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桜の花とアンネの薔薇

西 尾 静 子

いま東京大空襲・戦災資料センターの

型コロナウイルスで最前線の国立感染症

前庭には、満開の桜とアンネの薔薇が競

研究所である。過去、現在、未来も国民

うように咲いていて、心が和みます。一

の健康の維持のために貢献できることを

方で世の中は新型コロナウイルスの出現

目指す集団だと自負している。

でウイルス戦争に突入、激戦状態を呈し
一方、私どもは、文献上ではクルーズ

ています。

船での感染症の集団発生や、軍隊の新兵
東京都においては「都市封鎖寸前」の

など免疫のない集団でのアデノウイルス

状態であることからこの週末は不要不急

7 型の感染や、大学のレスリング等の部

の外出は控えるよう要請した。

活での皮膚病感染、街中のクーリングタ

今、市民はこれに従い、重大局面を乗

ワーからのレジオネラ菌による肺炎感染

り切るための努力と協力をしている。実

などなど、承知しているはずであったが、

に日本人らしく素晴らしい民族性だと誇

身近で未知の新型コロナが発生するとは

りを感じる。

予想していなかった。
クルーズ船で旅をする人の多くは高齢
者だが、⾧期の旅が出来る元気な人が多

かつて、日本では痘瘡が前代未聞の流
行を起こし今に語り継がれている。

い。ダイアモンド・プリンセス号の客も

100年前にはスペイン風邪と言われて

戦後の日本社会を支え、ようやく安らぎ

いる「インフルエンザ」の大流行を経験

を得ての旅であろう。乗客3,700人中、

し、多くの死亡者が出た。第 2 次世界大

死亡10人という惨事になってしまった。

戦後の日本は衛生状態が悪く、結核、コ

その多くは高齢者でかつ、持病のある人

レラ、赤痢など多くの致命的な感染症に

であった。だが、最近の調査によれば、

悩まされ、国はGHQの勧めもあり国立

無症状保菌者の若者もあり、若者から高

の予防衛生研究所を設立した。現在、新

齢者への伝搬を防ぐ注意も必要であろう。
- 1 -

その主な理由は若者による海外輸入感染

予防可能な病気（A 型、B 型肝炎、

である。また、外国人旅行者により持ち

インフルエンザ、黄熱、おたふく風

込まれる例もみられる。

邪、狂犬病、結核、コレラ、ジフテ

日本は、もはや島国という安心安全は

リア、天然痘、日本脳炎、肺炎球菌

な く、交通網の発達 し た現 在では、24

感染症、破傷風、百日咳、ポリオ、

時間もあれば地球の裏側から海を越えて

麻 疹 、 ヘ モ フ ィ ルス イン フ ル エ ン

感染症が容易に入ってくる時代になった。

ザ）等のワクチンがある。

今後、輸入感染症を食い止めるには、

３）感染症の三大症状

個人の知識と意識の有り方が重要で、も

発熱、腫れ、痛みが主徴で体温の上

はや感染症は対岸の火事ではない。「学

昇がある

びこそ防御」ではないだろうか。かつて

大人38度以上、高齢者37.5度以上、

我国は清潔な文化が保たれており、病気

子ども38.5度以上
４）予防法

の少ない国であった。
食事には箸を使い、トイレには手水鉢

ワクチン、手洗い、マスク、とタオ

があった。町なかで買い食いをして歩く

ルなど日用品の個人別使用
５）病院での診察に際して

ことなどは大人が戒めていた。挨拶には
「おじぎ」をして握手はしなかった。海

医師の診察を受ける時には、海外渡

外の自由奔放な文化が若者に「かっこい

航歴や動物を飼っている場合には

い！ 」ものとしてとり入れられたり、海

詳細を報告すること。

外旅行には危機感も無く、気楽に秘境や
洞窟巡りをしたり、生水を飲んだり、蚊

先日、母校の小学校の先生から嬉しい

に刺されたりして、自身の罹患のみなら

便りを頂いた。「教わったインフルエン

ず感染症を輸入する媒体にもなっている

ザ予防法を毎年実行したら、今年はイン

ことを認識しなければいけない。

フルに罹る生徒がいなくて集団発生も無

小中学校時代には以下の 5 項目を、高

く元気で卒業させることができました」

校や大学においては常識として、渡航医

と。うれし涙がにじみました。

学を学ぶのは必須であろう。

(完)

１）感染症とは

（にしお

しずこ

元国立感染症研究所

ウイルス、細菌、寄生虫などの微生

主任研究官・東京大空襲・戦災資料

物が体内に侵入して増え、いろいろ

センター運営委員)

な症状があらわれる病気。
２）予防接種を受けて大流行を避ける
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■連載特集

日本国憲法の課題（２）■

東アジアの平和にとって日本国憲法とは何か

君 島 東 彦
《要旨》 本稿は、韓国の歴史学者・白永瑞の東アジア平和論を手がかりにして、東アジア近現代の帝国的
秩序の推移（中華帝国→大日本帝国→パックス・アメリカーナ）の中で、東アジアの民衆にとって
の日本国憲法の平和主義の意味をとらえたうえで、我々が東アジアの民衆とともに東アジアの平和
をつくるための条件と道筋を探ろうとするものである。その際、日本の帝国主義、戦後においても
継続する植民地主義の意識化と克服、国内立憲主義と国際平和の関係等が論点となる。東アジアの
政治権力が反民主的・反立憲的な動きを見せるのに対抗して、民衆が下から立憲・民主・平和をつ
くろうとする動きが重要であり、日本の民衆が憲法平和主義をもってこれに合流することが求めら
れている。

集中する。それは当然である。しかし主権国

目 次

家は国際関係と無関係に存在しているわけで

はじめに
Ⅰ 白永瑞の東アジア平和論
Ⅱ 日本国憲法の東アジア的意味
Ⅲ 植民地主義の克服としての平和
Ⅳ 転換期東アジアにおける平和の論点
おわりに

はなく、しかもとりわけ日本国憲法の成立は、
大日本帝国が行なったアジア太平洋戦争の敗
戦の結果であるから、それを国際関係の側面
から見ることは欠かせない。また、その敗戦
は、広大なアジアの大陸・半島と太平洋の島
嶼を戦場とする戦争の敗戦であるから、これ
らの地域で日本軍の行動の影響を受けたアジ

はじめに

アの民衆にとっては、戦後の日本のあり方に
無関心ではいられないであろう。したがって、
「東アジアの民衆にとって日本国憲法とは何
であるのか」という問いを立てることには意

本稿は「東アジアの平和にとって日本国憲
(1)

味がある。

法とは何であるのか」について考察する 。
本稿は東アジアの民衆の側から日本国憲法を

東アジアの平和にとって日本国憲法とは何

見るのであって、その逆ではない。このよう

であるのかについては、数は多くはないが、

な問いを立てて、東アジアの平和と日本国憲

これまでにもすぐれた考察がある（姜[1993]、

法の関係について考察することについては、

加藤周一[2005]、権[2005、2007、2008]、林

少し説明が要るだろう。

[2008]、李[2017]）。本稿ではこれらの研究も
参照しつつ、筆者なりに考察を深めたい (2)。

憲法はまず第一には主権国家の国内の最高
法規、国家統治の基本原則であるから、日本

本稿は、日本国憲法の考察に入る前に、準

国憲法 は日本国家にと って、日 本国内の市

備作業として、東アジア平和論の大きな見取

民・住民にとって何を意味するのかに議論が

図を描く。この見取図は本稿の全体を通じて
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参照される。次に、日本国憲法成立期、冷戦
期までの日本国憲法を、東アジア国際関係の
中に位置づける。その後、大日本帝国の植民
地支配、戦後の植民地主義との関係で、日本
国憲法をとらえる。そして、中国が大国とし

東アジアにおいては、世界史的な脱冷戦の

てのパワー、地位、意識を回復した現在の転

状況にもかかわらず、依然として分断が継続

換期東アジアにおける平和の論点について考

している。韓国の一部の研究者は、東アジア

える。 1 つ目として、中国の対外行動を理解

のこの状態を「東アジア分断体制」としてと

するために中国の国内体制に注意を払う。こ

らえた。彼らによれば、東アジア分断体制と

れは国内体制と国際平和の関係（国内立憲主

は、中国と日米同盟との間にある大分断体制

義と国家の対外行動の関係）というカント平

と、その大分断と密接に関連しつつ独自性を

和論以来の論点であるが、日本国憲法の経験

持った小分断体制（朝鮮半島の分断、日本本

の参照という補助線を引く。 2 つ目として、

土と沖縄の分断、中台の両岸関係）で構成さ

上からの東アジア平和論ではなくて、下から

れた重層的構造である。そして、東アジア分

の東アジア平和論を考える。

断体制をつくりだすのは、地政学的緊張、政

本稿は全体として、東アジアの帝国的秩序

治社会体制の異質性、歴史心理的溝の 3 つの

をいかに立憲・民主・平和の方向へ変革する

要素である。白永瑞は、この東アジア分断体

か、その変革のために日本国憲法をどう活か

制論の問題意識を共有しつつも、歴史心理的

すか、という問いに取り組むものである。と

溝という第三の要素、とりわけ日清戦争以来

はいえ、本稿はまだきわめてラフなスケッチ、

持続してきた日中間の歴史心理的分断を重視

荒削りの問題提起にとどまっており、本格的

して「東アジア分断構造」としてとらえる。

な考察は今後の課題である。

「体制」ではなくて 、よりダ イナミック な
「構造」としてとらえると、分断を解体・克
服するアクターと道筋が見えやすくなる（白
[2016a] 16）。

Ⅰ 白永瑞の東アジア平和論

東アジア大分断構造は、歴史的に 3 つの時
期に分けることがで きる。ま ず、中華帝 国
（清）の朝貢体制の時期、次に大日本帝国の
支配の時期、そしてパックス・アメリカーナ

東アジア平和論の大きな見取図を描くにあ
たって筆者が参考にするのは、韓国・延世大

の時期の 3 つである。現在の大分断構造には、

学の歴史学者、白永瑞の研究である（白

朝鮮半島の南北分断、日本本土と沖縄の分断、

[2016a、2016b]）。白永瑞は、中国近現代史を

中台の両岸関係という 3 つの小分断構造が付

専門とするが、1990年代から国民国家単位の

随している。まず、朝鮮半島は、かつて日清、

思考枠組みを超える東アジア的視座の必要性

日露の対立の場であり、大日本帝国の植民地

を力説しており、中国、台湾、日本を頻繁に

であり、冷戦の最前線であった。現在は、米

訪れて、各国のリベラルおよび批判的な知識

国・日本から見ても、中国から見ても、「緩衝

人と対話を重ね、独自の東アジア論、東アジ

地帯」としての役割を押し付けられている。

ア平和論を築いてきた。白永瑞の東アジア平

次に沖縄は、琉球併 合以来、 大日本帝国 の

和論においては、「東アジア分断構造」「水平

「捨て石」であり、パックス・アメリカーナ

的ネットワーク」「コミュニケーション的普遍

における米軍基地であり、中国の第一列島線

性」がキーワードとなるだろう。

である。そして台湾は、日清戦争後、大日本

- 4 -

帝国の植民地となり、その後、中国内戦と国

白永瑞が考える東アジア平和秩序への道筋

際冷戦という二重の戦争の下にあった地域で

は、核心現場の小分断を克服しようとする人

ある。

々の努力 ─たとえば台湾のひまわり学生運

白永瑞はまた「核心現場」という考え方を

動、香港の雨傘運動、韓国のキャンドル集会、

導入する。核心現場とは、東アジア分断の葛

沖縄の反基地運動、日本の平和憲法・立憲主

藤・矛盾を集中的に体現している場所で、上

義擁護の運動等々 ─、これら東アジア各地

述の小分断の場所は典型的な核心現場である。

における下から平和をつくろうとする人々の

これらの核心現場において、小分断を克服し

努力が横につながって、越境的水平的ネット

ようとする努力から生まれるダイナミズムが

ワークが形成され、このネットワーク ─越

東アジア全体に波及し、大分断の解体・克服

境的市民社会と言ってもよい ─が東アジア

に影響を与えることが期待される。また、日

の暴力を抑制するという道筋である（白

本、中国、韓国・北朝鮮の間にある歴史心理

[2016 b]102）。

的な分断・溝を克服する努力もまた要求され
る（白[2016a] 25）。

ここでは、白永瑞の理論に入る前に、前提
となる議論をしておきたい。
東アジア平和秩序を考えるときに、よく議

東アジア平和論における 1 つの論点は、「普

論されるのは東アジア共同体論、東アジア安

遍性」「普遍主義」である。西洋近代は自らの

全保障共同体論、あるいは東アジア「共通の

思想・立場─人権と民主主義 ─を「普遍

(3)

安全保障」論である 。これらの議論はそれ

的価値」として提示するのであるが、アジア

ぞれに有意義ではあるが、ヨーロッパ統合の

から見ると、これには異論がありうるだろう。

経験と理論、ヨーロッパにおける秩序形成の

その一例として、竹内好の主張を振り返って

仕方をストレートに東アジアに類推適用する

みる。竹内好は、1960年、国際基督教大学で、

ことはできないだろう。ヨーロッパにおいて

「方法としてのアジア」という講演をしてい

は、人口・面積・国力が同じくらいの大きさ

る。これが、その後、活字になっている。彼

の中規 模の諸国家がウ ェストフ ァリア体制

はこういう。

（主権国家システム）をつくり、 2 度のヨー
ロッパ内戦＝世界大戦を経て国家主権を制限

……西欧的な優れた文化価値を、より大規

する共同体をつくった。それに対して、東ア

模に実現するために、西洋をもう一度東洋に

ジアにおいては、主権国家システムとは違う

よって包み直す、逆に西洋自身をこちらから

中華帝国の朝貢体制（Pax Sinica）が基本的な

変革する、この文化的な巻返し、あるいは価

地域秩序であった。その後は、上述の東アジ

値の上の巻返しによって普遍性をつくり出す。

ア分断体制論がいうように、大日本帝国の帝

東洋の力が西洋の生み出した普遍的な価値を

国主義の時代、そしてパックス・アメリカー

より高めるために西洋を変革する。……その

ナの時代となった。東アジアにおいてはヨー

巻き返す時に、自分の中に独自なものがなけ

ロッパのような脱中心的・水平的な秩序、主

ればならない。それは何かというと、おそら

権国家システムの経験が浅い。東アジアの秩

くそういうものが実体としてあるとは思わな

序は、垂直的、ヒエラルキー的になりがちで

い。しかし方法としては、つまり主体形成の

(4)

ある 。

過程としては、ありうるのではないかと思っ
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た……（竹内[1993] 469）。

いま中国の論壇・学術界は、欧米中心の普遍
主義に対抗するものとして、中国発の普遍を

これは非常に抽象的な表現である。日本思

模索している。子安は、それは中心・周縁と

想史家、子安宣邦による竹内好のパラフレー

いう関係構造をもって己れを中心化させたり、

ズは、もう少しわかりやすくなる。子安は竹

あるいはもうひとつの中心となろうとする動

内を次のように読むのである。

きであり、我々の追求する普遍性の回復では
ないという。東アジア市民共同の生活世界と

ヨーロッパ近代が生み出しながら、近現代

して多元的な東アジアをつくっていくことに

史の過程でその輝きを失わせていった〈普遍

よって普遍性が回復される、と子安はいうの

的価値〉を包みかえし、その輝きを再びとり

である（子安[2015]107）。

もどすことは〈アジア〉にできるのではない

ここで議論は白永瑞の認識と重なってくる。

か。しかしその〈アジア〉とは〈実体として

白永瑞は、現代中国のリベラルな思想史家、

のアジア〉ではなく、〈方法としてのアジア〉

許紀霖の議論に注目し、許紀霖との対話を試

である。それは、中心・周縁という関係構造

みている (5)。許紀霖は、近年の中国で台頭し

をもって己れを中心化させたり、あるいはも

ている民族国家至上主義を批判し、新天下主

うひとつの中心となろうとする〈帝国〉とし

義を主張している。天下主義とは、人種・地

ての〈実体的アジア〉ではない（子安[2015]

理的境界を超える文化・価値体制というよう

94）。

な意味であり、中国的特徴を持った（＝華夷
秩序的な）コスモポリタニズム、普遍主義と

〈東アジア〉を〈帝国〉ではなくて、われ

いえようが、許紀霖は、伝統的な天下主義を

われの連帯によるアジア市民共同の生活世界

脱中心的、脱ヒエラルキー的な構造につくり

として創っていく。アジアの多元的な世界が、

かえ、それによって「共有する普遍」を実現

その多元性を通じて人類の普遍的価値を充実

しようとする。許紀霖はまた、かつての中華

させ、輝かせていく（子安[2015] 107）。

帝国の朝貢体制の柔軟な、緩やかな秩序のあ
り方は21世紀の東アジア秩序の参考になると

「方法としてのアジア」とは、否をいうア

考える。これに対して白永瑞は、許紀霖の新

ジアをエセ文明への抵抗線として引くことで

天下主義は中国中心の普遍という性格を払拭

ある。その抵抗線にいかにしてアジアはなり

できず、それで東アジア分断構造を克服する

うるか。それは、植民地・従属的アジアから

ことは難しいとみる（白[2016a]12）。

自立的アジアへと転換させた創成アジアの意

白永瑞は、抑圧的・覇権的な普遍性ではな

志を、殺し・殺される文明から共に生きる文

く、さまざまな主体間のコミュニケーション

明への転換の意志として再生させることによ

から生まれる共感と想像力を通じて紡ぎ出さ

ってである。だが日本にその抵抗線を引く資

れる普遍性、東アジアの小分断の場所、核心

格はあるのか。戦争をしない国家としての戦

現場における分断克服の努力から生まれてく

後日本の自立こそ、わずかにこの抵抗線を引

るコミュニケーション的普遍性が我々の求め

く資格をわれわれに与える（子安[2015] 138)。

る普遍性であるという。それは、ローカルな
差異に着目した上での水平的で多元的な普遍

竹内、子安は、帝国主義・植民地支配によ

性である。これはウォーラーステインがいう

って普遍性が傷つけられた西洋起源の〈普遍

「ヨーロッパ的普遍主義」を克服するための

的価値〉の普遍性を、〈抵抗するアジア〉が回

「普遍的普遍主義」、「いくつもの普遍主義の

復する、という道筋を示している。ところで、

ネットワーク」のようなものに近いかもしれ
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ない（ウォーラーステイン[2008]）。

ことに敏感に反応して、この文言のもとで日

以上のような白永瑞の東アジア平和論を我

本の実質的な再軍備がなされる可能性を予見

々の大きな見取図として、東アジアの平和と

し、実力組織が政治 に介入す ることを防 ぐ

日本国憲法の関係についての考察に踏み込ん

「だめ押し的条文」として文民条項の挿入を

でいきたい。

要求した。文民条項の挿入はソ連の提案によ
るが、極東委員会における審議において、中
国代表が述べた次の言葉が雄弁である。

Ⅱ 日本国憲法の東アジア的意味

日本は過去において近隣に対する侵略に武
力を度々行使し、しかも戦争を仕掛けている
ことを否定してきました。従って極東委員会
は、この条文（第 9 条のこと。君島注）をそ
のまま残す一方、日本が戦争はもとより戦争

日本国憲法は東アジアにとって何を意味す

類似行為もしくは侵略的行為に武力を再び誤

るのか。

って用いる危険性を絶対に見逃さないように

筆者が日本国憲法の制定過程に関する日本

することを明確に理解するべきだと考えます。

国内の史料や研究を読んでいて感じることは

（中略）しかしながら中国代表は、首相なら

─それは「違和感」といってもいいが─、

びに全閣僚は文民とするとの条文が憲法草案

「アジアの不在」である。わずか半年前、 1

に挿入されるとの確証を得たとの書簡を最高

年前まで、アジアの大陸および島嶼で激しい

司令官から受けとったことに満足の意を表す

戦闘を繰り広げて、数多くの被害者・犠牲者

るものであります。この条文は私が先に申し

を出していたにもかかわらず、アジアへの侵

述べたごとき反対の意味を排除するために一

略、植民地支配、加害との関わりで大日本帝

定程度の役割を果た すことに なりましょ う

国憲法の改正あるいは新憲法の内容が議論さ

（古関[2017] 398）。

れていないのである。ここで、日本の占領管
理に関する連合国側の最高決定機関である極

中国 代表がいわゆる「 芦 田 修正」 の効果

東委員会に、アジアのメンバーとして中国、

─ 9 条の下で実質的再軍備を可能とする解

インド 、フィリピンの 代表が参 加していた

釈を許す ─を見抜くことができたのは、日

─1949年11月にビルマとパキスタンが加わ

本軍のさまざまな軍事行動によって侵略され

(6)

った ─ことに留意しておきたい 。この点

た中国の人々の体験ゆえであろう。66条 2 項

で日本国憲法の成立過程にアジアからの声が

に、アジアの声は届いている。

わずかながら反映しているといえるかもしれ

日本国憲法成立を東アジア近現代史の文脈

ない。

で見るならば、それは日本帝国主義の解体・

よく知られているのは、「内閣総理大臣その

克服を企図するものであったといえるだろう。

他の国務大臣は、文民でなければならない」

すなわち、日本国憲法の主たる目的は、大日

という憲法66条 2 項のいわゆる文民条項が、

本帝国が獲得した植民地の解放を前提とした

帝国議会の審議の終盤で、極東委員会の要求

うえで（カイロ宣言を確認するポツダム宣言

によって挿入された経緯である。極東委員会

第 8 項）、対外侵略をもたらした武力を武装解

は、衆議院において 9 条 2 項の冒頭に「前項

除し、全体主義的政 治体制を 変革するこ と

の目的を達するため」という文言を追加する

（人権と民主主義の保障）であった。ここで

(7)

修正（いわゆる「芦田修正」 ）がなされた

留意する必要があるのは、東アジア分断構造
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論が述べるように、東アジアにおいて、大日

とっては当然のことであった。……私たちに

本帝国の帝国主義という大分断の後、パック

とって不可欠ないとなみは、十五年戦争を思

ス・アメリカーナという大分断が続いたとい

い出し、記憶にきざみつけること。歴史とし

うことである。米国コーネル大学の日本思想

て残すこと。反省の感情と人間としての倫理

史家、酒井直樹の言葉によれば、日本国憲法

感を結びつけること。そのことができないで、

は「一つの帝国主義が敗北し、もう一つの帝

『第九条』の世界的先駆性を語るのは、恥ず

国主義 が覇権を宣言す る過程で 生み出され

かしい……。（日高[2010] 103）

た」のである（酒井[2008] 3）。
制定された時点で、日本国憲法 9 条は「日
本の安全保障」の規定ではなかった。 9 条は
「日本軍国主義の脅威に対する安全保障」の
規定であり、連合国の安全保障の規定、大日

日本帝国主義の解体・克服のためには、日

本帝国の侵略戦争によって被害を受けた東ア

本帝国主義の核心にあり、その駆動力とみな

ジアの人々の安全保障の規定であったという

された天皇制を除去すべきであろうが、勝利

べきである。日本の安全保障は国連によると

した帝国主義が敗北した帝国主義を従属させ

いうのが日本国憲法の原意である。しかし、

て包摂するときに、天皇制は「活用」された。

冷戦ゆえに国連による安全保障が期待できな

天皇制については、第 2 次世界大戦中、米

くなった時点から、日本の非武装ではなくて

国政府内において、日本敗戦後の天皇制の存

再軍備が求められ、「 9 条は、自衛のための必

廃をめぐって活発な議論がなされていた。廃

要最小限度の実力の保持、自衛のための武力

止論と保持論の両方があったが、かなり早い

行使を禁ずるものではない」という憲法解釈

段階から保持論があったことに注目したい。

が生まれた。この時点から、 9 条は日本の安

加藤哲郎によれば、1942年 6 月の米国陸軍省

全保障の規定に変容したともいえよう。そし

の文書がすでに「天皇を軍部から切り離し、

て、前文の「平和を愛する諸国民の公正と信

平和の象徴として利用する」という戦略を提

義に信頼」するという日本国憲法の本来の安

案している（加藤哲郎[2005]）。早くもこの時

全保障観は後景にしりぞいていった。

期から戦後日本の象徴天皇制を構想していた

対アジアの侵略戦争とのかかわりで、日本

グループが米国政府内にいた可能性がある。

国憲法 9 条を最も早い時期に最も深いところ

また、ハーバード大学の少壮学者であったエ

でと ら え たのは日高六 郎で ある。 日高は、

ドウィン・ライシャワーが1942年 9 月に陸軍

1946年 3 月 7 日に新聞紙上で発表された「憲

省に内密に送った「対日政策に関する覚書」

法改正草案要綱」を読んだときのことを振り

は、「戦争終結の後の思想戦のために、天皇を

返って、次のように書いている。

貴重な同盟者あるいは傀儡として使用可能な
状態に温存する」ことの重要性を訴えている

……私は、アジア全域の戦禍と虐殺を経験

（酒井[2008] 301）。戦争終結後に天皇を同盟

した民衆が、どのように日本国憲法を読み、

者あるいは傀儡として使うためには、戦争責

第九条を理解するであろうかを考えた。彼ら

任が天皇に及ぶことを回避しなければならな

にとっては、第九条は、日本が再度、残虐な

いであろう。この流れが、東京裁判において

武力行使、独善的な政治行動、人権侵害の差

昭和天皇を戦争犯罪人として起訴しないとい

別行為をしないことの国際的な保障でなけれ

う米国の判断、天皇を象徴として存続させる

ばならなかったはずである。……第九条に懲

憲法草案に流れ込んでいった。昭和天皇は連

罰的意味がふくめられていることは、彼らに

合国によって免責された。天皇制は、パック
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ス・アメリカーナに包摂されることによって、

摘をしている。すなわち、冷戦期、日本本土

生き延びたのである。

の相対的軽武装と周辺諸国の軍事化はセット

酒井直樹によれば、日本国憲法は「一つの

であり、軍事化された周辺諸国を日本の経済

帝国主義が敗北し、もう一つの帝国主義が覇

援助が支えるという、「いわばドーナッツ型の

権を宣言する過程で生み出された」。アジア太

代替軍国主義の構造」があったと坂本はいう

平洋戦争の敗戦および冷戦によって、大日本

（坂本[1990] 223）。韓国の研究者、権赫泰も、

帝国はパックス・アメリカーナに包摂された

冷戦期に韓国、台湾等が軍事的対峙の最前線

のであるが、酒井は、日本はパックス・アメ

の役割を果たしたからこそ、日本本土は軽武

リカーナの「下請けの帝国」になったと表現

装ですみ、 9 条を維持できたのだという日本

する（酒井[2017] 196）。米国は、大日本帝国

の平和憲法体制と周辺の反共軍事独裁政権と

時代のアジア支配・統治のノウハウを持つ日

の「構造的連関」を重視する（権[2008]）。こ

本を通じて、東アジアの管理を行おうとした。

のような「冷戦的分業構造」は、日本から周

その際、米国は、日本人が持っていたアジア

辺への「軍事の移譲」というべきものである。

人に対する優越感と差別意識を利用した。パ

冷戦期、米国あるいは米国の同盟者の軍事

ックス・アメリカーナにおいて、日本は米国

的支配のもとにおかれた諸地域においては、

に対しては従属的であるが、アジア諸国に対

それらの軍事的支配に抵抗した民衆の運動が

しては大日本帝国以来の優越感と差別意識を

あった。「冷戦的分業構造」ゆえに軍事政権の

保持する「下請けの帝国」として位置づけら

暴力に苦しんだ民衆の抵抗運動・民主化運動

れ、そのような意味で「帝国意識」を保持し

についても、東アジア全体で構造的にとらえ

続けてきた。

ることが必要であろう（徐[2004]）。すなわち、
我々は、冷戦期に韓国、台湾、さらには東南
アジアの軍事政権が行使した暴力を、日本国
憲法の平和主義とは関係のないものとして外
在的に見るのではなく、日本国憲法の平和主

パックス・アメリカーナの東アジア統治に

義の問題として見ることが要求されるし、沖

は、「冷戦的分業構造」というべきものがあっ

縄の反基地運動への連帯、東アジアの軍事政

た（権[2008] 129）。まず米国による「制度設

権によって苦しめられた人々への連帯、これ

計」について、社会学者、山之内靖は次のよ

らの諸国の民主化運動への連帯を、まさに日

うに述べている。

本国憲法の平和主義の問題としてとらえる視
点が要求されると思われるのである(権[2005]

日本を平和国家化することと、南朝鮮を軍

212）。

事的支配の下におき、そこに傀儡政権を樹立
すること、あるいは沖縄を全島あげた軍事基
地に化することとは、矛盾することではなか

Ⅲ

った。それらはいずれも、冷戦時代の反共産

植民地主義の克服としての平和

主義システムをいかに構築するかというアメ
リカの世界戦略から発する同根の戦略だった
のである（山之内[2003] 39）。
次に、「冷戦的分業構造」の「動態」につい

日本国憲法は「ポストウォー（戦後）」の憲

て、国際政治学者、坂本義和は次のような指

法であると同時に「ポストコロニアル（植民
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地以後）」の憲法である。しかし、日本国憲法

越感・差別意識を利用した(酒井[2017] 199）。

のポストウォーの憲法としての性格が早くか

この構造の中で、脱植民地化、植民地主義の

ら強く自覚されてきたのとは対照的に、日本

克服という課題は後景にしりぞくのである。

国憲法のポストコロニアル性の認識は弱い。
ポツダム宣言第 8 項が、日清戦争以後に大日
本帝国が獲得した植民地の解放を意味するカ
イロ宣言を確認していることからすると、ポ
日本では、1980年代はじめから、大沼保昭、

ツダム宣言は「植民地解放宣言」という性格
(8)

内海愛子、田中宏らが「アジアに対する戦後

も持っていたとみるべきであろう 。
植民地主義の問題は、法形式的に植民地を

責任を考える会」を立ち上げて、「戦後責任」

解放して終わるわけではない。法形式的に植

という考え方を提起してきた(内海ほか[2014]

民地が独立して主権国家となった後も、植民

103）。大沼によれば「戦後責任」とは次のよ

地主義の問題は継続する。これはポストコロ

うな考え方である。

ニアリズムの問題である。ここで、ポストコ
ロニアルとは、植民地支配が終わった後にも

わたしは、戦後日本が植民地国家でなくな

依然として植民地主義的な支配や心性、文化

ったにもかかわらず、植民地国家日本の終焉

的状況が残存し、形を変えた植民地主義がと

という意識を完全に欠落させていると述べた。

きにはいっそう強化されている事態を指して

そのことは、戦後処理として実施された植民

いる。これはかつて植民地支配された側の問

地処理においてさまざまな問題点を生む原因

題であると同時に、植民地支配した宗主国の

となっている。朝鮮民主主義人民共和国との

側の問題である。パックス・アメリカーナに

国交未回復、約70万人におよぶ在日韓国・朝

おいては「植民地なき帝国」「植民地なき植民

鮮人に対する差別と偏見、旧日本軍人・軍属

地主義」が問題なのである（西川[2006]）。

だった朝鮮・台湾人に対する補償の不払い、

大日本帝国は、カイロ宣言、ヤルタ協定、

そして1990年代に世界中の注目を引いた「慰

ポツダム宣言等で、敗戦に付随して他律的に

安婦」問題など、15年戦争の戦後は生々しい

植民地を解放したため、戦後日本は脱植民地

現実の問題を日本社会につきつけてきた。こ

化、植民地主義の克服の課題に自覚的・主体

れらの問題の多くは、日本の植民地支配の事

的に向き合う面が弱い。また、一般的にいっ

後責任の問題であり、同時に、……アジアの

て、植民地獲得は戦争ないし軍事行動の結果

諸民族に対する戦後責任の問題にほかならな

であることが多く、植民地支配と軍事は結び

い（大沼[2007] 169）。

ついており、この 2 つを明確に峻別しない傾
向が見られる。戦後日本社会は長いあいだ、

この戦後責任の考え方は、これをアジアの

非軍事化と区別される脱植民地化固有の問題

戦争被害者からの訴えに対する日本人の「応

に向き合ってこなかったのである。さらに、

答可能性」(responsibility)、アジアの人々との

戦後日本が脱植民地化の課題を回避・忌避で

関係を再構築するチャンス＝「希望」として

きたのは、戦後日本がパックス・アメリカー

とらえる高橋哲哉の パラフレ ーズもあっ て

ナの「下請けの帝国」として包摂されたから

（高橋[1999]

である。米国は共産主義勢力との冷戦を戦う

るものとなっていると思う。

54）、かなり広く受け容れられ

にあたって、大日本帝国時代のアジア支配・

1980年代後半になると、米ソ冷戦の緊張緩

統治のノウハウを持った保守勢力を同盟者・

和が進み、韓国、台湾では軍事政権、戒厳令

協力者として使い、彼らのアジアに対する優

を批判する民主化運動が活発となり、1987年
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のほぼ同じ時期に、韓国では軍政から民政へ

和的生存権と、植民地主義を克服する日本政

の移行の宣言（6.29民主化宣言）、台湾では戒

府の責任を読み込んでいる。内藤は次のよう

厳令の解除（ 7 月15日）がなされた。この脱

にいう。

冷戦・民主化の後、冷戦期に抑えられていた
日本の植民地支配と戦争による被害の救済を
要求する東アジアの民衆の声が噴出した。

前文の規範内容は、わが国がもたらした過
去の「戦争の惨禍」、すなわち植民地支配によ

この東アジアの民衆の声は、1990年代以降

る強圧政治やカイロ宣言にいう「朝鮮人民の

に日本の裁判所に提訴された全部で100件を超

奴隷状態」をはじめ、中国（台湾）その他の

える戦後補償裁判に示されている。1991年に

アジアの人々に対する奴隷的強制や専制的支

元「慰安婦」として初めて名乗り出た金学順、

配により、多くの人々の生命を奪い、身体を

強制連行・強制労働の損害賠償を求めた劉連

傷つけ、財産を奪い、多大な精神的苦痛をも

仁など、大日本帝国の統治下、戦争遂行にと

たらしたことへの反省の上に立ち、犠牲者へ

もない様々な被害を受けた朝鮮人、中国人等

の謝罪と補償を当然行うべきこと、すなわち

が日本政府に補償/賠償を求めた。東アジアの

「戦後補償の遂行義務」を要請している……。

人々の補償/賠償を求める声に対して、日本の

……国会は日本国憲法前文にもとづき、戦後

裁判所は、国際法に基づく個人請求権の否認、

補償立法の責務を負っている(9)……。

国家無答責の法理、消滅時効・除斥期間、国

植民地支配および戦争被害者に対する被害

家間合意による請求権の放棄等々の理由づけ

回復の根拠となるのは、憲法前文が規定して

で、ほとんどの原告の請求を棄却したが、韓

いる「全世界の国民」の有する「平和のうち

国・朝鮮人、中国人の被害者を原告として日

に生存する権利」、すなわち「平和的生存権」

本の裁判所で多数の戦後補償裁判を遂行した

である。[憲法前文の平和的生存権は]戦前の

弁護士達の活動は意義深い(瑞慶山[2014]、田

日本の戦争政策に起因する戦争被害をうけた

中ほか[2012]）。また、「戦後補償裁判は、た

すべての人々が、政府の政策に基づく戦争の

とえ敗訴に終わった場合であっても、沈黙を

帰結により被った生存を確保する権利の回復

強いられていた被害者を法の場に導き入れ、

要求権を含むものと理解する。

その証言を『事実』として認定することによ

……私は、平和的生存権に基づき、国内外

り、被害者の尊厳の回復を促す重要な役割を

のすべての一般市民の戦争被害者に対する被

果たしうるものである」（阿部[2010]

害回復措置を講ずる責任が、日本政府に課さ

248）。

れているものと考える（内藤[2010] 251）。

内海愛子が「日本の戦後補償運動はある意
味で憲法九条の運動だ」と述べているように

いまパックス・アメリカーナは衰退期を迎

（内海ほか[2014] 227）、戦後責任、戦後補償

え、東アジアのパワーシフト（米国の関与の

の問題は国際人道法の問題であると同時に、

縮小、日中の国力の逆転、他のアジア諸国の

まさに日本国憲法の平和主義の問題としても

台頭）が進行して、東アジアは転換期に入っ

とらえるべき問題であろう。上述のような戦

ている。転換期東アジアにおいて、日本の帝

後責任論、戦後補償裁判のインパクトを誠実

国意識と現実とのズレは顕著になっている。

に受けとめて、内藤光博は、日本国憲法前文

いま日本の帝国意識は、「内向きのナショナリ

の規範の中に、アジアの被害者が保持する平

ズム」（現実逃避の自己賛美）と「排外主義」
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（ヘイトスピーチ）というかたちをとってい

トワークとなり、それが東アジアの政治権力

るといえるだろう。そして、この残存する帝

の暴力を抑制するという道筋を考えている。

国意識が、現在の嫌韓感情、北朝鮮脅威論、

そして、東アジアの民衆が東アジアの政治権

嫌中感情、中国脅威論に接続しており、「安全

力の暴力を抑制する行動を組み立てるとき、

保障環境の変化」を理由とする現在の日本の

彼らが保持している平和への権利に依拠する

軍事化、 9 条改憲論を支える一要素となって

可能性を考えたい。

いると思われる。日本の帝国意識の克服の課
題は、白永瑞がいう歴史心理的な分断・溝の
克服の課題と重なり合うであろう。いま改め
て「植民地主義の克服としての平和」という
国内体制と国際平和の関係の問題は、カン

とらえ方の重要性を再確認したい。

ト永遠平和論以来の テーマで ある。カン ト
『永遠平和のために』第一確定条項は、国内
の「 共和 的体 制」 ─ 現代 の言 葉でい えば

Ⅳ

転換期東アジアにおける
平和の論点

「立憲民主主義」であろう─が国際平和を
もたらすという考え方を示している。ここか
ら現代米国の国際政治学者は、デモクラティ

東アジアの平和の問題は、白永瑞の東アジ

ッ ク ・ ピ ー ス (民 主 的 平 和 )論 （ ラ セ ッ ト

ア分断構造論がいうように、いまの東アジア

[1996]）、 あ る い は リ ベ ラ ル ・ ピ ー ス 論

の大分断（パックス・アメリカーナ）と小分

（Doyle[2012]）を展開したのであるが 、カ

断（朝鮮半島、沖縄、中台関係）をどのよう

ント永遠平和論第一確定条項を日本に適用す

に克服するかという問題である。筆者はパッ

るならば、「日本国憲法制定によって日本社会

クス・アメリカーナという大分断はいま転換

に立憲主義を再出発させることが、東アジア

期にあり、中国の影響が大きくなると考えて

の平和に貢献する」ということになるであろ

いる。このような状況において、我々が東ア

う。ここで立憲主義の再出発といったとき、

ジアの平和をめざすとき、中国を的確に理解

日本国憲法 9 条は立憲主義にとってどのよう

することが必要不可欠となろう。本稿は、こ

な意味を持つのか。これに関しては、個人の

の巨大なテーマに取り組む準備はまだまった

自由という立憲主義の究極的価値と関連づけ

くないが、準備の一環として、「国内体制と国

て憲法 9 条をとらえる樋口陽一の見方が重要

際平和の関係」について予備的な検討をして

であろう。樋口は次のように述べている。

(10)

おきたい。これが転換期東アジアにおける平
和の論点の 1 つ目であり、「国際平和の条件と

近代立憲主義にとって、非武装平和は必然

しての国内立憲主義」という問題である。こ

の結びつきを持つものではなかった。反対に、

れについて、まず日本国憲法の経験について

革命であれ戦争であれ、実力で闘いとられ維

振り返り、次に中国における状況について瞥

持されるべきものとされてきた。しかし、一

見する。 2 つ目の論点として、白永瑞がいう

九四五－四六年の日本にとっては、……神権

核心現場、小分断の場所における分断克服の

天皇制と結合した皇軍そのものを解体するこ

努力をどのように東アジア全体の平和に波及

となしに、立憲主義を再出発させることは不

させるか、という問題について考える。筆者

可能だった。その意味で、そこでは、近代立

は、白永瑞と同じように、東アジア各地の民

憲主義にとって非武装平和は必然的であった

衆の運動が横につながり、越境的水平的ネッ

（樋口[1998] 138-139）。
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争点・対立点となるのは、軍事力の対峙だけ
非軍事化条項としての第九条は、まさにそ

ではなくて、思想および政治体制の違いであ

のことを通して、日本社会における批判の自

る。その際、 1 つの争点・対立点は、立憲主

由を下支えする展望をひらくものであったは

義である（石塚[2019] ⅳ、石塚ほか[2010]）。

ずである。祭政一致の軍事帝国を、神権天皇

中華人民共和国は、西欧立憲主義と決別し

から象徴天皇への転換、政教分離、そして第

てスタートした。1949年 6 月、毛沢東は次の

九条によって解体し、日本社会をタブーから

ように述べている。

解放したところに、決定的な意義があったは
ずである（樋口[1994] 120）。

帝国主義の侵略は、西側に学ぼうとする中
国人の迷夢を打ち破った。不思議なことだ。

永続的な平和は、終局的には、立憲主義の

どうして、先生はいつも生徒を侵略するのだ

理念、すなわち、正義と理性に基かなければ

ろうか？ 中国人は西側から多くのものを学ん

ならないのです（樋口[2018] 14）。

だが、それらは通用しなかったし、理想はい
つも実現できなかった。……西側のブルジョ

国内における立憲主義（＝政治権力の行使

ア階級的文明、ブルジョア階級的民主主義、

を人権保障を核心とする憲法によってコント

ブルジョア階級共和国の構想は、中国人民の

ロールすること）の確立が、国家の対外的暴

心の中で一斉に破算してしまった(石塚[2018]

力を抑制し、国際平和をもたらすという関係

115）。

は、日本国憲法の下では妥当しているといえ
るであろう。

帝国主義列強に侵略された中国にとって、
それら帝国主義列強の国内体制である立憲主
義は、取り入れるものというよりも、否定す
る もの と なったの である。 1978年以 降の 改
革・開放の時代、1980年代から、中国の学術

転換期東アジアにおいて平和を考えるとき

界において、西欧リベラリズム思想、普遍的

の 1 つの論点は、中国の対外行動をどう見る

価値、普遍的理性が肯定的に受容された時期

か、またそれとの関連において中国の国内体

がある

制をどうみるか、という点である。白永瑞は、

状況」（いわゆる人権白書）を公表して「人

韓国の学術界における「中国の帝国化」「帝国

権」を容認して以来、憲法学界においてもリ

としての中国」に関する活発な議論を紹介し

ベラリズム学説が展開した。石塚迅は、「1990

たうえで、「批判的中国研究」の必要性を説い

年代から2010年前後にかけての中国憲法学界

ている。彼のいう「批判的中国研究」とは、

におけるリベラリズム憲法学説 (12)に高い評価

現在の中国の主流派の思考から距離を置き、

を与え、そこに、中国憲法の西欧近代立憲主

中国中 心主義を克服す る批判的 ・分野横断

義への接近可能性をみてとっていた」という

的・包括的な研究を意味するようである（白

(石塚[2019] 174）。

[2016a] 111）。

(11)

。1991年に中国政府が「中国の人権

中国のある政治学者は、現在の中国の憲法

白永瑞自身は明確に述べていないが、東ア

理論状況を、メインストリームである西欧リ

ジア分断構造論において、パックス・アメリ

ベラリズム立憲主義に対して、儒教的立憲主

カーナの次の大分断として、米中のパワーが

義（儒教伝統の重視）と中国的マルクス主義

より接近した分断構造に移行する可能性があ

的立憲主義（現在の中国憲法体制の正当化）

るであろう。この新しい分断構造において、

が挑戦している状況 であると とらえてい る
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（Peng[2019]）。これら 3 つの立憲主義の闘争

[1996]）。外交のトラック、チャネルは数多く

の中から、西欧リベラリズム立憲主義への対

あるのであって、市民も外交主体である。日

抗モデル＝中国モデルが出現する可能性があ

本国憲法前文を注意深く読むならば、憲法前

り、それは途上国にとっては魅力的なモデル

文は日本の市民が外交主体として活動するこ

になるかもしれないという。また、2000年代

とを要請しているというべきであろう。

末以降、中国の憲法学界において、憲法に優

東アジアにおける民衆の越境的なつながり

位する憲法制定権力の観念を重要な要素とす

は、とりわけ脱冷戦・民主化後の1990年代以

るカール・シュミットの理論が大きな影響を

降、顕著である。その 1 つの動きは、日本帝

及ぼしている（許[2017]）。石塚は、「習近平

国主義の暴力の被害者たちが、被害の補償/賠

政権は……『憲政』の全面否定へと舵を切っ

償、不正義からの回復を求めて、越境的につ

た」と見ている（石塚[2019] 175）。ここでい

ながったものである。先述した戦後補償裁判

う「憲政」は、西欧リベラリズム立憲主義で

を支援するネットワークがつくられ、また日

ある。

本軍性奴隷制を裁く2000年の女性国際戦犯法

このようないまの中国における立憲主義の

廷を実現したアジアの女性たちのネットワー

状況と中国の対外行動との関係について、本

クも目覚ましい活動をした（VAWW-NETジ

稿では評価を加える用意はない。しかし、こ

ャパン編[2001]）。

の問題は潜在的に重要な問題であり、注視し
続けたいと思う（Peng[2019] 108）。

2000年代に入ると、「武力紛争予防のための
グ ロ ー バ ル ・ パ ー ト ナ ー シ ッ プ 」 (Global
Partnership for the Prevention of Armed Conflict､
GPPAC)というプロジェクトが重要である(君
島[2008]）。1990年代を通じて、予防外交、武
力紛争予防は国連等の実践においても学術界

白永瑞の東アジア平和論は、東アジア共同

においても大きなテーマであったが、2000年

体論のような市場統合、地域統合のアプロー

代に入って、国連とヨーロッパのNGOのイニ

チ─ 「上からの東アジア平和論」 ─では

シアティブで、「武力紛争予防のためのグロー

なくて、東アジアの葛藤・矛盾を集中的に体

バル・パートナーシップ」（以下、GPPACと

現している核心現場、小分断の場所における

略す）というプロジェクトが始まった。世界

対立・分断を克服する努力を東アジア全体に

全体が15の地域に分けられ、15の各地域にお

越境的水平的に波及させていくという「下か

いて、リーダーシップを発揮しうる有力な平

らの東アジア平和論」である。筆者もこのア

和NGO関係者がその地域の「発起人」(Initiator)

