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渡 辺

新

する侵略的行動など東アジアにも押し寄せる

脱亜論

列強による世界争覇という現状である。それ

福沢諭吉の「脱亜論」は、1885年 3 月16日

は19世紀中葉にイギリスを中心に形成された

付『時事新報』の二千字足らずの社説である。

自由主義世界体制の再編による資本主義世界

福沢の対清国・朝鮮観に関する研究は1950年

体制の完成であると同時に、帝国主義的世界

代に遠山茂樹と服部之総によって開始され、

体制の成立でもあった。

丸山真男によって現在の研究の基準がつくら

廿世紀之怪物

れた。丸山は、アジアとの「連帯」を求め
「共に独立を確保」しようとした1870年代、

福沢とは異なる立場から、この帝国主義を

欧米からの侵略に対する「日本の武力による

みつめていたのが中江兆民門下の幸徳秋水で

『近代化』の押売り」を行うべきだと主張を

ある。社会主義思想の日本への紹介は、マル

した1880年代、「列強の中国分割への割り込

クス最晩年の1880年頃から民権派新聞による

みの要求」として積極的にアジアへの「侵

ものといわれる。しかし、社会主義が現実の

略」を提唱した1890年代と、福沢の対清国・

運動を支える理論としての定着は日清戦後の

朝鮮政策を段階区分した。

ことである。1910年の大逆事件に至るこの時

福沢は自ら関わった甲申政変の失敗を契機

期の社会主義を目指す政治思想運動は初期社

に、清国、朝鮮などアジアの「固陋」に対し

会主義あるいは明治社会主義と呼ばれている。

て西洋の「文明」に移っている日本を対置し

そうした中、レーニン『帝国主義論』や資

た。ともに交わることのない異質性を強調し

本の蓄積が帝国主義を生むと論じたローザ・

て、アジアの連帯を振りきったのである。維

ルクセンブルク『資本蓄積論』よりも、さら

新以来、福沢の胸中には国際情勢の中で日本

にはレーニンとローザに影響を与えたホブソ

の独立を保てるのかという危機感が去来して

ン『帝国主義論』よりも早く、20世紀の最初

いた。危機感は1880年代に恐怖感に近いもの

の年の1901年 4 月に日本人の手によって発表

にまで高まったといわれる。東洋の文明国で

された帝国主義論がある。幸徳秋水『廿世紀

ある日本は、非文明国である清国、朝鮮の文

之怪物

明化を誘導し、列強の植民地化から守らなけ

義論」は、日清戦後のナショナリズムの高ま

ればならないとして日本のアジア進出を正当

りに抗して、「帝国主義は所謂愛国心を経と

化した。福沢は、「独立を保つの法は文明の

なし、所謂軍国主義を緯となして、以て織り

外に求む可らず」（『文明論之概略』）と信じ

成せるの政策」であり、「盛なるかな所謂帝

ていたのである。

国主義の流行や、勢い燎原の火の如く然り。

帝国主義』である。幸徳の「帝国主

ミリタリズム

福沢が危機を抱いた国際情勢とは、露清戦

……而して我日本に至っても、日清戦役の大

争、清仏戦争、ロシア・イギリスの朝鮮に対

捷以来、上下これに向って熱狂する、猂馬の
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最高水準である幸徳秋水『社会主義神髄』で

軛を脱するが如し」と喝破した。

も、キリスト教社会主義者リチャード・イリ

社会民主党

ーに依拠して「社会主義の主張」を 4 点にわ
たって展開しており、イリーの『社会主義と

幸徳の「帝国主義論」が発表された1901年
の12月10日、足尾鉱毒事件で田中正造が明治

社会改良主義』の影響は明白である。しかし、

天皇へ直訴した。直訴状を執筆したのは幸徳

こうして1901年 5 月18日に結党、翌19日に届

である。正造は社会主義者ではなかったが、

出された社会民主党だが、届出翌日の20日に

幸徳は谷中村の土地を妻名義で買い、強制買

禁止となってしまった。

収に抵抗しながら正造を支援した。また若き

二つ目の流れは普通選挙運動である。社会

日の荒畑寒村は、公害の発生をないがしろに

民主党禁止後、社会主義協会は復活し、この

する資本主義の罪悪を見抜いて不屈のたたか

系譜の傍流として理想団が位置していた。理

いを続ける正造を尊敬してやまなかった。

想団は、『萬朝報』の黒岩涙香と内村鑑三ら

こうした正造と社会主義者との関係は、初

が結成し、藩閥政府の腐敗堕落を暴露し、社

期社会主義が日清戦後の産業革命の進展にと

会正義と社会改良を主張した。この理想団が

もなって発生した社会問題への批判を源流と

なければ平民社も成立しなかったと言って過

していることの現れといえるであろう。つま

言ではないほど、社会主義協会員は啓蒙の場

り、資本主義確立期の戦争・労働問題・貧民

としてこの理想団を利用した。社会主義者は、

問題・婦人問題・廃娼問題・公害問題等に直

理想団と自由主義者が参加していた普通選挙

面し、それをもたらす社会や諸政策に対する

同盟会とも提携した。普選を通して議会に進

批判や行動を通じて理想社会を見通した幅広

出し、労働者を保護・向上させる立法を獲得

い変革の思想である。ここでは、初期社会主

し、市民的自由の下で資本家と対等な権利を

義思想をそうした変革の思想として考えたい。

確立しようとする狙いであった。

したがって、初期社会主義にはマルクス主義

変革の思想の三つ目の流れは、労働組合期

者、国家社会主義者、キリスト教的人道主義

成会を中心とする労働組合運動の流れである。

者、無政府主義者も混在しており、それぞれ

労働組合運動も普選運動に積極的に乗りだし、

の立場から問題を追及するのみではなく、相

普選運動は1902年、03年に最盛期を迎えたが、

互の接近と提携による行動を可能としていた。

牛耳を執ったのは社会主義者であった。社会

この変革の思想には三つの流れがある。一

主義政党結党禁止後、普選獲得を政治運動の

つの流れは、1898年10月に社会問題研究会を

中心課題として掲げ、東京中心に数多くの演

受け継いで発足した社会主義研究会である。

説会が開かれ、その影響は地方にも及んだ。

会長は村井知至、会員は片山潜、安部磯雄、

初期社会主義は労働運動と諸民衆運動との紐

佐治実然、幸徳秋水、河上清らで1900年に社

帯になり得る可能性を有していた。しかし、

会主義協会へと発展した。その協会の中心メ

日露戦争開戦が迫ると普通選挙同盟会内部に

ンバーである安倍、片山、幸徳、河上、木下

主戦論が続出し、非戦論者と統一が崩れ、社

尚江、西川光二郎の 6 名によって1901年 5

会主義者は同盟会を離脱した。

月に結成されたのが社会民主党である。日本

平民社

で初の社会主義政党はドイツ社会民主党の綱
領を下敷きとして、平和主義・平等主義・市

1903年10月 8 日のロシア軍第 3 期撤兵の約

民的自由の理念を掲げて計画された。

束日が近づくと、日本国内の世論はロシア撃

社会民主党を結成した 6 名の内、幸徳以

つべしの方向へ結集され、『東京朝日』『大

外はキリスト教徒であり、宣言などにはその

阪 朝 日 』『 日 本 』『 時 事 新 報 』『 大 阪 毎 日 』

色彩が色濃く反映されていた。また、片山潜

『二六新報』などの主要新聞は対露強硬論を

『我社会主義』とともに初期社会主義理論の

展開し、ジャーナリズムは主戦論一色に塗り
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潰された。

民新聞』第10号は「非戦論特集」であった。

そうした状況下、従来から非戦論を展開し

その社説は、「吾人は飽くまで戦争を非認す」

てきた『萬朝報』の動向は人びとの注目の的

と題して、
「之を道徳に見て恐る可きの罪悪也、

であった。しかし、幸徳、内村、堺、石川三

之を政治に見て恐る可きの害毒也、之を経済に

四郎らの非戦論者の論説執筆日は反戦新聞と

見て恐る可きの損失也、社会の正義は之が為め

なったが、社内にいる古参記者たち開戦論者

に破壊され、万民の利福は之が為めに蹂躙せら

が論説を執筆するときは逆になるという状態

る、吾人は飽くまで戦争を非認し、之が防止を

が続いた。社長の黒岩涙香は動揺し、『萬朝

絶叫せざる可からず」と主張した。

報』を潰さないためには全紙面を主戦論に切

1904年 6 月27日付『ロンドン・タイム

り換えざるを得ないと考えるようになった。

ス』に掲載されたロシアの文豪トルストイの

10月 8 日、ロシアが満州から撤退の約束を破

「悔い改めよ」という非戦思想に基づく日露

った日の夕刊から、『萬朝報』は主戦の主張

戦争批判は、幸徳と堺の翻訳で 8 月 7 日付

を明確にした。幸徳・内村・堺・石川らの主

『平民新聞』に「トルストイ翁の日露戦争

張は退ぞけられたのである。

論」と題して全文掲載された。トルストイの

『萬朝報』まで主戦論に転換した10月 8 日、

非戦論はキリスト教系の平和主義者や社会主

社会主義協会は敢然として非戦運動の旗をあ

義者によって支持されたが、日本の「愛国

げ、非戦演説会を開催した。演説会席上で幸

者」で夫鉄幹とともに天皇を敬慕する与謝野

徳と堺は朝報社退社を決め、「国際の戦争を

晶子にも強い影響を与えた。出征中の弟を思

目するに貴族、軍人間の私闘を以てし、国民

う気持ちで生まれた「君死にたもまふこと勿

の多数はその為に犠牲に供せらるる者と為

れ」の中での反戦的言葉は『平民新聞』から

す」という「退社の辞」を『萬朝報』に発表

拾っていた。

し、翌10月 9 日に退社を決意した内村は、

しかし、トルストイの非戦論が宗教心を喪

「日露開戦に同意することを以つて日本国の

失したために戦争は起こるとしたのに対し、

滅亡に同意することと確信致し候」と発表し

平民社の非戦論は1904年 8 月の『平民新聞』

た。幸徳、堺、内村の 3 人は10月10日に朝報

第40号の「トルストイ翁の非戦論を評す」で、

社へ辞表を提出した。

「列国経済的競争の劇甚」なるがために戦争

内村はキリスト教信仰の問題から社会主義

は起きるとした。つまり、平民社の非戦論は

を離れるが、幸徳と堺は社会主義協会の支援

明確な帝国主義戦争の認識でトルストイの非

を受け10月27日に平民社を創立、11月15日に

戦論とは一線を画していた。また『平民新

週刊『平民新聞』を創刊した。その創刊号に

聞』は、社説で「与露国社会党書」と題して

掲載した宣言は、自由・平等・博愛を人間存

ロシア社会民主党に対し同士・兄弟として連

立の三大要素として掲げ、自由民権運動以来

帯を呼びかけ、それに対してロシア社会民主

のブルジョア民主主義の基本原則を前面にお

党から連帯の意思表示が寄せられるなどイン

しだし、自由を実現するには平民主義、平等

ターナショナリズムの視点を獲得していた。

のためには社会主義、博愛には平和主義を主

1904年 8 月にアムステルダムで開かれた第 2

張しなければならないとした。しかもその実

インターナショナル第 6 回大会において片

現の方法は「国法の許す範囲に於て多数人類

山潜がプレハーノフと固い握手を交わし、ロ

の輿論を喚起し、多数人類の一致協同を得る

ーザ・ルクセンブルクを含めて一緒に写真に

に在らざる可らず」と、合法主義の立場をと

収まるのは偶然ではなかった。

っている点が注目される。

伝導行商
非戦論

平民社は、『平民新聞』のほかに社会主義

日露開戦を前にした1904年 1 月17日、『平

書 8 冊の「平民文庫」を刊行し、演説会・研
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究会・茶話会などの活動も行った。「平民文

