が商品

ある消費者の収入（または所得）から支払わ

なのであり、こうしたサーヴィスは、一定の

分析の対象に設定すべきなのである。なお、
ここで、当然なされるべき、サービス概念の

（2）

れる」 、と。全てのサービスが、物的財貨と

（想像的または現実的）使用価値と一定の交

同じように、価格をつけられ商品として売買

換価値とをもっている」（4）というのがあるが、

されていることは誰でも知っている。そして、

これを参考にサービスの使用価値について分

金子氏も、この点については表象に浮かべて

析してみよう。

いるはずである。したがって、マルクスの方

サービス商品として売買されるのは活動中

法に従って分析を続けるならば、商品の価値

にある、生産者（提供者）の有用労働そのも

実体は抽象的人間労働であることが明らかに

のである。純粋に社会的関係を析出するため、

なるに違いない。マルクスは、価値の大きさ

独立しかつ自由な商品生産者が、それぞれあ

に関しても、次のように明快に規定している。

る種類のサービス労働を行い、生産物として
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のサービス、すなわちサービス労働を消費者

で家族の間で、また家族の枠を超えて社会の

（受用者）に提供するという前提を置く。

中で相互になされてきたと考えられる。

例えば、医師は医療労働（診察と治療）を、

農業や牧畜の進展により、食物、衣類、そ

教師は教育労働（家庭教師としての指導）を、

の他生活用品などの生産が盛んになると、一

演劇俳優は演劇労働（1 作品の演劇公演）を

方では貧富の格差が生ずるにつれて私的所有

それぞれ行うものとしよう。販売される物は

制度が整備された。他方では、それまで社会

サービスという有用な労働であり、活動中の

的共同労働だった様々な労働が多数の人びと

労働が提供されるので、生産者（提供者）と

の間に分割されて、社会的分業が広まってい

消費者（受用者）は決められた時間を共有し

った。人びとは、生産手段であれ、生活資料

つつサービス労働を享受する。そして、価格

であれ、ある特定の種類の物を生産し、自分

に示された金額は、生産者の有用労働、活動

が生活のために必要とする物は、他人の生産

中の有用労働に対して支払われることになる。

した物を買い使用するのが一般的となってい

なお、売買されるのは有用労働そのものでは

った。こうして、生産物は一定の価格で交換
．．．．．．
されるようになったが、実は、サービスもそ
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．
れに前後して商品として売買されるようにな
．．．．．
っていったのである。

なく、受用者が受け取る有用効果なのだと主
張する人もいるが （5）、この見解は必ずしも正
しいとはいえない。現実には有用効果をたく
さん受ける人も、ほとんど受けない人もおり、
それ以後の価格などに影響を及ぼすことはあ

これを使用価値という点から見ると、物的
商品とサービス商品の間には相異がある。

りうるであろう。しかし、同じ治療、同じ教

物的商品の場合には、使用価値は商品の形

育、同じ演劇を同じ時間量だけ消費（受用）

態に現れている、すなわち商品体と一体であ

した人びとは、同じ料金を支払うことを求め

るといえる

られるのである。また、有用効果は直接には、

ビ、グラス、自転車、等々。概念規定と言っ

サービスの受用者が受ける感覚であるが、価

ても、外見を見てそれが何であるか把握可能

格を決めるのは生産者（提供者）であること

な場合には、それらの物の名称が概念として

を忘れてはならない。

通用するのである。

（7）

。例えば、ミカン、パン、テレ

あるいはまた、サービスが物的財貨のよう

金子氏は、ここで、第 1 の意味についても

に明確な形態としては規定されにくいため、

第 2 の意味についても、資本主義社会に見ら

サービスは「無形物」であるとする議論もあ
．．
（6）
る 。サービスとして販売されるのは、活動
．．．．．．
中の有用労働であり、その内容は、医療なり、

れる「サービス」を表象に置き、サービスの

教育なり、娯楽なり、明確な形態を持ってい

を明らかにしているのであるから、ここでは

る。そもそも、ここで「無形物」とはどんな

まだ資本主義経済の研究を行うディメンジョ

物を指しているのであろうか、まずその概念

ンに達していない。「第 1 の意味」の説明中に

の明確化が求められる。

は、「本来のサービスは、資本主義的形態規定

概念を明らかにしようとしている。資本主義
．．．．．．．．．
経済の分析にはいる前にサービスの一般概念

そしてサービスとは、他人のために行う有

の視点から捉えられた不生産的労働のことで

用労働であって、これは共同労働によって生

ある」という規定の説明らしき一文がある。

産し、共同消費していた原始共同社会以来、

だが、物的商品の概念規定を与えるためには、

すなわち、類人猿の仲間が人間に転化したと

資本主義的性格を一切捨象しなければならな

きから行われてきた目的意識的な労働なので

い。商品生産の発展段階に関わらない一般的

ある。例えば、育児、介護、話し言葉の指導、

な規定を与えようとしたマルクスの方法を見

健康管理などに必要な労働が、共同生活の中

れば、サービスの分析のさいにも、資本主義
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的特性はまだ研究の対象となっていないこと

にとって不可欠な諸規定を突き止めなくては

に思い至るべきである。さらに、マルクスが

ならない。この金子氏の発言は、氏自身、サ

サービスについて論じている問題は、『剰余価

ービスは商品形態を取って売買されているこ

値学説史』、『資本主義的生産の諸結果』など

とを認めるものである。そうであるとすれば、

の中に見られる。資本主義的諸問題と関連の

サービスの使用価値について、一定の分析結

深いものばかりである。「生産的労働か不生産

果を示したように

的労働か」という問題を議論するのは全く場

他の商品の使用価値で表示し、その価値表現

違いなことであろう。むしろ、「サービスの一

形態について分析してみなければならない。

般的な規定」を研究するには不必要な概念で

その分析作業を実践しただけでも、価値の質

ある。あるいはまた、この問題と「サービス

的・量的認識は著しく深まったはずである。

労働は価値を生むか否か」の問題とを混同し、

（9）

、あるサービスの価値を

では、マルクスならば、サービスをどのよ

「サービス労働は不生産的労働であり、した

うに規定したでであろうか。サービスの形態

がってそれは価値を生まない」という趣旨の

が例えば「医療サービス」「教育サービス」で

主張をする研究者まで現れているが、これで

あるとしよう。「～サービス」という形式で商

はサービス概念の科学的認識からは遠ざかる

品名が表示されるのである。

ばかりである。

マルクスによる商品概念に従えば、「サービ

氏はこのとき、「サービス」の一般的な概念

ス商品は、まず第 1 に、人びとにとって何ら

を規定するというというディメンジョンに立

かの有用な性質、すなわちある 1 つの使用価

っているということを失念しておられる。振

値を持っている。ただし、サービスの場合に

り返ってみよう。マルクスは、「物的商品」の

は、サービス労働そのものが生産物であり、

規定を与える過程において、物的財貨が利潤

活動中の有用労働として売買される点が、物

をもたらすか否かについて分析しているだろ

的な商品と異なっている。とはいえ、いずれ

うか。そんなことはおよそ考えられないこと

の有用労働の生産物であれ、その生産物は何

である。いや、資本主義的生産、したがって

らかの使用価値を持っている。

剰余価値や利潤理論的規定が与えられていな

第 2 には、活動中のサービス労働（例えば、

い商品生産のディメンジョンでは、そのよう

ラグビーの試合、医師による診察、研究者に

な分析はおよそ不可能なことなのである。商

よる講演など全てのサービス商品）はそれぞ

品に純粋な「サービス商品」の理論的な概念

れ価格を持ち、貨幣と交換に購入することが

規定を与えるためには、資本主義的およびそ

できる。活動中の有用労働それ自体が生産物

の他の歴史的要因は徹底して捨象しなければ

であり、その活動は 1 つの過程から成り立っ

ならないのである。

ている。それは｢流動的な活動」と呼ぶことが

なおここで、氏は、いわゆるサービスにつ

できる。実在するものであるので＜物＞と呼

いて次のようにも述べている。「いわゆるサー

ぶこともできるが、映像を使って示すと次の

ビスは、……それ自体が商品としてある価格

ようになる。すなわち、＜物＞は写真でその

をもって売られる限り、その対価を購買者で

姿を示すことができるが、サービス労働は動

ある消費者の収入（または所得）から支払わ

画をもって初めて全体を観覧に供することが

（8）

れる」 、と。

できる、ということである。

なるほど、この記述は、「サービスの一般的

なお、このサービス商品の価格は、商品ど

規定」とも整合している。マルクスの方法に

うしの交換比率で表現することができる（例

従って、サービスの適正な概念規定を行うた

えば、医師の診察・処方一回 30 分＝研究者の

めには、社会の姿を表象に浮かべ、サービス

講演一回 2 時間＝〔2000 円〕）。価格の本質は
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価値であるが、この商品どうしの交換比率を
規定する要因を分析すると、それは全ての有
用労働に共通な労働、したがって質的には同

第２章

マルクス「史的唯物論」と命
題「サービスは価値を生まな
い」の正当性

第 1 節

金子氏によるマルクス「史的唯
物論」理解の問題点

じ抽象的人間労働であることが判明する。そ
れゆえ、「サービス労働は価値を生むか」とい
う問いに対しては「それは価値を生む」とい
う命題が成り立つのであり、「サービス労働の
生産物としてのサービス商品は価値を持って
いる」との認識が得られるのである。

マルクスは、商品生産が行なわれる条件に

以上のようにして、「サービス商品の概念は

付き、次のように簡潔に述べている。すなわ

使用価値と価値との統一であることが明らか

ち、「使用対象が商品になるのは、使用対象が

になる」、と私は考えるのである。

互いに独立に営まれる私的諸労働の生産物で

もしここで、金子氏が自らこれと同じサー

あるからにほかならない」（1）と。平たくいえ

ビスの概念規定の研究を進めたとすれば、氏

ば、社会的分業化が進み、また私的所有制度

はこれまで一貫して主張して来られた「サー

が整備されたところで、人びとは、社会的分

ビスは価値を持たない」および「サービス労

業の一分枝を引き受け、生産物を商品として

働は価値を生まない」という命題が誤りであ

生産・販売し、「彼らの生活の社会的再生産」

ることを理解されるであろう。それを避ける

を容易にする工夫と努力を重ねていった。そ

のが目的だったかどうかは知る由もないが、

れぞれの国で程度の差は見られたが、古代奴

金子氏にあっては今のところ、マルクスの商

隷制社会の発展段階にあった国や地域は、商

品論に則ってサービス商品に規定を与える作

品経済のシステムを整備していったのである。

業はそのまま放置されているのである。

人（ヒト）社会がこの地球上に現れてから、
およそ 250 万年になると言われるが、そのう

注 (1) 金子『サービス論研究』、7 ～ 8 頁。

ち 1 万年前まで、つまり 249 万年は、原始共

(2) 『同上書』
、8 頁。

同体社会における生活が続いたと言われてい

(3) マルクス『資本論』第 1 巻、新日本新書版、

る。経済は自然経済が支配的であり、小さな

第 1 分冊、66 頁。

社会はいずれも、その日に必要な生活資料を、

(4) マルクス『剰余価値学説史』第 1 巻、18 頁。

社会成員の共同労働により、その日に生産し

(5)「消費者が買うのは、有用なサービス労働が

消費するというもので、生産力は極めて低か

生み出す有用効果である」という説を唱えた

ったと推定される。そのような社会であれば、

代表的研究者には、飯盛信男氏がおられる。

社会の全成員が必要とする生活用品を確保す

(6) サービスを「無形物」だとする研究者には、

るのも容易ではなかったに違いない。そんな

刀田和夫氏、飯盛信男氏がおられる。

条件の中で、人びとは基本的に富や財を私的

(7) ある物の有用性は、その物を使用価値にす

所有することは不可能だったであろう。この

る。……この有用性は、商品体の属性によっ

人類最初の発展段階から次の古代奴隷制への

て制約されており、商品体なしには実存しな

社会転化は、今から 1 万年ほど前から始まっ

い」（マルクス『資本論』第 1 巻、前掲版、

たという。定住生活と農業、牧畜の定着およ

第 1 分冊、60 頁）。

びその発展により、より安定した経済様式を

(8) 金子『前掲書』、8 頁。

形成し、原始共同体のもとで生活していた人

(9) 本誌 5 頁を参照のこと。

々は、複数の地域においていわゆる文明社会
を創出していった。
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金子氏の説によれば、物的商品を生産する

さて、金子氏は「サービス(労働)は価値を

労働はサルの仲間が人間に転化したときから

生まない」という命題はマルクスの史的唯物

「生産的労働」であったというのであろう。

論の考えを出発点にしているという。すなわ

労働が社会的に行われる社会的所有制度が支

ち、「マルクス経済学が、サービスをそれが資

配的な社会では、貨幣に媒介された商品交換

本家によって提供されるとしても価値を生ま

ばかりか、物と物との物々交換ですら、行う

ない性格のものであるとするのは、それが、

必要もなく、また行うことは困難であったと

次のような史的唯物論(唯物史観)の考えを出

考えられる。

発点とし、基礎にしているということに由来

マルクスの史的唯物論は、『資本論』に先立
って執筆された『経済学批判』「序言」におい

（3）

する」 と述べて、サービス労働が不生産的
労働である点を説明しようとする。

て、マルクスの「研究にとって導きの糸とし

マルクスはこの通りに説明してはいない。

て役立った一般的結論」として簡潔に定式化

しかし、先に引用したマルクスの史的唯物論

されている。マルクス自身によって執筆され

の冒頭に目を向けると、「人間は彼らの生活の

たこの部分を見てみよう。

社会的生産において、一定の、必然的な、彼

「人間は、彼らの生活の社会的生産におい

らの意志から独立した諸関係に、すなわち、

て、一定の、必然的な、彼らの意志から独立

彼らの物質的生産諸力の一定の発展段階に対

した諸関係に、すなわち、彼らの物質的生産

応する生産諸関係にはいる」（4） との叙述があ

諸力の一定の発展段階に対応する生産諸関係

る。ここからは、すでに言及された「人間と

にはいる。これらの生産諸関係の総体は、社

自然との質量変換を媒介する労働」が何を指

会の経済的構造を形成する。これが実在的土

しているかが明らかになる。マルクスは、人

台であり、その上に 1 つの法律的および政治

間が自然に対して労働を行う過程で、「生活の

的上部構造が立ち、そしてこの土台に一定の

社会的再生産」が行われるものと捉えていた

社会的諸意識形態が対応する。物質的生活の

のである。人間と自然との質量変換は、人間

生産様式が、社会的、政治的および精神的生

が「生活の社会的再生産」を円滑に推進する

活過程一般を制約する。人間の意識が彼らの

ことにより達成されるのである。マルクスの

存在を規定するのではなく、逆に彼らの社会

史的唯物論では、物的財貨の生産とそれ以外

的存在が彼らの意識を規定するのである。社

の非物質的財貨の生産、したがってまたその

会の物質的生産諸力は、その発展のある段階

ための労働を区別すべき必然性については、

で、それらがそれまでその内部で運動してき

全く議論されていないことが確認される。

た既存の生産諸関係と、あるいはそれの法律

では、物的財貨が商品という形態を取るよ

的表現にすぎないが、所有諸関係と矛盾する

うになり、生産および消費が伸びていったの

ようになる。これらの諸関係は、生産諸力の

はどうしてであろうか。つまり、商品生産が

発展諸形態からその桎梏に一変する。そのと

発達するための条件はどのようなことであっ

きに社会革命の時期が始まる。経済的基礎の

たかという問題である。マルクスは、次のよ

変化とともに、巨大な上部構造全体が、ある

うに説明している。「その生産物が一般的に商

いは徐々に、あるいは急激に変革される。．．．

品という形態を取っている社会においては、

大づかみにいって、アジア的（原始共同体

すなわち商品生産者たちの社会においては、

的：大石)、古代的（古代奴隷制的：大石）、

自立した生産者たちの私事として互いに独立

封建的および近代ブルジョア的生産様式を経

に営まれる有用的労働のこうした質的区別が、

済的社会構成のあいつぐ諸時期として挙げる

1 つの多岐的な体制に、すなわち社会的分業

（2）

ことができる」 。

（5）

に、発展する」 。すなわち、商品生産社会と
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は、私的所有制度のもとで、自立し独立した

のバイブルとも呼ぶべき精神的支柱を築いた

私的生産者たちが多岐的な有用労働の一分枝

のである。叙事詩人は、リラの伴奏で朗々と

を担う社会、ということである。

歌うので、彼らは「朗 誦者」と呼ばれた。ギ

ろうじゅ

リシャ精神に目覚めた若者が増え、叙事詩を
書いたり、それを朗々と歌う男児が増えたよ

第 2 節

物的商品、サービス商品の生産
と流通

うである。
それから約 100 年後、今度は抒情詩が流行

原始共同体の崩壊過程で社会的分業が発展

るようになった。サッフォ、アナクレオンと

し、それに伴って社会的亀裂が深まるととも

いった詩人が人気を博したという。愛情、歓

にその過程で政治活動および国家体制の成立

楽、情緒などをテーマにしたものが多く、笛

する過 程を描いたエン ゲルスの 著書に『家

に合わせて、短く、軽く読むのが特徴で、主

族・私 有財産・国家の 起源』が ある。その

として女性に好まれたようである。

「第 5 章

アテナイ国家の成立」ではアテナ

また、前 776 年にはオリュンピアのゼウス

イにおける民主制の発展、それに適合する国

神殿の境内にある競技場で、4 年に一度の古

家体制の整備過程が論じられている。

代オリンピックが始まった。優勝の賞品は、

ところで、その部分を執筆するさいには、

オリーブの冠と質素だったが、それは「逆に、

経済発展に関してはもっぱらエンゲルスが執

勝者が得ることになる名誉がどれほど大きい

筆したとある。ここには、消費・流通の発達

ものだったかを物語っている」という。参加

についてのエンゲルスの簡潔な概説があるの

できるのは、貴族や裕福な市民の子弟に限ら

で、ほぼその年代に合わせて、アテナイにお

れていた。かつて優秀な成績で鳴らした運動

けるサービス商品の目立った動きについて紹

競技のベテランコーチの中には、競技の指導

介しておきたい。

により豊かな富を手にする者も出てきたので

書かれた歴史がさかのぼりうる限りでは、

はないだろうか。

土地はすでに私有財産に移っていた。紀元前

さて、家畜や奢侈品などの私有が行われる

約 800 年、ホメロスが世に現れた頃には、穀

ようになると、個々人の間の生産物交換、す

物とならびぶどう酒とオリーブ油が作られ、

なわち生産物の商品への転化が進んでいった。

海上貿易も盛んになった。発展しつつあった
貨幣経済は、自然経済に基づく農村共同体を

個々人の間の交換が発生すると、生産物の商
．．． ．．．
品への転化につれて、生産物が生産者に対す

破壊していった。農民は、貴族から金を借り

る支配をどれほど発揮するかを経験するよう

元金や利子が払えなくなり、果ては子供を外

になった。農耕、手工業、商業、航海業など

国人に身売りするばかりか、債務者自身が自

の生産部門間の分業が、工業と交通の進歩に

分を奴隷として売らねばならなくなったりも

つれてますます発展してきた。当時、すでに

した。生産者たちは、自分が生産したものを

奴隷の数は著しく増大しており、自由なアテ

支配していた。これは未開期の生産の長所と

ナイ人の数を遙かに超えていたに違いない。

考えられたが、文明の時代に入るにつれて失
われてしまった。
（6）

ホメロス

その間に、国家はひそかに発展していた。
はじめは都市と農村の分業、次に都市の種々

は、前 800 年代に生きた人で、

の労働部門間の分業により造りだされた新し

教師の職を辞めてから、叙事詩を書くように

い諸集団は、その利益を擁護するために新し

なった。最も重要な業績は、「イリアス（トロ

い諸機関を造りだし、各種の公職が用意された。

イ）」および「オデュッセイア」を編集した処

BC594 年には、ソロンの改革が行われた。

にあるが、彼はこの仕事によってギリシャ人

土地の喪失、それに伴う自由なアテナイ人の
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奴隷化の再来を阻止しようというものだった。

る家柄であった。彼が生まれたコス島は、今

実際には次のようなものだった。すなわち、

のトルコから 5 キロの地にあり、1 つは、近

「土地所有の大きさに応じて、国民の権利と

くの島や都市からはピタゴラスやヘラクレイ

義務が定められ、そしてこの財産階級制度が

トスなどの優れた哲学者が輩出されているこ

勢力を得る限り、それだけ古い血縁団体が押

と、そのため彼自身も、「人間とは何か」とか

しのけられた。氏族制度は新たな敗北を喫し

「神殿での礼拝は腹痛には役に立たない」な

（7）

たのである」 。

どといったことを考えながら育ったこと。も

その後 80 年、商業と、奴隷労働を使ってま

う 1 つは、父親が医学の進んでいるエジプト

すます大規模に営まれる手工業および工芸が、

への旅を勧めてくれたことである。そういう

支配的な営業部門となった。人びとはより開

中で、彼は「人が病気にかかるのは必ずしか

明的になった。動産、すなわち貨幣の富と奴

るべき理由がある」という真理の 1 つを掴ん

隷や船舶の富はますます増加したが、それは

でいた。彼の病院には、ギリシャの多くの地

もはや所有地獲得のための手段ではなく、自

方から若者が医学の勉強に訪れるようになった。

己目的化していたと言うことができる。この

もう 1 つは、民主政治の進んだアテネでは、

間にはまた党派闘争が進行した。貴族は以前

政治家、高級官吏ばかりでなく、一般の市民

の特権を奪還しようと試み、一時期は再び優

も、公衆の前で弁舌をふるう能力が必要にな

位を占めたが、ついにクレイステネスの革命

った。前 5 世紀（前 400 年代）に入り、教養

（紀元前 509 年）が貴族を最終的に転落させ

がものを言うようになると、いわゆる｢読み、

た。それは同時に、氏族制度の最後の遺物も

書き、算術、音楽｣の基礎教育の上に、さらに

なきものにしてしまった。

「弁論術」、「政治学」、「倫理」が加えられ、

クレイステネスの改革によって、骨組みの

それに伴う高次の知識が望まれるようになっ

出来上がった民主国家が、アテナイ人の新し

た。それらの要求に 応えたの が、ソフィ ス

い社会的状態にいかに適合していたかは、富

ト

と商工業とが急速に開花したことに現れてい

ほか、飲食サービス、歓楽サービスなども盛

る。全アテナイの自由市民は最盛時に、女・

んになっていった。

（9）

と呼ばれる一群の教師たちだった。その

子供を含めて約 9 万人おり、これに 36 万 5 千

物的商品、サービス商品はともに古代奴隷

人の男女奴隷と 4 万 5 千人の居留民がいた。

制社会において花開いたことが実証されたの

奴隷の数が多かったのは、彼らの多くが工場

である。

制手工業で、広い室内で監督者の監視を受け
注 (1)

ながら労働していたことによるのである。
クレイステネスの改革以降、民主的な政治

マルクス『資本論』第 1 巻、同上版、第 1

分冊、124 頁。

構造（民主的、自由主義）が確立され、2 度

(2) マルクス『経済学批判』「序言」、15 頁。

にわたるペルシャ軍の侵略に打ち勝ち、デロ

(3) 金子『サービス研究』、9 頁。

ス同盟の主導権を握ることができた。民主政

(4) マルクス『前掲書』、15 頁。
大石「サービス商品論の研究――サービス経

治の、輝かしい頂点に近づいたのである。
この頃、サービス業に関しては、2 つの点

済論の基礎理論として――」、『政経研究』

で大きな動きが起こっていた。1 つは、当時

No.110、第 1 章を参照のこと。

「神頼み」の域を出なかった医療の領域にお

(5)『資本論』第 1 巻、前掲版、72 頁。

いて、近代的な医学の基礎が築かれたのであ

(6) 村田数之亮他『世界の歴史 4 ギリシア』河

る。ヒポクラテス

（8）

は、代々医者の家に生ま

れ、医学の神アスクレピアスの家系につなが
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出文庫、1989 年。
須藤芳幸『図説

ギリシア』河出書房新社、

1997 年。

うとしている対象のもの以外は除外しなけれ

伝ヘロドトス作「ホメロス伝」、ホメロス著

ばならないということである。

『イリアス』下（松平千秋訳）、ワイドバン
岩波文庫。

金子氏は、表象については「いわゆるサー
ビス」と名付けて準備したが、それを概念規

(7) エンゲルス『前掲書』、153 頁。

定のために分析する対象に純化することはし

(8)『ヒポクラテス － 医学を発展させた賢人

ていない。氏の方法では、この純化は不可能

―』（日本語監修瀧川洋二 関口英子訳）、

でもあった。というのは、途中で、「いわゆる

岩崎商店、2009 年。

サービス」を「サービス」と呼び、このサー

ヒポクラテス『ヒポクラテスの医学』（大塚博
持司訳）中央公論社『世界の名著』9、1972 年。
(9) 村田『前掲書』

ビスを検討するのだと言われた。「サービス」
と呼ばれるものは「いわゆるサービス」である
から、理論的な概念規定はその時点で停止する

プラトン『プロタゴラス』（藤沢令夫）、岩波
文庫。

ことになる。じっさい、使用価値については若
干の言及があるが、価値（価格）については、
言及すらなされてはいない。しかも、他の個
所では、金子氏も、サービスが現代は商品で
あり、価格を持っているという点について認