プローチに共感する。東アジアが垂直的なヒ

となり、発起人が中心となってその地域の平

エラルキー構造（中心・周辺の秩序）になる

和NGOのつながり、ネットワークをつくった

動きに対抗して、東アジア民衆の越境的水平

（君島[2008] 324）。

的なネットワーク形成を重視したい。

東北アジアにおいては、NGOピースボート

対外関係を考えるとき、人々は政府間外交

共同代表の吉岡達也が発起人となり、中国、

に期待し、議論がそこに集中するが、「対外関

台湾、香港、モンゴル、極東ロシア、北朝鮮、

係・外交のとらえ方の民主化・市民化」は平

韓国、日本の 8 つの国・地域のNGO関係者が、

和を考えるときの前提である。筆者は、ダイ

GPPAC東北アジアを構成した。そして、2004

アモンド&マクドナルドの「マルチトラック

年から東北アジア各地で定期的に集まり、議

外交」（Multi-Track Diplomacy）の考え方の重

論を継続 してきた 。GPPACは、 武力紛争 予

要性を再確認する（Diamond

and

McDonald

防・平和構築における市民社会と政府の連携
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を追求するものであるが、市民社会と政府と

言を契機として東アジアにおいて平和への権

の距離は国による違いが大きい。北朝鮮、中

利の内容を豊かにし、権利を実現していく努

国においては市民社会は政府からの自立性が

力をすることが期待されていると考える。東

低く、左派政権時代の韓国、モンゴルにおい

アジアの民衆が下から立憲・民主・平和をつ

ては市民社会と政府の距離は小さく、日本に

くろうとするとき、平和への権利という考え

おいては市民社会と政府の距離は大きい。市

方は有効であろう。もちろん日本の民衆は、

民社会と政府との距離が小さいこともあり、

日本国憲法が保障しており、これまで様々な

GPPAC東北アジアにおいてはモンゴルのイニ

かたちで鍛えられ、豊かな内容を持っている

シアティブは強く、GPPAC東北アジアの取り

平和的生存権を援用することができる。

組みに「ウランバートル・プロセス」という
名称がつけられている。地域分断が激しい東
北アジアにおいて、すべての国・地域の平和
NGOの代表が一堂に会する場として、GPPAC

おわりに

の会合は意味があるであろう。GPPACの会合
においては、日本国憲法 9 条の意義がたえず
確認されている（君島[2008] 332）。

以上、東アジアの平和にとって日本国憲法

東アジアでは、とりわけ2014年から2016年

とは何であるのかについて考察してきた。

にかけて、台湾のひまわり学生運動、香港の

端的にいえば、東アジアの平和のために、

雨傘運動、日本の安保法制反対運動、沖縄の

日本国憲法は生まれたといってよいだろう。

高江、辺野古での米軍基地反対運動、韓国の

しかし、75年経っても、日本の帝国主義・植

キャンドル集会等々、民衆が、政治権力の反

民地主義の解体・克服の作業は終わっていな

民主的・反立憲的な動きに対抗して、下から

い。東アジアで、冷戦、中国内戦、朝鮮戦争

非暴力的に立憲・民主・平和をつくろうとす

はまだ終わっていない。「寡頭制的覇権的東ア

る運動が高揚した。これらの運動を包括的に

ジア」が持続している。同時に、「寡頭制的覇

とらえて、「寡頭制的覇権的東アジア」に対抗

権的東アジア」がもたらす暴力を抑制しよう

して「もうひとつの東アジア」を切り拓く民

とする民衆の努力・運動は東アジア各地で見

衆の努力としてみることができると思う（白

られる。これらの努力・運動から、どのよう

[2016b] 103、子安[2015] 203）。

に「もうひとつの東アジア」を切り拓くこと

東アジア各地のこれらの運動には、それぞ

ができるか。日本の民衆は、これらの努力・

れの文脈があり、それぞれの運動が依拠する

運動に、どのように日本国憲法を活かして合

理念、規範があるが、それに加えて、東アジ

流するか、問われている。

アの民衆が依拠する共通の理念、規範として、
注

「平和への権利」を掲げることができるので
はないだろうか。2016年12月19日に国連総会

( 1 ) 本稿は、2019年 2 月21～22日に、立命館大学大

で採択された「平和への権利宣言」は全 5 条

阪いばらきキャンパスで開催された第 3 回日中

の簡潔で形式的なものであるが、これは平和

平和学対話（日本平和学会、立命館大学国際平

を人権としてとらえようとする我々の長期に

和研究所、中国チャハル学会、南京大虐殺史と

わたる 努力、運動の 1 つの区切 りであろう

国際平和研究所、南京大学平和学国連ユネスコ

（武者小路[2011]、飯島[2017]）。筆者は、東

チェアの主催）での報告にもとづき、その後の

アジアの民衆が「平和への権利宣言」を生み

考察を加えて書き直したものである。

出した市民社会の知的営為を継承し、この宣

( 2 ) 筆者はかねてより「六面体としての憲法 9 条」
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という見方（ワシントン／サンフランシスコ、

石塚迅[2018]「現代中国における『憲政』と立憲主

大日本帝国、日本の民衆、沖縄、東アジア、世

義」日本公法学会編『公法研究』80号114-125頁

界の民衆という 6 つの視点から憲法 9 条を見る

石塚迅[2019]『現代中国と立憲主義』東方書店

という見方）をしているが（君島[2018]）、本稿

今村嗣夫・鈴木五十三・高木喜孝編著[1999]『戦後

はその一部をさらに掘り下げるものである。

補償法─その思想と立法』明石書店

( 3 ) 東アジア共同体論等については、さしあたり白

ウォーラーステイン、イマニュエル[2008]『ヨーロ

[2016a］第 4 章を参照。

ッパ的普遍主義』山下範久訳、明石書店

( 4 ) このパラグラフは白永瑞ではなくて君島のとら

内海愛子・大沼保昭・田中宏・加藤陽子[2014]『戦
後責任 ─アジアのまなざしに応えて』岩波書

え方である。
( 5 ) 許紀霖については、許[2017]も参照。

店

( 6 ) 極東委員会における憲法草案審議については、

大沼保昭[2007]『東京裁判、戦争責任、戦後責任』

さしあたり西[2004]を参照。
(7 )

東信堂

いわゆる「芦田修正」については、古関

[2017]XIV章が必読である。

加藤周一[2005]『 9 条と日中韓』かもがわ出版
加藤哲郎[2005]『象徴天皇制の起源─アメリカの

( 8 ) ポツダム宣言を大日本帝国の側、植民地朝鮮の
側の両側面から考察したものとして、李[2018]

心理戦「日本計画」』平凡社
姜尚中[1993]『アジアから読む日本国憲法』かもが

第 1 章を参照。

わ出版

( 9 ) 戦後補償裁判に関与している弁護士グループが

君島東彦[2008]「グローバルな立憲主義の現段階

作成した「外国人戦後補償法試案」が今村ほか

─NGOのプロジェクト"GPPAC"を契機とする

[1999]で詳細に検討されている。

若干の考察」深瀬忠一・上田勝美・稲正樹・水

(10) 米国の国際政治学者のデモクラティック・ピ

島朝穂編著『平和憲法の確保と新生』北海道大

ース論、リベラル・ピース論は、民主主義実現
のための武力介入という議論になり、カントか

学出版会、322-349頁
君島東彦[2018]「六面体としての憲法 9 条─憲法

ら遠ざかっている。

平和主義と世界秩序の70年」全国憲法研究会編
『憲法問題29』三省堂、 9 -21頁

(11) 樋口陽一は、1989年、「私は、最近の天安門事
件の憲法上の意味にふれないで終わることはで

許紀霖[2017]「ここ十年における中国国家主義思潮

きない。鄧小平政権のあのむき出しの反応は、

の批判」鈴木敬夫編訳『現代中国の法治と寛容

私の見るところ、資本主義に抗する社会主義の

─国家主義と人権憲政のはざまで』成文堂、

反撃というより、西欧立憲主義の核心というべ

211-246頁

き政治的自由主義の拒否、であった」と述べて

権赫泰[2005]「日韓関係と『連帯』の問題」『現代

いる（樋口[1989] 214）。

思想』33巻 6 号204-212頁

(12) 中国のリベラリズム憲法学説の 1 つとして、

権赫泰[2007]「周辺国から問う、改憲と歴史認識

Zhang [2012]を参照。

（九条の世界的意味を探る 第二回）」『世界』
770号（2007年10月）192-195頁
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立命館大学教授）

■論文■

情報革命と補助資本
─ マルクスは問題をどのように考えたか ─

渡 辺 雅 男
《要旨》 本稿は「補助資本（auxiliary capital）」の概念を手がかりに、現代資本主義の技術的基礎である情
報革命を理論的にとらえようとする試みである。「補助資本」というこの概念は、リチャード・ジョ
ーンズがかつて唱え、それをマルクスが批判的に受け継いだという経緯がある。マルクスはこの概
念を使って当時の情報革命であった電信技術の問題解決に挑んだが、本稿では、同じ概念をコンピ
ュータ技術の開発と普及の問題に適用しようと思う。情報革命のなかで生まれてくるさまざまな財
をどのように考えたらよいか。情報革命には過去に先例がなかったのか。19 世紀の情報・通信・交
通はどのような変化を遂げて現代に至ったのだろうか。こうした疑問を解く鍵をマルクスはこの概
念で提供している。
目 次

人十色であり、情報とはなにかという基本的

はじめに
Ⅰ 情報財と使用価値
Ⅱ 情報財とはなにか
(1) 表現財とはなにか
(2) 伝達財とはなにか
(3) ネットワーク財とはなにか
(4) ソフトウェア財をめぐる生産者と消費者の
面的関係とはなにか
(5) まとめてみれば、……。
Ⅲ 交通機関の革命と補助資本
(1) 情報革命の技術的基礎
(2) 情報革命がもたらす社会的影響──世界市
場の出現
Ⅳ 小括

な問いに関しても、学問的な意見の一致はみ
られない。多くの人々が基礎概念や基礎理論
の突破口を開こうと日夜苦闘している。日本
では野口宏（ペンネーム石沢篤郎）もその一
人であって、これまで多くの論文や著書を発
表して、その研究の成果をわれわれの前に投
げかけている。彼の議論のユニークな点は、
「無形な情報から出発するのではなく、情報
を生み出す背後の有形な情報財からアプロー
チする」ところにあ る

(１ )

。そ のために彼 は

「財」に注目し、「情報財とは何か、その経済
的性格は何かを明らかにする」ことからその
考察を始めようとするのである。これは堅実
な方法のように見える。なぜなら、彼によれ

はじめに

ば、「情報財はたんに使用価値として捉えたの
では解明することができず、いわば例外的な
財となるほかはない」のであって、「財の社会

現代資本主義経済の技術学的な基礎に情報

的属性、人格的関係を考慮に入れた固有価値

論があることは多くの人々が直観的に感じて

としてはじめて情報財の諸関係が明らかにな

いるところである。だが、残念なことに、情

る」からである。彼の思惑どおり、では「財

報経済学の基礎理論は、いまだ確たるものと

の社会的属性」はこのような仕方で捉えられ

しては存在しない。情報の概念規定さえ、十

るだろうか？
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まずは彼の議論を追ってみよ

う。

さまざまな属性のなかから「有用性」を発見
すること、あるいは「さまざまな使用方法」
を考案することで使用価値が現実化するのだ
とも言えるだろう。それを後押しするのがマ

Ⅰ 情報財と使用価値

ルクスの言う「歴史的行為」という概念なの
であって、そうした事情を考慮しない使用価
値論があるとしたら、それは、あたかも使用

野口は、情報化の時代を特徴づけるさまざ

価値が天から降ってきたかのように考えてい

まな財 （彼はそれを「 情報財」 と呼んでい

る点で、大きな間違いを犯していると言える

る）を理解するために、古典的な使用価値の

のではないかと筆者には思われる。

概念を拡張しなければならないと言う。使用

だか ら、注目すべきは こ の 「歴史 的な行

価値に代わって「固有価値」という新奇な概

為」という視点である。マルクスがこの言葉

念が導入される。ただ、マルクスは使用価値

を持ち出したのは、ニコラス・バーボン

を次のように説明している。

(Nicholas Barbon）の「固有価値」論を批判す

「ある一つの物の有用性は、その物を使用

るに際してであった 。バーボ ンの「固有 価

価値にする。しかし、この有用性は空中に浮

値」論の根底には彼(バーボン)「独自の」考

いているのではない。この有用性は、商品体

え方が含まれている、とマルクスは言う。マ

の諸属性に制約されているので、商品体なし

ルクスは当該の注の冒頭でバーボンの著作の

には存在しない。」（K.Ⅰ、第 1 章第 1 節、48

一節を掲げている。「諸物は、一つの内的な効

頁、S.50。注末を参照。）

力（intrinsick vertue）（これはバーボンにあっ

「おのおのの有用物、鉄、紙、等々は……

ては使用価値を意味 する独自 な表現であ る

それぞれ、多くの属性の全体であり、したが

……マルクス）をもっている。すなわち、諸

って、いろいろな面と、したがってまた物の

物はどこにあっても同じ効力をもっている。

さまざまな使用方法とを発見することは、歴

たとえば磁石が鉄を ひきつけ るようにで あ

史的な行為である。」（同上、48 頁、SS.49 ～

る」（Ｋ.Ⅰ、48 頁、S.50、F.N.3）。これが

50、下線は引用者……以下、同じ）

「固有価値」についてのニコラス・バーボン

諸属性のなかには人間にとって有用な属性

の説明である。これを引用してマルクスは、

もあれば、有用ではない属性もある。現在は

そこにつぎのような批判的で決定的な一句を

有用でないとしても、今後有用性が認められ

書き加える。「鉄をひきつけるという磁石の属

るようになる可能性もこの属性には含まれて

性は、それを手がかりとして磁極が発見され

いる。もちろん、さまざまな属性の存在がそ

たとき、はじめて有用になったのである」（同

のまま使用価値なのではない。自然（商品）

上）。この批判は、「歴史的な行為」について

属性のなかから「さまざまな使用方法」を探

の先の（本文での）言及と同じ趣旨、同じ内

し出し、言い換えれば、その使用にあたって

容を表現している。残念ながら野口にはこの

の（効用）価値を発見して初めて、「多くの属

マルクスの批判に積極的に反応した痕跡は見

性の全体」の中からある物の使用価値が社会

られない(２)。

的にも、市場でも認められるようになるので

磁極が発見されなければ、磁性という属性

ある。これは歴史的過程である。こうして、

も使用価値を持たない。「鉄をひきつけるとい

「全体としての（ある物の）属性」だったも

う磁石の属性は、それを手がかりとして磁極

のが「その物のさまざまな使用価値」へと一

が発見されたとき、はじめて有用になった」

歩進んで認知されるようになる。このことは、

（同上）とマルクスが注で書いたのは、使用
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価値が市場で認知される経済的特質であるだ

ア財」にせよ、野口が問題にするどんな「情

けでなく、そうした使用価値の認知にあたっ

報財」も、すべて非物質的生産のなんらかの

て、科学労働という非物質的で精神的な発見

構成要素である。野口に従って、われわれも

活動が歴史的に前提とされているからである。

順次、これらの要素を検討してみよう。

われわれの眼前にある物は、諸属性の全体
である。だが、だからといってそれらすべて
が現実的な使用価値を持つわけではない。ど

(1)

表現財とはなにか

の属性によって使用価値となるか、どの属性
が使用価値にならないかは、歴史的な行為を

まず「表現財」から検討していこう。野口

経て初めて明らかになる。「諸物の固有価値」

によれば「表現財」とは、彫刻や書籍のこと

は「歴史的行為」というフィルターを通して

である。彼ははっきりとは言わないが、これ

初めて社会に認知され、市場で評価されるよ

らは人類の非物質的生産活動の典型的な成果

うになる。それゆえ、使用価値は必ずや固有

のことである。芸術活動の場合は芸術作品で

価値（物の属性に固有の有用性）であるが、

あり、知的活動の場合は知識や知見であって、

固有価値は必ずしも現実的な使用価値ではな

どちらも非物質的（精神的）活動の成果、す

い。潜在的な（可能性としての）使用価値で

なわち非物質的生産物（精神的生産物）であ

あるかもしれないが、現実的な使用価値では

る。有形であろうと無形であろうと、関係な

ない。有用な属性も非有用な属性も、どちら

い。関係があるのは、この生産物が物質的労

も固有価値になりうるのである。これに対し

働の生産物と決定的に異なる点、すなわち、

て使用価値になれるのは、有用な属性だけで

(1)「それを再生産するのに必要な労働時間が、

ある。

それの最初の生産に必要な労働時間にまった

なにが問題なのだろうか。有用的な属性な

く 比例 し ない 」 と いう 点 （T.Ⅰ 、 441 頁、

のか、それとも、有用性にかかわりない属性

S.329）、(2) 物質的労働の場合とは異なり、

一般なのか。前者を問題にしたいのであれば、

労働の生産性が投下労働と労働生産物との間

問題にすべきは使用価値であって、「歴史的行

の比例関係によって計測できないという点、

為」を所与とし、また前提として有用的属性

(3)物質的生産の場合と異なり、非物質的生産

から切り離してしまうような固有価値の議論

ではその発展を生産規模で測れないという点、

ではないはずである。その有用性を歴史的に

(4)非物質的労働の生産物は市場で取引される

発見された属性だけが使用価値を認められて、

ことがありうるとしても、物質的生産物の場

市場に登場することができるのである。固有

合と異なり、「市場では労働によって再生産す

価値だけでは市場に登場することはできない

ることのできない物の価格」（K.Ⅲ、第 37 章、

のである。どんな情報財も、この原則を免れ

818 頁、S.646）として評価されるという点で

ることはできない。

ある

(2)

(３)

。

伝達財とはなにか

Ⅱ 情報財とはなにか
これに対し、野口 が言う「 伝達財 」は、
「彫刻や絵画」にとっての鑑賞（消費）のた
「表現財」にせよ「伝達財」にせよ、ある

めの空間を意味する。例えば、芸術作品の場

いは「ネットワーク財」にせよ「ソフトウェ

合には「ギャラリー」である。書籍の場合で
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言えば、知識の伝達媒体となる「印刷物」で

物質的生産物は、彫刻や書物のように物の姿

ある。読者はそこに盛られた内容を知るため

を取ろうと取るまいと、芝居のように活動の

に、言い換えれば、原作者の発見した新たな

姿を取ろうと取るまいと、その使用価値がひ

知識や知見を原作者と共有するために、ある

とたび社会的に認められ、所有者によって独

いは、芸術作品から inspiration（感動）を得

占されれば、市場で販売される。それは（疑

るために、印刷物を読み解き、芸術作品を鑑

似的にも）商品の姿を取ることがありうるの

賞し、それを通して知識（精神的成果）を獲

であって、それら非物質的生産物が商品化す

得（消費）しなければならないのである。芝

る際に取る価格形態や支払い形式は、そのた

居のような活動（運動）では「舞台」や「芝

めに取られるさまざまな形態や方法にすぎな

居小屋」が必要となる。

い。いわば便法なのである。消費手段（野口

野口は「ギャラリーや印刷物や芝居小屋」

のいう「伝達財」）の場合も同様である。

も「情報財に属するのであるが、表現財と区

だから「伝達財」とは、すなわち社会的消

別して伝達財と呼ぶ」必要があると主張する。

費過程の特殊的条件なのであり、非物質的生

ここで野口が「伝達財」と呼んでいるのは、

産物を消費するための手段である。

非物質的生産（精神的生産）の総過程にとっ
て必要契機とされる装置・施設や道具や媒体
のことであって、物質的生産の場合でいえば、

(3) ネットワーク財とはなにか

固定資本として一部機能している設備や装置
のことである。消費の一般的条件にあたるも

ところで、野口は「近年は印刷物が電子書

のと考えてよいだろう。非物質的な生産物を

籍すなわち無形のソフトウェアとして、イン

鑑賞するための消費手段と言ってもよいだろ

ターネットなどで流通している」と指摘し、

う。彫刻であれば、原料にあたる粘土、青銅、

「ここでは印刷物の物としての性格が失われ、

ガラス、木材、漆といった素材、それを成型

サービスであること は外見上 も明らかで あ

する鏝や鉋といった道具を使って彫刻家は芸

る」と述べている（野口、25 頁）。野口の概

術作品を完成させる。そこまでは、それは非

念規定によれば、「印刷物の代価はライセンス

物質的な（芸術的な）生産過程である。成果

料にアクセスチャネルの代価が加わったもの

は芸術作品として生みだされる。これが、ギ

である」から、電子化すれば、後者の経費は

ャラリーや美術館に運び込まれて公開される。

最小限に引き下げられ、残るは非物質的生産

ここから消費過程が始まる。書物（知識）で

物としての代価、純粋の非物資的労働の対価

あれば、多種の媒体（木簡、竹簡、紙、磁気

だけになる。ただ、「アクセスチャネルの代

テープ、デジタル媒体など）や小刀、筆、ペ

価」が不要になったとはいえ、「電子書籍の場

ン、タイプライター、PC など、文字や記号を

合には、紙の代わりにパソコンやスマートフ

表記・刻印する筆記用具で原稿が完成される。

ォンやインターネットやアクセスソフトなど

ここまでは、非物質的な（知的な）生産過程

のネットワーク財が伝達財に加わる」（同上）。

である。それが出版社に持ち込まれ、印刷さ

伝達財が社会的消費過程の特殊的条件だった

れて書店に並べられ、購入した消費者がペー

とすれば、ネットワーク財は社会的消費過程

ジをめくる。ここから消費過程が始まる。芝

の一般的条件である。社会的消費過程の一般

居でいったら大道具や小道具、舞台や客席、

的な条件がこうした形で必要になってきたの

大掛かりな照明装置や音響システムなどがこ

である。野口は、これを「公共財」とみなし

の消費過程を成り立たせている。

ており、「公共財は利用形態が共有として規定

ここで強調されるべきは次の点である。非

された財であり、たんなる使用価値ではなく
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固有価値（固有財）である」とも指摘してい

だから、野口の言うこの二面性は、物質的

る（同上）。ここでは、社会的消費過程の一般

生産であれ非物質的生産であれ、賃労働者を

的な条件が「財」という名で呼ばれているの

雇用する生産者（資本家）と、その商品を購

である。ただ、ネットワーク財は流通過程に

入する消費者とがそれぞれ追い求める直接的

あれば消費財であるが、消費過程に入れば社

な目的の違いであり、それぞれが取り結ぶ社

会的消費の一般的条件であり、それ以外のな

会関係の下で起きる二重性であり、「情報財」

にものでもない。

であることに起因する特殊な事態ではない。

ただ、野口が慧眼にも指摘するように、こ

ゲーム・ソフトを考えてみよう。ゲーム・ソ

うした一般的条件をめぐる競争がビデオ規格

フトには創作的表現が数多く盛り込まれてお

の覇権をめぐって行われ、それを制した者が

り、それは芸術作品とは言われないまでも、

膨大な超過利潤を獲得していったことも忘れ

ソフト制作に従事する労働者の非物質的生産

られてはならない事実である。ネットワーク

物である。このことは科学労働の生産物に限

財は、その規格を独占することで、莫大な超

らない。物質的生産においても、生産物はま

過利潤を獲得することができるからである。

ずなによりも労働過程が生み出す労働成果と
して存在する。これがどのような関係の下で
生み出されるか、それはまた別の問題である。

(4) ソフトウェア財をめぐる生産者と消
費者の二面的関係とはなにか

日曜大工で趣味の木工作品として椅子が作ら

野口は「ソフトウェア（コンピュータのプ

物で終始する。それが資本家の下で製造され

ログラ ム）は二重の性 格をもつ 情報財であ

るなら、労働過程は同時に価値増殖過程とな

る」と述べ、その理由を次のように指摘する。

って、椅子は使用価値であるだけでなく、価

「作成者にとっては創造的労働の作品として

値生産物となり、市場に出されて商品となる。

の表現財（ソースプログラム）であるが、利

椅子は価値増殖の手段として生産される。椅

用者にとっては物質的な機能を実現する機能

子は二重の性格をもつ消費財となる。野口が

財（オブジェクトプログラム）である。ソー

指摘する情報財の特質とは、情報財に限らず、

スプログラムはコンパイル操作でオブジェク

商品一般に当てはまる特質だったのである。

トプログラムに変換されるから、両者は同じ

すなわち、椅子の製作者（労働者）にとって

ものの 2 つの側面である。このように表現と

は「創造的労働の作品として表現財である」

機能とを直接に媒介するところにソフトウェ

が、椅子の「利用者（消費者）にとっては物

ア財の特質がある。」（野口、26 頁）

質的な機能を実現する機能財」なのであり、

れるなら、それは商品にはならず、労働生産

だが、こうした二面性はソフトウェア財に

しかも、この場合、「表現財は（想像力を働か

限らない。一般に科学労働の成果は科学労働

せれば）機能財に変換されるから、両者は同

者からすれば、自己の精神活動の産物である

じものの 2 つの側面である。このように表現

が、それを支配・包摂する生産者（資本家）

と機能とが消費の過程で直接に媒介されると

から見れば超過利潤獲得の手段である。さら

ころにソフトウェア財（に限らず商品一般）

に、それを購入した消費者から見れば消費活

の特質がある。
」（野口、26 頁、括弧内は引用

動の一般的手段である。労働者にとって商品

者加筆。）

はあくまで労働生産物であるが、生産者にと

ゲーム・ソフトの例に戻って考えてみよう。

って同じ商品は価値生産物である。それを市

ゲーム・ソフトを購入するゲーム愛好家はゲ

場で買い求める消費者にとって、商品は消費

ーム・ソフトの消費者であって、彼（または

対象であり、使用価値である。

彼女）はそのソフトの使用価値を自己のゲー
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ム欲求の充足のために購入する。ゲーム欲求

の関係から生じたものであって、それはなに

の充足は消費過程の目的であって、ゲームを

も情報財に限ったことではない。物質的生産

楽しむ消費者は「ソフトの動作を通じて作成

の場合にも見られる二重性である。物質的生

者の行き届いた工夫や創作を実感し、しばし

産物が示すこうした多様性と、非物質的生産

ばそのファンになる。」（野口、26 頁）ここに

物が示す多様性とは、二重性という点に関す

はなんら神秘的な現象は存在しない。芸術作

るかぎり基本的には同じ問題であって、労働

品の場合も同様であって、非物質的生産過程

生産物が労働者にとっての自己「表現」財で

で精神的生産（創作活動）に従事する芸術家

あるとすれば、生産 者にとっ てそれは「 商

（生産者）は、芸術作品をさまざまな動機の

品」であり、消費者にとっては「商品」であ

下で制作する。ただ、その動機は、物質的生

る以上に一つの「機能」財である。

産労働者とは根本的に異なるものであって、

むしろ、より大きな問題は、非物質的生産

精神的な種類の動機である。マルクスはそれ

活動（精神労働）の 視点を欠 落させたま ま

を「人間はまた美の法則に合わせて」（「疎外

「情報財」の主張が行なわれていることであ

された労働」『経哲草稿』『全集』第 40 巻、

る。それにより、芸術、医療、科学、福祉と

437 頁、S.517）生産することもあると指摘し

いった非物質的生産分野と、それ以外の物質

ている。非物質的生産物（芸術作品）を前に

的生産分野との間に横たわる本質的な区別が

してその生産者と消費者は精神的交流関係を

曖昧にされ、どちらも「生産」であるという

取り結ぶのである。この二面的関係は、物質

一面だけが強調されてしまうことである。そ

的生産の場合で考えても基本的に変わらない。

うなると情報財があたかも物質的生産物と共
通な基盤に立つものであるかのような印象さ
え与えられてしまう。

(5)

まとめてみれば、……。

こうした反省を行おうとすると必ず聞こえ
てくる声がある。それは、マルクスの時代、

こう言えるだろう。野口が名づけた個々の

まだインターネットもなかった時代の話をし

「情報財」は非物質的（芸術的、科学的、文

ても始まらない。今は 19 世紀の時代ではない。

化的）生産活動の生産手段であったり、消費

コンピュータも登場している。インターネッ

手段であったりと、さまざまであるが、それ

トで世界も瞬時につながっている。そんなグ

自体はどれも非物質的生産活動の範疇におさ

ローバリゼーションの時代に 19 世紀のマルク

まるものであった。例えば、「表現財」は非物

ス的発想にしがみつくのは時代遅れも甚だし

質的な生産物（彫刻や書籍）であったし、「伝

い。こんな声が飛び交い、それに煽られるよ

達財」（ギャラリーや印刷物や芝居小屋）は非

うにして、人は現代にふさわしい（と思い込

物質的な生産物を消費するための特殊な消費

んだ）耳新しい概念につぎつぎと飛びつき、

手段であった。情報財などという特殊な概念

あたかも 19 世紀とは決定的に異なる世界が眼

を持ちだすまでもなく、非物質的生産活動の

前に展開しているかのような錯覚に浸ること

構成要素だったのである。さらに言えば、「ネ

になる。「情報財」という概念もその一例であ

ットワーク財」（パソコンやスマートフォンや

り、それを構成する「表現財」などといった

インターネットやアクセスソフトなど）は社

さまざまな新奇な部分概念も同様である。

会的消費過程の一般的条件であり、「ソフトウ
ェア財」（コンピュータのプログラム）に特有
とみなされた表現財と機能財の二重性は非物
質的生産物をめぐる労働者、生産者、消費者
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る」その様子であった（K.Ⅲ、第 4 章、90 頁）。
インターネット回線が世界をつなぎ合わせる
はるか以前に、資本はすでに電信ネットワー

Ⅲ 交通機関の革命と補助資本

クを構築し、世界をモールス符合でつなぎ合
わせていたのである。

(1)

もちろん全地球をめぐる電信ネットワーク

情報革命の技術的基礎

は無償では敷設できない。「すでに見たように、
協業や分業から生ずる生産力は、資本にとっ

たしかに現在、世界は情報革命の渦中にあ

ては一文の費用もかからない。それは社会的

る。コンピュータを利用したインターネット

労働の自然力である。蒸気や水などのように、

通信が現代における交通機関の革命の基礎で

生産的な過程に取り入れられる自然力にも、

あることは誰もが直観的に認めるところだろ

やはりなんの費用もかからない。しかし、人

う。だが、現在進行中の未曽有のこの革命は

間が呼吸するためには肺が必要であるように、

人類が遭遇した最初の体験ではなかった。か

自然力を生産的に消費するためには「人間の

つてマルクスは次のように指摘した。

手の形成物」が必要である。水の動力を利用

「工業や農業の生産様式に起きた革命は、社

するためには水車が、蒸気の弾性を利用する

会的生産過程の一般的な条件すなわち交通・

ためには蒸気機関が、必要である。科学も自

運輸機関の革命をも必要にした。」
（K.Ⅰ、第 13

然力と同じことである。電流の作用範囲内で

章第 1 節、500 ～１頁、SS.404 ～ 5）

は磁針が偏向することや、周囲に電流が通じ

当時彼が眼前に見ていた情報革命は次のよ

ていれば鉄に磁気が発生することに関する法

うなものであった。「流通期間を短縮するため

則も、ひとたび発見されてしまえば、一文の

の主要な手段は交通の改良である。そして、

費用もかからない。しかし、これらの法則を

この部面では最近の 50 年間に、前世紀〔18

電信などに利用するためには、非常に高価で

世紀〕の後半の産業革命にしか比べることの

大仕掛けな装置が必要である。」（K.Ⅰ、第 13

できないような革命が遂行されてきた。陸上

章第 2 節、504 頁、SS.407~8）

では砕石舗装路が鉄道によって退けられた。

新しい技術の利用に伴い、巨額な設備投資

そして、全地球に電信線が張りめぐらされる。

が必要とされる。このことは現在でも変わら

スエズ運河ははじめてほんとうに東アジアや

ない。否、現代企業こそ、自然力や科学の力

オーストラリアへの道を汽船交通のために開

の助けを借りるためにますます「高価で大仕

いた。」（K.Ⅲ、第 4 章、90 頁、S.81）

掛けな装置」を固定資本として備えなければ

マルクスが『資本論』を執筆していた当時、

生き残ることさえできないのである。そして、

この革命は世界的な電信ネットワークを生み

そこに新たな資本範 疇が成立 する。それ は

だし、またこの電信ネットワークは世界市場

「補助資本 Hilfskapital」と呼ばれるべき資本

を生みだしつつあった

(４)

。エンゲルスも『資

部分であり、「不変資本のうち原料から成って

本論』第 3 巻の補注で次のように指摘してい

いるのではない部分 」であり 、具体的に は

る。「交通機関の非常な拡張―大洋汽船や鉄

「発明や用具や装置」
（T.Ⅲ、567 頁、S.430)

道や電信やスエズ運河 ―は、世界市場をは

のことである。現代に引きつけて言えば、イ

じめて現実につくりだした。」（K.Ⅲ、第 30 章、

ンターネット回線の敷設に伴う技術投資である。

626 頁、S.507、補注８）

マルクスはこの点ではリチャード・ジョー

当時、「産業の進歩」を誰の目にも印象付

ンズの議論に依拠している。ジョーンズは資

けたのは「全地球に電信線が張りめぐらされ

本主義的生産が生産 力の発展 に及ぼす影 響
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（電信のような技術的発展が追加的固定資本

れる資本を、われわれは補助資本 Hilfskapital

の充実をもたらす可能性）に注目しており、

と呼ぶことにしよう」（T.Ⅲ、第 24 章、566

「ある程度を越えての補助資本の増加が〔科

頁、S.429）と呼びかけていることである。

学〕知識の増加にかかっている」（T.Ⅲ、571

マルクスはこの呼びかけに積極的に呼応し、

頁、S.433）ことを見抜いている。ただし、

さらに続けて、「つまり、それは、不変資本の

マルクス自身は、ジョーンズに賛同しつつも、

うち原料から成っているのではない部分を意

つぎのような意味で批判的である。

味する」と正確に言い換えていることである

「石炭を消費する新たな機械は、すべて、

（T.Ⅲ、第 24 章、566 頁、S.429）。残念なが

石炭の形で存在する剰余を資本に転化させる

ら、マルクスが与えてくれたこうした概念は、

ための手段である。剰余の一部分の補助資本

今日多くの専門家の議論において忘れ去られ

への転化には二つの仕方がありうる。すなわ

ている。

ち、既存の補助資本の増殖、より大きな規模

「交通機関の非常な拡張」を支えた「人間

でのその再生産。新たな種類の補助資本が創

の手の形成物」、そして、知識が教えてくれた

造されるための、新たな使用価値の発見、ま

自然「法則」と「これらの法則を電信などに

たは旧来の使用価値の新たな応用の発見、お

利用するために（必要とされた）非常に高価

よび機械や動力の新たな発明。この場合には

で大仕掛けな装置」。こうしたマルクスの指摘

もちろん知識の拡大は、補助資本の増加のた

は、彼が発見した「補助資本 Hilfskapital」概

めの、または、同じことであるが、剰余生産

念のなかで正当に位置づけられている。かつ

物または剰余貨幣（これらの場合には外国貿

てマルクスの時代、「不変資本のうち原料から

易が重要である）の追加補助資本への転化の

成っているのではない部分」が「補助資本」

ための、諸条件の一つである。たとえば、電

と呼ばれて、具体的にはグッタベルカ生産や

信は補助資本の投下のためのまったく新しい

インド・ゴム生産が電信網の敷設に際して必

分野を開いた。鉄道などもそうだし、グッタ

要とされた。今日、それと同じように、世界

ベルカ生産（南洋の樹からとれる樹脂、天然

各国で国や IT 企業がインターネット回線の敷

ゴムより強く固い）やインドのゴム生産もす

設に勤しんでいるのである。

べてそうである（Telegraphie eröffnete ganz

このような補助資本が社会の総不変資本の

neues Feld für Anlegung von auxiliary capital, so

なかで占める比重についてマルクスが生活手

Eisenbahnen etc., so die ganze Guttaperchaoder

段とのバランスにおいて考えようとしていた

Indian Rubber Production.）。この点は知識の拡

ことも忘れてはならない事実である。

大とともに重要である。」
（T.Ⅲ、第 24 章、572

「不変資本のうちの大きな部分、すなわち固

頁、SS.433~4）

定資本は、生活手段や原料などを産出する生

知識の拡大だけを一面的に強調するジョー

産過程に直接にはいって行くもの、または鉄

ンズとは異なり、マルクスは資本投下の可能

道や道路や運河や電信などのように流通過程

性が重要であることを強調しているのである。

の短縮に役だつか、またはドックや倉庫など

技術革新のための設備投資のブームが起き

のように商品の保管や貯蔵に役だつか、また

るためには、たんに知識の拡大が必要だった

は地ならし作業や排水溝などのように比較的

わけではなく、追加的な補助資本が現実に形

長い再生産時間ののちにはじめて生産性を増

成されることが必要だった。われわれが注目

大させることができるようなものから成って

したいのは、ここでジョーンズが「補助資本

いることがありうる。剰余生産物のうちでこ

auxiliary capital」と呼び、この「労働に支払

れらの種類の固定資本の一つに用いられる部

うためではなく、労働を助けるために充用さ

分が大きいか小さいかに応じて、生活手段な
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どの再生産にとっての直接の最も近い諸結果

れに対応する一般的な産業変革を基礎として、

は非常に違うであろう。」（T.Ⅱ、第 17 章 5、

まったく新たな生産部門が、したがってまた

664 頁、S.492）この点についても、現代の情

新たな労働分野が形成される。……この種の

報経済学がマルクスの批判的視点を十分に継

主要産業と見ることができるものは、現在で

承しているとは思えない。

は、ガス製造業、電信業、写真業、汽船航海
業、鉄道業である。」（K.Ⅰ、第 13 章第 6 節、
582~3 頁、SS.468~9）

(2)

情報革命がもたらす社会的影響──
世界市場の出現

電信というコミュニケーション手段が機械

マクロ的な影響だけではない。労働者の労
働の仕方にまで往時のグローバリゼーション
は影響を及ぼしていたのである。

制大工業の技術的基礎だとすれば、コンピュ

「産業循環の一般的な周期的な局面転換やそ

ータによるインターネット通信は現代資本主

れぞれの生産部門での特別な市況変動のほか

義の技術的基礎である。一方で、電信・電話

に、ことにまた、航海に適した季節の周期性

といったかつての技術的基礎が当時の社会的

によってであろうと流行によってであろうと、

生産の一般的条件を形成していたとすれば、

いわゆるシーズンがあり、ごく短期間に仕上

今日の技術的基礎はコンピュータによって提

げなければならない大口の注文の突発性があ

供されている。どちらもコミュニケーション

る。このような注文の習慣は、鉄道や電信の

革命のそれぞれの段階を象徴的に表現してい

普及につれて広がる。」（K.Ⅰ、第 13 章第 8

ると言えよう。ちなみに、ここで言う「情報

節 e、623 頁、S.502）

革命」、「コミュニケーション革命」、「交通革

グローバル化は過去も、そして、現在も、

命 Verkehrs-Revolution」の関係については、

労働者にはよりいっそうの犠牲を、資本家に

本稿の注 4 を参照。

はよりいっそうのビジネスチャンスをもたら

こうしたコミュニケーション革命の進行の

す。マルクスの慧眼はそれを見抜いてゆるぎ

なかで、新しい技術的基礎が築かれ、社会的

ない。

影響が広がる。往時のコミュニケーション革

「文明のあらゆる進歩、言いかえるならば社

命（グローバル化）を眼前にとらえながら、

会的生産諸力のあらゆる増大、さらに言い方

マルクスはその社会的影響を次のように指摘

を変えれば、労働そのものの生産諸力のあら

している。「生産物の洗練や多様化は、また、

ゆる増大 ―それは科学、発明、労働の分割

大工業によってつくりだされる新たな世界市

〔分業〕と結合、交通手段の改善、世界市場

場関係からも生ずる。ますます多くの外国産

の創出、機械装置などから生じてくる―は、

嗜好品が国内生産物と交換されるだけではな

労働者を富ませないで、資本を富ませ、した

く、ますます大量の外国産の原料や混合成分

がってただ労働を支配する力を増大させるだ

や半製品などが生産手段として国内産業には

けであり、ただ資本の生産力を増大させるだ

いってくる。この世界市場的関係にともなっ

けなのである。
」（G.Ⅱ、372 頁、S.227）

て、運輸業での労働需要が大きくなり、運輸
業も多数の新しい亜種に分かれる。労働者数
の相対的減少につれての生産手段や生活手段
の増加は、その生産物が運河やドックやトン

Ⅳ

小括

ネルや橋などのように遠い将来にはじめて実
を結ぶような産業部門での労働の拡張を引き
起こす。直接に機械を基礎として、またはそ
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これまで本稿は、現代資本主義を特徴づけ

るコミュニケーション手段の革命をテーマに、

求することができるかどうかが大問題となる。

(1)その技術的基礎、(2)その社会的影響を概

俗流経済学は自然法則の生産的利用があた

念的に整理しようと検討を重ねてきた。マル

かも原料と同様、なんらかのサービスを生み

クスが『資本論』執筆当時に遭遇した電信技

だし、それが生産物の質料的実体を形成する

術の発展とそれに伴う世界市場の出現・形成

と考えようとする。そのように「みなし」て

の議論は、この問題を考える際に大きな助け

いけば、この俗流経済学の想定は、あくまで

となった。なぜなら、電信技術に基づく地球

利潤獲得の根拠（ないし口実）を示すことが

規模での情報ネットワークの構築は、今日の

できるのである。

コンピュータに基づくインターネット回線構

これはある種のジレンマである。というの

築の先行例とみなすことができるからである。

も、補助資本はあくまで「不変資本」である。

大工業のもとでグローバルな電信網が世界市

したがって、他の「不変資本」（例えば、原

場を創り出したとすれば、インターネットは

料）と同様、一般的平均利潤を要求する。だ

現代資本主義のもとで世界市場を深化・発展

が、その際、困ったことに、補助資本は原料

させたと言うことができるだろう

(５)

。

のようには生産物の質料的構成物とはならず、

こうして IT 技術関連の膨大な投資ブーム

使用価値として原価構成に直接参加しない。

が引き起こされる。かつて「全地球に電信線

一般利潤に関する「補償理由」を別個に主張

が張りめぐらされた」ように、今日全地球に

しなければならないのである。なぜなら、こ

インターネット回線が張りめぐらされる。そ

の部分は、資本といってもあくまで「補助」

のための費用は、巨額の設備投資で賄われ、

だからである。

不変資本ではあるが、原料のように生産物に

このジレンマを解く鍵が、なんらかの「サ

全価値が移転されるのではなく、一定期間中、

ービス」をここで想定することである。「自然

独立した姿を保ってその価値を部分的に移転

法則」が何らかの「サービス」を提供してお

していく資本として巨大規模での産業部門が

り、その提供するサービスの代価が生産物の

社会的に形成される。マルクスがそれを「不

価格構成に参入し、一般的平均利潤率につい

変資本のうち原料から成っているのではない

ての補償要求を充たすと主張できれば申し分

部分」、すなわち「補助資本」と呼んでいたこ

ないのである。「ひとたび発見されれば、一文

とはこれまで強調してきたとおりである。

の費用もかからない」自然法則に対して、そ

この補助資本は、電信機がそうであったよ

れが行なう毎回の「サービス」を想定して処

うに、自然法則の生産的利用に基づいている。

理することで、ともかくそれが資本機能を全

「電流の作用範囲内では磁針が偏向すること

うできると主張しさえすればよいのである。

や、周囲に電流が通じていれば鉄に磁気が発

そうすれば、本来の不変資本である原料の場

生することに関する法則」が自然界に存在す

合と同様の仕方で、補助資本に対しても資本

るが、それを生産的な過程に取り入れて、「自

としての利潤請求権を行使できることになる。

然力を生産的に消費するためには『人間の手

俗流経済学の便法であり効用である。

の形成物』（＝労働生産物…引用者）が必要と

マルクスは俗流経済学のこの便法をつぎの

なる」。自然法則は「ひとたび発見されてしま

ような辛辣なタッチで批判した。「このことか

えば、一文の費用もかからない」が、「人間の

ら、まのぬけた J・B・セーの愚かさがわかる

手の形成物」の方は「これらの法則を電信な

であろう。すなわち、彼は、剰余価値（利子、

どに利用するために、非常に高価で大仕掛け

利潤、地代）を、生産手段、つまり土地や用

な装置が必要とされる」から、そうした補助

具や革などが労働過程でその使用価値によっ

資本が不変資本として平均利潤の分け前を要

て 果 た す 「 生 産 的 役 だ ち 」 (”services
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productifs”)から導き出そうとするのである。
」

ながら、実はそれがもたらす交通機関の発達を
幅広く論じていることからも分かる。

（K.Ⅰ、第 6 章、269 頁、S.220、F.N.22）
現代は複雑化の時代である。しかし、俗流

( 5 ) もちろん、コンピュータによる現代のインタ

経済学はその複雑化したメカニズムに迫る能

ーネット通信と、往時の電信によるコミュニケ

力も、意思も持たない。複雑化した構造から

ーション革命が同一のものだなどと言おうとし

生じるジレンマを単純化した市場原理で理解

ているわけではない。両者のあいだに違いはあ

しよう とする。自然法 則の利用 を「サービ

る。コンピュータ端末には、今日、ハードウェ

ス」の「みなし」概念で根拠づけるこの便法

アとして記憶機能、演算機能、制御機能、入出

は、その単純さゆえ、俗流経済学の恰好の温

力機能、アーキテクチャ機能等が汎用性を備え

床となる。今日に続く「サービス」概念の導

て機能しているからである。また、ソフトウェ

入こそ、現実にベールをかけ、資本主義の神

アとして多種多様なアプリケーションを動かす

秘化を助長する第一歩である。

オペレーションシステム（OS）がコンピュータ
には備わっている。こうした汎用性は電信機で
はとうてい期待できないし、そのことが、コン

注

ピュータによるインターネット通信の可能性を
( 1 ) 野口宏「固有価値としての情報財の理論」経

これまでにないほどに押し広げ、また、ユニー

済理論学会編『季刊経済理論』第 48 巻第 4 号、

クなものと感じさせる根拠ともなっている。し

2012 年 1 月、23 頁。

かし、どれほど現代がユニークなコミュニケー

以下、野口からの引用はこの論文からである。

ション革命を経験しつつあるとしても、それは

それ以外の彼の作品については、以下の論文

往時から続くコミュニケーション革命の一貫し

や著書を参照。

た連続性の一部であることは、これまた忘れて

石沢篤郎『コンピュータ科学と社会科学』大月

はならない大事な点である。

書店、1987 年
野口宏「情報通信技術革命の史的展開」『政経研

マルクスからの引用については、以下のように略記

究』第 96 号、2011 年

した。
『資本論』は K.で、『経済学批判要綱』は G.で、

( 2 ) 野口は当該論文「固有価値としての情報財の
理論」の注 11（野口、29 頁）でこの批判を引用

『剰余価値学説史』はＴ.で表わし、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

しているが、マルクスの批判の含意は無視され

はそれぞれ第 1 部、第 2 部、第 3 部を示す。出

ている。

典ページは最初に大月書店版『マルクス＝エン

( 3 ) 詳細については、拙稿《劳动价值论与研发：

ゲルス全集』（23 巻、24 巻、25 巻、26 巻）

科学劳动有用，但不创造劳动价值》（清华大学）

（1965 年、66 年、67 年）あるいは『マルクス

《政治经济学季刊》2018 年第 2 期（2019 年 1

資本論草稿集』（1 巻、2 巻）（1981 年）の邦訳

月）あるいはその日本語版「労働価値論と研究

ページ数を示し、続いて MEW 版（Marx-Engels-

開発 ─価値ある科学労働は価値を生まないと

Werke, Bde.23,24,25, Dietz Verlag, Berlin, 1962- 64、

いう逆説─」『政経研究』第 112 号、2019 年 6

あるいは MEGA 版(Marx-Engels-, Gesamtausgabe),

月を参照。

2.Abteilung, Band 1 und 2, Dietz Verlag, Berlin,
1976）の原文ページ数を記した。

( 4 ) ここからも分かるように、マルクスにとって
電信（コミュニケーション手段）の発達は、交
通機関の発達の一部でしかなかった。そもそも

（わたなべ

情報革命が交通革命の下位概念であることは、
今日でも多くの人々が、情報技術の発達を論じ
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まさお