2 次桂太郎内閣は社会主義へ露骨に敵意を燃

庫」は平民杜の財政難を救うことを目的に発

やした。1910年 5 月下旬、「大逆」の名にお

刊されたが、それを売り歩くために平民社の

いて社会主義者を一網打尽とする事件が起き

活動の一つとして行われたのが伝導行商であ

た。幸徳秋水らが天皇暗殺を企てたとフレー

る。これは社会主義者の地方遊説をキリスト

ムアップされた大逆事件である。

教の福音伝道にみたてたものであり、平民社

1910年 5 月25日、宮下太吉が「爆発物取締

の刊行物を満載した赤い箱車を引いて社会主

罰則」違反で逮捕されたのにつづき 6 月 1

義書を販売しながら社会主義と非戦論を説い

日に幸徳も逮捕された。以後、10月中旬まで

て回った。伝導行商は全国的に行われたが、

に幸徳の関係者は無差別に逮捕された。12月

筆者の千葉県史編纂時の調査では、1904年 3

10日から開かれた幸徳ら26人に対する大審院

月に続き、 9 月 3 日〜21日の19日間に、佐

の公判は40日足らずで死刑24人、 2 人が18年

倉・八街・成東・松尾．横芝・八日市場・

と11年の懲役の判決を下した。翌日「天皇の

旭・銚子・佐原・成田・松戸というように千

恩赦」で12人の死刑が無期懲役に減刑された

葉県の北総地域を中心に千葉県第 2 回伝導行

が、幸徳、菅野スガら12人は 1 回きりの傍

商が行われている。伝導行商は各地で同志を

聴禁止の裁判で判決 1 週間後の 1 月24、25

得、社会主義グループの結成を促した。千葉

日に処刑された。これ以降、社会主義者にと

県では八生村(現成田市）に北総平民倶楽部

って身動きがとれない「冬の時代」が始まる

ができたほか、北総青年社会主義研究会、平

のである。

は

ぶ

民新聞読者社会主義有志談話会、千葉羽衣会

1903年に平民社を初めて訪れた大杉栄は18

などの社会主義団体が結成された。

歳であった。幸徳が1907年に「余が思想の変

平民社解散から 4 か月後の1906年1月、第

化」を発表し、アナキズムの立場から直接行

1 次西園寺公望内閣は自由主義的政策を掲

動を主張した時、クロポトキンやバクーニン

げ、社会主義に対する取り締まりを緩和した。

の理解は既に大杉の方が幸徳より上であった

これによって堺利彦、西川光二郎、森川運平

といわれる。のちに大杉栄と山川均を中心に

を幹事とし、樋口伝、加藤時次郎ら13名を評

アナルコ･サンディカリスム派とボリシェビ

議員とする日本社会党が直ちに結党を届けで、

ズム派の論争を経験するいわゆる大正社会主

政府公認の社会主義政党として日本社会党が

義は、大逆事件という嵐の下でも初期社会主

発足した。直後の 2 月、北総平民倶楽部は日

義が耕した土壌で芽生えていたのである。

本社会党支部の結成に向けて動きだした。 4

弐壱世紀之怪物君よ

月15日、成田町（現成田市）で千葉県社会主
義春季大会が開催され、日本社会党千葉支部
が結成された。地方の同好者による研究会、

かつて E. H. カーは、『歴史とは何か』
の中で、「過去の歴史を知るとは現代の問題

茶話会、倶楽部が支部の役割を果たす例はあ

を解くことであり、過去の謎を解くとは現代

るが、支部が結成されたのは全国で千葉県北

の課題を知ることである」と述べている。古

総地域だけである。千葉県成田市にある義民

典的帝国主義とは異なる21世紀の歴史段階に

佐倉惣五郎を祀った宗吾霊堂には、今でも義

おいて世界を争覇し、日本を闊歩する弐壱世

民としての田中正造筆の「北総平民倶楽部」

紀之怪物は、環境、戦争、搾取、格差と貧困

と記された看板が掲げられている。

など人類の生存と未来を脅かすようなグロー
バルな諸問題を惹起させている。弐壱世紀之

冬の時代

怪物君よ、われわれは君を断罪し、21世紀の

西園寺内閣の社会主義政党に対する規制緩

非戦論を主張する。

和に対し、元老山県有朋は明治天皇に取り締
まり強化を訴えた。1908年 7 月に組閣した第

（わたなべ
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あらた

政治経済研究所理事）

■論文■

経済の金融化と資本の神秘化

渡 辺 雅 男
《要旨》 現在、続発する経済危機の渦中に生きるわれわれには、突発的で連鎖的で世界的な恐慌（危機）
がなぜ「金融的な性格」を帯びて現れるのか、その根本的理解が求められている。実体経済から金
融経済がどのように乖離していったのか、その実態（経済の金融化）に注目することが必要であり、
信用制度の発達、資本取引の現状と本質を概念的に整理しておくことが必要である。そこで、本稿
は、実体経済の世界（第一次的市場）から信用制度が立ち上がり、金融経済が利子生み資本の運動
を軸に発展し、架空資本の運動が幻想の世界（第二次的市場）で繰り広げられるとともに、しばし
ば現代特有の経済現象と考えられている消費者信用と金融派生商品の世界（第三次的市場）が社会
に広がる必然性を『資本論』（主に第三巻）の古典的記述に即してたどってみることにする。

資本主義の危機が現在どんな姿を取って現

目 次

われるものであるか、それを人々に改めて思

はじめに
1 実体経済と信用
2 金融経済と信用
3 架空資本とその独自の運動
4 金融派生商品と消費者信用の世界

い起こさせたのがこの出来事であった。ただ、
こうした一連の動きに資本主義経済の現代的
な独自性や特殊性を見ようとする大方の期待
に反して、かつてマルクスは彼の時代の1866
年恐慌について次のように語っていた。「恐
慌は今度はおもに金融的な性格を帯びていた。
1866年 5 月にこの恐慌は起きたが、ロンドン

はじめに

のある巨大銀行の破産がその信号となり、続
いて無数の金融的思惑会社が倒れた。破局に
見舞われたロンドンの大事業部門の一つは、

2006年にアメリカ住宅市場を襲った突然の

鉄船建造業だった。この事業の巨頭たちは、

住宅価格の下落は、2008年 9 月の大手投資銀

好景気時代に際限もなく過剰生産しただけで

行リーマン・ブラザーズの破綻の引き金とな

はなく、そのうえに、信用の泉が相変わらず

って、世界的な信用収縮（クレジット・クラ

豊かに流れ続けるだろうという見込みから、

ンチ）を引き起こした。世界経済が1929年の

巨額の注文を引き受けていた。そこへ恐ろし

大恐慌以来と言われる金融危機に見舞われた

い反動が起きて、それがロンドン諸産業でも

直接のきっかけは、このサブプライム住宅ロ

現在すなわち1867年 3 月末まで続いているの

ーンの破綻にある。信用力の低いサブプライ

である。」（K.Ⅰ、872頁、S.697。 文末の引用

ム住宅ローンを組み込んだ証券化商品を大量

の略記を参照。）
話を現代に置き換えれば、この古典的記述

に買い込んでいた世界各国の金融機関が次々
と深刻な流動性危機に見舞われたからである。
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はそっくりいまでも通用する。突発的で連鎖

的で世界的な恐慌（危機）がなぜ「金融的な

は使用価値の持ち手変換と価値の実現という

性格」を帯びて現われざるをえないのか、そ

二つの相異なる目的で行われる相互行為であ

の疑問を解くカギは信用制度の野放図な発達

る。このことは両者が商品交換の成立の時点

にある。そのなかで跳梁跋扈する「資本の神

ですでに乖離する可能性があることを示唆す

秘化」に幻惑された人々の思惑の破綻にある。

るものであって、「商品流通の発展につれて、

実体経済から金融経済がどのように乖離して

商品の譲渡を商品価格の実現から時間的に分

いったのか、その実態（経済の金融化）を信

離するような事情が発展する」。そして、こ

用制度の発達を念頭に置いて理解しておくこ

うした事情の下で商品の「単純な商品流通か

とがなによりも必要であり、現代の資本運動

ら支払手段としての貨幣の機能が形成され、

が最新の金融工学でいかに粉飾されて表現さ

それとともに商品生産者や商品取引業者のあ

れているか、資本取引の現状と本質を概念的

いだに債権者と債務者との関係が形成され

に整理しておくことが重要である。こうした

る」。マルクスが言うように、これこそ信用

問題意識をもとに、本稿では、実体経済の世

制度の「自然発生的基礎」であって、「商業

界（第一次的市場）から信用制度が立ち上が

が発展し、ただ流通だけを念頭において生産

り、金融経済が利子生み資本の運動を軸に発

を行なう資本主義的生産様式が発展するにつ

展し、架空資本の運動が幻想の世界（第二次

れて、信用制度のこの自然発生的な基礎は拡

的市場）で繰り広げられるとともに、しばし

大され、一般化され、完成されて行く」（K.

ば現代特有の経済現象と考えられている消費

Ⅲ、502頁、S.413）。「商品生産者や商品取引

者信用と金融派生商品の世界（第三次的市

業者」にとって、独自の信用手段が求められ

場）が広がる必然性を『資本論』（主に第三

る所以はここにある。

巻）の古典的記述に即してたどってみること

この場合、信用手段はさしあたり支払手段

にする。

としての貨幣で十分である。だが、貨幣は現
金決済の不都合、あるいは送金の不便などを
伴う。この不都合や不便を回避し、リスクに
伴う限界を突破するために、独自の信用手段

1 実体経済と信用

が求められるようになる。それが手形である。
支払手段としての貨幣は手形という独自の信
用手段へと発展していく。これが支払手段と

信用制度の発達は、産業資本と利子生み資

しての手形である。マルクスは言う。「だい

本という二つの観点から理解することができ

たいにおいて貨幣はここ〔信用の自然発生的

る。本節では、まず産業資本との関連で信用

基礎のうえ〕ではただ支払手段としてのみ機

制度の自立と発展の必然性を考えてみること

能する。すなわち、商品は、貨幣と引き換え

にする。まず浮かび上がってくるのは信用制

にではなく、書面での一定期日の支払約束と

度の出発点、つまり、マルクスがいう信用制

引き換えに売られる。この支払約束をわれわ

度の「自然発生的基礎」である。これは実体

れは簡単化のためにすべて手形という一般的

経済が孕む信用制度の原点とも言うべきもの

な範疇のもとに総括することができる。この

であって、そこから信用制度の全面的展開が

ような手形はその満期支払日まではそれ自身

始まる出発点を意味する。

が再 び支払手段として流通する。」（K.Ⅲ、

そもそも、問題は商品の二重性に起因する。

502頁、S.413）。

商品が使用価値および価値という同時対立的

手形とは、一定の金額を支払うことを委託

な性格を併せ持つ存在である以上、商品取引

または約束した有価証券であって、単純な商
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品流通の段階から飛躍を遂げたばかりの商品

を論述する。株式会社が信用とどのような関

取り扱い資本にとっては、当事者間の個別的

係にあるのか、一読しただけでは判然としな

な相互信用を互いに付与しあう上での重要な

い叙述である。だが、本文にはたしかにつぎ

信用手段である。ただ、この手形はあくまで

のような一節がある。「信用は、個々の資本

個人的な信用供与の手段であって、信用があ

家に、または資本家とみなされる人々に、他

る程度の規模や社会性を求める段階に達する

人の資本や他人の所有にたいする、したがっ

と、手形は「本来の信用貨幣すなわち銀行

てまた他人の労働にたいする、ある範囲内で

券」へと発展せざるをえない。

は絶対的な支配力を与える。」この本文の記

こうして信用の新たな発展段階がはじまる。

述には注87が付けられている。「1857年のよ

マルクスは「信用制度の発展―そしてそれ

うな恐慌の年の……破産者たちの自己資産と

に含まれている資本所有の潜在的な廃止―

彼らの負債額とを比較してみるとよい」。そ

をおもに産業資本と関連させ」つつ『資本

う述べたマルクスは、両者の著しい乖離、前

論』第 3 巻第27章で述べるのだが、その際

者をはるかに凌駕する後者の額について『タ

「資本主義的生産における信用の役割」を 4

イムズ』の記事を引用している。これを手が

点 に 整 理 し て い る （ K.Ⅲ 、 5 55 〜 6 3頁 、 S.

かりにして本文を読み返せば、ここで言われ

451-7）。まず指摘されているのは、「利潤率

ている信用とは、経営者の自己資本と、それ

の平均化を媒介するために、または全資本主

をはるかに凌駕して株主が投資する株式資本

義的生産がその上で行われるこの平均化の運

との関係であることが分かる。つまり、問題

動を媒介するために、必然的に信用制度が形

になっているのは、機能資本家（経営者）と

成されるということ」である。すでに述べた

貨幣資本家（株主）との間で、彼らが相互に

ように、これは資本主義の実体経済（その発

与え合う信用のことだったのである。たしか

展）がその中から必然的に信用を生み出す、

に、信用が制度的に確立していなければ、機

信用制度の出自の確認である。第二点として

能資本家は他人の資本を充用することはでき

挙げられているのは、信用制度が必然的に流

なかったはずであり、自己所有の資本を超え

通費の節約を行うという、信用制度の一般的

る規模で他人の資本を運用することはできな

意義についての確認である。具体的には支払

かったはずである。そうであれば、株式会社

手段としての貨幣の節約（手形が果たす役

は成立せず、その後の資本主義の歴史的発展

割）のことであり、流通または商品交換の迅

もありえなかっただろう。信用制度のおかげ

速化に伴う準備金の縮小のことである。ここ

で経営者の手には自己資本を超える他人の資

で言われている準備金の縮小には二つの側面

本が集まるのであり、それが株式会社制度の

があり、第一は通貨の節約、第二は「資本の

意義なのである。そもそも経営者が資本の機

うちの絶えず貨幣形態で存在しなければなら

能者として選ばれるということ自体、信用関

ない部分の制限」、つまり、銀行がこの点に

係である。「財産もない男が産業家や商人と

ついて果たす積極的役割についてである。以

して信用を受ける場合でさえも、それは、彼

上の二点は、産業資本が利潤獲得競争を繰り

が資本家として機能し借りた資本で不払労働

広げるなかから信用制度が必然的に生まれて

を取得するであろうということが信頼されて

くること、その信用制度が実体経済全体にと

行われるのである。彼に信用が与えられるの

っては流通費の節約となることを指摘してい

は、潜勢的な資本家としての彼に与えられる

るものと理解することができる。

のである。（K.Ⅲ、775頁、S.614）

これに続く残りの二点（ⅢおよびⅣ）でマ

資本の所有者（株主）と資本の機能者（経

ルクスは株式会社の形成と株式制度の仕組み

営者）とが人格的に分離し、両者が互いに信
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用を付与しあうことで初めて株式会社制度が