むすび

めているのである。明らかに自己撞着である。
それにもかかわらず、金子氏は、以前から
｢物的財貨を生産する労働は価値を生むが、サ

金子氏が提示されたサービス理論について、

ービス労働は価値を生まない｣との持論を主張

重要な論点に関してはほぼ検討することがで

されてきたのである。氏は、この命題をマル

きた。まず、サービス商品の概念規定につい

クスの方法と理論にそった見解だと述べてお

て、金子氏はその課題に取り組んではいるも

られるが、具体的な証拠となるような文書を

のの、その研究を論理的に進めることには成

一度も提示されてはいない。つまり、金子氏

功していない。それは、まず第 1 に、マルク

は、ご自身が主張される説が正しいという根

スが、物的財貨の商品を概念規定するという

拠を一度も示しておられないのである。

形で概念規定の方法を示しているにも関わら

なお 、氏は、サービス は 価 値を生 まない

ず、氏は、マルクスの方法には全く従って来

「性格のものであるとするのは、それが、次

なかったのである。

のような史的唯物論（唯物史観）の考えを出

サービスの概念規定を理論的な方法で行う

発点とし、基礎にしているということに由来

には、分析する対象を一般的なものにしなく

する」、というので、一応氏の論理を辿ってみ

てはならないが、そのためには、表象に置い

たが、この命題とマルクスの史的唯物論は全

ている現実のサービスを基礎として、そこか

く関係ないことが判明した。
さて私は、理論問題としては、サービス資

ら歴史的な特徴を捨象しなければならない。
「サービス商品の概念を正確に捉えるために、

本の解明に取りかかろうとしている。表象に

研究する対象を純化し、単純化するというこ

思い浮かべるべき知識と、理論の基礎となるべ

とである。自然科学の場合にも、空気があっ

き純化された研究対象をたえず意識して分析

て、例えば酸素とは何かを研究するためには、

を進め、サービス資本の本質に迫って行きたい

酸素以外の気体は全て容器から排除しなけれ

と考えている。

ばならない。社会科学においてもそれと同じ
く、真理を把握するためには、明らかにしよ
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（おおいし

ゆうじ

駒澤大学名誉教授）

■論文■

中国の技術・経済の躍進
─ 米国と対峙する中国 ─

井 村 喜 代 子
《要旨》 中国は近年まで、米国・先進諸国に比べてあらゆる面で非常に遅れていたが、2001 年「WTO」加
盟を起点とし、とくに 2012 年発足の習近平政権の「製造強国」大改革以降、一挙に技術・経済を発
展させ、新しい世界の技術革新の一部（宇宙開発、自動運転、スマートフォン、ドローン等）では
米国と対峙するようになった。資本主義の歴史では例の無い急速な発展である。
この発展の特質の第一は、中国の絶大な国家の政策によって計画・推進され、資本主義でも不可
能なような巨額資金を供給し、実施されたことである。
第二は、米国・先進諸国の先端技術の習得・会社買収等を進め、米国・先進諸国に追いつくこと
を目標にしていたことである。
本稿では中国の国家政策を軸にして、また米国・先進諸国との関係を軸にして、考察する。

目 次

資本主義だけではなく世界に対して絶大な支

はじめに
序 中国の技術・経済の躍進の経過と分析課題
本論
短期間での技術向上・経済発展
第 1 節 半導体革新と改革の牽引企業（リーダ
ー企業）の創設
(Ⅰ)「緊急課題」 ─半導体の技術創新と
国内自給体制の確立
(Ⅱ) 半導体改革を牽引する企業（リーダー
企業）3 社の創設
第 2 節 外国先端技術の取り込み─外国企業
勤務者の一斉帰国と外国企業の買収
(Ⅰ) 外国企業勤務者の一斉帰国・就労
(Ⅱ) 外国企業の買収
補 節 中国独自の技術開発、米国との対峙
(1)「宇宙開発」 (2)「自動運転」 (3)その他

配力を持ち続けてきたのに対し、あらゆる面
で非常に遅れていた中国が 2001 年「世界貿易
機関(WTO)」加盟を起点にして、急速に製造
業の「技術創新」（イノベーションの中国語）、
経済発展を遂げ、米国と対峙するようになっ
たことである。この中国の技術創新、経済発
展はきわめて短い間に実現されたのであって、
資本主義の歴史では例を見ないものである。
それゆえ本稿で解明すべきは、非常に遅れて
いた中国がなぜ、いかにして、きわめて短い
間に技術創新、経済躍進を実現し、技術創新
力(技術開発力)を強化し、米国・先進諸国と
対峙するようになったのか、である(注１)。

はじめに

序

中国の技術・経済の
躍進の経過と分析課題

現代資本主義における近年の一大変化は、
第 2 次世界大戦終了以降、米国が政治・軍

中国経済は毛沢東の「文化大革命」(1966

事・経済全般において圧倒的な力を保有し、

～ 76 年)の誤りによって破綻寸前の状態に陥
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ったが、「文化大革命」で失脚した鄧小平が毛

していった。また為替介入(ドル買い介入)に

沢東没後の 1979 年に実質的に権力を掌握し、

よって交易条件を有利に保った。中国の輸出

人民公社解体等の「改革」と対外「開放」の

総額は 2004 年日本を、07 年米国を、09 年に

「改革開放」を唱え、市場経済化に舵を切っ

はドイツを抜いて世界一となった。外貨準備

た。「改革開放」路線は困難が多く、89 年天

高(米ドル)は 02 年末 2864 億㌦から激増、06

安門事件(民主化運動を武力制圧)等で一時中

年以降日本を抜いて世界最大となり、07 年 6

断するが、鄧小平は 1992 年さらに強く「改革

月末 1 兆 3326 億㌦になった。

開放の強化」、「社会主義市場経済」を提唱し

中国政府はそれまで外貨準備を主に米国債

た(南巡講話）。鄧小平の「改革開放」路線は

で保有していたが、2007 年登録資本 2000 億㌦

中国経済の再生・発展のため、資本主義の特

で「政府投資ファンド」の「中国投資有限公

徴である競争原理・市場経済を取り入れ、米

司」(CIC)を設立し、「『超過』外貨の運用と

国・日本等からの近代的技術の導入、外国企

国有金融機関への出資・管理」を行うことと

業の中国への直接進出を促すものであって、

した。CIC の運用資産は 12 年 5755 億㌦へと

資本主義の国際社会への参加＝「世界貿易機

膨張を遂げ、中国政府の投資活動の重要な資

関(WTO)加盟」を求め続けていった。

金源となる。

中国政府は現在も「改革開放」路線を継承

他方、胡錦涛・温家宝政権は 2003 年、地方

しているといってはいるが、しかし 2001 年

政府に「土地利用権の有償譲渡」を容認した。

11 月に「WTO 加盟」が実現した後、中国政

これは中国社会主義の基本を揺るがす決定で

府は WTO の要求に応じ、強力な新政策によ

はあったが、地方政府による資金供給・経済

って経済制度の近代化、「技術創新」（イノベ

発展に大きな役割を果たした。

ーション）、国際競争力強化を推進し、「WTO
加盟」は中国経済躍進の起点となったのであ

なお 2008 年、北京オリンピックが開催され
る。

る。それゆえ中国の技術・経済の躍進の考察
では、「WTO 加盟」を起点とし、「WTO 参
加」後の中国の国家政策と技術・経済の躍進

２）米国リーマン危機爆発、
４兆元
（約57 兆
「緊急対策」
円）規模の

を解明することが肝要である。
2008 年の米国「リーマン危機爆発」による

１）「WTO 加盟」実現、胡錦涛・温家宝政
権の近代化政策

中国の被害は非常に軽かったが、それにもか
かわらず中国政府は 08 年 11 月、内需拡大・
経済成長の「緊急対策」として、実に 4 兆元

胡錦涛・温家宝政権は WTO 加盟によって、

(約 57 兆円)に上る対策を実施し、世界を驚か

きわめて遅れていた中国経済を近代化し、発

せた。中国政府は「リーマン危機爆発」によ

展させるため、2003 年、強力な政策を打ち出

る世界経済の大打撃、経済混迷の下で、それ

した。全国規模での高速鉄道、高速道路、情

を利用する形で、中国経済・巨大国有企業を

報・通信網、港湾、空路等のインフラストラ

一挙に改革・近代化し、世界に対抗できるよ

クチャ(インフラ)整備を実施すると同時に、

うにすることを狙ったのである。各種インフ

中枢産業の巨大国有企業の近代化・技術創新

ラ投資を格段と強化するとともに、中枢基幹

のため、米日欧からの近代的技術の導入、米

産業(各種電力・原子力発電、石油・石油化学、

日欧企業の中国への直接投資を促す措置をと

鉄鋼、コンピュータ等)の巨大国有企業におけ

り、巨大国有企業に莫大な資金供与と国有地

る大規模設備投資を実施した。これは過剰生

利用等の特権を与えてその近代化と発展を促

産能力、過剰流動性、過剰債務等を生みだす
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面もあったが、「リーマン危機爆発」に対する

～ヨーロッパにまた がる経済 圏を、陸路 の

中国政府の「緊急対策」は中国経済躍進に対

「シルクロード経済ベルト」（一帯 Belt )と、

して重要な役割を果たした。

海路の「21 世紀海上シルクロード」（一路
Road ）とで結んで、中国主導で緩やかな経済

３）習近平・李克強政権の
「製造強国」のた
めの大改革

協力関係を構築し、経済政策、インフラスト
ラクチャ―、投資・貿易、金融、民心交流の
五つ（五通）で、交易の拡大、経済の活性化

2012 年に発足した習近平・李克強政権は、

を図ろうとする構想である。中国の世界的規

15 年に「中国は製造大国から製造強国へ転換

模での対外膨張政策である。2017 年 5 月、習

する」ことを掲げ、「中国製造 2025」と名付

主席主宰の「
『一帯一路』国際協力サミットフ

けた新しい 10 ヵ年計画を発表した。この「製

ォーラム」が北京で開催され、29 ヵ国の首脳

造強国」こそが大改革の基本となった。「中国

が出席した。

製造 2025」は、「次世代情報通信技術（半導

習 ・ 李 政 権 の 一 大 改 革 で は 、「 中 国 製 造

体、次世代通信規格）」、「高機能数値制御工作

2025」の「産業強国」化と、「一帯一路」の世

機械・ロボット」、「航空・宇宙設備」、「省エ

界的規模での「対外膨張」とは同じ時期に公

ネ・新エネルギー自動車」等の 10 の重点分野

表されており、最初から両者が結びついてい

を定め、総額 400 億元（約 7650 億円）の新興

ることが、注目に値する。

産業向け基金等を準備した。そして 25 年まで

さらにまた AI(人工知能)をはじめ世界的な

に製造業全体の効率・水準を向上させ、35 年

技術革新が進んだのに対し、中国政府は 2017

までに世界の製造強国陣営の中等レベルに到

年には AI、「自動運転」システム等を搭載す

達し、49 年の建国 100 年に「総合力で世界ト

る「知能自動車」の発展を掲げ、「次世代人工

ップ級の製造強国」になることを目標として

知能（AI）発展計画」を策定、18 年「知能自

掲げた。

動車創新発展戦略」を発表した。

習主席は製造業について、先端技術の基本

他方、習・李政権は「宇宙強国」を掲げて

である半導体の製造技術の遅れ、輸入の激増

「宇宙開発」を進めた。2016 年 8 月、世界最

に危機感を募らせ、「半導体の技術創新と半導

初の「量子暗号通信」運用を目指す実験衛星

体の国内自給体制の確立」を緊急課題とした。

「墨子」の打ち上げに成功、世界に驚愕を与

(注２)

2014 年に「国家半導体産業発展推進要綱」

えた。18 年 12 月、米国の「全地球測位シス

を発表、1387 億元（約 2 兆 1374 億円）規模

テム（GPS）」に対して、中国は「衛星測位シ

の「国家半導体産業投資ファンド」(略称大基

ステム・北斗 3 号」の世界向け運用を開始し、

金）を設立した。直後に資金規模拡大。

この「北斗 3 号」はただちに世界諸国の「衛

2016 年、政府主導で、政策実現のためのリ
ーダー企業として「長江存儲科技（長江スト

星測位システム」利用で、米国 GPS を上回っ
ていった。

レージ）」を設立した。また莫大な公的資金供

先端技術開発は軍事技術開発・軍事力強化

給の支えで中国企業による先進諸国の企業買

と結びついており、とくに「宇宙開発」は民

収が急速に拡がった。

生用の気象情報通信、情報通信の要であると

他方、習主席は 2014 年、「一帯一路」(Belt
and

Road)構想を公表し、同 14 年「一帯一

路」と結び付けて「アジアインフラ投資銀行

ともに、各種の軍事利用の要でもあるので、
米国」と中国の対抗は先端技術開発、とくに
「宇宙開発」を巡って深まっている。

(AIIB)」を設立した。「一帯一路」は、中国

なお 2015 年 11 月、「国際通貨基金(IMF)」

を起点として、アジア～中東～アフリカ大陸

が中国人民元を SDR（特別引出権）に加える
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ことを決定（翌年 10 月発効）、人民元が米ド

所以である。

ル、ユーロ、日本円、スターリング・ポンド
と並んで世界の主要通貨の地位を得た。

中国の躍進で注目されるのは、非常に遅れ
ていた中国がきわめて短い間に技術創新（イ
ノベーション）を進め、技術創新力（技術開
発力）を強化していったことである。これと

４）トランプ米国大統領登場

関連して注目されるのは、中国の国家が当面
解決すべき課題とその対策をすべて考案し、

2016 年、“米国ファースト”を掲げたトラ

発展させるべき産業・重要企業に対して莫大

ンプが米国大統領に就任し、以上のように急

な資金供与や特権付与等の具体策を決め、技

激に躍進する中国に対する対抗を強め、米中

術創新、技術創新力向上を推進していったこ

対立が深まっていった。トランプ政権は 18 年

とである。

7 月・8 月、「知的財産権侵害」を理由として

先進資本主義諸国でも、第 2 次世界大戦終

中国からの 500 億㌦相当の輸入品に 25 ％の追

了以降は、国家が経済活動に大規模、かつ恒

加関税措置を取った。中国政府はただちに同

常的に介入して経済成長、技術革新を促して

規模の追加関税措置を実施した。米国はさら

きたが、しかし技術創新・経済発展のすべて

に追加関税措置を拡大し、米中貿易戦争とな

を計画し、具体的政策によってそれらを実現

った。 また米国は「安 全保障、 外交上の懸

していく中国の国家の役割は、資本主義国家

念」という理由で、18 年 4 月、中国の通信機

の役割とは「質」が異なるのである。このよ

器・通信端末最大手の「中興通訊」（ZTE）に

うな中国の国家政策が、資本主義では例をみ

対し、米企業が同社に部品等を供給すること

ない技術・経済の一挙発展を生み出した基礎

を禁じる制裁措置を取り、19 年 7 月には中国

である。

の通信設備大手「華為技術有限公司」（ファー

それゆえ本稿では、中国の技術・経済の躍

ウエイ）に対して禁輸措置をとった。今のと

進を、中国の国家政策の展開を軸として分析

ころ貿 易面の対立とし て現れて いるが、米

することにする。

国・中国の対立の根は深い。

なお中国の技術・経済の躍進は、莫大な資
金供給によってはじめて実現したのであるが、
莫大な資金がいかに調達・供給されたかは、

５）本稿の分析課題

別稿で取り上げる。

以上、中国は 2000 年代、共産党独裁の強力

（注 1 ） 筆者は、井村喜代子著・北原 勇協力『大

な国家政策によって、先進資本主義諸国でも

戦後資本主義の変質と展開 ―米国の世界経済

ありえないような莫大な資金供給を行って、

戦略のもとで』（有斐閣、2016 年 5 月）を発刊

米国・先進諸国から先端技術の吸収・買収を

したが、2015 年に執筆を終えた著書では最後に

進め、米国・先進諸国へ迫ることを目標にし

4 頁弱の(補)「中国の躍進と米中対決」が付い

て発展を遂げてきたのである。それゆえ中国

ているだけである。それゆえ、その後著しい変

の技術創新・経済躍進は、米国・先進諸国と

化を遂げた仮想通貨問題と中国躍進の研究に取

の関連、米国・先進諸国との対抗を抜きにし

り組み、『大戦後資本主義の変質と展開・増補新

てはとうてい明らかにできないのである。本

版』を準備している。だがいずれも解明は困難

稿において、中国の技術創新・経済躍進を、

で、ようやくその一部を本稿に纏めることがで

米国・先進諸国との関連において、米国・先

きた。皆さまのご批判をいただければ幸いであ

進諸国との対抗において、解明しようとする

る。
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（注 2 ）中国政府文書では半導体と IC「集積回

クチャ整備が景気拡大対策となること、を指摘

路」は明確に区別されずに、半導体に IC を含め

するに止まっている。中国経済が発展していく

て用いていることが多いようである。一般に IC

メカニズムの解明は金融をも含め、別稿で行う

と訳されているが、本論では、半導体とする。

予定である。

第１節

本論

半導体改革と改革の牽引企業
（リーダー企業）の創設

短期間での技術向上・経済発展
習・李政権は「製造大国から製造強国への
転換」、「製造強国」確立を、大改革政策の基
本に掲げ、「中国製造 2025」を策定し、その
実現のため「国家製 造強国建 設指導グル ー

本論の課題は、「WTO 加盟」以降、とくに

プ」と呼ぶ官庁横断の新組織を設立した。

習・李政権の「産業強国」化政策以降、中国
の強力な国家政策がきわめて短い間に、いか
にして技術創新（イノベーション）・技術創新
習主席は「製造強国」実現にとって、製造

力（技術開発力）向上を進め、米国と対峙す

業の先端技術の基本である「半導体の技術の

るようになったかを解明することである。
中国政府の技術向上・経済発展の政策の柱

遅れと輸入激増・貿易赤字激増」の現状に危

は次の 2 つであるので、本論ではこれら 2 つ

機意識を強め、「製造強国」のために「半導体

の考察を通じて上の課題を解明したい。

の技術創新とその国内供給体制確立」を実現

第 1 は、技術向上・経済発展の課題を確定

することを「緊急課題」とした。

し、この発展を牽引していく優れた企業（リ

習・李政権は 2014 年「国家半導体発展推進

ーダー企業）を決め、これらの支援に全力を

要綱」を策定し、1387 億元（約 2 兆 1374 億

傾けることである（第 1 節）。

円）に上る「国家半導体産業投資ファンド」

第 2 は、米国・先進諸国の先端技術を取り

（大基金）を設立した。16 年には半導体産業

込むため、外国企業勤務者の一斉帰国を行わ

の急速な発展のため 「中国高 端芯片連盟 」

せるとともに、公的資金を供給して外国の企

(HECA）を設立した。メンバーは紫光集団、

業買収を促すことである（第 2 節）。

長江ストレージ、中芯国際集成電路製造、華

本論では「補節」として、中国が「宇宙開

為技術（ファーウエィ）や、清華大学、北京

発」や自動車の「自動運転」等の新しい分野

大学、中国科学院微電子研究所、工業信息部

の一部で、独自の開発技術で米国・先進諸国

電信研究院等である。

と競うようになったことを取り上げる。これ

ところで世界の半導体産業は近年、スマー

らは第 1 節～第 2 節の中国の技術向上の結果

トフォン、移動通信、自動車の「自動運転」

の一端と思うからである。

等の進展と相俟って、技術革新を進め、変質

なお、本稿では「技術向上・経済発展」とい

していった。半導体では「微細化」が追及さ

うが、外国企業買収等に基づく先端技術の業務

れてきたが、平らの面での「微細化」が行き

の拡張、新しい各種の製造・販売の拡大が、雇

詰まったのに対し、セル（データを保存する

用の拡大、新しい消費・サービスの創出によっ

部分）を上に積み上げていく「積層化」とい

て消費需要の拡大を促すこと、また先端技術向

う画期的技術が開発され、二次元( 2 D-NAND

上対策とともに行われる各種のインフラストラ

メモリー）、三次元（ 3 D-NAND メモリー）、
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さらなる「積層化」が必死で追求されるよう

モリのセルを上に「積層化」して「微細化」

になった。また、2018 年末から超低遅延・超

す る 「 三 次 元 NAND（ 3 D-NAND）」 の 設

高信頼性の「第 5 世代移動通信規格・ 5 G」

計・製造を手掛けていた。このような国内最

（現行より実行速度 100 倍）が始まり、さら

高の巨大半導体企業の買収は異例のことであ

なる半導体革新が促されると予想される。

るが、中国政府はこの買収を実施し、「長江ス

それゆえ中国政府は非常に遅れていた半導

トレージ」を創設し（資本金 189 億元、約

体技術の実態の下で、一挙に半導体革新のう

2800 億円）、これを半導体の発展の要とし、

ねりに直面し、新しい超先端技術の取り入れ、

半導体発展のリーダー企業としたのである。

超先端半導体メーカーの育成に迫られたので
ある。

習政権は「略称大基金」から「長江ストレ
ージ」に対し 10 年間で 1000 億㌦（約 11 兆
円）を投資するとした。
「長江ストレージ」は、「三次元 NAND」
のメモリーのさらなる積層化を進め、10 億㌦

中国政府は半導体革新を進めるため、超先

（約 1100 億円）の資金と 1000 人の開発技術

端半導体の研究・開発・製造を牽引していく

者を投入し、 2 年かけて、独自で 32 層 3 D-

3 社をリーダー企業とし、 3 社の発展に全力

NAND を開発した。これは中国にとって初め

を傾けていった。合計の投資総額は 4 兆円に

ての完全独自知的財産権をもった 3 D- NAND

達する。

フラッシュとなった。「長江ストレージ」は

技術発展を牽引する企業・機関を決めて徹
底的に支援していき、それらが発展させた技

19 年にこの量産と 64 層品の試作を開始する
という。

術を国内に広く普及させていくという政策は、

「長江ストレージ」は新しい各種技術の研

中国半導体産業の発展に対しきわめて重要な

究、開発、工業化の計画（協同）にも取り組

役割を果たした。

み、中国半導体産業躍進の中心となっている。
CXMT

Innotron

長鑫存儲技術（CXMT）は 2016 年、中国内
中国では、中国最高の理工系大学・清華大

陸部の安微省合肥市政府等の支援を受けて、

学（習主席等中国首脳の出身校）所属の「清

スマートフォン等のモバイル機器向け DRAM

華紫光集団」（略称「紫光集団」）が旧くから

製造を目指し、550 億元（約 8700 億円）規模

理工学関連の基礎研究、技術研究、技術開発

のプロジェクトを立ち上げていた。中央政府

等を担 っており、近年 では半導 体の技術研

は CXMT をモバイル関連のリーダー企業と指

究・技術開発において中心的役割を果たして

定し、CXMT は 18 年に試験生産を実施した。

きた。

だが JHICC に対する米国の制裁措置が生じた

2016 年 7 月、政府主導で中国最大の半導体

ため、米国の制裁措置を避けるため、計画の

メモリ メーカー「武漢 新芯集成 電路製造」

検討を行い、計画が遅延してしまった。中国

（XMC）の買収によって、新たに「紫光集

にとって大打撃であった。

団」傘下企業・
「長江存儲科技」（「長江ストレ

しかしながら 2018 年 7 月になって、長鑫

ージ」（YMTC）が創設された。（XMC の名称

存儲技術（CXMT)は DRAM 生産ラインを正

は残す。）

式に稼働させ、その稼働式典で、 8 Gb DDR4

「武漢新芯」XMC は武漢市政府の出資で

DRAM のエンジニアリングサンプル(ES)のパ

2006 年に設立され、中国で唯一フラッシュメ

イロット生産を開始したこと、19nm プロセス
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を採用し、18 年末までに量産開始を目指して

輸入に依存しており、米国の輸出禁止措置が

いること、を公表した。

生じたことに危機感をもち、半導体製造装置

リーダー企業に指定されていた長鑫存儲技
術(CXMT)が米国制裁の影響で混迷していた

の国産化に精力を傾け、製造装置企業 2 社に
支援指定を行った。

にも拘わらず、以前よりも優れた生産ライン
なお、中国政府は、半導体以外でも、国内巨

を稼働させ、量産開始に漕ぎつけたことは、

大企業間の合併を行った。

中国半導体発展にとって非常に重要なことで

―中国海運業界第

あって、中国政府、リーダー企業 3 社の半導

1 位「中国遠洋運輸公司」と第 2 位「中国海運

体発展に対する執念の表れといわれた。

公司」が 2016 年に合併し、「中国遠洋海運集

JHICC

団」（英名略称 COSCOCS、中国国務院の委員会

福建省晉華集成電路・JHICC は福建省傘下

が株式 100 ％所有）を設立した。この合併によ

の半導体メーカーで、台湾の半導体製造ファ

って海運、物流、リース、造船等を手掛ける複

ンドリ(半導体受託生産会社)UMC と技術提

合企業となり、世界海運業のトップ企業となる。

携を結び、2017 年末に 60 億㌦（約 6790 億

「中国遠洋運輸集団」は次の「招商局集団」と

円）規模の半導体工場を建設した。スマート

共同で 2015 年、トルコ、イスタンブール近郊の

フォンに使われるという「微細化」を進めた

アンバルリ港でターミナル運営を行う

特殊な 1Xnm DRAM の量産計画であって、中

「Kumport」社を買収、トルコの港を買収した。

国の関連事業の発展のために非常に重要なも

―「招商局集団有限

のであった。中国政府は JHICC をこの分野

公司」は完全なる国有企業で、海運、造船、港

のリーダー企業と指定した。JHICC は2018 年

湾、高速道路等の管理運営や不動産開発、金融

末に工場生産を始めるため全速力で計画の実

等を手掛ける複合企業であるが、2017 年に総合

現を進めていた。

物流企業「中国外運長航集団有限会社」を吸収
合併し子会社とした。

しかしこの直後の 2018 年 11 月 1 日、米司
法省が「米国半導体メーカーから企業秘密を
盗み出した産業スパイの罪」で中国の福建省
晉華集 成電路を連邦大 陪審が起 訴したと公
表したため、JHICC の製造は頓挫してしまっ
た。