北京理工大学）

（受付日：2019/09/12、受理日：2019/12/11）

■論文■

地域社会戦時体制論の提唱
一 條 三 子
《要旨》 アジア太平洋戦争末期、軍需産業や軍政の中枢機能が集中する重要都市は米軍の無差別爆撃によ
って壊滅状態に陥るが、なおも戦争を継続するために、これまで｢銃後｣の裏方役に位置づけられて
きた非重要地域（＝地域社会）に、重要都市の重要機能が次々に移されていく。すでに重要都市に
不要不急のモノとヒトの疎開受入れ役を負う地域社会が｢銃後｣の主役までも担うことになり、さら
には本土決戦態勢の要の役割まで負わされる。こうした状態を｢地域社会戦時体制｣と呼ぶことを提
唱する。本土地上戦は現実化せず空襲罹災もなかった地域社会は戦争から疎遠であったかのように
伝えられてきた。疎開政策の変容、本土決戦態勢構築のための土木作戦、地域社会と軍隊及び軍事
動員の 3 テーマを通して地域社会戦時体制の具体像を示し、戦争と疎遠という｢迷信｣を打破したい。

「地域社会戦時体制」論に 4 件が言及してい

目 次
はじめに
１．疎開政策の変容
① 疎開前史としての国土計画
② 学童集団疎開までの疎開政策
③ 変容する疎開
２．本土決戦と「富士｢リ｣号演習」（「関東平地
交通作戦準備計画」）
① 第 36 軍の創設
② 本土決戦体制の構築と軍事特別措置法
③ 富士「リ」号演習
３．埼玉県比企郡に見る地域社会戦時体制の具
体例
① さまざまな軍隊
② 国民義勇隊と国民義勇戦闘隊
③ 地区特設警備隊
おわりに

て有り難かった。
「地域社会戦時体制」は、アジア太平洋戦
争末期に戦争継続を目的として構築された社
会の実態を示す私の造語である。 4 件の書評
以降は取り沙汰されることもなく用語として
定着する状況にはない。しかし、重要都市と
して｢銃後｣の中枢におかれていた大都市が潰
滅してなお戦争を継続しようとする限り、｢銃
後｣の中枢機能を無傷の地域社会に移すことは
自然である。その状態を｢地域社会戦時体制｣
と命名したい、というのが私の提言である。
「地域社会戦時体制」と呼ぶべき期間は、
大都市無差別空襲が始まる1945年 3 月頃から
敗戦までのせいぜい半年間程度である。本土
上陸戦が展開されれば文字通り地域社会こそ

はじめに

が戦場と化していたであろうが未然に戦争は
終結し、敗戦直後から、｢田舎の人達は戦争は
2017年10月に『学童集団疎開 －受入れ地

悪くなかった｣と思っているようだと認識され

域から考える』（岩波書店）を刊行してから 5

た。つまりは空襲被害に遭わなかった｢田舎｣

ヵ月の間に11件に及ぶ書評や取材記事が新聞

は｢戦争｣と一線を画していた、と自他ともに

や雑誌に掲載された。それぞれの内容や読み

認めていたということなのだろう 。実際は

(1)

(2)

取るべき事々については別に書いた ので省

｢田舎｣こそが臨戦態勢の要(かなめ)とされて

略する が、学童疎開を 通して主 張を試みた

いたことを具体的に明らかにすることが本稿
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のねらいである。

1939年夏のノモンハン事件、そのさなかの

とはいえ、極論すれば本土決戦のための場

9 月 1 日にヨーロッパで勃発した第二次世界

所も資材も人も、すべてを地域社会が負わさ

大戦は陸海軍に｢戦争の渦中に巻き込まれる虞

れた状態が地域社会戦時体制であり、どうし

れのあることを覚悟」させ、1940年頃、早く

ても論は拡散しがちになる。そこで本稿では

も国内防空の任に当たる参謀本部第四課、陸

以下の 3 項目に絞って地域社会戦時体制の具

軍省防衛課等が空襲判断を行っている 。し

体像を浮かび上がらせる。

かし、陸海軍ともに攻撃こそ最大の防御とい

(5)

第 1 は疎開である。疎開政策が戦況、戦局

う考えが主流であり、空襲に備えた防空兵力

とともに大きく変容することで地域社会戦時

の増強に消極的なことが参謀本部第四課の嘆

体制の構築が促進された。第 2 に関東で展開

きだった。軍防空に頼れないなら国民の防空

された「富士「リ」号演習」で地域社会にお

意識を喚起するしかないとばかりに作成した

ける本土決戦体制の具体例を示す。最後にお

のが｢指針｣であり、それを国策にまで高めよ

もに埼玉県比企郡西部域に駐屯していたさま

うとして1941年 1 月10日に「国土防空強化ニ

ざまな軍隊を概観することで、地域社会が臨

関スル件」が閣議決定された。この閣議の席

戦状態に置かれたことを実証する。軍民の境

上で東條英機陸軍大臣は以下のような発言を

界線上にある地区特設警備隊や国民義勇戦闘

したという(6)。

隊についても触れ、空襲罹災や戦闘がなかっ
たことをもって地方は戦争から遠かったかの
ように伝えられてきた｢迷信｣を打破したい。

．．．．．
元来、国土防空の根本施策は、国土計画と
．．．．．．．．．
並行して実施する要のある事項が多い。･･･従
．．．．．．．．．．．．
って、防空施策中緊急なものは国土計画に先
．．．．．．．．．．．．
立って実行することが必要である。（傍点一
條）
前年 9 月24日に「国土計画設定要綱」が閣

１．疎開政策の変容

(7)

議決定 されており、東條陸相の発言はそれ
を踏まえたものである。国土計画設定の趣旨
は、「産業、交通、文化等ノ諸般ノ施設及人口

① 疎開前史としての国土計画(3)

ノ配分計画｣を構成して｢国土ノ総合的保全利
用開発ノ計画｣を樹立し、｢諸般ノ政策｣を推進

1940年 5 月に陸軍省及び陸軍参謀本部第四

していくところにある。それは｢国家百年ノ将

課が作成、陸軍部内に配布した「国民防空指

来ヲモ稽」える壮大な計画の樹立をめざすも

導ニ関スル指針」（以下「指針」）は、都市住

のでもあった。東京を筆頭とする｢過大都市ノ

民が空襲を恐れて都市外に避難することを｢我

弊害｣の根本的解決策として、ここに集中する

国防空ノ敗北｣として認めない。アジア太平洋

国家中枢機関、産業経済活動の拠点、文化施

戦争が始まってからもその方針に変わりはな

設等の適正な地方分散をめざす。それはしば

く、当初疎開は禁じられていたことを示す資

しば｢都市疎開｣と表現された (8)。都市住民の

料としてよく用いられる。一方で、「指針」に

避難（＝人口疎開もしくは人員疎開）が禁じ

は｢風雲急ナルニ鑑ミ始メテ老幼、病者、一部

られていた時期にも都市疎開（＝都市機能の

ノ婦女子等ノミニ避難ヲ認可スル腹案｣のある

地方分散）は推奨されていたのであり、それ

ことも示されていて、のちの人口疎開の伏線

もまた民防空の一環でもあったことになる。

(4)

になったとされる 。｢指針｣には「都市ノ防

もっとも、重要機能の分散は効率性の低下な

空的改造」、｢国家中枢機関ノ防護｣等、同じく

どが懸念されるため、そのあたりを牽制した

疎開政策に連動する項目もある。

のが東條発言と考えられる。
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｢巻き込まれ｣たかどうかは別にして、1941

画的手法では間に合わない、という結論である。

年12月 8 日、日本は米英に宣戦布告した。禁
じていた都市住民の疎開を逆に推進する契機
は、1943年 2 月 5 日の第81帝国議会衆議院東

② 学童集団疎開までの疎開政策

京都制委員会秘密会における上田誠一内務省
防空局長の発言である。上田局長は民防空の

こうして、｢次善の策｣であったはずの戦時

責任者として、根本的には過大都市に集中す

疎開政策が堂々と陽の目を見ることになった。

る軍や生産関係の重要機能を疎開することで

9 月28日｢官庁ノ地方疎開ニ関スル件｣、10

空襲被害を｢極限スル態勢ヲ国土計画的ニ取ル

月15日「帝都及重要都市ニ於ケル工場家屋等

コトガ基本」だが、できなければ｢次善ノ基本

ノ疎開及人員ノ地方転出二関スル件(13)｣が立て

対策」を取らなければならない、として半年

続けに閣議決定され、重要都市に不要不急の

後に始まる疎開政策を示唆した(9)。

官公庁や産業を外に出し、重要軍需工場や鉄

9 月21日の閣議決定「現情勢下ニ於ケル国
(10)

道周辺の建築物を破却して防空空地を造成す

政運営要綱 」は別紙の最後に｢脆弱ナル庁舎

ることが急がれた。いわゆる建物疎開である。

ハ、之ヲ撤去疎開ス｣とある以外に｢疎開｣の語

10月末日に防空法が再度改正公布され、はじ

は認められないが、禁じてきた疎開を180度転

めて｢分散疎開｣が民防空上の義務のひとつに

換し民防空の重要な一環に据えた嚆矢とされ

なると、12月21日の「都市疎開実施要綱」（閣

る。この閣議決定は他にも言論の｢指導強化｣

議決定）では｢人員ノ疎開｣が強調されるとこ

や行政機構の決戦態勢化の徹底、文科系学生

ろとなる。

の徴兵延期廃止や女子勤労動員の強化等、さ

翌1944年 2 月17日、絶対国防圏の内側に位

まざまな国内防衛態勢強化策を掲げている。

置するトラック諸島が空襲された。その翌日、

閣議の席で東條首相は、｢従来の一切の行き懸

大本営陸軍部は「緊急国土防空措置要領(案)」

りを棄てて、苟くも国内態勢強化の為に必要

を作成し、民防空強化方策に関する事項を統

なる施策は、思ひ切って、之を強力に断行す

帥部の要望として陸軍大臣に提示した(14)。そ

(11)

。行政機構の改編方

こに示された空襲判断によれば、早くも今年

針に従って、国土計画を推進してきた企画院

｢春以降」には敵の「決戦的反復空襲｣が始ま

は廃された。改変して軍需省を設置する案に

り、我が｢戦争運営機能ノ破摧及国民ノ継戦意

対する東條首相の｢判決｣には、｢国土計画は内務

思ノ消磨｣を狙ってくるという。頻度について、

る覚悟｣と所信説明した

省とす。止めても可なり｣と記されている

(12)

。

初期には月 1 、 2 回程度だが、｢中部太平洋、

本土空襲を可能な限り先延ばしするために

北東、支那方面ノ戦況推移」によってはさら

は中部･南太平洋に広く延びた戦線を死守しな

に激化する可能性は高いと推測する。中部太

ければならない。その最小限ラインを｢絶対確

平洋戦線の後退はすでに始まっている。中国

保スヘキ要域｣いわゆる絶対国防圏と定めたの

方面はさらに緊迫し ていた。 中国は米軍 に

が 9 月24日の御前会議である。しかし、前線

B29の基地を提供するために、すでに 2 月に

を死守するための航空兵力は絶対的に不足し

は四川省成都周辺各県の住民をかり出して飛

ていた。航空機生産には複雑･多数の部品工場

行場建設作業を着々と進めていた。建設資材

が不可欠であり、それらを各地に分散させる

がインドから続々と空輸される情報は日本軍

ことは著しく非効率的である。現に航空機生

も入手している

産工場が集中する都市を改めて｢重要都市｣に

きわめて控えめだったのである。

(15)

。陸軍統帥部の空襲判断は

指定した。急を要する重要都市の防空対策に

「緊急国土防空措置要領（案）」には都市疎

は、恒久的な防空都市の建設をめざす国土計

開の数値目標が掲げられた。東京都区部の場
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合、40万戸200万人である(16)。 1 週間後の 2 月

で成都発のB29によるものではないが、この

25日に閣議決定された「決戦非常措置要綱」

二つの米作戦は連動する

は｢防空体制ノ強化｣をめざし多岐に渡って詳

いて、トラック諸島を越えていきなり懐深く

細な指示項目がならぶが、疎開政策について

飛び込んできた米軍に大本営は衝撃を受け、

は 3 月 3 日の「一般疎開促進要綱」（閣議決

米側にとってはほぼ想定通りの戦果となった。

定）に連動する。別紙｢帝都疎開促進要目｣の

インドからヒマラヤ山脈を越えて補給せざる

｢人員疎開｣の項にはもっぱら受入れ側の役割

を得ない成都より、マリアナの島々ははるか

や義務等が列挙された。

に優れたB29の基地になる。 7 月初旬にサイ

(19)

。太平洋戦線にお

「一般疎開促進要綱」に基づいて｢主要受入

パンの日本軍守備隊は全滅し、そこからひと

府県別」に割当数が定められた。埼玉県の割

月足らずの間にテニアン島、グアム島が次々

当ては85,000人である。県はそれを地方事務

と陥落する。米軍はこれらの島々の飛行場建

所単位で市町村に伝えた。配布資料に、｢最後

設に大型重機を用いて自らあたり、早くも 8

ハ割当受入ノ外ハ無｣いのだから｢極力縁故者

月 6 日までにサイパン島に 1 本目の滑走路を

受入ヲ勧奨｣すべきとある

(17)

。縁故疎開と勧奨

主義は日本の疎開政策の二大原則となる。そ

完成させている (20)。東京都の学童集団疎開第
一陣が出発したのは同月 4 日である。

れゆえに空襲も始まらないうちの一般疎開は
軍や政府の思惑通りには進まず、重要都市の
防空活動にもっとも足手まといとなる子ども

③ 変容する疎開

だけ で も 大量退去させ よう と、 6 月30日 に
「学童疎開促進要綱」を閣議決定して学童集

大本営は 6 月中にサイパン島の放棄を決し

団疎開に道を開く。体験者ごとに体験も記憶

た。東條陸相は 7 月 1 日に陸軍省局長会報で

も異なり、集団疎開は強制だったと語る元疎

工場分散を積極的に行うことを特に要求した。

開学童も少なくないが、形式上はあくまで縁

関連して整備局長が｢工場分散はある程度生産

故が原則で集団疎開はそれができない家庭の

が落ちてもかまわずやれと指導した｣いと報告

ための｢教育的措置｣である。残留の選択肢も

している (21)。国土計画的疎開への回帰とも読

あった。

み取れる。参謀本部にも｢決戦兵器生産施設ノ

学童集団疎開の対象は、「都市疎開実施要

分散、地下施設等ノ空爆対策｣の徹底を求める

綱」で疎開区域とされた 4 大工業地帯の12都

動きはあったが、生産効率の低下は断固反対

に横須賀市を加えた13都市である。しか

だった (22)。結局効率性が優先され、10月16日

し、 北 九 州の 5 市は 6 月16日 未明の成都 発

閣議決定｢国内防衛方策要綱｣は相変わらず｢重

B29の本土初空襲を受け集団疎開は実施され

要都市ノ防衛｣のために｢特ニ重要ナル施設及

なかった。縁故疎開が続出したためと思われ

工場ノ周辺ノ建物及間引ノ疎開｣の実施に努力

る。空襲こそが疎開を促進させるもっとも有

すべきと強調している

市

(18)

(23)

。

効な手段であることを示す先駆けとなった。

埼玉県比企郡松山町（現東松山市）に集団

ところで、北九州各地に空襲警報が発令さ

疎開した日本橋区日本橋城東国民学校訓導赤

れたのは16日に日付が変わってからだが、警

池徳平大正学寮長が連日記していた『疎開学

戒警報は15日17時半には出されていた。警戒

園日誌(一)』（以下『赤池日記』）の11月 1 日

警報は全国一斉に発令されている。11日から

の項に、午後 1 時50分警戒警報発令、午後 2

マリアナ諸島に激しい空襲を加えていた米機

時空襲警報発令、午後 3 時同解除、午後 4 時

動部隊は、15日、ついにサイパン島上陸作戦

半警戒警報解除の記録がある。午後 7 時に東

を敢行した。その情報を得ての警戒警報発令

京の本校から電話が入り、｢超大型機帝都ニ来
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襲スルモ全ク被害ナシ」と知らされた。この

域的総合自立ヲ図」ることを命じた。疎開の

日は午後 9 時50分に再度警戒警報発令、 6 日

対象は航空機及び特攻兵器関連工場に限られ

と 7 日にも警戒警報、 7 日は空襲警報も出さ

た

れたが、いずれも爆弾の投下はなかった。マ

に180度転換したのである。

(25)

。不要不急でなく重要火急のモノの疎開

リアナの島々の飛行場が完成し、いよいよ日

全国各地の丘陵地帯や山間部で地下軍事施

本本土に来襲した単機もしくは数機のB29の

設建設ラッシュが始まった。埼玉県では中央

この時の任務は日本列島各地の詳細な航空写

部の比企丘陵が絶好の適地と目された。現在

真を撮ることだった。

までに15箇所に及ぶ地下工場、軍司令部等の

初空襲は11月24日、中島飛行機武蔵製作所

地下壕が確認されている

(26)

。先陣を切ったの

を標的とした。『赤池日記』によれば警戒警報

が西吉見村の吉見百穴だ。日本橋城東国民学

は11時50分発令、午後 5 時18分解除である。

校等の疎開学童が歓声を上げてよじ登ったで

この間の11時58分から午後 3 時 5 分まで空襲

あろう 7 世紀の横穴群集墳では 1 月半ばには

警報が出されている。 1 日と同じく本校から

工事が始まり、中島飛行機大宮製作所の疎開

電話で空襲情報が入り「B29七十機内外帝都

工場に変貌しつつあった(27)。

進入 三機撃墜ス｣と追記された。『赤池日記』
には最初の飛来から初空襲までの間の11月18
日に国定史跡吉見百穴を見学した記録がある。
吉見百穴については後述する。

２．本土決戦と「富士「リ」
号演習」
（「関東平地交通作戦準備計画」）

11月24日以降、東京は連日のように空爆さ
れるが、高空からの精密爆撃期間中は大本営
が期待するほど疎開は進まなかった。しかし、

① 第36軍の創設

無差別絨毯爆撃に変わる1945年 3 月10日以降
の人口流出はすさまじい

(24)

。空襲こそが疎開

サイパン失陥を直接の契機として東條内閣

を促進したことが改めて確認される。もっと

が瓦解した直後の1944年 7 月21日、大本営は

も、これ以降の地方流出者は疎開者であるよ

「陸海軍爾後ノ作戦指導大綱」を決定した。

り罹災者、難民と呼ぶにふさわしい。ヒトの

フィリピン北部から北海道までを 4 区分し、

疎開は新しい段階に入ったのである。

海洋上での敵戦力の撃破、進行阻止を第一義

モノの疎開はもう少し早く変容していた。

とするいわゆる捷号作戦である。決戦の時期

2 月19日、米軍は硫黄島上陸作戦を開始した。

は 8 月以降、実施要域は大本営が定めるとし

硫黄島はサイパン―東京間2400㎞のちょうど

た。この時点では敵軍の本土上陸まではほと

中間点にあたり、ここが陥落すれば本土空襲

んど想定されていなかった。とはいえ、大本

の頻度はいっそう増す。大本営陸海軍統帥部

営陸軍部は同月20日に「本土沿岸築城実施要

は 2 月 6 日に、今後激化するであろう敵の空

綱」を関係各軍に通達して「敵ノ本土上陸企

爆下においても作戦遂行上絶対必要とする航

図ニ対処」している (28)。その具体策の一つが

空機の生産数を確保するよう要望を出してい

第36軍の創設である。大本営に直属し司令部

たが、硫黄島の戦況がそれを許さなかった。

は市ヶ谷に置かれたが、のちに千葉を経て浦

2 月23日、「工場緊急疎開要綱」が閣議決定さ

和に移る。主要任務は敵軍の上陸に備えて関

れ、｢一時ノ不利ハコレヲ忍ビ計画的、系統的

東及び富士裾野付近に集結待機し訓練を積む

ニ工場疎開ヲ徹底実施」するために、｢効果的

とともに、「有事即応ノ準備ヲ整」えることで

ニ分散、地下移設等ノ方法ヲ講｣じると同時に、

ある

空襲による本土分断を予期し、「緊要工場ノ地
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(29)

。

その後の 3 ヵ月は「絶対国防圏」が日を追

うごとに狭められていく。10月に入ると10日

大本営は1945年 1 月20日に新たな敵情判断

に沖縄本島が終日艦載機による猛攻を受け、

に基づく「帝国陸海軍作戦計画大綱」（以下

12日からは台湾沖の航空戦で大敗北を喫した。

「大綱｣）を策定する。遅くも本年秋頃に米軍

しかし目視による誤認報告で大本営は「台湾

が本土に上陸することを前提とする。マリア

東方沖航空戦大戦果」と発表、「大戦果｣を千

ナ発のB29による本土空襲が始まってわずか

載一遇の好機とばかり18日に捷一号作戦を発

2 ヵ月で本土地上戦が公然の軍事作戦となっ

動してレイテ決戦に突入した。20日、台湾沖

たのである。 4 ヵ月前の「本土沿岸築城実施

で撃沈したはずの米機動部隊の大船団がレイ

要綱」は本土沿岸で決戦を挑む捷三号作戦準

テ湾に現れて日本守備隊は愕然とするが、当

備の一環で、九十九里浜、鹿島灘正面、八戸

初のルソン島主戦場作戦をレイテに変更し各

付近の沿岸に臨時砲台の構築を急いだが、も

地から大兵団を転用、結果的に膨大な数の兵

はや用をなさない。 2 月 6 日に本州、四国、

員と兵力を失う。以後常套手段となる特別攻

九州を担当する内地防衛軍と朝鮮担当の第17

撃隊はこのレイテ作戦から始まった。

方面軍が創設され、 内地防衛 軍の下に第 11

10月27日に大本営は第36軍を防衛総司令官

（東北）、第12（関東）、第13（東海）、第15

隷下に移し、「真ニ皇土防衛ノ骨幹決勝軍タラ

（中部）、第16（西部）方面軍が編成された。

シムル」よう訓練の向上を図ることを命じた。

同時に作戦準備の重点を関東、九州、東海地

11月 8 日、第36軍参謀長は防衛総司令部に作

方に置いたが、のちに関東と九州に絞られる。

戦計画を説明した。作戦計画の概略は以下の

「大綱」には「必勝 兵備ヲ劃 期的ニ増強 整

通りである。

備」することも盛り込まれ、統帥部は陸軍省

一．第36軍は鹿島灘正面、九十九里浜正面、

に一般師団40、混成旅団22等の増設とそれに

相模湾正面の 3 方面に出撃の準備をする

見合う150万人に及ぶ増員を要請する。膨大な

重点は九十九里浜正面

人数の徴兵は戦場要員と生産要員の著しい不

二．主力を中央地区（栗橋、幸手、大宮）

均衡を招き総力戦体制の根幹を揺るがすこと

に配置し、状況に応じて前記 3 方面に出

になるが、硫黄島の米軍上陸を機に 2 月28日

撃する

発令の第一次兵備から三次にわたる「根こそ

三．兵站計画として、主集積基地を中央部
に置く（四は省略)

(30)

ぎ動員」が始まる。その多くが第12方面軍と
第16方面軍に配されることになるが、許容量

まもなく第36軍には数箇師団と膨大な数の

をはるかに超えて膨張する兵員に必要な装備

兵員が配備され埼玉県東部や南部域の限られ

品はまわらず、「兵器定数は今後の生産見込み

た一帯に収まらなくなる（後述）。駐屯地から

を含んで定める」苦しさだった

(32)

。

敵上陸地までの機動路は確保されているか、

ともあれ、第一次兵備兵32万で新設された

まだ大本営直属の 9 月初旬から、分担して予

16箇師団は沿岸配備の目的で編成され、第12

想作戦地域の兵要地誌調査に着手した(31)。

及び16方面軍に各 4 箇師団、他は 2 箇師団ず
つ配された。 4 月 5 日に示達された「師団戦
闘、訓練要綱」で、「神聖ナル皇土｣に｢侵寇シ

② 本土決戦体制の構築と軍事特別措置法

キタル夷狄｣を悉く殺し、主力攻勢部隊が駆け
つけるまで拠点を死守すること、そのための

12月15日にルソン島南部のミンドロ島に米

｢肉攻｣や挺進奇襲攻撃等の訓練を行うことな

軍が上陸した時点でレイテ決戦の継続は無意

どが命じられた。さらに、そうした任務を達

味になった。しかし、ルソン島に戦場を移し

成するための基礎として「築城｣を掲げる

て捷一号作戦は呼号され続ける。

先立つ 3 月16日に「国土築城実施要綱」が関
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(33)

。

係軍司令官に示され、沿岸地帯に水際陣地、

とに逼迫し、同月末日、大本営は本土の分断

前地地帯、主抵抗地帯の三重構造の「拘束陣

に備えて統帥組織を東日本担当の第一総軍、

地帯」 を、その後背地 に「攻勢 準備築城地

西日本担当の第二総軍に分割したうえ航空総

帯」を設営、他にも「支阻陣地」、「後方陣地

軍を創設した。その戦闘序列の下令が 4 月 8

帯」の構築を命じている

(34)

。

日、 2 ヵ月前に編成されたばかりの内地防衛

地下施設の掘削や地形を利用した築城に、

軍は廃され、第11、第12、第13方面軍は第一

私有地や私有財産が障壁になる事態は避けら

総軍下に、第15、第16方面軍は第二総軍下に

れない。 3 月27日に「必要アルトキハ勅令ノ

置かれた。同日発令の「決号作戦準備要綱」

定ムル所ニ依リ土地、建物其ノ他ノ工作物又

によって本土決戦体制の重点は関東と九州に

ハ物件ヲ管理、使用又ハ収容スルコトヲ得」

絞られる。おのずと第一総軍の重点兵団は第

ることなどを定めた「軍事特別措置法」が第

12方面軍に決し、同方面軍は鹿島灘担当の第

86帝国議会で制定、公布された。法の適用地

51軍、九十九里浜担当の第52軍、相模湾担当

域は基本的に都道府県単位とし、今後勅令で

の第53軍、決戦兵団として上陸地点に駆けつ

定めるものの最小限にとどめる方針、と議会

ける第36軍のおおよそ 4 軍団編成となる。

通過翌日に陸軍から国民向けたラジオ放送が
あり、翌29日には新聞でも報道された

(35)

4 月 2 日に第二次兵備が発令され、 8 箇師

が、

団が新設された。今次は｢機動攻撃｣を目的と

その後、軍事機密として適用地域は公表され

した野戦師団である (36)。前日に米軍は沖縄本

ていない。勅令は 5 月 3 日に出され、 2 日後

島に上陸、本土上陸の最初の標的が九州であ

の 5 日から九州全域を含む太平洋沿岸の28都

る可能性が高まった。新設師団の半数が第16

道府県及び樺太、台湾、朝鮮の各植民地に適

方面軍に配され、 1 箇は第13方面軍、 3 箇は

用、施行されることが定められた。要するに

第36軍隷下となるが、のちに第13方面軍の 1

敵軍の上陸予想地帯を含む都道府県なのだが、

箇師団も36軍下に入る。つまりは敗戦の年に

例外が 2 点ある。

なってからの根こそぎ動員で第12方面軍に配

1．福島、埼玉、兵庫、愛媛の 4 県は一部の
みを適用地域に指定している

された｢新兵｣のうち、第一次兵備による者は
第51軍から53軍までのいずれかの兵卒として

2．適用地域のうち栃木と埼玉は海に面して
ない

沿岸部で穴掘りなどの築城作業を行ったり敵
軍上陸直後に敢行する「肉弾攻撃」の訓練を

1 については、｢最小限｣とする限り、福島

繰り返し、第二次兵備兵はみな第36軍に配さ

は広大で沿岸部と内陸部で事情が異なりすぎ

れて決戦兵団として機動的な攻撃訓練を行う

るということか。兵庫と愛媛は瀬戸内海沿岸

ことが、それぞれの当面の任務とされたので

地帯が除外されている。 2 の栃木と、 1 にも

ある。ただし、第12方面軍に限らず、いずれ

2 にも該当する埼玉は「富士｢リ」号演習」と

の部隊にももう 1 つ重要な役割があった。現

の関連が考えられる。項を改めて述べる。

地自活である。｢国力の低下、物資の不足、地
方労働力の不足など｣が｢必然的に部隊の自活
を必要と(37)」して、｢簡易な兵器、器財の自隊

③ 富士
「リ」号演習

作成｣や「援農」が命じられた。荒蕪地の開墾、
畜農や漁労、薪炭の生産など、もはや援農で

3 月26日に米軍が慶良間諸島に上陸して南

あるより営農、就労というにふさわしい状況

西諸島の戦場化が明らかになった翌日、第36

である。第36軍隷下にある第81師団は兵団文

軍は防衛総司令官の直轄から第12方面軍隷下

字符が｢納｣、農作業に励む部隊を遠巻きにし

に移された。沖縄方面の情勢は時間を負うご

て地域住民は｢農部隊｣と揶揄したという。
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前年 7 月の創設時に第36軍の隷下にはこの

る。

納部隊のほか、第93師団（決）、戦車第 4 師団

ところで、適用地域はその後 2 度にわたっ

（鋼）、電信第 6 連隊が置かれた。第36軍の兵

て拡大される。最初の施行からわずか 1 週間

団文字符は｢富士｣で、連隊等の諸部隊は｢富士

後の 5 月12日に愛知県が加えられた。 2 度目

○○部隊｣と呼ばれた。電信第 6 連隊の場合は

の拡大は 6 月19日である

｢富士第3618部隊｣である。これら｢子飼い｣の

隊司令部から大本営に訣別電報が入り、19日

諸兵団 に満州から転用 された戦 車第 1 師団

は沖縄戦における組織的戦闘が終結した日と

（拓）を加えた 4 箇師団 1 連隊に命じられた

理解された。翌20日、陸軍参謀次長の名で各

作戦が、「関東平地交通作戦準備計画｣、秘匿

総軍に｢本土決戦根本義ノ徹底｣が通達され、

呼称「富士｢リ｣号演習」である。

｢上下挙ゲテ絶大ナル闘魂ヲ振起シ犠牲ノ如何

(40)

。前日、沖縄守備

前年秋に行った兵要地誌調査の結果、兵站

ヲ顧慮セズ徹頭徹尾決勝ノ一途ニ邁進ス｣るこ

基地で訓練に励む決戦部隊が敵上陸地点に駆

とが命じられた。「軍事特別措置法」が｢全国

けつける機動路は欠陥だらけと判明した。最

的に実施｣されることを、国民は24日の『朝日

大の障壁は河川である。今ある橋梁にまわっ

新聞』等で知った。本土決戦に備えた築城目

ていては勝機を失う。そこで、横断する利根

的ならば私有地私有財産は軍政府の思うがま

川、江戸川、荒川等の主要河川の平水時、減

ま、という状況下に全国すべての地域が置か

水時、増水時別の渡河施設、徒渉施設、渡航

れることになったのである。埼玉県比企郡の

施設等を構築、整備する土木作戦が計画、実

場合、第36軍の機動路からは外れるものの、

施される。これが「富士「リ」号演習」で 5

架橋のための木材の供給源とみなされて、樹

月 4 日に発令された。既存の橋や道路には戦

齢数百年の大木が拓部隊資材整備隊の手で次

車はじめ重車両の重量に堪えられない施設が

々と伐採されていく。

多く、改善、修築の必要があった。新たな架
橋やそこに通じる道路の敷設作業も大規模に
展開される。ただし、それらはいうまでもな
く極秘の軍事作戦である。戦後、地域社会が

３．埼玉県比企郡に見る地域社会戦
時体制の具体例

本土決戦体制の重要な舞台であった事実が正
しく伝えられてこなかったことの要因のひと
つがここにある。

① さまざまな軍隊

「富士「リ」号演習」を命じられた 4 箇師
団はそれぞれ地域を分けて作戦の遂行にあた

1945年 4 月18日、大河村（現小川町）の小

った。ほぼ埼玉県域を担当し、比企地域にも

久保麟村長は村議会に富士第3618部隊と富士

大きな関わりを持った拓部隊については、『学

部隊経理部から大河国民学校、大河青年学校

童集団疎開』をはじめいくつかの論考で詳述

校舎の一部転用の申し出があり、承認したこ

。ただ、特に「軍事特別措置法」との

とを議案として提出した (41)。期間は 3 月20日

関係で述べたことはなかった。前項で立てた

から｢軍ノ必要期間｣までで、すでに部隊の駐

課題に答えておく。 5 月 5 日に埼玉県で同法

屯は始まっていた。富士第3618部隊は上述の

の最初の適用地域となった東部から南部にか

通り第36軍建軍当初から配下にある電信第 6

けての 4 郡 4 市 (39)は、まさにこの作戦の展開

連隊のことで、連隊長は斎藤文一郎。山形出

地域に重なる。決部隊の担当地域の北限は栃

身で歌人の斎藤茂吉と親戚、とは宿舎を提供

木県小山付近である。栃木県が「軍事特別措

した小川町の地元医院の話である。兵士達は

置法」を適用された理由もここにあると考え

大河国民学校はじめ近隣の国民学校校舎等で

した

(38)
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宿営した。斎藤連隊長は 6 月 1 日に第一通信
隊司令官として転属

(42)

、後任の高井太朗氏か

きがわ町）に 1 箇中隊が入り、 4 区隊に分散
して明覚国民学校、玉川国民学校の校舎の一
(47)

らは書状で富士第3618部隊の任務と構成を直

部に宿営した

接 教 え て い た だ い た（ 1987.10.25 一 條 宛 書

は 5 月から陸軍気象隊気象教育部が校舎の一

簡）。第36軍隷下とはいえ通信連絡担当で「富

部を借用して教育訓練を受けている。東京郊

士「リ」号演習」とは無縁である

(43)

。小川町の小川高等女学校で

。しかし

外の福生飛行場近くが本拠地だが空襲の危険

拓部隊の作戦は遅れ気味で、富士第3618部隊

が迫り小川に疎開した。小川では浅野仁行隊

の一部が拓部隊に配属されて明覚村（現とき

長の名から浅野部隊として口承されている。

がわ町）や大河村で樹木の伐採作業に関わっ

浅野隊長も小川町の医院宅で起居し、隊員は

ている

(44)

。

近くの大梅寺に宿営して毎日小川高女に通学

八和田村（現小川町）前高谷に100㍍規模で

した。

縦横に掘られた地下壕は、第一航空軍地下司

比企西部域では軍学生が教育活動を続ける

令部になるはずだった。第一航空軍（燕）は

傍らで、地元の国民学校児童は二部授業を強

1942年に創設され、陸軍航空部の教育と補充

いられたうえ供出の手伝いや勤労奉仕に明け

の任にあたった。大本営直属から本土決戦体

暮れ、中等学校生徒は学業を停止して勤労動

制下で航空総軍の隷下に入り、｢本土なかんず

員に従った。もちろん、こうした状況は全国

く関東地方の防衛に万全を期す｣任務を負っ

の地域社会に共通していたはずである。

た

(45)

。本部が中島飛行機武蔵工場近くの吉祥

埼玉県内の徴兵や在郷軍人関連の兵事事務

寺に置かれ、早くから疎開の必要が叫ばれて

を担う浦和連隊区司令部は業務の一部を浦和

いた。前高谷の地下司令部の建設が急がれ、

から竹沢村（現小川町）に移した。本土分断

作業部隊である第131野戦飛行場設定隊180名

の危険は全国一斉の統制を困難にし、都道府

は、18名の将校が周辺の農家に、大多数の兵

県単位で判断すべき領域が拡大する。1941年

士が八和田国民学校に宿営して 3 交代24時間

に47都道府県すべての本庁所在地に置かれた

体制の突貫工事に明け暮れた。野戦飛行場設

連隊区司令部（北海道は 4 箇所）の責務も格

定隊は機械化の程度で甲、乙、丙編制隊に三

段に高まったことは後述する。

区分される。第131隊は乙編制で半機械化部隊
であり、外地にあれば作業の主力は現地調達
だが、八和田では他の部隊や徴用工1500人程
度が配属されたという

(46)

② 国民義勇隊と国民義勇戦闘隊

。地下工場の建設労

働には朝鮮人を筆頭に非軍人の投入が一般的

｢国民の根こそぎ動員の極限形態 (48)｣とも称

だが、医薬品や衛生資材（包帯、注射器等）、

される国民義勇隊の最初の閣議決定は1945年

燃料等の備蓄庫として掘られた地下壕には軍

3 月23日、当初は｢義勇奉公隊(仮称)｣と称さ

隊が関わっていた例が多い。いずれの貯蔵物

れるなどの慌ただしさで、その後も組織のあ

資も戦闘に備えたものと考えられる。

り方等で二転三転する。しかし、最初の閣議

疎開の名目の移駐部隊も多い。北足立郡朝

決定冒頭で示した｢当面喫緊ノ防衛及生産ノ一

霞町（現朝霞市）の陸軍予科士官学校は 4 月

体的飛躍強化ニ資スルト共ニ状勢急迫セル場

7 日の空襲で生徒12名が犠牲となり、半数の

合ハ武器ヲ執ッテ蹶起スルノ態勢」、すなわち

分散疎開を決めた。前年11月入校の61期甲生

義勇戦闘隊に移行する組織という前提に揺る

徒1600名余りが 6 箇中隊に分かれて八高線沿

ぎはない。内閣総理大臣を総司令とする中央

線の国民学校を中心に宿営、学科授業や訓練

組織をつくるか都道府県単位の個別組織にす

を続けた。比企郡には明覚村、玉川村（現と

るかが争点のひとつであったが、数回にわた
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る閣議決定で個別に落ち着いた (49)。国民義勇

た。豊岡憲兵分隊長は各地域隊、職域隊の隊

戦闘隊の召集制度を定めた義勇兵役法が施行

長に編成状況の報告を求めた。隊長で村長で

令や施行規則等と合わせて公布、施行された

もある吉田治平は5月末日の結成当日にすでに

のは 6 月22日、沖縄守備隊の組織的戦闘行動

幹部名簿と部落単位の小隊員数一覧を作成し

が不可能になった時期である。大半の都道府

ていた。この時点で 早くも「 戦闘要員」 と

県国民義勇隊は戦闘隊に移行することなく敗

「一般要員」に分けているのは、 4 月13日の

戦を迎えたため、｢実質的な活動をなし得ない
まま｣で終わったと見なす評価も多い

(50)

3 回目の閣議決定でやがて制度化される国民

。比企

義勇戦闘隊の年齢幅が明示されていたからだ

郡の場合、以下のことが資料や聞き取り調査

が、この時は男は55歳が上限とされていた。

で明らかになっている。

6 月の豊岡憲兵分隊長に宛てた書類では「戦

5 月 4 日の『埼玉新聞』は県本部の組織化

闘要員」と「一般要員」を分けず、男494名、

が急速に進むであろうことを予言し、｢皇土死

女653名、合計1147名を隊員数と報告した。 8

守の忠誠に燃え立つ百七十萬県民｣も、｢工場

月12日に地方事務所経由で浦和連隊区司令部

に、野良に、一般職場に｣｢私生活をかなぐり

に「竹沢村国民義勇戦闘隊志願者数」を改め

捨てて 皇国護持の第一 線に強固 不抜の陣を

て報 告し てい る。男は「一 般」267人、「 志

布」けと檄を飛ばした。国民義勇隊構想が巷

願」66人、女が「一般」474人、「志願」155人

間に語られ始めた頃の新聞はともすれば｢銃を

である。平村と異なり最後まで隊員数だけで

執り剣を掲げて郷土を守り戦場を死守して戦

名簿の作成には至らなかった (53)。最大の理由

うことは老若男女を問わず総ての日本国民の

は職域隊から地域隊へ、またその逆への移動

(51)

光栄ある責務 ｣などと武勇を煽り戦闘行為を

が多かったためだが、男では徴兵も大きい。

至高のものとしたが、根こそぎ動員で地域社

前年 2 月22日の総人口は2337人、年が明けて

会の労働力が眼に見えて弱体化する状況では

根こそぎ動員の嵐が起こり、第三次兵備は 5

当面は生産活動に重点を置かざるを得ないと

月23日に発令されて延々続いていた。

悟ったものらしい。隊組織を市町村単位の地

平村の例ではあるが、現役徴集と臨時召集、

域隊と職場単位の職域隊に分けることは全国

充員召集等を合わせて、1944年に129人の青壮

共通で、埼玉県ではそれらの結成期限を 5 月

年男性が兵役に就いた。根こそぎ動員はすで

末日としたが、明覚村は 6 月11日以降にずれ

に始まっていたわけで、むしろ1945年に入っ

込むなど遅延した例も少なくない。

てからの方が絶対数は少ない。第一次、第二

平村（現ときがわ町）は 5 月27日までに組

次兵備の間の 4 月までが46人、第三次が始ま

織化し、30日に郷社萩日吉神社で結成式を行

った 5 月に12名、 6 月20名、 7 月16名が義勇

った。 5 月中に小隊単位で隊員名簿を作成し

戦闘隊員候補から正規兵に移行して村を去っ

。集落ごとに結成した小隊の名簿上

た (54)。ちなみに平村の1944年 2 月22日の総人

に○印や抹消線を施して戦闘隊員か否かを区

口は2076人である。文字通り、村には幼老者

別し、「義勇兵連名簿」も兼ねた。国民義勇隊

と女ばかりが残され、その大部分が国民義勇

は男女とも国民学校初等科修了から男は65歳

戦闘隊員の待命者であった。

ている

(52)

まで、女は45歳までだが志願は可能だった。
国民義勇戦闘隊は男が満15歳以上60歳まで、
女が17歳以上40歳までで、年齢で印をつける

③ 地区特設警備隊

つけないの判断はできたが、志願については
1945年早々から比企地域には地下軍事施設

本人に直接確認したと思われる。
竹沢村国民義勇隊の結成は期限当日になっ

の建設部隊、「富士「リ」号演習」の資材整備
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隊、航空総軍や第一航空軍関連兵、軍学校の

書の形式で、まずは東部第30693部隊から村長

生徒など多彩な兵隊が移駐してきたが、もう

宛に｢義勇戦闘隊職員予定者報告相成度件 依

ひとつ新たな部隊がやってきた。東部第30693

頼｣があり、30日は部隊長名で報告の督促であ

部隊である。ただ、竹沢村に遺る 8 点の関連

る。この間の 7 月24日に東部第30693部隊から

資料から垣間見える部隊の性格は、通常の軍

竹沢村村長宛に｢地区特警兵教育ニ関スル件通

(55)

隊とは相当に異なっている 。

牒」が発せられ、今回の教育は在郷軍人とし

最初の資料は 5 月18日に部隊長が発した村

て行うこと、「松根油従業者村内重要機関服務

長宛「通牒」、「部隊開設ニ伴フ業務打合セ懇

者」にも｢一応令状交付｣するが、支障があれ

談会開催」を知らせる内容で、20日に比企郡

ば部隊に連絡するようにと伝えている。資料

馬匹組合事務所内の部隊本部で行うので来て

の最後は 3 通目の分屯隊長の手紙形式で、｢謹

くれという。打ち合わせ事項は

啓酷暑之候決戦下愈々御清栄之段｣で始まる。

1．国民義勇隊結成ニ当リ幹部選定ノ件

8 月 4 日という緊迫した時期だが、どことな

2．部隊編成後ニ於ケル兵員ノ教育･訓練ノ

く長閑な雰囲気が漂う。｢今般当部隊分屯隊要

時期選定ノ件（ 3 及び 4 略）

員防衛召集ニ関シテ｣｢多大ノ御高配ヲ賜リ御

等で、終了後には部隊開設の披露の意味で
懇談会を行うという。

陰様ニテ日々順調ニ教育訓練｣ができているの
で、終了日の 8 月10日に懇談会を催したいと

八和田国民学校の校長だった湯沢寅蔵氏は、
校舎の一部借用に来た穴掘り部隊が「軍の機

いう案内である。 7 月24日の通牒との関連が
推測される。

密として、軍の名前も人数も、個人の氏名も

上記の資料から、東部第30693部隊が国民義

住所も全部知らせず」、敗戦後は「学校職員に

勇隊ならびに国民義勇戦闘隊と強い関係にあ

も別 に 挨 拶もなしに」 帰っ てしま ったと、

ることは明らかである。正式部隊名は浦和地

1987年に書簡で当時の様子を知らせてくれた。

区第13特設警備隊、浦和地区司令部隷下にあ

逆の立場の陸軍予科士官学校第61期生甲第24

る。浦和地区司令部には第13特設警備隊はじ

中隊第 4 区隊長だった吉川裕男氏は、生徒達

め17箇の特設警備隊が隷属した。

に地元住民との個人的交流を禁じていたこと
を、やはり書簡で教えてくれた

(56)

。軍隊の側

1945年 3 月24日、軍令陸甲第47号により地
区司令部の臨時編成が発令された

(57)

。同時に

は立場を明かさず、地元住民は兵隊に土地や

従来からある連隊区司令部も改めて臨時編成

建物を提供しても、どこの何者かを尋ねるこ

され、これまで通り徴兵召募等兵事事務を扱

となど思いもよらなかった。部隊を披露し懇

うのに対し、地区司令部には担当地域の防衛

談会を開くなど異例中の異例である。

任務が与えられた。両司令部は兼務で二位一

6 月18日と 7 月 5 日の竹沢村長宛文書は｢拝

体とされた。同日、軍令陸甲第48号｢地区特設

啓｣で始まる書簡形式で、差出人はいずれも東

警備隊臨時編成要領｣も発令され、｢ 4 月以後

部第30693部隊分屯隊長小林才治である。最初

成ルヘク速ニ」地区特設警備隊を臨時編成す

の書簡で｢ 5 月30日小川町に進駐、地区警備の

ることが定められた(58)。｢義勇奉公隊（仮称）

任務に服し」たことを告げ、｢小官以下全力を

組織ニ関スル件｣で国民義勇隊の結成が決めら

傾倒し郷土死守｣する覚悟だが、｢部隊の特質

れた翌日である。

上貴下を始め地区内全般の絶大なる御援助｣を

1 ヵ月後の 4 月24日に陸軍次官通牒が関係

いただきたい、とこれも他の部隊上官の態度

陸軍部隊に発せられ、｢官民ノ国民戦闘組織

とは相当に異なる。 7 月 5 日は分屯隊事務所

（＝国民義勇戦闘隊）ヲ即急ニ完製スル｣目的

開設の披露と懇談会の案内である。

で地区司令部と地区特設警備隊が編成された

7 月22日と30日は文書番号のついた公式文

ことを明らかにした。そして、地区特設警備
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隊の任務を｢国民ノ総力ヲ軍ノ決戦ニ集中寄与