る。」（K.Ⅲ、562〜 3 頁、S.457）

成立する。「善良なる管理者の注意義務（善

ただ、メダルには裏がある。「信用は、こ

管注意義務）」が経営者に求められ、株式の

の矛盾の暴力的爆発、恐慌を促進し、したが

引受価額を限度とする「有限責任」を株主が

ってまた古い生産様式の解体の諸要素を促進

負うのは、この信用関係が両者の間に存在す

する」
（K.Ⅲ、563頁、S.457）
。内部矛盾の爆発

るからである。

を引き起こす起爆剤の役目を果たすのである。

商品の単純流通が懐胎する信用の自然発生

たしかに「資本主義的生産の発展につれて、

的基礎（手形交換）から、二種類の資本家

一つのまったく新しい力である信用制度が形

（機能資本家と貨幣資本家）との間で交わさ

成されるのであって、それは当初は蓄積の控

れる相互的な信用付与（株式会社制度）まで、

え目な助手としてこっそりはいってきて、社

こうした信用制度の発達をたどってみると、

会の表面に大小さまざまな量でちらばってい

それがあくまで「信用制度の発展―そして

る貨幣手段を目に見えない糸で個別資本家や

それに含まれる資本所有の潜在的な廃止―

結合資本家の手に引き入れるのであるが、や

をおもに産業資本に関連させて考察してき

がて競争戦での一つの新しい武器になり、そ

た」ものであることに気がつく。このような

してついには諸資本の集中のための一つの巨

関連で見た信用制度の発達は実体経済に対し

大な社会的機構に転化するのである」（K.Ⅰ、

てどのような意味をもつのだろうか。この点

817頁、S.655）。

を考えて本節の締めくくりとしよう。

社会に分散した資本を集中するための「一

弾力性を備えた実体経済の再生産機能は信

つの巨大な社会的機構」としての意義、敵対

用制度が働くことによって、初めて「極限ま

的な「矛盾の暴力的爆発、恐慌を促進」する

で強行される」（K.Ⅲ、562頁、S.457）。信用

「競争戦での一つの新しい武器」としての意

制度が働かなければ、社会的な対立を基礎に

義、この一見相反する意義を信用制度という

した実体経済ははるかに硬直したもの、もっ

ものが抱えていることをマルクスは強調する。

と萎縮したものとなっていただろう。それは
資本主義の本質が「現実の自由な発展をある
点までしか許さず、したがって実際には生産

2 金融経済と信用

の内在的な束縛と制限とをなしているのであ
って、この制限は絶えず信用制度によって破
られるということ（が必要だから）である」
（同上）。株式会社制度が存在しない状態を

本節と次節では信用を利子生み資本そのも

考えてみればよく分かる。もし自分が実際に

のとの関連のなかで考察する。さしあたりの

所有する資本しか充用できず、あるいはもし

目的としては、信用制度が、金融機関の発達

無限責任を負った共同出資者の資本しか充用

を通じて信用世界を自立化させるプロセスを

できないとすれば、起業家はきわめて限られ

追うことである。

た資本規模で事業を起こすしかない。信用制

歴史的にみれば、「信用制度の他方の面は

度はこの限界を突破する。「それゆえ、信用

貨幣取引業の発展と結びついており、この発

制度は生産力の物質的発展と世界市場の形成

展は、当然、資本主義的生産のなかでは商品

とを促進するのであるが、これらのものを新

取引業の発展と同じ歩調で進んで行く。……

たな生産形態の物質的基礎としてある程度の

事業家の準備金の保管、貨幣の受け払いや国

高さに達するまでつくり上げるということは、

際的支払の技術的操作、したがってまた地金

資本主義的生産様式の歴史的な任務なのであ

取引は貨幣取引業者の手に集中される。この
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貨幣取引業と結びついて、信用制度の他方の

が預金に利子を支払うようになれば、すべて

面、すなわち利子生み資本または貨幣資本の

の階級の貨幣貯蓄や一時的な遊休貨幣は銀行

管理が、貨幣取引業者の特殊な機能として発

に預金されるようになる。それだけでは貨幣

展する。貨幣の貸借が彼らの特殊な業務にな

資本として働くことのできない小さな金額が

る。」（K.Ⅲ、505〜 6 頁、S.415-6）

大きな金額にまとめられて、一つの貨幣力を

貨幣取引業の本来の機能は必ずしも信用取

形成する。」（K.Ⅲ、506頁、S.416）

引であったわけではないが、貨幣が支払手段

銀行に預金を行った預金者を「不労者」と

としての機能を果たすことから、古来、信用

呼んだある書物の議論を批判してマルクスは

取引が貨幣取引業に結びついて行われてきた

つぎのように語っている。「近代的銀行業が

のである（K.Ⅲ、399頁、S.332）。

処理する資金を単に不労者の資金と見るのも

ところで「利子生み資本、またはその古風

まちがいである。第一に、それは、産業家や

な形のものは高利資本と呼んでもよいが、そ

商人が資本のうち貨幣準備またはこれから投

れは、その双生の兄弟である商業資本ととも

下する資本として一時的に貨幣形態で遊ばせ

に、資本の大洪水以前的形態に属する。すな

ておく部分である。だから、不労資本ではあ

わち、資本主義的生産様式よりもずっと前か

るが、不労者の資本ではないのである。第二

らあって非常にさまざまな経済的社会構成体

に、それは、すべての人々の収入や貯蓄のう

のなかに現われる資本形態に属する。」（K.Ⅲ、

ちから永久的または一時的に蓄積に向けられ

766頁、S.607）

た部分である。どちらも銀行制度の性格にと

もちろん、本稿でわれわれが問題にしてい

って本質的なものである。」（K.Ⅲ、781頁、

るのは、ここで言われているような前近代的

S.620）

な利子生み資本ではない。あくまで、「近代

銀行は預金者の信用を受けて、彼らの遊休

的信用制度のもとで資本主義的生産の諸条件

貨幣を預かり、それを貨幣資本として産業家

に適合させられた」利子生み資本である（K.

に貸し出す。産業家が資本家として機能し、

Ⅲ、774頁、S.613）。では、利子生み資本の

借り受けた貨幣を資本に転化してくれるだろ

近代的形態と前近代的形態を分かつものは何

うと期待し、産業家に対する信頼が前提とな

か。「資本主義的生産様式の本質的な一要素

ってこうした貸付が行われているのである。

をなしているかぎりでの利子生み資本を、高

銀行は預金者に対しては信用の受け手であり、

利資本から区別するものは、けっしてこの資

貸出先の産業家に対しては信用の供与者であ

本そのものの性質または性格ではない。それ

る。こうした役割を銀行が果たしたからこそ、

は、ただ、この資本が機能する諸条件が変化

信用制度の発展が可能になったのである。

したということだけであり、したがってまた

「銀行制度は、形態的な組織や集中という点

貨幣の貸し手に相対する借り手の姿がまった

から見れば、……およそ資本主義的生産様式

く変わってしまったということだけであ

がつくりだす最も人工的な最も完成した産物

る。」（K.Ⅲ、774〜 5 頁、S.614）

である。」（K.Ⅲ、782頁、S.620）

では、「資本が機能する諸条件」の変化と

信用制度の発達に果たした銀行の役割を考

は何か。それは社会の各所に遊休貨幣が蓄蔵

えてみよう。

されることであり、それが銀行によって貨幣

第一に、先にも見たように、銀行がもたら

資本に転化されるという事情である。

す最大の効用は「社会のあらゆる貨幣貯蓄を

「銀行が自由に処分できる貸付可能な資本

産業資本家や商人がますます多く利用できる

は、いろいろな仕方で銀行に流れ込む。……

ようになるということ」であり、すなわち

銀行制度の発達につれて、またことに、銀行

「貯蓄の集積が貨幣資本として働くようにな
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ること」である（K.Ⅲ、452頁、S.374）。銀

〔株式のことを指している…引用者〕として

行の媒介機能と呼ばれるものである。

現われるのである。」（K.Ⅲ、585頁、S.475）

第二は、貨幣市場、貨幣資本に対する統制

こうした銀行による膨大な準備金の形成は、

機能である。たんなる個別の媒介にとどまら

一方に現実の貨幣形態での膨大な蓄蔵貨幣の

ず、社会的で全体的な媒介を行うことで、貨

プールを出現させ、他方に幻想の貨幣形態で

幣市場と貨幣資本に対して統制力を発揮する。

ある膨大な証券プールを出現させる。両者は

「大工業の発展につれてますます貨幣資本は、

相合わさって巨大貨幣市場の形成を促進する。

それが市場に現われるかぎりでは、個別資本

「信用制度の発達につれて、ロンドンのよう

家、すなわち市場にある資本のあれこれの断

な大きな集中的貨幣市場がつくりだされ、そ

片の所有者によっては代表されなくなり、集

れは同時にこのような証券の取引の中心地に

中され組織された大量として現われるように

もなる。銀行業者はこれらの商人たちの仲間

なるのであって、この大量は、現実の生産と

に公衆の貨幣資本を大量に用立て、こうして

はまったく違った仕方で、社会的資本を代表

この相場師仲間が増大する。」（K.Ⅲ、655頁、

する銀行業者の統制のもとに置かれている」

S.528）

（K.Ⅲ、461頁、S.381）

証券市場（株式市場を含む）の形成促進が

第三は、銀行が膨大な準備金を形成するこ

銀行制度の第四の効用と言えるだろう。

とである。形成される準備金は巨大な貨幣資

銀行制度がもたらす、以上のような信用制

本の存在を目に見える形で表現する。「すべ

度の発展は、銀行の無償の奉仕活動の結果で

て資本主義的生産の国には、このような形態

はない。彼らが貨幣を扱うのは、それが潜在

で巨大な量のいわゆる利子生み資本または

的に資本だからである。厳密にいえば、それ

moneyed capital が存在している」（K.Ⅲ、600

は利子生み資本であって、ただ潜在的な意味

頁、S.486）。だから、「銀行の準備金は、資

でそうなのであり、だから自らの手で現実の

本主義的生産が発達している国では、つねに

利子生み資本に転化する義務と責任と利害が

平均的には、蓄蔵貨幣として現存する貨幣の

あるのである。こうして「信用制度の他方の

量を表わしている」（K.Ⅲ、601頁、S.487）

面、すなわち利子生み資本または貨幣資本の

のである。

管理が貨幣取引業者の特殊な機能として発達

貨幣資本だからといって、銀行の準備金が

する」のである（K.Ⅲ、506頁、S.416）。い

つねに貨幣形態で存在していると考えてはな

まや銀行は現金と有価証券（国債、株式、不

らないだろう。貨幣資本が銀行業者の手のな

動産抵当証券）の管理者となって現われる。

かにあれば、それは潜在的に利子生み資本で
ある。現実の貨幣形態である必要はない。む
しろ「自由に利用できる貨幣資本の発展につ

3 架空資本とその独自の運動

れて、利子付証券、国債証券、株式などの量
が増大する」（K.Ⅲ、653頁、S.527）。なぜな
ら、「銀行のものである貨幣が預金に転化し、
したがって銀行はその貨幣の所有者ではなく

利子生み資本とは G−G'

の運動をとる貨

債務者になり、別の占有権によってそれを保

幣形態での資本である。本来「利子は利潤の、

有するということもありうる」からである。

すなわち機能資本家が労働者からしぼり取る

「この場合には、資本はただ貨幣資本として

剰余価値の、一部分でしかないのに、今では

現われるだけであり、また、現実の貨幣形態

反対に、利子が資本の本来の果実として、本

で存在しない場合には、単なる資本所有権

源的なものとして現われる。ここでは資本の

- 10 -

呪物的な姿も資本呪物の観念も完成している。

れれば、毎年25ポンドをあげることになるで

われわれが G−G'

あろう。そこで、25ポンドという確定した年

で見るのは、資本の無概

念的な形態、生産関係の最高度の転倒と物化、

収入はすべて500ポンドという資本の利子と

すなわち、利子を生む姿、資本自身の再生産

みなされる。」（K.Ⅲ、594〜 5 頁、S.482）

過程に前提されている資本の単純な姿である。

利子生み資本が生み出す「資本の神秘化」

それは、貨幣または商品が再生産にはかかわ

のロジックは、その挙句の果てに「架空資

りなくそれ自身の価値を増殖する能力―最

本」の世界を生み出す。「架空資本の形成は

もまばゆい形での資本の神秘化である。」（K.

資本換算と呼ばれる、すべて規則的に繰り返

Ⅲ、492頁、S.405）

される収入は、平均利子率で計算されること
によって、つまりこの利子率で貸し出される

利子生み資本がもたらすこうした「資本の

資本があげるはずの収益として計算されるこ

神秘化」はある時点でついに資本の実存を超

とによって、資本換算される。……こうして、

えるところまで達する。「利子生み資本とい

資本の現実の価値増殖過程とのいっさいの関

う形態に伴って、確定した規則的な貨幣収入

連は最後の痕跡に至るまで消え去って、自分

は、それが資本から生ずるものであろうとな

自身によって自分を価値増殖する自動体とし

かろうと、すべて資本の利子として現われる

ての資本の観念が固められるのである。」（K.