第２節 外国先端技術の取り込み
─外国企業勤務者の一斉帰
国と外国企業の買収

DRAM
紫光集団は 2019 年、自らが DRAM 企業を

中国の外国技術獲得では、2000 年代初め、

設立し、半導体の国内供給体制の確立に向か

技術の吸収・習得のため、優れた外国の製造

うと公表した。JHICC が米国制裁で製造不能

企業に勤務していた研究者・勤労者を一斉に

に陥った下で、紫光集団が自ら半導体製造に

中国へ帰国させて中国でその技術を用いて製

乗り出すところには、中国政府と紫光集団の

造させることを行った。数百人規模のものも

半導体発展への意欲と執念が現れている。

あった。これは研究者・勤労者による技術の
意図的な移転であるので、米国はこれを技術
の「盗用」として国際的に問題にした。この

習主席は、半導体の国内製造が激増しても、
半導体製造装置の大半が米・韓・日等からの

手法は実際に拡がると相手国による批判、相
手国企業の中国人雇用の中止が生じるので、

- 35 -

長い間続けることはできなかった。

ドでパソコンの他にスマートフォン、薄型テ
レビ、タブレット端末を手掛けていた。ブラ
ジルのパソコン市場は世界第 3 位。

中国企業による外国技術の買収は、2000 年

Lenovo は 2014 年に米国 Google 社傘下で携

代初めに始まったが、大規模な買収が活発化

帯電話端末部門の「モトローラ」社の携帯電

したのは習・李政権の発足・長期計画策定に

話部門・
「モトローラ・モビリテイ」を 29 億

よってである。政府・公的機関による莫大な

1000 万㌦で買収し、米国国内の携帯電話事業

資金供与が大型企業買収を可能にした。莫大

にも参入した。「モトローラ」社のモバイル部

な資金供与を受けた中国企業は、手に入れた

門は携帯電話端末で世界最高水準であった。

先端技術による製造を一挙に拡大し、収益を

Lenovo はこれらの買収によって、スマートフ

激増させていったが、多くのばあいその他複

ォン、タブレット端末の製造を一挙に拡大し

数の技術・業務をも引き継いで拡張していっ

数十種類のスマホを市場に展開し、とくに高

た。

級感のあるデザインと「薄型軽量ならば Leno-

近年、世界的企業となっていった中国企業

vo」としてブランド名を高め、きわめて短い

のほとんどは、大型外国企業買収に基づいて

間に世界的企業になり、アップル、サムスン

躍進していったものといえる。

の新しいライバルとなっていった。
Lenovo は 2014 年日本の日本電機(NEC)の
中核的な携帯電話関連特許を買収、17 年には

Lenovo

IBM

PC

日本「富士通」の PC 部門の株式 51 ％を取得
した。

聯想控股份有限公司（筆頭 65 ％株主は中国
科学院）は政府機関である「中国科学院」計

紫光集団は 2014 年、中国半導体メーカーの

算機研究所員 11 名が 1984 年に 20 万人民元で

「鋭迪科微電子」と「展訊通信 (Spreadtrum)」

設立し、外国ブランドの販売から出発したが、

を合わせて 16 億㌦で買収した。15 年には米

その後独自ブランドを発売し、ブランド名と

国「ヒューレット・ パッカー ド」の子会 社

英語社名を Lenovo とする。2004 年、IBM の

「H3C テクノロジーズ」を買収した。

PC 部門を 12 億 5000 万㌦で買収し、2014 年
には IBM の X86 サーバー事業を買収した。

2016 年に XMC を買収し、公的支援の下
「長江ストレージ」を創設した。

Lenovo は携帯電話・通信に結びつく PC を目
指し、これらの買収に踏み切った。買収によ

Microsystems

ってパソコン売り上げは一挙に世界的水準と
なる。

Silex

北京耐威科技有限公司(ナブテック)は 2015

Lenovo は 2011 年、世界トップシェアに上

年、スウェーデンの Silex を買収した。Silex

り詰めたパソコン業務を続けた上で、新しい

は高速度センサーやジャイロスコープ(角速度

スマートフォン、タブレットに参入すること

測定センサー)等の MEMS を製造する世界的

を決定し、外国企業買収を進める。

企業であった。MEMS は電気回路と微細な機

Lenovo は 2012 年、「CCE」ブランドで知ら

械構造を半導体基板に集積したもので、携帯

れるブラジルのデジブラスグループを 3 億レ

電話や自動運転車等には不可欠なものであっ

アル（約 110 億円）で買収した。デジブラス

た。ナブテックはこの技術を求めて買収を行

グループは 1964 年に設立され、CCE ブラン

った。（買収は複雑で、「北京瑞通芯源半導体
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科技」が 15 年に子会社 GAE を使って Silex

美的集団はそれまでエアコン、冷蔵庫、電子

を買収したのを、ナブテックが GAE を買収

レンジ等の生活家電製品を製造していたが、

して、Silex を傘下に収めた。）ナブテックは

将来開けていく新しい分野に乗り出すことを

買収直後、Silex 技術によって北京に 3 億㌦

意図し、この買収に踏み切った。美的集団は

（約 330 億円）で MEMS 事業の工場を建設し

この買収によって、KUKA の技術を用いて各

たが、MEMS の売上高は急激に拡大した。ナ

種のロボット製造と工業生産プロセスの自動

ブテックは買収によって事業を拡張し、一挙

化に業務を拡張していった。美的集団は業績

に躍進を遂げていった。

を一挙に向上させるとともに、中国のロボッ
ト関連の技術向上、国内生産化に大きな役割
LFoundry

を果たしていった。
KUKA は米国軍需と取引があり、ドイツ政

中国最大の半導体ファウンドリ（半導体受

府、米国当局はこの買収の審査を始めたが、

託 生 産 会 社 ）・「 中 芯 国 際 集 成 電 路 製 造 」

KUKA の大株主は株を売却しており、ドイツ

(SMIC)は 2016 年 6 月、集積回路ウエファー

政府、米国当局はこの買収を承認した。

ファウンドリであるイタリアの LFoundry を
4900 万ユーロ(約 55 億 6500 万円)で買収した。

なお「美的集団」は 2016 年、東芝の「白物
家電事業」を買収した。

LFoundry は自動車やセキュリティ関連の集積

Lazada

回路で先駆的な技術開発を進めてきた企業で
ある。SMIC は 2000 年に設立されたファンド

阿 里 巴 巴 集団 （ ア リ バ バ ） は 馬 雲 （ Jack

リであるが、スマートフォンやデジタルカメ

Ma）が 1999 年に情報・通信事業を行う企業

ラに搭載される半導体の受託生産へ乗り出す

として設立した。アリババは 2016 年、ドイツ

ことを意図しており、中国政府の「中国

の「ロケット・インターナショナル」が設立

2025」の中国半導体強化を担う企業として支

した東南アジアの e コマース企業 Lazada 社を

援を受けていた。SMIC はこのため、これら

これまでの買収最高額の 10 億㌦（約 1080 億

の新しい分野向け半導体で優れていた

円）で買収した。「ロケット・インターナショ

「LFoundry」を買収したのである。買収発表

ナル」は 2011 年に「Lazada」を設立、わずか

で、SMIC 経営者は「LFoundry が得意として

数年で東南アジア市場を開拓し手中に収めた

きた自動車向け半導体市場への参入」を望ん

が、アリババが Lazada をただちに買収し、ア

での買収であるとコメントした。この買収に

ジアのインターネット通販市場において強固

よって SMIC は業務を拡張していき、急速な

な事業基盤を作った。

発展を遂げていった。

Uber」
KUKA

中国の配車アプリ最大手の滴滴出向(滴滴)

中国 の家電メ ーカー ・グル ープで あっ た

は 2016 年、米ウーバー・テクノロジーズ（ウ

「美的集団有限公司」（英略称ミデアグルー

ーバー）の中国事業を 350 億㌦で買収したが、

プ）は 2016 年、世界最強ともいわれたドイツ

この発表は世界中に驚愕を与えた。

の産業用ロボット製造企業「KUKA」社を株

中国では、モバイル決済の配車アプリが普

式公開買い付けによって買収した。中国では

及する 2000 年代中葉、大手 2 社の一つ「滴

需要が急増する産業用ロボットのほとんどを

滴打車」が中国ネット業界の 2 大巨頭の「騰

輸入に依存していたので、中国政府は産業用

訊控股有限公司」（テンセント）の支援を受け、

ロボットの国内生産化を緊急課題としていた。

いま一つの「快的打車」がもう一方のアリバ
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バ・グループの支援を受け、ライバル間で投
資競争、価格引き下げ競争等で激しく争って

Vehicle Sweden

いた。だが「滴滴打車」と「快的打車」は 15
年に電撃的に対等合併し互いの CEO がともに

National Electric

中国「恒大集団」は不動産大手であったが、

共同 CEO に就任することとし、社名を新たに

EV（電気自動車）製造事業に乗り出そうとし

「滴滴出向」とした。妥協の背景には米ウー

て、健康増進の施設 等を行っ ていた傘下 企

バーの中国制覇への危機意識があったと思わ

業・「恒大健康産業集団」を使って 2017 年ス

れる。

ウェーデンの EV 企業で同国の老舗 SAAB(サ

米ウーバーは 2009 年創業以来スマートフォ

ーブ）の事業を継承していた「National Elec-

ンアプリを通じた配車サービス「Uber」を拡

tric Vehicle Sweden」（NEVS）を買収した（ 9

大、18 年までに配車サービス提供を、日本を

億 3000 万㌦〔約 1000 億円〕株式取得）。買収

含む世界約 70 ヵ国へと拡大し、料理宅配サー

された NEVS は中国で新工場を建設、「SAAB

ビスも展開していた。

9-3」の EV の生産を進めた。さらに「恒大健

「滴滴出向」は中国最大で、中国の 400 都

康産業集団」は、リチウムイオン電池を開発

市の 4 億人以上のユーザーにサービスを提供

し EV メーカに電池を供給していた車載電池

しているという。

メーカー「CENAT（卡耐新能源）」を 10 億

以上は配車アプリ業界のことではあるが、

6000 万元（約 170 億円）で買収し、車載電池

しかしスマートフォンの普及、需要に大きな

の分野にまで乗り出 した。さ らに「恒大 集

役割を果たし続けており、スマホ決済の多様

団」は米国の EV メーカー「Faraday Future」

化、深化に大きな役割を果たすので、産業面

の株式取得（45 ％、67 億香港㌦、約 940 億

での買収を対象としているここで、取り上げ

円）を行ったが、相手企業と裁判となり、和

た。

解した。「恒大集団」は中国国内企業をも相次
いで買収、併呑していった。19 年には、年産

AB

Norstel

50GWh のバッテリー工場建設に向け 2.5 兆円
を投資すると発表し た。不動 産業であっ た

福建省安芯産業投資基金(民間企業の運営)

「恒大集団」があっという間に難しいバッテ

は 2017 年、スウェーデンの半導体メーカー

リー工場投資を行うことに、国内外に驚愕が

「Norstel AB」（ノルステル）を 500 億元（約

拡がった。

8100 億円）で買収した。ノルステルはスウェ

不動産業から電気自動車製造に乗り出した

ーデン政府の援助で長年にわたる研究によっ

「恒大集団」が相次ぐ企業買収、併呑によっ

て先進的な「炭化ケイ素（シリコンカーバイ

て一挙に電気自動車製造を行うようになった

ト＝ SIC）材料の開発・製造を手掛けていた。

ことは、中国の企業買収の最大・最新の姿と、

SIC 利用はハイブリッド車、携帯電話等に対

莫大な資金投下の凄まじさを示しているとい

し高品質製品製造を可能にするといわれてお

えよう。

り、スウェーデン政府はノルステルの技術開
発を支援し、この技術開発がそれに貢献する

以上、中国企業による相次ぐ大規模な企業

と強調していた。このためこの買収はスウェ

買収に対し、EU 諸国、次いで米国が、国益

ーデンに対し衝撃を与えた。

の侵害（財政資金を投下した企業に対する外
国企業による買収）や、安全保障上の理由で、
不許可の措置をとった。中国企業による大規
模な外国企業買収は収束していく。
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ており、中国における「宇宙開発」、「自動運
転」等の進展と中国経済の発展については、
中国の外国企業買収は、たんに先端技術で

別稿で行う予定である。

の製造・販売を可能にしただけでは決してな
い。中国政府・企業経営陣は中国研究者・勤
労者が買収企業の製造現場で、先端技術を習

（1）
「宇宙開発」

得するだけではなく、技術を改良・応用して
いく技術創新力＝技術開発力を高めていくよ

第 2 次世界大戦終了後は、米ソ対立（冷

う指導・強要した。現場の小集団・組織での

戦）の下、米国主導の原子爆弾、核技術開発

訓練や管理者による指揮・訓練があった。

と、ソ連による核爆弾運搬用の弾道ミサイル

中国の研究者・勤労者は非常に勤勉で、農

開発を軸に、核兵器開発・核軍事力開発の熾

村での貧困・出稼ぎ、工場地帯・都市での大

烈な開発競争が展開していた。だが 1957 年ソ

量失業の下で、過重労働・低賃金に耐えて働

連が大陸間弾道ミサイルの実験成功に続いて、

いた。 この勤勉な研究 者・勤労 者の過重労

史上初めて人工衛星スプートニク 1 号打ち上

働・低賃金が中国の外国企業買収による技術

げに成功したことが、世界、とくに米国に対

向上・経営躍進を支えたのである。

し一大衝撃（スプートニク・ショック）を与

そして中国の研究者・勤労者が先端技術を

えた。米国は大統領 直属機関 として新た に

習得するとともに技術創新力＝技術開発力を

「米国航 空宇宙 局」NASA を設 立、宇宙 開

備えていったことが、次に見るように新しい

発・航空技術を担当させた。同時に軍事技術

分野で中国独自の技術を開発し、開発技術で

開発のため、あらゆる分野での最先端技術の

米国・先進諸国と競うようになる基礎となる

研究・開発を進める機関として「高等研究計

のである。

画局」（ARPA、後に DARPA）を設立した。
1961 年ソ連が史上初の有人宇宙飛行を行った
のに対し、米国は巻き返しを図り、69 年 7 月
21 日、アポロ 11 号で史上初の飛行士の月面

補節

中国独自の技術開発、米国と
の対峙

着陸に成功し、その後米国が衛星・宇宙開発
の主導権を握っていった。ARPA は 1969 年イ
ンターネットの原型（ARPANET）を開発す

近年、「宇宙開発」、「自動運転」等の新しい

るとともに、複数の衛星によって自己の位置

分野の一部で、中国が独自の技術開発によっ

や進行情報を伝達す る「全地 球測位シス テ

て米国・先進諸国と競うようになった。この

ム」（GPS）を開発した。後に米クリントン政

ことは、すでに見てきた中国政府の政策によ

権がインターネットや GPS の民間応用を進め

る技術創新（イノベーション）と、中国の研

ていき、「軍民一体」の情報通信革命（I CT 革

究者・ 勤労者の先端技 術習得～ 技術創新力

命)が生み出される。GPS はまず自動車のカ

（技術開発力）の向上に基づくものと思われ

ーナビゲーションを創出し、爆発的に普及し

る。

た。

それゆえ本論の「補節」として、中国が「宇
宙開発」、
「自動運転」等において、これまで
中国ではソ連との友好関係の時期にはソ連

の技術発展に基づいて、独自の技術を開発し、
米国と対峙するようになったことを取り上げ

の技術支援を受け、中ソ対立後には独自に研

る。ただしここでの課題はこの指摘に止まっ

究を続けていたが、中国が本格的に宇宙開発
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に乗り出すのは、本論で取り上げた 2000 年代

つで、実用的なものでの超長距離衛星・地球

であり、とくに習・李政権が「宇宙強国」を

量子機密通信の実現と、基礎科学レベルでは

掲げて国を挙げて「宇宙開発」を推進してか

アインシュタインの指摘した量子力学の不確

らである。数十年の遅れであった。

実性の検証という。「墨子」は、日中太陽光が
中

強く、夜しか作業ができないので、将来中高

国が自 主開発していっ た「衛星 測位システ

軌道衛星を開発して 24 時間作業の実現を目指

ム」は、2000 年末「北斗 1 号」で中国国内に、

すという。

12 年「北斗 2 号」でアジア地域にサービスを

中国は 2003 年、旧ソ

提供した後、18 年 12 月、完成した「北斗 3

連、米国に次いで、自国の宇宙飛行士を自国

号」のサービスを全世界宛てに提供していっ

の輸送手段で宇宙へ送った。11 年 9 月、宇宙

た。米国の GPS に 50 年遅れであったが、中

ステーション(実験)「天宮 1 号」を打ち上げ

国の「北斗 3 号」はより優れた性能で、19 年

て各種の実験を行い、無人宇宙船「神舟 8

ただちに、世界での「衛星測位システム」利

号」と無人ドッキングに成功、12 年には「神

用総数において米国 GPS を上回るようになっ

舟 9 号」とドッキングし、
「天宮 1 号」に宇宙

ていった。「衛星測位システム」はその精度に

飛行士が数日間滞在した。16 年には「天宮 2

よってそれを利用するスマートフォン、カー

号」を打ち上げ、宇宙飛行士が 1 ヵ月滞在し

ナビの精度・応用範囲が向上するので、中国

た。

「北斗」を利用する中国・その他利用諸国で

2019 年 1 月には無人月探査機「嫦娥 4 号」

はスマホ、カーナビ、電子機器等の技術改良、

が世界で初めて月の裏側への軟着陸に成功し

応用範囲拡張が進んでいった。

た。

なお中国は静止衛星を破壊する手段を開発

中国政府の「宇宙開発」担当機関は 2000 年代

しており、これは米国等に大きな脅威を与え、

でも、複雑で変化している上、軍部との関係は

国際的に問題となっている。

公にされないので、実体は明らかではない。近
年、国務院工業・情報化部(MIIT)国防科学技術

2016 年 8 月、中国は世界最初の「量子暗号通

工業局(SASTIND)の管轄で、その下に 中国国家

信」運用を目指す量子暗号（実験）衛星「墨

航天局が設置され、その下部機関として中国航

子」の打ち上げに成功した。“21 世紀のスプ

天科技集団公司(CASC)と中国航天科工集団公司

ートニク・ショック”ともいわれ、先を越さ

(CASIC)がある。CASC の下には、中国打ち上

れた米国に衝撃を与えた。この量子暗号衛星

げロケット研究院(CALT)、中国空間技術研究院

の通信技術は、従来のコンピュータとはまっ

(CAST)、上海航天技術研究院(SAST)等の主要

たく異なる原理に基づいて動作し、従来のコ

な研究院、衛星通信を行う中国衛星通信集団公

ンピュータでは実現不可能な計算能力を備え

司(CSCC)、長征ロケット等を製造する中国長城

た「量子コンピュータ」の応用によるもので

工業総公司(CGWIC)等があるという。また内蒙

ある。量子暗号（実験）衛星はいかなるコン

古自治区、四川省、山西省にある 3 ヵ所の衛星

ピュータでも解読できないので、原理的に盗

打ち上げセンターと西安衛星追跡センターは、

聴・傍受は不可能であって、情報セキュリテ

国家中央軍事委員会の下部組織の人民解放軍総

ィの問題を解決できるといわれる。中国の量

装備部が管轄しており、軍の「宇宙開発」への関

子科学技術の代表者の説明によると、中国は

与が表れている。中国政府の宇宙開発において

この 2 年間で衛星・地球間暗号通信量を 40

計画の大拡張や新しい計画策定が進むと、管轄

倍に増大、現在 1 秒で約 40 万個の暗号を送

機関の変更、新設が行われることになる。

ることができるという。「墨子」の目標は 2

以上「宇宙開発」では、中国が独自の開発
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技術で米国技術に迫り、一部では米国技術を

国が、ともかくも独自にこの複雑な「自動運

凌駕している。これは本論で見てきた中国の

転」を行うようになったということであり、

技術創新・技術創新力（技術開発力）向上の

このことが本稿で見てきた中国の技術創新、

積み重ねによって初めて可能となったものと

創新力(技術開発力)向上によって可能となっ

いえよう。

たものだということ、である。
中国の「新エネルギー車」はプラグインハ
イブリッド車(コンセントから直接バッテリー

（2）
「自動運転」

に充電できるハイブリッド車)、電気自動車、
燃料電池車の総称である。また中国の「知能

自動車の「自動運転」の取り組みは世界的

自動車」 はコンピ ュータ、センサ ー、AI、

にかなり以前から始まっていたが、「自動運

「自動運転」技術等、ハイテク技術を結集さ

転」実現の動きがにわかに巻き起こったのは、

せた自動車である。

「人工知能」(AI)技術の革新・「深層学習」

「自動運転」は従来の産業、技術を変革さ

開発によって AI の精度・応用範囲が各段と

せ、企業・研究者の活動をも変革させるもの

高まったためと思われる。（「深層学習」は人

であった。「自動運転」はきわめて多くの超最

間のように、AI が膨大な情報から判断のため

先端技術が相互に結び付いてはじめて可能と

に必要 な法則やルール を学習す る手法であ

なる。車の位置特定、そのための高精度地図、

る。）

測位システム人工衛星との情報交信、多くの

この「自動運転」は世界の自動車産業を揺

車戴半導体技術、センサーテクノロジー（各

るがし、自動車産業に大きな変革を迫るもの

種の車戴センサー・道路側センサー）、集めた

であった。

情報を基に分析・判断を行う AI 技術、道路

中国政府は深刻化する大気汚染問題や原油

側知能化技術、蓄電池、映像処理技術、音声

問題の解決に迫られていたため、電気自動車

認識技術等……、多種多様の新しい先端技術

(EV)、「 自 動 運 転 」 へ の 取 り 組 み は早 く、

の結合が必要なのである。

2012 年「省エネと新エネルギー自動車産業育

したがって中国政府が自動運転化を進める

成計画（2012－2020）」を打ち出した。そして

ことになると、多くの分野から多数の企業・

中国政府は 2018 年1 月、「新エネルギー車」の

研究者が自動運転関連分野へ殺到し、多くの

製造目標を示し、「自動運転」システム搭載の

技術開発を進めていったのである。

「知能自動車」を 20 年までに販売新車の 50

中国の情報通信事業大手 3 社の「百度公

％とし、25 年には 100 ％にすると公表し、世

司」(バイドゥ)、「阿里巴巴集団」(アリババ)、

界の自動車業界に一大衝撃を与えた。

「騰訊控股有限公司」(テンセント)は、大量

100 年余にわたる世界の自動車産業の発展

の路面データーを収集・処理できる高精度 3

過程でまったく問題にならなかった中国が、

次元地図 ―「百度地図(バイドゥ)」、「高徳

「自動運転」によってにわかに登場し、世界

地図(アリババ)」、「四維図新(テンセント)」

の自動車産業に大きな影響を及ぼすようにな

を開発・改良し、こ れに基づ いて「自動 運

ったという一大衝撃である。

転」に乗り出し、各種の先端技術を研究・開

もち ろん米国 ・西欧 はより 早く「 自動 運

発していった。

転」に取り組み、「自動運転」を巡る各種の先
端技術の開発を進めてきていた。

百度(バイドゥ)は中国最大のインターネッ
ト検索サービス業であったが、2013 年「自動

だがこの「補節」で指摘するのは、自動車

運転」に乗り出し、「自動運転」のための高精

産業の歴史でまったく問題にならなかった中

度 3 次元地図のほか、自動位置特定技術・セ

- 41 -

ンシング・行動予測等の技術開発を進め、15

レーダー、「支付宝」(アリペイ)の電子決済等

年末には「無人運転事業部」を設置した。百

を備えた「自動運転」システムの開発を目指

度は政府から国家プロジェクトの認定を受け

すという。また音声認識可能の車載スマート

た。百度は 17 年米国インテル傘下 “Mobileye”

スピーカ・「天猫精霊」を「自動運転車」に役

の 2 つの技術を採用して、「自動運転」プラ

立たせる技術改良も進めた。アリババは「自

ットフォーム「Apollo」(アポロ)を構築し、

動運転」は研究施設内でテストを行っており、

「アポロプロジェクト」を開始し、多数の外

公道走行は時間の問題といわれている。なお

国企業の参加を得た。各国道路では、諸外国

アリババは「自動運転」車だけではなく、中

の自動車も走るので、自らの自動運転システ

国政府機関「交通運輸部公路科学研究院」と

ムを確立した上で、それをオープンにし、諸

共同で「車路協同連合実験室」を立ち上げ、

外国の自動車メーカーと協調する必要があっ

「自動運転」社会に対応するため道路へのセ

た。2018 年にはレベル 4 「自動運転バス」を

ンサー設置等を行い、「自動運転」普及を支え

スタートさせ、同年末レベル 4 ｢自動運転バ

る技術開発に取り組んでいる。

ス｣の量産化を開始し、21 年に｢自動運転｣の

中国の配車サービス大手の「滴滴出行」(Di
Di)は、 2019 年 、上 海 で レ ベ ル 4 「自 動 運

量産化を開始するという。
自動運転レベルは米国運輸省道路交通安全局
(2016 年以前)、米国自動車技術会(2016 年以降)

転」車による“ロボタクシー”（無人運転タク
シー）サービスを行うと発表した。

が示しており、レベル 4 (｢高度運転自動化｣)は

以上の他、中国自動車大手の上海汽車、東

｢限定エリア内での走行」においての「自動運

風汽車、長安汽車、奇瑞汽車も「自動運転」

転」で、レベル 3 よりも高度な各先端技術、次

に乗り出した。

世代センサー、高精度地図が必要という。レベ

また中国の最先端技術開発を担う清華集団

ル 5 が｢完全運転自動化」でハンドル、アクセ

系、中国科学院系は、多くの「自動運転」関

ル、ブレーキ等は不要。

連技術の研究・開発を進めるとともに、傘下

中国で最初に自動車製造を行った「中国第
一汽車集団」は、百度と共同でレベル 4 の自

の各種企業・機関で「自動運転」を進めてい
る。

動運転車の量産を 2020 年から行うと発表した。

2011 年設立の「寧徳時代新能源科技公司」

中国政府は 2018 年、自動運転の公道試験を認

(CATL)は、中国政府の支援に基づいて、「新

可するガイドラインを発表した。これまですで

エネルギー車」拡大に対応して電気自動車用

に北京や上海等の一部地域で公道試験が行われ

の蓄電池の製造・技術改良を進め、わずか 6

ていたが、この指針によって中国全土で「自動

年半の間に製造額世界第 1 位となった。

運転」公道試験が可能となった。

以上、きわめて多くの「自動運転」の拡が

テンセントは「自動運転」関連の技術開発
を進め、2017 年には独自の開発機能を備えた

りであり、多種多様の新しい先端技術の開発
の動きであった。

「AI in Car」を発表した。18 年には第一汽車

「自動運転」は非常に多くの新しい先端技

集団と提携の協定を締結、レベル 3 ～ 4 の自

術から成り立っているため、「自動運転」の動

動運転技術を共同で開発する計画という。

きが始まると、きわめて多くの分野の企業・

アリババは 2017 年巨大総合研究機関「达摩

研究者・勤労者によって、最先端技術の開発

院(DAMOアカデミー）」を創設、莫大な資金

が相互に関連をもって急速に進められていっ

を投じて「自動運転」や人工知能・人工知能

たのである。それゆえ「自動運転」による先

向け半導体等の最先端技術研究を進めていた。

端技術開発のうねりは、「スマートフォン」の

自社の「高徳地図」、投資した「禾賽科技」の

技術開発とも結び付くし、「無人航空（ドロー
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ン）」の技術開発とも結び付き、これらが相互