撃等の危険が迫ったからとか、小高い丘の上

セシメントスル唯一ノ動脈｣と位置付け、従来

の学寮では水や食糧を運ぶのが大変だからな

の特設警備隊同様に防衛召集によるが、これ

ど、疎開側本意の発想を今も持ち続けている。

と区別するために｢地区｣を冠すると説明した。

実際には湾から 1 ㎞余り奥まった丘陵地域一

1 隊約300名、｢郷土ノ中核的ノ人物ニシテ率

帯に多賀城海軍工廠松島地下工場が造られて、

先事ニ衝ル熱意ヲ有スル者」が望まれ、編成

湾沿いの疎開学童の学寮が軒並み工員宿舎に

後といえどその大部分は必要な段階に到るま

変貌し、丘の上の湯の原温泉の旅館は海軍工

では在郷軍人として平素の生業に携わること

廠兵の兵舎の敷地に明け渡されたためであっ

とされた。そのうえで、「国民戦闘組織ノ形而

た

上下ノ骨幹｣となり、｢国民戦闘ノ中核｣となる

島には海軍特攻艇震洋の、石巻湾をはさんで

ため、国民義勇戦闘隊の｢編成、配置、教育、

対岸の牡鹿半島荻浜には特攻艇海龍の出撃基

訓練等万般ニ亙リ周到ナル注意｣を払うことが

地が造られた。石巻湾から上陸する米軍を挟

求められたのである

(59)

(61)

。奥松島とも称される松島湾東部の宮戸

。

み撃つ想定で、その指揮を執る海軍地下司令

東部第30693部隊の場合、本部は比企郡松山

部が宮戸島の北部鳴瀬町（現東松島市）牛網

町馬匹組合内に置かれて常置兵は隊長以下 6

に大規模に掘られていた。海無し県埼玉とは

名、小川分屯中隊は小林分屯隊長以下 3 名で

異なる海軍主体の本土決戦体制である(62)。

ある。埼玉県は人口の割りに部隊数が少ない

一方、陸軍第一総軍第11方面軍隷下の第72

と見なされ、 1 隊あたりおよそ500人の隊員数

師 団（ 伝 ）、 第 142師 団（ 護 仙 )、 第 322師 団

を予定した。｢そんなに村に男性が残っていた

（磐梯）は校舎等に駐屯し、リヤカーを戦車

んでしょうか｣、と私は思わず資料を教示して

に見立て｢肉攻｣訓練等を繰り返す姿が各地で

くれた防衛研究所元研究員の原剛氏に尋ねた

目撃されている

のだが、原氏も｢さぁ……｣と首をかしげてい

方の重点地域を津軽海峡と石巻湾付近と想定

た。

しながらも、兵力の一部は関東防衛の第12方

(63)

。第一総軍司令部は東北地

面軍に転用する計画だった

(64)

。米軍の石巻湾

上陸に際しては不足する兵力を郷土防衛隊す
なわち地区特設警備隊と国民義勇戦闘隊で補

おわりに

うことになる。
富山県東礪波郡旧庄下村の兵事係だった出
分重信氏は終戦直後に出された兵事関係書類

85,000人の疎開受入れに難色を示していた

の焼却命令に抗い、密かにその一部を自宅に

埼玉県だが、終戦直後には40万人の人口増と

運んで保管した。同郷の歴史学者黒田俊夫の

(60)

。疎開者、罹災者、軍事施設建

薦めで『村と戦争』（桂書房1988）として出版

設労働者、軍隊等々、顔ぶれは多彩であった

し、全国的にも話題になった。東海第31222部

はずだ。｢帝都｣に隣接し、本土防衛体制の主

隊（富山地区第十特設警備隊）の資料もある

要舞台の一翼を担っていたことを思えばそれ

が、徴兵制度研究の泰斗である大江志乃夫の

ほど不思議はないかもしれない。他の地域は

『村と戦争』巻末の解説に地区特設警備隊へ

どうだろう。

の言及はない(65)。

なっていた

宮城県随一の景勝地松島は海岸沿いでは唯

国民義勇隊も地区特設警備隊も国民義勇戦

一の学童集団疎開の受入れ地である。 2 年目

闘隊も空襲で住民が離散した大都市では成り

に 3 区 5 校すべてが県内他所に再疎開してい

立たず、｢中央｣の研究者の視界に入りにくい。

る。疎開当事者は一様に、松島湾にも艦砲射

地域社会に軸足を移さなければ本土決戦体制
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の実態は見えてこない。地域社会戦時体制の

味がないと批判する。それに対しては、｢逸見勝

解明を幾重にも提唱したい。

亮氏の書評（本紙3344号 5 面)に応答する」（
『図
書新聞』3348号2018.4.21)及び註 1 の論考で応

注

答した。

( 1 )「『 学童集団疎開 － 受入れ地域から考える

(10)

『東京大空襲・戦災誌』編集委員会編『東京

－』に寄せられた十一本の書評で補う学童疎

大空襲・戦災誌 第 3 巻』（東京空襲を記録する

開論」（『宮城歴史科学研究』第八二号、2019）。

会、1975）502～504頁に全文が掲載されている。

( 2 ) 敗戦直後に幣原喜重郎内閣が再び戦争を起こさ

また、註13であげた諸閣議決定と同じくWeb上

ないために戦争の実相と原因を明らかにする目
的で設置した｢戦争調査会｣の委員のひとり毎日

でも確認できる。
(11)

伊藤隆･廣橋眞光･片島紀男編集『東條内閣総

新聞顧問の阿部真之助の言葉。速記録から起こ

理大臣機密記録 東條英機大将言行録』（東京大

したとされる阿部の発言は、｢田舎の人たちが、

学出版会1990）233頁。

この戦争は悪くなかった、敵が悪いのだけれど

(12) 同前253頁。

も負けたから、みな悪いことを日本が背負って

(13) 9 月28日、10月15日の閣議決定とも、国立国会

いるのだということで、本当に後悔している人

図書館リサーチナビ「昭和前半期閣議決定等収

が極めて少ない｣（
『朝日新聞』2015.3.30）だが、

載資料及び本文｣の「昭和18~19年」の項に全文

井上寿一『戦争調査会 幻の政府文書を読み解

が掲載されている。以下、「都市疎開実施要綱」

く』（講談社2017）は｢田舎の人たち｣を省いてい

（12.21）、「決戦非常措置要綱」(1944.2.25)、

る（46頁）。

「一般疎開促進要綱」（3.3）、「学童疎開促進要

( 3 ) 疎開政策と国土計画の関係については一條『学

綱」（6.30）も同様である。

童集団疎開 －受入れ地域から考える －』21

(14) 前掲『本土防空作戦』261～265頁。

～25頁、48~55頁等で詳述している。

(15)

( 4 ) 逸見勝亮『学童集団疎開史－子どもたちの戦

同前269頁。また、前田哲男『戦略爆撃の思

想』（朝日新聞社1988）に成都基地建設に関わる

闘配置』（大月書店1998）23～24頁。

状況が詳述されている（457～462頁）。

( 5 ) 防衛庁防衛研修所戦史室『戦史叢書 本土防空

(16) 前掲『本土防空作戦』263頁。東京、横浜、名

作戦』（朝雲新聞社、1968）52頁。

古屋、神戸、大阪においては現戸数のおよそ 3

( 6 ) 同前69頁。

分の 1 を｢要除去家屋｣とし、それに 5 を掛けた

( 7 ) ｢国土計画設定要綱」は1940年 7 月に組閣直後

人数を人員疎開の対象とする。さらに｢倉幡地

の第 2 次近衛内閣が発表した基本国策要綱の 1

区｣については｢現重要生産従事者以外全部｣が対

項、｢日満支を通ずる総合国力の発展を目標とす

象 とさ れ た。 備 考 欄 に は｢ 全 都 市 ノ 半 部 ヲ 空

る国土開発計画の確立｣に基づくが、厳密には同

（緑）地帯及道路トスルヲ標準トス」と書かれ

年 2 月26日に｢満州国｣国務院会議が決定した｢総
合立地計画策定要綱｣が契機という（酉水孜郎

ている。
(17)

比企地方事務所は1944年 4 月19日に「都市疎

『国土経過の経過と課題』大明堂1975、 1 頁）。

開者受入ニ関スル件」として管内各町村長宛通

なお、酉水孜郎編『資料・国土計画』（大明堂

達した。北足立地方事務所管内では 5 月 2 日に

1974）19～21頁に｢国土計画設定要綱｣の全文が

疎開事務主任会議を開いて疎開受入れに関する

掲載されている。

打ち合わせを行った。馬宮村の会議資料の余白

( 8 ) 前掲『学童集団疎開』48～49頁。

に｢縁故者ヲ入レルコトヲ各人毎ニ急速ニ取ッテ

( 9 ) 同前24頁。逸見勝亮氏は小著に対する書評｢学

モラフ、ソウシナイト他人ガ割込ムコトニナル｣

童疎開史研究への新たな貢献｣（『図書新聞』
3344号2018.3.24）で上田発言にはそれほどの意

とメモ書きされている。
(18)
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京浜地区の東京都区部、横浜市、川崎市。名

古屋地区の名古屋市。阪神地区の大阪市、神戸

10箇所（八和田、七郷、竹沢、西吉見、今宿、

市、尼崎市。北九州地区の門司市、小倉市、戸
畑市、若松市、八幡市。

宮前）が最新の調査結果。（
(27)

(19)「『マッターホーン計画』から長崎まで」（『東

月15日に掘削工事に着手した。民間会社の地下

京大空襲･戦災誌 第 3 巻』）728頁。

工場としてはかなり早いが、中島飛行機は空襲

(20) 同前 741頁。

前から工場の分散を企図していた。

(21) 防衛庁防衛研修所戦史室『戦史叢書 陸軍軍需
動員 2

）内は当時の村名。

米国戦略爆撃調査団報告書によれば1945年 1

(28)

実施編』（朝雲新聞社1970）746頁。

前掲『本土決戦準備<1>

関東の防衛』116～

122頁。「本土沿岸築城」と学童集団疎開との関

(22) 同前721頁。参謀本部が 7 月14日に陸軍省に提

係については、一條「再び学童集団疎開行政を

示した｢戦局ニ基ク本年度物資動員計画ノ調整ニ

検討する － 埼玉県比企郡の場合を例として

関スル要望」のことである。

－」（『歴史評論』NO524、1993.12）で触れて

(23) 同前771頁。

いる。

(24)「空襲対策緊急強化要綱」（1945.1.19閣議決

(29)

定）には、「人員疎開ノ強化促進」をめざして、

前掲『本土決戦準備<1>

関東の防衛』113～

115頁。

帝都から150万人、合計320万人の疎開者の数値

(30) 同前161～162頁。

目標が掲げられた。東京都区部の場合、疎開政

(31) 同前162～164頁。163頁に印旛沼調査班の写真

策が始まって間もない1944年 2 月から空襲の始

が掲載されている。

まる11月までに約116万人、そこから無差別爆撃

(32) 同前230頁。

直前の1945年 2 月までに40万人が流出し、ほぼ

(33) 同前214～215頁。

目標値を達成した。その後 3 月10日から始まる

(34)

同前202～207頁に「国土築城実施要綱」が掲

無差別爆撃で 5 月までに一挙に170万人が東京を

載されている。なお、その直後に｢軍事特別措置

離れ、さらにそれから 1 ヵ月で75万人近くが流

法｣が解説され同法が国土築城のために制定され

出する。結局、1944年 2 月からの累計で400万人

たことは明らかだが、1996年に比企郡嵐山町の

が東京を離れ地域社会に移った(東京都編『東京

古い役場文書から比企郡が同法の適用地区にな

都戦災誌』（復刻版）明元社2005、216～217頁）。

った旨の通達が発見された時に理解できる者は

(25) 防衛庁防衛研修所戦史室『戦史叢書

陸軍航

なかった。詳しくは一條「比企郡における本土

空兵器の開発･生産･補給』(朝雲新聞社1975）

決戦体制の一断面－旧役場文書に見る軍事特

490～491頁。

別措置法と地区特設警備隊 －｣（『埼玉県近代

(26) 地元での聞き取り調査や社史、米国戦略爆撃

史研究第 3 ･ 4 号』1997）。

調査団（米陸軍が設置した戦略爆撃の効果や影

(35)「軍事特別措置法｣関連記事の初見は 3 月21日

響を調査する組織。1944年11月にヨーロッパ戦

で、前日に衆議院に法案が提出されたことを伝

線を対象に組織され翌年 9 月に日本も対象に追

えている。28日には法律第30号として公布され、

加され来日した。調査報告書は太平洋戦争だけ

同日、永井陸軍大佐がラジオで国民の理解を求

で108巻に及びその一部は翻訳されてみすず書房

め、翌日それが 3 点にまとめられて新聞報道さ

の『現代史資料』等に収められている。現在は

れた（
『朝日新聞』1945.3.29）。

国会図書館等で原書も閲覧できる）報告書等か

(36) 前掲『本土決戦準備<1> 関東の防衛』223頁。

ら判明している地下工場は、中島飛行機大宮製

(37) 同前490頁。

作所（西吉見）、石川島重工業（高坂）、日立航

(38)

もっとも広く詳しいのは『アジア太平洋戦争

空機立川製作所（高坂、今宿）、鐘淵ディゼル

における地域社会戦時体制の展開 －埼玉県比

（菅谷）、立川航空廠（福田）の 5 箇所。地下壕

企郡における疎開･決戦体制･引揚げを中心に

は、第一航空軍地下司令部や内務省の備蓄庫等

－』（明治大学大学院文学研究科2008年度博士
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学位請求論文）。他に都幾川村史編さん委員会編

資料を掲載してある。なお、アジ歴 C121210916

『都幾川村史 通史編』2001、小川町編『小川町

00｢第一航空軍隷下（直属）部隊｣一覧に百数十

の歴史 通史編下巻』2003など。

に及ぶ部隊名が列挙され、その中に第131野戦飛

(39) 郡は東から北葛飾、南埼玉、北足立、入間。

行場設定隊（埼玉･八和田）、第232飛行場大隊

市は南から川口、浦和、大宮、川越である。
(40)『本土決戦準備<1>

（埼玉･松山）等もある。（

関東の防衛』208頁には

「軍事特別措置法」の適用地域について、 6 月

）内は1945.8.15現

在の駐屯地と思われる。
(47)

61期甲生徒の有志が戦後｢桑の実会｣を結成し

19日から｢帝国全土に適用｣されたことのみ記さ

て交流していたため、連絡が取れて多くの情報

れ、それ以前については｢注｣として「一部地域

を提供してもらうことができた。それらをもと

に適用されていたようであるが資料を得ない｣と

にして、『玉川村教育誌』（玉川村教育誌編さん

している。実際には本文で述べた通り 5 月 2 日

委員会編2001）には玉川国民学校を宿舎にした

の｢陸甲第26号｣、 5 月12日の｢陸甲第36号」、 6

第24中隊第 3 区隊と第 4 区隊の疎開生活を中心

月19日の｢陸甲第51号｣で全国に拡大された。各

に、『都幾川村史

段階の適用地域については、アジア歴史資料セ

宿舎にした同隊第 1 区隊と第 2 区隊を中心にし

ンターデジタルアーカイブでレファレンスコー

て、疎開の経緯や教育訓練の実態を詳述した。

ド（以下｢アジ歴」）A03010246200、A030102466

(48)

00、A03010246800によって確認できる。

通史編』には明覚国民学校を

木坂順一郎「
『大日本帝国』の崩壊」（歴史学

研究会他編『講座日本史10

(41) 校舎改築記念事業実行委員会『大河小学校の
あゆみ』1984、200頁。

近代 4 』青木書店

1982）331頁。
(49)

(42) 福川秀樹『日本陸海軍人名辞典』芙蓉書房出

1945年 3 月23日の閣議決定では県ごとに本部

を設置するとしたが、 4 月 2 日の閣議決定で首

版1999。 6 月10日付で少将になった。

相を総司令とする中央機構の設置を定めた。 3

(43) 高井書簡によれば、部隊の任務は｢浦和を中心

日後に小磯内閣が総辞職して 7 日に発足した鈴

とする有無線通信系を構成し、軍司令部と駐屯

木貫太郎内閣のもと、13日の閣議決定で再び中

地付近の隷下兵団との通信（電信電話）連絡｣で、

央機構を設けないこととする。あわせて「状勢

「諸準備中｣の段階であった。「富士「リ」号演

急迫セル場合ニ応ズル国民戦闘組織ニ関スル件｣

習」に関する言及はいっさいない。前掲『大河

が閣議決定され、27日に｢国民義勇隊ノ組織運営

小学校のあゆみ』にも、同部隊は｢校地北側の山

指導ニ関スル件｣及び｢国民義勇隊協議会ノ設置

裾に通信機製造工場を建設し本土決戦に備えて

ニ関スル件｣が閣議決定されて大枠が定まった。

いた｣とある。

閣議決定の全文が赤沢史朗、北河賢三、由井正

(44) 防衛研究所所蔵『昭和二〇．八作業要報綴り

臣編集･解説『資料

拓作業部隊本部』の中の「自七月二十九日至八
月四日

富士｢リ｣号演習作業要報

資材整備隊｣

中に、｢當隊配属トナリタル富士第三六一八部

日本現代史13

太平洋戦争

下の国民生活』（大月書店1985）に掲載されてい
る。
(50)

照沼康孝｢国民義勇隊に関する一考察｣（近代

隊｣とあり、その人数は20名前後と推測される。

日本研究会『昭和期の軍部』山川出版社1979）、

(45) 前掲『本土防空作戦』524頁掲載の｢第一航空

『資料日本現代史13』解説など。また埼玉県の

軍作戦計画の大綱｣（昭和20年策定）｢第一方針｣

国民義勇隊に関する分須正弘｢浦和市における国

の第一項。

民義勇隊の組織と活動｣（『浦和市史研究』第 3

(46) 埼玉県立滑川高校郷土部『部報

比企

第5

号1988）の結論も同様である。

号－本土決戦と幻の地下司令部』（1987.8.9）

(51)『朝日新聞』1945年 3 月22日。

に、第一航空軍地下司令部建設工事に関わった

(52)『昭和二十年五月

各部隊関係者の聞き取り調査の内容や書簡等の
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国民義勇隊員名簿（各小隊

報告分）比企郡平村役場』。埼玉県立文書館所蔵。

(53)『昭和二十年五月

国民義勇隊ニ関スル綴

竹

軍上陸地点を石巻海岸（矢本飛行場所在）と判

澤村国民義勇隊』。埼玉県立文書館所蔵。

断し防衛の重点に指向して陣地構築に着手した

(54) 旧平村に遺る｢村内達通牒案」は村長が区長や

（『本土決戦準備<1>

関東の防衛』496頁）とさ

村会議員等に発した文書の草稿を綴ったもので、

れるが、地元の聞き取り調査等から浮かび上が

村社で行った現役入営者や臨時召集者の奉告祭

るのは装備もままならない貧相な状況である。

関連メモが多数含まれ、村内のおおよその入営、

(64)

召集者数を把握できる。本文の人数はそれらを
年次別にまとめてあり、遺漏はあるにしてもこ

(65)

れ以下の人数でないことは明らかである。

1942年 4 月18日のドゥリットル空襲をきっかけ

第 5 号』、『玉川村教

に同年 9 月26日に陸軍省令として制定された陸

育誌』に書簡の抜粋を掲載してある。
(57) 前掲『本土決戦準備<1>

出分氏自身は、幹部は臨時召集兵で隊員の方

想し、地区特設警備隊の性格を正確に把握する。

に 8 点の資料をすべて掲載してある。
比企

関東の防衛』505～

は防衛召集、郷土防衛の戦闘部隊であったと回

(55) 前掲「比企郡における本土決戦体制の一断面｣

(56) それぞれ『部報

前掲『本土決戦準備<1>

506頁の｢第一総軍決号作戦計画」による。

軍防衛召集規則ではその対象は在郷軍人であり、

関東の防衛』256頁。

自ずと20歳が下限であった。1944年10月の改正

(58) 同前259～261頁に掲載されている｢軍令陸甲第

で満17歳以上に拡大されたが、庄下村では待命

四十八号

地区特設警備隊臨時編成要領｣に挿表

令状交付者16名が｢徴兵適齢未満の男子14歳から

として｢編成スル部隊、編成基準、部隊数ノ基準、

17歳｣であったという。

編成管理者、編成時期等一覧表」がある。埼玉
県の場合、｢浦和地区特設警備隊｣の部隊数は15

（いちじょう みつこ 跡見学園女子大学講師）

箇隊が予定されたが実際は17箇隊となった。｢東

（受付日：2019/09/03、受理日：2020/03/07）

部軍管区内地区特設警備隊部隊所在地及兵力一
覧表

東部軍管区司令部

昭和二十年八月十五

日｣のうちの｢浦和地区｣部隊一覧による。他の部
隊に関しても同様の資料が存在すると思われる
が、今のところ確認はできていない。アジ歴
C14020002100「 準 軍 事 編 成 部 隊 （即 民 間 義勇
軍）」には、地区特設警備隊に関する統計資料は
焼却されたので統計的数字等を得るのは不可能
と記されている。
(59)「陸密第2058号 地区司令部（聯隊区司令部、
陸軍兵事部）、地区特設警備隊ノ臨時編成及国民
戦闘組織ニ関スル件」（『本土決戦準備<1> 関東
の防衛』252～256頁所収）による。
(60)「一般疎開促進要綱｣閣議決定直前の1944年 2
月22日に行った人口調査で埼玉県の総人口は
1,645,335人 、1945年11月 1 日の人口調 査では
2,047,090人、24.4％の増加である。
(61) 前掲『学童集団疎開』83頁、171頁に詳しい。
(62) 宮城歴史教育者協議会等がこの地域の本土決
戦体制について詳しい調査を行っている。
(63) 第142師団は第一次兵備による新設師団で、敵
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■論文■

憲 法 構 成 権 力（Ⅳ）
─ 力の憲法構成 ─

浦 田 賢 治
《要旨》 本稿は憲法構成権力研究（4）であって、アントニオ・ネグリの著作『構成的権力：近代のオルタ
ナティブ』第 7 章を解読し、「近代のオルタナティブ」を総括する。「力の憲法構成」の論述は、マ
ルチチュードの力とは何か、構成的脱ユートピアとは何か、このことを明らかにしたうえで、近代
性を超える展望を示すものとなる。「方法論探究」では、ネグリとハート共著の『Assembly』(2017)
を読み、彼らの憲法構成権力論にも言及する。

フランス革命と労働の構成、それにロシア・

目 次
第１章 力の構成
1 多数性と力
2 構成的脱ユートピア
3 近代性を超えて
第２章 方法論探究
1 力の存在論
2 マルチチュードの集会
3 力の憲法構成

ボルシェヴィキ革命と弁証法の再興といった
それらの記述を前提にして、これらを総括す
る。このことを通じて、「近代のオルタナティ
ブ（他に採りうる選択）」を果敢に提示してい
る。この章では主題を「多数性（マルチチュ
ードと力」という問題に絞り、「構成的脱ユー
トピア」と「近代性を超えて」という 2 つの
課題について簡潔に論述している。
近代における構成的権力の２つの持続性

第１章 力の構成

ネグリの視点は、構成的権力の生成のなか
に二つの持続性をとらえるものである。ネグ

１

多数性と力

リによると、持続性の第一は、ルネサンスの
革命的原理の拡張と深化、つまり新社会の政
治秩序の新たな構成の線的持続性である。し

本稿は憲法構成権力研究(4)である(1)。これ

かしこの企図は、マキアヴェリ、ハリントン、

は、アントニオ・ネグリの著作『構成的権力

ジェファーソンそしてボルシェヴィキの事例

：近代のオルタナティブ』の最終章すなわち

にみられるように、そのつど挫折する。だか

(2)

第 7 章「力の構成 」を読むものである。し

ら、それは「否定的な持続性でもある」。しか

たがって第 7 章は、本書の「探求プラン」を

しながらこれらの挫折のなかに、諸革命の各

示した「構成的権力：危機の概念」（第 1 章）

々の合理的意図が存在論的に蓄積していく。

に続く 5 つの章とりわけ、イタリアのマキア

だからそこに「複雑化する緯糸の持続性」を

ヴェリ思想、イギリスのハリントンと大西洋

みてとることができる 。

モデル、アメリカ憲法における政治的解放、
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(3)

この第一の持続性の内部から第二の歴史的

持続性が姿を現わす。これは「蓄積の持続性

ヴェリやスピノザとはちがって「創造の行為

ではなくて、経路の持続性であり、また客観

そのもの」であり、この行為が主体と世界の

的な形状の持続ではなくて、主体の行動の持

関係の「絶対性の諸条件を具現化する 」。

(8)

続である。」「スピノザが多数性を構成する情

「構成の真理は、ひとえに生きた労働の表

念と呼んだものの持続性である」。「それは構

現力としての多数性のなかに存在する。した

成的規範化の企ての発展とその危機の双方に

がって民主主義は生きた神になる。」ネグリに

かかわる理性にほかならない」と、ネグリは

よると、「構成的権力はマルクスにとって集合

(4)

言う 。

的主体の合理性を漸進的にすすめる冒険的作
業である。」そして「構成的過程は明瞭に創造

マキアヴェリ、スピノザ、マルクス ―形而
上学的テーマとしての構成的権力

的な企図をはらんだものである。この企図は

まず「マキアヴェリが構成的権力の現象学

せるといったものではなくて、政治的なもの

でもってその基盤を提供する。」かくして構成

の生産を社会的なものの創造のなかに組み込

的権力は多数性の情念を刺激しながら、社会

むというものである。」さらに、「民主主義は

的なものの運動に対立する政治的なものの物

創造的力としての多数性の企図であり、生き

質的な適合を見出そうとする。しかし「構成

た神としての多数性の企図なのである。」これ

的権力がみずからの生成をいきるのは、この

が構成的権力の概念の歴史的持続性の第二の

(5)

持続的な危機のなかにおいてである 」。

もはや政治的なものを社会的なものに対応さ

場にほかならないと 、ネグリ は言うので あ

次にスピノザがマキアヴェリの定義を深化

る(9)。

して、その形象を大いなる形而上学の地平に
移行させる。「政治的なものの構成の緯糸は、
社会的公正の決定力としての欲望（クビディ

構成的権力の限界

タス）の拡張の抗いがたい進歩によって支え

以上のように述べても、しかしながら、構

られる。」そして、愛のように飛び跳ね、生き

成的権力の問題は残り続ける。なぜなら「構

(6)

た神のイメージを多様性のなかに構成する 。

成的権力の問題は開 かれたま まの状態に あ

さらにマルクスは、西欧的形而上学の理論

る」からと、ネグリは言う。構成的権力の歴

過程に入り込み、その諸原理を物質的可能性

史の流れは、西欧的な合理性に批判的な意味

のなかに組み入れなおそうとする。マルクス

と充実を授与し、それを根源的に批判的な軸

によって、創造的力は現代世界において「生

にそって展開するからである(10)。

産力」と呼ばれるものと同じほど具体的なも

ネグリによれば、「この批判的な方向づけを

のになる。そのことによって世界の二番目の

説明し、その結節点を固定するためには、構

相貌、完全に人工的な巨大な「第二の自然」

成的思考の発展を西欧的思考の三つのイデオ

を構築すると、ネグリは述べる (7)。マルクス

ロギー的次元に結び付ける関係を強調し研究

は「現実態の客観化として新しい世界の可能

することが重要である。」すなわち、①ユダ

性を表現する」。

ヤ・キリスト教的なヴィジョン、②自然法主
義的な概念、③超越論的観念論の伝統、この
三つである。構成的権力はこの三つによって

力の絶対的主題としての多数性
ネグリによると、ここで構成的権力はその

限界づけられるものであり、しかしまたそれ

力を、「政治の世界から人間の自然的人工装置

ゆえに構成的権力はつねに再開されるもので

の世界へと移す」。マルクスにおいては、民主

ある。このことを把握し理解できるのは、す

主義へ向けての構成的権力の緊張は、マキア

なわち「構成的権力の第二の持続性につきし
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たがう」ことによってである。歴史的発展の

そこには、構成的労働の無条件の創造性の肯

持続的断絶の持続性、集団的欲望や多数性の

定に対立する壁のようなもの ―多数性と力

表現を構成する力の永続的な再確立の持続性

の間の開かれた関係を阻止する思想 ―をみ

といったものに、つきしたがうのである

(11)

。

ユダヤ・キリスト教的伝統、あるいは多数性
の超越論的統一

てとることができると、ネグリ言っている

(15)

。

超越論的思考の伝統における力の無力化
さてネグリによれば、超越論的思考は構成

ネグリは言う、創造性の概念は根元的に人

的権力が構成された権力の待ち伏せを受ける

間とむすびついていると。無神論は、マキア

もう一つの場である。この思考は(a)観念論、

ヴェリ、スピノザ、マルクスのいずれにあっ

あるいは(b)形式主義の特徴をおびる。「いず

ても建設的な契機をなすものだ

(12)

。しかしな

れの場合も、構成的力の散布（ディセミナシ

がら、無神論の「批判的な要素と建設的な要

オン）」を、「ラディカルな民主主義」を、圧

素の混交をもってしても、宗教的な創造の概

殺しようとする。(a)観念論の場合、それはル

念を最終的に特徴づけているものから、わが

ソーからヘーゲルへと延びる線にそって容易

身を引きはがすことはできない」とも言う。

にあとづけできる。ヘーゲルは革新を現実の

なぜなら、上記の三者いずれも、「宗教的な創

システムのなかで循環させようとする。だが

造の概念の統一的次元を解釈する立場にたっ

実際には革新の力を絶対的力 ―つまり絶対

ており、ある種の目的論的世界観から離脱し

的無関心 ―という基体を通して完成するし

てはいない」からである。ネグリは続けて言

かない。これに対して(b)形式主義の場合、こ

う。「力のあらゆる創造的行為の統一的形状化

とはもっと錯綜していると、ネグリは言う。

の可能性が存在するところでは、創造は神性

カント的な形式主義の場合、力は主体の定義

から解き放たれることはない。」だから「創造

そのものの本質的な特徴ともなる。だがカン

と多数性とを緊密に結びつける本質的な関係

トの「主体は個人的なもの」であり、そうい

が出現する場において、無神論は、神性を否

うものとして革命に意味を付与する

定しながらもなお引きずりつづけるあの統一

では革命は決して終わることがない。それは

性の誘惑を超えるかたちで、その真価を示さ

倫理の魂である。「構成的権力は個人主義によ

なければならない。」

(13)

って無力化される

(17)

(16)

。ここ

」。なぜなら、そこでは政

治的なものに対する倫理的なものの優位性の
相貌を決定的に付与し、構成的権力を個人的

自然法的伝統と前提の思想
ここでネグリはまず、構成的権力は自然法
の諸理論と何の関係もないと言う。しかし次

な志向性の虚空のなかに隔離してしまうから
だと、ネグリは言うのである(18)。

に自然法主義は一つの枠組みであって、近代
的合理性が閉じ込められる檻でもあると言う。
したがって構成的権力は自然法主義的な系列

多数性と力

に取り込まれないように闘わなければならな
いという(14)。

これまで見てきた構成的権力とその限界の
総体から、ネグリは三つの結論を引き出すこ

マル クスは「 人権の きらび やかな カタ ロ

とができるという。①構成的権力は創造的原

グ」に対する激烈な敵対者であった。だがし

理として、刷新力として、存在の人工装置と

かし彼 のなかにある種 の抽象的 な人間主義

して現出する。その意味で構成的権力は無力

―「原始共産主義」理論のイデオロギー的

化されえない。②構成的権力はこうした限界

残滓という形態―を見てとることができる。

を超えて、力として生きつづけ、多数性とし
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てみずからを再組織化しつづける。このこと

代の図式を断ち切って、合理主義の企図を越

によって未来に開かれた時間的次元のパラダ

えていく。そのために、過去に遡って、構成

イムとして現出する。③構成的権力は近代や

的権力の諸々のモデルの発展を実際に実現さ

合理性の特徴を帯びた進歩の概念から決して

れた諸々の構成的モデルとの相互作用のなか

充分に身を解き放つには至らなかった、とい

でとらえ直してみることになる。例えば、ポ

う三つの結論である。かくして、構成的権力

ーコックのいう「大西洋モデル」、すなわち17

の概念と実践にとって代わる代案が存在しな

－18世紀 の 2 つの革命 （イ ギリス とアメ リ

かったこと、そのため合理主義との断絶は、

カ）の実験の過程において現われた構成的権

まぎれもない合理主義の再発進として機能す

力の空間的閉じ込めの特殊な様式である

(22)

。

(19)

るところとなると、ネグリは言うのである 。
構成的権力の「空間的」閉じ込め
この空間的図式では、ネグリによれば、構

近代のオルタナティブ
事ここに至って問題を決定的に単純化して

成された権力が「表象化」の過程に全面的に

みると、ネグリは「構成的権力の二重の歴史

取り込まれる。そのため構成的権力は表象の

がわれわれの問題として姿をあらわす」と言

メカニズムのなかで弱められ、もはや「政治

う。「構成的権力が近代合理主義の発展の原動

化」したある「空間」のなかにしか姿を現わ

力として機能したあと、どのようにしてみず

すことができない。だから「国家機関の分割

からに固有の特異な力のなかに閉じこもり、

と相互コントロール、行政的過程の全般化と

その強度を全面的に開花させてそれを完全に

形式化といったものが、構成的権力の無力化

表現することができるか、その方式を分析し

のシステムを強化し固定する。」したがって、

なければならない」、とネグリは言う

(20)

。

「現代にあっては、機能主義的な政治哲学が、
それに先立つ契約主義的・立憲主義的な哲学
にとって代わる」のである

多数性と潜勢力

(23)

。

「端的に言って、力の表現とは何であろう
か。」ネグリによれば、われわれの分析には

構成的時間の弁証法的封殺

「極限 状況と究極的課 題がもた らされてい

ではフランス革命とロシア革命の経験の意

る。」ことは、単に理論的なものではなくて、

味するものは何だろうか。ここでネグリは、

構成的権力のあらゆる姿における出現 ―な

つぎのように記述する。すなわち、これらの

らびにそれにかかわるあらゆる危機―によ

ケースでは、「合理化は時間を通した組織化の

って引き起こされた問題である。そして「危

企図という道を経る。」「そこにおいて重視さ

機の持続を通して、ラディカルに構成的な存

れるのは、社会を生み出す力の形態としての

在の原理というものがかつて以上に堅固に定

構成的権力である。」「ここでは、現実的な時

着していないかどうか」、このことを検討する

間性は破砕され、法・政治的な秩序の地平と

ときがきたと、ネグリは言うのである

(21)

。

して再構築される。構成的権力の能力は、時
間の弁証法としての構成された権力に従属す
るところとなる(24)。」そして「諸時間の多様性

２

構成的脱ユートピア

は無に還元されねばならない(25)。」。「物質的構
成は形式的構成に重ね合わされる(26)。」。
したがって、フランス革命やロシア革命を
通してみた唯一の答えは、構成的権力に立ち

構成的権力に抗する近代性
ネグリはここで、構成的権力の観点から近

塞がる限界を執拗にこえていこうとする時間
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の加速化である。これが「革命を終了する」

ユートピアに変容する(32)。」 ここにおいて、

という表現の、つまり永続革命の能動的な意

「構成的権力の概念はその歴史を回収し、そ

味にほ かならないと、 ネグリは 言うのであ

の完成形態を見出すのである。それは構成的

(27)

る

。

脱ユートピアという形態である

(33)

。」

マキアヴェリの読み手としてのグラムシ
このような構成的権力の定義はわれわれを

近代性というカテゴリーとの断絶としての構
成的権力

なかんずくマキアヴェリに、そしてこの概念

ネグリによると、「こうして構成的権力はテ

が誕生する歴史的瞬間をラディカルに生きた

ロルとして位置づけられる。」「ファシズムと

彼の能力に連れ戻す。グラムシはこのことを

いうのは、いっさいの生命的な形態と無縁に

よく理解していたと思うと、ネグリは言って

なった構成的権力のゆがんだ概念である。」

いる(34)。マキアヴェリは『君主論』であらゆ

「これがスピノザ的な力の哲学に接ぎ木され

る前途の空無性から生まれた新たな主体性の

たカール・シュミットの思想を照らしだす要

すばらしいイメージを描いた。力の構成とし

に位置するものだ

(28)

。」 では構成的権力の観

点から近代的合理性の図式と断絶するとはど

ての構成的権力の思考は、ここにおいて確立
される(35)。

ういうことか。この問いへの第一の答えは、
構成的時間の概念のなかにおける空間の実効
的な奪回を強調することである。それは力や
多数性という概念と密接不可分な性格を内容
としていると、ネグリは言う

(29)

構成的脱ユートピアの形態と問題

。

ここで「われわれの探求のあらゆる糸が結
びあわされていく」と、ネグリは言っている。

構成的権力の危機から創造的危機としての構
成的権力へ

まず「脱ユートピアの形態としての構成的権
力は政治的なものの特異的で還元不可能な概

二番目の考察は、歴史的力としての構成的

念を提示する。」それは同時に「特異的なある

権力の危機、それが全般的かつ持続的なもの

方法、ある歴史哲学、ある倫理を構築し、そ

だということにかかわる。ネグリによると、

れらをすべて結びあわせる。この方法は知、

「これはもっぱら構成的権力の構造的発展の

その対象、その主体を欲望の力をもととして

否定的存在論にかかわる(30)。」 革命的生成と

形成し」、さらに「それらを多数性の網の目の

政治的建築物との対立は、多数性の力の表現

なかで結びつけるというラディカルな帰納的

は無限の表現であることを示す。この無限性

方法である(36)。」その歴史哲学は厳密にいうと

は危機を活動として指定する。限界は実践を

歴史の「非」・哲学である。なぜなら、歴史的

解放する

(31)

現実を構成する過程は、直接性に満ちあふれ

。」

三番目の考察は、構成的実践の性質の変化

た予見不可能な断続的過程であり、正真正銘

にかかわる。その定義はつねに新たな成功を

の矛盾の織物だからである(37)。またその倫理

試みる実効的な行動であると、ネグリは言う。

的存在は多数性とその力の実現の条件として

「不成功はつねに非実効的であるが、つねに

の特異性を通して脱ユートピアの実体を実現

再提起される絶対的な力のなかへの歴史的発

するという不可能な 任務を遂 行する。こ の

展の内向化の啓示である。これが否定的存在

「脱ユートピアは力の表現の唯一の可能性で

論のエッセンスである。かくして、構成的権

あり、力と多数性との関係のすべての危機的

力のユートピア的残滓は構成的・作動的な脱

アポリアがそのなかに含まれている」と、ネ
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グリは言っている(38)。

力の関係の脱ユートピア化は愛の作用によっ
て強化される。これは構成的脱ユートピアに
ついての新しい語り方であると、ネグリは強

脱ユートピアと民主主義
脱ユートピアと呼ぶこのような構成的権力

調している。続けて言っている。「構成的権力

の政治的形態を、われわれは「民主主義」と

は存在の未分化の持続性から生きるのではな

も呼ぶことができると、ネグリは言う。「民主

くて、まさに存在の創造的な分化から、諸個

主義は 構成的規範主義 の正反対 のものであ

人を多数性として構成したあと、この多数性

る。」「構成的規範主義は構成的権力を否定す

の力を決定するある刷新から生まれる

る装置である」。構成的規範主義は構成的権力

こう述べてネグリは、スピノザの形而上学と

を社会学のなかに溺死させてしまうか、それ

構成的権力の歴史に言及したあと、ここで、

を死に際でつかもうとする

(39)

(44)

。」

。しかし両者の

つぎのように問いかけている。「われわれは、

対決のなかで難破するのは構成的権力ではな

今日、世界の新たな人工装置の可能性、絶対

くて、構成的規範主義の方である

(40)

。

的民主主義の可能性へと接近してはいないだ

多数性の問題は西欧の政治思想の悩みの

ろうか」と(45)。

種であると、ネグリは強調している。「われわ
れの答えは、脱ユートピアの否定的次元に依
拠したものである。それは多数性のなかで循

３

近代性を超えて

環する欲望にほかならない。」だから「多数性
の力は、この過程で作動する力になろうとす
るこの多数性の抗いがたい傾向を通して、力

近代性に抗して

(41)

この問いに肯定的な応答をするためにネグ

の構成になる 。」

リは、「近代性を超えて」往くことを展望する。
スピノザならびに近代性のなかにおける脱ユ
ートピアの過程

そこで、ネグリは近代性の観念をつぎのよう
に理解する。まずそれは、「個人的・集団的創

ここでネグリは、力の構成過程はスピノザ

造性を公的に認めながらそれを世界の資本主

の『エチカ』のなかで長々と展開されている

義的生産様式の道具的合理性のなかにおきな

と指摘する。そして「スピノザにおいても脱

おそうという全体主義的思想の規定と発展」

ユートピアは構成的である」と、ネグリは指

だといえる。それはデカルトが発案し、近代

摘する。スピノザは「力の作用を社会的・倫

の大形而上学が発展させ、ホッブズ、ルソー、

理的・政治的な生活（ヴィ）のなかでさらに

そしてヘーゲルによって構想された観念論的

もっと集合的な形状化の方向にむけて再解釈

弁証法であり、その政治的「絶対主義の唯一

する。」「かくして情念、想像力、思考力が、

の目的は、政治的なものを多数性の乗り越え

そこからより高次元の存在論的密度へと漸進

として、そして権力を力の完遂として提起す

的に移行していく二重の過程がある

(42)

。」すな

わち、「存在論的限界のなかで人間の自然的歴

ることであった

(46)

」。ネグリは、ここで問題の

核心を指摘している。

史にかかわる過程と、存在論的限界を超えて
人間的な創造性に向きあい、解放の展望を切

多数性への恐れとしての近代性

り開く過程、こうした二重の過程である。後

そしてネグリは、近代性の特徴をめぐる二

者では倫理的に、愛と喜びが存在論的過程の

つの問いを示して、それらに答える。近代性

持続的リズムを断ち切る

(43)

。」 「このとき愛

は神性、絶対性を構成する。」そして多数性―

とは？

それは多数性が主体性として自己表

現するためのあらゆる可能性を否定すること、
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これが第 1 の特徴である。言い換えれば多数
(47)

性への恐れである

。

な主体性にほかならない(52)。」したがって「社
会的なものは政治的である」。これがネグリよ
る、構成的権力の答えである。

社会的なものと政治的なものとの分離として
の近代性

道具的合理性と個人主義を超えて

第 2 の特徴とは何か？それは多数性の力の

われわれは今日「マルクス以後の時代にお

政治的否定に対応するものであって、その力

かれている」ということを、ここでネグリは

のひたすら社会的な肯定である。多数性の力

指摘する。そして言う。「新しい世界の不断の

の政治的否定は、個人主義と利潤の規則に依

構築の試みをしてきた構成的権力は政治的主

拠する自由主義思想と、アナーキーと集団主

体の限界を明るみにだした。だがそれはその

義に依拠するアナーキズム思想に体現される。

合理性の限界である。」ではその合理性の限界

しかし多数性の力の政治的否定である近代性

はどのような限界であろうか。われわれは、

の危機は「最終段階」において、暴力に訴え

マルクスを超えて、三番目の問いをわれわれ

かけることで救われる

(48)

。

に課さねばならないと、ネグリは言う。「近代
性のかなたにみずからを位置づけようとする

構成的権力の答え ―社会的なものは政治的
である

構成的権力の理論がわれわれをその問いへと

ネグリによると、この暴力 ―近代性の危

義を超えて進むことこそ、「マルクス以後の時

いざなっている (53)。」 道具的合理性と個人主

機の理論の暴力に答えなければならない。そ

代」の課題であると、ネグリは宣言している。

こで、ネグリは言う。すなわち多数性と力の
関係を示したマキアヴェリ思想、ならびに構
成的脱ユートピアの言説に助言を与えたスピ

新しい合理性？

ノザの形而上学、これらに取り組んだわれわ

そこでネグリは、新しい合理性を構築する

れは、いまマルクス的な視点をあらためて主

という課題を提起している。だからネグリは、

(49)

。ネグリは

新しい合理性が見いだされる存在論的な場所

つづけて書いている。すなわち「マルクスの

を探している。その場所は生きた労働が噴出

主題は生きた労働の全方位・拡張的な創造性

するところ、すなわち行動の順番（sequence)

である。生きた労働は世界を建設する。そし

と創造的な欲動が形成されるところである。

てそれが触れる素材を造形しなおし、すべて

したがって、この場における合理性の形態は

張しなければならない、と言う

(50)

。」 ネグリによると、

力と多数性の関係の形態となる。ネグリによ

つぎのとおりである。生きた労働の最初の成

ると、「この関係を起点としてこの合理性の実

果は主体の建設である。主体は力の構成の定

質的決定様式が形式的な有効性 ―基礎、効

点である。しかし、主体は、それがつくりだ

力そして抽象的な有効性の発揮 ―を獲得す

す世界を通して、それ自体として変容する。

る。」この「抽象化は、生産の過程を起点とし

この過程のなかで生きた労働は構成的権力に

て、その構成的過程が存在論の内部から分析

なる。また、多数性が力と関係づけられて、

されることができるような場所で、下からあ

を一から再創造する

みずからを主体として発見する

(51)

。確かに構

らためて主張されねばならない。合理性は共

成的権力は生の世界の限界以外に限界をもた

同的な帝国であり、コミュニケーションとい

ない。しかし世界は目前の現実よりは広大で

う目的においては抽象的である

ある。したがって「構成的権力はこうした生

要なこと、それは新しい合理性の出発点であ

の世界のラディカルな構成の社会的・政治的

って、それは「政治的なものとしての社会的
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(54)

。」ここで重

なもの、集合的主体性としての個人性の構成
(55)

である」ということである 。

は近代性を超えて構成的権力の政治的定義に
回帰することができると、ネグリは言う。ま
ずもって、構成的権力の概念から出発しない
かぎり、いかなる政治的なものの定義もあり