ことになる。まず貨幣収入が利子に転化させ

Ⅲ、597頁、S.484）

られ、次に利子といっしょに、その利子の源

ここで言われている「資本換算」とは「資

泉となる資本も見いだされるのである。同様

本還元」のことであり、これによって生み出

に、利子生み資本とともに、どの価値額も、

される架空資本は、具体的には、「確定した

収入として支出されさえしなければ、資本と

規則的な貨幣収入」をもたらす有価証券（国

して現われる。すなわち、その価値額が生む

債、株式）である。個別にそれらを見てみよう。

ことのできる可能性または現実的な利子に対

まず、国債である。「国は借り入れた資本

立して元金（principal）として現われるので

にたいしていくらかの額の利子を年々自分の

ある。」(K.Ⅲ、594頁、S.482）

債権者に支払わなければならない。この場合

「資本の神秘化」はさまざまな局面で世界

には債権者は、自分の債務者に解約を通告す

を覆っている。利子生み資本の場合は、独特

ることはできず、ただ債権を、それにたいす

の形態をとる。それは「確定した規則的な貨

る自分の占有権を売ることができるだけであ

幣収入」を「利子」と誤認するところから始

る。資本そのものは、国によって食い尽くさ

まる。そして、ひとたび「利子」を想定して

れ、支出されている。それはもはや存在しな

しまえば、後はそれを「資本」の生み出した

い。国の債権者がもっているものは、(1) た

果実であると自己了解すれば済むことである。

とえば100ポンドというような、国の債務証

「確定した規則的な貨幣収入」が実際の「資

書である。(2) この債務証書は債権者に、国

本」と関係があろうとなかろうと、そうした

の歳入すなわち年間租税収入にたいするいく

神秘化の世界で幻想に身を委ねた人々にとっ

らかの金額たとえば 5 ポンドまたは 5 ％の請

てはどうでもよいことである。定期的な貨幣

求権を与える。(3) 彼はこの100ポンドの債

収入はどのような源泉から流れ出たものであ

務証書を任意に他の人々に売ることができる。

れ、すべてが資本から流れ出たものと想定さ

……しかし、すべてこれらの場合には、国に

れる。そこでの「事柄は簡単である。平均利

よる支払がその子（利子）とみなされる資本

子率を 5 ％としよう。そうすれば、500ポン

は、やはり幻想であり、架空資本である。」

ドという金額は、利子生み資本に転化させら

（K.Ⅲ、595頁、S.482-3）
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国債を利子生み資本と考えるのは幻想であ

いえ、〔それは建前であって〕それらの株式

り虚構であり、利子でないものを利子と「み

がただの詐欺を表しているということも、け

なし」、存在しない資本を存在するかのよう

っして排除されているわけではない。しかし、

に「みなして」成立する、いわば「みなし規

この資本〔現実資本〕は二重に存在するので

定」なのである。もちろん、ある人にとって

はない。すなわち、一度は所有権の、株式の、

国債の購入は利子生み資本としての投資が意

資本価値として存在し、もう一度は前記のよ

図されていたかもしれない。それはあくまで

うな諸企業に現実に投下されているか、また

「個人的立場」からする話である。全体から

は投下されるべき〔現実〕資本として存在す

見れば、架空資本であることに変わりはない。

るのではない。それはただあとのほうの形態

「最初の債権者 A にとっては年々の租税の

〔現実資本としての形態〕で存在するだけで

なかから彼の手にはいる部分は彼の資本の利

あって、株式は、この資本によって実現され

子を表わしているのであって、ちょうど、高

るべき剰余価値にたいする按分比例的な所有

利貸にとって浪費者の財産のなかから彼のも

権にほかならないのである。」（K.Ⅲ、597〜

のになる部分が彼の資本の利子を表わしてい

8 頁 、S.484-5。 カギ括弧内は引用者 加筆）

るようなものである。といっても、どちらの

およそ有価証券はすべて架空資本である。

場合にも貸し出された貨幣額は資本として支

だが、「それにもかかわらず、……この架空

出されたのではないのであるが。国の債務証

資本はそれ自身の運動をもっている」（K.Ⅲ、

書を売ることの可能性は、A にとっては元金

596頁、S.483）のであって、「国債証券だけ

の還流の可能性を表わしている。B について

ではなく株式をも含めてのこのような所有権

言えば、彼の個人的立場から見れば、彼の資

の価値の独立な運動は、この所有権がおそら

本は利子生み資本として投下されている。事

くそれがもとづいているであろう資本または

実上は、彼はただ A にとって代わっただけ

請求権のほかに、現実の資本を形成している

であり、国にたいする A の債権を買っただ

かのような外観を確定する。すなわち、この

けである。このような取引はまだ何度でも繰

ような所有権は、その価格が独特な運動をし

り返されるかもしれないが、国債という資本

独特な定まり方をする商品になるのであ

は相変わらず純粋に架空的な資本なのであっ

る。」（K.Ⅲ、598頁、S.485）

て、この債務証券が売れないものになった瞬

商品になったからといって、有価証券が価

間からこの資本という外観はなくなってしま

値を持つわけではない。この商品は労働生産

うであろう。」（K.Ⅲ、595〜 6 頁、S.483）

物ではないのだから、価格を持ってはいても、

つぎに、株式である。「債務証券―有価

価値生産物ではない。事実「すべてこれらの

証券―が国債の場合のように純粋に幻想的

証券は、実際には、将来の生産にたいする蓄

な資本を表しているのではない場合でも、こ

積された請求権、権利名義のほかにはなにも

の証券の資本価値は純粋に幻想的である。

表わしてはいないのであって、この権利名義

〔なぜか？〕信用制度は結合資本を生みだす。

の貨幣価値または資本価値は、国債の場合の

証券は、この資本を表す所有証券とみなされ

ようにまったくどんな資本も表わしていない

る。鉄道や鉱山や水運などの会社の株式は、

か、または、それが表わしている現実の資本

〔本来〕現実の資本を表している。すなわち、

の価値とは無関係に規制されるのである。」

これらの企業に投下されて機能している〔現

（K.Ⅲ、600頁、S.486）。

実〕資本、またはこのような企業で資本とし

では、この「みなし」商品の運動とは何か。

て支出されるために株主によって前貸しされ

それは投機である。「この証券の市場価値は

ている貨幣額を〔本来は〕表している。とは

ある程度まで投機的である。というのは、こ
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の市場価値は、ただ現実の収入によってだけ

るのである。事実、平均的サラリーマンの生

ではなく、予想され前もって計算された収入

涯賃金は、その人物の労働力の価値を表すと

によって規定されているからである。」（K.Ⅲ、

考えられており、この人物の生命保険はこう

598頁、S.485）

した生涯賃金を基準に設計されている。ある

有価証券の市場価値（価格）は現実資本の

いは、このサラリーマンが金融機関から住宅

所有権（または請求権）と観念的に結びつい

ローンの融資を受ける場合、団体信用生命保

ているだけなのであって、その意味で幻想で

険への強制加入を要求されるのも、彼の労働

あり架空である。資本還元という観念的操作

力の資本還元が生命保険による信用付与の基

によって、また、その結びつきを逆転させる

礎になっているからである。こうした転倒し

ことによって、架空資本という幻想の世界が

た常識に対して、マルクスは皮肉を込めて反

眼前に立ち現われる。そこは投機という運動

駁する。「ここでは、残念ながら、この無思

法則によって支配された「資本の神秘化」の

想な考え方を不愉快に妨げる二つの事情が現

極致である。この世界では、すべてが転倒し

われてくる。第一には、労働者はこの利子を

て現われる。「確定した規則的な貨幣収入」

手に入れるためには労働しなければならない

があれば、人はそこに資本の存在を想定する。

ということであり、第二には、労働者は自分

それが常識だからである。資本関係とは無縁

の労働力の資本価値を譲渡によって換金する

な国債の配当にまで、資本の利子を想定し、

ことはできないということである。むしろ、

国債を資本と信じて「投資」する。彼らにと

彼の労働力の年価値は彼の年間平均賃金に等

って、転倒した世界こそが正常であり、現実

しいのであり、また、彼が労働力の買い手の

の世界は遠い彼方の存在でしかない。

ために自分の労働によって補填しなければな

この神秘化の幻想世界では、とんでもない

らないものは、この価値そのものにその増殖

謬見でさえ大手を振ってまかり通る。マルク

分である剰余価値を加えたものである。」（K.

スはその一例として、ドイツの統計学者の間

Ⅲ、596〜597頁、S.483-484）

で流通している、ある「無思想な考え方」を

しかし、この「狂気の沙汰」を一笑に付し

取り上げている。それは労働者のもつ労働力

て済ますわけにいかないのは、消費者金融の

を利子生み資本だと考える考え方である。

仕組みのなかに、この謬論がそっくり埋め込

「労賃はここでは利子だと考えられ、したが

まれているからである。次節でみるように、

って、労働力は、この利子を生む資本だと考

労働者に対して貨幣を貸し付けるということ

えられる。たとえば 1 年間の労賃が50ポンド

は、それによって貨幣を潜在的な貨幣資本か

で利子率が 5 ％だとすれば、 1 年間の労働力

ら現実的な貨幣資本（つまり、利子生み資

は1000ポンドという資本に等しいとみなされ

本）に転化するためである。ということは、

る。資本家的な考え方の狂気の沙汰はここで

労働者が月々、ローンの元金と利息を金融機

その頂点に達する。というのは、資本の価値

関（サラ金であれ、住宅ローンを扱っている

増殖を労働力の搾取から説明するのではなく、

大手金融機関であれ）に返済することが前提

逆に、労働力の生産性が、労働力自身がこの

とされているのである。では、労働者はどう

利子生み資本という不可思議なものだという

やって月々の返済を行うのか。労働者は資本

ことから説明されるのだからである。」（K.Ⅲ、

を持っているわけでも、あるいはビジネスを

596頁、S.483）

営んでいるわけでもない。彼は日々の生活の

もちろん、まじめに考えれば、こんな冗談

節約のなかから返済額を捻出するのである。

が通用するはずはないのだが、転倒した世界

そうやって捻出された節約分が利息をともな

にくらす人々には、大まじめに信じられてい

って金融機関のもとに還流する。金融機関の
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元金（貨幣資本）は利子を生んだわけである

本としての自己実現を果たそうと躍起になっ

が、それは「高利貸」の場合と同様、すなわ

て活動する貨幣資本の市場（証券市場や株式

ち「浪費者の財産のなかから彼（高利貸）の

市場）でもない。こうした金融市場の上に近

ものになる部分が彼の資本の利子を表してい

年新たに成立した金融派生商品の市場、いわ

る」のと同じことである（K.Ⅲ、595頁、S.483）。

ば第三次的市場の世界である。
この市場は、株式市場や証券市場のように
株券や証券といった金融商品が取引されてい

4

る市場ではない。株式や証券の取引そのもの

金融派生商品と消費者信用の世界

ではなく、その取引の、しかも将来の時点で
の取引の権利が、現在、売買されるのである。
どのような取引の権利になるかは、この金融
派生商品の種類に応じて決まってくる。

マルクスが信用制度を度外視して定式化し
た資本の運動範式では、産業資本は、商品資

第二次的市場である金融市場であれば、そ

本、貨幣資本、生産資本と次々と形態を変化

こで選ばれる商品の種類は例えば国債、株式

させながら価値増殖に励む運動主体であった。

である。これに対し、金融派生商品の市場で

はすべてが資本

は、そこで選ばれる商品の種類は、主に、先

の運動を意味した。だから、マルクスは固有

物取引、スワップ取引、オプション取引の三

の資本市場で現われる貨幣資本と、上記の範

種類である。

W−G−W…P…W'−G'−W'

式に見られるような資本の貨幣形態とを混同

まず先物取引である。ここでは、将来一定

するフラトーンを批判して次のように述べる

の決められた条件（これを定型化と呼ぶ）の

のである。「ここ（フラトーンの議論）では

もとで行われる予定取引の権利が売買される。

貨幣資本が利子生み資本という意味での

定型化され規格化された商品（為替や国債）

moneyed capital と混同されているのであって、

（これを 標 準 物と呼ぶ）は実際には売買さ

前のほうの意味では貨幣資本はつねにただ、

れない。

ひ よ う じ ゆ ん も の

資本の他の諸形態すなわち商品資本や生産資

スワップでは、金利を支払う権利（義務）

本から区別されたものとしての、資本の一つ

だけが売買される。例えば、変動金利の持ち

の過渡形態でしかないのである。」（K.Ⅲ、

主と固定金利の持ち主が金利支払いの権利

593〜 4 頁、S.481）

（義務）だけを交換する。

前者の意味での貨幣資本が運動する市場を

オプションでは、ある商品（金融商品）を

本源的な第一次的市場と考えれば、後者のよ

一定の条件で売る（または買う）権利が売買

うな利子生み資本としての貨幣資本が投じら

される。この権利の価格はプレミアムと呼ば

れる市場は第二次的市場である。証券や株式

れている。

が売り買いされる市場は、この第二次的市場

こうした金融派生商品をあえて取引する理

である。第一次的市場でおこなわれているの

由は何だろうか。最大の理由は、これで個人

が資本価値の形態転換であるとすれば、第二

が相場の変動リスクを回避（ヘッジ）できる

次的市場で行われているのは利子生み資本の

からである。ただ、市場全体としてみれば、

実現をめぐる命がけの飛躍である。

相場の変動リスクが消えたわけではない。あ

これからわれわれが目を向けようとしてい

る個人が回避できても、別の個人がそれを押

るのは、商品資本、貨幣資本、生産資本と姿

し付けられるのである。個人の思惑という視

態変換が行われている産業資本の市場ではな

点ではなく、デリバティブを一つの客観的な

い。架空資本である証券や株式が利子生み資

市場制度として考えてみるなら、その効用と
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は、原資産には手を付けずに相場の変動リス