急激に拡大し、通信回線を利用するデーター

に刺激・促進しつつ中国の技術発展を促して

が質・量ともに激増したのに対応し、スマー

いくのである。「自動運転」の取り組みが中国

トフォンの機能の拡大・精度の向上が進み、

の技術発展に及ぼした影響はあまりにも大き

今や「通信速度向上」、「同時多接続」、「低遅

なものがあったと言えよう。

延」を盛り込んだ「次世代 5 G プロジェク

中国政府は「自動運転」についても強力な政

ト」の実用化が日程に上っている。

策・莫大な資金供与によってこれらを促進した。

こうした下で中国では、「北京小米科技有限

国務院の 2012 年の前掲「計画」に次いで、中国

責任公司」（シャオミ）が技術改良によって躍

政府は「中国 2025」で「省エネ・新エネルギー

進し、また多くの傘下メーカーを持つ「広東

車」拡大を指摘、17 年「次世代人工知能(AI)発

歩歩高電子工業有限公司」（歩歩高）やスマホ

展計画」では 20 年までに重要な AI 産業技術を

製造に乗り出したレノボ等が躍進し、中国ス

先進諸国並みにするという。17 年 4 月、中国公

マホメーカーは中国市場だけではなく、アジ

的機関（連名）は「自動車産業の中長期発展計

アを中心に国外進出をも拡大している。アリ

画」で、現在の中国は「自動車大国」であるが、

ババは新しい Yun OS（雲 OS)を拡張したが、

10 年間を掛けて「自動車強国」に躍進させると

しかしアリババはすでに「脱スマホ」に取り

いい、20 年までに、世界トップ 10 の新エネル

組んでいる。

ギー車メーカーを数社育成するとともに、売上

またスマートフォンを使った決済は、テン

高 1000 億元（約 1 兆 6000 億円）規模の自動車

セントが「微信」（ウィーチャット）アプリに

部品メーカーを育成する、という。他方、中国

よる決済を、アリババを抜いて激増させ、ア

政府は前述の「自動運転」の公道試験の指針を

リババは「支付宝」（アリペイ）による決済の

発表し、17 年には、建物等、インフラストラク

拡大を進めている。中国でのスマートフォン

チャーのいたるところにセンサーを設置し、歩

決済は AI によって顔認証となる他、支払い

行者や障害物、道路状況を自動車に送信できる

だけではなく医療・金融等の個人情報を扱う

「スマートシティ」を作る構想も発表した。

サービスにも広がっていった。スマートフォ
ン改良、スマートフォン決済でも中国企業は、
米国・先進諸国と競っていると言える。

（3）その他
「ドローン（無人航空機）」は米国がアフガ
「ス マートフ ォン」、「無人航 空（ドロ ー

ニスタン・イラン攻撃で初めて利用したもの

ン）」等は古くから存続する分野であるが、最

で、様々な爆弾を搭載したドローンを、地上

近、これらにおいて技術革新の嵐が巻き起こ

誘導ステーションで要員が遠隔操作して人工

って世界のメーカーはその対応に追われてい

衛星との通信を経て、攻撃目標に命中させる

る。これらは、ビッグデータによる情報の膨

のである。その後、遠隔操作なしに、米国ド

大化の下で、「人工知能」(AI)の革新・「深層

ローンが AI によって自動的に攻撃目標を攻

学習」によって AI の精度・応用範囲がいち

撃するようになった。攻撃用ドローンはこれ

じるしく高まったことによるものであり、す

までの国際法には該当しないので、規制もな

でに見た「自動運転」を巡る先端技術開発の

いまま、国境を無視して他国に侵入し、攻撃

うねりと結びついたものといえる。

を続けているのであ る。攻撃 用ドローン は

スマートフォンはパソコンと類似した機能
を持つようになった携帯電話端末である。最

「人間のいない攻撃」「人間のいない戦争」を
生む危険を孕んでいる。

近、社会・家庭のインターネットへの接続が
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非軍事の分野では、地上の検索・映写、運

搬等の機能を果たす各種ドローンが急速に開

③

中国人民元、米ドル、日本円の為替レートの数
値はすべて、当該政府、企業の発表したもので

発され普及した。

ある。

中国では「大橿創新科技有限公司」（DJI)
が民生用ドローン業を設立、高精度なフライ
トコントローラによって、2015 年時点で世界

（いむら

の商業ドローン業界の最大手となる。16 年テ
ンセントはドローン業に参入し、また広東省
深圳市では新興のドローン企業が続々と誕生
した。
しかし中国政府が最先端技術・民生用ドロ
ーン技術を動員して製造したのは軍事用ドロ
ーンであって、2018 年に 119 機存在するとい
う。輸出も拡大している。今や米国・中国の
軍事技術・軍事兵器の対抗は「軍事用ドロー
ンの対抗」となっており、この軍事用ドロー
ンの対抗が、米国・中国のもっとも高度な先
端技術の対抗となっているのである。
中国が米国と対峙するようになったといっ
ても、このような危険な軍事兵器・軍事用ド
ローンでの対峙もあるのである。

①

中国では正式の発表は、国務院から発表される
ので、翻訳で読むことが出来る。また『習近平

―国政運営を語る、第二巻』（中国国際図書貿
易総公司発行、2018 年）には 2014 年～ 17 年の
講演、談話、指示等が収録されている。
しかしそれ以外の企業・経営者の発表は、中
国の新聞、雑誌に掲載されたものを、日本の新
聞記者・雑誌記者が現地で取材し、日本の新
聞・雑誌で報道される。筆者は中国語を理解で
きないので、政府の正式発表以外は、日本の新
聞・雑誌の記事、専門著作に依存する他無いが、
可能な限り複数の新聞・雑誌・著書で確認した。
本稿発行後に、事実の確認を中国の親しい専
門家に依頼する予定である。
②

中国の企業・機関名は、主要なものは中国名と
し、中国での英語略称を付けた。ただし日本の
新聞・雑誌では中国の企業・機関の略称は統一
されていないし、英語略称とは異なるものがあ
るので、注意されたい。
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きよこ

慶應義塾大学名誉教授）

（受付日：2019/09/30、受理日：2019/10/07）

■論文■

米国軍産複合体の冷戦後再編と21世紀の新展開
奥 村 皓 一
《要旨》 冷戦終結から30年を経て再び、米中露間の平時長期間の戦略競争（strategic competitor）関係から
生ずる「新冷戦」という表現の軍拡競争が準備され始めた。「平和の配当」という軍縮断行が世界中
の要請となった冷戦終結直後は、米国の軍事産業――軍産複合体にとって、「大災害」（disaster）と
いわれていたが、ほどなく、米国が「冷戦勝利」の戦利品として支配権を獲得しようとしていた世
界最大の資源地帯＝ユーラシア大陸が「不安定の弧」としてソ連に代る主敵となり、軍拡再開の口
実を与えた。軍産複合体企業は、米国政府とニューヨークの巨大金融トラストとの結合を深めつつ、
再編統合（50社から 5 社体制へ）を経て後退から成長段階へ移り、21世紀10年代後半には燗熟期を
迎えるに至っている。
ただし、米中の相互依存関係は、経済、金融面で分離不能で、旧米ソ冷戦のような体制間の対立
はなく、本来「米中新冷戦」となるべき条件は成立しない。しかし、米軍産複合体と背景の巨大金
融機関が最も注視するのは特定の国の安全保障ではなく、平時、米中超大国の戦略関係から発する
軍拡競争による利益の増進である。実際に競争が起きなくても、その可能性がなくても、軍拡競争
は軍産複合体企業に利益をもたらし、「新たな敵を求めて」盲目的に進む米国の経済軍事化の危険性
が強まっている。レーガン軍拡期と同じく軍拡財政危機をもたらし、米国製造業の劣化、競争力低
下をもたらすことになろう。

目 次

国家安全保障」という行動原理(maxim)に従

第一章 冷戦終結 30 年――米軍産複合体の隆盛
(1)軍事スペンディングによる経済成長刺激
(2)NY 証券市場と軍需関連株の高調
(3)北朝鮮リスクによるウィンド・フォール
(4)広域資源地帯――「不安定の弧」の支配
(5)中国とロシアを「最大の脅威」に置き換える
(6)「新冷戦」と限定核軍拡の想定
(7)シリコンバレー企業も AI、宇宙兵器開発へ
第二章 巨大金融機関主導の軍産複合体復活
(1)5 大軍事トラスト企業への再編統合
(2)NY 巨大金融機関とペンタゴンの融合
(3)巨大金融トラスト主導の垂直統合

って、「強力な製造業（国防産業）基盤は、経
済繁栄と国家安全保障に必要欠くべからざる
もの」と軍事ケインズ主義的見地から断定す
るトランプ－ペンス政権は、冷戦後30年、米
(1)

国史上最大の軍事構築へ進もうとしている 。
米国商務省は、米国防総省に先がけて「国
防スペンディングをはじめとする政府投資は
米国経済成長を加速させている」とし、「国防
支出はGDP経済成長率に最大の寄与を達成し
ている」と発表している(2)。
ドナルド・トランプ大統領は、その誕生以
前から、史上最強になったと自他ともに認め

第一章

冷戦終結30年
―米軍産複合体の隆盛

（1） 軍事スペンディングによる経済成長
刺激

る軍産複合体に取り囲まれ、その指導を受け
てきた。大統領選の時期を通じて、カーター、
ブッシュ(父)、クリントン政権の下で、ペン
タゴン、国務省、CIAの要職を勤めたジェー
ムス・ウールジー氏が国家安全保障政策のシ

ミリタリー・スペンディングを米国経済成

ナリオを書き与え、当選してからは、米国の

長のけん引要素として掲げ「経済安全保障は

海、陸、空軍および海兵隊の再編と米国の同
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盟軍との一体化を中心に世界規模の

図１

米国軍事費の推移
（９月末会計年度、単位10億ドル、2018年ドル価格）

軍事再編を新たな対中国、ロシア関
係も含めて総監してきたジェーム
ス・マティス海兵隊大将が国防長官
(3)

として政策のすべてを束ねてきた 。
ただし、それは、エスタブリッシ
ュメントの基本政策であり、同じく
航空宇宙原子力軍需産業の強化につ
いても、その再構築戦略は21世紀型
のグローバル生産体制を確立し、で
き得れば、中露の囲い込みも実現し
ようというものであったが、トラン
プ大統領の「米国第一主義」の立場
からは、米国内に軍需生産を集中

注：18会計年度は議会への要求金額（・ドル価格調整前）
原資料：Todd Harrison, CSIS
出所：The Economist, June 17th, 2017.

し、拡大し、対外依存、共同生産・開発体制

産業の再編成・統合化は、軍事依存型の米国

を極力縮小する21世紀型を志向するという立

経済構造とミリタリー・スペンディング（軍

場から、「軍事生産基盤」の流出、弱体化への

事支出）に依存した経済政策、軍産複合体と

(4)

危機を抱くものでもあった 。

軍事的ケインズ主義がどのような展開をもた

マティス国防長官は、米統合戦力群司令官

らしているのだろうか。米国経済の金融化と

とNATO再編連合軍最高司令官を 3 年間務め

軍事化の過程で民生部門の破綻（オバマケア

たあとで、米中央軍司令官として、北アフリ

の否定、教育研究科学費の削減）を進めつつ、

カ、中東、アフガニスタンを含めた紛争多発

トランプ政権の軍事費は拡大の一途である。

の「不安定の弧」地域を所轄した。米主導の

それ自体新たな富を生み出すことのない軍需

世界軍事再編（NATOの南進、米日韓軍事協

産業は肥大化する一途である。

力のグローバル化も含め）の現場での指導者

軍事テクノクラートと軍産複合体に包み込

として、1990年代以来、ユーラシア大陸はじ

まれたトランプ政権は、1980年代初めのレー

め米国の実質支配領域拡張のためのグローバ

ガン政権以来の大幅軍事費増大とその財政膨

ル軍事再編を担当してきた。

張の結果としての破綻を実現している。

マティス大将とその仲間たちの背後には、

さらに、米国における軍事総支出額は、国

冷戦終結後、三波のM&A（買収・合併）ブー

成し、ニューヨークの巨大金融機関、巨大投

※2019会計年度は、2018会計年度の6,920億ドルに240
億ドルを積み上げて、7,160億ドルとなった。2018
会計年度は、2017会計年度(6,860億ドル)を60億ド
ル上回ったのに比べると増額がいかに加速している
かがわかる。（図表１）

資ファンド、資産管理機関と組み（資本的人

防総省、国土安全保障省、エネルギー省の軍

的結合）、米国議会（上下両院の軍事委員会、

用核エネルギー関連局の総計として算出され

ペンス副大統領もその一員）と一体化した、

るようになっており、軍産複合体の領域は拡

史上最強の体質を獲得した軍産複合体（MIC

大を続けている。このまま年に 2 割増のまま

：Military Industrial Complot）がある。米国内

のペースで進めば、2020年代後半の会計年度

では、軍・産・議会を合わせたMICC（軍産

には米国の国防費は 1 兆ドルを上回り、財政

議会複合体）とも呼ばれている。

膨張の結果破綻したレーガン軍拡時代と同じ

ムによる再編・統合化（第三波のM&Aはなお
進行中）を経て、最も強大な企業連合体を形

冷戦終結後の90年代初めから始まった軍事

傾向をたどり、19年の財政赤字 1 兆ドルをも
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図３

米国３大軍事企業の株価上昇とS＆P

図２

（ロッキード株価は５年間で250％を超えた）

ロッキード・マーチン社の
純利益率の推移（％）

原資料：FacSet
出所：THE WALLSTREET JOURNAL, January
30, 2018

出所：図２に同じ

たらすことは必至である。

足から 9 ヵ月で66％も急上昇、GEを上回る最
優良銘柄となった。さらに、ミサイルの独占
企業レイセオンは30％、ロッキード・マーチ

（2） NY証券市場と軍需関連株の高調

ンとノーススロップ・グラマンは、24％以上
の上昇を見せた。

国防総省は軍事産業と協同して、冷戦終結

右の 4 大軍需企業に続く企業で、艦艇建造

後の戦争のない状況下でも、特に80年代以後

のジェネラル・ダイナミックスを加えた米国

は、国防費が増大し続けるメカニズムを、議

5 大軍需企業の株価上昇率は、ダウ工業30種

会と大統領がメディアやシンクタンクを総動

平均株価を上回り、シリコンバレー大手 5 社

員する形で軍事費が拡張し続けるメカニズム

平均株価上昇率をも上回った。軍需株に対す

を形成しつつある。ロシアや中国を新たなる

る投資市場の信頼は戦後史上最大の高まりを

「戦略的競争者」として「新冷戦」を煽り、

示している。（図表２、図表３）

冷戦時代には米ソとも暗黙の了解のもとで手

大型プログラムの中心は、オバマ政権時代

をつけなかった宇宙空間を新たな戦場に引き

から、国防総省のDAPA(高度技術評価局)で

込んで軍備拡張の新たな段階を準備しつつあ

13年以来開発が進められてきた宇宙軍事化ベ

る。軍産複合体企業を束ねて軍備拡張を整え

ースの新型衛星兵器システム、中露を「戦略

るべくペンタゴンが用意する資金だけで1,000

競争者」にしたてた地上発射型戦略ミサイル、

億ドル（ペンタゴンのブックキービング・マ

音速の数倍の新世代極超音速スピード・ロケ

(5)

ヌーバー）が投じられているといわれる 。

ット兵器、ハイスピードの有人・無人軍用機

これに対して、19会計年度には、現に米国が

など、サイバー空宇宙空間での軍事ヘゲモニ

1 万5000人の軍隊を送り込んでいるアフガニ

ーを握ろうとする新段階での兵器開発・生産

スタンの戦場で使う費用は全体の2.8％（120

の時代を切り拓こうとするものである。

億ドル弱）であるという。

これらの新世代兵器プログラムは、ロッキ

国防費増大による軍事ビルドアップのため

ード 、ボ ーイ ング、レイセ オンを 先 頭 に、

ミリタリー・スペンディング増大に支えられ、

DAPAの開発計画に基づいて開発に着手して

航空宇宙軍需関連銘柄で、トランプ株高の先

いるものであり(System F6 contract for the

頭を切るボーイング株価は、トランプ政権発

Launch of “Fractionated Spacecraft Cluster”)、
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F35、F22など戦略戦闘爆撃機に代る新時代の

隻あった海軍の艦艇は、16年には275隻に減少、

兵器開発、生産を全世界に先がけて遂行しよ

空軍機は 3 分の 1 に減っているが、これを冷

(6)

うというものである 。

戦期の 3 分の 2 にまで増産するというプログ

ユナイテット・テクノロジーズがロックウ

ラムがペンタゴンで構想、検討されている。

ェル・コリンズ社を完全買収（230億ドル、17

トランプ軍拡の延長線上に、上院共和党軍

年 8 月）し、ノースロップ・グラマンはオー

事委員会提出の法案では、北朝鮮のICBM撃

ビタルATKを買収（78億ドル、17年 9 月）し

墜用のTHAAD（超高度迎撃用中距離ミサイ

て、新世代の長距離軍用機、宇宙兵器システ

ル）など地上発射型迎撃ミサイル28基の追加

(7)

ムの開発製造分野へ進出しようとしている 。

建造が計上され、世界最大級の米韓合同演習

翌 4 月には、ワシントン郊外で軍事産業見

の主役であるロッキード（サブ・コントラク

本市が開催され、 5 大軍事企業のみならず、

ターはボーイング）製のステルス戦闘機F35

ハンティトン・インガルス（新型空母、原子

を、年間70機から94機に増加することも盛り

力潜水艦）、ハリス・コーポレーション（政府、

込まれていた。

軍事専用通信）、L-3テクノロジーズ（軍事通

さら に、ボーイング社 が 主 契約者 である

信関連システム）などもブース提供に加わり、

FA18戦闘機を当面、年間10機から24機に、そ

新型空母、次世代戦闘機、新型ステルス・ミ

の他、P8対潜哨戒機を13機増産する。ミサイ

サイル、シュミレーター、新型無人機などの

ル駆逐艦や攻撃型原潜の調達を前倒し、弾道

調達、開発プロジェクトの事前キャンペーン

ミサイル、サイバー攻撃対策の強化と充実費

が行われた。投資、金融関係者、アナリスト

用も含まれていた。

が多く出席し、投資家たちは、宇宙の軍事化

このペースで、北朝鮮（開兵器開発を除け

時代を見通した軍需株の長期見通しを強め、

ば、本格的な空軍、海軍、陸上機動部隊を持

(8)

「流れは変った」と結論づけたという 。

たない相対的軍事弱小国）に対し、「拡大抑止
力」を強めていけば、2030年までの累積軍事
調達費は 1 兆ドル必要だといわれる。

（3） 北朝鮮リスクによるウィンド・フォ
ール

北朝鮮危機を起点とするトランプ軍拡のな
かで、新型ICBMについては、ボーイングと

17年 7 月の北朝鮮（朝鮮人民共和国）によ

ノースロップ・グラマンの 2 社へ、核巡航ミ

るICBM発射に端を発する北朝鮮危機は、軍

サイルでは、レイセオンとロッキード・マー

産複合体にとって、冷戦後の平和の配当の下、

チンの 2 社間で、受注競争が展開されている。

廃棄されることになっていた古い戦略兵器を、

さらに、冷戦時代の旧型兵器システムとされ

新たに再活用すべくペンタゴンによる新たな

たB-2戦略爆撃機の次世代型の開発も新たに計

調達拡大の商機を迎えた。

画され、ノースロップ・グラマンやロッキー

17年 7 月の北朝鮮によるICBM（大陸間弾

ドが取り組み始めている。

道ミサイル）発射実験を受けて、トランプ大

これらは、ペンタゴンの政策、調達企画部

統領は弾道ミサイルに防衛（BMD）予算の増

門にも決定権を持つ人材を送り込んでいる軍

額や、30年から40年前に建造したICBMや戦

産複合体企業が、米国議会へ強力なロビー活

略爆撃機、核巡航ミサイルなどの更新や、新

動を行い、共和党の上下両院軍事委員会を通

型、次世代型開発を最重要の課題として取り

じて復活させた兵器開発プロジェクトである。

上げている。新型兵器の開発に時間がかかる

こうして「国内雇用の増加」をスローガンに

場合は、増産をもってこれに代えようという

掲げたトランプ政権の、ミリタリー・ケイン

わけである。冷戦体制崩壊直後の1991年に500

ジアン政策の手法を用いた軍事スペンディン
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グ増大によって、軍事関連産業の活況を導こ

も手と足をとらわれているアフガニスタン、

うというものであった。

イラク、シリアからは手を引きたいと言明し

冷戦終結直後は、平和の配当として国防費

てきた。

が落ち込んできたが、湾岸戦争、アフガニス

だが、冷戦終結、ソ連崩壊後に、米国が新

タン戦争、イラク戦争、2001年 9 月11日のニ

たに支配領域に組み 込んだ広 域の資源地 帯

ューヨーク世界貿易センタービル（ 1 と 2 、

（西、北アフリカ、中東、中央アジア、南西

WTCビル）とワシントン（ペンタゴン本部）

アジア）は、イスラム過激派が活動する「不

を襲った巨大な同時多発テロ以来、軍事費は

安定の弧」を形成しており、国際原油資本を

拡張し、膨張を続け、軍産複合体の権力、支

はじめとする多国籍企業とウォール街の金融

配力も、ホワイトハウスや政権をも動かすよ

トラストにとっては、この地域に「アメリカ

うになってきた。

の秩序」を再構築することが、最大の国家利

17年10月には、トランプ大統領は、ロッキ

益である。犠牲が多く、国民に不人気で、宇

ード・マーチン・インターナショナルのジャ

宙兵器システムを必要とはするも高コストの

ン・ハート上級副社長を米国国防総省政策担

遠隔地「ローテク戦争」あり、冷戦型戦略兵

当国防次官に指名した。ハート氏はこれまで

器を必要としないため、軍事企業には、利益

CIAで勤務の後に、レイセオンに勤務し、ジ

率の低い不採算の戦争ビジネスでしかない。

ョージ・W・ブッシュ政権下では国務次官代

オバマ政権下で、米国がアジア太平洋地域

理（軍縮管理担当）や、国際安全保障担当次

に米国の海軍力の 6 割を集中したのも、「不安

官などを歴任し、ミサイルの国際流通を見守

定の弧」の広がりを防ぐためでもある。北朝

る「軍産複合体の中枢」にいるハイ・テクノ

鮮リスク発生以後のアジアにおいても、F35

クラートといわれてきた。彼の就任は、冷戦

ステルス戦闘機はじめ冷戦型の大型戦略兵器

時代の大型戦略兵器の改良、製造と同盟国へ

が持ち込まれ、日本、韓国、オーストラリア、

の輸出(F35など)を推進する役割を持つこと

インド、サウジアラビアにも史上最大規模の

になる。

売却がなされようとしている。とりわけ、「不

米軍事戦略は、米国総資本の国家安全保障

安定の弧」地域に入るサウジアラビアとイン

の確立のためとはいいながら、軍産複合体企

ドには、最大の米国製武器輸入国としての役

業の利益増進を優先することになる。後述の

割を担わせようとしている。

ように、冷戦終結後に、主要 5 社に集約統合

米国が冷戦後の大規模地域戦争として展開

され、ニューヨークの巨大銀行や投資銀行、

するアフガニスタン、イラク（シリア）には

金融資産管理ファンドを巨大株主とする金融

大量の現代兵器（ドローンや宇宙軍事システ

資本を形成するに至った軍産複合体の要求は、

ム）が持ち込まれているが、地上では20年近

米国の国防安全保障政策にも強力な発言力を

くにわたっての終わりのない戦争で米軍は進

持ち、時として前者の当面の利害が優先する。

退両難に陥ったままである。
他方、中国はじめロシア、そしてイランも、
南西アジア（アフガン、パキスタン）、中近東、

（4） 広域資源地帯―
「不安定の弧」
の支
配

中央アジアへの鉄道、原子力発電、港湾開発、

トランプ軍拡は、最初は、北朝鮮リスクに

ンフラおよび資源開発で浸透をはかっている。

宇宙通信システム（地球測位衛星）などのイ

対応するなかで、冷戦期の大型戦略兵器の再

中国の新シルクロード構想＝一帯一路はその

増産とその次世代型兵器の開発、生産、輸出

代表例である。米国は「不安定の弧」に対処

に中心を置き、米国が数十年来、幾分なりと

するためとして中国の新シルクロード戦略に
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対抗するため、インドやトルコ、オーストラ