新しい合理性の五つの特徴
新しい合理性を構築する五つの課題の要点
だけを示しておこう。
①

的に作動する多数の 特異性の 存在論力で あ

限界にたいする、創造性である。構成

的権力の合理性はその無限性によって規定さ
れる

えない。「政治的なものとは本当のところ協業

(56)

る

(62)

。」 「構成的権力が政治的なもののパラ

ダイムであるのは、その過程が必然性によっ

。

て形而上学的に規定されるからである。」また、

機械に対する、手続きである。手続き

「政治的なものは構成的運動の時間性に送り

は実定法ならびに規範構成的機械の演繹的メ

返される 」。この時間性については言えば、

②

カニズムと対立する
③

(57)

。

(63)

それはあるがままの時間の奔流としてではな

特権に対する、平等である。「平等が疎

く、時間への愛として解釈されねばならない。

外不可能な権利として現出するのは、それが

「時間への愛は構成的権力をみたす脱ユート

構成的過程の条件であるという絶対的に根本

ピアの生命線である (64)。」 こうした意味にお

的な意味においてである。」しかもそれは「存

いて、構成的権力の概念は革命の正常態を表

在論的な前提条件である(58)」

現する。革命の概念は、「終焉した革命ではな

画一性に対する、多様性である。「構成

く、時間への愛によってつねに再開される持

的権力の創造性は構成的権力自体の存在論的

④

続的な革命の地平である (65)。」 それは力の展

一貫性の合理性としての多様性を探究しつづ

開過程のダイナミックで創造的で持続的な構

ける
⑤

(59)

(66)

。」

成である 。

指令に対する、協業である。「協業は新

たな合理性の中心的な価値であり、またその

存在論的出発としての構成的権力

(60)

神髄である 。」

かくして「一連の装置を転覆した」と

(67)

、

ネグリは、実に感慨深かげに書いている。構
成的権力は最初から存在するのだ。一つの政
生きた労働、構成的権力 ―新しい存在論的
現実

治的世界は、構成的権力の衰弱によって崩壊

ネグリは、いまや構成的権力の新しい存在

は時間への愛がすべてに対立するのをしかと

論的機能を指摘する。それは構成的権力が、

見届けた。多数性の運動はいたるところでそ

生の新しい世界で、新たな存在を構築し新た

の力を表出した。この大衆の力のなかに存在

な歴史性をつくりだすことである。「力は、存

論的な必然性のしるしをみなければならない。

在の創造的決定の不断の追求のなかにおいて、

自由の歴史は戯言でしかない。解放の歴史こ

さまざまな特異性の協業を通して遂行される

そ、とてつもなく建設的で抗いがたい魅力を

任務である。」新しい存在論的現実においては、

もった脱ユートピアの作動である。こうのべ

「自由、平等、協業、この組み合わせを力の

てネグリは、本章をつぎの言葉で締めくくっ

核心部におけるその存在論的な創設性から切

ている。「力の構成は多数性の解放の冒険その

り離して定義することはできない

(61)

。」

する。1968年から1989年にかけて、われわれ

ものである。」「この力を加速し、その必然性
を時間へのリズムに合わせて解釈すること、
これがわれわれの仕事である

構成的権力と政治的なもののパラダイム
こうして獲得した基盤にたって、われわれ
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(68)

。」

本稿は『構成的権力：近代のオルタナティ

また完全性にほかならないからである(72)」。

ブ』の最終章「力の構成」の文章から抜粋を

秋保は「個別的なものの実在と本質」を記

書き留めながら、以上のように読み進んだ。

述した部分の末尾で、次のように言う。個別

ここに至ってようやくわたしは、ネグリが憲

的なものの本質には「一般性、個別性、肯定

法構成権力の法的概念について批判的研究の

性」という 3 つの契機がある。この三つの契

成果を世に問うたこと、その学術上の意味を

機が合流するのがコナトゥスconatusであって、

改めて吟味したいという思いを抱いている。

コナトゥスは、①自己の実在に固執する力で

これはわたしの、次の仕事である。

あり、②力の自己肯定であり、③身体の現実
的実在の肯定としての精神である

以下では、「方法論探究」に進むことにしよ
う。

(73)

。このコ

ナトゥスの議論は、「スピノザの力の存在論を
個別的なものの場面に展開したものにほかな
らない(74)」
秋保亘の『スピノザ』は、日本語文献の先
行研究に言及している(75)。けれどもそこに、

第２章 方法論探究

ネグリの著作『スピノザ』論の日本語版翻訳
書 (76)は列挙されていない。なぜなのかと考え

１

力の存在論

てみると、一つには、現在日本の哲学者とし
て17世紀の西欧哲学界の業績を見渡すとき、
ネグリのスピノザ論は日本のスピノザ研究サ
ークル

(77)

にとっても異端の書であって、した

ネグリは憲法構成権力を「存在論的出発と

がって無視しても差し支えないと考えたので

して」捉え、「力の構成はマルチチュード（多

あろうか。そうではなく、別の然るべき理由

様な多数者）の解放の冒険そのものである」

があるかもしれない

と主張している。そこでわたしは、スピノザ

ンフォード大学の著名な『哲学事典』で調べ

の力の存在論に立ち返る、その道筋の一つと

てみても、ネグリの著作『スピノザ』論の英

して、最近日本で刊行された秋保亘著『スピ

語版翻訳書が、スピノザ政治哲学の業績とし

ノザ

力の存在と生の哲学

(69)

』に目をとおす

ことにした。

(78)

。けれども例えばスタ

て確かに収録されている

(79)

。わたしはネグリ

の獄中の著作『野生のアノマリー』を、「憲法

秋保亘の『スピノザ』は、スピノザの哲学

構成権力」と題した本誌連載の論文執筆にか

を、「本質」、「実在」、「力能」あるいは「力」

かるさいに目を通し、詳細にノートをとった。

という諸概念に立脚する「力の存在論」とし

今回この著作『野生のアノマリー』を、改め

て読み解く。またそれによって、スピノザの

て最初から通読することにした。その読後感

哲学を生についての思考の要件を満たす「生

を活かして、秋保亘の『スピノザ』について

の哲学」として定式化しようとする

(70)

。秋保

短いコメントを書き留めておこう。

が記述する「力の存在論」は、「スピノザ形而

秋保によればスピノザは、メルロー＝ポン

上学の構造」の中で本質・実在・力能と関連

ティのいう17世紀、「偉大なる合理主義」の時

して論じられており、
「力能としてのpotentia」

代を代表する哲学者だと紹介されている (80)。

について、つぎのように書いている。

この紹介を全面的にここで批判する必要はな

「存在するすべてのものが、別の何かとの

いだろう。しかし秋保亘の『スピノザ』は、

関係なしにそれ自身において考察されれば完

その「偉大なる合理主義」時代を生きたスピ

全性を含んで」いる

(71)

。「というのも、本質は

ノザ自身が、オランダで17世紀の時代精神と
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如何に闘ったか、こういう事実を凝視して彼

の比喩的な表現だろうか。ネグリとハートは

の言説の生成と変容を総体としてみようとは

本書の「序言Preface」で、こう言っている。

していない。

今日指導者たる者の核心をなす役割は 2 つ、
意思決定decision making と集会 assembly で
ある。マルチチュードの集会を組織する指導

ネグリの『野生のアノマリー』によると、

者は、政治的起業者 political entrepreneurs で

「力の存在論」という課題に迫っていくには、

なければならない。だが同時に指導者は、集

つぎの諸点の解読が必須である。箇条書する

会それ自体から距離を保って、指導者と信奉

にとどめる。

し追随する者たち、ルールを作る者とルール

オランダという野生の異形：革命とその
限界、ならびに存在論的な厚み

(81)

。

に従う者たち、これら両者の間の動的な関係
をつくりだすことが避けられない(p.xiv)。こ

『エチカ』における第一の創設と体系の
中断：無限の組織化、想像力・領有化・生
(82)

産力と構成 。

の集会は自発的に秩序を形成する力をもち、
富を生産するために自由かつ平等に協同する。
起業者であることは、この意味で、幸福の天

第二の創設と現実の構成：脱ユートピア
＝解放と制限、構成・危機・企図

(83)

。

使でなければならない(p.xviii)。しかし「新
しい君主」は、個人でも、政党でも、指導部

差異と未来：否定と構成、倫理と政治、
(84)

の会議でもない(p.xxi)。けれども「新しい君

構成と生産 。

主はマルチチュードの情熱の中で誕生し、地

なお、2010年にフランス語で刊行されたネ

平線上に姿を現わしつつある。」(p.xx)

グリの書物『スピノザとわたしたち』なども
ある

(85)

。

こう

述べて、つぎのように言っている。「集会とい
う本書の題名は、協同して出現し、政治的に
協力して活動する権力というものを掌握する
ことを意味している。集会は一つのレンズで

２

マルチチュードの集会

あって、それを通じて新しく、民主的で、政
治的な可能性を認識 するもの なのである 」
(p.xxi)。このあとに、『Assembly』の四部編

位置

『Assembly（アセンブリ / 集会）』と

成からなる本文が続いている。

題するネグリとハート共著の英語版(2017年発
行)

(86)

第Ⅰ部は旧指導者たちの諸問題をとりあげ

は、彼らの共著『帝国』の 3 部作に続く

る。過去の革命博物館に収められたギリシャ

ものである。 3 部作の英語版は、①Empire(帝

神話のケンタウルス《半人半馬の怪物》の戦

(87)

国、2000) 、②Multitude(マルチチュード／

略と戦術を論じた第 2 章がある。ここでは、

(88)

多様な多数者、2004) 、③Commonwealth(コ

運動の戦略とは何かが「問われて」いる。「下

モンウェルス / 共という富、2009)(89)である。

から」とはどういう意味かを論じた社会的生

ネグリとハートは、＜帝国＞を超える革命論

産（第Ⅱ部）では、マルチチュードの起業者

を示した『コモンウェルス』刊行の 8 年後に、

性を取り上げている。そして第 9 章で、社会

『Assembly』を刊行した。

的生産→社会的結合→社会的ストライキとい

彼ら は、この 書物を 締めく くる第 四部 を

う三つの事態の一連の連鎖を示し、こうした

「新しい君主」と題した。このことは、ある

言葉を解釈するという課題を提起している。

意味で、マキアヴェリの『君主論』をわれわ

金融権力と新自由主義統治の問題を論じた第

れに思い出させる。では「新しい君主」とは

Ⅲ部では、マルクス主義者の二つの議論：原

現在のマルチチュードが求める新しい指導者

始的蓄積（第10章）と危機（第11章）が指摘
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されていて、権力を掌握し行使する強い主体

る (94)。ネ グリ とハートの装 置は 、そも そも

を創り出せというメッセージが掲げられてい

「世界観マルクス主義」の21世紀の遺産で最

る。そして新しい君主を論じる第Ⅳ部では、

新版である。このようにMichael Heinrich

コモン(＜共＞the

common)が権力(power)に

(95)

が

指摘したものであると、Chambers は批評する。

優先すること（第13章）、戦争の霧の中で発せ

続いて、コモン（<共> the common ）が権力

られる強い怒りの感情が指摘されており(第14

(power)に優先すること、指導者なき指導者職、

章）、さらに航海図portolanと題する最終の第

戦術と戦略の逆転、そういうテーゼをめぐっ

16章 に は 、 富 、 制 度 、 組 織 、 そ れ に 奨 励

て厳しいコメントを 加えてい る。要する に

(exhortatio)という四つのことが挙げられてい

『Assembly』は「奇妙な願望をこめた気分で

る。

in an odd optative mood 」書かれていると、
Chambers は厳しい批評をしている。

評価

こ れ ら の コ メ ン ト の う ち 、 MacFarlaneと

さて『Assembly』については書評が
(90)

。書評論文にしぼって見てみ

Chambersはいずれも、マルクス主義総体の過

よう。一つは、Christian Fuchs教授執筆の書評

去・現在・未来にかかわる分析・認識・評価

論文である (91)。曰く、本書の問いかけとは、

に焦点を絞り、かつそもそもネグリとハート

「なぜ、きわめて多くの必要性と欲求を訴え

の『Assembly』の諸命題を具体的に批判した

てきた諸々の運動が、持続的な変革を達成す

ものである。だから、この二つの論点につい

ること、また新しい、より一層民主的かつ公

て立ち入った検討をなし、妥当な反批判をす

正な社 会を創設するこ とができ なかったの

る必要がある。だがそれは別の機会にゆずっ

か」ということ、これである。彼は、オープ

て、「力の憲法構成」へ、とりわけ「憲法構成

ンで矛盾に満ちた資本主義総体を論じ、デジ

権力の批判」に進むことにしよう。

いくつもある

タルでかつコミュニケーション主導の資本主
義について力のこもった解説をし、さらに現
実政治の分析にも論究して、マルチチュード

３

力の憲法構成

による革命の展望を示した。本書を手短に正
確に要約して、本書の著者たちが言おうとし
憲法学の対象となる「憲法」の概念は、そ

たこと を上手に解説し ているよ うに思われ
(92)

る

の内包としては、政治・社会の基本構成(con-

。
(93)

二つ目は、Key MacFarlaneの書評である 。

stitution)とそれを貫く精神(spirits)である。こ

彼は、批判的組織学とりわけ経営学の研究蓄

のように考えてみると、つぎことを想起する。

積を記述したなかで、『Assembly』がこれらと

例えば蠟山正道は『アリストテレス全集 15
政治学』の栞の中で、アリストテレスが国

いかなるかかわりがあるかについて言及する。
そうして、『Assembly』が戦略の歴史をマルチ

家と憲法を同一物と見做したとする解釈を示

チュード、とりわけ指導者論と関連づけて転

してみせた。アリストテレスの『政治学

換する提案していることを一定評価する。だ

は憲法の精神論でもあるということであろう

がネグリとハートの戦略論は究極において虚

か。しかし「憲法」概念の内包は人類史のな

偽のユートピアに依拠しており、またレーニ

かで、さまざまな視点から多様な定義のもと

ンの『何をなすべきか』は、今や『何をなす

で規定されてきた。

(96)

』

他方で、「憲法」概念の外延としては、例え

べきだったか』と読み替えなければなないと、

ば歴史の視点から見れば、古代オリエント文

このようにコメントしている。
三つ目は、Samuel Chambersの書評論文であ

化以後の古典古代のギリシャ・ローマの国制、
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ゲルマン民族の国制、中世のマグナカルタ、

革命が引用される。「法用語上の憲法構成権力

近世以来のイギリスの憲法習律や不文憲法、

という主権は、正確に言えばこの例外性に由

近代市民革命後のフランスや米国の成文憲法、

来する。」したがって「権力の掌握」という行

あるいは18世紀の近代憲法から20世紀に及ぶ

為は、その事件の性格によって、勝利した革

現代憲法、こうした諸もろの事例を挙げるこ

命勢力の社会集団であるとか、あるいはそれ

とができよう。

と並ぶ、純粋にその集団の政治的性格と言う

では憲法構成とは何か。まずもって英語や

ものとは、区別される

フ ラ ン ス 語 の constitutionは ラ テ ン 語 の
constitutioの翻訳である。現象学

(97)

(99)

。

しかしながら、「現在の資本家によるグロー

ではconsti-

バリゼーションの諸側面が、近代法の伝統で

tutionの訳語として「構成」が使われてきた。

定義された憲法構成権力の概念の土台を徐々

その基本的な意味は、ばらばらなものを組み

に壊している。」と述べて、ネグリとハートは、

合わせ統一することのほかに、もう一つ、上

こう続けている。「その概念は国民国家の枠組

下の秩序関係におかれると、下にあるものが

みで生成しかつ絶対的な権力である(100)」。「グ

上のものを基礎づける、あるいは根拠づける

ローバル市場の構築が諸々の国民国家の諸権

ことである。フッサールの構成の概念はフラ

力を弱体化し、しかもそれらの立憲的自主性

ンクの指摘以来、意味形成と創造の間を動揺

を減少させた。」もちろん、諸々の国民国家は、

しているとみなされていた。創造は、発生的

重要な法的、経済的かつ行政的な権力を持ち

現象学の発生的構成と解釈できる。契約主義

続けている。しかしながら次第にこれらの諸

をどこまでも排する構成主義は科学の営みを

権力は、「一方では、グローバル統治の構造と

生全体の中でとらえ、基礎づけを「生活世界

制度に従属し、他方では、資本家の世界市場

的基礎づけ」として展開する。ここにおいて

の要求に従属している。」だから「国民国家の

構成概念の外延に憲法構成も組み入れること

領域は、かくして、近代の伝統のなかでは極

にする。これによって、憲法現象の概念が意

めて頻繁に、憲法構成権力の劇場としての役

味形成と創造の間を動揺するとしても、憲法

割をかつて果たしたようには、もはや効用を

構成も発生的構成として解釈することができ

発揮することができない

(101)

。」

る。憲法科学の営みを、現象学の観念を借り

ネグリとハートは、さらに言っている。「グ

つつ、政治的・社会的構成の分析と解釈であ

ローバル資本の経済的構造は、法的かつ行政

ると設定したいのである。

的な装置を飼いならしがちであり ―しかも
次第に吸収しがちである。」だから「社会全体
が新自由主義的合理性と資本家の指令の回路

憲法構成権力の批判 ： A

ネグリとハート

のなかに組み込まれている。」それは「主とし

共著の『Assembly』（2017）に書かれた、彼ら

て金融資本の働きと貨幣の権力を通してであ

の憲法構成権力論を読むことにしよう

(98)

。

る。」こういう次第で、「憲法構成権力が活動

ネグリとハートは、以下のように述べてい

できるはずの自主性のある政治領域という観

る。「近代憲法理論の伝統において憲法構成権

念は、これまで以上 に信じが たいもので あ

力は ―構築され、構成された権力とは対照

る(102)。」 これが、現存する憲法構成権力への

的に―革命的事件を明確に示すのである。」

批判の一面である。

すなわち「革命的事件とは何か」と言えば、
「無から生じる、新しい法秩序を表現するも
の」である。それは「法秩序の例外」であっ

ネグリとハートは、しかしながら、もう一

て、その実例としてアメリカ革命やフランス

つの積極的な側面を指摘する。すなわち「こ
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の時点で、われわれは憲法構成権力という概

「この闘争のサイクルは、マスメディアの注

念を素朴に放棄して、この概念について論じ

目を集める短期間の事件であることを超越し

ないことにすべきであると結論することもで

て、憲法構成権力の多元的暫定性 plural tem-

きるかもしれない。」しかしながら、「そうす

poralities を体現した」のである。だから、

れば、抵抗と反乱の現在の形態と、かつまた

「憲法構成権力は行為としてだけでなく、潜

社会変革にとってそれらがもつ潜在性を理解

在的なものとして表現される ―すなわち、

する重要な手段を、われわれから奪うことに

未来の行動ばかりでなく過去に蓄積された潜

なるだろう。」 「こうしてわれわれは憲法構

在的なもの―」なのだと

(105)

。

成権力を、統合された事件でなく、社会的な

ネグリとハートは、最後をこう締めくくっ

異種混交性をもちかつ一定の期間だけ持続す

ている。「憲法構成権力の多元的、持続的な過

るものであって、複数の、模造可能な、持続

程への移行は、生政治に浸りきった状態を通

的権力として認識することができる。」よく考

じて深化されてきた。憲法構成権力の内容は

えてみれば、「憲法構成権力が統合性を放棄す

生命それ自体になる傾向がある(106)。」

るなら、それは革命的潜在性において、失う
ものよりも得るものが多いのだ(103)。」

「この時点において、持続的で、根底的に
多元的で、かつ生政治の過程として憲法構成

続けて、現状の正しい認識について、次の

権力が再定義された」。だから、「近代の法概

ように言っている。「憲法構成権力の概念を再

念からの距離を、そしてとりわけ憲法構成権

評価する、もっとも有効な手段は、闘争の形

力がもはやいかに代表および主権とは両立で

態を解釈しかつ分析することである。 ―そ

きないかということを、認識するのにこれま

れは生の形態になる傾向があるが ―その闘

でに比べてわれわれ は良い位 置にたって い

争形態は冷戦終結以来開花したものであり、

る。」だからして、「憲法構成権力を認識する

とりわけ、これらの闘争形態は地球規模での

ために、主権権力の例外性ということはこの

公園陣取りと街路占拠の経験の中で2011年以

過剰ということ、すなわち社会的生産および

来発見されたものである。」

協同のオーバーフローする overflowing 性質に

また他方で、例えばつぎのような事態があ
る。
「ラテンアメリカにおける30年に及ぶ憲法

よって置き換えられなければならない
こういうことである

(107)

。」

(108)

。

構成権力の経験 ―それは「政治の自立性」

憲法構成権力への批判：AとBを、同時に包

の観念に基礎を置いた近代の支配的な形態と

括的かつ現実具体的に把握するモデルを、ネ

対照をなすものであって、 ―「政治の自立

グリとハートは見事に示してくれていると、

性」に対して社会的解放の存在論の理論と実

わたしは理解したのである。（続く）

践を優先させるものであった(104)。」
さらに続けて言っている。「社会的解放とは

謝辞

本稿は今回も脱稿直前に大内要三氏に読んで

人種差別と植民地支配、搾取と環境破壊、そ

もらい貴重な助言をいただいた。この旨記して

の地域における帝国主義の破壊的遺産 ―軍

謝意を表する。

事独裁制、繰り返されるクーデター、暗殺、
失踪などからの解放である。」また、「部分的

[凡例]

には、憲法構成権力の近代的定義によって設

『構成的権力』: アントニオ・ネグリ『構成的権力

計された人権から、よりいっそう実質的な観

―近代のオルタナティブ』杉村昌昭・斉藤悦

念である社会権へシフトすることによる。」こ

則訳、（松籟社、1999）。

れが第一の意義である。

Le pouvoir constituant: Antonio Negri, Le pouvoir

第二の意義は、つぎのとおり。すなわち、
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constituant : essai sur les alternatives de la

( 7 ) 『構成的権力』414-5頁。Le pouvoir constituant,

modernité, (Paris, Presses Universitaires de France,
coll. « Pratiques théorique », 1997).

pp. 402-403.
( 8 ) 『構成的権力』415頁。Le pouvoir constituant, p.

Insurgencies: Antonio Negri, Insurgencies : constituent
power and the modern state translated by Maurizia

403.
( 9 ) 『構成的権力』416頁。Le pouvoir constituant, p.

Boscagli; forwarded by Michael Hardt. ( University

404.
(10) 『構成的権力』416頁。Ibid..

of Minnesota Press, 2009).

(11) 『構成的権力』417頁。Le pouvoir constituant,

注

p. 405.

( 1 ) 浦田賢治の論文「憲法構成権力」は本誌『政経

(12) 『構成的権力』418-9頁。Le pouvoir constituant,
pp. 405-406.

研究』に連載された。その(1)はイギリスとアメ
リカの事例研究であり（同誌107号、2017年12

(13) 『構成的権力』417-9頁。Le pouvoir constituant,
pp. 404-406.

月）、その(2)はフランスとロシアの事例研究で
ある（同誌110号、2018年 6 月）。その(3)はイタ

(14) 『構成的権力』420頁。Le pouvoir constituant,
pp. 406-407.

リアの事例研究である（同誌112号、2019年 6
月）。これらに先立ち同「憲法構成権力の概念：

(15) 『構成的権力』421頁。Le pouvoir constituant,
p. 407.

トゥシュネットとネグリ」が公刊された（憲法
理論叢書24、『対話的憲法理論の展開』敬文堂、

(16) Cf. R. Koselleck, Le futur passé, 1990； カン

2016年10月、287-302ページ）。ただし、邦訳書

ト『諸学部の争い』カント全集18（岩波書店、
2002）。Le pouvoir constituant, p. 408.

『構成的権力』から引用する場合にはすべて、
訳者の訳語に従っている。例えば「構成的権

(17) 『構成的権力』421-3頁。Le pouvoir constituant,
pp. 407-409.

力」や「力の構成」など。
( 2 ) Chapitre VII-La constitution de la puissance;

(18) 『構成的権力』423頁。Le pouvoir constituant,

English edition: Insurgencies(1999)では、Chapter
7.The Constitution of Strength. また「多数性と

p. 409.
(19) 『構成的権力』423-4頁。Le pouvoir constituant,

力」は両版とも、Multitudo et potentiaである。

p. 410.

Multitudoは英語ではmultitude、日本語で「多様

(20) 『構成的権力』424頁。Ibid..

な多数者、あるいはマルチチュード」と訳され

(21) 『構成的権力』425頁。Le pouvoir constituant,
p. 411.

る場合もある。potentia は日本語では「力量」と
訳される。またconstitutionという語を「構成」と

(22) 『構成的権力』425頁。Ibid..

訳する哲学思考は、弁証法における「媒介」の

(23) 『構成的権力』426頁。Le pouvoir constituant,
pp. 412-413.

思考を否定し、これにとってかわるものである

(24) 『構成的権力』427-8頁。Le pouvoir constituant,

（注97：現象学）。
( 3 ) 『構成的権力』411-2頁。Le pouvoir constituant,
pp. 399-400.

pp. 413-414.
(25) 『構成的権力』428頁。Le pouvoir constituant,

( 4 ) 『構成的権力』413頁。Le pouvoir constituant, p.

p. 414.
(26) 『構成的権力』428頁。Ibid..

401.
( 5 ) 『構成的権力』413-4頁。Le pouvoir constituant,

(27) 『構成的権力』429頁。Le pouvoir constituant,

pp. 401-402.

p. 415.

( 6 ) 『構成的権力』414頁。Le pouvoir constituant, p.

(28) 『構成的権力』431頁。Le pouvoir constituant,
p. 417, note 1.

402.
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M. Walter, C. Schmitt und B. Spinoza, oder

p. 423. Cf. supra, chap.Ⅰ.

Irritationen im Begriff des Politischen, Paris, 1990.

(40) 『構成的権力』437頁。Ibid..

[訳注]

参照、柴田寿子「構成的権力論と反ユ

(41) 『構成的権力』438頁。Ibid..

ダヤ主義―力と法をめぐるシュミットとスピノ

(42) 『構成的権力』438頁。Ibid..

ザの邂逅」臼井隆一郎編『カール・シュミット

(43) 『構成的権力』439頁。Le pouvoir constituant,
p. 424.

と現代』（沖積舎、2005）所収。同著「スピノザ
の政治思想』（未來社、2000）、『リベラル・デモ

(44)

constituant, pp. 424-425.

クラシーと神権政治』（東京大学出版会、2009）。
『カール・シュミット著作集』（長尾龍一編、田

『 構 成 的 権 力 』 439-440頁 。 Le pouvoir

(45) 『構成的権力』440頁。Le pouvoir constituant,
p. 425.

中成明・樋口陽一・長尾龍一ほか訳、慈学社

(46) 『構成的権力』441頁。Le pouvoir constituant,

(I・II)、2007）
(29) 『構成的権力』431-2頁。Le pouvoir constituant,
p. 417.

p. 426.
(47) 『構成的権力』442頁。Le pouvoir constituant,

(30) 『構成的権力』432頁。Le pouvoir constituant,
p. 418, note 1.

p. 427.
(48) 『構成的権力』443頁。Le pouvoir constituant,

G. Deleuze, 《Le devenir révolutionnaire et les

p. 428.

créations politiques》, Futur antérieur, n°1, 1990,

(49) 『構成的権力』443頁。Ibid..

p.100 sq.

(50) 『構成的権力』444頁。Ibid..

(31) 『構成的権力』432頁。Le pouvoir constituant,

(51) 『構成的権力』444頁。Le pouvoir constituant,

p. 418, note 2.

p. 429.

G. Agamben,《La communauté qui vient, Théorie de
la singularité quelconque》, Futur antérieur, n°1,

(52) 『構成的権力』445頁。Ibid..
(53) 『構成的権力』446頁。Le pouvoir constituant,

1990, p.5 sq.

p. 430.

(32) 『構成的権力』432-3頁。Le pouvoir constituant,

(54) 『構成的権力』446-7頁。Le pouvoir constituant,

p. 419-419.

p. 431.

(33) 『構成的権力』433頁。Le pouvoir constituant,

(55) 『構成的権力』447頁。Ibid.. Cf. l’ œuvre

p. 419.

de M. Foucault, en paticulier ses cours des années

(34) 『構成的権力』434頁。Ibid.. A Gramsci,
Cahiers de prison, cahier 13 (XXX).

70.
(56) 『構成的権力』448頁。Le pouvoir constituant,
p. 432. Cf. A. Negri, Il lavoro di Giobbe,

参照：アントニオ・グラムシ著（村上忠男 編

Milan, 1990.

訳）『新編現代の君主』（青木書店、1994）
Cf. également L. Althusser, 《La solitude de

(57) 『構成的権力』449頁。Le pouvoir constituant,

Machiavel》, Futur antérieur, n°1, 1990, p.26-40.

p. 433. G. Deleuze – F. Guattari, Mille plateau,

(35) 『構成的権力』435頁。Le pouvoir constituant,

Paris,1980.

p. 420.

ジル・ドゥルーズ, フェリック

ス・ガタリ共著；宇野邦一ほか訳『千のプラト

(36) 『構成的権力』435頁。Ibid..

ー：資本主義と分裂症. 上・中・下 』（河出書

(37) 『構成的権力』435-6頁。Le pouvoir constituant,
p. 421.

房新社：河出文庫、2010）。
(58) 『構成的権力』450頁。Le pouvoir constituant,

(38) 『構成的権力』437頁。Le pouvoir constituant,

p. 434.
(59) 『構成的権力』451頁。Ibid..

p. 422.
(39) 『構成的権力』437頁。Le pouvoir constituant,

(60) 『構成的権力』451-2頁。Le pouvoir constituant,
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p. 435.

philosophy. Deleuze's doctoral thesis, published in

(61) 『構成的権力』452頁。Le pouvoir constituant,

1968, calls him "the prince of philosophers".

pp. 435-436.

Nietzsche esteemed few philosophers, but he

(62) 『構成的権力』453頁。Le pouvoir constituant,

esteemed Spinoza.However, Nietzsche never read

p. 436.

Spinoza's works themselves, but learned about

(63) 『構成的権力』454頁。Le pouvoir constituant,

Spinoza from Kuno Fischer's History of Modern

p. 437.

Philosophy. “Baruch Spinoza”：From the free

(64) 『構成的権力』455頁。Le pouvoir constituant,
p. 438.

encyclopedia Wikipedia.
(79) Justin Steinberg,2019, Spinoza’ s Political

(65) 『構成的権力』455頁。Ibid..

Philosophy. Stanford Encyclopedia of Philosophy.

(66) 『構成的権力』456頁。Ibid..

(80) Partout et nulle part, dans Maurice Merleau-Ponty

(67) 『構成的権力』456頁。Le pouvoir constituant,

(éd.), Les philosophes célèbres, Éditions Lucien

p. 439.

Mazenod,

(68) 『構成的権力』457頁。Le pouvoir constituant,

1956.

(Republié

dans

Maurice

Merleau-Ponty, Signes, Paris, Éditions Gallimard,

p. 440.

NRF, 1960, pages 158 à 200.)

(69) 秋保亘『スピノザ 力の存在と生の哲学』（法

(81)『野生のアノマリー』74頁以下、121頁以下。

政大学出版局、2019）[以下、秋保亘の『スピノ

(82) 『野生のアノマリー』134頁以下、148頁以下、

ザ』と略称する]

214頁以下、302以下。

(70) 秋保亘の『スピノザ』vii 頁。

(83)『野生のアノマリー』376頁以下、442頁以下。

(71) 秋保亘の『スピノザ』120頁。

(84)『野生のアノマリー』458以下。

(72) 秋保亘の『スピノザ』121頁。

(85) ネグリ『スピノザとわたしたち』（信友建志訳、

(73) 秋保亘の『スピノザ』208-17頁。

水声社、2011）。『野生のアノマリー』出版から

(74) 秋保亘の『スピノザ』218頁。

30余年経過後に書かれた本書には、「訳者解説に

(75)

代えて」があり、現代思想の見取り図の問題に

研究文献のリストは、 秋保亘の『スピノ

ザ』272-4頁。

至るまで解説されている。参照、エティエン

(76) アントニオ・ネグリ『野生のアノマリー：ス

ヌ・バリバール『スピノザと政治』（水嶋一憲訳、

ピノザにおける力能と権力』（杉村昌昭、信友建

水声社、2011）。また参照、スピノザと現象学を

志共訳、作品社、2008）

対 比 し た Knox
Phenomenology:

(77) 1999年に創刊され現在も刊行中の『スピノザ

Peden,
French

Spinoza
Rationalism

Contra
from

ーナ：スピノザ協会年報』（スピノザ協会発行・

Cavaillès to Deleuze, by Stanford University

学樹書院発売）は、スピノザをめぐる批判的議

Press,2012.
(86) Michael Hardt and Antonio Negri,Assembly,

論をうながすための学術誌だと謳っている。

Oxford University Press, 2017

(78) 19世紀から20世紀にかけてヨーロッパでは、
左翼あるいはマルクス主義の観点からスピノザ

(87)『
〈帝国〉 グローバル化の世界秩序とマルチチ

の哲学に対する関心が極めて強まった。例えば

ュードの可能性』（水嶋一憲ほか翻訳、以文社、

マルクスとそれ以降の思想家の研究動向につい

2003）

て、つ ぎ の よ う な 学 説 史 的 記述が ある。 Karl

(88)『マルチチュード 〈帝国〉時代の戦争と民主

Marx liked Spinoza's account of the universe,

主義（上下）』；水嶋一憲・市田良彦 監訳、幾島

interpreting it as materialistic.The philosophers

幸子訳、NHKブックス、2005）

Louis Althusser, Gilles Deleuze, Antonio Negri and

(89)『コモンウェルス 〈帝国〉を超える革命論

Étienne Balibar have each drawn upon Spinoza's

（上下）』（水嶋一憲監訳、幾島幸子・古賀祥子
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訳、NHKブックス、2012）

の解釈学的現象学である。だが第二次世界大戦

(90) Key MacFarlane, Bruce Baugh,

後、フランスで現象学は発展した。

(91) Pro Christian Fuchs：https://westminsterresearch.

(98) Michael Hardt and Antonio Negri, Assembly,

westminster.ac.uk/researcher/8873w/

Oxford University Press, 2017: pp32-37,「第3章

(92) Christian Fuchs, “ Reflections on Michael
Hardt and Antonio Negri’s Book “Assembly”

反ルソー；あるいは主権の終焉のために」
(99)

Article in TripleC 15(2)：851-865·October 2017

原注13：ハンナ・アレントは、『革命につい

て』の中で、憲法構成権力の政治的性格を強調

： https://www.researchgate.net/profile/Christian_Fu

している（On Revolution, Viking, 1963）。

chs4

Assembly, p.302.

彼はロンドンの University of Westminsterで、

(100) 原注14：See Carl Schmitt, Constitutional Theory,

Communication and Media Research Instituteの所長

Duke University Press,2008. Ibd..
(101) Assembly,pp.32-3.

である。
(93) Key MacFarlane, “Reassembly: A Review of

(102) Assembly,p.33.

Assembly by Michael Hardt and Antonio Negri,”

(103) Ibid..

in: Organization Studies, Vol.40(12)1897-1902,

(104) Assembly,p.34.

2019. 彼は、University of California, Santa Cruz,

(105) Assembly,p.36.

History of Consciousness, Graduate Studentである。

(106) Ibid..
(107) Assembly,p.37.

(94) Book Review: Assembly by Samuel Chambers,

(108) ネグリとハートの憲法構成権力への、批判的

Johns Hopkins University, USA, in Political

組織論の立場からする書評には、つぎのものが

Theory, 2019, Vol.47(5) 727-772.

ある。Joshua Smeltzer, Book Review: Assembly

彼は米国の

Johns Hopkins Universityの政治学教授である。

by Michael Hardt and Antonio Negri,January

(95) Michael Heinrichはベルリン技術経済大学教授

31,2018 https://blogs.lse.ac.uk/lsereviewof books/

で、左派理論雑誌『PROKLA』の編集委員。彼

20

18/01/31/book-review-assembly-by-michael-har

によれば、カール・カウツキーに代表される

dt-a nd-antonio-negri/

「世界観マルクス主義」は、極度に単純化され
た唯物論・ヘーゲル哲学・マルクスの概念装置
でもって世界観を説明している。また粗暴な経
済主義論をとり、資本主義の終焉とプロレタリ
ア革命を必然的に始まる出来事とみなす、誤っ
た歴史決定論である。なお、彼には邦訳書『
「資
本論」の新しい読み方 21世紀のマルクス入門』
（明石英人ほか訳、堀之内出版、2014）がある。
(96) 『アリストテレス全集 15 政治学』山本光雄
訳 河出書房、1951年（ただし早稲田大学図書館
が新型コロナ感染症対策で閉鎖中のため、この
栞の記述を再確認することができなかった。
）
(97) 「現象学」には三つの学派があるとされた。
①ヘーゲルの弁証法的現象学（『精神現象学』
1807年刊行）、②フッサールの超越論的現象学と
後期フッサールの発生的現象学、③ハイデガー
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（うらた

けんじ

早稲田大学名誉教授）

斎藤重雄先生を悼む追悼文
─ サービス論の歩みと功績 ─
櫛 田

豊

2020 年 1 月 10 日に急性膵炎による多臓器

究会を通じ、先生と私の間で「サービス論の

不全のため斎藤重雄先生が急逝された（享年

基本認識の一致」を確認できたことは大きな

84 歳）。年末の 12 月 26 日に急遽入院の連絡

成果であった。斎藤先生が主催したこの研究

を受けてからわずか 2 週間の出来事であった。

会にはサービス論の当時の若手研究者が集ま

12 月中頃までは、サービス論のいくつかの論

った。佐藤拓也氏（中央大学）、貝塚亨氏（日

点をめぐりサービス論勉強会の仲間とパソコ

本大学非常勤）、立石昌弘氏（長野県短期大

ン上で意見交換を繰り返し、年明けにあらた

学）、長田浩氏（兵庫県立大学 ）、姉歯 暁氏

めて議論を再開しようと誓ったばかりであっ

（駒澤大学）である。活発な議論と意見交換

た。また、趣味のゴルフでは健康管理のため

を通じサービス論について皆が認識を深める

と称され月 2 回はグリーンでプレイされ、12

ことができた。研究者の間でサービス論の基

月 20 日に日大のゴルフ仲間とプレイしたばか

本認識は必ずしも一致していなかったが、先

りであったそうである。このように先生は、

生は懐の大きさでその相違を包み込みサービ

入院直前まで好きなゴルフで健康に過ごされ、

ス経済に問題意識をもつ若手研究者を育てた

サービス論でも仲間に対して積極的に持論を

と言える。その成果は斎藤重雄編『現代サー

展開されるなどお元気であり、私は突然の知

ビス論』（2001 年創風社）の共著となった。

らせを受けて絶句するばかりであった。

この研究会は 5 年間で終了したが、先生と
私の交流は「サービス論の基本認識の一致」
をベースに、その後より密接になっていった。

１．サービス論の共同研究者としての歩み

当時、サービス労働価値不生産説を主導して
いた金子ハルオ氏（都立大学）、またサービス

斎藤先生は、私とのお付き合いが始まる前

労働価値生産説を展 開してい た刀田和夫 氏

に、すでに単著として『国民所得論序説』（時

（九州大学）、飯盛信男氏（佐賀大学）などの

潮社 1984 年）、『サービス論体系』（青木書店

論客に対し、先生と私はともに論陣を張った。

1986 年）を発表されていた。早稲田の大学院

論文による双方の相互批判というかたちをと

時代に私はサービス論に関する拙論を発表し、

ったが、先生と私は発表を予定した論文の草

それが先生の目に留まり、書簡による意見交

稿段階で互いの原稿に眼を通し、入念な意見

換を交わしたことがお付き合いの始まりであ

交換を経たうえで完成版とした。このような

った。そして、その書簡による意見交換が機

共同作業は 10 年以上も続いた。その間に発表

縁となって、今から約 25 年前の 1997 年に、

した論文を纏めるかたちで、先生は単著とし

日本大学経済学部・経済科学研究所による現

て『現代サービス経済論の展開』（2005 年創

代サービス論の共同研究（
「現代サービスの理

風社）、『現代サービス経済論入門』（2007 年

論的・実証的研究」）に私を誘って頂いた。研

桜門書房）、『所有と サービスの基礎理 論』
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（2008 年桜門書房）を著し、私も『サービス

教育・医療・娯楽等の対人サービス部門に

と労働力の生産』（2003 年創風社）、『サービ

従事する労働者は、今日では就業人口全体の

ス商品論』（2016 年桜井書店）を著した。先

なかで約 3 割を占めるに至り、商業・金融部

生と私がこうした共同作業をつうじて築き上

門も含めると全体の過半を越える。こうした

げた学説は「サービス労働・労働力価値形成

財貨部門以外の労働の性格をどう捉えるかは

説」と呼ばれ、マルクス経済学系統の学界の

理論的に重要な課題になっている。対人サー

なかで有力な見解の 1 つになるに至った。今

ビスが支配階級の奢侈的消費の範囲に止まっ

にして思えば、成長期にあった私は当然であ

ていた時代には理論的に「まったく無視して

るが、円熟期にあった先生も研究者として一

よい」ですまされるが、今日それは賃金労働

番充実していた時期であったのではないかと

者階級にとって必要不可欠な労働となってい

思う。

る。対人サービス労働の性格については、概

2010 年代の晩年になると、先生は退職され

念として十分に確立されていなかった“マル

たせいもあり、公に論文を発表する機会はめ

クスのサービス”に依拠するのでなく、労働

っきり少なくなった。それでも、サービス部

過程論また商品論の視角からあらためて当否

門を不生産部門として捉える考え方に疑問を

を考察する必要がある。これが斎藤先生の到

もつ仲間を集め、不定期ではあるが勉強会を

達点であった。

主催した。この仲間には、常時参加するメン

先生は、“マルクスのサービス”の曖昧さを

バーとして、土井日出夫氏（横浜国大）、枝松

めぐって、私たち仲間によく次のように語っ

正行氏（関東学院大非常勤）、阿部浩之氏（埼

ていた。学問に金科玉条のような完璧さはな

玉大非常勤・精神科医）がいた。勉強会をベ

い。現実に照らし合わせて不十分な個所は手

ースにした意見交換は、先生が亡くなる直前

直し・修正されねばならない。それは古典派

まで継続した。2020 年の新年が明けたら議論

経済学から労働価値論を批判的に摂取し発展

を再開しようとメールで皆に伝えて下さって

させたマルクス自身の望むところでもあるは

いたので、それだけは心残りであったと思う。

ずだ。
（2）対人サービス労働の生産物

２．サービス論の基本認識

斎藤先生と私は、まず、教育・医療等の対
人サービス部門は人間を労働対象にする労働

（1）マルクス「サービス概念」の限界

過程であると捉えた。次に、この視点をベー

先生は、マルクスが使用したサービスとい

スにして、対人サービス労働の生産物は人間

う用語は“役立ち”という意味の域を出ず、

の内部に存在し、この生産物を先生は“人間

サービス労働は概念として確立していなかっ

生産物(３)”、私は“人間の能力”であるとした。

たとする。サービス労働は「資本主義的生産

生産物の表現の仕方に差異はあるが、教育・

の大量に比べれば、全体として、あるかない

医療等の対人サービス部門には人間を対象に

かの大きさである。それゆえ、このような労

した労働過程が存在し、その生産物は人間の

働は、まったく無視してよい……

(１)

」とマル

内部に存在するとした点で、先生と私の基本

クスは締めくくるが、現代の対人サービス部

認識は一致した。その上で、“人間生産物”ま

門の大きさをみれば、それは「マルクスの限

た“人間の能力”は、労働対象になる人間自

界を意味し、マルクスの時代そのものの限界

身の消費活動（学生自身の学習や患者自身の

すなわちマルクスの思考への制約を意味して

療養）によっても生産されるという特徴があ

いる

(２)

」とする。

ることを踏まえ、対人サービス部門は労働と
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消費活動による共同生産過程であり、生産物

金融、運輸、財貨の修理等と一緒に広い意味

は“労働と消費活動による共同生産物”とい

でのサービス業に含められている。つまり、

う特殊性をもつ。そして、生産部門として等

この二分法は、斎藤先生が主張される“物の

しく捉えるとはいえ、この特殊性が対人サー

経済と人間（能力）の経済

ビス部門を財貨生産部門と異なるものにする

ていない。この二分法の源流は、近代経済学

という点の認識も一致した。

における「サービス（用役＝役立ち）」あるい

(４)

”の区分に従っ

思い返せば、広い意味で労働力を労働生産

は「無形生産物」のいずれかにある。しかし

物として捉える着想は、私が大学院生時代の

先生は、これらはいずれも財貨生産以外の産

頃から抱いていた。しかし、この着想は、人

業の活動あるいはその成果に対する残余規定

間を物として扱う資本主義の物象化された視

に過ぎず、極めて曖昧な規定であり、“物の経

点に捉われており、広い意味でも間違ってい

済と人間（能力）の経済”を区分基準に再整

る。一言で言えば“経済学の常識を逸脱して

理すべきであると主張された(５)。

いる”といった具合で、当時の研究者仲間か
らの評判はすこぶる悪いどころか散々であっ

（2）刀田氏・飯盛氏との論争と成果

た。その後この着想を捨てきれずにいた私に、

広い意味でのサービス業を「包括的な研究

大きな力を与えてくれたのが斎藤先生との出

対象」にしてサービス部門の価値形成性を主

会いであった。先生との出会いは、この着想

張していたマルクス経済学系統の学説、刀田

を出発点にして対人サービス部門の基本認識

和夫氏の無形生産物説、飯盛信男氏の有用効

をともに確立するに至り、サービス経済理論

果生産物説を鋭く批判され、相互に論争を繰

のなかで有力な学説の一つに発展させること

り返した 。

(６)

先生と私は、無形生産物また有用効果の実

に繋がった。今日、私たちの基本認識に対し、
部分的ではあるものの少しずつ賛同者が増え

体は労働あるいは労働過程そのものであり、

てきている。

両氏は労働あるいは労働過程を労働生産物で

教育、医療、福祉、娯楽等の現実の対人部

あると主張しているに等しく、理論的に認め

門の経済過程を考察すれば、そこに人間を対

られない、とした。とりわけ飯盛氏は、労働

象にした労働過程が存在するとした私たちの

過程は存在するがそこに労働対象が存在しな

理論は、けっして無理な抽象ではなくむしろ

いことがサービス業の共通の特徴で、それゆ

現場の当事者感覚に合致した。それ故、対人

え有用効果が生産されるとまで主張された。

サービス労働を“消費労働”と呼び、事実上、

しかし、修理業では修理の対象になる財貨、

対人サービス部門には人間に有用な変換を与

医療では治療を受ける患者が労働対象として

える物質代謝過程＝労働過程は存在しないと

存在することは事実認識としても正しく、前

する金子ハルオ氏、渡辺雅男氏（一橋大学）

者は有用効果でなく財貨の追加的生産という

に代表される見解に比べ、斎藤・櫛田説の方

財貨部門であり、後者は有用効果でなく人間

がより説得力をもったと言える。

（能力）を生産するサービス部門であると応
じた。
両氏との論戦はそれぞれ数回にわたり繰り

３．サービス論の基本認識から導かれる論点

返された。今思い返すと、この論戦をとおし
て、先生と私のサービス論の基本認識が精緻

（1）現行産業分類に対する批判

化していった。私たちと方向性は違ったが、

現行産業分類では「財貨とサービス」とい

両氏とも曖昧な“マルクスのサービス”に気

う二分法により、対人サービス部門は商業、

付き、そこから決別して、サービス部門の価
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値形成性を説くために独自のサービス概念を