本も表していないか、または、それが表して

ク（将来の損益）が売買できるようになった

いる現実の資本の価値とは無関係に規制され

ことである。

るのである。」（K.Ⅲ、600頁、S.486）

すなわち、ディリバティブ（金融派生商

この認識は若干の語句の修正を経て、ほぼ

品）とは、原資産（株式や国債や通貨）の商

デリバティブの世界についても当てはまる。

品取引のことではなく、それらの相場を指標

すなわち、「すべてこれらのデリバティブは、

にして将来の損益を交換する権利のことであ

実際には、将来の取引にたいする蓄積された

る。いわば将来の予定取引のための権利が売

請求権、権利名義のほかにはなにも表しては

買されているのである。取引の権利であるか

いないのであって、この権利名義の貨幣価値

ら、この商品そのものに価値はない。価格も

または資本価値は、国債の場合のようにまっ

ゼロに設定されている。したがって、デリバ

たくどんな資本も動かしていないか、または、

ティブで派生商品の契約を交わしたスタート

それが想定したりしている原資産の価値（あ

時点では、貸借対照表（バランスシート）に

るいは、原資産と呼ばれる架空資本の市場価

は記載されない決まりになっている（これを

値 ） と は 無 関 係 に 規 制 さ れ る の で あ る 。」

オフバランス取引と呼ぶ）。

（ゴシックは引用者による書き換え）

こうしたデリバティブ取引の最大の特徴は、

以上見たように、信用制度の発展に伴って、

ここにレバレッジが働くことであるリスクを

現実資本が支配する実体経済の第一次的市場

元本から切り離して取引しているから、取引

（商品=資本の市場）から、架空資本が支配

に大きな元手を必要としないし、決済も差金

する金融経済の第二次的市場（証券=株式市

部分で済む。小さな金額で大きな取引が行え

場）が立ち上がり、さらに、この第二次的市

るかのような錯覚や幻想が生まれるわけであ

場のなかから、市場の変動リスクだけを切り

る。しかし、これはあくまで錯覚であり幻想

離して取引する金融派生商品の市場が成立し、

である。なぜなら、実際に動いているのは元

自立化する。まさにこれが第三次的市場であ

本ではないからである。元本はあくまで想定

る。こうして見ると、投機は第一次的市場よ

元本であり、取引はこの想定額に相当するも

りも第二次的市場、第二次的市場よりも第三

のと仮定されて行われているだけなのである。

次的市場をより強く支配しているように思え

想定と相当と仮定の世界がこのデリバティブ

る。天候や個人信用のリスクまでがデリバテ

の取引世界を支配する原理である。こうした

ィブの原資産に想定されるようになった現在、

思惑の世界が金融市場のうえに、金融市場と

「資本家的な狂気の沙汰はここでその頂点に

は次元を異にして成立しているのである。

達する」のである。

独立したリスク取引の世界がこうして自立

信用制度はこうした発展の裏で何を失った

する。この世界は、一つには投機の世界であ

のだろうか。こうした発展が直接的には市場

り、もう一つにはリスクであれば何でも投機

の変動リスクを回避し、安全で確実な信用制

対象にしてしまう異様な世界である。

度の運用を求めて行われたものであることは

かつてマルクスは金融市場の取引対象であ

誰も否定しないだろう。ところが、その一方

る証券について、次のような認識を示してい

で、そうしたリスクの回避はあくまでも個人

た。「すべてこれらの証券は、実際には、将

の利益獲得活動を損なわない範囲で行われて

来の生産にたいする蓄積された請求権、権利

きたにすぎない。社会的、全体的なリスク回

名義のほかにはなにも表してはいないのであ

避、あるいは市場全体のリスク回避ではない。

って、この権利名義の貨幣価値または資本価

私個人がリスクを回避できればよいのであっ

値は、国債の場合のようにまったくどんな資

て、リスクを負う人を一人でもなくすよう、
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リスクを生み出す市場制度そのものを変革し

が行われていれば、貸付金は元金と同時に利

ようとは誰も思わない。われ亡きあとに洪水

息の分も回収できる。債権者であるローン実

はきたれ、というわけである。リスク回避が

施の金融機関にとって、住宅資金の貸し付け

こうした利己的動機に終始している限り、そ

は利子生み資本の投下であり、「確定した規

の意図せざる結果は市場における投機性の高

則的な貨幣収入」である月々の返済は利子生

まりであり、それに伴う不安定性の拡大である。

み資本の回収である。同じく、ABS を購入

さて、以上で見てきたのは、信用制度が資

した投資家にとっても、投資された遊休貨幣

本取引に与えた影響であった。ここでは、マ

資本は利子生み資本として働いてくれたこと

ルクスも言うように「収入を支出する人々の

になる。ところが、問題は「確定」している

多数を占める労働者は相対的にわずかしか信

と思われていた月々のローン返済が必ずしも

用で買うことができない」（K.Ⅲ、568頁、

「確定」とは言えないことである。労働者の

S.461）ものとして、彼らに対する信用制度

家計に与えられた信用が必ずしも安定性と確

の適用は度外視されていた。このことは原則

実性を保証されてはいないからである。

的にいえばいまでも正しいが、しかし、特殊

同様の事情は程度の差こそあれ、すべての

的に見れば、そうではない。戦後資本主義の

有価証券について言えるだろう。国債の「所

黄金期を考えてみよう。そこでは「労働者階

有権」に値がつくのは、国に対する信用が揺

級にとって最も有利な蓄積条件」が与えられ

らいでないかぎりの話である。株券の「所有

ており、マルクスのこの記述には若干の留保

権」に値がつくのも、企業に対する信用が揺

が必要になる。むしろ、住宅や耐久消費財

らいでないかぎりの話である。国であれ、企

（自家用車や家電）あるいは消費者信用（ク

業であれ、ひとたび破綻に見舞われれば、そ

レジット・カード）を考えてみたとき、ある

れらはただの紙切れにすぎない。労働者の家

いは、ABS（Asset Backed Security 資産担保

計も同じである。失業にも見舞われず、堅実

証券）のような、企業が保有する労働者への

な家計を維持し、浪費にも走らず、日々の節

貸付債権が資産として当該企業から分離され、

約に励み、しかも、そうした個人的努力が功

その分離された資産を原資として特別目的会

を奏してローン返済額が捻出できる社会的経

社によって証券が発行される場合を考えてみ

済状況に労働者が置かれたかぎりで、労働者

たとき、労働者が信用制度に包摂されること

に対する信用は一時の保証を享受できるので

の積極的意味を明らかにする必要はより切実

ある。ABS はそうした不安定性や不確実性

である。

の上で行われる「請求権」の売買対象である。

ABS が登場したのは、1970年代にアメリ

こうして見ると、信用は、国家、企業、家

カで発行されたモーゲージ担保証券（MBS)

計と、つぎつぎに不安定な経済単位に信用供

が最初と言われている。特別目的会社が設立

与を行って、遊休貨幣の集積、流通コストの

されて、労働者が借りていた住宅ローンの債

節約、資本主義経済の「内在的な束縛と制

権をこの特別目的会社が集め、これを裏付け

限」を突破しようとしてきたことがわかる。

にしてこの会社が証券を発行し、投資家に販

それは同時に、資本主義経済が不安定な要素

売するという仕組みである。

をますます多く抱え込み、内包する矛盾の爆

この仕組みが滞りなく機能するためには、

発（恐慌）をますます不可避かつ予想しがた

対象資産である貸付金（住宅ローン、自動車

いものにしてきたことを意味する。

ローン、クレジットカードローン）の月々の

利子生み資本の投下部面に労働者の消費対

返済が滞りなく行われていることが必要であ

象がますます多く加わるようになったことは、

る。住宅ローンや自動車ローンの月々の返済

現代の特徴である。一時払いできないほどの
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高額の消費手段（住宅や自家用車など）を労

手段にたいする需要である。ところが、この

働者に購入させようとすれば、労働者に信用

需要は v に等しく、けっしてそれよりも大き

を与えて、融資を行うしかない。もちろん、

くはない。（もし労働者が自分の賃金の一部

むやみに労働者に信用を与えることはできな

分を貯蓄するとすれば―われわれはここで

いから、金融機関にとってはジレンマである。

当然いっさいの信用関係を度外視する―、

金融機関にとっては、貸し付ける貨幣資本が

それは彼が賃金の一部分を蓄蔵貨幣にしてそ

利子生み資本として働いてくれることは死活

の程度だけ需要者すなわち買い手としては現

問題である。貸し手となる金融機関が住宅ロ

われないということを意味する。）」（K.Ⅱ、

ーンや自動車ローン、あるいはクレジット・

145頁、S.121）

カードを労働者個人に与えるかどうか、それ

ところが、いま、われわれは、ここでのマ

を審査するとき、判断材料となるのが個人信

ルクスの想定とは逆のケース、労働者が自分

用情報である。すべての金融機関との取引履

の賃金の一部分を貯蓄し、蓄蔵貨幣にしてそ

歴は国内にいくつかある信用情報機関がデー

の程度だけ需要者すなわち買い手として現わ

タベース化しており、各金融機関の求めに応

れたケースを考えているのである。では、住

じて提供されている。

宅ローンであれ、自動車ローンであれ、クレ

では、消費者信用の意味とは何であろうか。
いま銀行がその貨幣資本を利子生み資本とし

ジット・ローンであれ、そこでの信用付与は
どのような特徴をもっているのだろうか。

て投下しようとしている。これまでその主要

先にも見たように、住宅ローンは住宅の購

な投下先は産業活動を行っている生産企業で

入代金を金融機関が労働者に利子生み資本と

あった。これまでなら、産業活動によって獲

して貸し付け、自らは債権者となる一方、労

得された剰余価値の一部が産業家の手から利

働者は月々元本と利子を返済する債務者とな

子として銀行家に渡され、遊休貨幣は成功裏

る。金融機関は「確定した規則的な貨幣収

に利子生み資本に転化した。ところが、生産

入」が得られれば、利子生み資本の回収が行

企業の業績が振るわず、生産活動への投資に

われたことになって、問題は起こらない。借

展望がみられないとするなら、銀行はより大

り手である労働者も月々彼の労賃から返済が

きなリスクを覚悟のうえで、消費部面に利子

滞りなく行われていれば、これまた問題はな

生み資本の活路を求めるしかない。それは労

く、事態は利子生み資本（これが生産部面に

働者の家計に投資することを意味する。ロー

投下されたものであろうと、あるいは、この

ン債権への投資とは、労働者が営む消費活動

ように消費部面に投下されたものであろう

の裏付けしかないに部面に資本を投下するこ

と）の運動法則に従っただけのことである。

とである。この場合、投下されるのは利子生

こうしたローンが独自性を持っているとす

み資本としての貨幣資本である。産業資本の

れば、それは貸し出された貨幣が

投資活動では、こうした消費部面への投資の

(1) 消費部面に投下されていること（生産部

可能性は当然のことながら意識的に排除され

面に投下された株―配当とは異なる）

ている。マルクスが『資本論』第二巻の段階

(2) 利子生み資本の形態をとっていること

でつぎのように語ったのは、しごく当然であ

(3) 国債と同じように架空資本であること

る。すなわち、「労働者が自分の賃金をほと

（住宅や自動車を担保にとっているが、

んど全部生活手段に転換し、しかも最大部分

それらは生産手段ではなく、消費手段に

を必要生活手段に転換するかぎりでは、労働

すぎない）

力にたいする資本家の需要は、間接には、同

(4) 労働者がローンを月々返済するためには

時に、労働者階級の消費にはいって行く消費

労働し、生活しなければならない。そう
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した意味で、産業資本の自己増殖に裏付