直し（NPR）」などを相次いで発表した。冷戦

リア、日本、韓国を新しく「インド洋太平洋

後の「最大の脅威はイスラム過激派の米国に

構想」の新戦略のもとに再編成すると同時に、

対するテロ行為」という基本的観点から中国

ロシア、中国との協力（グルーピング）をも

とロシアを「戦略的競争相手」(adversaries)と

迫られている。

し て 、「 米 国 に と っ て 枢 要 な る 脅 威 」 (The

国際石油資本のエクソン・モービルの会長

Main Threat to America)に位置づけることとし

兼CEOのレックス・ティラーソン氏がトラン

た。いわゆる「新冷戦の始まり」といわれる

プ政権での初の国務長官に推薦され、紛争多

新軍事戦略を打ち出した。ロッキード、ボー

発の「不安定の弧」地域統轄の中央分司令官

イング、ノースロップ・グラマン、レイセオ

に就任していたジョージ・マティス海兵隊大

ンは、米国防総省、DAPAと計画した新世代

将が国防長官に指名されたのも、そのためで

の宇宙軍事システムと結びついた第四世代核

ある。さらに、ハーバード・マクマスター国

兵器の開発にオバマ政権時代から着手してい

家安全保障担当大統領補佐官（元イラクおよ

たのである(9)。

びアフガニスタンでの派遣軍司令官、陸軍能

「不安定の弧」と呼ばれる冷戦終結で出現

力統合センター長）、そして、ジョージ・ケリ

したユーラシア大陸の米国の新支配的領域、

ー大統領主席補佐官（元中南米、カリブ海地

広大な資源地帯を、時には戦略的競争相手の

域を含む米南方軍司令官、元海軍大将）もテ

中国、ロシアを活用し、主力同盟者のNATO

ィラーソン国務長官（当時）と同じく、米国

諸国（南下政策）と協力しつつ安定させ、こ

エスタブリッシュメント＝総資本を代表する

こに米国の新秩序を確立すべきであると、あ

支配層の立場（資源地帯ユーラシアを制圧す

くまで主張するティラーソン国務長官とマク

る21世紀戦略）に立つ認識を持ち、旧冷戦時

マスター国家安全保障担当大統領補佐官は辞

代から続く戦略の復活（対中新冷戦等）には

任に追い込まれた（マクマスターの場合は、

批判的であった。

北朝鮮リスクを先制攻撃で早期解決し、長期

トランプ大統領もその圧力に抗しきれず17

間を要する交渉には反対したといわれる）。

年 8 月には、 3 千～ 4 千人規模のアフガニス

北朝鮮危機を契機として、ポスト冷戦期に

タン増派に踏み切り、インドやNATO諸国に

細々と維持補修されるか、建造から40年以上

対して軍事協力を要求し、広域資源地帯での

を経て旧式化し廃棄され始めた旧大型戦略兵

戦争維持を決断せざるを得なかった。

器、核兵器の復活の復活と新規拡大開発が始

同時に、トランプ軍事戦略は、軍産複合体

まっている。製造から45年を過ぎたミニット

の経営拡大・収益安定に向けての新兵器プロ

マンⅢ大陸間弾道ミサイルの新型開発が開始

グラムにそったロシア、中国という戦略的競

されて、ボーイング社には35億ドル、ノース

争者に対抗し得る（オバマ政権期から着手さ

ロップ・グラマン・コープに33億ドルの発注

れていた）新型戦略兵器の開発へと進み始め

がペンタゴンから届いた。戦略爆撃機B-2、超

た。

高度中距離迎撃ミサイルのTHAADの再活用、
追加配備はボーイン グを先頭 に、ロッキ ー
ド・マーチン、ミサイルの独占メーカーたる

（5） 中国とロシアを
「最大の脅威」に置き
換える
17年12月、トランプ政権は「国家安全保障

レイセオン、長距離戦略爆撃機、無人攻撃機
メーカーのノースロップ・グラマンの株価は
上昇した。

戦略」を発表し、18年 1 月には「国家防衛戦

軍需、防衛関連部門の主要57銘柄からなる

略」、 2 月には「国家軍事戦略」と「核戦略見

株価指数（スペース、ディフェンス、インデ
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ックス(DXS)の強気相場は、「金融市場は軍事

攻撃型原潜に搭載して、核攻撃型トマホーク

力の行使を嫌気する」との新古典派経済学者

後継の海軍用戦術核兵器として配備しようと

の主張を覆すものである。 5 大軍需トラスト

いうものである。核弾頭を搭載する海洋発射

企業による寡占支配体制が確立し（その相互

巡航ミサイル(SLCM)の開発も急ぎ「核なき

共同開発・生産も強まり）、その金融・経済権

世界」を書面に掲げていたオバマ前政権とは

力が政府への影響力を増し、外交政策の軍事

異なり、トランプ政権は核軍拡を掲げ「新冷

化をもたらしている。ニューヨーク株式市場

戦」の開始を宣言(喧伝)している。

では、軍需企業銘柄は、機関投資家や金利生

ロシアの軍産複合体も、米国の条約失効、

活者、その他の投機筋にも商機となり、彼ら

戦力増強に対する対抗措置として、新型核戦

の熱狂は収まる気配はない。

力の開発を宣言している。米国防総省は中国

平昌オリンピックを契機に、北朝鮮リスク

について18年にグアム島の米国基地を射程内

は緩和されるとも見え始めた段階で、トラン

に収め、西太平洋の米軍をけん制する中距離

プ政権は、中国、ロシアを脅威の最上位に置

ミサイル「東風26」を実戦配備したと発表し

く戦略転換をはたしたことによって、今後と

ている。ただし、米露とも際限なき核軍拡競

も軍事費が削られることはなくなり「国家軍

争は財政と経済の悪化を招く。米議会予算局

需市場」の安定的拡大が保障された。中国と

(CBO)は 1 月に、トランプ政権の核戦略を実

ロシアを驚異的な戦略的競争国家(adversaries)

現した場合、19～28年の10年間で4,940億ドル

と見立てた「核戦略見直し」(NPR)は、新た

（約54兆円）が必要であり、さらに国防総省

な高度破壊型の戦略を打ち出すこととなった

予算局の専門家によればトランプ政権が、長

（その先には、レーガン軍拡と同じく数年内

射程の核兵器を制限する米ロ間の新戦略兵器

の財政破綻が待ち受けている。後述）。

削減条約（新START・21年に失効）も破棄す

それは、米国とロシアとの核軍縮交渉で全

るとすれば、次なる30年の間に12兆ドル（軍

廃していた海軍の戦術核兵器を復活させると

産複合体の投資計画額）を必要とするという。

ころから始まる。これには、ロシアがI･N･F

国家財政難が待ち受けている。

条約（レーガン、ゴルバチョフ間で87年に調

経済停滞（製造業はマイナス成長）のロシ

印された中距離核戦力全廃条約）に反して、

アも国防費は約 2 兆8000億ルーブル（約 4 兆

地上発射型巡航ミサイルを配備したことへの

6000億円）で、15、16年の 3 兆ルーブルから

対抗策という理由付けがなされている。

は減額せざるを得なくなっている。レーガン

トランプ政権のウォーキャビネットとペン

軍拡に対抗していたソ連が崩壊したのもその

タゴンは、オバマ政権時代から用意されてい

結果である。そこでロシアは核軍縮の「新た

た中距離核戦力と海軍戦術核兵器の復活に直

な枠組み」の協議を米国に提案している。そ

ちに着手した（イラン制裁による緊張関係の

れでも中国は、米国との「長期の平時におけ

演出は、中東の核武装化もからめて、その正

る戦略競争」(long-term peacetime competition)

当化に活用されている）。

を決定して極超音速兵器の長射程新型ミサイ

米海軍は、退役保管していたトマホーク巡
航ミサイルの核攻撃型を12年までに廃棄して

ルや宇宙、サイバー、電子兵器などの開発を
進めている(10)。

いたが、新たな核攻撃型巡航ミサイルを開発、

ただし、米国と中、露の間には、冷戦時代

配備することを決定した。米空軍の戦略爆撃

のような体制間の対立があるわけではなく、

機用に新規開発されている空中発射型核巡航

代理戦争のようなものも発生していない。に

ミサイル(LRSO)を改造して、潜水艦用の水

もかかわらず、本来は「使用しないことを前

中発射型ミサイルとして調達する。これらを

提とした」戦略核兵器である戦略原潜用の水
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中発射弾道ミサイル(SLBM)に低出力核弾頭

関係を構築してきた。相互依存関係に構造変

を装着して「使える」戦術核として、中国、

化が生じ、矛盾関係が深まっていることは事

ロシアとの核限定戦争を「理論上」可能にし、

実だが、国家最高レベルの経済安全保障戦略

軍需市場を拡張しようというものである。軍

対話「米中戦略・経済対話」をクリントン政

産複合体が米露で拡大し、その権力と政治力

権以来続けており、2017年 7 月以来、北朝鮮

を飛躍的に強めた結果の新事態である。トラ

リスク解決をめぐって、両国間の密議（日本

ンプ政権とその「戦争キャビネット」は「中

と韓国を除外して）も重ねてきた。

露包囲、封じ込め」が可能だとは考えていな

米国政府が大企業への大型減税を進める一

いが、「制裁」と「新冷戦の始まり」を喧伝し、

方で軍事費の拡大を続けるなか（30年までの

軍産複合体は新形態の軍拡の道を進み始めた。

国防革新イニシアティブ＝DII）、今後の10年

実際に戦争が起きなくても「平常時の長期戦

間（19～28年）に12兆ドルを起債する必要が

略競争」によって利益を取得できるメカニズ

あると、米財務省・米国再発行諮問委員会が

ムを創出しようというものである。

試算しているが、その際、財務省証券の最大

現在、米国が保有している戦術的に使える

の買い手と期待するのが、中国である（米国

核兵器は、戦略航空機に搭載する自由投下核

アナリストたちは中国が米国債の購入を中止

爆弾と空中発射型巡航ミサイルの 2 種類であ

した場合の影響を推測しているが）。

る。これらを亜音速の遠距離爆撃機で着弾目

しかし、ロシアと中国の軍産複合体も、米

標地まで運ぶと数時間を要するが、極超音速

国と同等の対抗措置に備えるべく極超音速の

ロケット兵器の新型ミサイルなら数十分以内

新型ミサイルなど新型核兵器の高度化をはか

に到達することができる。このような海軍戦

りつつ武器市場拡大を求めて、外交の軍事化

術核兵器は、ロシアだけでなく、北朝鮮での

をもはかりつつある。

使用も想定され、史上最大の米韓（日）軍事
演習でも模擬核爆弾の投下訓練もなされてい
るという

（6）「新冷戦」
と限定核軍拡の想定

(11)

。

クリントン政権時代の国防長官であったウ
ィリアム・ペリー氏は、「新しい軍拡競争はす

ロシア、中国との「戦略的競争」をエスカ

でに始まっている」と世界に警告している。

レートしつつ、米国軍産複合体は、戦略核兵

同氏によれば、「冷戦時代には、 2 つの超大国

器を用いての全面的なスケールでなく、「限定

が核弾頭の数を競い合い、とてつもない数の

的な核戦争」を演出することができる。広島

核兵器を積み上げた。今日の軍拡競争は、そ

型原爆の15％から 5 ％ないし 2 ％の破壊力の

の質的内容が問題で、（多数の対立し合う国々

「使える」核兵器が開発されている。 2 ヵ国

に所有配備されれば） 2 国間ではなく複数国

間だけでなく数ヵ国を巻き込んだ地域大規模

間で競い合うことにもなる。現今の核戦争の

戦争に焦点があてられている。軍産複合体の

危険性は旧冷戦時代よりも高くなっている」

グローバル化と中東など地域の核軍拡競争な

というのである

(12)

ど「新軍拡競争」(new arms race)がすでに始

。

ロシアの軍産複合体も、兵器の新市場を求

まっているというの が、軍産 複合体の内 実

めている段階であるが、対米関係は、冷戦期

（中露に対する軍事的優位確立のためのDIIに

のように「柔軟反応戦略」といった一触即発

基づく「第三次オフセット戦略」の内実）に

の関係にあるわけではない。特に米中相互依

通じている前述のウィリアム・ペリー米元国

存関係は、中国のWTO加盟以来「チャイメリ

防長官の警告である

カ」(Chimerica)とも表される世界最大の貿易
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(13)

。

軍産複合体が「新冷戦」を主張し、一株当

図４

米欧軍需企業の売り上げ収入上位10社

ガルス・インダストリーズ（100年以上も米国

（単位10億ドル、2016年）

海軍に艦船を納入、米国で唯一原子力空母を
建造する能力を有し、バージニア級潜水艦も
建造する 2 社のうちの 1 社で2011年にノース
ロップから分離）、ハリス・コーポレーション
（政府、軍事機関向け無線通信機器、地上、
衛星通信システムを世界100ヵ国以上に提供、
2015年に防衛機器大手のエクセリス社を買収、
軍需企業としての地位を固める）、ユナイテッ
ド・テクノロジーズ・コーポレーション（機
械、機器のコングロ企業、民間、軍用航空エ
ンジンのプラット&ホイットニーと民間ジェ
ット機のシステムUTCアエロスペースの社が

原資料：Defense News (Revenue): Dealogic (M&A)
出所：THE WALL STREET JORNAL, September 9,2017

中核）、L-3テクノロジーズ.Inc（国防総省向

図５

ステムおよび機器、重機、18年 5 月同業のオ

け航空宇宙、国防分野の情報、監視、偵察シ

米国航空宇宙軍需企業のM&A活動の推移
（単位10億ドル）

ープン・ウォーターパワーを買収）なども中
位軍需企業に列せられようとしている。
新たな開発競争で最初に引き金を引いたの
は、ノースロップ・グラマンで、北朝鮮危機
でもっとも注目を浴びた。新世代の長距離核
戦略爆撃機と新型極超音速核ミサイル・メー
カーとして、ボーイング＝ロッキード・マー
チンの上位 2 社連合に対抗しようとしている。
ノースロップ・グラマンは、大中小型の軍
事偵察衛星や軍事衛星、高々度極超音速ミサ
イル・システムの製造能力をつけて、露・中

出所：図４に同じ

の「戦略的ライバル」に向けた兵器メーカー

り利益と株高に向けて際限のない軍拡競争へ

としての地歩を固めようとしている。17年 9

進もうとしており、さらに宇宙兵器やAI兵器

月には、同社には宇宙ロケット、衛星監視シ

をも使う未来の戦争に向け新たな戦略の枠組

ステムのメーカーであるオービタルATKを92

みも進んでいく。その主導、調整役が、17年

億ドルで買収する交渉をまとめあげた。続い

10月に国防総省政策担当国防次官に就任した

て、レイセオンとユナイテッド・テクノロジ

ロッキード・マーチン・インターナショナル

ーズが19年 6 月に1,000億ドル規模の合併合意

のジャン・ハート上級副社長である。

し、宇宙兵器や極音速の航空機、ミサイルの

90年代中葉から2006年にかけて出来上がっ

開発、生産に備えている(14)。

た航空宇宙、軍需産業の再編統合による巨大
軍事コンツェルン／トラスト 5 社体制は、さ
らに、宇宙システム、IT、AIの企業を吸収し
て高度寡占化を進める。（図４、図５）

（7） シリコンバレー企業もAI、宇宙兵
器開発へ

5 社体制に加えて、ハンティントン・イン
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ペンタゴンのDAPA(高等技術開発企画局)

は、湾岸戦争、アフガニスタン戦争、イラク

月にペンタゴンやCIA（中央情報局）の軍用

戦争以来、宇宙兵器技術の高度化を推進して

宇宙通信会社で、かつサイバーセキュリティ

きており、「新冷戦」大綱の開発プログラムと

ーズの大手でもあるCSRA社を68億ドルで買

して、小型衛星を大量に打ち上げて時速5,000

収すべく合意した。 クラウド およびサイ バ

～7,200キロメートルの極超音速スーパーソニ

ー・セキュリティの能力をつけて、ペンタゴ

ックのミサイルを誘導するシステムの開発で

ンの新兵器開発の新たな要請に応えようとす

中、露を引き離そうとしている。

るものである。

これを受けて、これまで軍事衛星のすべて

新世代空母の完全独占メーカーにして、原

の打ち上げを担ってきたボーイングとロッキ

子力空母、ミサイル潜水艦、ミサイル駆逐艦

ード・マーチンの宇宙ロケット合弁会社＝ユ

製造でトップを行くハンティントン・インガ

ナイテッド・ラーンチ・アライアンスは、イ

ルス・インダストリーズは、筆頭株主のブラ

ーロン・マスク氏率いるスペースX（正式名

ックロック(世界最大の資産管理会社)の支援

はスペース・エクスプロレーション・アライ

の下でM&A戦略に乗り出している。

アンス）との提携で、超安値で大量の軍事衛

アップルとグーグルの時価総額合計で、米

星を打ち上げる能力や全長90メートル以上の

国軍事企業全体の時価総額を上回ることを考

超大型ロケットの開発能力を完成しようとし

慮すると、シリコンバレー企業群が、米軍事

ている。そして、ペンタゴンのDAPAは、シ

産業に取り込まれることは重大な意味を持ち、

リコンバレーやボストン近郊のハイテク・ベ

米国経済の軍事化を飛躍的に進めることにな

ンチャー集中地域に現地出先機機関を設け、

る。ハーバード大学客員教授で、ペンタゴン

提携強化をはかり始めた。

の「防衛力革新研究機関」(Defense Innovation

軍事通信衛星、コミュニケーション専門会

Unit Experimental)主席研究員のクリストファ

社であるハリス・コーポレーションズでも、

ー・カーチホフ氏は「第二次大戦以来、米国

2015年のエクセリスInc買収(46億ドル)に続き、

の軍事力が国を守り、世界が相対的に平和に

シリコンバレーのICT(情報通信技術)、AI(人

保たれたのは、新技術が一つのシステムに統

工知能)大手 5 社（アップル、アマゾン、アル

合されてきたことによる」と述べている。

ファベット(グーグル)、フェイスブック、マ

ただし、カーチホフ氏は、グーグルの持つ

イクロソフト）のいずれかとの戦略提携に入

機械学習であるアルゴリズムが、ペンタゴン

ろうとしている（ 5 社の17年研究開発費合計

のAIビッグデータ開発計画「プロジェクト・

は716億ドルで、同年の米連邦政府の軍事部門

マーベン」に使われることに3,000人以上の技

を除く科学技術予算722億ドルに迫る）。

術者が抗議の署名活動を行ったことや、「我々

ユナイテッド・テクノロジーズは、F35最

は戦争のための技術は創らない」というスロ

新鋭ステルス戦闘機と次世代長距離爆撃機の

ーガンを掲げ、この件での国防総省との契約

共用エンジンを開発しているが、17年 9 月に

を打ち切った(18年 5 月)(15)ことには理解しつ

軍事用通信とコクピット通信システム開発製

つも、米国の民主的な企業体制の下で開発さ

造のロックウェル・コリンズ社を230億ドル

れた軍事技術は、民主国家を守るために使用

（軍事 企業買収として はこれま での史上最

されるのは合理的だという立場に立っている。

大）で買収している。続いて、19年 6 月には

つまり、軍需兵器は、政府と軍が顧客であっ

前述のようにレイセオンとの1000億ドル合併

て民間への開放は不可能であり、現代兵器は

へ進んだ。

先端技術を実用化した素材、部品、コンポー

ミサイル潜水艦や戦車の最大手メーカーで

ネンツの集合体で、それらの要素技術を実装

あるジェネラル・ダイナミックスも、18年 2

した産業経済の集積の技術的、経済基盤に依
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存するもので国家経済の基盤にはならず、他
産業や国家に依存するものではあるが「ペン
タゴンとのパートナーシップは企業の利益に

第二章

はなる」と軍産複合体へのシリコンバレーの
参入を合理化している

巨大金融機関主導の
軍産複合体復活

(16)

。

かくして、トランプ政権下の軍産複合体は、

（1） ５大軍事トラスト企業への再編統合

1993年以来の 3 段階の集中統合化を、ウォー
ルストリートの巨大金融機関の支援の下、ペ

米国軍事複合体にとって、89年の東欧諸国

ンタゴン本体の枢要組織、上下両院（軍事委

の体制転換に伴う冷戦終結は、国防費削減圧

員会）、それに大学やシンクタンクと結び、そ

力がさらに強まる「大災害」(disaster)であっ

の産業社会的基盤（政治、経済、金融技術）

た。同年の「ベルリンの壁」の崩壊は、過重

が強化され、「米軍事力は近々史上最強とな

な軍事支出負担が米国の政治、経済の世界的

る」（トランプ大統領、17年 9 月19日、国連総

地位をおとしめているという国民的議論が高

会での演説）なか、その軍需市場も史上最大

まり、ベトナム戦争を主導したロバート・マ

に拡大しつつある。

クナマラ元国防長官のように、「米国は 5 年間

トランプ政権の場合、拡大しつつある軍事

で軍事費支出を半減しても、国家安全保障は

予算を既存の軍事能力および国防産業基盤の

万全で、国内の社会インフラ再建投資に数千

保持に費やすことに力点を置き、将来的な軍

億ドルを当てる余地が出来る」（連邦上院予算

事技術への投資に振り向けることに優先度を

委員会公聴会発言）という「平和の配当」の

置いていないとも評価されてきたが、ジェー

主張に全米が賛同意見に包まれた。

ムス・マティス国防長官（19年 2 月に退任）

そこで、米国軍事当局－航空宇宙軍需産業

の戦略は、(1)北朝鮮先制攻撃論を排し米朝直

界では、軍事能力の保持強化を正当化する理

接交渉の道をつけ、同時に旧冷戦期の兵器の

論の構築が急がれた。米国が唯一超大国とな

復活をはかり、(2)イランを中心にすえた中東

って、冷戦型対立の「歴史の終り」（フランシ

油田地帯での緊張に備え、中国、ロシアが進

ス・フクヤマ）において、西・北アフリカ、

めるAIや量子コンピュータ使用の21世紀型の

中東、中央アジア、南西アジアの「不安定の

軍備（体制の構築を）優先させたと考えられる。

弧」地帯を「アメリカの新拡大秩序」のなか

そこで、米国がリードし世界中の軍産複合

に組み込まなければいけないという米国の国

体（欧州からロシア、中国、インド、パキス

際石油資本をはじめとする多国籍企業の要請

タン、サウジアラビア、ブラジル、イスラエ

もあった。

ルなど）に火をつけた軍需産業拡張は、どこ

そこで打ち出されたのが、強力な軍事力を

まで、どの方向に進むのであろうか。そこで

持ち、大量破壊兵器を製造、保有しつつあり、

まず20世紀の冷戦終結から2010年代の現在に

世界秩序の破壊をめざす「ならずもの国家」

至る軍産複合体（時には、「軍産議会複合体」

(Rogue states)が、旧ソ連に変る仮想敵国とし

とも言われる）体質がどのように強化されて

て位置づけられた。これらの国には、本格的

きたのかを見よう。「国家より大きく強腕」と

な空軍や海軍も持たず、兵力規模も小国の間

いわれるニューヨークの巨大金融機関と結び

に分散しているので、複数の国々が同時に米

つき、ペンタゴンの「経営と戦略の最終裁定

国の秩序に挑む場合を想定している。 2 ヵ国

(17)

と

以上で大規模地域戦争を同時に戦える能力を

なる兵器企業トラストの集合体はいかに試練

持つ必要があるとする新戦略＝「地域防衛戦

を乗り越え強靱な体質を築いたのかを検討する。

略」と名づけて、1990年春にチェイニー国防

者」（アーンスト&ヤングのアナリスト）
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長官(当時)から、ブッシュ(父)大統領へ提出

成の明確な業界基盤の構図を描けなかったた

された。

めに、ウォール街のモルガン・スタンレーな

ブッ シュ－チ ェイニ ー政権 の湾岸 戦争 は

どの投資銀行とブラックロックなど巨大投資

「新戦略」が仮想敵と位置づけた「ならず者

ファンド(資産管理会社)が、大手軍事トラス

国家」の現実の「脅威」とされ、軍産複合体

ト構築へのM&A、業界統合化がそれを「代行

にとって、貴重な国民への説得の好機となっ

する」ことになった。再編の主導権を事実上、

た。①初めて宇宙衛星システムを使用したハ

ウォール街の金融資本が握ることとなった

(18)

。

イテク兵器の有効性と卓越性、②空軍力の優

これを契機として、巨大軍事トラストによ

勢の保持、③陸、海、空、海兵隊の国防 4 軍

るM&Aが頻発、1993年から97年末までに35件

の統合力と多国籍軍との連携、④大規模な軍

の大型の航空宇宙軍需企業の買収・合併が発

隊と戦略物資を本国から戦場まで輸送する戦

生した。GE、IBM、ダウ、デュポン、フォー

略的な機動性、⑤日本、ドイツ、サウジアラ

ド、GM、TIなどの多国籍企業も国防部門を

ビアなどの同盟国の戦費肩代りによる多国籍

手放すこととなった。（図６）

軍の形成 ―という冷戦終結後の新しい戦争
が遂行された。

最も動きが早く、M&Aによる再編統合をペ
ンタゴンと共同してリードしたのは、ロッキ

「新戦略」は、クリントン政権下で「ボト

ード及びマーチンとマリエッタであった（両

ム ・ ア ッ プ ・ レ ビ ュ ー 」 (BUR＝ Bottom-Up

社は後に統合）。93年には、ロッキードがジェ

Review)という形で精緻化されていくことに

ネラル・ダイナミックス(GD)からF16戦闘機

なる。BURは冷戦後の軍事能力を基準として、

部門を、マーチン・マリエッタがGEとGDか

湾岸地域から中央アジア、南西アジア、朝鮮

ら宇宙部門を買収し、95年にはロッキードと

半島における「地域の強国による大規模な侵

マーチンが合併統合し（90億ドル）、さらに新

略」を想定し、 2 つの大規模地域紛争の同時

合併会社がローラルを買収（95億ドル）した。

発生に即対応できるだけの戦力の構築を今後

ロッキードによる買収を拒否したロケット

の戦略目標としていた。90年代はほぼこの「地

兵器メーカーのタイタンは、L-3コミュニケー

域防衛戦」として軍事予算獲得に活用された。

ションズと合併（05年）した。それい続いて、

ペンタゴンは巨大軍事企業の集約化に積極
関与して、巨大軍事トラストの合併を推進し、

L-3コミュニケーションズは、傘下にあった
L3テクノロジーズと統合、改名した。

国防産業基盤強化に向けても集約、再編成、

ボーイングは、一歩遅れて、まず96年12月

統合化をはかった。軍事産業の生産能力の顕

にB-1B爆撃機の主契者だったロックウェルの

在化もはかろうとした。

スペース&ディフェンス部門を買収、続いて

93年 7 月に、クリントン政権のペリー国防

97年にマクダネル・ダグラス（ベトナム戦争

長官は、主要軍需企業の最高経営者を夕食会

期の主力戦闘機＝ファントムF4と民間機ダグ

に招き、冷戦終結後の国家兵器市場縮小のな

ラス・シリーズの生産）と合併した。これら

かで、国防相が劇的な産業集約化に着手する

の合併により、ボーイングは、F-18戦闘機、

構想を 表明した。いわ ゆる「最 後の晩餐」

F-22戦闘機（ロッキードと共同生産）、C-17超

(the Last Supper)で、ペンタゴンは劇的な産業

大型輸送機、V-22オスプレイ（ベル・ヘリコ

集約化に向け、早急なM&A（買収・合併）に

プター・テクトロンとの共同生産）、RAH-66

よる縮約化・統合化を要請した。同時にM&A

コマンド攻撃ヘリコプター（シコルスキーと

に伴うリストラ費用の政府補助の実施もつけ

共同生産）の生産で軍用機生産でロッキード

加えると言明した。

と 首 位 を 競 い 、 民 間 機 で 世 界 最 大 、 NASA

けだし、ペンタゴンには業界集約化と再編

（米航空宇宙局）の契約者 1 位、最大の航空
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図６

米国航空宇宙・軍需メーカーの冷戦終結後のM&A・再編成（1993～2006年）

出所：Luc Mampacy, Claude Serfati作成。The Economist, July 20, 2002等を活用し補充。

機輸出企業となった。

製品である。90年代のM&Aでは出遅れ、93年

レイセオンは96年に、テキサス・インスツ

にはロッキードとマーチンから買収対象とさ

ルメンツとGMのヘリコプター、ミサイル子

れた が、 ペン タゴンと反ト ラスト 法 当 局、

会社、ヒューズの買収に成功した（ただし、

FTC(連邦公正取引委員会)の反対で中止とな

ノースロップ・グラマンの買収には、ペンタ

り買収は免れた。ノースロップ・グラマンは

ゴンの反対で失敗）。司法省の反トラスト・レ

合併相手が見つからぬまま、90年代の軍事産

ビューで半導体チップ製造部門とセンサーお

業の再編、集約化(down sizing)の第 1 過程は

よび電子光学部門の売却を余儀なくされたが、

終了となった。

米国第 3 の軍需企業として、4,000以上の兵器

その過程は、米国防総省に主導されたもの

プログラムに関与している。パトリオット地

だったが、その実態は、巨大航空宇宙軍需ト

対空ミサイル、トマホーク対地攻撃ミサイル

ラストとニューヨーク巨大金融機関（金融エ

やAIM-00空対地ミサイル、AIM-9サイドワイ

スタブリッシュメント）の戦略のままに寡占

ンダー空対空ミサイル、AIM-120最新型空対

体制構築への再編統合だった。約50社の軍需

空ミサイルなどを生産。さらにレーダーやサ

関連企業が、 5 大軍需トラスト企業へ、NY巨

ーベイランス&ターゲティング・システムの

大金融機関との金融連結へ組み込まれた。

技術に優れ、ミサイルはじめ武器輸出企業と

97年にコーエン国防長官によってなされた
「国防計画見直し」(Report of Quadrennial De-

しても高い実績を持つ。
ノースロップ・グラマンは、B-2長距離戦略

fense Review)が最終となって、軍事システム

爆撃機、F14戦闘機、グローバル・ホーク無

高度化計画は一応の決着を見て現在にいたっ

人偵察・爆撃機のメーカーであり、AWACS

ている。98年には、軍事産業界の第 1 段階で

(Airborne Warning and Control System)も主力

のM&A再編統合化し終ると同時に、国防予算
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も下げ止まり「21世紀」型戦争に備えて、新