を自然の大地等の価値をもたない擬制的商品

探求された点は高く評価しなければならない。

と同列に扱ってよいのか、と応じたが議論は

刀田氏は、亡くなる直前の私たちとのやり取

平行線のまま終わった。今日の対人サービス

りのなかで、対人サービス部門では無形生産

部門の拡大・発展を背景にして、この問題に

物でな く、サービス提 供者が顧 客の労働力

対して次のように言うことができる。労働力

（商品）を生産することを認めるに至った、

商品価値が人間の内部に存在すると捉えられ

と先生自身が著書で述べている

(７)

。また、私

るか否かは、対人サービス部門において、人

の勝手な推測と思いであるが、飯盛氏の最後

間を労働対象にする労働過程が存在すると認

の著書 『サービス経済 の拡大と 未来社会』

識できるか否かにかかっている。それが肯定

（2018 年桜井書店）が説く未来社会論は、人

されれば、生産物は人間の内部に存在するか

間そのものの成長が目的になる自由の王国の

ら、労働力価値も人間の外部でなく内部に存

実現であり、それを担うのは医療・福祉・教

在するのである。

育・文化・環境などサービス部門の拡充にこ
そあると説いている。これは、サービス経済

（2）価値形成労働の成立条件

論を展開する意義として斎藤先生と私が考え

この問題は、仮に対人サービス部門に労働

ているところと同じ認識である。先生は亡く

過程の存在を認めたとしても、その成果であ

なる直前まで、お二人がもし存命であればよ

る生産物にバラツキが大きいため労働価値論

り有意義な議論が展開されたであろう、とし

の適用は困難とする批判である。“生産時間と

きりに語っていた。

再生産時間の非照応”（渡辺雅男氏）
、“一定の
成果を上げるための 労働時間 が確定しに く
い”（佐藤拓也氏）といった論拠で対人サービ

４．サービス商品をめぐる論点

ス部門の価値形成性を否定する。先生は、「生
産に要する労働が時間的に単純比例的である

（1）サービス商品価値の所在

か否か、等は諸生産物の特性によるものであ

対人サービス労働の生産物は“人間生産物"
また“人間の能力”であるから、サービス商

り、これらは労働が価値を形成するか否かと
は無関係である(８)」という見解を示した。

品の価値（移転価値と新価値）はこれらの商

私が今思うに、この問題の論点は、対人サ

品実体（使用価値）に担われる、これが先生

ービス労働の生産物である“人間生産物”ま

と私の結論であった。そして、この価値を近

た“人間の能力”を再生産可能な商品と捉え

似的に労働力の価値として捉えれば、労働力

られるか否かに係っている。たとえば、死ん

価値は労働力そのものに担われ人間内部に存

だ巨匠が描いた名画や大地などは再生産不可

在するということになる。これに対し、労働

能であるから、生産費とは無関係にその絵や

力価値は労働力そのものには担われず生活手

大地に対する需要によって価格が決まる。し

段価値として存在するから（金子ハルオ氏）、

かし、対人サービス労働の生産物をこのよう

また労働力はそもそも擬制的商品であるから

な再生産不可能な商品に等しいと考えるべき

（飯盛信男氏）、という論拠で斎藤・櫛田説は

ではない。なぜなら、教育、医療、福祉、娯

成り立たないとした。

楽等で日々再生産が行われているのは明らか

先生と私は、両氏とも労働力商品という用

であり、しかも中長期的に見れば統廃合等に

語を使用しているが、商品価値がその商品実

より生産量・供給量の調節もなされているか

体（使用価値）に担われないものをそもそも

らである。サービス商品は人間を対象にした

商品と呼んで矛盾を感じないか、労働力商品

共同生産であるが故に生産量のバラツキが大
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きいが、生産によって供給を調節し得る商品
なのである。そして、サービス商品は再生産
し得る商品であるが故に、労働価値をベース
にした生産費によって商品価値が決まる。す
なわち、サービス商品に労働価値説は適用で
きるのである。

5．おわりに
“櫛田君、この問題の本質は何かね？”と
先生からよく尋ねられたことを思い出す。物
事の今ある表象や常識にとらわれないことが、
先生の研究者として基本スタンスであった。
先生のこうした教えのお蔭で、問題を再考し、
新たな認識に至ったことが多々ある。感謝の
言葉もありません。サービス論争に係ってお
よそ 50 年に及ぶ先生の遺した足跡と功績を駆
け足で記した。これから私たちは、先生が築
かれてきた業績とその研究への意思を継承し、
労働価値説に基づくサービス論の発展に力を
注ぎたいと考えています。ご冥福を心よりお
祈り申し上げます。
注
(1)『直接的生産過程の諸結果』国民文庫、119 頁。
(2) 斎藤重雄『サービス論体系』106 頁。
(3) 斎藤重雄『現代サービス経済論の展開』66 ～
72 頁。
(4) 斎藤重雄『所有とサービスの基礎理論』224 ～
229 頁。
(5) 同上、260 ～ 271 頁。
(6)『現代サービス経済論の展開』49 ～ 90、257 ～
335 頁。
(7) 同上、66 頁。
(8) 同上、144 頁。

（くしだ

ゆたか

青森大学）
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■論文■

中国における金融自由化についての一研究
─ 金利市場化を中心に ─

孫

智

《要旨》

中国における金利自由化と金利市場化は、独特の金融制度に基づく自由化と市場化であり、両者とも国
家の厳格なコントロール下で実施されたことに特徴があった。特に、後者の金利市場化は、実施段階に入
った後でも、なお中央銀行を通じた国家のコントロールが強い影響力を及ぼし、そのため、完全な金利市
場化達成にはなお時間を要すると見込まれる。このような移行期の金融システムでは、金利自由化と金利
市場化は同一のプロセスではなく、金融自由化における相違した二側面として進行した状況を特徴とし、
したがって、中国の金利規制が全廃されたとしても、金利市場化はなお未完成であり、その原因を解明す
ることに本稿の目的がある。
中国は、2015年に預金金利の規制を廃止し、これ以降、金利自由化は単なる金利自由化から金利市場化
の段階に入ることになる。だが、この金利自由化と金利市場化の相違に関する研究は少ないだけでなく、
この金融自由化の二側面の本質的区別と関係についての研究も管見の限り見当たらない。
本稿は、国際的視野に立ち、世界の金融自由化における金利市場化の状況、とりわけ、その代表的な事
例として日本の金利市場化のケースを検討しつつ、中国における金利市場化の必要条件、コアの内生動力
などを明白にする。なお、本稿では、筆者の実務経験を通して、中国の銀行システムの金利市場化におけ
る実務対応策についても付言してある。

88年)、(3)資本市場の初期形成(1980年～92

目 次
はじめに―中国における金融の自由化
金利の自由化と金利の市場化
中国の金利市場化における内生動力
中国における金利自由化と金利市場化のプ
ロセス
５ 中国の金利市場化の現状、問題点と今後の
課題
６ むすび
１
２
３
４

年)、(4)現行の金融体制の形成(1992～)に区
(1)

分される 。
本稿の検討対象である金融市場における金
融自由化と金融市場化は(4)の段階に入ってか
ら開始された。まず、金融自由化は、1994年
に中央政府が方針を決定し、 2 年後の1996年
に銀行間短期金融市 場（イン ターバンク 市
場）分野での実施により、口火がきられた。
本格的な金利自由化は、2012年、預金金利規
制の緩和（フロート制導入）を出発点とし、

1．はじめに

その後、金利規制の廃止が軌道に乗ることに

―中国における金融の自由化

よって進展した。この金利自由化は、2013年
に貸出金利が自由化され、2015年以降加速さ

中国における現行の金融システムは、社会

れ、同年に預金金利の規制も廃止され、かく

主義計画経済の市場経済化への移行期を通し

して金利自由化は完了した。そして、2016年、

て生成してきた。この変化は、次のような 4

金利市場化が遅れ馳せながら着手されたので

段階、すなわち(1)早期の変質（計画経済から

ある 。

(2)

市場経済への質的な改変)(1978～84年)、(2)

金利自由化が達成された現在、中国の銀行

多元的金融機関と中央銀行体制の形成(1984～

の預金金利と貸出金利は、実際には中央銀行
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の基準金利（公定歩合）を基に金融政策によ

ある。この金利市場化は、先行の金利自由化

って規定されていて、その上下一定の範囲内

の過程から自立するものであり、それ独自の

でのみ変動が認められており、この金利幅区

仕組みを組成しない限り、金融市場化の完成

域は「金利回廊（Interest rate corridor）と呼ば

は、達成困難である。このことを解明する点

(3)

れている 。しかし、この金利変動幅の制限

に本稿の目的がある。

は、従来の金利規制の緩和のためのフロート
制の変動幅制限とは本質的な相違がある。「金
利回廊」（変動幅の制限）は、市場金利と連動
し、均衡金利が形成されるが、フロート制の

2．金利の自由化と金利の市場化

変動幅は、基準金利を中心に一定の自由度を
付与するとはいえ、その変動幅は金融政策の
手段を通じて、政府の意向を受けて中央銀行

金融自由化における最も核心的な内容は金

が調整することによって経済に影響を与えよ

利自由化である。経済が発展する過程におい

うとするものであって、市場金利とは連動し

て、金融規制が発生する。これを解消するた

ない。

めに、金融自由化を行い、最終的に金利も完

貸出金利や預金金利の調整が、各銀行の預

全に自由化され、市場で金利が決められるよ

金総量の一定比率に制約された貸出規模を決

うになる。しかし、金利の市場化を金利自由

(4)

定する管理方法 などの行政管理から市場金

化と同義に理解する者が多いが、両者は区別

利操作に切り替えられたとしても、金利市場

すべきである。これまで金利自由化を実施す

との連動作用に効果がなければ、金利市場化

る際の景気の状況、自由化の経路、金利自由

の進行とはいえないのである。

化における金融監督の不備などが論じられて

2015年、金利自由化の完成と金利市場化の
開始以降、中国の金利は中央銀行の統制する

きたが、金利自由化と金利市場化の区別につ
いての研究は行われていなかった。

行政用の基礎金利と市場に連動する基準金利

金利市場化には、単純な制度規制の撤廃の

との 2 本立てとなったが、これは中国語で平

みではなく、市場が機能するための条件を整

行する 2 つの金利システム（Dual System）と

えることが必要である。以下において金利自

いう意味の言葉で「双軌制」といわれている。

由化と金利市場化の概念について簡単に説明

2019年、人民銀行貨幣政策委員会議（通年度

し、市場化のコア問題としての市場化におけ

に 4 回開催）は、貨幣政策の波及経路および

る市場主体の内生動力問題は別条目を設けて

市場金利の仕組みに関して、資金経路の錯綜

3 において述べたい。

により金融政策の目的達成が有効に機能して
いないと強調し、今後の金融政策の改革の中

(1) 金利自由化

心に金利市場化の推進を掲げた(5)。
2018年、「貨幣執行報告」（年に 4 回）の中

規制金融体制とは以下のようなものである。

で、第 1 、第 2 と第 4 の「報告」にわたって
金利市場化を取り上げ、 2 本立ての金利「双

金融当局あるいは金融組織によって、規制の

軌制」を一本化にすることが提案され、2019

方式で預金金利と貸出金利が定められる。ま

年以降は金利市場化を根幹に設定している(6)。

た預金金利のみを規制し、貸出金利変動をフ

以上のプロセスから明らかなように、中国

ロート制（上下限内でのみ変動可能）とする

の金融自由化は金利自由化が先行して完成し、

方策などもある。金融安定と人為的低金利政

金利市場化は依然として未完成の展開途上に

策を実行するために、金利規制を実行する国
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が多い。人為的低金利政策は、資金のコスト

段階的に金利規制を廃し、進展状況と経済的

を下げ、資金を成長部門に優先的に供給する

な影響度を見ながら、次の規制緩和を進めた。

ことを指すものであり、資金供給の不足のも

漸進式の金利自由化は、金融体制上の継続性

とで資金の割り当てをもたらす。政府は資金

を維持しながら、徐々に新体制に切り替えた

を割り当てる権利の行使者として、資金を想

ことが特徴である。日本のほか、ドイツ、イ

定される経済成長部門に優先的に配分するな

ギリス、アメリカなども漸進的な金利自由化

どによって、経済の継続的な高度成長を確保

を採用した。

する。

しかし、発展途上国の一部においては、社

しかし、低金利政策は一定の条件がないと、

会制度の切り替えなどによって、金利体系の

有効とはならない。その第 1 条件は資金が単

継続性を無視して、一気に旧制度を廃止し、

一の金融体制の中で移動することである。第

自由金利を導入する事例もあったが、失敗の

2 条件は国際的に内外の資本移動を遮断する

事例がしばしば発生した。南アメリカのチリ

ことである。第 3 条件は金融市場間を分断す

とロシアは急進式の金利自由化を採用した。

ることである。

そして両国においては、物価高騰と貨幣の切

低金利政策は預金者に正常な市場金利より

り下げによって、金融危機が発生した(7)。

低い金利を与え、企業のコストを低下させ、

金利自由化の経路については、自由化の優

投資を促進し、経済成長につながる投資を助

先度が問題となる。長期商品と短期商品、預

長するシステムである。しかし、低金利は実

金金利と貸出金利、大口と小口、定期預金と

質的に預金者の損失となるので、高収益を追

普通預金などについて、どの金利を自由化す

求するために、預金者は正規の金融機構以外

るかについての優先度と順位を選択すること

に投資することになる。その結果はシャドー

が問題となるのである。異なる商品の経済に

バンキング現象の出現、銀行預金の減少など

与える影響は相違するから、経済効果を考慮

となり、マクロ経済的にみると、経済の構造

しながら、商品ごとに順次に自由化すれば、

的な問題も生じてくる。したがって、金利規

経済安定と効率化のバランスがとれるように

制体制を取り除き、市場の競争によって、供

なると考えられる 。

(8)

給と需要の均衡に基づいて市場から生成され
る均衡金利を使用することが必要となる。規
制金利体制から市場金利体制への金融体制の

(2) 金利市場化

変革は金利市場化と言われる。その変革は、
前半と後半に分けられる。前半は金利の規制

金利自由化の後に金利市場化が行われる。

を撤廃する過程であり、私はこれを金利の自

金利市場化は一気に完成することではなく、

由化と呼ぶ。後半は金利の市場機能が有効に

一定の過程を経て完成することとなる。その

なり、市場金利に関連するメカニズムが機能

中には早期の市場化準備期間と内生動力の発

化となるから、私はこれを金利の市場化と呼

生期間などがある。市場化早期の準備期間は、

ぶ。

以下の特徴をもつ。 1 つ目は、短期（コール

金利自由化については、自由化のあり方を

市場）金利を引き続き中央銀行が直接コント

めぐって様々な方式があり、その実施にあた

ロールする。 2 つ目は、金利市場化の過渡期

っては漸進方式と急進方式の選択、自由化の

金利（中央銀行が公表、市場金利を参照する

優先順位の選択が問題となる。

金利）が実行されることである。

日本は漸進的な金利自由化を行った国であ

金利市場化早期の準備期間には中央銀行は

る。市場化の前の自由化の段階においては、

引き続き金利をコントロールするである。し
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かし、このコントロールは規制金利のときの

じる原動力がなければ、市場金利の変動など

コントロールとは本質的に違う。金利市場化

が銀行の行動に波及しないのであり、この原

早期の準備期間のコントロールにおいて、普

動力の引き出しは金利市場化の重要なポイン

通預金の金利規制を含む、すべての金利規制

トとなる。この原動力を私は金利市場化の内

が撤廃される。金利市場の参加者が正確な市

生動力と呼ぶ。この内生動力には金利裁定と

場参加のスタンスを備えないと、市場は正し

直接関連がある。

く機能しないから、この期間に、市場参加者
の学習が行われる。したがって、市場が正常
に働くようになるまで、中央銀行は市中銀行

（1）
内生動力と金利の裁定

の準備に対する圧力の調整、既存の基準金利
の調整などによって、市中銀行に金利市場の

市場金利内生動力とは、市場金利決定の重

認識と予測を誘導する。金利市場の機能化に

要参加者としての市中銀行が、利益最大化に

よって、金利市場の参加者は短期金利の認識

よって銀行行動指針を定め、市場変動に応じ

の変化によって、長期金利の形成にもより敏

て銀行の経営を行う活動方式である。規制金

速かつ大幅に影響を与えるようになる。中央

利制度の場合は、銀行は金融規制を受けて、

銀行は従来の金利をコントロールする考え方

規模最大化の行動を採用した。長期的に利益

を改め、この市場反応を容認することもあり

最大化を求め、短期的に量的な競争を行った。

うる。また、日本の経験によれば、金利市場

銀行の資産は利ザヤが大きな貸出資産を中心

化期間に、金融政策の中間目標として、単一

とし、貸出を確保するために、債券市場とコ

の通貨 集計量に絞った 「シング ル・スコー

ール市場に参入した。貸出金利は硬直化して、

プ」ではなく、「マルチ・スコープ」の設定が

中央銀銀行が公表した基礎金利に沿って定め

(9)

られた。

重要である 。
金利市場化の早期準備期間が完成すれば、

金利市場化が完成すれば、金利の直先もの

金利市場の参加者は内生動力（本稿の 3 を参

のスワップなどの金利裁定活動により、現先

照）が十分に生成し、金利市場の変動は市場

金利の関係が構築され、銀行は市場金利の波

参加者の貸出金利と預金金利に十分に反映す

動関係を作り出し、顧客ごとに分析（貸出調

るとなる。中央銀行がコントロールする短期

査）し、アベイラビリティ（貸出圧力）が形

金利の波及経路が形成される。

成される。銀行はコール市場を中心に資産負

金利市場参加者の内生動力の生成が十分か

債を総合管理（ALM）することとなる。した

どうかは、市場参加者の広さと深さによって

がって、

判断される。その育成は、市場参加者の内部

後では銀行の行動方針と行動が大きく変わる。

のように、金利市場化の前と

変革によって行われるのである。

この変化によって市中銀行は、利益最大化を
もとめて経営活動を市場の変化に追随させる。
これは金利市場化の市場主体の内生動力とな

3．中国の金利の市場化における内生
動力

る。
市場化した金利の形成には、金利裁定の機
能化が重要な役割となる。規制金利の場合は
金融政策を実施するために、金利裁定は禁止

金利市場化においては市場化の重要参加者

されたが、市場金利の場合は、市場金利のメ

としての市中銀行の市場化の内生動力が重要

カニズムを有効にするために、金利裁定が市

である。市中銀行がその外部の環境変化に応

場間の均衡金利を出現させるのであり、市場
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主体（市中銀行な
ど）が内部の資産
配置と銀行貸出金
利と預金金の形成
など各面の行動の
動力となるのであ
る。
金利裁定の原理
についての研究は
少 な い 。 Shleifer
and Vishny (1997)
は金利裁定の限界
を論じた論文にお

出所：著者作成

いて、金利の裁定
について、そのコストと裁定のリスクを示し
て、金利裁定の限界について述べた

(10)

よって判断できる。

が、金

市場の参加者が金利裁定をどれだけ行うか

利裁定が発生する過程と原動力については明

は市場の発展の度合いによって規定される。

らかにしなかった。

規制金利の場合は、非金利裁定のベースに基

2 つの市場間における金利ギャップがあれ

づいて内部構造ができているので、金利裁定

ば、投資者は、債券の売買を行う。これによ

の動力が発生せず、いくら外部の金利を自由

ってギャップが収束し、最終的にはゼロにな

化しても、正常の金利裁定行動は発生しない。

る。これが金利の裁定である。

金利裁定が十分にあれば、同一商品の金利

代表的な市場としては、①コール市場（有

差はなくなり、異なる商品間においては、リ

担保・無担保）、②外国為替市場、③為替スワ

スクの相違が金利差に反映される。リスクを

ップ市場、④レポ市場、⑤短期国債市場、⑥

分散するために、アセット・マネジメントを

CP・CD市場、がある。これらの市場の中で

行うので、資産構造が構築される。市場金利

も、とくに内外の銀行が超短期の円資金調達

に適応する内部的な組織がない場合、金利差

の場と して活用してい る「無担 保コール市

は投機の動因となる。金利市場化による金利

場」、「外国為替市場」、「為替スワップ市場」

裁定は、市場参加者の内部から生まれる。

の 3 つが「短期資金市場」の中心となる。こ

従来の研究者は市場における金利裁定を研

れら 3 つの市場は、参加者の構成や取引の目

究してきたが、市場参加者が金利裁定を行う

的という点で、それぞれ独自の特徴を有して

要因、金融機関の組織の内部構造と金利裁定

いるが、国債などの証券を担保としない資金

の関係などについて十分研究してこなかった。

取引を行う場として共通の機能を提供してい
る。従って、平時においては、各市場のレー
トは、基本的にほぼ同水準に収斂する。すな

（2）金利市場の主要参加者

わち、 3 市場間で裁定が働いているのであり、
結果として、異なる市場の金利差はゼロに収
金利市場の参加者は大きく分けると 4 セク

斂する。
金利裁定が有効に行われているかどうかは、
異なる市場で成立する様々な金利の相関性に

ターがあり、中央銀行、市中金融機関、機関
投資家と個人投資家である。
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中央銀行の金利市場への参加は短期金利の

してマネーサプライが決定される。これが短

市場操作という形で行われる。重原(1990)は

期金利、長期金利、外国為替などの変化を引

市場金利が実現した場合は、中央銀行がオー

き起こし、最終的にマクロ経済（インフレー

バーナイト金利の調整により金融市場の地合

ションの抑制、景気の促進など）に影響する。

いに影響を及ぼし、他の期間金利は、市場が
決定することになると述べている。この場合、
市中銀行の経営は、金利市場化の前と後で

中央銀行は市場の力の方向や強さを客観的に
(11)

は、銀行の行動指針が変化し、内部管理方式

評価することが必要である 。
オーバーナイト金利を調整して金融市場の

も改変される。従来、金利変動リスクが本店

地合いに影響を及ぼすことは、金融政策の波

に集中し、銀行の採算については「本支店レ

及経路と言われる。以下

ート」で計上される本支店レート管理が採用

のようにオー

されていた。「本支店レート」管理法とは、各

バーナイト金利以外にも政策手段がある。

営業店における資金調達と貸出運用が別々に
行われ、それらの総額が必ずしもバランスせ
金融政策手段

中間目標

最終目標

オーバーナイト

短期金利

物価

公開市場操作

マネーサプライ

物価

中央銀行貸出政策

国内信用総量

物価

う管理会計の手法である。この過不足資金を

準備率操作

銀行の準備預金

物価

本部と調達する際には、「本支店レート」が適

ず、その差額を本部との間の貸借により調整
し、このようにして、営業店の収益評価を行

出所：筆者作成

用される。このレートが単一の場合を、「差額
法」という。預金と 貸金それ ぞれに別個 の

金融政策の波及経路については、オーソド
(12)

「本支店レート」を設定し、営業店は預金と

。市場

して調達した資金を 本部へ預 託する場合 は

金利全体のコントロールにおいては、中央銀

「本支店貸レート」、本部から資金を借入され

行が短期金利（オーバーナイトなど）を調整

る場合は、「本支店借レート」を適用する。こ

すれば、これが各ルートを経て各金利に波及

のようにして収益を評価する方法を総額法と

する。しかし、金利が規制されている場合は、

いう。

ックスな経路と量的波及経路がある

金利が硬直的であり、オーバーナイト金利は

「本支店レート」収益管理法は、営業店の

他の金利に影響を与えることができず、貸出

貸出収益（利ザヤ）を包括的に評価するもの

量の管理を中心にマネーサブライをコントロ

であって、営業店の貸出部門以外の預金部門、

ールすることが金融政策となるが、これは貸

資金部門は評価しない。したがって、市場金

出量をコントロールすることは、金利調整に

利変動を反映する預貯金部門と資金部門は営

比べて、弾力性に欠ける。

業店の経営評価に反映されないから、営業店

規制金利体制のもとでは、中央銀行は直接

は市場金利の変動に対して反応が鈍くなる。

的な管理手段を採用したので、金利裁定の機

このような収益管理法に対して、AMLスプ

能は作動しない。貸出規模、窓口指導などを

レッドバンキングという金融市場化に適合し

中央銀行が行うので、市場における金利は考

た収益管理法がある。これは営業部門の対顧

慮されず、計画的に利益を分配するために、

客折衝とALM部門のリスク管理に対する経営

各金利が定められる。だから、中央銀行は金

評価を、全体経営という視点から実行するも

利裁定を行うことはない。

のである。このALMスプレッド（収益）管理

しかし、市場金利に切り替わると、貸出の

法（価格内部移転法あるいは価格行内移転法

量の管理は廃止され、経済調整の中間目標と

という）は銀行収益としての金利スプレッド
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ALM

を 3 つに区分し、貸出部門の貸
出収 益、 預金 部門 の 預貯 金収
益、資金部門の資金調達収益を
把握するものである。
に表現されているよう
に、「本支店レート」収益管理
法の場合は、本部が資金コスト
などを考慮して、本支店レート
を調整し、営業店では受動的に
収益が改変される。営業店は量
的な努力以外には、資金コスト
（金利価格）調整の努力ができ
ない。だから営業店の市場金利

出所：大久保豊『スプレッドバンキング』金融財政事情研究会、1997 年、p.64。

に対する反応は鈍い。しかし、
ALM貸出スプレッド管理（価格内部移転制）

営モデルになるから、資産の構成と調達資金

の場合は、銀行の収益管理が、貸出収益（利

の構成は、市場金利に敏感になる。市中銀行

ザヤ）（顧客との貸出交渉に基づく収益）、資

内の経営管理は本支店レート（収益管理）制

金部門の収益（ALM管理によって生まれる収

から、ALMスプレッド・バンキング（行内移

益）、預金部門の収益（預金金利と市場金利の

転価格制）に切り替わる。この変化は銀行の

差額から生まれる金利）に区分される。これ

経営ルールの変化であるから、内部の組織は

で貸出部門は顧客との貸出金利に関して全力

革命的に変化する。

的に交渉することを促進し、預金部門は預金

金利自由化の初期においては、部分的に金

金利と市場金利の差額を得ることに努力する。

利規制が緩和されるが、銀行は経営には本質

資金部門は市場金利の変化とイールドカーブ

的な変化はない。低金利は依然として変わら

を注目し、将来の金利予測と長短期マッチ収

ないから、銀行は許される貸出金利を設定す

益などに工夫することで収益を稼ぐ。

ることになる。銀行 内部では 本支店レー ト

金利市場に直接関連する組織は市中金融機

（収益管理）制を採用する。本支店レートを

関であり、その中心は銀行である。規制金利

ベースレートとする経営体制においては、リ

体制においては、預金金利と貸出金利は市場

スクの管理は本店に集中する。支店レートの

と関係がなく、政府によって規制され、金融

ベースレートは市場金利に連動しないから、

機関組織の安全性を確保するために、安全な

金利の敏感性と弾力性は低い。高い貸出金利

範囲内で銀行に利ザヤを保証する。自由金利

と人為的な低預金金利は銀行にとって有利で

の金融商品は厳重に監督される。したがって、

あるから、銀行の組織は預金ボリュームの成

銀行間の競争はボリュームだけの競争となり、

長が中心となる。なお、資産構成の中心には

金利の競争はない。銀行内部の管理組織は規

貸出資産、債券と株式などの投資資産がある

制金利体制に応じて、預金の量の競争を中心

が、高い利ザヤがあるから、貸出資産への集

に展開する。経営上の金利としては貸出本支

中が起こる。経済を調整するために、預金準

店レート（収益管理）が使われる。しかし、

備率、窓口指導、さらに貸出規模を直接制限

市場金利体制に切り替われると、銀行の経営

する中央銀行の金融政策があるが、銀行資産

目標は総資本利益率(ROA)の向上となり、リ

においては、貸出資産が最優先となることは

スクに応じて稼ぐべきリターンを獲得する経

変わらない。しかし、市場金利体制が始動す
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れば、銀行の経営はリスクに対するリターン

れ、04年に人民元の貸出金利規制が緩和され、

を稼ぐために、資産構成と調達構成を常に調

金利のフロート幅を拡大された。13年に人民

整することとなる。つまり、ALM経営手法を

元貸出金利フロート制が撤廃され、貸出金利

導入することになる。新しい経営手法の基盤

は完全に自由化とされたが、預金金利の自由

はALMスプレッド・バンキング（行内価格移

化は 2 年後の2015年となった。

転）となり、従来の本支店レート制は行内移

1984年までは、中国は集中的な貸出管理体

転価格に切り替えられ、経営ルールは全般的

制が実施されており、銀行が持っているポジ

に変化する。

ションは行政手段によってつくられていたた

市場金利体制に切り替わるためには、銀行

め、コール市場は存在していなかった。84年

の経営はALMスプレッド・バンキングとなる

に銀行の与信制度の重大な改革が行われた。

ことが必要である。大久保(1997)が指摘する

貸出規模計画管理と貸出資金調達は分別管理

ように、ALMスプレッド・バンキングが限定

され、国家によって配分されていた貸出資金

的であるような銀行は、プライム貸出や小口

は自行で預貯金か、自己資本で調達すること

定期などとの整合的な収益評価が行えず、刹

とした。同時に専業銀行（工商、農業、建設

那的に商品間での“裁定取引”が生じてしま

と中国 4 大専業銀行）間での資金調達を認め、

う状態となってしまう

(13)

。

また同一銀行の支店間での資金調達を認める

銀行がALMスプレッド・バンキング（内部

こととなった。各専業銀行は行内のコール市

移転価格制）に基づいて経営組織を構築すれ

場を設けた。86年に人民銀行広州全国金融工

ば、市場の変動から生じた収益を追求するこ

作会議はコール市場の建設と開放方針を定め

とによって、新たな銀行行動の指針が、市場

た。公表された「中華人民共和国銀行管理条

化の内生動力となる。

例」には、専業銀行間（工商、農業、建設と

次に中国に金利自由化、特に市場化の現状
並びに今後の課題について述べる。

中国 4 大専業銀行）のコール市場に関わる内
容が具体化された。86年 5 月に武漢で信用社
（地域金融機関）が参加する小規模なコール
市場が開設された。そこから地域的なコール

4．中国における金利自由化と金利市
場化のプロセス

市場が相次ぎ生まれ始めた。87年 6 月までに
は、全国でチベットを除く、各省、市、自治
区などでコール市場が広がった。しかし、88
年に中国では経済バランスが崩れ、深刻なイ

中国の金利自由化は、1994年に自由化方針

ンフレーションが発生し、経済調整するため

が決められ、96年から開始され、21年を掛け

に、貨幣政策も厳格管理となった。貨幣市場

て完成した。アメリカと日本が10年にかかっ

は不調になり、これが92年の経済回復まで続

たことと比べると、10年以上長い（

いた。92年からの経済好調は、貨幣市場を活

参

発化し、取引量は増大し、市場規制に違反す

照）。
中国金利自由化は、大まかにいって銀行間

る例も多発した。問題を解決するために、93

市場の金利自由化、貸出金利自由化、預金金

年からコール市場の整備が行われた。95年に

利自由化の 3 つの分野に分かれる。1996年か

異なる地域、他行間の融資取引は必ず人民銀

ら98年の間には、銀行間短期市場（コール市

行の決済システムによって行うことが定めら

場）、銀行間債券市場と手形割引市場が自由化

れた。さらに96年に各地のコール市場をすべ

となり、これが第 1 展開であった。その後に

て撤廃し、人民銀行が全国統一市場を設けた。

2000年に外貨預金と外貨貸出金利が自由化さ

銀行間コール市場の発展は、市場金利の自
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期日
項目
内容
1 1993 年 「中国金融体制の改革に関する 中国の金利改革を長期の目標として、今後は市場需給に基づいて、中央銀行の
決定」
調整を中核として、市場需給により金利を決める体系が構築された。
2 1996 年 銀行間短期市場金利自由化
６月に人民銀行は銀行間短期市場（コール）市場の金利を自由化にすることを
（銀行間コール市場）
決定した。これにより中国金利自由化が開始された。
3 1997 年 銀行間債券市場開始
6 月に銀行間債券市場が稼働開始され、現物と債券買戻は価格が自由化され
る。
4 1998 年 手形の割引金利自由化
1．98 年と 99 年に連続３回の金融機関が貸出金利のフロート（浮動）を拡大し
た。
2．手形の割引金利は同期間の貸出金利のフロート幅内で自由化された。
5 1999 年 大口預金金利の相談制
1．99 年 10 月に商業銀行と保険会社の間で大口預金（3000 万元以上と 5 年以
上）について金利が相談により決定されることとなった。
2．03 年 11 月に商業銀行、農村信用社が郵政貯蓄協議預金（3000 万元、３年以
上）を認めた。
6 2000 年 外貨貸出金利と部分的な外貨預 9 月 1 日から外貨の貸出金利が自由化され、300 万米ドル以上の預金は顧客との
金金利自由化
相談により金利が決められる。
7 2000 年 外資銀行と国内銀行外貨金利政 外資銀行の外貨金利制度は国内銀行にも適用され、内外銀行の外貨金利制度が
策一致
統一された。
8 2003 年 部分的な外貨預金の小口金利自 ７月ボンド、スイスフラン、カナダドルなどについて小口預金金利が自由化さ
由化
れ、 11 月に米ドル、日本円、香港ドル、ユール円が制限内で自由金利となっ
た。
9 2004 年 人民元貸出金利の緩和と自由化 1．1 月に再度人民元貸出金利のフロート（波動）区間を基準金利の 0.9 ～ 1.7
倍まで拡大する。
2．農村信用社はさらに 0.9 ～ 2.0 倍まで拡大する。
3．10 月に上限を取り消し、下限は 0.9 倍を保留する。
4．預金金利については、下限を廃棄する。
10 2006 年 個人住宅ローンの金利規制の緩
8 月に個人住宅ローンのフロート幅 0.85 倍まで拡大し、08 年 5 月の四川大震
和
災の以降は 0.7 倍となった。
11 2012 年 フロートの幅の拡大
6 月に預金の上限は基準金利の 1.1 倍、貸出の下限は 0.8 倍に拡大し、7 月に
0.7 倍となった。
12 2013 年 貸出金利自由化
7 月に金融機関の貸出金利が自由化され、消費者金融の金利も下限の 0.7 倍、
手形割引金利が自由化された。
13 2014 年 預金フロートの大幅緩和
11 月に預金が基準金利の 1.2 倍となった。
14 2015 年 基準金利の後 5 回下落
15 年の 3 月、5 月、6 月、8 月と 10 月に 5 回の預金基準金利が引下げられる
と同時に、フロート幅は 1.5 倍までに拡大した。
15 2015 年 金利規制の廃止
10 月に基準金利が引下げられると同時に、預金金利フロート制が廃止され、
人民元は完全に自由化された。
出所：著者作成

由化と関係がある。94年にコール市場が成立

足するという問題があるということをあきら

した時には金利を規制することし、上限規制

かにした 。

(15)

があったが、96年からは上限の規制が撤廃さ

金利にかかわる 2 番目の市場は、債券市場

れ、完全に自由化された。しかし、貸出市場、

である。銀行間市場には、コール市場の他に

預貯金市場が規制されたままでは、コール市

は、レポ債券と直物を含む債券市場がある。

場と他の金融市場との関係は適正に作用しな

のように、2004年からの10年間に債

かった。黄志勇(2003)は中国のコール市場金

券市場は、コール市場の 4 倍以上の速度で発

利の実証分析において、中国のコール市場に

展した。2015年に債券市場の取引は608.8兆元、

おいて、市場金利の超短期金利とに正の相関

コール市場の64.2兆元の9.4倍となった。成長

関係があり、コール金利と債券レポ金利間も

率は債券市場の成長率が101.3％、特にレポ債

正の相関をもつが、マネーサプライのM2とは

券と直物ともに倍になり、104％と114％とな

負の相関があることを示した

(14)

。曽建中

(2014)は、中国の金融市場構造を分析して、

っている。しかし、コール市場は70.5％とな
って、債券市場より34％下回る。

中国の金融市場は経済構造適合せず、資金の

債券市場金利は設立の時から、自由金利と

配置が非効率であるなどの問題がある、特に

なっている。銀行だけではなく、証券会社、

金融規制によって、金融イノベーションが不

ファンド会社など資本市場の主体も参加でき
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るため、貨幣市場

単位：億元

と資本市場の間に
通じるパイプとな
っている。したが
って、貸出、預貯
金などの規制市場
から自由市場へ資
金がシフトするリ
スクがある。03年
に株式市場は不振
となり、市場流動
性は欠乏した。証

出所：中国銀行間コールセンター HP「統計データ」に基づいて筆者作成

券会社は顧客の債
券を流用し、レポ取引によって、融資を受け
る事件が多発した。06年に債券担保式のレポ
取引について、規制が強化された。なお、中
国の中央銀行の公開市場操作は、レポ市場を
利用するから、債券市場は中央銀行の金融政
策に直接影響を受ける。

期 日
2012 年
2014 年
2015 年 3 月
2015 年 5 月
2015 年 10 月
出所：著者作成

預金金利変動上限(%)
10
20
30
50
なし

金利自由化が達成された現在も銀行の貸出

念される際は、制限幅を縮小するが、景気を

金利、預金金利は中央銀行が基準金利（公定

促進する金融政策とする場合は、波動制限幅

歩合）を基に金融政策によって決定されてお

が拡大される。この体制は2013年までに続い

り、その上下一定の範囲内でのみ変動が認め

た。銀行競争を促進するため、13年 7 月にフ

られている。銀行の金利が市場と連動にする

ロート制が撤廃し、貸出金利は自由化された。

ようになっていなければ金利市場化が進行し

貸出金利のフロート制度により、預金金利の

たとはいえない。

変動幅変更の実施間隔は短かくなり、2015年

金利自由化の最終段階は、市場における自

に頻繁に預金金利変動幅が変更された。

由取引で均衡金利が生まれることである。金

に示されているように、2013年の前

利は金融のコアで、金利が市場化されれば、

に預金金利の変動幅は 1 回のみ調整されたが、

金利は預貯金と貸出市場のみではなく、資本

2014年と2015年の 2 年間には預金金利の変動

市場、外貨市場、債券市場など金融の全面に

幅は 3 回を調整され、変動幅の最大は50％と

影響を与えるのであり、歴史上の経験によれ

なった。最後に2015年10月に預金フロート制

ば、金利市場化が一旦展開すれば、人為的に

が廃止された。

金利に干渉ができなくなる。村本孜(1985)が
指摘したように、金利市場化は金融システム
に対して新たな展開を迫ることとなる (16)。こ
の金融システムの変化がどの位のテンポない

5．中国の金利市場化の現状、問題点
と今後の課題

しタイム・スパンで実現するかが金利自由化
のインパクトとして重要である。貸出金利の
変動幅制限は中央銀行の金融政策手段により

前に述べたように、金利市場化と金利自由

なされ、経済の過熱とインフレーションが懸

化は同一ではない。金利規制が完全に撤廃す
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ることが、金利の自由化の完了、その後に市

お及ぼす新型の金利形成体系であると述べて

場均衡金利が出現することが、金利の市場化

いる

(18)

。

となる。中国では2015年の10月に金利自由化

中国の貨幣市場は1984年に成立し。従来、

が完成したが、現状を見れば、市場の金利が

中国の銀行貸出資金調達と資金運用とも全国

まだ実質的には完成されていない。預金金利

的に国家が分配する体制であったが、1984年

と貸出金利については、人民銀行は基準金利

から銀行は貸出資金の一部を自分で資金市場

という形で、銀行の金利を実質的に指導して

から調達することとなった。つまり、自行の

いる。中国金利市場化の現状、問題点今後の

貸出資金は自行の預貯金を利用する。その不

課題について述べてみよう。

足部分は、銀行間の融資によって解決する。
したがって87年末までには、各地に地域間の
銀行間融資市場（コール市場）ができた。90

（1）過渡期の金利

年に人民銀行は「同業拆試行弁法」を発表し、
コール市場の参加者、融資期限、融資の使い

現在、中国経済は金利市場化の階段に入り

道、金利などの規定を明確にした。96年にコ

つつあると言える。これを推進しているのは、

ール市場の規制金利は撤廃され、コール市場

中国政府であり、政府は市場メカニズムの活

は自由金利となった。

用によって資金配分が効率的に行われるよう

中国の貨幣市場のセンターは上海にある。

にすることが必要であることを認めている。

銀行間の外国為替の取引、人民元のコール取

この金利市場化のテンポは中国政府が中央銀

引があり、そのほかに銀行間の債券取引など

行を通じてコントロールしている。中央銀行

も行われている。

としての人民銀行は中国国務院に所属し、人

短期貨幣の金利については、この市場は毎

民銀行 の金融政策委員 会（金融 政策の策定

日中国のコール市場レート(shibor)を公表する。

者）のメンバーも一部が政府の関連部門より

2015年に、銀行預金金利最後の規制であっ

派遣されているので、中国の金融政策は政府

た 1 年もの定期性金利の規制が廃止され、銀

から影響を受けている (17)。近年は金融技術の

行預金金利は、短期貨幣市場の金利を基準金

発展が目立っており、政府は金融モデルの安

利として参照し、預金金利の構成を構築する

定、安全と金融イノベーションの発展の両立

こととなった。更に、CD（大口の譲渡性定期

を図ろうとしている。政府の意向を受けた中

預金）は市場化され た。これ は市場金利 の

央銀行は、市場金利を育成する一方で、経済

「自行金利を定める制度」といわれ、中国の

景気の影響を極力的に抑えるために、基準金

預金金利市場化が第一歩を踏み出した。だが、

利を設けており、金利は貸出基礎金利ととも

この状態をもって、金利市場化が完成したと

に 2 本立てとなり、これが金利の「双軌制」

は言い難い。確かに進展が見られたとはいえ、

といわれる。

フロート制の廃止とともに、市場金利の自律
制度を確保するために、人民銀行の指導と監
督を受ける義務が付与されたからである。事

まず、市場金利を育成するためには、短期

実上はフロート制に代わって上限管理が行わ

預金の 市場基準金利が 選定され た。高培亮

れることとなった。例えば、張澄(2018)、陳

(2015)は、中国の新金利制度は貨幣市場の短

健桓など(2018)は2018年に商業銀行の 1 年預

期金利を基準にして、中央銀行が間接的な貨

金金利は基準金利の1.4～1.5倍の範囲に波動

幣政策ツールを操作して、短期金利を調整し、

を認めるが、各市中銀行のCDはほぼ1.5倍の

これが長期市場金利の水準と構成にも影響を

上限に沿って発行していると述べている
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(19)

。

LPR

金融監督は人民銀行が公表し
た預金基礎金利に基づいて執
行されるから、したがって、
預金金利の基準は、事実上市
場と連動する（コール市場）
基準金利と人民銀行が公表す
る 基 礎 金 利 と 2 つ が 存在 す
る。

貸出金利については、中国
の貸出金利自由化は、預金金
利の自由化より先行した。中

出所：人民銀行 HP、中国貨幣市場 HP のデータに基づき、著者作成

国の金利自由化のテンポは国
内の経済、中央銀行の基準金利、市中銀行の

を促進するため、13年 7 月にフロート制を撤

対応能力によってステップが決められること

廃し、貸出金利は自由化された。その代替制

が明らかとなった。

度として、後述の基礎金利制度が公表された。

金利自由化についての研究は2000年に始ま

市中銀行の貸出金利は依然として市場金利と

る。中国の金利自由化は漸進式の採用、経済

連動できない。これはほぼ基礎金利に沿って

安定重視と国家規制力の強化による自由化と

動いてきた。

いう独特な方式であると述べられている

(20)

。

市中銀行の対応力については、貸出金利のリ
スク管理能力と金利を決める能力についての
研究が多い。
のように1993年から貸出金利フロー

（ 2）金利の「双軌制」
（ 金利の２本立てのた
め、貸出金利は市場動向を反映しな
い

ト制が採用されたが、貸出金利の変動幅制限

2013年に貸出金利のフロート制が廃止され

は中央銀行の金融政策手段によりなされた。

ると同時に、貸出基礎金利(LPR, Loan Prime

経済の過熱とインフレーションが懸念される

Rate)制度が開始された。この制度は前の日に

際は、制限幅を縮小するが、景気を促進する

全国主要銀行が自主的に該当銀行の 1 年基礎

金融政策とする場合は、波動制限幅を拡大す

貸出金利（最優質顧客に対する金利）を報告

る。この体制は2013年まで続いた。銀行競争

し、指定の公表機構（全国銀行同業間拆借中
心

(21)

）が平均値を公表し、市中銀行はそれを

参照して自行の金利を定めるものである。ま
1993 年～ 03 年
1999 年～ 03 年
1999 年～ 03 年
2004 年 1～10 月
2004 年 10～12 月
2012 年
2013 年
出所：著者作成

大型企業
小型企業
県以下の企業
中小企業
大型企業
区分しない
銀行と信用社
農村信用社
区分しない
区分しない

20
10
30
30
10
70
なし
130
なし
なし

10
10
10
10
10
10
10
10
20
なし

た、人民銀行は金融政策の補助手段として、
このLPRに基づいて貸出金利変動の幅を指導
する。
しかし、

のように、この制度の設置

以来、まずLPRの金利は硬直化し、人民銀行
が公表した基準金利の下限（変動幅）に沿っ
て変動しており。市場の動向はあまり反映さ
れていなかった。
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市場金利
貸出平均金利
債権平均収益

出所：陳健桓、韋璐璐、朱韋康、李雪『構造性預金の現在と未来』中金公司研究部、2018 年 11 月 1 日。

と

のように、2014年

―19年までの貨幣市場金利と銀行貸
出金利と 比べると貨幣市場金 利は
2016年―17年の間に、大幅に上昇し
たが、貸出金利は市場金利を反映し
ていなかった。例えば、2016年から
18年の間に、貨幣市場金利は大幅に
波動したが、同期の貸出金利（平均
値）は、おおよそ横ばいになった。
しかし、市場を反映する短期債券市
場の収益率は短期貨幣市場の金利と
連動し、同時に波動が起きていた。
貸出金利のフロート制は2013年に