た月々の返済が資本利子だということにはな

けられた利子生み資本の運動とは明らか

らない。マルクスはそう言っているのである。

に次元を異にしている。

金融機関の立場、つまり「みなし」規定の立

たしかに個人信用情報は、借り手である労

場からすれば、そのかぎりでのみ、「労賃は

働者が債務を「確実に」履行しうる個人であ

ここでは利子だと考えられ、したがって、労

るかどうかを判断する材料を提供してくれる。

働力は、この利子を生む資本だと考えられ

だが、皮肉なことに、履行するための条件で

る」のである（K.Ⅲ、596頁、S.483）。マル

ある労働者の就業と生活は、個人信用情報で

クスはこれを「資本家的な考え方の狂気の沙

決まるのではない。ひとたび失業してしまえ

汰」と呼ぶのである。

ば、あるいは生活が破綻してしまえば、過去

繰り返せば、ローンの返済に充当する元本

の個人信用情報がどうであろうと、確実なロ

も利息分も、借り手である労働者は自己の労

ーン返済は不可能になる。労働者が節約や禁

賃からその節約や禁欲によって支払わなけれ

欲を行って、借り入れたローン（貸し出した

ばならないが、それが可能であるためには、

金融機関にとっては利子生み資本）に対して

第一に彼が就業して労働していなければなら

利子を支払うとき、その利子は労賃から支払

ないということであり、第二に、労働者は自

われるのである。金融機関からすれば「利

らの生命と引き換えにしか、「自分の労働力

子」とみなされるだろうが、それは利子では

の資本価値を譲渡によって換金することはで

ない。労働賃金から控除された「利子」相当

きない」のである。後者については、住宅ロ

額である。

ーンの借り入れに際して、借り手が団体信用

この点で国債の場合とよく似ており、しか

生命保険への加入を求められている事情を想

し高利貸の場合と異なる。マルクスは国債が

起すれば十分である。ローン返済前に死亡し

その最初の購入者に対して「利子」とみなさ

てしまった債務者は自らの生命保険で残債を

れる配当をもたらす事情を、高利貸しの場合

清算するのである。

と比較し、つぎのように述べている。「最初

こうしていまや、労働者はその本来の生産

の債権者 A にとっては、年々の租税のなか

部面での本源的搾取と並んで、消費部面にお

から彼の手にはいる部分は彼の資本の利子を

いても資本の二次的搾取にさらされることに

表しているのであって、ちょうど高利貸にと

なる。前者で労働者を搾取するのが生産資本

って浪費者の財産のなかから彼のものになる

としての産業資本だとすれば、後者で労働者

部分が彼の資本の利子を表しているようなも

を搾取するのは利子生み資本としての金融資

のである。といっても、どちらの場合にも貸

本である。マルクスは、この二次的搾取の可

し出された貨幣額は資本として支出されたの

能性について、つぎのように述べている。

ではないのであるが。」（K.Ⅲ、595〜 6 頁、

「個人的消費のための家屋などの貸付をここ

S.483）

にもちこんでくるのは、より以上に不適切で

消費者ローンの場合、貸し出された貨幣額

あり、無意味である〔ように見えるかもしれ

は利子生み資本として支出されており、それ

ない〕。〔だが、〕労働者階級はこういう形で

だから、金融機関からすれば、「（国債の）

もだまし取られるのだということ、しかも非

最初の債権者 A」と同様、月々の労賃のなか

常に手ひどくだまし取られるのだということ

から金融機関の手にはいる部分は、金融機関

は、明らかな事実である。〔そして〕これは、

がローンで貸し出した資本の利子を表してい

労働者階級に生活手段を供給する小売商人に

るのである。金融機関が「利子」だと「みな

よっても行なわれることである。それは、生

している」からといって、労賃から控除され

産過程そのもので直接に行われる本源的な搾
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取と並んで行なわれる二次的な搾取であ

による新たな市場や新たな投資部面の開発な

る。」（K.Ⅲ、786頁、S.623。カギ括弧内は引

どが現われれば、蓄積の規模は、ただ資本と

用者加筆）

収入とへの剰余価値または剰余生産物の分割

労働者階級の個人的消費を舞台に二次的搾

を変えるだけのことによって、にわかに拡大

取を行っていた前近代的高利貸しは、いまや

されうるのだから、資本の蓄積欲望が労働力

闇金融としてその姿をひそめ、大部分は近代

または労働者数の増大を上回り、労働者にた

的な装いを凝らした中小サラ―リーマン金融、

いする需要が供給を上回り、したがって労賃

そして彼らを駆逐して市民権を獲得した大手

が上がるということがありうる。」(K.Ⅰ、800

サラ金、最後は、大手サラ金を飲み込んだメ

頁、S.641）

ガバンクの消費者金融部門へとその姿を変え

戦後資本主義の黄金時代はまさにこうした

ていった。消費者金融が社会で市民権を獲得

技術革新の時代であり、市場拡大の時代であ

すればするほど「資本家的な考え方の狂気の

った。労働者階級が一定の労働分配率を獲得

沙汰」が社会の常識となっていくのである。

できた背景には、こうした「労働者にとって

ローンを通じた二次的搾取にさらされてい

最も有利な蓄積条件」(K.Ⅰ、807頁、S.645)が

るとはいえ、労働者階級が利子生み資本の搾

戦後世界に存在していたという事情がある。

取対象になるに至ったということは、彼らが

だからこそマルクスは上記の文章に続けて、

「自分の賃金の一部分を貯蓄する」ことがで

つぎのように述べるのである。「むしろ、前

きるようになったということであり、「彼ら

記の前提がそのまま存続する場合には、結局

が賃金の一部分を蓄蔵貨幣にしてその程度だ

はそうなるほかはない。毎年、前年より多く

け需要者すなわち買い手として現われる」よ

の労働者が使用されるのだから、おそかれ早

うになったということである。その結果とし

かれいつかは、蓄積の欲望が通常の労働供給

て「信用関係」がまがりなりにも労働者を包

を上回り始める点が、つまり賃金上昇の始ま

摂するようになったということである。これ

る点が、現われざるをえないのである。この

は何を意味するのだろうか。

ことについての嘆きが、イギリスでは、15世

資本主義の蓄積条件が戦後、労働者階級に

紀全体をつうじて、また18世紀の前半にも、

とって相対的に有利な環境を提供したという

大きく聞こえてくる。」
（K.Ⅰ、800頁、S.641)

ことは間違いないだろう。例えば、労働者の

事情は現代も同じである。マルクスのこれ

賃金が名目とはいえ戦後、上昇し、労働条件

に続く記述は、戦後資本主義の黄金期を生き

の改善も先進資本主義諸国で広く見られ、福

た先進資本主義諸国の労働者の生活を見事に

祉国家の名のもとで、労働者階級の生活条件

言い当てている。「労働者たち自身のますま

も大幅に改善された。現在のような、新自由

す大きくなり、そしてますます多く追加資本

主義の時代に迎えた労働条件および生活条件

に転化するようになる剰余生産物のうちから、

の劣悪化を考えてみれば、戦後資本主義の黄

以前よりも大きい部分が支払手段の形で彼ら

金時代の労働・生活条件の向上を労働者階級

の手に還流してくるので、彼らは享楽の範囲

がいかに有利な形で獲得したかは否定するこ

を広げ、彼らの衣服や家具などの消費財源を

とのできない事実だろう。そうした階級的妥

もっと充実させ、少額の準備金を形成するこ

協の下で資本の増大が行われたのである。マ

とができるようになる。しかし、衣類や食物

ルクスは資本増大の条件について語った際、

や取り扱いがよくなり特有財産（Peculium）

賃金上昇の可能性について次のように述べて

がふえても、それは、奴隷の従属関係や搾取

いる。「そして最後に、特別に致富欲を刺激

を廃止しないのと同じように、賃金労働者の

するもの、たとえば新たに生じた社会的欲望

従属関係や搾取をも廃止しはしない。資本の
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蓄積につれて労働の価格が上がるということ

っては過去の話である。わずかに残された特

が実際に意味しているのは、ただ、すでに賃

有財産もいまや労働者階級の手から吸い上げ

金労働者が自分で鍛え上げた金の鎖（Golden

られようとしている。格差社会の到来ととも

Chain）の太さと重みとがその張りのゆるみ

に、労働者階級が無階級社会の夢を見た時代

を許すということでしかないのである。」（K.

は過ぎ去ったのである。

Ⅰ、807頁、S.646）

ひとときの夢から覚めた労働者階級の前に

まさに戦後は「享楽」主義の時代であり、

は、いまも昔も変わることのない資本主義の

耐久消費財という「消費財源」が労働者大衆

過酷な現実が広がっている。もちろんその本

に普及した大衆消費ブームの時代であり、さ

質に変化がないとしても、その発現のあり方

さやかな個人貯金・預金や個人投資といった

（現象形態）は変わっている。その危機のあ

「少額の準備金を形成する」ことが労働者階

り方も変わっている。第三次的な資本取引市

級にも可能だった時代であった。労働者の手

場が展開する様子も、信用制度により労働者

許に集められたのはたしかに「特有財産」で

階級の家計が包摂される様子も、たしかに古

あり、歴史上初めてこうした「財産」を所有

典的な資本主義ではまだ見られなかった事態

した労働者階級は自らが労働者階級であるこ

である。だからといって、現代との断絶をそ

とを束の間とはいえ忘れることができた。

こで過度に強調することは避けなければなら

ちなみに、ここで特有財産と訳されている

ない。「資本家的な考え方の狂気の沙汰」が

Peculium は古代ローマで奴隷が管理を任され

かつてはまだそこまで及んでいなかっただけ

たささやかな額の資産部分のことである。特

の話だからである。金融派生商品と消費者金

有財産は奴隷主である家長が所有し、その占

融の世界を覗いてみても、そこでわれわれが

有のみが奴隷に許されたが、奴隷がそれをめ

目にしたのはますます不安定性を増し、投機

ぐって第三者と取引を行う場合でも、奴隷を

に 走 る 架 空 資 本 の 狂 奔 だ っ た 。「 狂 気 の 沙

奴隷の身分から解放されるに足る金額を獲得

汰」が繰り広げられている制度化された資本

することは許されなかった。労働者階級の財

主義の最新の姿がそこに見られた。「恐慌が

産もこのような物である、とマルクスは喝破

主に金融的な性格を帯びて」発現することの

するのである。「彼らは享楽の範囲を広げ、

背後には「資本の神秘化」があったのである。

彼らの衣服や家具などの消費財源をもっと充

そのことが分かれば、いまも昔も問題の本質

実させ、少額の準備金を形成することができ

にさほどの変化はないことに気がつくだろう。

るようになる」。「衣類や食物や取り扱いが

それに気がつけば、少なくとも問題の本質を

よくなり特有財産（Peculium）がふえ」る。

見誤ることはないはずである。

たしかに、そうである。戦後社会が人々の欲
望をつねに刺激し、享楽を奨励することで活

マルクスからの引用は以下のように略記した。

気を保ってきたことはまぎれもない事実であ

『資本論』は K.で表わし、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲはそれぞれ

る。戦後社会が人々の手の中にある衣服や家

第 1 部、第 2 部、第 3 部を示す。出典ページは

具、耐久消費財をたえず充実させることで繁

最初に大月書店版（『マルクス=エンゲルス全

栄を誇ってきたこともまた、まぎれもない事

集』第23巻、24巻、25巻、1965年、66年、67

実である。戦後社会が人々に貯蓄を勧め、銀

年）の邦訳ページ数を示し、続いて MEW 版

行はそれを資本に転化することで産業界の資

（Marx-Engels-Werke, Bde.23, 24, 25, Dietz Verlag,

金需要に応えてきたことは言うまでもない。

Berlin, 1962-64）の原文を記した。

しかし、戦後資本主義の黄金期に営々と築き
上げ、蓄え続けた「特有財産」も、いまとな

（わたなべ
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まさお

中国

清華大学教授）

■論文■

「核兵器のない世界」のリアリズム性
─ ペリー元国防長官の役割に注目して ─

永 田 伸 吾
《要旨》 本稿は、オバマ大統領の「核兵器のない世界」のアイデアの背景にあるリアリズム性を明らかに
する。その際、米国の安全保障知識共同体の重鎮として、オバマに「核兵器のない世界」のアイデ
アを共有させ、オバマ政権の核政策の理論的支柱となったウィリアム・J・ペリー元国防長官の役割
に注目する。ペリーは、米国が1990年代より軍事的国際秩序維持の手段を核兵器から先進非核兵器
に変容させる上で中心的役割を果たした。またクリトン政権の政府高官として北朝鮮の核・ミサイ
ル開発問題に対処した。オバマの「核兵器のない世界」のアイデアについては、そのリベラリズム
性が注目される傾向にあるが、ペリーの役割を検討することで、リアリズムに立脚した米国の国防
政策の一環であることを論証する。

目 次

た ( 1 ) 。オバマはこの中で、米国が核兵器を使

はじめに
Ⅰ RMA の胎動と「攪乱の兵器」としての核
1 オフセット戦略と湾岸戦争
2 北朝鮮の核・ミサイル開発
Ⅱ「核兵器のない世界」にむけての安全保障知
識共同体の形成
1 ペリーの役割
2 四賢人の意見論文
Ⅲ オバマ政権の核政策
1 四賢人の影響力と NPR2010
2「核兵器のない世界」に向けての課題
おわりに

用した唯一の国として「核兵器のない世界」
に向けて行動する道徳的責任があることを述
べた。この発言は国際社会から大きな期待を
集め、オバマは同年秋にノーベル平和賞を受
賞した。このようにオバマの「核兵器のない
世界」のアイデアについては、そのリベラリ
ズム性が注目される傾向にある。
他方で「核兵器のない世界」の発言は、米
国大統領による国防政策の指針表明でもあり、
そのリアリズム的側面にも注目する必要があ
る ( 2 ) 。ここで、米国には「科学技術に対する
楽観的なまでの信頼」という「戦略文化」
（その国の歴史や文化に由来する戦略上の特
徴）があるとの指摘に従えば ( 3 ) 、米国の国防

はじめに

政策は科学技術と不可分な関係にある。そう
であるならば、オバマの「核兵器のない世
界」のアイデアは、上述の戦略文化の中でど

2009年 4 月 5 日、米国のバラク・オバマ

のように位置付けることが可能であろうか。

（Barack H. Obama）大統領はチェコのプラ

冷戦期には相互確証破壊（Mutual Assured

ハでの演説の際に、「核兵器のない世界にお

Destruction: MAD）として核抑止理論が体系

ける平和と安全保障を追求することへの米国

化され、それは米ソ双極体制という国際秩序

のコミットメント」について力強く宣言し

の基盤となった。しかし、冷戦後に顕在化し
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た「ならずもの国家」やテロリスト集団への