約された。GDはさらに、最大手のニューポー

たな軍拡期が準備され始めた。

ト・ニュース社に買収提案を仕掛けたが、こ
の二大艦艇メーカーの合併は、価格上、技術

（2） NY巨大金融機関とペンタゴンの融合

上で、国防総省の裁量を脅かすと判断され、
FTC（連邦公正取引委員会）も、この合併計
画を承認しなかった

(19)

。GDは、冷戦終結後に

ペンタゴンの縮小再編計画に積極的に従っ

おける軍需市場拡大の限界を読んで、主力の

たのはジェネラル・ダイナミックス(GD)で、

戦闘機部門を手放して「平和の配当」による

将来、競争優位の見込めない事業を分割・売

株高を獲得し、そのメダルの裏面では、原子

却してコアビジネスへの特化をはかり、産業

力潜水艦はじめ艦艇の独占者として、ペンタ

再編の先駆となった。91年から93年にかけて、

ゴンへの発言力を強化する地歩を固めようと

GDはミサイル事業のヒューズをGMに、F-16

していた。

戦闘機部門をロッキードに、宇宙システム部

クリントン政権成立後の93年のペリー国防

門をマーチン・マリエッタに、加えて、民生

長官による国防総省の企業合併推進において

部門のセスナ事業部門もテクストロンに売却

同省は連邦取引委員会や司法省といった反ト

した。

ラスト当局に対して、航空宇宙・軍需産業の

GDは、ロッキードへの戦闘機部門売却時点

合併規制の緩和を数度にわたって要請し、90

においても、800機以上の受注残をかかえ、日

年代の超大型合併における反トラスト当局の

本のF-X（次期支援戦闘機）開発の源流とも

認否についても、すべてペンタゴンと巨大金

なっていた。低コスト、大量生産を売り物に

融機関と結びつく主力軍事企業の意向を反映

して、国際競争力を持っていたが、旧シカゴ

していたといえよう。

集団に属し、金融力もニューヨーク集団系の

クリントン政権下の96年 6 月の反トラスト

大手企業よりも弱いと見られ、将来の米国戦

当局も、合併政策を大きく転換し、①最上位

闘機開発競争では、いずれ開発計画にも参入

企業間の合併、②産業分野を越えた合併、③

できなくなると見られていたことから、当面

将来のイノベーションの視点を織り込んだ合

の収益性ではなく、将来の競争激化（国内戦

併――についても、大幅に緩和の方向性を打

闘機市場が縮小の場合）のなかでは生き残れ

ち出しており、軍事産業分野の巨大M&Aの実

ないと判断して、主力部門の事業売却に踏み

現を促した。

切ったのである。

現実には、この方針転換の前に、ロッキー

その結果、GDは、戦闘車両、原子力潜水艦、

ド・マーチンのノーマン・R・オーグスティ

情報システムの 3 部門を保持するのみとなっ

ンCEOら大手軍事産業のCEOと、巨大M&Aを

た。1989年時点で100億ドルであった純売上高

バック・アップする巨大投資家や投資銀行の

は、94年には 3 分の 1 弱の30億ドル、同じく

要請圧力のもとに主要な合併は成立していっ

従業員は10万2000人から 2 万4000人へと 4 分

た。そこでまず、ロッキード・マーチン、ボ

の 1 以下に縮減した。このようなスリム化が

ーイング、レイセオンの 3 大勢力が一応の再

「平和の配当」として好評を呼び、GD株価は、

編統合をはたし、ノースロップ・グラマンと

91年から93年の間に 5 倍以上に高騰した。

ジェネラル・ダイナミックスが未完のまま後

その一方で、GDは、艦艇メーカーのバス・

を追っていた。

アイロン・ワークス&ナショナル・スティー

さら に、ペンタゴン首 脳 部 が軍需 企業の

ル&シップビルディングを買収した。その結

M&Aを積極推進することを宣言した93年 7 月

果、米国の艦艇建造企業は 6 社から 3 社に集

と時を同じくして、ジョン・M・ドイッチェ
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国防（調達担当）副長官は、その合併に伴っ

る大株主となり（特にロッキードは100％近

て、必要とされるリストラ費用（レイオフ労

く）、金融資本の代表機関として、ペンタゴン

働者への退職金支払い、工場閉鎖、移転に伴

の同意と承認の下で、兵器メーカー間の集中

う設備費用等）について、その費用をペンタ

統合化プロセスの有力エージェントを形成し

ゴンとの調達契約支払額に加算できるという

た。その機関投資家は投資銀行やアナリスト、

条件を提示した。M&A費用として国防総省が

アドバイザーの支援を得て、株式市場におけ

補助金として支払うという方式は、企業側の

るM&A「気運の形成者」(shapers

一方的な政治圧力の下で決定されたといわれ

ment)となった。その狙いは、企業資産の株式

ている。

売買における市場価格を最高度に吊り上げる

生産力の縮小再編、統合化に向けた軍需企

of

senti-

ことである。

業間のM&Aは、主要な買収合併件数だけでも、

フィナンシャル・コミュニティは、にわか

91年から97年の間に350件に達し、ロッキー

作 り の 「 産 業 組 み 立 て 集 団 」 (Industrial

ド・マーチン、ボーイング、レイセオン、ノ

Meccano)形成への市場気運を盛り上げていっ

ースロップ・グラマン、ジェネラル・ダイナ

た。より多くの軍需産業が、この動きに参入

ミックスの 5 大企業グループに集約統合され

することとなった。有力企業の最高経営者た

た。さらに、ハンティントン・インガルス、

ちは、ストックオプション（自社株買取り）

ハリス・コーポレーション、L3テクノロジー

などの金融報酬を与えられて、この新合併企

ズなど約10社の準大手企業グループを形成す

業集団の形成に駆り立てられ、軍事企業に支

ることとなった。

援されるワシントン のロビイ ストや政治 家

これらの合併運動は、ペンタゴンの戦略と
指導によって遂行されたというより、軍需ト

（上下両院軍事委員会）と共同で政治的障害
を取り除くために協力した

(20)

。

ラストによる「国家独占軍需市場」の寡占的

集中合併をさらに進めるべくペンタゴンの

支配の 拡張要求とウォ ール街の 巨大金融機

最高幹部に身を投じていく最高経営者たちも

関・投資銀行のフィナンシャル・アドバイザ

少なくなかった。ロッキード・マーチン合併

ーと政治の圧力の結合の密接協力の下で組織、

当時のCEOであったノーマン・オーグスティ

融合されるM&Aによって、メガ・グループ創

ンは、2001年末に唯一の非軍事部門・コムサ

出に向けた産業再編成（the industrial restructur-

ット（90年代末に買収）を売却したあと陸軍

ing）という形で構築、遂行された。

副長官へと転じ、軍事政策統括者（政策・調

ペンタゴンの国家独占軍需市場に向けた競
争を狭くする少数メガ・グループ（寡占体）

達・研究開発）となって、軍産複合体内部で
の中枢地歩を固めた

(21)

。

への統合化は、垂直統合化も含んでおり、い
っそう強固な「企業基礎条件」(fundamentals)
を整え、国際競争力と収益性、効率性を保持

（3） 巨大金融トラスト主導の垂直統合

することになった。軍需寡占体形成への大型
合併の過程で、巨大投資機関、資産運用管理

金融アドバイザーと軍需企業の最高経営責

会社（18年末の軍用資産額6.5兆ドル強、株式

任者は、軍需産業界のM&A、再編統合を進め

運用額3.5兆ドルのブラックロックはじめバン

る中で、業界全体の垂直統合を進め、より大

ガード、ステート・ストリート、J.P.モルガ

型で技術的にも高度かつ効率的な企業グルー

ンアセット・マネジメント、モルガン・スタ

プを形成しようとした。90年代の前半にはロ

ンレーフィナンシャル、BNYメロン・フィナ

ッキード、ボーイングはじめ大手 5 社は、国

ンシャルなどが、全株式の 7 割から 9 割を握

際自動車資本（GM、フォード、クライスラ
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ー）やIT企業（IBM、ユニシス、テキサス・

これらの買収・合併と集中・統合化による

インスツルメンツ、GE）、原子力エンジニア

独占的、寡占的産業集合体(oligopoly industrial

リング（当時）のウェスティングハウス、情

trust)の形成は、J.P.モルガン、チェース、シ

報通信のAT&T、国際化学資本のデュポン、

ティグループ、バンク・オブ・アメリカ、メ

ダウから軍需部門を買収、吸収した。多国籍

リルリンチ、ゴールドマン・サックス、モル

企業は巨大金融株主の主導の下で軍需部門を

ガン・スタンレーなどと結びつく、巨大機関

手放し、航空宇宙軍需トラストは軍需生産を

投資ファンドからなる金融連合体の主導で、

多角化し垂直統合化をはかっていった。

最終的にはペンタゴンの黙認の下で進められ

国防総省は、軍需企業の集中・統合化と寡

た。巨大機関投資ファンドによる大手軍需企

占化を大手企業の株主たちや機関投資家にゆ

業の株式所有率は、他分野の米国ビッグビジ

だねた。1998年にロッキード・マーチンによ

ネス（多国籍企業）よりはるかに高くなった。

るノースロップ・グラマンの買収を司法省が

1980年から2000年代初期にかけてOECD諸国

禁じたのを最後に、軍需生産のM&Aブームは

企業の機関投資ファンド（投資ファンド、保

ひとまず終止符を打ったが、2001年から始ま

険会社他の金融機関）の株式保有率は、米国

った第 2 次M&Aは、軍需企業―金融資本の

政府・金融証券機関の先導の下で、飛躍的に

イニシアチブで遂行され、もはや国防総省の

高まったが、米国軍需産業大手15社銘柄であ

介入する余地はなかった。

るアメックス・ディフェンス・インデックス

さらに重要なことは、旧地方企業集団の有

(DFI＝The Amex Defense Index)のそれは、

力中核企業だった軍事トラスト企業（ロッキ

79.24％ で 、 米 国 S&P500社 イ ン デ ッ ク ス は

ードは、旧カリフォルニア集団、レイセオン

65.33％であった（2005年 5 月）。なかでも、

は旧ボストン集団、ボーイングに吸収された

ロッ キー ド・ マーチンは95％、ノ ースロ ッ

ロックウェル・インターナショナルは旧メロ

プ・グラマンは85.94％、GDは79.08％であっ

ン集団に、ジェネラル・ダイナミックスは旧

た(図７)。米国の最大手優良企業銘柄の“ブ

シカゴ 集団、テキサス ・インス ツルメンツ

ルーチップス”20社＝メジャー・マーケット、

（軍需部門）は旧テキサス・南部集団に属し

インデックスの平均値は66.08％であった。

ていた）も、ニューヨーク金融グループを最

軍事産業大手企業は、ブラックロック、バ

大の株主として金融資本として再編成され、

ンガード、フィデリティ、J.P.モルガンアセ

金融力を背景とする政治権力を持って軍産複

ット・マネジメント、ステート・ストリート、

合体強化の構成要員（フィナンシャル・ポリ

ノーザン ・トラ スト、BNYメロ ン、モ ルガ

ティシャン）となっている。

ン・スタンレー・インベストメントといった

ニューヨークの金融中枢との結びつきを持

巨大金融トラストを主力とする大株主金融結

つ軍事トラスト企業として第 2 次M&A合併が

合体の金融、経済権力を背景に、企業統治改

21世紀に入って展開された。軍用機製造専業

革を遂行し、(1)主力部門の垂直結合をはかり

だったノースロップ・グラマンは、艦艇最大

市場支配力を強め、(2)業界の垣根を越えた企

手のニューボート・ニュース・ビルディング

業買収（コングロ合併）をはかって多角的企

買収（20億ドル）とTRW買収（78億ドル）を

業統合体を形成（ノースロップ・グラマンの

2002年 に 合意し た。 巨大 金融 機関 と結 ん だ

最大手艦艇メーカー＝ニューボート・ニュー

「にわ か作り」の新型 トラスト ＝「メカー

ス・ビルディング買収、さらにエレクトロニ

ノ」（機械仕立てメカニズム）の形成であった。

ク、ロボットシステム、ハイパーセキュリテ

GDやL3テクノロジーズ（コミュニケーショ

ィ企業の買収）、(3)巨大主契約企業間の開発

ンズ）も金融中軸の異分野企業買収に出た。

と生産の共同化（ロッキードが主契約者であ
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るF35ステルス戦闘機生産に、ライバルだっ

図７

たボーイングが共同生産者となる）を進めて

米国兵器産業大手の機関投資家
による株式所有比率
（％）

いる。「21世紀の戦争」の形態変化に対応でき
る体制（特に宇宙の軍事化、AI、ロボット、
サイバー兵器に対応し得る）と企業基盤を強
化しようというのである。
さらに、巨大金融株主と軍事独占体の最高
経営者の連合体は、軍事研究開発（ウェポン
R&D）と兵器生産増大の推進を「独占集中化
の企業ロジック」(industrial logic of the concentration)として進めてきた。
1994年 3 月から2001年 8 月にかけて169の買
収合併取引案件があったが、ペンタゴンによ
って取り下げられたのはたった 2 件で、問題
の17件は緩和されて実行された。なぜなら英
国の米国防産業研究科のアン・マークセン氏
によれば、「ペンタゴンは国防産業の生産基盤
の明確なダウンサイジングやリストラクチャ
リングのビジョンを示したことはなく、再編

社

名

機関投資家の株式保
有率
2005年3月現在

ロッキード・マーチン
95.00％
FLIRシステムズ
95.00％
Drsテクノロジーズ
92.91％
Alliant Techsystems lnc．
89.16％
ノースロップ・グラマン
85.94％
スチュアート＆ステイブンソン
84.90％
タイタン
81.48％
ジェネラル・ダイナミックス
79.08％
EDOコーポレーション
78.70％
L-3コミュニケーションズ
78.47％
United lndustrial Corporation
75.79％
レイセオン
74.01％
ボーイング
66.33％
ロックウェル・コリン
61.21％
エンジニアード・サポート・システム
50.59％
アメックス軍需企業銘柄平均
79.24％
S＆P
500社平均
65.33％
注：上表はDFI銘柄インデックスによる（2005年５月）。タ
イタン社は2005年８月にL-3コミュニケーションズに買
収された。エンジニアード・サポート・システムはDrs
テクノロジーズに2006年１月に買収された。スチュア
ート＆スティブンソンはアーマー・ホールティングス
に2006年５月に買収された。
出所：THE WALLSTREET JOURNAL and Reuters 資料を基
にLuc Mampacy作成

成のイニシアもウォール街に履行されること
もなく、ウォール街に手渡されてしまった」

の活力低下につながる株式売却には何の正統

というのである(Associate Professor of the cen-

性もない」と、「平和の配当」を信じていた米

ter for political studies at Bar-llan Universi-

国民に唱え、1999年の軍事研究、開発(R&D)

ty)

(22)

。特に軍事企業の大型買収合併について

と調達額を大幅に増大させた。99年から2003

は、米国反トラスト当局は最初から手を引い

年にかけて1,100億ドルの予算増額をもたらし

ていたというのである。米上院軍事委員会に

た。大手軍事トラストの機関投資株主の大口

おける 国防副長官（産 業政策担 当）の証言

株売りによる株価下落圧力（97年と98年）が、

（2002年 3 月19日）によれば、「各企業は国防

クリントン政権末期のペンタゴンによる軍事

における自社の利益によって行動しており、

費増額への転換から上昇軌道を導き出すこと

金融シェアホルダーの経営参入は、政府が過

になった。

度に介入しなくても、コスト低下を支援する

世界最大のコンサルティング事務所のアー

ものである」と米国政府はウォール街に、再

ンスト&ヤングでは、2002年報告書で｢クライ

編成のイニシアを渡したことを示している。

アントの政府、ペンタゴンではなく、兵器産

軍事産業の再編、統合化は、軍事トラストと

業グループの機関投資家の大株主こそが、経

大株主である巨大投資金融機関にまかせ、政府

営と戦略の最終的な裁定者となるべき」と主

の指導、介入は、最小限にするというのである。

張している。つまり、国防企業の巨大投資機

大型合併ラッシュの結果、97年から98年に

関が経営判断を行う際の基準は、その企業の

かけて軍事産業の株価は一時的に低下したが、

成長と業績見通し判断によるべきで「特定の

それは機関投資家が短期運用株を大量売却し

国の政府やその連合体の利益に適合すること

たためである。そこで国防総省は「米合衆国

はできない」というのである。だから軍事企

の国家安全保障に死活的利害のある国防産業

業は、「魅力的な収益をもたらすオファー（軍
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事発注）がない限り、自国の国防省との契約
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（受付日：2019/08/17、受理日：2019/09/10）

■書評■

本田浩邦 著

『長 期 停 滞 の 資 本 主 義
─ 新しい福祉社会とベーシックインカム』
（大月書店、2019 年）

佐 藤 拓 也
第 3 章 ポスト・ニューディール型経済
システム ―新しい福祉社会の可能

１．本書の構成と内容

性
第Ⅱ部 日本経済とベーシックインカム

現代資本主義が長期停滞にあるのか否か。

第 4 章 日本の長期停滞と賃金・社会保

ローレンス・サマーズの問題提起以来、世界

障

的な論争が続いている。そのなかで本書は、

第 5 章 日本の財政と金融をどうするか

1970 年代以降の現代資本主義が長期停滞にあ

第 6 章 「ケアチェーン」とジェンダー

ると捉えることを、その特長としている。著

第 7 章 ベーシックインカム―経済民

者によれば、この長期停滞は、貧困と雇用の

主主義のために

不安定化という側面だけでなく、ポピュリズ

第 8 章 現代尊農論 ―ベーシックイン

ムの台頭に象徴されるような社会構造的な危

カムによる地方再生

機の側面も持つ深刻なものである。とはいえ、

補論 1 モディリアーニの三角形

本書は、長期停滞と危機の分析に留まること

補論 2 なぜ日本では消費税が社会保障のた

なく、他ならぬこの長期停滞のなかにこそ人

めにならないか？

々を救うための原資が存在していることを見

補論 3 フランク・ロイド・ライトの都市構

出し、それを意識的に活用するための手段と

想 ―小規模都市と農業の分散的融合

して、ベーシックインカム(以下、BI）とい
う新たな施策を提言する。最初に本書の構成
を掲げておきたい。

第Ⅰ部は、現代の資本主義が長期停滞にあ
ることを理論的・実証的に明らかにすると共
に、その下で生じている危機への対処の仕方

第Ⅰ部 長期停滞下の資本主義経済

の、基本的な方向性を示すものである。

第 1 章 資本主義は今どのような段階に

第 1 章では、長期停滞の構図が示される。

あるか？ ―資本蓄積と社会構造の

戦後資本主義の経済成長は、技術革新をエン

「二重危機」

ジンとし、賃金と所 得保障と を両輪とす る

第 2 章 長期停滞の経済学 ―論争の総
括と経済政策

「ニューディール型資本主義」(11 頁)による
資本蓄積パターンによって実現されてきた。
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すなわち、19 世紀末から 20 世紀初頭にかけ

成長がごく僅かとなると、人々は多様な組織

ての技 術革新、ロバー ト・ゴー ドンの言う

や運動に参加しても十分な成果を期待できな

「第二次産業革命」( 6 頁)が、戦後から 1970

いから、組織の構成員として、たとえば新た

年代初頭に至る急激な生産性上昇(付加価値の

なリベラルな所得分配や社会保障制度などを

増大)をもたらした。これを、企業側は、ある

目指して運動するより、既存の成果を守るこ

程度高い実質賃金の支払いと安定的雇用保障

とに専心するようになる。こうして、人々が

を通じて労働者へと還元し、さらに、これと

主体的に社会に働きかけるインセンティブは

結びついた社会保障制度が整備されることで、

一層低下し、選択肢のなさや先行きの不安が、

経済成長を支えることになった。

人々の結びつきを阻害する。加えて、ニュー

ところが、20 世紀も半ばを過ぎると、「第

ディール型資本主義の下で作られた分断的な

二次産業革命」の経済効果の波が潰え成長率

賃金・社会保障制度は、労働運動、政治運動、

が鈍化し、企業は、利潤極大化のために労働

市民運動などに広範な層を結集させる上での

者と国民の利益を犠牲にし始める。特に 1970

制約条件となった。こうして、結びつきを失

年代に入ると、企業は潜在的な供給力の過剰

った人々は、従来の保守派にもリベラル派に

を抱え、新たな投資先を見出すことに困難を

も依拠できずに、結果としてポピュリズムや

覚えるようになる。それゆえ純投資は伸びず、

極右の台頭を許すことにつながっている。

企業の収益はもっぱら金融資産の購入や自社

第 2 章は、長期停滞を理論的・実証的に明

株買いに回され、これが株価の上昇や配当の

らかにしている。長期停滞論争の嚆矢となっ

増大をもたらした。しかも、生産拠点は海外

たローレンス・サマーズの議論は、長期停滞

に移されるようになるから、高賃金の雇用基

の原因を需要要因に、特に投資需要の不足に

盤はますます浸食される。他方で、寡占化が

見出す議論である。すなわち、貯蓄性向を引

ますます進展している。このように、「今日の

き上げ、投資性向を抑制する強い力が働いて

長期停滞は、……技術革新の一定の飽和状態

いるため、金利を下げても完全雇用均衡が生

に達したことによって起こったもの」(15 頁)

まれないと主張する。これに対して、ロバー

である。つまり、長期停滞の原因は、生産性

ト・ゴードンは供給サイドに着目する。技術

の不十分さにあるのではなく、生産力の過剰

革新の効果が潰え、産業の中心部分が収穫逓

にある。

減を起こしたことで、潜在成長率が低下して

こうして、人々の生活を豊かにした戦後の

いると見る。

経済成長の時代は過ぎ去り、貧困と雇用不安

そこで、この論争を総括するために、著者

が蔓延することになった。このことは、職域

はエクハルト・ハインの研究を参照している。

を基礎として保険方式で成り立ってきた社会

シュタインドルの理論的系譜を継承するハイ

保障制度の基盤を掘り崩すことにもなってい

ンは、供給サイドにおける寡占的投資抑制を

る。これが、現代の長期停滞にある資本主義

重視する。すなわち、市場が独占ないし寡占

の危機の第 1 の側面である。ところが、こう

状態にあり、支配的企業が価格決定力を持っ

した危機的な状況にもかかわらず、新たな経

ている場合、企業は投資、産出量、設備稼働

済制度を求める動きは乏しい。この背景には

率を調整する。長期的に需要が低迷している

危機の第 2 の側面である社会構造の深刻な変

と判断した場合、独占企業は収益性確保のた

化がある。ここでの社会構造とは、人々の多

めにそれらを引き下げようとする。こうして、

様な社会的結びつきのことであり、それは、

著者は長期停滞の根拠を独占企業の行動に帰

資本主義の成長を促進し、他方でその暴走を

着させる。そして、この供給サイドの要因が、

抑止する役割を果たしてきた。しかし、経済

投資需要の減退や雇用・賃金抑制を通じた消
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費需要の低迷という、需要サイドの問題をも