出所：陳健桓、韋璐璐、朱韋康、李雪『構造性預金の現在と未来』中金
公司研究部、2018 年 11 月 1 日。

廃止され、市中銀行は市場による貸
出金利を自主的に定め、貸出金利は市場を反

け、2017年 3 月は歴史上の最低点となった。

映することとなった。しかし、実際の貸出金

十分市場化されている場合は、貸出金利が低

利は貨幣市場とは連動せず、銀行の運営体制

下すれは、貸出規模が収縮し、資金は貨幣市

は市場金利に不適応であり、その結果、金利

場へ移転する。金利の裁定によって、貸出金

裁定のメカニズムが機能不全であったため、

利と貨幣市場金利は同一方向に収束すること

市場の資金需要は金利に反映されていなかっ

となる。

た。2016年10月から、中国の貨幣政策が変化
し、市場流動性が減少し、貨幣市場金利は高
騰した。この状態は2018年 2 月まで続いたが、
これは貸出金利には反映されていない。その

（3）金融政策手段は煩雑、金融政策の波
及経路は不順
中国金利自由化は完成したが、市場化は、

結果は銀行の収益に影響を及ぼした。
のように2016年から銀行の利ザヤは下落し続

また完成していない。中央銀行の金融政策は
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金融政策

金融政策手段

金利方式

公開市場操作（OMO）

7,14,28 日期の中短期市場操作で貨幣量を調整する

市場金利

中央銀行債券の発行

債券発行による、市場流動性を回収する

市場金利

短期貸出便利（MLF）

中央銀行より 3、6 ヶ月、1 年の中期資金貸出する

市場金利

再融資

中央銀行は市中銀行に貸出する

中央銀行が決める

常備貸出便利（PSL）

1-3 ヶ月の短期資金供給による、金利市場廊下を構築する

中央銀行が決める

再割引

市中銀行が所有する手形を再割引する

中央銀行が決める

法定準備金

法定預金準備金率と金利

中央銀行が決める

超過準備金利率

法定預金準備金以上の預金準備金

中央銀行が決める

出所：著者作成

市場化が達成された短期金利を操作して、そ

の波及はまだまだ弱いことを明らかにした(23)。

れが正常な市場経路で市場主体に波及して、

また、魯政委(2018)(24)なども金融政策波及不

経済を調整するということがまたできていな

順について論述したが、金利の「双軌制」が

い。そのため市場手段を含む多数な政策手段

波及不順の原因であると考える者がほとんど

が採用された。

である。金利自由化と相違する金利市場化の

のように、現行の金融政策手段につ

原理についての研究はほぼないである。

いては市場操作などの市場性ツールがある一

この金融政策波及の不順は金利「双軌制」

方で、預金準備率などの行政性手段が交じっ

を取り消しするだけで解決する問題ではなく、

ている。ツール間の関連性も欠乏しており、

金利の市場化を進めることが問題の焦点とな

これは金利市場の機能を起動することにとっ

っているのである。もちろん、金利の「双軌

て不利な要因となる。

制」も金利自由化による残留する 1 つ問題で

中国の金融政策波及不順の問題が2018年か
ら焦点となってきた。2018年後半から、中国

あり、その解決策は、中国金利市場を完成す
ることが鍵である。

の経済景気は下向になった。特に民営企業と
中小企業は融資困難の現象が出現した。その

中国金利市場化における、今後の課題は、
以下の通りである。

ため、中央銀行は貨幣政策を調整し、市場に

ア)

金利自由化と金利市場化の区別を十分

流動性を放出し、短期金利も下落したが、中

に認識し、金利市場化の段階では、経済景気

小企業と民営企業の融資困難は依然として解

維持のために市場を超えて金利をコントロー

決していない。格付けがAA級以上の民営企業

ルするという思想を放棄する。

の貸出金利は300ベーシスポイント値上がりし

イ) 金利市場化に関わる金融自由化をまとめ

た。多数の学者はこのことから貨幣政策の波

て整理し、順次に自由化を完成する。このた

及が不順であると帰結した。馬俊など(2016)

めに金融市場の分断問題を解決し、不完備な

によるDSGE模型による実証の結果から金融

金融市場を整備する。

政策の波及が不順であることが確認された(22)。

ウ) 市中銀行の金利市場化する内生動力を育

何暁貝(2018)も複数のモデルで中国の証券市

成する。ALMスプレッド・バンキングの導入

場による、金融政策を波及するメカニズムは

などを含めて、金利裁定の環境を作り出す。

初稼働したが、銀行システムによる金融政策

- 80 -

インターバンク市場では証券会社、大手企業
などのノンバンクは参入していない。元の取
引の自由化も認めないため、市場は国内市場

６ むすび

と海外市場とに分断されている。金利市場化
にかかわる金融自由化を行わなければ、市場
の連動は実現できない。

中国は1983年から34年間をかけて、いわゆ
市場内生動力は 2 つある。 1 つは市場間の

る石橋を叩いて渡るという方式で現代金融制
度を建築した。これが中国の金融改革である。

金利裁定である。この金利裁定の実施者は事

国際的に通用する金融自由化は1994年から開

実上大手金融機関、短資会社などである。こ

始された。この金融自由化は金利の自由化を

の金利裁定を促進する措置をすることによっ

主軸として、外貨―人民元、長期―短期、貸

て、均衡金利が初めて出現する。内生動力の

出―預貯金の順にゆっくり進んできた。2015

2 つ目は、金融企業の内部管理に総合資産負

年10月に金利自由化が一応達成され、金利の

債管理システム(ALM)を導入することである。

自由化は新たな展開に入る。この新たな展開

ALM管理の導入で金融機関が金利に敏感に反

を本稿で金利市場化と呼んだ。

応する度合が高くなり、金利裁定の内生動力

中国の金利市場化の現在は、金利の 2 本立

が生まれる。

ての「双軌制｣を改革することを中心に展開し
市中銀行はALM管理システムを導入する際、

ている。しかし、金利市場化の段階に入ると、
金融市場の整備並びに、金利市場化に関わる

本支店レート制から市場に直接連動するスプ

金融自由化を行うなど金利市場化の外部要因

レット・バンキングに切り替える。これは管

を解決する一方で、金利市場化の内生動力問

理方式の変更なので、金利自由化期間を含む。

題を解決することが極めて重要である。内生

金利市場化の時には旧式の管理方式から市場

動力のことを含めて、私は実務経験を生かし

連動の方式へのシフトが必然的なこととなる。
金利市場化は金融自由化の最終段階である。

て以下の政策提言を行いたい。

金利市場化の完成に伴い、金融機構の再編、
金利市場化の過渡期における中間目標は、

一部の金融機構の破産とその吸収は避けられ

多目標（金利水準、物価指数、企業の手許流

ない。日本は金融再編を避けるためにさまざ

動性、小売販売額指数、景気見通しや円相場

まな努力をしたが、金利市場化を先に送り、

などをウォッチする）、マルチ・スコープとな

結局、90年代になってから金融ビッグバンを

るが、この場合は市場金利で市場間に連動す

行うことになってしまった。これは中国の金

る機能がない。市場メカニズムの機能が発揮

利市場化における教訓となるのである。

されていない。その多目標というのは、やは
り相関する市場をウォッチして、相関の連動
を読んで作る目標である。この指標グループ

注
( 1 ) Daochi Tong : “The Heart of Economic Reform:
China’s Banking Reform and State Enterprise Re-

の連動化が今後の研究の課題になる。

structuring”, RAND Graduate School dissertation
series, 1999, pp.14-22.

金利市場の始動には、市場自身の稼働と市
場間の連動が必要となる。現在、中国ではレ

(2)

金利の自由化と金利の市場化を同じものと

ポ市場、国債市場などは、インターバンク市

考える研究者が多いが、本稿は金利の自由化

場と上場市場の 2 つに分かれている。なお、

と市場化は相違するものと考えており、金利
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http://www.paper.edu.cn/releasepaper/content/2010

詳細は本論の 2 で論じる。

03-1066.

( 3 ) 金利回廊（Interest rate corridor）は、中央銀

( 8 ) 崔恵芳、趙偉「利率市場化的国際経験与中国の

行が基準金利を操作する金融政策の手段とし

選択」『華中師範大学学報（人文社会科学版）』

て利用される。金利回廊は文字の通りに、市
場金利に上限と下限を設定し、市場金利はそ

2014年第 7 期。
( 9 ) 重原久美春、「金融自由化の進展と金融政策

の中に波動するようにコントロールすること

―日本経験 ―」日本銀行金融研究所『金融

で あ る 。 2013年 か ら 、 中 国 人 民 銀 行 は
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Publishing for the American Finance Association
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( 4 ) 中国の中央銀行の金融政策手段として、貸出総
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イ）コールレートのコントロール、ロ）長期金
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定し、その間のポートフォリオの調整を重視す

貸出額を決めるという方法を採用した。これは

る。すなわち、家計等が保有する資産としては、

貸出額の管理の一方で、専業銀行に預金量のア

貨幣、債券、株式、耐久消費財、対外資産等多

ップを推進することを図るものである。

様な種類があり、それらは不完全な代替物であ

( 5 ) 中国の貸出金利は、2002年―2004年にかけて、

るとする。家計は、これらの資産に対してそれ
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ぞれの収益率に依存した需要関数を持つ。そし

年にかけて、下限も取り消されたし、2013年に
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プレッドバンキング』金融財政事情研究会、

場化が未完成であり、金利を中間目標として金
融政策を実施することは実質上できなかった。
(6)

2015年、p.21､37。
(14)
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政治経済研究所

主任研究員）

（受付日：2020/03/16、受理日：2020/04/09）

■書評■

飯盛信男著

『サービス経済の拡大と未来社会』
（桜井書店

2018年）

二 宮 厚 美
産的労働論の分野は、論争の叢林のような様
相を呈しており、よく言えば百花繚乱、ある

はじめに

いは百人百様といってよいほどに、複雑に入
りくんでおり、論者間の論争も一段と激しい

本書は、2017年に急逝された飯盛信男氏の

分野である。論者の数ほどにその理屈・論理

遺作集、それも故人の遺志に忠実に編集作業

が多く、さらに語弊を恐れずにいえば、議論

の労をとられた枝松正行氏の適切な言葉を引

のすれ違いや、不毛というべき「小論争」も

いていえば、「50年近くにおよぶご研究の到達

数多くみられた分野であって、輻輳した諸理

点を包括的に、かつできるだけ体系的に編集

論・論者を公平に、かつ建設的に裁いていく

した遺稿集」である。故人を知る人、また本

のは並大抵のことではない。本書は、著者そ

書の主テーマであるサービス経済・労働論、

の人が論争の渦中にあったにもかかわらず、

生産的労働論の研究に従事されてきた人にと

これまでの論争の紹介・整理に対して、各論

っては、私がそうであったように、飯盛氏の

者にきわめて公平で、手さばきのよさでは、

あまりにも突然な鬼籍入りに驚かれ、また、

文字通り第一級の力量を発揮している。

貴重な本遺稿集が刊行されるに至った経緯に

飯盛氏は、戦後派（戦後生まれ世代）では、

関して、強い関心をかきたてられるかと想像

サービス論・生産的労働論の第一線に立ち、

されるが、それらについては本書「まえがき

私から見れば戦後派のリーダー格、第一人者

にかえて」（枝松氏執筆）およびご遺族の「謝

の地位にあった人であるが、理論的権威をふ

辞」に譲る。ただ、本書の内容紹介・書評に

りかざすこともなく、視野広く、若い世代の

入るまえに、故人となった著者の人柄、いわ

最新の研究動向にも丁寧に目を向けている。

ば研究人格をよく示していると思われる叙述

その意味で、この遺稿集は、故人のそれこそ

スタイル、文体上のたたずまい、論争の取り

死の直前に至るまでの、研究者魂に貫かれた

扱い等の特徴について、二・三ふれておきた

人生を傍証するものとなっている。評者とし

い。

ては、論争相手に対する理論上の接し方、本

まず本書の最初から掉尾まで、その叙述ス

書の異論に対する態度の公平性、異見に照ら

タイルが示していることは、飯盛氏の学問的

して自らの持論を検証していく謙虚さに触れ

良心の高さ、研究人格上の清廉さである。日

て、その印象の第一 に「かく ありたいも の

本の経済学にあっては、サービス経済論や生

だ」という戒めのようなものを感じたことを
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記しておきたい。前置きがやや長くなったが、

ていただいた論文であったにもかかわらず、

以上のような読後感を述べて、以下、書評本

ざっと目を通すにとどまり、病院の待合室で

論に入ることにする。

簡単なお礼の葉書を書くだけで済ませていた。
その後幸いにも、私の食道ガンの方は無事寛
解の段階に達したのであるが、その間に思い

１．本書の構成と第Ⅰ部・第Ⅲ部の要旨

もかけず、私と飯盛氏との立場が逆転し、本
書所収論文にキチンとした返礼を書く機会を

本書は三部 9 章からなり、「第Ⅰ部現代資本

逸したまま、同氏には先立たれてしまうこと

主義におけるサービス産業の拡大」では、現

になった。このことに対する後悔というか、

代の「サービス経済化」の実証分析、「第Ⅱ部

悔しさのようなものが、ここで「借りを返す

サービス経済研究とその論争の到達点」では、

まもなく」と述べた意味である。

サービス労働・生産的労働をめぐる論争史と
到達点および「飯盛サービス論」の主要論点

まず第 1 部から見ていくことにすると、第

の展開、「第Ⅲ部マルクス未来社会論とサービ

1 ･ 2 章における「サービス経済化」の実証分

ス経済」では、自由時間を基礎にしたマルク

析では、主に以下の 5 点の特徴が析出されて

ス未来社会論の紹介、という構成となってい

いる。

る。最終章は短文（わずか 6 ㌻）ながら、著

①サービス部門が、就業者数、GDP構成比

者自身による「私のサービス経済論研究」の

等の諸指標からみて、通説どおり、先進資本

凝縮された回顧録である。

主義諸国では、リーディング・インダストリ

書評のルールとしては、本書を構成するこ

ーになっていること。

れら三部の内容を、その章別展開にそって、

②伸びているサービス部門の日米比較をや

少なくとも要旨を順に紹介していくのが礼儀

ると、米国では、グローバル企業を支える高

であろうが、ここでは、Ⅰ部・Ⅲ部について

生産性専門サービスの急成長に特徴が求めら

は簡単にふれるにとどめ、主に第Ⅱ部のサー

れるのに対して、日本では低生産性部門中心

ビス労働論における「飯盛説」の紹介を中心

の成長になっていること、換言すれば、米国

に論じてみたいと思う。その理由は 2 点ある。

のサービス経済化は、大企業型・高生産性・

第 1 は、本書の内容が質的、量的にみて第Ⅱ

高賃金分野の対企業専門サービスを中心にし

部の「飯盛サービス論」が中心になっている

て進行してきたのに対して、日本のそれは小

こと。およそ200㌻の本書中、第Ⅱ部が100㌻

企業中心で大企業型高生産性・高賃金分野は

超を占める。第 2 は、評者（二宮）が、第Ⅱ

放送・新聞等に限られる。

部第 5 章の内容にかかわることであるが、故

③日本の場合のサービス部門の伸びは、各

人となった飯盛氏に対して、世間でいう「借

種業務のアウトソーシング化（外注化）を反

りを返す前に先立たれてしまった悔しさ」を

映した代行型および単純労働型の就労増によ

持っているからである。

るものである。この意味での「サービス経済
化」は、単純に「産業構造のサービス化」を

<補注>評者が本書第 5 章に所収された飯盛

あらわすというよりも、正規職員の非正規化、

論文 （ 抜 き刷り）を送 って もらっ たのは、

雇用労働者の非雇用化といった「雇用形態の

2014年11月下旬頃だったと記憶する。その当

変化」を表現している面が強い。

時、私は食道ガン(phase4)に冒され、外科手術

④1990年代以降、日本では、就業構造にお

に踏み切るかどうかの決断を迫られる窮地に

いて雇用が拡大したのはサービス部門だけで

陥っていたために、せっかく拙論をとりあげ

あったが、そのなかでも特に雇用増加を引き
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起こしてきたのは人件費抑制に貢献する代行

深さを物語るものにほかならない。これは、

型対企 業サービスと、 医療・福 祉・介護の

産業・就業構造の変化を、単に国民経済にお

「公共サービス」部門であった。これらは両

ける諸産業の割合・比率の変化としてとらえ

者ともに、就業者の低賃金・不安定雇用化を

るだけにとどまらない著者の確かな分析視点

反映したものである。

をよく示すものである。

⑤近年に進行しているサービス部門におけ

いま評者がこの第 1 部の内容にかかわって

る新たな傾向は、 1 つは、専門・技術サービ

とりあげてみたいと思う論点は、①アメリカ

スおよび単純労働分野において、①業務の個

のサービス経済化を特徴づける高生産性専門

人請負化、最近の言葉でいうフリーランサー

サービス分野、換言すれば大企業型・高生産

化、②情報サービス、アニメ制作、コールセ

性・高賃金分野の対企業専門サービスの拡張、

ンターといった新興業務のオフショアリング

②日本を特徴づける低生産性部門としての医

（海外へのアウトソーシング）化にみること

療・福祉・介護の「公共サービス」部門の伸

ができ る。これは、上 記の「正 規の非正規

び、の 2 つの論点である。とはいっても、本

化」「就労の非雇用化」の 2 つの新たな展開を

書が統計分析を通じて示したこれら 2 つの実

しめすものである。

証分析の結果を問題にするというのではなく

これを言い換えると、90年代以降、日本の

（評者はこの実証分析からは学んだだけであ

就業構造において雇用が拡大したのは特に人

る）、ここで検討したいのは、「対企業専門サ

件費抑制に貢献する代行型対企業サービスと、

ービス」とは何か、「公共サービス部門」とは

医療・福祉・介護の「公共サービス」部門だ

何か、という第Ⅱ部の「飯盛サービス論」に

ったと いうことである 。両者と もに、低賃

深くかかわる論点である。これらの「対企業

金・不安定雇用化を反映したものにほかなら

向け専門サービス」と「公共サービス部門」

ない。この過程で進行したのは雇用の非正規

とは、一口に「サービス労働部門」として一

加化であったが、近年には、「非正規化」のみ

括できないところがあり、したがって、異質

ならず、さらに「非雇用化」が進み、それに

な労働分野に「生産性」という同一の尺度を

並行して新たな代行型サービスの増大が見ら

あてて評価することには問題が残るのではな

れる。「請負化、自営業化」の形をとった「非

いか、というのが私の見解である。

雇用化」は、フリーランサー化として注目さ

たとえば、医療・福祉に代表される公共サ

れているものであるが、これは産業構造のサ

ービスと、対企業専門・技術サービとは、飯

ービス化とか、サービス経済化の進展という

盛説では機能別分類としては互いに区別され

よりは 、企業による雇 用責任の 回避を示す

るのであるが、サービス産業部門としては共

「雇用形態の変化」を物語るものだといった

通のセクターとして評価され、したがって、

方が適切であろう。

その労働生産性についても、同じ算定法（就

本書は、この「非正規化・非雇用化に向か

業者一人当たりの産出付加価値）のもとで比

う雇用形態の変化」を、90年代半ば以降の人

較される。だが、公 共サービ スとされる 医

件費削減・抑制を狙った「日本的経営の見直

療・介護・福祉サービスと、専門・技術サー

し」を示すものとしてとらえ、これを基底に

ビスとして分類され る建築・ 土木技術、 情

おいて、家計所得・消費の低迷・不振、した

報・設計労働等は、同じ生産性という量的概

がって日本経済の「長期停滞」の真因をつき

念のもとで比較できるのか、という問題が残

とめようとしている。「サービス産業拡大」の

る。実は、これはサービス労働とは何か、サ

歴史的傾向のなかに、日本経済の「デフレ構

ービス労働はいかなる意味において価値生産

造」を把握する視点は、著者の経済学視点の

的と言えるのか、という理論問題にかかわっ
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てくることである。紙数に余裕があれば、こ

る専門領域にあたる。それ故、 1 つの学説と

の点については後に立ち返ることにして、こ

いえども、それを広範囲にわたる長い論争史

こでは先を急いで、第Ⅲ部の内容を簡単に紹

のなかに位置づけること自体が至難のことだ

介しておきたい。

といってよい。たとえば、本書に直接かかわ

第Ⅲ部は、そこに収められた第 8 章のタイ

る本をあげると、私は、比較的近年のもので

トル「『必然の王国』から『自由の王国』へ」

は櫛田豊『サービス商品論』（桜井書店、2016

が示しているように、『資本論』第 3 巻第48章

年）、山田良治『知識労働と余暇活動』（日本

「三位一体的定式」をテキストとしたマルク

経済評論社、2018年）、村上研一『再生産表式

ス未来社会論の検討が中心的内容である。そ

の展開と現代資本主義』（唯学書房、2019年）

のエッ センスは、拡大 する自由 時間を物質

を読む機会を得たが、いずれも好著ながら、

的・社会的基礎にした「人間の能力そのもの

過去の論争史の整理には苦労されていること

の発達が自己目的とされる真の人間的な社会

を実感した。

の到来」（172㌻）に未来社会を展望する、と

そういう状況にあって、もっかの評者にと

いう点に求められる。この論点については 2

って幸いなことは、飯盛氏自身が実に手際よ

点のみを指摘しておきた。

く、本書を論争のコンテキストの中に位置づ

1 つは、「自由時間」と「人間発達」をいわ

けてくれていることである。これを手がかり

ばキーワードにしたマルクス未来社会論の探

にして従来の諸学説を整理するとすれば、本

究は、不破哲三氏（『古典研究 マルクス未来

書はサービス労働論に関して「生産的労働・

社会論』新日本出版社、2004年、『『資本論』

物質代謝限定説と呼ぶべき通説、通説を修正

のなかの未来社会論』新日本出版社、2019年

する物資代謝拡張説、これらとは論拠を異に

等）に共通した視点のものであり、少なくと

する有用効果説の三つのグループがあった」

も、前世紀には支配的であった未来社会ビジ

とまとめている（101㌻）。簡にして要を得た

ョンを大きく転換させる役割をもったもので

見事な説明である。後の議論のために一言つ

ある、ということである。

け加えておくと、本書は評者（二宮）の立場

いま 1 つは、飯盛氏の独自性は、かかる未
来社会における自由時間の意識的・計画的な

を「物質代謝・精神代謝両輪説と呼べるもの
である」とされている。

使い方において、そもそも「飯盛版サービス

この説明に従って「飯盛サービス労働論」

労働範疇」に含まれる「芸術的・科学的等の

の位置を確かめておくと、上では第 3 番目に

教養」活動が全面的開花の時を迎える、と展

あげられている「有用効果説」が飯盛説とい

望しようとした点に求められる（もっとも、

うことになる。いま少し正確にいえば、「サー

これは私の推測である）。

ビス労働・有用効果生産説＝価値生産説の立
場」（59㌻）というのが、飯盛説の位置である。
著者自らがこう名乗っているとおり、飯盛氏

２．サービス労働論争史における飯盛説
の位置と評価

は、サービス労働は一定の有用効果という生

ここから話は、本書の「本論」部分にあた

働）と見なす見解を とり、我 が国におけ る

る第Ⅱ部「飯盛サービス論」に紹介に移る。

「サービス労働＝生産的労働論」の代表的論

先に一言ふれたように、サービス労働・生

者であった。あえて代表的論者というのは、

産的労働論の分野は、経済学のなかでも、論

飯盛氏の処女作（『生産的労働の理論』青木書

争の森といってよいほどに奥深く、またその

店 、1977年 およ び 『生 産的 労働 と第 三次 産

内部構造は迷路のように複雑に入り組んでい

業』青木書店、1978年）が発表される70年代

産物を生み出す生産 的労働（ 価値生産的 労
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後半頃までの支配的見解（ほぼ通説）は、「サ

集』にみる運輸労働論から導き出した。マル

ービス労働＝不生産的労働」説だったからで

クスは、運輸労働の成果を場所の移動・移転

ある。本書第 3 章における「サービス経済論

という有用効果（サービス）を生産するもの

争の到達点」、および「生産的労働・サービス

ととらえていたからである。念のため、ここ

論争における新たな主張」と題する第 5 章は、

では、運輸労働に代えて、歌手のサービスに

この飯盛説を起点において過去の論争を整理

対するマルクスの説明を引いておく。「ある歌

し、その冒頭では「マルクス経済学の通説で

手が私のために行なうサーヴィスは私の美的

は、物質的財貨の生産＝物質代謝活動が人間

欲求を満足させる」が、「私が享受するものは、

社会存続の根本条件であることを根拠に、物

その歌手自身から切り離すことのできない行

財生産のみを生産的活動とみなし、サービス

為のうちにのみ存在しており、歌うという彼

部門を 社会の消費過程 に位置づ けてきた」

女の労働が終わるやいなや、私の楽しみも終

（101㌻）と書いて、自らの理論史上の特質を

わる」（マルクス、同上）。マルクスが、サー

何よりも「反通説」の「サービス労働＝生産

ビス業の典型というべき歌手の提供するサー

的労働論」に求めている。

ビスが対象的形態をとることなく、歌うとい

問題は、物質的生産のみを生産的労働とみ
なす「通説」を覆して、「サービス労働＝生産

う労働＝行為そのもののうちに存在している、
と主張していたことは明らかである。

的労働論」を打ち出す際に、飯盛説が何を論

ただ、ここで私が運輸労働ではなく、サー

拠としたのか、という点にある。同氏はその

ビス労働としてわざわざ歌唱労働の別例をと

根拠を、具体的有用労働が共通に持ち合わせ、

りあげたのは、飯盛説が注目するサービス労

また発揮する「有用効果」に求めた。有用効

働の成果における非対象的形態性（わかりや

果とは、手っ取り早くいって、『資本論』冒頭

すくいえば無形性）を確認し、強調したいが

の商品論でいう使用価値のことである。人間

ためではない。飯盛説にしたがえば、運輸も

の労働の成果であるこの有用効果＝使用価値

歌唱も、その労働は非対象的形態の有用効果

は、だれもが認めるように、労働自身とは独

を生産するから、サービス労働の生産物は無

立した対象的形態をとる場合もあれば、対象

形の使用価値（＝有用効果）である、という

的形態をとらない場合もある。労働生産物が

ことになる。運輸と歌唱は、その意味で、無

対象的形態をとる前者の場合が物資的生産労

形の有用効果を生産する同じサービス業の 2

働であり、非対象的形態のままにとどまり、

つの例を示すにすぎない。とはいえ、よくよ

マルクスの言葉を引き合いにすれば、「手でつ

く考えてみると、両者には無視できない重要

かめるような、身体それ自体から区別される

な違いがある。私が歌手労働をひきあいにし

結果を、なにもあとに残さない」労働が非物

たのは、この違いに注目したいがためである。

質的生産労働、すなわちサービス労働である

一見すると同じように無形サービスを生産し

（マルクス『資本論草稿集 経済学批判Ⅵ』大

ているかに見える両者間の違いは、さしあた

月書店、436㌻）。生産物が対象的形態をとる

り 2 点ある。後の議論のために、この 2 つの

労働のみを生産的労働とする「通説」に対し

違いに簡単に触れておこう。

て、飯盛説はその生産物が対象的形態をとっ

第 1 は、運輸・輸送労 働 が モノや 人の移

てあら われない非物質 的生産（ サービス労

動・移転という「有用効果」を生産するとい

働）もあわせて生産的労働である、とみなし

うのは、物であれ人 であれ、 その場所の 転

たのである。

換・移動によって使用価値上の変化を呼び起

飯盛氏は、この「サービス労働生産物＝有

こすものだから、それなりに理解できるとこ

用効果説」を、『資本論』および『資本論草稿

ろがあるものの（厳密にいえば「有用効果」

- 88 -

をサービス労働それ自体とは区別された生産

旅客等に限定しつつ、同時に、物質的生産労

物と捉える必要はないというのが私の立場で

働の論理については、これをそのまま対人サ

ある）、歌手の労働の有用効果とは、先述のと

ービス労働に拡張・適用しようとするものだ

おり、歌うという労働＝行為そのもののうち

からである。

に存在するものだから、あえて歌唱労働その

ここで物質的生産労働の論理というのは、

ものとは切り離された「有用効果」と見る必

マルクスのいう労働過程の 3 要素「労働―労

要はなく、「サービス労働＝使用価値＝有用効

働手段―労働対象」の関係を物質的富の生産

果」と捉えた方がよくはないか、ということ

に当てはめたときに生まれる論理のことであ

である。第 2 は、一方での物流を担う運輸・

る。すなわち、人間が一定の労働手段を用い

運搬、すなわち物の運送と、他方での旅客・

て労働対象（自然素材）に働きかけ、原材料

交通を担う人間の輸送・搬送との間には、き

を加工して生産物を作りあげるという関係、

わめて重要な違い─物に働きかける労働と

この物質代謝過程の論理を意味する。「拡張

人に働 きかける労働と いう労働 対象の違い

説」というのは、この物質代謝過程における

─があり、通俗的には同じサービス業とし

労働と労働対象の関係をそのまま、人間を労

て括られる労働であっても、この労働対象の

働対象にしたサービス労働に拡張・適用しよ

差異を無視することはできないのではないか、

うとする。ここで、「人間を対象にした労働」

ということである。この違いは、自動車部品

と「モノ＝自然素材を対象にした労働」とを

を運搬するトラックの運転労働と、聴衆相手

厳密に区別し、後者を物質代謝労働と呼び、

に美声をふるう歌手の労働との違いを考える

前者を精神代謝労働と呼ぶとするならば、「拡

ときには際だってくるだろう（このことを意

張説」は両者を労働類型としてはいったん切

識して、ここでは歌手労働を取り上げたわけ

断しながら、モノを対象にした物質代謝労働

である）。

の論理については、これをヒトを対象にした
精神代謝労働に拡張ないし拡大適用しようと
するものなのである。

３．「物質代謝拡張説」と飯盛説による批
判的評価

「拡張説」の特質は、飯盛説やそれ以前の
「通説」とは違って、サービス労働を人間を

実は、この 2 つの論点は、本書が 3 つにグ

相手にした「対人サービス労働」に限定する

ループ分けしたサービス労働論のうち、「通説

点、言いかえると上記の精神代謝労働に絞っ

を修正する物資代謝拡張説」（以下、本書にな

て捉えるという点にあった。この特質のゆえ

らって「拡張説」と略）にかかわる論点でも

に、本書は、「飯盛説」および伝統的「通説」

ある。「拡張説」とは、物質的生産労働だけを

に並べて、「拡張説」をサービス労働論におけ

生産的労働とみなす見地をサービス労働にま

る 3 つめのグループとしたのである。ところ

で拡張・適用して、飯盛説とは異なるアプロ

が、「拡張説」は、「物質的生産＝物質代謝労

ーチから「サービス労働＝生産的労働」論を

働の論理」を、「サービス労働＝精神代謝労働

導き出す議論のことである。本書はその代表

の論理」に拡張適用して、一方では「通説」

的論者として斉藤重雄・櫛田豊両氏をとりあ

の「サービス労働＝不生産的労働論」を退け、

あげ論評を加えている。この「拡張説」が、

他方では「飯盛説」の「サービス労働＝生産

上記の 2 つの論点にかかわると述べたのは、

的労働論」に味方する、という奇妙な位置に

それがサービス労働を人間相手の対人サービ

あることになる。奇妙というのは、「物質的生

ス労働に限定しつつ ─従って、上記の例で

産＝物質代謝労働」と「サービス労働＝精神

は、人間を相手にした歌手労働や人の運送、

代謝労働」の両者を異質なものと見るならば、
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前者と後者の論理には違いがあるはずなのに、

のであり、サービス業が生産するのはサービ

「拡張説」は前者の論理を後者に拡張適用し、

スそのもので、労働者それを購入して労働力

事実上、同じ論理的帰結（物質的生産労働＝

を再生産するのてあ る」と指 摘している が

サービス労働＝生産的労働論）に至っている

（136-7㌻）、この一文が同氏のこの裁断を示

からである。

すものである。

本書は、「拡張説」のこの矛盾を衝く。「拡

以上のような第Ⅱ部の論点を総括するとす

張説」の矛盾は、互いに異質な物質代謝・精

れば、本書における手際のよいサービス労働

神代謝両労働を同じ論理でつかもうとする点

論争の整理は、同氏の「サービス労働・有用

に起因するものだから、サービス労働を「人

効果生産説＝価値生産説」が研究史上の 1 つ

間を加工して労働力という生産物を生産する

の到達点であったことを示すものである。こ

労働」ととらえる点に集中的に現れる。端折

こでひとまず評者としては、自らの所説まで

って言えば、ここで人間はサービス労働の加

をも研究史の脈絡に位置づけ、極力客観的に

工対象（原材料）となり、生産物としての労

公平に自説・他説を評価しようしたこの遺作

働能力は対象的形態をとった物質的な富と同

集に対して敬意を表したいと思う。書評に残

じ一種の労働生産物とみなされる。抽象に抽

された最後の課題は 、いわば 「ポスト飯 盛

象を重ね、ギリギリ絞りこんだ言い方をすれ

説」の研究テーマを取り上げることである。

ば、ここで生産物とされる労働能力はいわゆ
るモノ扱いされるに等しい。人間は、たとえ
ば、仮にほとんど「植物状態」に陥った患者

４．「ポスト飯盛説」をめぐる諸論点

として、医療労働の対象にされている場合で
あっても、社会的には人格的主体性を失わな

とはいえ、本書評に許された紙数はもはや

い独立した人間であって、医者による治療の

ほとんどない。当初は、いわば飯盛説の軒下

ための単なる人間材料ではありえない。「拡張

を借りて母屋（を乗っ取るのではなく）にま

説」は、サービス労働が対象とする人間のこ

で入り込む予定だったのだか、それは別の機

の人格性・主体性を無視・軽視したところに

会に譲るとして、ここでは「ポスト飯盛説」

初めて成り立つ論理なのである。

の課題数点をほんの摘要の形で記すにとどめ

とはいえ、「拡張説」といえども、サービス

ざるをえない。

労働の対象としての人間のこの主体性を捨象

第 1 は、「飯盛説」の「サービス労働・有用

することはできない。そこで、生産物として

効果生産説＝価値生産説の立場」と、上で見

の労働 能力はサービス 業者とそ の受給者の

た「拡張説」を統一しようとする試み、ただ

「共同生産物」だと主張する。だが、これは

し「拡張説」を修正して「飯盛説」との統合

論理的矛盾をさらに増幅するものでしかない。

を図ろうとする試みがすでにあらわれている

かかる論理をサービス労働論に持ち込むこと

ことである。「拡張説」の修正とは、人間を対

はできない。これが拡張説に対する飯盛説の

象にしたサービス労働を、「拡張説」のように

裁断だったと思われる。本書は、「労働と消費

「物質代謝労働＝物質的生産労働」の論理を

活動の共同生産物」説をとりあげたところで、

「精神代謝労働＝サービス労働論」に拡張適

「サービス労働と消費活動の共同生産物とさ

用するのではなく、両労働を対象別に分類し

れる労働力は人間じしんに属するものであり、

た二大労働分野として大きく区別し、サービ

その売り手は労働者であってサービス業では

ス労働を物質的生産の論理とは異なる労働範

ない。労働力の所有者ではないサービス業が

疇と捉えることである。これは先にふれた山

共同生産者になるという主張は成立しえない

田良治氏の見解のことであるが、同氏は、飯
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盛説を継承して、まず物質的生産と非物質的
生産とを区分する縦軸を設定し、他方で、労
働対象を「自然素材」と「人間」とに分けて
とらえる「対象別労働分類」（これが「拡張
説」修正版にあたる）の横軸を配し、それら
縦軸・横軸の座標軸を使って諸労働を分類さ
れている（前掲書参照）。
第 2 は、この山田説と一部問題関心を共通
にした試みであるが、「拡張説」の特徴であっ
た「サービス労働を人間を対象にした労働に
限定する立場」を徹底し、「拡張説」とは正反
対に、「人間の人間に対する精神代謝労働（サ
ービス労働）」を「物質代謝労働」とは違って
「人間的コミュニケーション関係」のもとで
捉える視点を貫く方法が考えられることであ
る。「人間的コミュニケーション関係」の精髄

価格 ¥3,300（本体 ¥3,000）
桜井書店（文京区本郷）
（2018/06 発売）

は「言語的コミュニケーション」に求められ
るから、サービス労働の特徴は、言語的コミ

サイズ A5 判／ページ数 216p ／高さ 22cm
商品コード 9784905261384
NDC 分類 673.9
C コード C3033

ュニケーションを媒介にし、また方法とする
人間に対する働きかけ、と把握される。この
とらえ方が、「飯盛説」を継承する面を有する
のは、かかる「言語的コミュニケーション関
係を媒介にしたサービス労働」は不生産的労

った労働だからである（本書が「二宮説」を

働ではなく、生産的労働であると評価する立

「物質代謝・精神代謝両輪説」と呼んだゆえ

場に立つからで、実は、これが本書によって

んはここにある）。

「飯盛説」を補完するものではないか、と指

第 3 は、本書が「二宮説はもうひとつのサ

摘された評者（二宮）の説である。「二宮説」

ービス部門である対企業サービスについては

が「サービス労働＝生産的労働論」に立つの

ふれていない」（101㌻）とされた点にかかわ

は、物質的生産労働やサービス労働の 2 つを

る。「対企業サービス」というのは、本書評 1

人類の生存を担う活動次元にまで掘り下げ、

節でふれた、近年のアメリカで伸張著しいと

抽象化すると、両者は「人間と自然との物質

された専門・技術サービスのことである。こ

代謝関係」と「人間と人間の精神代謝関係」

れをどのように評価するかについては、かな

との 2 つを担う労働に遡ってとらえられ、物

り立ち入った検討が必要になるのだが、ここ

質代謝労働・精神代謝労働の両方は、そもそ

では簡単に問題の所在を指摘するにとどめざ

も人類史の始原に遡って、社会的にみて有用

るをえない。

かつ必要な労働であって、マルクスがどんな

対企業サービスだとか、専門・技術サービ

子どもでも知っているとした自然法則（マル

スと呼ばれる労働分野は、一言でいえば、「情

クス『クーゲルマンへの手紙』国民文庫、88

報関連労働」に属することである。情報関連

㌻）、すなわち「種々の欲望の量に応じた諸生

労働とは、もう少し小分けすると、情報の収

産物の量は、社会的総労働の種々のそして特

集・生産、情報の処 理・加工 、情報の再 構

定の分量を必要するという」自然法則にかな

成・再編、情報の対象化・物質化、情報の伝
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達・通信・交換・交流等に分けて考えること

ご冥福を祈りたいと思う

ができ る。これらを一 括して「 情報生産労
働」とよんでもよい。情報生産の労働過程は、
物質代謝・精神代謝労働に共通して「労働―
労働手段―労働対象」になるが、問題の労働
対象は「自然・社会および情報」である。実
は、この情報生産労働は、物資代謝＝物質的
生産労働と精神代謝＝サービス労働に並ぶ第
3 の労働 部門、より正確 に言うと 、物質代
謝・精神代謝両方にまたがる第 3 の労働部門
を形成する。なぜ両部門にまたがり、いわば
双方を架橋するようなセクターとして位置づ
けられるかといえば、情報の機能は人間固有
の言語をルーツとして「制御機能」と「コミ
ュニケーション媒介機能」の 2 つに分かれ、
制御機能系情報生産労働は物質代謝労働と重
なり、コミュニケーション媒介機能系情報生
産労働は精神代謝労働と重なる性格を持って
いるからである。もちろん両労働と重なると
はいえ、情報生産労働それ自体は、たとえば
科学・研究労働、芸術労働、設計労働、映写
労働、統計労働等を考えればすぐわかるよう
に、 1 つの独立した労働部門である。これま
でのサービス労働論は、この情報生産労働の
独特の位置や機能に、それほど深くかかわっ
てこなかったと思われる。
その最大の理由は、現代を「情報化社会」
だとか「情報資本主義」だとかの概念で捉え
ることはあっても、肝心の情報それ自体の概
念・定義が十分に定まっていなかったからだ
と思われる。私の知る限り、マルクスにも知
識・科学、精神的生産、精神生産物、非物質
的生産といった概念はあっても、現代の私た
ちが使っている情報（information）概念は見
当たらない（どなたか発見された方には教示
を乞いたい）。「ポスト飯盛説」の 1 つの課題
は、この情報関連労働を深めていく点にある
のではないかと思われる。ただ、この論点に
ついてはここでこれ以上、深く入りこんで検
討する余裕はない。その検討は他の機会に譲
って、評者としては、ひとまず著者飯盛氏の
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（にのみや

あつみ

神戸大学名誉教授）

■書評■

石倉雅男著

『貨幣経済と資本蓄積の理論（第 2 版）
』
（大月書店、2019年）

高 橋

勉

第Ⅰ部「貨幣経済の政治経済学」は、商品

Ⅰ

本書の構成

論及び貨幣論に相当する。資本主義経済の構
造分析に相応しい「貨幣経済」観について検

本書は、タイトルにある「貨幣経済」とい

討した上で、「貨幣経済」における商品の価格

う分析視角に基づき、現代経済を、①商品論

形態について、抽象度の異なる複数の分析視

及び貨幣論、②広義の剰余価値論及び賃金論、

角から考察されている。ケインズの議論の検

③蓄積論といった立体的な 3 部構成の論理展

討を通じて分析視角である「貨幣経済」観が

開で分析したものである。その意味で、本書

示され、その分析視角に基づき、マルクスの

は、著者が構想する経済理論体系の骨格を示

価値形態論、交換過程論、価値の生産価格へ

しているとも言える。本書の構成は以下の通

の転化といった問題が検討されている。

りである。

第Ⅱ部「資本・賃労働関係の政治経済学」
は、広義の剰余価値論及び賃金論に相当する。

はしがき
第Ⅰ部

労働者が資本の意向に沿う「働きぶり」を発
貨幣経済の政治経済学

揮させられる過程が「労働者からの労働の抽

第1章

政治経済学アプローチと貨幣

出」として捉えられ、資本と労働者との間の

第2章

貨幣経済への分析視角

支配・被支配の関係が理論的及び実証的に考

第3章

貨幣経済と価格形態

察されている。ボウルズ＝ギンタスの「抗争

第4章

商品価値の生産価格への転化

交換モデル」の検討、さらに、雇用形態の変

第Ⅱ部

資本・賃労働関係の政治経済学

第5章

化による所得格差の実証分析が行われている。

「労働者からの労働の抽出」と権

力関係
第6章
第Ⅲ部
第7章

第Ⅲ部「資本蓄積・利潤・負債の政治経済
学」は、蓄積論に相当する。銀行組織の信用

非正規雇用の増加と所得格差の拡大

創造を可能にする発達した信用制度を前提と

資本蓄積・利潤・負債の政治経済学

し、資本蓄積と利潤や負債とのマクロ経済的

資本蓄積と所得分配

第 7 章補論

連関について考察されている。投資、実現利

資本蓄積と雇用──移行過程

の分析をめぐって

潤、負債の動学的な決定関係、技術変化を伴
う資本蓄積のもとでの雇用労働者数の変化と

第8章

投資、利潤と負債の動学的関係

いった問題について、カレツキー、ロビンソ

第9章

証券化と金融危機──2008年世界

ン、ヒックス、ミンスキー等の議論をもとに

金融危機をめぐって
あとがき

検討されている。また、2008年の世界金融危
機を対象とした金融不安定性の分析も行われ
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ている。

して、われわれが貨幣経済について語るとき

なお、各章の概要、及び、初版から拡充さ

に 言 う べ き も の は 、 ま さ に こ れ で あ る 。」

れた箇所等については、本書「はしがき」を

(Keynes［1973］、pp.408-409。邦訳は本書に

参照されたい。

よる。）
みられるように、ケインズは、貨幣が商品
交換における「中立的な連結具」として、す

Ⅱ

本書の特徴

なわち、商品交換を媒介するものとしてのみ
使用される経済を「実物的交換経済」とし、
その一方、「私がぜひ欲しいと考える理論」の

本書の第 1 の特徴は、ケインズの議論の検

対象＝現実の経済については、「最初の状態と

討を通じて導出された「貨幣経済」という分

最後の状態のあいだでの貨幣の動向」を重視

析視角に基づく一貫した論理が展開されてい

する「貨幣経済」として区別している。前者

るということである。「貨幣経済」とは、簡単

が単純流通に相当することは明らかであり、

に言えば、貨幣の役割が重視されている経済

後者はおそらく資本流通に相当すると思われ

のことであるが、問題は、どのような意味に

るが、そのことは以下の経済システム類型論

おいて貨幣が重視されているかである。本書

を見ると、一層明らかとなる。

では、現代経済の基本的な性格を、単純流通

ケイン ズは、「『雇用の一般理 論』草稿」

：W１－G－W２ としてではなく、資本流通：

（Keynes［1979］）において、マルクスにも言

G－ W－ G’（ ＝ G＋ ΔG） と し て 捉え て い る

及しつつ、古典派の想定する経済を「協同経

（Wは商品、Gは貨幣）。そして、本書におけ

済」（＝単純流通）、現実の経済を「企業者経

る「貨幣経済」とは、貨幣がそのように資本

済」（＝資本流通）として区別し、次のように

として機能し、より大きな額の貨幣の取得が

述べている。

目的となっている経済に他ならない。

「古典派理論の想定では、企業者がより多

そこで、本書で検討されているケインズの

くの雇用を提供するように仕向けるのは、よ

議論を確認しよう。ケインズは、「生産の貨幣

り多くの生産物が自分のものになるという期

理論」（Keynes［1973］）において、次のよう

待だけである。しかし、企業者経済において

に述べている。

は、これでは、事業計算の性質を誤って分析

「貨幣を使うが、実体的な事物や実物資産

することになる。企業者は生産物の量ではな

の取引どうしの中立的な連結具としてのみ貨

く、自分の取り分となる貨幣の額に関心を持

幣を使い、貨幣を動機や意思決定の中に入り

つ。企業者はそうすることによって、自分の

込ませないような経済は—もっと良い名称が

貨幣利潤を増やすと期待するならば、たとえ

ないので—実物的交換経済と呼んでよいであ

この利潤が以前より少ない量の生産物を表す

ろう。私がぜひ欲しいと考える理論ならば、

としても、産出量を拡大しようとする。
」(Keynes

これとは対照的に、次のような経済を扱うで

［1979］、p.82。邦訳は本書による。）

あろう。それは、貨幣が独自の役割を演じ、

みられるように、ケインズによれば、古典

動機や意思決定に影響を及ぼすような経済で

派が想定する「協同経済」では、「より多くの

あり、要するに、貨幣が状況に作用する要因

生産物が自分のものになる」こと、つまり、

の 1 つであるので、長期的であれ短期的であ

使用価値の獲得が生産の目的となる。これは

れ、最初の状態と最後の状態のあいだでの貨

単純流通の枠組みでの議論である。一方、現

幣の動向を知らないと事態の推移について見

実の経済である「企業者経済」では、「自分の

通しを立てることができない経済である。そ

貨幣利潤を増やす」こと、つまり、本質的に
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は価値増殖が生産の目的となる。これは資本