識共同体の中で、オバマ政権の核政策形成に

核拡散の懸念は、核兵器による国際秩序維持

多大な影響を与えたのが、2007年 1 月に「核

に限界があることを露呈した。他方で冷戦後

兵器のない世界 ( 7 ) 」、2008年 1 月に「核なき

に、米国は電子情報工学を中核とした先進非

世界に向けて (8)」という標題で『ウォール・

核兵器体系を構築し卓越した軍事力を手に入

ストリート・ジャーナル』紙に掲載された一

れた。1991年の湾岸戦争で実証されたこの傾

連の意見論文の著者である、ジョージ・シュ

向は、「軍事における革命（Revolution in Mili-

ルツ（George P. Shultz）元国務長官、ウィリ

tary Affairs: RMA）」と呼ばれ、21世紀初頭の

アム・ペリー（William J. Perry）元国防長官、

米国による単極秩序の基盤となった。国際政

ヘンリー・キシンジャー（Henry A. Kissin-

治学者の梅本哲也は、以上のような冷戦期か

ger）元国務長官、サム・ナン（Sam Nunn）

ら冷戦後にかけての核兵器の役割の変容を

元上院軍事委員会委員長の通称「四賢人」で

「秩序の兵器」から「攪乱の兵器」へと表現

あった( 9 ) 。

するとともに、冷戦期から冷戦後にかけて

この中で、米国の国防政策と科学技術の不

「核兵器による秩序」から「RMA による秩

可分な関係に注目し「核兵器のない世界」の

序」へと、米国の軍事的国際秩序維持の手段

アイデア形成について検討する場合、ペリー

が、核兵器から先進非核兵器に変容してきた

の役割に注目することが重要である。ペリー

ことを指摘している ( 4 ) 。オバマの「核兵器の

は数学の博士号を持ち、エンジニアとして国

ない世界」のアイデアの背景には、「ならず

防産業を率いた後、ジミー・カーター政権

者国家」やテロリスト集団への核拡散の懸念

（Jimmy Carter: 任期1977年 1 月〜1981年 1

に加え、核兵器が持つ抑止機能の一部代替が

月）の国防次官として、電子情報工学を中核

期待される「通常兵器即時全地球攻撃（Con-

とした先進非核兵器体系の構築に尽力し

ventional Prompt Global Strike: CPGS）」構想と

RMA の先鞭をつけた。退任後の1980年代は、

いう先進非核兵器体系開発計画があることに

スタンフォード大学教授としてソ連の政治家、

鑑みれば ( 5 ) 、米国の「核兵器のない世界」に

官僚、核技術者と交流した。1990年代は、主

向けての方針転換も、「科学技術に対する楽

にウィリアム・クリントン政権（William J.

観的なまでの信頼」という戦略文化の産物と

Clinton: 任期1993年 1 月〜2001年 1 月）の国

いえよう。

防長官として RMA を軌道に乗せ、また北朝

「核兵器のない世界」というアイデアは、

鮮の核・ミサイル開発問題に対処した。とく

20世紀末から米国歴代政権の外交安全保障エ

に1994年の朝鮮半島危機に際しては、巡航ミ

リートの間で形成されてきた。米国の政策エ

サイルという先進非核兵器による核施設攻撃

リートは政府の要職と大学やシンクタンクな

を検討した。このようなペリーの経歴は、核

ど研究機関を往還する傾向があるため、政府

兵器が「秩序の兵器」から「攪乱の兵器」に

を離れても一定の影響力を有する。このよう

変 容 す る 中 で 、「 核 兵 器 に よ る 秩 序 」 か ら

な政権の外部にありながら実際の政策に大き

「RMA による秩序」へと、米国の軍事的国

な影響を与える専門家集団を「知識共同体

際秩序維持の手段の変容を促す中心的立場に

（epistemic community）」と呼ぶ ( 6 ) 。特に米国

いたことを窺わせる。また、ペリーは『フォ

には、外交問題評議会（Council on Foreign

ーリン・アフェアーズ』誌に複数の論稿を掲

Relations）に代表される安全保障知識共同体

載するとともに (10)、軍事技術と社会の相互作

が存在し、同評議会の機関誌『フォーリン・

用について積極的に意見を発信しており (11)、

アフェアーズ』は国際的にも大きな発信力を

その言説をたどる文献的手掛かりに事欠かな

有している。そして、そのような安全保障知

い。そして何より、安全保障知識共同体の重
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鎮として、オバマの「核兵器のない世界」の

均衡な通常戦力比（ 1 対 3 ）に対し抑止力を

アイデアのリアリズム的側面における理論的

保持してきた。しかし、1970年代半ば以降、

支柱となった人物でもある。

ソ連が米国との核戦力均衡を達成したことは、

また、梅本も指摘しているように、政治思

抑止が破綻した場合に核戦争に発展する可能

想としてのリアリズム（現実主義）とリベラ

性が高まることを意味した (14)。そのため、米

リズム（自由主義）は国際政治の見方につい

国は抑止を機能させるために通常戦力面での

ての主要な潮流を構成しており、主権国家体

ソ連との均衡達成を迫られた。米国は、1970

系から成る秩序（国際秩序）の形成を説明す

年代前期から国防高等研究計画局（Defense

る際の一般的な接近方法である

Advanced Research Projects Agency: DARPA）

(12)

。ただし米

国はそのパワー（主に軍事力）の卓越性から、

を中心に、当時長足の進歩を遂げ始めていた

現代主権国家体系において最も影響力を持つ

電子情報工学を通常兵器開発に反映させるこ

アクターである。その意味で、「国際関係の

とで、通常戦力による抑止力の再構築を試み

実質を規定するのは、最も有力な国家（群）

た。1977年 1 月に発足したカーター政権は、

＝大国」という、梅本の整理によるリアリズ

この流れを「数的優位のソ連の軍事力を相殺

ムの了解事項に従えば、米国の国防政策とし

（offset）する」のもとして「オフセット戦

ての「核兵器のない世界」のアイデアについ

略」と命名し政策上の優先課題とした。国防

て、そのリアリズム的側面に注目し検討する

産業を率いていたペリーは、ハロルド・ブラ

ことは国際政治学上の中心的課題といえよ

ウン（Harold Brown）国防長官に請われ国防

う(13)。

次官（研究・工学担当）に就任し、「オフセ

本稿は、以上の理由から、梅本の「核兵器

ット戦略」の責任者として、ステルス航空機、

による秩序」と「RMA による秩序」の概念

精密誘導兵器、ネットワークシステムなどの

を援用しながら、米国安全保障知識共同体の

先進非核兵器体系の構築に尽力した (15)。

重鎮であるペリーの役割や言説を検討するこ

「オフセット戦略」はカーター政権以降も

とで、米国の国防政策としての「核兵器のな

継続された。しかし、その本質については関

い世界」のアイデアが持つリアリズム性につ

係者以外には十分認識されていなかった。カ

いて明らかにする。尚、米国の核政策の展開

ーター政権の任期終了後、スタンフォード大

については紙幅の都合もあり研究目的と関連

学で学究生活に入ったペリーは、『インター

する事項についてのみ論及する。

ナショナル・セキュリティー』誌（1982年春
号）に寄せた書評で、批評対象書の著者が電
子情報工学を中核とした先進非核兵器体系に
ついての理解を欠いていることに落胆と苛立

Ⅰ

ＲＭＡの胎動と「攪乱の兵器」と
しての核

ち示した (16)。
このような「オフセット戦略」への認識を
一変させたのが、1991年 1 月の湾岸戦争での
先進非核兵器体系の活躍であった。ペリーは

１ オフセット戦略と湾岸戦争

満を持したように「オフセット戦略」の成果
について、『フォーリン・アフェアーズ』誌
（1991年秋号）掲載の論稿「砂漠の嵐作戦と

米国での RMA は1990年代から顕著となる
が、その萌芽期は1970年代に遡る。1950年代

抑止」で具体的に論じた。ペリーはこの中で、

以降、米国は核戦力で優位を保つことで、北

過去10年間にわたり「オフセット戦略」につ

大西洋条約機構とワルシャワ条約機構との不

いて「 ハイテク を駆使することにより、ソ
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連よりも優れた兵器を開発することが主眼で

技術拡散を防止するプロジェクトに着手した。

あるという誤った仮定に基づいて議論されて

このプロジェクトは、ナンとルーガーの尽力

きた」ことを指摘した上で ( 1 7 ) 、その本質を

により、1991年に「協調的脅威削減計画

「敵の対抗兵器に対し優位を得るため、兵器

（ Cooperative

に戦闘効率を増倍させる新装備を付けるこ

CTR）」として成立した（通称「ナン＝ルー

と」であるとした (18)。その新装備の中心は電

ガー法」）。

Threat

Reduction

Program:

子機器やコンピュータであり、それにより構

しかし、ジョージ・H・W・ブッシュ政権

成された「指揮・統制・通信・情報（Com-

（George H.W. Bush: 任期1989年 1 月〜1993

mand

Intelligence:

年 1 月）では「ナン＝ルーガー法」は冷淡な

C3I）」「防空制圧」「精密誘導」の 3 つコン

扱いを受け実施されなかった。後継のクリン

ポーネントにより戦力の増倍が図られたので

トン政権の発足に伴い、ペリーが国防副長官

あった(19)。これらは1990年代以降の RMA の

に、カーターが国防次官補（国家安全保障政

中でさらに洗練され、とくに C3I は、「指

策担当）に登用されたことで同法が政策とし

揮・統制・通信・コンピュータ・情報・監

て実施された。

Control

Communication

視・偵察（Command Control Communication

クリントン政権はブッシュ（父）政権同様、

Computer Intelligence Surveillance Reconnais-

核不拡散条約（Treaty on the Non-Proliferation

sance: C4 I S R）」に発展し、米軍が卓越性を有

of Nuclear Weapons: N PT）体制強化などレジ

す る 「 ネ ッ ト ワ ー ク 中 心 の 戦 い （ Network-

ーム・アプローチによる核不拡散体制の構築

Centric Warfare）」の基盤となっていった。

に積極的に取り組んだ (23)。その一方で、「な
らずもの国家」やテロリスト集団などレジー
ム・アプローチのみでは限界がある相手に対

２ 北朝鮮の核・ミサイル開発

し て 、 拡 散 対 抗 措 置 （ Counterproliferation）
の強化に取り組んだ。もともと拡散対抗措置

ペリーは1962年10月のキューバ危機の際、

は、1992年にブッシュ(父)政権により提唱さ

防衛技術の専門家として CIA の依頼により

れたが概念であるが、クリントン政権もこの

U-2 偵察機が撮影したキューバのミサイル配

政策を踏襲し、1993年12月に大統領決定命令

置の写真の分析に従事した

。また、カータ

18号（Presidential Decision Directive - 18: PDD-

ー政権では国防次官として「オフセット戦

18）の中で具体化した (24)。PDD-18 自体は公

略」の推進に尽力したが、上述のように、そ

表さ れなかっ たが、同 月にレス ・アスピン

の主な目的はソ連に対する抑止力低下がもた

（Les Aspin）国防長官が全米科学者協会で内

らす核戦争への可能性を防ぐことであった。

容を説明し、地中貫徹爆弾や移動式ミサイル

1981年12月から、ペリーは民間外交団の一員

発射台への攻撃能力の向上など先進非核兵器

としてソ連の核物理学者、エンジニア、政治

の開発を措置の 1 つに挙げた(25)。

(20)

家との意見交流を持つこととなった

。ソ連

ペリーは1994年 1 月のアスピンの辞任によ

崩壊後、ペリーは、ハーバード大学教授で核

り国防長官に就任した。1990年代は、米軍で

物理学者のアシュトン・カーター（Ashton B.

RMA が進行中であった。RAM 自体はオフセ

(21)

、上委員議員（民主党）で後にペ

ット戦略の延長上にあるのでペリーは直ぐに

リーとともに四賢人の 1 人に数えられるサ

興味を示し、それは1995年の国防報告にも反

ム・ナン、そして同じく上院議員（共和党）

映された (26)。このようにペリーは先進非核兵

のリチャード・ルーガー（Richard G. Lugar）

器による「RMA による秩序」の形成を軌道

らと、ソ連の核物理学者の頭脳流出による核

にのせるのだが、それは、核兵器の「攪乱の

Carter）

(22)
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兵器」の側面が顕在化したことも理由の 1 つ

対北朝鮮強硬策に走りそのプロセスを止めて

であった。ペリーの国防長官就任から間もな

しまった。

い1994年春に、北朝鮮は寧辺の実験用黒鉛減
速炉から8000本の使用済み燃料棒抽出を試み
た。これは北朝鮮が核爆弾 5 〜 6 個を製造可
能なプルトニウムを入手することを意味した。
冷戦後、米国は様々な核不拡散レジームの強

Ⅱ 「核兵器のない世界」にむけての
安全保障知識共同体の形成

化にのり出していたが (27)、北朝鮮の行動はこ
の流れに逆行するもので、米国にとって看過

１ ペリーの役割

できるものではなかった。ペリーは国防長官
として、カーター次官補に北朝鮮の核施設の
「外科的空爆」の検討を命じた。この検討作

これまで述べてきたように、ペリーはカー

業は、「外科的空爆」の成功例として名高い

ター政権とクリントン政権という民主党政権

1981年 6 月のイスラエルによるイラクのオシ

で政府高官を務め、その間の共和党政権期に

ラク原子炉空爆にちなんで、「オシラク・オ

は民間人としてソ連の核技術者と交流し、

プション」と称された

。空爆の手段として

「ナン＝ルーガー法」成立に尽力するなど、

検討されたのは、「オフセット戦略」の産物

21世紀までに米国の安全保障知識共同体の重

で、ステルス攻撃機同様に湾岸戦争で鮮烈な

鎮にふさわしい経歴を積んだ。それでは、ペ

デビューを飾った海洋発射巡航ミサイルであ

リーは「核兵器のない世界」のアイデア形成

った (29)。このように、ペリーは、核拡散を防

にどのような役割を果たしたのであろうか。

(28)

ぐ手段として「RMA による秩序」の実践を

本稿「はじめに」で述べたように、20世紀

検討したのであった。1994年の朝鮮半島危機

末から、米国の安全保障知識共同体の中では

は、カーター元大統領が訪朝し金日成国家主

「核兵器のない世界」のアイデアが芽生えて

席と会談することで収束したため、先進非核

いた。ハリー・トルーマン政権（Harry S.