第 4 章では、1970 年代に日本の経済成長が

惹き起こす。長期停滞がこうした構図で生じ

落ちはじめた構図が明らかにされる。第 1 に、

ている以上、企業の独占的行動様式を規制す

経済停滞の最大の要因は、明治期以降の技術

ることなく財政的な投資刺激を行っても、そ

発展と経済開発が総体として一段落したこと

の効果は限定的である。したがって、需要サ

であり、これは第 1 章で見たアメリカの技術

イドでの賃金や所得保障の拡大、所得格差の

革新の効果の消失、それに伴う過剰生産力の

是正による消費需要の引き上げが、経済成長

蓄積と同じである。ただし、第 2 に、日本の

率をある程度回復させることを可能にする。

場合は、主要諸国に共通して見られる一般的

とはいえ、こうした賃金主導モデルには、下

な長期停滞の構図に、企業の抑制的な投資・

位所得層の経済的排除は克服できないという

雇用政策が積み重なっている問題がある。日

限界があると著者は主張する。第 1 章で述べ

本の企業は、アメリカ企業と同様、収益性の

たニューディール型資本主義以来の歪みはそ

低迷を、賃金と労働条件を抑え込むことで打

のままだからである。

開する傾向がとりわけ強い。また、日本の戦

そこで、第 3 章は、こうした歪みを是正す

後成長モデルは、高雇用政策と、職域を基礎

る方向性を打ち出す。その際、著者は、次の

とした保険方式の社会保障制度に立脚してお

2 つの主張の不十分さに注意を喚起する。第

り、その両方が弱体化しているのもアメリカ

1 に、リベラル派が主張する課税強化や所得

と同じであるが、その内容には日本独自のも

再分配政策は、さしあたり必要な対策ではあ

のがある。「二重構造」と呼ばれる大企業と中

るものの、既存の賃金や社会保障の制度的歪

小企業の大きな賃金格差である。こうした格

みをそのままにしておく限り、下位所得層に

差を内包した制度自体が長期停滞によって弱

対する経済的排除を除去することにはならな

まってきたため、一層多くの国民をそこから

い。第 2 に、よりよい分配政策のためには付

排除することになっている。

加価値の高い成長分野を開拓すべきであると

したがって、求められるべきは、第Ⅰ部と

か、生 産性を高めるべ きである という、保

同様に、普遍主義的な賃金体系・社会保障制

守・リベラルの双方から出される主張も、分

度への改革である。具体的には、労働者の賃

配面での手立てが前提となるべきである。そ

金の一部を社会化し BI 型の所得保障を導入

こで、これまでのニューディール型賃金制度

すること、企業別の労働組合や労使交渉では

や社会保障制度の弊害を根本的に改めて、そ

なく、全国的・地域的な「労働協約制度」を

れらを下位所得層も包摂する普遍主義的なも

導入すること、社会保障制度については、厚

のへ作り変えることを主張する。すなわち、

生・国民年金の区別を解消し一元的な税制度

目指すべきポスト・ニューディール型経済シ

へ移行し、財源は担税能力のある所得層に課

ステムでは、個々人の生活の基本的必要を満

税強化することなどである。

たす「社会的共同領域」(公的医療、公教育、

第 5 章は、日本の財政政策および金融政策

公共交通、公的ケア、自給的農業など)を定め、

への改革提案である。最初に、政府の財政赤

そこに、長期停滞の原因であった潜在的な高

字論が、赤字の原因をもっぱら社会保障給付

い生産力を積極的に結びつけることで、その

に求めていることに対して、そもそも社会保

必要を満たしていくことを提案する。そのた

障財政の悪化は投資抑制で利益を確保しよう

めの最重要の具体的施策が第 7 章で見る BI

とする企業行動によってもらされたことを挙

である。

げて、根本的に批判している。そして、財政

第Ⅱ部では、日本経済の特徴に焦点を当て
て、経済政策の課題について検討する。

赤字悲観論と楽観論の一定の合理性と限界と
を、大幅な財政赤字を許容する「現代貨幣理
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論」(MMT)にも言及しながら、示す。その上

役割を果たす。すなわち、所得の一部を社会

で、著者による代替的な財政・金融政策が提

から受け取るという所得の部分的な社会化を

示される。その際、財政歳出面では福祉を重

実現する。これは、一時的ではなく恒常的に

視すること、歳入面では課税の適正化を追求

国民の最低限度の生活を直接支えるものであ

すること、金融政策では非営利的な融資のル

る。第 2 の理由は、AI などによる自動化技

ートを拡充することが提案される。これらの

術の導入による雇用喪失、いわゆるテクノロ

代替的な政策提言の立脚点は、長期停滞をも

ジー失業、および熟練－非熟練労働者間の賃

たらす過剰な生産能力も、他面から見れば、

金格差の拡大が懸念されていることである。

国民生活を向上させるための潜在的な生産力

しかし、こうした技術革新に伴う生産性の上

として有益であるという、第 1 章から一貫す

昇は、第 1 章でも見たように、人類にとって

る著者の基本的な認識である。

は潜在的な進歩でもある。BI は所得の一部を

第 6 章は、第 4 、 5 章の議論を補うために、

賃金から切り離すことで、この生産性の上昇

戦後日本の社会保障に十分に組み込まれてこ

を、失業ではなく労働時間の短縮に用いるこ

なかった生活上のリスクである、ケア(介護と

とを可能とする。

育児)、高等教育、住宅といった領域を扱う。

BI は、20 世紀の社会主義体制が「従わざ

ここでは、「ケアチェーン」という概念が手掛

るもの食うべからず」の体制であったのに対

かりとされる。これはもともと、社会進出を

し、「従わなくても食える」(161 頁)制度であ

しているアメリカ人女性が、その子どものケ

る。そして、BI は、社会的合意でその給付額

アをメキシコからの移民女性に低賃金で委ね、

を上げることが私的所有の制限を意味し、そ

その移民女性の子どもはメキシコ本国に住む

の給付に必要なかぎりで、政府や自治体が生

祖母の無償労働でケアされるといった、グロ

産を管理、あるいは生産手段を所有すること

ーバルなケアにおけるジェンダー不平等や先

になるから、いわば「目盛りのついた社会主

進国・途上国格差の関係を、批判的に捉える

義」(162 頁)である。よって、伝統的に社会

ホックシールドらの概念に由来する。著者は、

主義が掲げてきた共同性に基づく社会という

このケアチェーンの理論を、国内の介護・育

将来ヴィジョンに、具体的な目標とあり方を

児労働に応用する。ただし、本章の主眼は、

付与することも、BI の課題となる。

ケアを施設に任せるのか家族内で行うのかと

BI は経済生活をどのように変えるであろう

いう、本来は個人が自主的・主体的に選択で

か。第 1 に、働き方を根本から変える。たと

きるはずのことが、日本では第 4 章で見た

えば、一定の所得の保障により、不本意なあ

「二重構造」を背景にした特殊な就労構造、

るいは不当に低い賃金の労働に従事する必要

賃金構造によって厳しく阻まれているという

は、かなりの程度なくなる。また、社会的に

問題に置かれる。したがって、長期的には、

有用な労働は高く評価され、そうでない労働

公的な社会保障制度にケアを組み込むことで、

は淘汰される。伝統芸能などは低賃金でも続

主体的で自由なケアチェーンの選択を目指す

けられる。ボランティア活動や政治参加も促

べきことが主張されている。

進される。介護など必要な労働には高い報酬

第 7 章は、本書の最重要の政策提言である

が設定される。資本主義は、必要でも利潤を

BI を扱う。今日、BI が注目される理由は 2

生みださない財やサービス、公共性の高い分

つである。第 1 に、これまで見てきた長期停

野の生産は不得手であったが、BI はこれを社

滞によって国民生活の状態が悪化しているこ

会的に是正する可能性を持つ。

とである。BI は、給付に格差のない普遍主義

第 2 に、BI は、経営者にとっても大きな

的な制度であり、下位所得層を直接救済する

メリットがある。そもそも BI は、一定の所
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得保障によって、労働者の雇用主に対する交

にされている。補論 3 はフランク・ロイド・

渉力を強めるが、実は、雇用主にとっても、

ライトの都市構想を取り上げるが、ここで紹

自身と従業員の所得の一部が社会によって保

介されるのは、社会が歴史的に培った生産力

障されるので、自由度が高まり、上位企業に

によって生み出す経済余剰は社会的に分配さ

対して交渉力を持てる。BI で労働者が食うに

れるべきであるという、ライトの考えである。

は困らないので、労働節約的な機械の導入、

これは、長期停滞の原因である過剰な生産力

雇用調整、業種転換の余地が広がる。これは、

を人類のために活用すべきであるという、本

大陸ヨーロッパ型の「積極的労働市場政策」

書の最も重要な考え方そのものである。

の基盤となる。また、最低賃金部分を国が支
給するので、資本家が支払うのは「効率性賃
金」(インセンティブ)だけになり、労働環境

２．本書の貢献と諸論点

の改善や生産性上昇の効果が期待できる。さ
らに、BI の財源を累進的所得税、法人税に求
めるなら、労務比率の高い中小零細企業のほ
うが大企業より恩恵を受けやすい。こうして、

以上紹介してきたように、本書は、現代を

BI は、経営環境の変化に応じた柔軟な経済構

長期停滞と捉えた上で、その原因となってい

造を作り、「二重構造」を是正する。

る過剰な生産能力を、当の長期停滞がもたら

最後に、BI に対しては、労働意欲が低下す

す危機の解決のために、むしろ積極的かつ意

る、実現のための財源がない、最低賃金引上

識的に活用しようという政策提言の書である。

げの方が優先されるべき、他の福祉制度をす

その具体的な方策として、BI が提案されてい

べてこれに置き換えるリバタリアンに通ずる、

る。ただ、著者が BI を提案する理由はこれ

といった批判があるが、それらはいずれも適

だけではない。現代の危機の根源には、戦後

切な批判とは言い難いことが論じられる。

の賃金制度や社会保障制度から続く、その分

第 8 章は、BI を通じた地方再生論である。

断的な性格がある。だからこそ、BI という普

BI によって人々は地方に住み続けることが可

遍的な制度を提案しているのである。こうし

能となるし、それは追加的な労働のインセン

て、BI という、ややもすると突飛にも見える

ティブを排除しない。さらに、地方の人々の

政策でありながらも、その提案は、現状の緻

消費能力を高めることで、従来型の公共事業

密な理論的・実証的分析に根ざし、現実のな

が中央 の大手業者が受 注してし まうような

かに可能性や潜在性を見出した手堅いものに

「羽根の生えた需要」であったのに対して、

なっている。

いわば「根の生えた需要」(194 頁)によって
地域経済を活性化させる。さらに、農家向け
限定の「戸別所得保障制度」とも異なり、若
い人々にも農業だけでなく、地方でのさまざ
まな経済活動に道を開くことになる。

本書における長期停滞論は、その基礎に、
戦後資本主義の成長を支えてきた技術革新の

最後に、補論 1 では、「モディリアーニの

効果が 1970 年代に入って衰退してきたことを

三角形」を用いて、現代の年金制度が明らか

置いている。その際、著者が強調しているの

に積立不足にあることが提示される。補論 2

は、現代の独占企業の投資抑制的な行動であ

では、日本では消費税が社会保障の目的に適

る。独占的な企業が価格決定力を持っている

していないことが、他の消費税導入国との比

からこそ、企業は投資を抑制して、収益性の

較と、日本の「二重構造」との関係で明らか

確保に邁進する。ところがこの供給サイドに
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起因する投資抑制こそが、投資需要や消費需

生産的活動の割合が低下するということでも

要を衰退させると共に、技術革新を一層停滞

あり、これは社会全体としての付加価値の増

させる。これが著者が捉える長期停滞の基本

大率を低める効果を持つ。著者は、技術革新

的な構図である。

の枯渇や生産性上昇の鈍化から、付加価値の

技術革新の減退に長期停滞の原因を求める

増大率の鈍化や、いわゆるボーモルのコスト

点については、技術革新が枯渇すれば経済は

病、すなわち低生産性部門の問題を指摘して

停滞し、技術革新が活発化すれば経済は成長

いる。しかしながら、社会全体での生産性の

するという見方にもつながりかねず、若干の

鈍化は、不生産的部門の拡大という面からも

疑問がないではない。しかしながら、著者の

捉えるべきであって、それがアダム・スミス

長期停滞の捉え方の特長は、供給側(生産過

以来の生産的・不生産的労働の区別を持つ経

程)に問題の根因を求め、それが、需要側(流

済学のもう一方の伝統でもある。生産性低下

通過程)の問題をも引き起こすという理論的な

と不生産的活動拡大の 2 要因を統合すること

見方である。そして、供給側の問題として、

で、より総合的な現代資本主義の長期停滞論

現代の独占的な企業の投資行動を最重視して

の構築につながるものと考えられる。

いる点が、評者の立場からすると、最大のメ
リットである。著者も注意を喚起しているよ
うに、「独占あるいは寡占、経済集中という言
葉は、経済学の専門家の間でも一般メディア

資本主義の下で発展した生産力を、人々の

でも、ほとんど死語となっていた」(54 頁)。

生活や貧困の救済のために意識的に利用する

しかし、現状を冷静に観察した場合、GAFA

ことは、資本の意思決定に任せておく限りは

やウォールマートを例示するまでもなく、独

困難である。これは、これまで言われてきた

占という要素を考慮しない現代資本主義論は

見解の 1 つである。本書は、その意識的活用

およそ考えられない。主流派経済学や政治家

を、BI という現代的な形で改めて提案してい

のなかでは、既に現代の独占への注目が広が

る。つまり、私的所有を基礎としつつも、生

ってきているという事実の指摘は(67-68 頁)、

産物の一部を共同で使用するという方法であ

評者も属するマルクス経済学派が、独占や寡

る。このこと自体は、著者も指摘するように、

占、独占資本主義という概念を忘れて久しい

今日でも社会保障などの所得再分配政策によ

ことに対する強い警鐘として、真摯に受け止

って既に実現している(82 頁)。その意味では、

めるべきである。

BI による過剰生産力の意識的な活用は、資本

もっとも、独占企業による収益性確保のた

主義の枠のなかでも一定の実現可能性はある。

めの投資抑制とは、言い換えれば、投資を拡

とはいえ、著者は、BI を「目盛りのついた

大すれば収益性が低下するということでもあ

社会主義」(162 頁)とも呼んでいる。また、

る(第 2 章のゴードンに通ずる)。これは価値

BI の具体的な制度は、これまで企業が支払っ

論を持つマルクス経済学の立場で言えば、利

てきた賃金の一部が、いったん国家に集めら

潤率低落論として論ずべき現象である。

れた上で、雇用関係の有無にかかわらず人々

また、投資を抑制し、収益を金融経済に投

に格差なく支払われるというものである。こ

下することが、需要低下や技術革新の一層の

れが資本主義的な資本－賃労働関係を超える

停滞を通じて、長期停滞のさらなる悪化をも

ものであることも、理解しやすい。

たらすことも、著者の指摘の通りである。た

しかしながら、BI を社会主義への道筋とし

だ、これについても、価値論や生産的・不生

て見なすためには、少なくとも次の 2 つの点

産的労働論を持つ経済学の立場から言えば、

を明らかにしておく必要がある。第 1 に、BI
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は、たしかに分配面では、社会的な生産物の
一部を共同で管理して再分配するものである
から、社会主義的な要素を持っているとは言
える。しかし、そのことと、そもそもの生産
自体についての意思決定を共同で行うこと、
つまり「政府や自治体が生産を管理、あるい
は生産手段を所有する」(162 頁)こととの間
には、極めて大きな隔たりがあるように思わ
れる。
第 2 に、経営者にとっての BI のメリット
として、柔軟な労働市場の構築につながると
いうことが挙げられているように、BI という
制度は、資本主義システムに立脚しているか
らこそ、部分的にそれを否定する形で成立で
きるという、現実的な矛盾も抱えている。つ
まり、仮に、すべての所得を BI として労働
市場から切り離してしまえば、それはもはや
資本主義とは言えないが、それでは経営者は
メリットを感じられず、この制度の導入には
賛成しないという矛盾である。このことも、

価格 ¥2,750（本体 ¥2,500）
大月書店（2019/07 発売）

BI が、生産関係自体を異にする社会主義とは
相当の開きがあるということを、意味してい
る。
以上から、本書は、BI という社会主義的要
素を含む大胆な提案をしながらも、それはあ
くまでも資本主義の枠内での提案であって、
生産関係自体の変革という課題 ―これが真
の意味での危機の克服かもしれないが ―に
ついては、現時点では踏み込んでいないとい
うことが、読み取れる。もちろん、そのこと
は、本書の多大な学問的・実践的貢献を減じ
るものではない。本書の綿密な現代資本主義
の長期停滞論と、それに基づいたオルタナテ
ィブの提案は、多くの人々によって広く検討
されるべきである。
(さとう

たくや

中央大学教授)
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■書評■

Gro Nystuen, Stuart Casey-Maslen and Annie Golden Bersagel (eds)

Nuclear Weapons under International Law
Cambridge University Press, 2014
─「国際法が規制する核兵器」を読み直す─

浦 田 賢 治
する核兵器の地位をめぐる幅広い政治的論議
の文脈の中で法的問題についての学術的論評

１

核兵器

を含んでいる（本書 xvi-xvii 頁）。
編者の言い分はこのように約言されている。

本書は 2014 年にケンブリッジ大学

この言い分が学術的観点からして、まさにそ

出版から刊行された学術論文集である。本書

のとおりなのか。2014 年の時点と 2019 年の

の 3 名の編者のうち、2 人はノルウェー・オ

時点という複数の視点を定めて批判的に論評

スロの国際法・政治研究所(ILPI)に所属して

すれば、どのようなことが言えるのか。これ

いる。Gro Nystuen は上級パートナー(senior

が筆者による本書の読み直しである。

partner)であり、Annie Golden Bersagel は法律
助言者（legal advisor）である（本書出版時）
。
3 人目の Stuart

Nystuen と Casey-Maslen が共同執筆し

Casey-Maslen はスイスのジュ

た「序言」は、本書の思考範疇(パラダイム)

ネーヴ国際人道法・人権アカデミーの研究主

を示す基本命題を述べている。核兵器は国際

of research)である。なお、ILPI は

法による核兵器そのものを対象とした特殊な

任(head

2017 年 6 月をもって活動を終了している。

禁止に服していない。1968 年の核不拡散条約

編者によれば本書は、鍵となる国際法のレ

(NPT)も核兵器の使用を禁止していない。ま

ジームが規制する核兵器に関して包括的に論

た国連安理の常任理事国（P 5 ）が核兵器国

じている。本書は国家間の武力行使、国際人

であるため核兵器は政治的かつ安全保障上の

道法、人権法、軍縮法、および環境法に関し

問題だとされ、武器の問題として論じること

て核兵器を統制する国際法を批判的に論評し

が難しい。しかしながら、条約と慣習国際法

ている。しかも国際司法裁判所(ICJ)の 1996

にもとづく多数の国際法のルールが核兵器に

年核兵器勧告的意見との関連において問題を

適用される（本書 1-2 頁）。

論じている。本書のアプローチの独自性とい

本書の「序説」は核兵器について 3 点を指

えば、熟達した法学者と国際法の実務家が寄

摘している。①核兵器の機能と型（タイプ）、

稿していることである。彼ら・彼女らは通常

②核兵器の使用と実験、③核兵器の貯蔵推定

兵器および非通常兵器の管理と軍縮にたずさ

量である。核兵器は、核爆弾（核弾頭)とその

わってきた。その結果、本書は国際法が規制

運搬兵器で構成されている。核爆弾は、核分
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裂の連鎖反応または核融合反応で放出される

環礁核実験や、1964 年中国初の原爆実験成功

膨大なエネルギーを利用して、爆風、熱放射

（東風 2 号 A の発射試験）は触れられていな

や放射線効果などの作用を破壊に用いる兵器

い。

である。核兵器は核分裂を主とする原子爆弾

ここではあくまで推定だと

と核融合を主とする水素爆弾の二つに分類さ

断ったうえで、5 つの核兵器国と 4 つの核武

れる。プルトニウム型の場合高度な製造技術

装国、合計 9 カ国について、核分裂性物質、

を必要とする反面、小型化が可能でありミサ

核弾頭、濃縮ウランの統計を示す。例えば弾

イルや魚雷の弾頭、砲弾までも様々なものが

頭は 17,300（Note

開発されている。こうした従来の説明に加え

トン(Note

て、Nystuen と Casey-Maslen は、Jeremy Bern-

縮ウランの製造・貯蔵施設は、日本やドイツ、

stein の著書 Nuclear Weapons を援用してあら

ブラジルを含む 12 カ国に及ぶと指摘する（本

たな記述をしている（本書 2 頁、Note

書 10 頁）。

5 以

(1)

下）。

50）、核分裂性物質 1,390

54)である（本書 8-9 頁）。だが濃

本書は、序説のあと核兵器規制の国際分野
これまでアインシュタ

イン の 名 前が第一にあ がっ ていた ところ、

を示す 6 つの部と 20 の章（第 7 部の概説を含
(4)

む）で構成されている。

Nystuen と Casey-Maslen はデンマークの Niels
Bohr が合衆国(US)に、ドイツが原子の分離
をしていることを通報したということを強調
している（本書 4 頁、Note

２

国際法

18）これがルー

ズベルトをして 1941 年にマンハッタン計画を

ここでは、開

たてさせた（本書 5 頁、Note 19-20）。ヒロシ

戦法規（Jus ad Bellum）で規制されることか

マ・ナガサキの核兵器使用が必要性の原則に

ら生じる鍵をなす課題を概観している。①核

反して いる点で、ウォ ード・ウ ィルソン著

兵器使用の法順守が、必要性と均衡性（目的

『核兵器をめぐる 5 つの神話』が援用されて

と手段の均衡）の要請と合致すべきこと。②

(2)

25) 。また同書は、

核兵器使用の威嚇の法順守が、必要性と均衡

日本の降伏の主要な要因は原爆投下でなく、

性の要請と合致すべきこと。そして③ ICJ 核

ソ連による日本侵攻だという説を支持してい

兵器勧告的意見の含意とは開戦法規と交戦法

る（本書 7 頁、Note 37）。

規との厳格な分離の原理であること、この 3

いる（本書 5 頁、Note

実験(本書 7 頁以下)では、1945 年の US に

つの課題である。

次ぐ実験は 1949 年のソ連(USSR)のそれだと

核兵器使用の必要性と均衡性に関する林伸

指摘して、出典を Jerry Miller, Stockpile だと

生の章は、Jus ad Bellum の論争において実際

(3)

している（本書 7 頁、Note 38） 。その後は、

に合意されているこ とがいか に稀である か

1962 年 10 月のキュ ーバ・ミサイル危機、

─原則の点でさえも ─という点に焦点を

1996 年の包括的核実験禁止条約（CTBT）、

当てる。そこでは Jus ad Bellum の順守という

1974 年のインド、1998 年のパキスタン、そし

扱いにくい課題が危機に瀕していることを示

て 1986 年 10 月 に イ ス ラ エ ル の 核 技 術 者

している。

Vanunu がイスラエルの核実験を暴露したこと

ICJ の勧告的意見で所長ベジャウィが裁定

にいたる。また 1980 年の中国、2006 年 10 月

した法廷意見（105[2]E 項）には、つぎの一

Korea）におよぶ（本書 7-8

文がある。「裁判所は、国際法の現状および裁

頁）。だがここでは、日本政府と民衆に強い危

判所が利用しうる事実の要素から考えると、

機感をあたえた 2 つの事例、1954 年のビキニ

国家の存亡そのものが危険にさらされている

の北朝鮮（DPR
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自衛の極端な状況において、核兵器の威嚇ま

嚇する力の種類および程度は、威嚇者が抑止

たは使用が合法であるか違法であるかについ

しようとする当該攻撃を撃退するために要請

て確定的に結論を下すことはできない。」

(5)

されるものと均衡していなければならない、

林伸生は、「自衛の極端な状況」について、

ということである。

法廷意見（96-97 項）をあげて法廷意見の構
造そのものが不明確だと指摘する。そして極

ここで扱う

端な状況の相対性、自衛権放棄の結果、およ

のは、戦闘行為のルールを順守すること、「不

び武器の中立性を検討している。林伸生の結

必要な苦痛のルール」を順守すること、そし

論は、Jus ad Bellum の必要性と均衡性の要請

て軍事的「復仇」の手段としての核兵器使用

に応える核兵器の使用を限定する作業をして

の問題である。戦闘 行為のル ールに関す る

いる。けれども国連憲章 51 条をあげて、完全

Stuart

にはこれを排除しえないとするものと、わた

れた見解に同意している。核兵器使用の合法

しは読んだ（本書 16、30 頁）。

性はより一般的な法的問題によって決まる。

Casey-Maslen の章は、先に短く言及さ

これに続く林伸生の章は Jus ad Bellum が規

この事例は国際人道法（International Humani-

制する核兵器の使用の威嚇に関するものであ

tarian Law）の基本的な前提をなすルールと関

る。これは ICJ の勧告的意見が立ち入って判

係している。

(6)

断しなか った主題、す なわち「保有」、「抑

Casey-Maslen によって論述されなかった問

止」、および「威嚇」という 3 つの概念の関係

題がある。それはその攻撃が及ぼす残存する

に関する。（本書 39-40 頁）林伸生は国際法に

影響（the “reverberating effects” of an attack）

おける「威嚇」について彼自身の定義を提案

であって、例えば核爆発による放射性降下物

している。他者に対して力を行使するぞと伝

の長期にわたる健康への影響である。この影

達された意図だとする（本書 51 頁）。この提

響が、均衡性を評価する場合に考慮されなけ

案はさらなる議論を激励している。①「ある

ればならないことである。

べき法の問題としても」（as a matter of lex

この章は、戦闘行為のルールの適用で考慮

ferenda)、また②「現行法の問題としても」

すべき範囲を扱っている。その評価は、低出

（lex lata)である。また林が指摘しているよう

力核兵器および戦術核兵器[戦場単位で通常兵

に、「核の傘」協定の文脈におけるその適用の

器の延長線上での使用を想定した核兵器]の特

点についても検討することである。

質と影響に関する技術的な問題と関係してい

この定義それ自体について言えば、その一

る。重要な争点は、これら核兵器の影響が国

つの選 択は合理性に関 する「主 観的・客観

際人道法で要請されているようにコントロー

的」テストを包含するものとみなされるかも

ルできる、そういった確固たる筋書きがある

しれない。だからその選択は国家の意図およ

のか、ないのかである。したがって、古典的

び理解に関する信頼できる同時存在の情報が

な事例で言えば、隔絶した深海の潜水艦への

欠如している場合に、この定義を容易に適用

攻撃といったことを連想させる。

する見解と親和的である（本書 54-55 頁）。

こ の 点 で 、 Casey-Maslen は 、 そ の よ う な

林は、核兵器使用の威嚇の合法性という広

「特殊かつ極めてありそうもない筋書きの中

範な問題に関して、ブラウンリーの定式（the

では、順法は可能であるかもしれない」とだ

“Brownlie formula”）（行使が違法なら威嚇も

け結論を述べており、これ以上に踏み込んで

同じく 違法）に替わる 定式を考 察している

いない（本書 126 頁）。他方で、核兵器につい

（本書 42-46、55-56 頁）。曰く、威嚇の均衡

ても攻撃者を予防原則によって義務づける見

性は独立して評価されるべきこと、そして威

解 も あ る (本 書 122-123)。 し か し Casey-

- 72 -

Maslen のこの問題に関する結論は、核兵器の

内して結論を述べている(本書 221-243 頁）。

「独特な」特質があるから、多くの事例にお
いてこ の閾値には適合 しないと 言う（本書

国際環境法（Internation-

123 頁）。この見解の相違は法律家ではなく、

al Environmental Law）は、国際人道法の一般

まず信頼できる科学者の見解に基づいて解決

的議論のなかにしばしば組み込まれている一

する必要があるだろう。

連の 問題 につ いて導入とな る序説 で あ る。
Erik V. Koppe の章は、さまざまな形での武力

国際刑事法（Internation-

紛争について環境関連法規が規制する核兵器

al Criminal Law）と題するここでは、刑事法

の使用に関わるものである。この章は第 2 部

の一般的ルールを核兵器の特殊問題に適用す

での議論を拡大している。曰く。ジュネーヴ

ることを扱っている。だがまさにこの分野に

諸条約第一追加議定書は、いかなる武器にも

おいて、核兵器にとって極めて有益で討議を

適用されるように、核兵器の使用にも適用さ

広めるような特殊な考察があまりにも少ない

れる（本書 254-256 頁）。これとは対照的に、

(7)

（本書 141、146 頁) 。

彼の議論はさらなる論争を呼ぶものであろう。

一例をしめすと、Casey-Maslen の章が示し

なぜなら、フランンスおよび英連合王国によ

た貢献のことである。ジェノサイド委員会で

ってなされたこの主題に関する解釈の宣言は、

核兵器の潜在的適用について非常に有益な質

この条約の性質と目的と両立しない留保をな

問が出されたが、この章は簡潔な回答をしめ

すものであると主張しているからである（本

していると思われる。つまり核兵器は、その

書 256-257 頁）。

他の兵器がまさにそうであるように、ジェノ

ジュネーヴ諸条約第一追加議定書を適用し

サイド犯罪を構成するように使われうるとい

た結果について Koppe は、簡潔に述べている。

うことである。この章はまた、いくつかのと

すなわち国際人道法を順守して核兵器使用の

ても興味深い核兵器に特化した内的考察をふ

範囲を極めて制限することに関する第 2 部で

くんでいる。Casey-Maslen が示唆しているの

示された結論を整理統合している。それは、

は次のこと、すなわちたったひとつの核兵器

国際慣習法の適用可能なルールが核兵器の使

がもたらした破壊であっても、それは文民に

用に適用されること、例えば環境への付随的

対する“広範かつ体系的攻撃に当たる”とい

損害をさける、あるいは最小限にするために

う要請の、少なくとも半分を充足するという

なしうるあらゆる予防措置を含むということ

ことだ(本書 204 頁）。同様に、この章が提示

である。

するのは、結果的に国際犯罪を犯すことに使

核兵器への環境を重視した接近方法に関す

われる核兵器の構成部品の供給との関係にお

る次の章は、Martina Kunz

いて、“犯罪における幇助と教唆”に対して負

Viñuales が書いたもので、対抗する興味深い

うべき責任が生じるかもしれない、こういう

視点を提供している。武力紛争中にも環境条

可能性についての分析である(本書 215-220

約を適用すること、また武力紛争の筋書きに

(8)

頁) 。

and

Jorge

E.