換するモデルであり、単純流通の枠組みを前

流通の枠組みでの議論である。こうして、ケ

提としている。よって、本書で提示されてい

インズは、現実の経済である「企業者経済」

る純粋交換モデルへの批判は、根本的には、

における生産の目的は価値増殖の追求である、

前項で述べたように、単純流通の枠組みでは

という理解に繋がる視点を持っていたのであ

現実の経済、言い換えれば、資本主義経済に

る。

ついての本質的な分析を行うことができない、

これらのことを整理すると、ケインズは、

ということである。そして、評者の私見では、

古典派の想定＝「協同経済」＝単純流通と、現

その批判の本書における具体的内容は、以下

実の経済＝「企業者経済」＝資本流通を区別し、

の 3 点に大きく整理することができると思わ

前者を「実物的交換経済」、後者を「貨幣経

れる。

済」と認識していることがわかる。すなわち、

第 1 に、生産や分配における権力関係の非

貨幣が単に商品交換を媒介する手段として用

対称性の問題である。資本主義経済において、

いられる経済ではなく、より大きな額の貨幣

労働者は、自分の労働力を自由に処分できる

の取得が目的となっている経済のことを「貨

という「人格的な自由」と、生産手段を所有

幣経済」と表しているのである。本書の「貨

していないという「生産手段からの自由」と

幣経済」も、基本的にはこのような議論に基

いう「二重の意味で自由」な立場にあるが、

づくものである。

そのために、自分の労働力を資本に販売する

ただし、本書は、こうした貨幣的現象を皮

以外に生活するすべがないという不自由な立

相的に理解しているわけではない。本書第Ⅰ

場にある。一方、資本は、そのような立場の

部においては、労働価値説や剰余価値論に基

労働者から労働力を商品として購入し、労働

づく議論が行われ、価値の実体や利潤の源泉

者を指揮・監督下に置いて商品生産を実施す

が本質的に把握されている。すなわち、「貨幣

る立場にある。したがって、資本と労働者は

経済」とは、こうした本質から生み出される

決して対等で平等な関係にあるのではなく、

貨幣的な現象を表したものであり、「貨幣」が

支配・被支配といった非対称的な関係にあり、

資本として機能している「経済」のことであ

そのようなものとして両者の関係を考察しな

る。本書における「貨幣経済」とは、このよ

ければならない。よって、純粋交換モデルの

うな分析視角を意味していると理解する必要

ように、生産と分配を独立のものとみなし、

があるだろう。

分配関係だけを考察対象とするのではなく、
生産と分配との相互依存性の認識が重要とな
る。つまり、生産の決定権を握る資本が資本
の目的に沿った方向に分配の結果を誘導する

本書の第 2 の特徴は、分析視角である「貨
幣経済」を基軸として、いわゆる純粋交換モ

ものとして、資本と労働者との利害対立を分
析する必要がある。

デルの系譜を引く主流派経済学への批判的視

第 2 に、利潤の実現に関する不確実性の問

点を提示し、さらに、その機軸のもとで、マ

題である。資本の目的は自己増殖であり、そ

ルクス、ケインズ、ポストケインズ派、ラデ

のためには利潤を獲得しなければならない。

ィカル派といった、主流派に対するオルタナ

しかし、経済全体で考えると、資本にとって

ティブの議論を有機的に再編した新たな政治

の利潤は、資本が実物投資を含む資本蓄積と

経済学の構築を試みているということである。

して自ら投下する貨幣によって実現される。

周知のように、純粋交換モデルは、市場参

すなわち、資本は、獲得できる利潤＝実現利

加者が自身の効用が高まるように所有物を交

潤の大きさがわからないという不確実な状況
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において、実現利潤に関する期待に基づき、

っている。

将来の生産のために貨幣を投下しなければな

かつて、杉本栄一は、「マルクスの論理を、

らない。よって、主流派経済学のように、今

統一ある理論体系としてそのまま承認したう

期に生産されたものがすべて取得され、それ

え、なおかつマルクス経済学にとって『近代

が消費と貯蓄＝投資に分割されることを通じ

経済理論』を利用し 得る余地 があるかど う

て次期の生産が決定されるという枠組みでは

か」(杉本［1949］、p.196）という課題を設定

なく、こうした不確実な状況における意思決

し、必ずしも明示的ではないが、マルクス経

定の問題を分析できる「歴史的時間」を前提

済学を「本質理解」とする一方、いわゆる近

とした枠組みが必要となる。「歴史的時間」と

代 経 済 学 を「 現 象 形 態 の 説 明 」 (同 書、

は、不可逆な時間のことであり、この枠組み

p.205）、
「不均衡的発展の過程に関する分析」

では、取り消しのきかない過去、現在、不確

(同書、p.218)とする方法を提起し、マルクス

実な将来といった時間軸のもとでの動学的な

経済学における「『競争および信用の理論』の

関係が分析されることになる。

第二領域」（杉本［2005］、p.315）と位置付け

第 3 に、市場の不安定性の問題である。市

ていたのではないかと思われる。本書では、

場は需給調節メカニズムによって経済を安定

このような課題が掲げられているわけではな

化させる機能を備えているが、同時に、景気

いが、「貨幣経済」という基軸を示し、そのも

循環や金融危機をもたらすものであり、その

とで諸学派の有機的な再編を試みるという 1

意味では、経済を不安定化させる機能も備え

つの合理的な手法が提示されている。この意

ていると言える。ところが、純粋交換モデル

味において、本書は、新たな政治経済学構築

のように、単純流通の枠組みや交換の媒介物

の試みとして、その意義が十分に評価されな

として貨幣に固執する限り、生産物の供給は

ければならないと言えるだろう。

必ず同額の需要を伴うことになり、セー法則
を想定した安定的な分析枠組みに留まってし
まうことになる。よって、市場の不安定性を

Ⅲ

今後の議論のための問題提起

内生的に説明するためには、例えば、発達し
た銀行組織による信用創造の仕組みを前提と
し、取得された資金が貨幣や金融資産として

「貨幣経済」という分析視角のもとで、単

保有される選択肢も組み入れるなど、貨幣が

純流通と資本流通とを区別しなければならな

資本の意思決定に影響を及ぼす枠組みが必要

いという本書の姿勢には評者も賛成である。

となる。本書では、一般的等価物としての社

しかし、その一方で、両者の関係を明らかに

会的機能のために貨幣が欲望の対象になると

することも必要である。

述べられているが、そのような認識が不安定

私見では、資本流通を重視することは、単

性を分析する枠組みの基底になっていると思

純流通における分析の意義を全面的に否定す

われる。

ることを意味しない。両者は、無関係に存在

このように、本書は、「貨幣経済」という分

しているわけではなく、単純流通を基礎とし、

析視角のもと、主流派経済学への有効な批判

その成立を前提に資本流通が成立する、とい

的視点を備えていると言える。そのため、こ

うように重層的に存在していると考えられる。

の分析視角を基軸として、マルクス、ケイン

単純流通において、貨幣は交換の媒介物とし

ズ、ポストケインズ派、ラディカル派といっ

て機能しているが、この機能がなければ、そ

た、主流派に対するオルタナティブの議論を

もそも商品交換は成立しえず、よって、資本

有機的に再編する方向性を示しうるものとな

流通も成立しない。すなわち、単純流通は資
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本流通が成立するための必要条件である。と
いうことは、単純流通の枠組みにおいて、貨
幣の発生や機能、商品流通の一般的性質につ
いて分析することは十分に合理的である。そ
のよう な分析を基礎と した上で 、いわゆる
「貨幣の資本への転化」を経て、資本流通の
枠組みにおける分析が可能になるのである。
しかし、本書では、単純流通と資本流通と
の区別を重視することに力点が置かれている
ためか、両者の関係の分析が必ずしも十分で
はなく、資本流通が成立する前提となるはず
の単純流通の枠組みでの分析の意義が不明確
になっているように思われる。
例えば、貨幣の生成論が扱われている本書
価格 ¥3,740（本体 ¥3,400）
大月書店（2019/08 発売）
サイズ A5 判／ページ数 341p ／高さ 22cm
商品コード 9784272111268
NDC 分類 331
C コード C0033

第Ⅰ部第 3 章は、おそらく単純流通の枠組み
が前提になっていると解釈されるが、「交換の
行き詰まりを解決する手段としての交換の媒
介 物 を 導 入 す る こ と で は な く 」(本 書、
pp.78-79)として、交換の媒介物しての貨幣の
役割を否定した議論が行われている。しかし、
その役割を貨幣が担わないのであれば、そも

デルの分析視角についての評価としては、評

そも交換が成立しないのではないだろうか。

者も本書の立場に賛成である。

あるいは、本書の立場では、交換の媒介物と

そこで、問題は、「抗争交換モデル」が「労

しての貨幣の役割は、どのような枠組みにお

働者の行動様式が雇い主の戦略に左右されて

いて説明されることになるのだろうか。

いる関係」を適切に示すことができているか
どうかである。このモデルでは、結果的には、
資本によって労働者の労働能力の発揮度が決
定されることになるとはいえ、その論理は、

本書第Ⅱ部第 5 章では、ボウルズ＝ギンタ

労働者自身が、解雇による不利益を考慮しつ

スの「抗争交換モデル」についての検討が行

つ、自分の労働能力の発揮度を賃金の変化に

われている。このモデルでは、資本は賃金と

応じて決定することが前提されている。しか

解雇条件を媒介として労働者の「働きぶり」

し、この前提については、さらなる検討が必

＝労働能力の発揮度を決定することができる

要であるように思われる。

という理解に基づき、資本が労働者に資本の

この問題をマルクス経済学の「実質的包摂

意向に沿う「働きぶり」を発揮させる過程を

論」から考えると、協業や分業の中に組み込

「労働者からの労働の抽出」として捉えてい

まれ、高度な生産手段が用いられた生産過程

る。本書では、このモデルについて、「雇い主

に配置された労働者は、あたかもその生産手

と労働者とのあいだの権力関係の内実として、

段の一部であるかのように、生産過程の運動

労働者の行動様式が雇い主の戦略に左右され

に合わせて自分の労働能力を発揮せざるを得

て い る 関 係 を 浮 か び 上 が ら せ た 」 (本 書、

ない状況にあると言える。例えば、自動車の

p.153)として肯定的に評価している。このモ

組み立てラインに配置された労働者は、ベル
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トコンベアのスピードに合わせて命じられた

5 章では、「資本主義経済の全体においても生

作業を行わざるを得ない。また、ハンバーガ

産と分配とが互いに独立でないことを説明す

ーショップの店員は決められた時間内で決め

るためには、剰余価値の生産と実現の両方を

られた品質の商品を提供しなければならない。

統 合 す る 分 析 視 角 が 必 要 と な る 」（ 本 書、

このように考えると、労働者による労働能

p.161）とも述べられている。このような議論

力の発揮度は、社会的に規定された水準ある

に基づくのであれば、まさに、供給側の要因

いは範囲を前提にした上で、資本が生産過程

：利潤の源泉＝剰余価値の生産と需要側の要

の編成権を用いて直接的に決定することがで

因：剰余価値の利潤としての実現という「両

きると理解すべきではないだろうか。もちろ

方を統合する分析視角」に基づく分析が必要

ん、労働者は、賃金の変化に応じて、労働能

となるのではないだろうか。

力の発揮度をまったく変化させないわけでは

こうした「両方を統合する分析視角」に基づ

ないだろう。しかし、いま述べた理由から、

くとすれば、私見では、実現される利潤の大き

その影響は限定的であり、賃金の変化は労働

さは、生産された剰余価値額の範囲において、

能力の発揮度の決定における本質的な要因と

需要に応じて決定されると考えられる。まず、

は言えないのではないだろうか。

商品がすべて売れている場合、実現される利潤
の大きさは生産された剰余価値額と等しくなる。
この場合には、実現される利潤の大きさは需要
側の要因とは関係なく、供給側の要因によって

本書第Ⅲ部第 7 章では、資本蓄積と利潤と

決定される。需要額が生産された剰余価値額を

の関係についての分析が行われている。ここ

含む商品の価値額を大きく上回ると、物価上昇

では、「与えられた所得額からの利潤の分け前

によって利潤額は増加するが、これは名目的な

が増えるから資本蓄積が加速するのではなく、

増加であり、実質的には増加していない。一方、

資本蓄積の実行額が実現利潤の大きさを決定

商品が売れ残っている場合、売れた商品に含ま

する」（本書、p.221）とされ、資本蓄積とい

れる剰余価値額によって利潤の大きさが決定さ

う需要側の要因によって利潤の大きさが決定

れるのだから、実現される利潤の大きさは需要

されるという因果関係の重要性が明確に示さ

側の要因によって決定されることになる。

れている。需要の重要性が示されているとい
＜参考文献＞

う限りでは、評者も異論はない。
しかし、この論理では、実現利潤の大きさ

・Keynes [1973], The Collected Writings of John May-

が需要側の要因だけで決定され、供給側の要

nard Keynes, Vol13(The General Theory and

因、つまり、剰余価値生産とは無関係に決定

After: PART 1 Preparation), edited by D.
Moggridge, London: Macmillan.

されることになってしまう。「実現利潤」とい
う文脈における「実現」とは、ある大きさの
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価値を持つ商品が貨幣と交換されることによ
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After:

ことが実証されることである。よって、そも

Moggridge, London: Macmillan.
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D.
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生産されていなければ、何も利潤として実現
されない。本書においても、第Ⅰ部第 4 章で

A

・── [2005]、『近代経済学史』、岩波書店

は、利潤とその源泉である剰余価値との関係
について言及されているし、また、第Ⅱ部第
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■書評■

菊本義治・齋藤立滋・長島勝廣・林田秀樹・
本田豊・松浦章・間宮賢一・山口雅生 著

『日本経済の長期停滞をどう視るか』
（桜井書店、2019年 9 月)

鶴 田 満 彦
まず、本書の章別構成を示しておくことに
しよう(括弧内は著者)。

１

本書の構成と主要内容

本書は、これまでに『日本経済がわかる経
済学』(2007年)、『グローバル化経済の構図と
矛盾』(2011年)、『グローバル化時代の日本経
済』(2014年)など日本経済とグローバル化を
キーワードとした研究書を公刊してきた菊本
義治氏を中心とする研究グループが、今回は、
日本経済、グローバル化に長期停滞、金融化
を加えて、それらの相互連関のもとにここ30
年程の日本経済を多様な角度から分析した本
格的な論文集である。
1990年代以降の日本経済は、「失われた20
年」とか、「失われた30年」と言われているよ
うに、実質GDP成長率も平均年率 1 ％弱に過
ぎず、1950年代半ばから70年代初頭にかけて

なお、各章の末尾には、各章執筆者による

の高度成長期の 9 ％強、1970年代から80年代

コラムが付されていて、読者の気分転換をは

末にかけての中成長期の 4 ％強と対照的であ

かるように工夫がされている。

る。しかも、1990年代以降の日本経済は、グ
ローバル化や金融化が進む一方、日本的雇用

以上の構成において、はじめに は、本書全

慣行が変貌し、所得や資産の格差が拡大する

体を貫く問題意識と各章の位置づけを示した

という問題点を露呈してきている。本書は、

もので、そこでは「本書のキーポイントは、

これらの問題点に真摯に取り組んだもので、

長期不況、金融資本の肥大化と投機化、グロ

長期停滞の続いている今、まさに書かれるべ

ーバル化経済の相互 関連を明 らかにする こ

くして書かれた研究書だと言えよう。

と」（ 3 頁)だとされており、長期不況の特徴
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をマクロ経済の利潤の決定式(貯蓄投資バラン

る。⑩成長の果実は労働者への賃金上昇とし

ス式)で示した第 1 章が総論に当たるもので、

ては還元されないまま、企業貯蓄になってい

第 2 章以下は各論に当たると言われている。

る。⑪この輸出主導型経済成長は、労働者へ

本書の総論に当たる第 1 章では、まず、次

の賃金支払い抑制と人口減による消費の頭打

のように利潤の決定式が示される(12ページ)。

ちを引き起こし、それが期待成長率の低下と

Sf＝If＋Ih－Sh＋D＋B

(1)

設備投資の停滞を生じさせ、常態的な需要不

ただし、Sf：企業貯蓄(利潤)、Sh：家計貯

足状態である長期不況を引き起こしている。

蓄、If：企業の設備投資と在庫投資、Ih：家計

これには、高齢化による社会保障問題、財政

の住宅投資、D：財政赤字、B：経常収支黒字。

赤字問題、地方経済の衰退問題がかかわって

この利潤の決定式は、商品需給均衡式と税

いる(21頁)。第 2 章以下は、これらの諸問題

引き後利潤から資本家消費を差し引いたもの

を多面的に詳論している。

が企業貯蓄であるという定義式から導かれる。
(1)を変形すると、Sf－If＋Sh－Ih＝D＋B

第 2 章は、1990年代以降の長期不況がなぜ
生じてきたかを分析し、閉塞状況のなかで国

(1')

民生活を守ることこそが長期不況を打開する

ここで、左辺の(Sf－If)は、企業の資金余剰

道であることを明らかにしている。

であり、(Sh－Ih)は家計の資金余剰であ

日本経済は、1985年プラザ合意を契機とし

って、企業と家計で生じた資金余剰が、財

て急激な円高に直面し、長期に低金利政策を

政赤字と経常収支黒字の和に等しいことを示

続け たこ とも あって、80年 代後半 には、 株

している。

価・地価の高騰を伴うバブル化と設備投資急

著者は、(Sf－If)
－Ih)

GDPを企業利潤率、(Sh

GDPを家計貯蓄率と呼び、企業投資率、

家計投資率、財政赤字率、純輸出率などとと

増を伴う経済成長の局面を迎えたが、バブル
経済は1990年には崩壊し、90年代初頭以降は
長期の不況に見舞われることになった。

もに、1956年～2017年について計測し、表と
図で示している(12頁)。

著者は、バブル経済の崩壊により、雇用・
設備・債務の 3 つの過剰が一気に吹き出した

上記のモデルと長期データにもとづいて、

と して 、 雇用・設 備・債務 の 推 移 を1980～

著者は現代日本経済の特質として次の諸点を

2017年度について法人企業統計によって示し

挙げている。①不況であるが、高利潤。②高

ている(28～29頁)。大企業と中小零細企業で

利潤のために、資金が余剰。③余剰資金が国

は若干の差はあるものの、設備と債務の過剰

債買い入れと対外投資に向かっている。④国

は2010年頃までにはほぼ解消している。雇用

内設備投資比率が低く、需要不足とデフレ傾

水準の低下は顕著には見られないが、1995年

向を生み出す。⑤デフレ傾向を脱却するため

の日経連(現日本経団連)の「新時代の日本的

に日本銀行は金融を緩和してきたが、インフ

経営」を契機として非正規雇用の増大・正規

レ率は上がらず、民間金融機関の日銀当座預

労働者の減少が進み、人件費は削減された。

金が積み上がっている。⑥新規貸出需要が低

過剰設備の解消によって原価償却費が縮減

迷しているので、余剰資金の一部は投機資金

し、過剰債務の解消と金利低下によって支払

として資産売買に使用されている。⑦投機資

利息が縮小し、非正規雇用の増大によって人

金は株式市場の活況を生み出すが、なんらか

件費の固定費的性格が希薄になると、売上高

のショックで株価が急落するという脆弱性が

に対する損益分岐点売上高の比率、損益分岐

存在する。⑧国内金利が低いために、余剰資

点比率が低下する。著者によれば、大企業の

金は海外に向かおうとする。⑨為替レートが

損益分岐点比率は1993年度の85.9％から2017

円安に振れ、輸出主導の経済成長となってい

年度には69.7％にまで低下している。中小零
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細企業の損益分岐点比率も1998年度の95.4％

策をやめること等を挙げている。

から傾向的に86.2％にまで低下している。

第 3 章は、金融部門の肥大化と資産格差の

損益分岐点比率の低下は、多少需要が減少

拡大の問題を取り上げている。世界的な金融

しても赤字にはなりにくいという意味で企業

肥大化は2000頃から始まったが、日本経済は、

の財務体質の改善を意味するものであるが、

バブル崩壊後の処理に追われて、2010年まで

同時に財務体質を維持するために積極的な投

は「カヤの外にあった」(57ページ)と言われ

資・雇用行動をひかえるように導きやすい。

る。アベノミクスによる超金融緩和政策の推

多くの企業がこのような消極的行動をとるよ

進のなかで富裕層、大企業の資産形成が進み、

うになると、投資や消費といった国内需要が

貧困・格差が広がったとされている。格差を

低迷し、期待成長率も現実成長率も悪循環的

示すジニ係数は、2014年において年間収入で

に低下して、利益と内部留保のみが積み上が

0.314、 貯 蓄 (金 融 資 産 )現 在 高 で 0.597、 住

る結果となる。2017年度の法人企業の内部留

宅・宅地資産で0.565となっている。アベノミ

保は446.5兆円に達し、資本金10億円以上の大

クスのなかでの日本の資産格差の拡大の特徴

企業はそのうちの約半分を占めている。

として、著者は次の諸点を挙げている(74～75

このような悪循環的なデフレ傾向を脱却し

ページ)。①超低金利の時代において、家計資

ようとしたアベノミクスも成功をおさめてい

産の52％以上(約900兆円以上)が金利ほぼゼロ

ない。日銀の超緩和的金融政策も、十分な内

の預貯金で放置され、家計の巨大なロスとな

部留保を持っている企業を積極的な投資行動

っている。②日本の家計貯蓄率は1974年のピ

に向かわせることはできなかったし、多様で

ーク時(23.2％)から低下し2014年にはマイナ

柔軟な働き方を普及させようとする働き方改

スを記録するほどになり、アベノミクスのな

革は、高度プロフェッショナル制度の導入や

かでは貯蓄ゼロが31.2％超になっており、中

裁量労働制の拡大で、固定費の引き下げと利

間層世帯の貧困化が社会問題になる可能性が

潤の増大、長時間労働を強いるものとなって

ある。③株価上昇のなかで株式保有の富裕層

いる。

だけが利益を得て金融資産格差が拡大し、ト

アベノミクスに対して、著者は、「国民生活

ップ富裕層は税制優遇等のメリットも享受し

を温める不況対策」(48～51ページ)を提唱し

て、「機会の格差」という好ましくない格差が

ている。それは、「過労死ライン」を許すよう

生じている。④所得が高い階層ほど貯蓄率が

な「働き方改革」関連法を改正して、月の残

高く、資産格差は所得格差より大きくなって

業時間を45時間以内、年の残業時間を360時間

いて、アベノミクスの前提となっているトリ

以内に法制化すること、最低賃金を引き上げ

クルダウン理論を掘り崩している。

ること、非正規労働者の待遇を改善するとと

第 4 章は、安倍政権の「働き方関連法」を

もに正規化を促進すること、高齢化に対して

問題にし、長時間労働はホワイトカラー労働

社会保障を充実し、将来への不安を払拭する

者だけでなく経済をも疲弊させると主張した

とともに、子育て世代が安心して子育てでき

ものである。著者によれば、今日の働き方改

る環境を整備すること等を含んでいる。これ

革は「アメリカ政財界の要望に日本経団連等

らの施策を実施する財源としては、防衛予算

が呼応し、それに日本政府が全面的に応えた

を大幅にカットするとともに、富裕層や大企

……労働ビッグバン」であり、「日米政財界の

業に対する課税を強化し、配当所得や株式譲

20年越しの悲願であって、労働分野における

渡益への分離課税を廃止して総合課税に一本

規制緩和の総仕上げであった」(96頁)。そし

化し、累進性を強化すること、法人課税にも

て現状の法制度のなかで、また新たなルール

応能原則を適用し、大企業への事実上の優遇

を確立するなかで、長時間労働・サービス残
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業を規制すべきであるという観点から、労働

万円未満の階層が増加して低所得化が進行し

者の立場からのコンプライアンス(法令順守)

ている(118～119頁)。他方、女性雇用者は約

運動とグローバリズムに相応しい国際基準の

150万人増加し、年収100万円未満が減少し、

労働ルールの確立を提唱している(101～106

100万円以上はすべて増加しているので、平均

頁)。

所得は234万円から246万円になり、女性の所

第 5 章は、長期不況下における所得分配構

得格差の縮小は進んでいる(120～121頁)。

造を明らかにしたものである。1996～2016年

所帯当たりの所得を見ると、まず、1997年

の実質経済成長率は年平均で0.7％であったが、

から2017年にかけて65歳未満の一般所帯( 2 人

労働者の実質所得(雇用者報酬)成長率は年平

以上所帯)の数が400万以上減少していること

均0.1％であった。低成長のなかでも雇用者所

が注目される。年収700万～1499万円の所帯が

得はなぜ平均成長率の 1 / 7 の率でしか伸びな

大 き く 減 少 し 、 平 均 所 得 は 774.5万 円 か ら

かったのか。相対的に伸びた部分はどこか。

723.3万円に減少した。65歳未満の単身所帯の

さらに雇用者所得の分布や格差はどう変容し

数は220万以上増加し、平均所得は337.0万円

たか。これらを解くことが本章の課題である。

から361.0万円に増加した。65歳未満単身所帯

雇用者所得が伸びなかったのは、非正規雇

は数も増え、平均所得も増えたのだから、総

用者が増加したためである。非正規雇用者比

所得は43.6兆円に増えた。65歳以上所帯(単身

率は1995年には20.9％だったが、2000年には

含むすべての所帯)はこの20年間で倍以上に増

26.0％ と な り 、 2019年 に は 38.5％ と な っ た

加し、2192万となった。平均所得は341.0万円

(112～114頁)。非正規率の増大と賃金交渉力

から237.5万円に低下したが、所帯数が倍以上

の低下のなかで、付加価値のなかの人件費シ

に増えたので、総所得は52.1兆円となってい

ェアは、1998年度の85％から2000年代には70

る。

％台、2013年以降は60％台になっている。対

単身所帯や65歳以上所帯の総所得の増加に

照的に法人企業統計によると、経常利益は、

もかかわらず、1997年～2017年の間に、企業

1998年度以降は右肩上がりで増大し、2004年

の人件費削減圧力は強く、国内設備投資も停

にはバブル期の最高益を上回る44.7兆円とな

滞して、経済全体と しての家 計の総所得 は

り、 2017年度に はバ ブル 期の 2 倍 を超 え る

259.4兆円から258.7兆円へと減少している。

83.5兆円を記録した。配当金は、1980年代後

著者は、企業が過剰な人件費抑制努力と、利

半から1990年代は 4 兆円前後で推移していた

潤・配当への過剰な配分を止め、家計所得・

が、2006年度には16兆円を記録し、2017年度

利潤・配当が適度に成長するような分配構造

は23兆円を超えた(116頁)。

に改革することを求めている(122～128頁)。

人件費削減・利益と配当の増大のなかで、

第 6 章は、異次元の金融緩和政策は財政健

就業構造や所得分布も変容した。自営業者と

全化を先送りし、より深刻にするものである

家族従業員は、1997年から2017年にかけの20

として、所得政策による賃上げ、シャウプ税

年間で約510万人減少した。自営業者の減少は、

制の考え方にもとづく税制改革、一般会計の

地域コミュニティの解体・人間関係の希薄化

歳出の非削減等によって基礎的材収支均衡を

に繋がり、ここから放出された労働力は2000

早期に達成することを提唱したものである。

年代半ば以降、雇用者に転職した(117～118
頁)。

著者によれば、黒田日銀の異次元の超緩和
金融政策は、長短期金利を長期間ゼロ近傍に

雇用者の所得分布の変化を見ると、家計の

固定する「金融抑圧政策」であって、国債費

主稼得者である30～59歳男性雇用者について

を圧縮して一定の成果を挙げたが、中央銀行

は、年収400～1499万円の階層が減少し、400

が国債管理政策にコミットする異常な金融政
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策でもある。これを正常な金融政策に回帰さ

代(1971年～1974年生まれ)の扶養率(団塊世代

せる「出口戦略」がいずれ必要となるが、出

人口

口においては国債価格の暴落、国債費の暴騰、

身化、④多数の貧困者層の存在である(153～

日銀財務の棄損等のリスクが予想されるので、

159頁)。社会保障と財政再建についての著者

出口に踏み切ることができない。その結果、

の結論は次のようなものである。「税収を増や

財政再建を先送りし、超緩和政策を続けるほ

し財政赤字を縮小するためには、雇用や生活

かないことになる。「日本経済の未来を考えた

を保障し下支えする社会保障を充実させるべ

場合、財政リスクという『時限爆弾』を早く

きである。つまり、必要な給付を必要な分だ

処理して次世代に日本経済の運営を引き継ぐ

け増やすことである。そうすれば、人々は日

べきである」(141頁)という著者の言明は正論

々の生活に安心して働き、リスクに備えて安

である。

全に暮らすことができるようになる。所得に

生産年齢人口)の上昇、③高齢所帯の単

著者の提唱する財政再建策において注目さ

たいする課税収入も増えるであろう。今日、

れるのは、第一に所得政策の導入である。も

消費税増税に依存することには限界がある。

ともと所得政策(incomes policy)は、1970年代

所得や資産に対する課税や、環境や金融、IT

において賃金の高騰を抑えるために政府が関

など国際的な取引に関わる税も創設するなど

与するものであったが、現在の長期不況を乗

して税収を増やすべきである」(161頁)。

り超えて名目成長率をある程度高めるために

第 8 章は、日本の対外直接投資、間接投資

は、貨幣賃金率の引き上げのために政府がイ

を時系列にしたがって地域別・産業別に検討

ニシアティブを発揮すべきだというのである。

し、日本経済のグローバル化の総観図を示し

第二の税制改革は、消費税導入による直間比

たものである。日本銀行「国際収支統計」か

率是正が構造的歳入欠陥をもたらしたとして、

ら著者が作成した日本の地域別・業種別直接

戦後のシャウプ税制の考え方に戻り、所得税

投資残高と国・地域ごとの産業部門別構成比

の累進性強化や法人税率の引き上げ等を行う

(178～179頁)は、2005年～2017年の日本経済

べきだというものである。第三の「一般会計

のグローバル化の推移と特徴を的確に示して

の歳出削減は望ましくない」という著者の主

いる。ここに示されているグローバル化の特

張は、財政健全化に逆行するものかにみえる

質は、①直接投資残高がこの12年間で3.7倍に

のであるが、1992年～2014年の長期停滞期の

も累増していること、②製造業と非製造業の

実質経済成長率における需要項目別寄与度を

比率が12年間で総額では逆転し、2005年には

みると、政府最終消費支出は0.31％とプラス

6 ： 4 であったものが、2017年には 6 ： 4 に

になっていることにもとづいている。プラス

なっているが、アジアでは5.5：4.5で依然と

に寄与している需要を削減することは成長率

して製造業が優位であること、③製造業の相

を低下させることになるばかりでなく、高齢

対的な伸び悩み、落ち込みに関しては、輸送

化に対応する社会保障費を確保すべきだとい

機器、電気機器部門が顕著であることなどで

うのが、著者の考え方である(143～150頁)。

ある(178～180頁)。

第 7 章は、日本の社会保障の必要性は今後
ますます高まり、それに対応するためにも財
政赤字を縮小させる必要があるという観点か

２

本書の主要な貢献

ら、21世紀半ばまでの日本の社会保障と財政
再建について議論したものである。著者によ

以上に概観してきたように、本書は、明確

れば、社会保障の必要性が高まることを示す

なモデルにもとづいて長期停滞下の日本経済

現象は、①人口の高齢化、②団塊ジュニア世

の特質を明らかにし、長期不況を持続させて
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いる要因・問題を詳しく展開した集団的労作
である。
本書の学界および社会に対する第一の貢献
は、マクロ経済の利潤の決定式(貯蓄投資バラ
ンス式)にもとづいて長期不況、金融肥大化、
グローバル化の相互関連を明快に示したこと
である。利潤決定式自体には、後述のように
疑問の余地がないわけではないが、このよう
な端的な数式的モデルによって、日本経済の
抱える諸問題の相互関連と位置づけがはっき
りと把握され、多くの研究者が専門とする問
題についてデータ的に詳しく検証したり、理
論的に掘り下げて分析することが可能になっ
たのであろう。この意味で、第 1 章は総論と
しての役割を成功的に果たしているといって
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いい。
第二に、長期不況期の日本経済は、不況で
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ありながらとくに大企業は高利潤をあげ、高
配当を行っているという不思議な一面をもっ
ているのであるが、第 2 章が損益分岐点比率
の低下に注目してこの問題を説明しているの
は、重要な貢献である。1990年代不況からの
脱却をはかるために、日本の企業は、雇用・
設備・債務の 3 つの過剰の解消に全力をあげ、
借金して設備投資を行うことを抑えることは
もとより、本来固定費的性格をもつ人件費に

ある。「金融抑圧政策」というネーミングは、

ついて、非正規的労働者の大量導入によって

河野龍太郎氏によるもののようであるが(131

固定費的性格を希薄化することに成功した。

頁)、アベノミクスが財政健全化を永遠の彼方

このような消極的企業行動が 3 つの過剰解消

に先送りしようとしていることは批判される

後も続き、投資・消費の国内需要の低迷と内

べきポイントである。第 6 章で提唱されてい

部留保の累積をもたらしたというのは貴重な

る財政健全化のための所得政策などいくつか

指摘である。

の施策も興味あるもので、今後多くの人々に

第三に、アベノミクスおよび黒田日銀の異

よって彫琢されることが望ましい。

次元の超緩和金融政策は、期待インフレ率を

第四に、第 8 章に提示されている日本の対

高めて投資を喚起しようとするものであると

外直接投資・間接投資の地域別・産業別推移

いうのが、一般の多くに理解されているもの

の総観図(175頁、178～179頁)は、日本経済の

であったように思われるが、第 6 章は、超緩

グローバル化の様相を知るうえで貴重なもの

和金融政策を「金融抑圧政策」と把え、金利

である。例えば、日本の地域別対外間接投資

をゼロ近傍に固定化して国債費を圧縮し、中

(フロー)を見ると、2017年においては、その

央銀行を国債管理にコミットさせる異常な金

ほとんどがケイマン諸島である中南米が中国

融政策だと論定しているのは、重要な指摘で

や北米、欧州を超えて 1 位になっているが、
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これは、ケイマン諸島が日本企業にとっても

じた2000年からの10年間、日本経済はカヤの

租税回避地(タックスヘイブン)であることを

外にあった」(57頁)という記述があるが、金

示すものであろう。

融肥大化がマクロ経済における金融部門のウ
エイトの増大、企業利潤における金融利潤の
相対的増大を意味するのであれば、「世界的な

３

本書をめぐる論点

金融肥大化」は1970年代から始まっていたの
ではないか。またリ ーマンシ ョックを挟 む

うえにその一端を記してきたような貢献と
同時に、本書には、若干の疑問点や今後の討

2000年代において日本経済が「カヤの外にあ
った」とは言えないように思われる。

論を通して解明すべき論点も存在する。

現代資本主義における金融化は、1970年代

第一の論点は、第 1 章で提示されているマ

前半の金・ドル交換の停止、変動相場制の導

クロ経済の利潤の決定式(貯蓄投資バランス

入を契機とした資本の国際移動の自由化、金

式)に関わるものである。マクロ経済における

融・証券業の規制緩和から始まっている。為

税引き国内利潤はGDP－賃金―企業(資本家)

替の変動をヘッジするためには短期資本の自

課税と定義され、これは、ケインズ的商品需

由移動が不可欠であり、資本の自由化が進む

給均衡式にしたがうと、企業(資本家)消費＋

と債務の証券化、金融デリバティブの繁殖が

企業投資＋家計の住宅投資―家計貯蓄＋財政

進み、金融工学のサポートもあって一種の金

赤字＋経常収支黒字に等しい。ここから著者

融イノベーションが生起したと考えられる。

は、Sf＝If＋Ih－Sh＋D＋B (p.12)を導き出し、

米国の証券諸法改革のメーデーが1975年、英

これを利潤の決定式としているのであるが、

国の金融ビッグバンが1986年、日本の金融ビ

これは、企業(資本家)利潤－企業(資本家)消

ッグバンが1990年代後半であることを考慮す

費を企業貯蓄と定義したことから導き出され

ると、1970年代からいわゆる金融化が進んだ

た企業貯蓄決定式であって、利潤の決定式と

とみていいのではないか。金融ビッグバンを

は言えないのではないか。したがって、(Sf－

ほぼ終え、 3 メガバンク制も成立させた日本

If)を企業の資金余剰とするのは妥当だとして

が、「カヤの外」にあったとは言えまい。また、

も、企業の資金余剰と企業利潤を同一視して、

金融化に伴う資産格差に関連して「政府によ

GDPを企業利潤率とするのはミス

る『一億総活躍社会』創設や『働き方改革』

リーディングではないかと思われる。資本利

導入等の動きは格差問題の是正圧力への政治

潤率は、概念的には、利潤(フロー)

投下資

的配慮にすぎず」(58頁)という記述は、第 4

本(ストック)だから、この概念にできるだけ

章における「今日の『働き方改革』は、いわ

近いものを企業利潤率とすることが望まれる。

ば日米政財界の20年越しの悲願」(96頁)とい

常識的には、資本利潤率は長期利子率にほぼ

う記述とかなりの温度差があるように思われ

平行して動くとされているから、資本利潤率

る。

(Sf－If)

は1980年代から21世紀にかけて低下している

第三に、第 6 章および第 7 章で展開されて

のではないか。著者が「高利潤がために、資

いる財政再建策は、前述の通り「正論」であ

金が余剰」(21頁)と言っているのは、企業投

るが、その中身については理解しかねるとこ

資が過少であるがために内部留保が過大とな

ろがないわけではない。政府の主導で賃金を

っている現象を表現したもののように思われ

上昇させる「所得政策」は、デフレ脱出策と

る。

しては社会の同意を得やすいであろうが、財

第二に、金融肥大化を取り上げている第 3

政再建策としては同意されるかどうか疑問が

章において、「世界的な『金融の肥大化』が生

ある。「一般会計の歳出削減は望ましくない」
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という主張も、社会保障費など高齢化に伴う
当然増は削減すべきでないとしても、軍事費
などは大幅削減の対象にすべきであろう。第
7 章で提起されている「環境や金融、ITなど
国際的な取引に関わる税も創設」(161頁)につ
いてももう少し詳しく展開し、日本の財政再
建にどの程度役立つかを説明してほしかった
ところである。地球環境の保全や行き過ぎた
グローバル化の是正に日本の財政再建が関わ
っていることをもっと強調すべきではなかっ
たかと思われる。
（つるた

みつひこ

中央大学名誉教授・政

治経済研究所主任研究員）
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地問題を論じたものである。論者は、日本国
編

集

後

記

憲法はポスト戦争に重点がおかれて論じられ
てきて、ポスト植民地として制定されている

△･･･今回の新型コロナウィルス感染拡大で、

ことの理解がうすかったとのべ、日本国憲法

グローバリセーションのもろさが、くしくも

のポスト戦争に由来する軍国主義の脅威を取

暴露された形だが、このコロナに関連してい

り除く「 9 条」が示す平和主義は、平和生存

くつかの用語が急造された。コロナテスト、

権の回復をもふくみ、したがって植民地で被

ウィズコロナ、アベノマスク、アフターコロ

害を受けた人々の賠償の根拠となると解釈し、

ナ……。コロナ対策では「 3 密」を避ける、

日本国憲法のポスト戦争を、ポスト植民地と

が 大 流 行 であ る 。 医 療 現 場 で は 、「 3 現主

してとらえる。このようにして、東アジアの

義」が痛切に訴えられている。現場に行って、

民衆の平和への権利の有効性を論じている。

現物をみて、現実を理解する、というのであ

△･･･第 1 論文は、野口宏が導入する情報財

る。現場に行くと、マスク、ガウン、防護服、

という概念を、批判的に検討したものである。

フェイスガード、人工呼吸器、ＩＣＵ……現

情報経済論が、19世紀資本主義の技術とは全

物は足りないものだらけであると。この「3

く異なるインターネットの時代の技術的基礎

現主義」
、研究者にとっても重要であろう。ア

の上に組みたてられることを強調するあまり、

イデアだけではダメ。現場に行って現象をよ

情報財というような新しい使用価値を創り出

くつかみ、データ、理論や分析ツール、文献

しているが、マルクスの使用価値概念で十分

など現物をよくみて、現実の姿を理解せよと

分析できることを明らかにし、マルクスは、

言っているように聞こえる。

インターネット設備などの巨額な資本の運動

△･･･本号では、巻頭言、連載特集論文が 1

には、
「補助資本」という概念を用意していた

本、投稿を中心とした論文 5 本、書評 3 本、

と論じている。

追悼文 1 本を掲載している。憲法と東アジア

△･･･第 2 論文は、敗戦色が濃くなった太平

の平和を扱った論文、情報革命を論じた論文、

洋戦争の末期に、防衛機能を地域に移し、戦

地域の戦時体制を実証した論文、中国におけ

争を続行する体制が 構築され ていたこと を

る金融制度の発達を扱った論文、日本経済の

「地域社会戦時体制」と命名して論じたもの

⾧期停滞、サービス論争、経済理論の新展開

である。論者は、地域に空襲や戦闘がなかっ

を扱った書評で、経済理論の今後の展開の方

たことをもって地域は戦争から遠かったかの

向や、未解明の論点を追求できた。

ように伝えられることに対し、本土決戦にそ

△･･･巻頭言は、新型コロナウィルスの感染が

なえ、地域に司令部や地域の防衛のための警

拡大し、激戦状態になっている中で、元国立

備隊や国民義勇戦闘隊が、広範に組織された

予防衛生研究所の研究員が、文献上では身近

こと、また、軍が地域のインフラ整備に広範

で未知の新型コロナが発生することは、承知

に関与したことから、地域が戦争体制に深く

しているはずであったが、実際に予想したこ

組み込まれていたことを明らかにしている。

とはなかったと、感慨を込めて述べたもので、

△ ･ ･ ･ 第 3 論文 は 、 ア ント ニ オ ・ ネ グ リ の

もはや日本は島国という安全安心はなく、輸

『構成的権力：近代のオルタナティブ』の最

入感染を食い止めるには学びこそ防御であり、

終章、すなわち第 7 章「力の構成」を読み解

小中校時代には防御の 5 項目を、高校大学に

いたもので、第 1 章から第 6 章を踏まえて、

おいては学問として渡航医学を学ぶことが、

ネグリの法的概念についての学術上の意味を

必須だと主張している。

あらためて吟味している。憲法構成権力は、

△･･･連載特集論文は、白永瑞の東アジア平和

無から生じる新しい法秩序を表現するもので、

論に依拠しながら、日本国憲法と戦後の植民

ネグリは、多数性のなかに表現力という力が
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存在するが、近代合理主義が多数性と力の開

たものを対象としたものである。著者が、貨

かれた関係を阻止するものとなるため、これ

幣と労働の関係を非対称とみたうえで、不確

を克服するあたらしい合理性として構成的脱

定な状況における資本の意思決定が分析でき

ユートピアを提起している。論者は、誤りな

る不可逆的な歴史時間を導入し、さらに、市

くネグリの思想を理解するためにスピノザの

場が経済を安定させる機能と同時に不安定性

力の存在論に立ち返っている。

をもたらすことを内生的に説明する機構を設

△･･･第 4 論文は、2020年に急逝された、サ

定していることに対し、評者は、主流派に対

ービス経済論研究者である斎藤重雄氏を、お

するオールタナティブの議論を有機的に再編

よそ25年前から共同研究をつづけ、ともにマ

した新たな経済学を構築している、と評して

ルクス経済学系統の学会の中で有力な見解の

いる。

一つである、「サービス労働・労働力価値形成

△･･･書評の第 3 は、日本経済とグローバル化

説」をつくり上げてきた櫛田豊氏が追悼した

をキーワードに研究を公刊してきた菊本義治

ものである。斎藤氏は、物事の今ある表象や

氏を中心とする研究グループが、ここ30年程

常識にとらわれないことを研究のスタンスと

の日本経済を多角的に分析した論文集を対象

してきた、と述懐している。

としたものである。評者は、貯蓄・投資バラ

△･･･第 5 論文は、中国における金融制度の

ンスに基づいて⾧期不況、金融肥大化、グロ

発展段階を金利自由化という視角から論じた

ーバル化の相互関係を明解にしたと評価する

ものである。論者は、金利規制は2015年10月

一方、「世界的な金融肥大化」は、2000年か

に完全に撤廃されたが、裁定取引に市場均衡

ら10年とみる著者に対し、70年代から始まっ

金利が出現していず、したがって金利の市場

ていたのではないかと、疑問を呈している。

化までには至っていないと論断する。この原

△･･･本号には、本研究所関係者及び外部の者

因について、中央銀行が金利市場を育成する

が執筆している。前者についていえば、西尾

一方で、基準金利を設けているという金利の

静子氏は本研究所付属東京大空襲・戦災資料

2 本立てシステムが存在すること、さらに中

センター運営委員、浦田賢治氏は前監事、鶴

央銀行の金利政策が、市場化された短期金利

田満彦氏は前代表理事である。

を操作して、それが経済主体に波及すること

△･･･この 3 月に、本誌の編集委員であり理

によって経済を調整することができていない

事でもある渡辺新氏が急逝した。渡辺氏は、

ことに見出している。

ファシズムと農民運動の関係を論じてきた研

△･･･書評の第 1 は、2017年に急逝されたサ

究者である。とくに、本研究所の設立経過を

ービス論経済研究者飯盛信男氏の50年近くの

扱った論文があり、研究所に関係する人が読

研究の到達点を包括的、体系的に編集した遺

むべき貴重な文献となっている。この論文の

稿集を対象としたものである。著者が錯綜し

テーマからもわかるように、渡辺氏は本研究

たサービス論争を「生産的労働・物質的代謝

所に一方ならぬ思い入れがあった。それだけ

限定説と呼ぶべき通説、通説を修正する物質

でなく、渡辺氏は戦略家でもあった。研究所

代謝拡張説、これらとは論拠を異にする有用

の事業計画では、鎌倉アカデミアにならって

効果説」に分類し、手際よく整理できたのは、

研究所所在地名を取り入れた「北砂アカデミ

著者の「有用効果説・価値生産説」が研究史

ア」構想を打ち出している。渡辺氏は、天国

上の一つの到達点であったことを示している

でこの実現を、心待ちにまっていることだろ

と評している。

う。ご冥福を祈ります。

△･･･書評の第 2 は、貨幣経済という分析視
角に基づき、商品論、剰余価値論、蓄積論と
いった立体的 3 部構成で、現代経済を分析し
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（ 編 集委 員 長

齋藤正美）
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