ない核兵器の使用を潜在的に規制すること、

これに加えて、Annie Golden Bersagel の国

これら双方に焦点を当てている。

際刑事裁判所ローマ規程（The Rome Statute

前者に関しては、もしこれらのルールが武

of the International Criminal Court）に関する章

力紛争中に持続的に適用されるならば、国際

は、この規程の対象となる核兵器に関する有

人道法の一般的なルールを超越して核兵器の

益な歴史を記述する。Golden Bersagel は、読

使用を規制するかもしれない。後者に関して

者をローマ規程の各条項に沿って注意深く案

は確かに、Kunz and Viñuales が示唆するよう
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に、核兵器の現実的使用または使用の威嚇が

ーチと両立しうるの か（それ に失敗する の

ない場合でも、環境法がいかにして、核の流

か）、その立ち入った思索を聴くことは価値が

出あるいは事故の潜在性を規制できるか、あ

あるだろう。

るいはできないかということを考慮する価値
がある。

これらの問題がさらなる論争をどの程度正
当化するのか。このことは、Doswald-Beck の
大胆な結論によって確認される。すなわち、

国際軍縮法（Internation-

核兵器のいかなる使用もすべて人権侵害とな

al Disarmament Law）と題する第 5 部の最初

るという説（本書 459 頁）と、Casey-Maslen

の 2 つの章は、非核兵器地帯に関するもので

のためらいがちな見解すなわち、人権侵害と

ある。Marco Roscini の章は、中東における非

なる可能性が高いという見解（本書 461 頁）

核兵器地帯に役立つ、望ましい合意内容に関

とが対照をなしているからである。

するもので、思慮深い一組の提案とよめるも

第 6 部は、核兵器使用に対する救済と賠償
に対する権利を扱う Casey-Maslen の章によっ

のを提供している。
この章はまた ─若干の失望をさせるもの

て締 めく く ら れ てい る 。この章は

だとしても ─そのような合意に達するため

Doswald-Beck が彼女の章の末尾で述べたよう

の障害を明確に概観するものだ。そして

に、人権侵害に対する個人的救済はしばしば、

Cecilie Hellestveit and Daniel Mekonnen の章は、

（例えば）国際人道法侵害に対する救済の獲

地球規模の安全保障を改善し、かつ軍縮に向

得に比べて、はるかに容易であるという見解

けた努力を強化する点で非核兵器地帯の有用

にまで拡大される。

性に役立つ、一つの有力な一般事例をつくり
最後に第 7 部第 20 章で編者の Gro

だしている。

Nystuen は、19 の章の記述を踏まえ、これを
Rights

国際法が規制する核兵器の適法性に焦点を絞

ここでは、人権に関する相異

って要約している。曰く、本書は、複数の多

なる多数の文書が規制する核兵器使用の合法

様な国際法レジームが核兵器の相異なる側面

性に焦点を当てる。Louise Doswald-Beck が概

を統制していること、またほとんどの場合核

観する章は、権利がもっとも悪影響を受けや

兵器の使用は非合法であるだろうこと、この

（International
Law）

Human

すいことを明確に断定しており、したがって

2 点を主張している。しかしながら、核兵器

それら多数の権利についてかなり立ち入った

の明確にして包括的な禁止は依然として存在

議論をしている。

しない、と言うのである（本書 486 頁）。これ

ここで生命権の議論はとりわけ興味深いも
のがある。もっとも社会通念は、生命権の範

が本書の思考範型（パラダイム）を凝縮した
記述であると言えよう。

囲と内容は文脈が武力紛争の一つかどうかに
おおきく依存するけれども、（少なくとも）国
連人権委員会およびヨーロッパ人権裁判所の

３

考察

法理学は、若干違ったアプローチを示唆して
本書は国際法が規制

いる（本書 444-449 頁）。
後者[ヨーロッパ人権裁判所]は、人権基本

する核兵器に関して、包括的に論じていると

文書についてより詳細な言葉遣いをしている

編者は書いている。だが核兵器は原子爆弾と

ので、驚くことはないけれども、どのように

して始まった。わたしは、端緒に真理がある

国連人権委員会の法理学が社会通念のアプロ

と言った哲学者のことを思い出しながら、ま
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さに人類史上初の原子爆弾の使用、その 5 日

日本の国際法教授の鑑定書を受けて原爆投下

後に表明された日本帝国政府の抗議文のこと

の違法性を認定した。だが原告の主張にもか

から書き始めたい。当時スイス駐在だった加

かわらず、「不必要な苦痛」と「無差別爆撃」

(9)

瀬俊一公使 は、「米国航空機の新型爆弾によ

が国際犯罪だとは認めなかった。しかし戦時

る攻撃に対する抗議文」を起草したばかりか、

国際法は戦後に武力紛争法となって発展した。

スイス連邦政府を通じて米国政府に申し入れ

また国連総会の 70 余年に及ぶ諸決議の中には、

抗議した

(10)

。抗議文は、つぎの 4 点に要約

人類および文明の名において、核兵器使用の

できる。

犯罪性を言明するものある。非同盟諸国政府

(1)［人類史上未曽有の加害と故意］米国大統

や NGO 運動にも、核兵器使用の禁止と核兵

領「トルーマン」の声明は、船渠工場と交

器廃絶を要求する持続的な動向がみられる。

通施設という特定目標を破壊するものだっ

近年、脱安全保障のモードとして「核の非人

たという。だが、空中炸裂した本件爆弾の

道性」を強く訴え、 国連で「 核兵器禁止 条

効果はそうした限定が物理的に全然不可能

約」を採択・署名し、発効にむかっている実

だったこと。実際の被害は交戦者と非交戦

績もある。

(12)

者の区別がなく、米国は未曽有の惨憺たる
本書は ICJ

被害の発生を知っていた。
(2)［戦時国際法と不必要な苦痛］不必要の苦

の 1996 年核兵器勧告的意見との関連において

痛を与える兵器使用の禁止は「戦時国際法

問題を論じていると言っている。では、法廷

の根本原則にして、それぞれ陸戦の法規慣

意見(105[2]E 項)の一文、「裁判所は、――裁

例に関する条約付属書、陸戦の法規慣例に

判所が利用しうる事実の要素から考えると、

関する規則第二十二条、及び第二十三条

――確定的に結論を下すことはできない。」と

（ホ）号に明定せらるるところなり。」

いう命題について、どのように論じているだ

(3)［無差別爆撃］米国は国際法と人道の根本

ろうか。「核兵器と開戦法規」の章で林伸生は、

原則を無視して「広範囲にわたり帝国の諸

「国際法の現状から考えると」いう部分を分

都市に対して無差別爆撃を実施し」た。

析し、一定の有益な論述をした。けれども、

(4)［犯罪性と使用放棄の要求］「本件爆弾を

「裁判所が利用しうる事実の要素」について

使用せるは人類文化に対する新たなる罪悪

は慎重にも言及を回避したように思われる。

なり（a new offence against the civilization

ここでの問題の層は単純ではない。一つの

of mankind）」、「全人類および文明の名に

層は裁判の法理であ る。例え ばラテン語 で

おいて」この非人道的兵器の使用放棄を要

non

求する。

clear）の意味であって、法の適用の根拠にあ

liquet とは、明らかならず（It

is

not

ここでコメントすれば、以後の国際法

る事実の存否が不明（non liquet）のとき、有

（学）の論調がこれら 4 点を継承し発展させ

利な法適用の結果を受けるべき者を敗訴せし

た部分と、むしろ無視した部分もあると言え

める制度があって、ここでは証明責任の分配

よう。人類史上未曽有の加害と故意について

が問題である。次の層は裁判所の機能に関す

は、東京裁判判決書でインドのパール判事の

るものである。核兵 器勧告的 意見におけ る

言及がある

(11)

。けれども、その日本語版の紹

（法の適用の根拠にある）事実の存否が確定

介書籍刊行は対日講和後を待たねばならなか

不能だということは、将来においても合意形

った。また、この加害と故意の問題について

成ができないことを示すものと読める

戦後の国際法研究者たちは沈黙してきたので

の確定不能性に関わる残余の領域は、核兵器

はないだろうか。東京地裁の下田事件判決は、

の特質と効果に関する技術的かつ軍事的な議
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(13)

。こ

論と関係している。だから技術的かつ軍事的
問題について読者にとって適切な解説書、ま
たは研究者や実務家が信頼できる専門書や論
文が必要である。例えば Jerry

Miller の著書

Stockpile について言えば、それは米国海軍の
機関である Naval Institute Press の刊行である。
だから立場上のバイアスを完全に排除できる
とは期待できない。問題の層の 3 番目は、も
っと深刻なもので、核兵器とそのシステムが
内在する秘密性である。この秘密性はまた、
ジレンマを内在している。国際安全保障論の
立場からは、公然と限定核戦争や先制攻撃を
肯定し、多くの場合これらを宣伝する。核抑
止の思想と政策によれば、これらの戦争や攻
撃の現実性と実効性を広く知らしめるために、
特殊な情報戦を戦っている。他方では、科学
研究と技術開発、軍事戦略や軍事作戦、さら
に重要な外交と政治における秘密の保持シス
テムがある。これを当局の担当職員にも知識
人にも一般市民にも厳守させる必要がある。
まさしく核密約というものは核の軍安保複合

Cambridge University Press; New 版 (2014/8/28)
サイズ 15.2 x 2.9 x 22.9 cm
ISBN-10: 1107042747
ISBN-13: 978-1107042742

体が体内に保持するもので、重症の癌にも例
えられる病理現象である。
編者の Nystuen は、「冷戦後地
球規模の安全保障政策の議論で核兵器の自己
満足は依然として顕著だ」と書いている（本
書 489 頁）。

(14)

さて 2019 年の現在、『原子力科学者会報』

マ帝国の皇帝ネロの教師だったキケロは、軍

の「世界終末時計」は人類滅亡まであと 2 分

靴の音が法の声をかき消すという意味の言葉

前だと知らせている。核戦争と気候変動の、

を残した。

それにサイバーの危機も加わり、核時代を通

国際法学の学派の歴史を近代世界に限って

じて最も危険な事態である。ネオコンの世界

みても軽々に語ることは慎みたい。けれども

覇権イデオロギーと、敵を必要とする軍安保

核時代において伝統的な法実証主義学派ある

複合体が、ロシアとのいかなる正常化も阻止

いはリベラル学派は、帝国と植民地の負の遺

している

(15)

。「中距離核戦力全廃条約／ＩＮ

産を巡る問題に対応できないと、批判されて

Ｆ全廃条約」は失効し、「米露間の戦略核兵器

きた。例えば批判法学運動(Critical Legal Stud-

削減条約（START）」も危機のさなかにある。

ies Movement)による批判がその一つだ。批判

こうした事態では、国際安全保障というモ

国際法学はまだ少数だとしても、やはり存在
(16)

ードが、国際法が規制しない核兵器システム

しているようだ

の存続とさらには暴走をも正当化する。ロー

が、核兵器に限定せず、核兵器システムの総
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。身勝手な言い分ではある

体を研究対象とする批判国際法学を構想し、

法教授 Hersch

Lauterpachat とにあるとする。こ

その研究主体が研究の目的と方法論を探究す

の主題はフィリップ・サンズ著『ニュルンベル

る、そうした学術研究が展開することを希望

ク合流』（白水社、2018）にある。
( 9 ) かせ・しゅんいち、1920 年外務省入省。同性

したい。

同名の後輩（1925 年入省）・加瀬俊一（としか

注

ず）と区別するため、省内では大加瀬と俗称さ

( 1 ) Jeremy Bernstein, Nuclear Weapons：What you

れたという（竹内修司『幻の終戦工作』（文芸春

need to know, (Cambridge University Press, 2008).

秋、2005）16 頁による）。

ウォード・ウィルソン著『核兵器をめぐる 5

(10) “A New Type, Cruel Bomb Ignoring International

つの神話』(黒澤満日本語版監修、広瀬訓監訳、

Law; Imperial Government Protest the Government

法律文化社、2016）。

of the United States.” Japanese Annual of Interna-

(2)

( 3 ) Jerry Miller, Stockpile: The Story Behind 10,000

tional Law, 8, published by Japan Branch of the In-

Strategic Nuclear Weapons (Naval Institute Press,

ternational Association, Tokyo, 1964. pp.251-2.

2010), p.3.

『朝日新聞』記事は昭和 20 年 8 月 11 日付け。

( 4 ) 本書の書評を Eleanor Mitchell が書いている。

(11)

ラダビノード・パール著『東京裁判

全訳

彼女は赤十字国際委員会法務部のインターンを

パール判決書』（都築陽太郎訳、幻冬社、2016）

経て、現在は Matrix Chambers の修習生である。

578 頁。「米国による原爆投下こそが、国家によ

International Review of the Red Cross: The human

る非戦闘員の生命財産の無差別破壊としてナチ

cost of nuclear weapons, volume 97, issue 899,

スによるホロコーストに比せる唯一のものであ

September 2015, pp. 913-921.

る」とした。

( 5 ) ジョン・バロース著『核兵器使用の違法性』

(12) 山田寿則「核兵器禁止条約(TPNW)の検討」文

（浦田賢治監訳・山田寿則訳、早稲田大学比較

教大学国際学部紀要、文教大学国際学部図書・

法研究所、2001）257 頁。

紀要委員会編 28 巻 2 号、2018 年 1 月、103-125

( 6 ) さしあたり参照。浦田賢治「国際人道法」日

頁；「核兵器禁止条約（TPNW）第６条及び第７

本軍縮学会編『軍縮辞典』（信山社、2015）187-

条の検討」平覚ほか編『国際法のフロンティア

8 頁。

宮崎繁樹先生追悼論文集』(日本評論社、2019

( 7 ) 参照。書評：浦田賢治, “David Kauzlarich and
RonaldC.Kramer, Crimes of the American Nuclear

年)455-477 頁。
(13) See supra Note 4, Book Review by Eleanor

State : At Home and Abroad,” Northeastern Univer-

Mitchell, pp.920 - 21.

sity Press, 1998. 政経研究 111 号、2018 年 12 月、

(14)

こうした安全保障論を内在的に批判し換骨奪

179-181 頁。ただし本書は核兵器の使用と保有の

胎するものとして、批判的安全保障研究（criti-

犯罪性を論じた国際法学者の Francis A. Boyle

cal security studies, CSS）がある。例えば Ole

[professor of international law at the University of

Waever, “Securitization and Desecuritization,” in

Illinois College of Law]の業績を無視している。

Ronnie D. Lipschutz (ed), On Security, Columbia

このことは学術書として適切でないだろう。彼

University Press, 1995. Ken Booth, “Security and

の業績は次の書物で日本語に翻訳されている。

Emancipation,” in Review of International Studies

浦田賢治編著『核抑止の理論』（日本評論社、

Vol.17 No.4, 1991. Ken Booth, Theory of World Se-

2011）218-289 頁、同編著『原発と核抑止の犯罪

curity, Cambridge University Press, 2007. 君島東彦

性』（日本評論社、2012）116-300 頁。

「『脱安全保障化』としての日本国憲法」千葉

( 8 ) 参照。「ジェノサイド」と「人道に対する罪」
の起源は、それぞれ法律家 Rafael Lemkin と国際

- 77 -

眞・小林正弥編著『平和憲法と公共哲学』（晃洋
書房、2007）。

(15) Paul Craig Roberts, “Better Relations Between
The US And Russia Are Not In The Cards.” October 24, 2019. https://www.paulcraigroberts.org/20
19/10/23/
(16) 例えば参照。Jason Beckett, Critical International
Legal Theory: Oxford Bibliographies,
https://www.oxfordbibliographies.com/.

Anthony

Carty, “Critical International Law: Recent Trends in
the Theory of International Law,” 2 EJIL (1991) 1.
この論文では、The Nuclear Tests Case, ICJ Rep.
(1986), p. 253.が 指 摘 さ れ て い る 。 Christine
Chinkin and Mary Kaldor, International Law and
New Wars, Cambridge University Press, 2017.
著者たちには、批判法学という自覚はみられ
ないけれども、人間の安全保障という新しいレ
ンズで事態を捉える。新しい戦争は、ウクライ
ナ、シリア、イラクやマリにみられるように、
目標と独自性、主体、戦術および財政形態にお
いて、古い戦争と異なる。したがって、国際法
の形態もそれぞれ異なってくる。

(うらた

けんじ

早稲田大学名誉教授)
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しているにもかかわらず、マスコミは
編

集

後

記

取り上げなかったと指摘している。
△ ･･･連 載 特 集 論 文 は 、 天 皇 の 継 承 問

△ ･･･「 大 学 入 学 共 通 テ ス ト 」 で 2020

題を天皇制の成立事情から、明らかに

年から導入予定の民間試験が、公平・

したものである。

公正さを欠く上に、格差を認める萩生

天 皇 の 歴 史 で は 、「 記 紀 神 話 」 を ア マ

田文科大臣の「身の丈発言」があって、

テラスの女神から始めたが故に、男系

高校生、教育関係者の反対運動がもり

に対する抑制となり、神々の世界に根

あがり、延期になった。アメリカでの

ざした〈原初の王〉の権威を〈世俗の

銃規制は、高校生が担っているし、気

王〉が無化できなかったとし、この構

候変動の重大性は、中学生のグレタさ

造は長く続き、現代の象徴天皇制の男

んが訴えて脚光を浴びた。日本の若者

系世襲にもみられると論じている。そ

は、政治の表に出てこないものと思わ

のうえで、この克服策は、原初的神の

れてきたが、高校生が政府の政策を変

源泉となった縄文社会の現代的復元に

えたことにより、見方が変わったとい

あると主張している。

えよう。高校生にとっても、世の中を

△ ･･･最 初 の 論 文 は 、 金 子 ハ ル オ 氏 の

動かすことができたという得難い経験

サービス概念を批判したものである。

となったのではないか。今度は、学問

金子氏は、サービスについての概念規

の世界でも若者の活躍を期待したい。

定の作業を欠いていて、たとえ、概念

△ ･･･本 号 で は 、 巻 頭 言 、 連 載 特 集 論

規定を行おうとしても、歴史的規定を

文が 1 本、投稿を中心とした論文 3 本、

内包した「いわゆるサービス」を、サ

書評 2 本を掲載している。天皇の問題

ービス一般に純化しているので、サー

を扱った論文、サービス論争を深めた

ビス概念が得られないと批判する。さ

論文、現代中国の経済躍進の原因を追

ら に 、 金 子 氏 は 、「 人 間 は 、 生 活 の 生

求 し た 論 文 、 冷 戦 後 30 年 を 軍 産 複 合

産と再生産をする」という史的唯物論

体の動向から見た論文、日本資本主義

でいう 2 種類の生産の考え方をあやま

の長期的停滞とその克服策を扱った書

ってとらえたために、サービスは価値

評、核兵器を統制する国際法を扱った

を生まないとしているが、サービス商

書評で、時局の論点や、今後の日本の

品は、物質的商品と同じように、使用

針路をめぐる未解明問題を追求できた。

価 値 と 価 格 (価 値 )を も っ た も の と し て

△ ･･･巻 頭 言 は 、 象 徴 天 皇 制 と 天 皇 の

規定できるので、価値を生むと主張し

政治的関与の問題を取り上げたもので

ている。

ある。昭仁天皇が、退位の意志表示を

△ ･･ ･第 2 論 文 は 、 非 常 に 遅 れ た 中 国

示した「おことば」のときも、マスコ

が、なぜ、いかにして極めて短期間に、

ミは政治的関与を批判しなかったが、

技術創新、経済躍進を実現したのかと

今回の新天皇の祝賀パレードの延期も、

いう問題を立て、個別企業の動向を追

台風による災害被害の深刻さ以外に、

跡することによって答えたものである。

上皇后の意志で、自分の誕生日の祝賀

それは、米国・先進諸国との対抗関係

行事を取りやめたことが、大きく影響

において、国家が技術向上、経済発展
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の課題を設定し、この発展を牽引して

会主義的要素を含む大胆な提案をしな

いくリーダー企業を決め、莫大な資金

がら、生産関係自体の変革という課題

や特権を付与し、支援していること、

には踏み込んでいないと評している。

さらに、外国の製造業に勤務している

△ ･･ ･書 評 の 第 2 は 、 国 家 間 の 武 力 行

中国人研究者、技術者を一斉に帰国さ

使、国際人道法、人権法、軍縮法、お

せたり、外国企業を買収することによ

よび環境法に関して、核兵器を統制す

って、先端技術を取り込んだことの結

る国際法を批判的に論評したものを対

果であると論じている。

象としている。編者が、複数の多様な

△ ･ ･･第 3 論 文 は 、 米 国 の 軍 産 複 合 体

国際法のレジュームが核兵器を統制し

が 、 冷 戦 後 に ど の よ う に 再 編 さ れ 、 21

ているが、核兵器の明確にして包括的

世紀の軍事戦略の展開に対応してきた

な禁止は依然として存在しないと約言

かが、論じられている。前半部分は、

していることに対し、評者は、核兵器

国防支出が、経済成長率に最大の寄与

がもたらした人類未曾有の加害と故意

をしたことが、確認され、この支出の

について戦後の国際法研究者が、沈黙

増加は、北朝鮮、中国、ロシア、中東

してきたことの現れだとし、核兵器に

の「不安定な弧」に対処する軍事戦略

限定せず、核兵器システムの総体を研

に起因することが、明らかにされる。

究対象とする批判国際法学を構想する

後半は、冷戦終結後に、国防予算が減

ことを希望したいと注文を付けている。

少することに対し、軍需企業が独占と

△ ･･･本 号 に は 、 本 研 究 所 関 係 者 及 び

寡占化を強め、ペンタゴンに対し発言

外部の者が執筆している。前者につい

力を強めたこと、巨大金融機関が、軍

ていえば、吉田裕は理事、大石雄爾は

需企業の株式を握り、垂直的統合を強

主任研究員、浦田賢治は前監事である。

め、軍産複合体を主導していることが

△ ･･･本 誌 は 、 若 い 研 究 者 の 支 援 と し

述べられている。その際の経営戦略は、

て 、『 政 経 研 究 」 奨 励 賞 を 設 定 し て い

国家とその連合体の利益ではなく、巨

る。今回 3 回目の選定作業をおこなっ

大金融機関の利益や、経営見通しであ

た。2 回目は、該当者なしで残念な思

ることが論じられている。

いでいたが、今回、若き研究者である

△ ･･･最 初 の 書 評 は 、 資 本 主 義 の 長 期

村 上 研 一 氏 の 論 文 「「 輸 出 大 国 」 の 行

停滞の原因を、独占企業の抑圧的な投

き詰まりと地域循環経済への課題」に

資・雇用行動に求め、打開策として、

授与され、喜んでいる。この論文は、

潜在的な過剰生産力を、積極的かつ意

産業連関表分析で得られた成果を縦横

識的に活用することを提起したものを

に駆使した論文であるといえば、聞こ

対象としている。著者は、具体的には、

えはよいが、連関表を実際に使うと、

BI（ ベ ー シ ッ ク イ ン カ ム ） を 第 1 に 挙

泥臭い作業を強いられ苦労するもので

げて分析している。評者は、ややもす

ある。若い研究者は、こういう分野で

ると突飛にも見える政策を、厳密な理

の研究に果敢に挑戦してほしい。

論的・実証的分析に基づいて提起して
いることを指摘し、さらに、独占に注
目していることを高く評価しつつ、社
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