兵器の出番はなかった。

Truman: 任期1945年 4 月〜1953年 1 月）で国

ペリーは1997年 1 月に国防長官を退任する

務省政策企画室長として国家安全保障会議文

が、再び北朝鮮の核・ミサイル開発問題が浮

書 第 6 8 号 （ National Security

上したことでクリントンから北朝鮮特別調整

NSC-68）を策定し、冷戦前期の米国の核戦

官就任の要請を受けた。ペリーは北朝鮮が既

略形成に大きな影響を与えたポール・ニッツ

に弾道ミサイル「テポドン」の発射実験を行

ェ（Paul H. Nitze）が核廃絶についての論稿

い、また核関連技術を第三国に売り飛ばす可

を発表したことに加え、歴代政権の外交安全

能性があることから、1998年11月に北朝鮮政

保障分野で要職を務めた安全保障知識共同体

策調整官に就任した (30)。ペリーは1999年 5 月

メンバーが同様の主張を展開するようになっ

末に訪朝し、その後も米朝間で交渉が行われ

ていた(31)。

Council-68:

た。ペリーは北朝鮮の核・ミサイル開発阻止

ペリーは国防長官在任中、「希望の時代の

のため対話と抑止を基調とした「包括的アプ

防衛」と題する論文を『フォーリン・アフェ

ローチ」を進めることを志向した。結局、こ

アーズ』誌（1996年冬号）に掲載し、「ナン

の試みは任期満了が迫っていたクリントンが

＝ルーガー法」の具体的成果や、1994年の朝

中東和平の実現を優先したために実現せず、

鮮半島危機に際し、米国が北朝鮮の核開発阻

後継のジョージ・W・ブッシュ政権（George

止を成功させたことを強調した (32)。しかし、

W. Bush: 任期2001年 1 月〜2009年 1 月）は、

21世紀に入り、9.11同時多発テロ事件の発生
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や、ペリーが道筋を敷いた北朝鮮の核・ミサ

そして一連の意見発信の帰結として、とく

イル開発に対する「包括的アプローチ」を、

に注目を浴びたのが、アシュトン・カーター

ブッシュ(子)政権が継承しなかったことへの

と連名で、2006年 6 月22日付の『ワシント

焦りや苛立ちから様々な意見発信をするよう

ン・ポスト』紙に掲載した意見論文「必要な

になった。

らば、攻撃と破壊」であった(37)。この論文で、

ペリーは、自らが推進した「オフセット戦

ペリーは、北朝鮮の弾道ミサイル「テポド

略」の成果についても、核拡散との関連で発

ン」が将来的には核弾頭を搭載して米本土を

信するようになった。2003年 4 月にスタンフ

射程に収める可能性への懸念から、必要なら

ォード大学で開催された「現代工学と科学に

ば潜水艦発射巡航ミサイルによる先制攻撃の

おけるリスクと責任に関する会議」での「技

必要性を訴えた (38)。これは、ペリーの先進非

術と国家安全保障―リスクと責任」と題す

核兵器への信頼を示すものであった。同時に、

る講演の中で、「オフセット戦略」の目的が、

ブッシュ(子)政権の核政策や北朝鮮政策を非

1970年代後期に米国との核の均衡を達成した

難していることからも窺えるように、論文発

ソ連に対し、通常戦力面での抑止力を高める

表の背景には、国防長官や北朝鮮政策調整官

ことで核戦争への可能性を防ぐことにあった

として朝鮮半島危機に取り組んだ経験が米国

ことを強調する一方で、RMA による米国の

の政策として実を結ばなかったことへの焦り

軍事力の卓越化が、逆に「ならずもの国家」

や苛立ちがあった (39)。

やテロリスト集団にとって大量破壊兵器保有
への誘因となる可能性を指摘した (33)。また、

２ 四賢人の意見論文

翌年には『科学の中の技術』誌掲載の論文
「軍事技術―歴史的視点」の中でも同様の
見解を示した (34)。さらに全米政治社会科学協

2006年 9 月のある日、ペリーはスタンフォ

会の機関誌（2006年 9 月号）掲載の論文「朝

ード大学の一角で、ロナルド・レーガン政権

鮮半島における拡散― 5 つの北朝鮮核危

（Ronald W. Reagan: 任期1981年 1 月〜1989

機」では

年 1 月）で国務長官を務めたシュルツと核物

(35)

、朝鮮戦争以来、朝鮮半島では 5

回の核危機があったことを指摘するとともに、

理学者であり核軍縮・軍事管理問題の専門家

核兵器を製造できるのは国家のみであり、

のシドニー・ドレル（Sidney D. Drell）と夕

「ならずもの国家」がテロリスト集団への核

食を共にした。この時シュルツが、1986年10

兵器の供給源になることへの警戒感をあらわ

月のレーガン大統領とソ連のミハイル・ゴル

にした。

バチョフ（Mikhail S. Gorbachev）書記長の

上述のように、クリントン政権のアスピン

レイキャビク会談から20年が経つのを機に、

国防長官は PDD-18 の内容説明で、拡散対抗

会談の意味を検証できないだろうかという提

措置の 1 つの手段として地中貫徹爆弾を挙げ

案をした (40)。これを受けて、ペリーはドレル

た。ペリーは通常弾頭型地中貫徹爆弾の開発

とともにスタンフォード大学でナンをメンバ

を支持していたが、ブッシュ(子)政権が、核

ーに加えた専門家会合を開き、そこで出た論

弾頭型地中貫徹爆弾による「ならずもの国

点を意見論文として対外的に発表することを

家」の地下核施設や軍司令部への攻撃を視野

提案した。シュルツは、意見論文を超党派の

に入れていることについては、核兵器が抑止

ものとするため、自らと同じ共和党政権で国

力から通常使用可能な兵器になってしまうこ

務長官を務めたキッシンジャーを執筆者に招

とと、使用にともなう死の灰の存在を理由に

いた (41)。

強く反対した

(36)

2007年 1 月に、シュルツ、ペリー、ナン、

。
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キッシンジャーは意見論文「核兵器のない世

Powell）など歴代国務長官、国防長官、国

界」を『ウォール・ストリート・ジャーナ

家安全保障問題担当補佐官から、広く超党派

ル』紙に掲載した。論文では、冷戦期に米ソ

の支持を得ていることが明らかにされた (47)。

間で MAD の認識が共有されることで抑止力

このように、オバマ政権発足の 1 年前には、

として機能した核兵器が、冷戦後は北朝鮮や

既に米国の安全保障知識共同体の中で「核兵

イランに核技術が拡散することにより、新た

器のない世界」に向けてのコンセンサスが形

な危機的な核の時代に入ったとした

成されていた。

(42)

。この

ように「秩序の兵器」であった核兵器が「攪
乱の兵器」と化したことが論文の主な問題意
識であった。論文への反響は大きく、当初は

Ⅲ

共同執筆者としてだけとの条件でシュルツの

オバマ政権の核政策

招請を受諾したキッシンジャーもメンバーと
して残り、またドレルに代わりナンがレギュ

１ 四賢人の影響力とＮＰＲ２０１
０

ラー・メンバーの座を占めるようになった(43)。
またメンバーの間では役割分担が存在した。
シュルツとナンは核廃絶に向けたビジョンの

それでは四賢人はどのようにオバマに「核

設定に固執する一方、キッシンジャーは現実

兵器のない世界」のアイデアを共有させたの

的アプローチから核廃絶という目標に向けて

であろうか。

論評を加えた。そしてペリーはシュルツの理

2008年の大統領選挙戦に民主党候補として

想を共有しつつ、キッシンジャー的な現実的

出 馬 の 意 向 を 固 め た オ バ マ は 、『 フ ォ ー リ

アプローチを重視した

。メンバーは四賢人

ン・アフェアーズ』誌（2007年 7 ･ 8 月号）

の通称で呼ばれ、その後オバマ政権の核政策

掲載論文「アメリカのリーダーシップを回復

形成に影響を与えることになる

する」の中で、核兵器の拡散が米国にとって

(44)

(45)

。

2008年 1 月には、四賢人は改めて「核なき

最も深刻な脅威であることを認めたが、その

世界に向けて」と題する意見論文を『ウォー

時点では「核兵器のない世界」のアイデアを

ル・ストリート・ジャーナル』紙に掲載し、

積極的に支持したわけではなかった(48)。しか

前意見論文の主張を再確認した

し、2008年 9 月の米国軍備管理協会のインタ

(46)

。またこの

中 で 、 リ チ ャ ー ド ・ ア レ ン （ Richard V.

ビューでは四賢人の考えを全面的に支持する

Allen）、ジェームズ・ベーカー（James A.

に至った (49)。

Baker）、サミュエル・バーガー（Samuel R.

ペリーはこの間のオバマの核政策観の変化

Berger）、 ズ ビ グ ニ ュ ー ・ ブ レ ジ ン ス キ ー

に影響を与えた。オバマは何度となくペリー

（Zbigniew K. Brzezinski）、フランク・カー

に直接電話し、核廃絶に向けた青写真のアイ

ルッチ（Frank C. Carlucci）、ウォーレン・

デア作りに意見を求めるようになった。ペリ

クリストファー（Warren M. Christopher）、

ーは高齢であることを理由に政府の要職には

ウィリアム・コーエン（William S. Cohen）、

就かないとの前提で、マドレーヌ・オルブラ

ローレンス・イーグルバーガー（Lawrence S.

イト（Madeleine K. Albright）元国務長官ら

Eagleburger）、メルビン・レアード（Melvin

オバマ陣営の外交安全保障顧問団と頻繁に意

R. Laird）、 ア ン ソ ニ ー ・ レ イ ク （ Anthony

見交換をすることになった (50)。同時に、ペリ

Lake）、ロバート・マクファーレン（Robert

ーは議会の超党派委員会である「米国戦略態

McFarlane）、ロバート・マクナマラ（Robert

勢委員会」の委員長に就任し、核兵器の廃絶

S. McNamara）、コリン・パウエル（Colin L.

は近い将来中には困難である以上、同盟・友
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好諸国への核の傘の提供を今後も継続しつつ、

である C4ISR を前提にした兵器体系である。

リアリズムに立脚しながら「核兵器のない世

これまでペリーの言説や役割をとおし、米国

界」への方向性を検討した。

による「RMA による秩序」形成のプロセス

オバマは就任後間もない2009年 4 月のプラ

を述べてきたが、オバマ政権は、先進非核兵

ハ演説で「核兵器のない世界」について発言

器体系の構築を「核兵器のない世界」の具体

し、米国が核兵器の使用国としての道義的責

化と結びつけた初の政権であった (55)。

任があるとの考えを示した。他方で「核兵器
が存在する世界」がしばらく続くことを前提

２ 「核兵器のない世界」に向けての課題

としたことにもみられるように、オバマ政権
の核政策は「核廃絶のための具体的措置を講
じる」というリベラリズムと「核兵器のある

一方で、「核兵器のない世界」のアイデア

時代には抑止力を維持する」というリアリズ

に反対する安全保障知識共同体のメンバーも

ムとの折衷案であった (51)。

存在した。ペリーが議長を務めた超党派の

オバマは政権発足直後から、自らの核政策

「米国戦略態勢委員会」の最終報告書が「よ

チームに四賢人の提案を基に核政策の具体化

り現実」に重きを置く内容になったのは、反

を命じた。その際にリアリズム的側面での理

対派の意向が色濃く反映されたためとの指摘

論的支柱となったのがペリーであった。プラ

がある (56)。反対派の急先鋒は副議長のジェー

ハ演説から 1 ヵ月後の 5 月 6 日に、「米国戦

ムズ・シュレジンジャー（James R. Schlesin-

略態勢委員会」の最終報告書『米国の戦略態

ger）元国防長官で、潜水艦搭載の核弾頭型

勢』が提出され

、リアリズムの観点から

巡航ミサイルが退役すれば、日本への拡大抑

「核兵器のある時代には抑止力を維持する」

止政策を維持するのが難しくなることを根拠

ことの必要性が指摘された。そして同月19日

に、核廃絶や大幅削減に反対した (57)。ブレン

に、オバマは四賢人を大統領執務室に招き、

ト・スコウクロフト（Brent Scowcroft）元国

「これ以上の助言者は考えられない」として

家安全保障問題担当補佐官は、2010年 2 月発

激務の中90分もの時間を割き会談した

行の国務省国際情報プログラム局の広報誌で、

(52)

(53)

。

このような政権核政策チームの意向を受け、

オバマの「核兵器のない世界」のアイデアに

国防総省はオバマのプラハ演説から 1 年後の

ついて、そもそも実現不可能であり、さらに

20 10 年 4 月 に 、「 核 態 勢 の 見 直 し （ Nuclear

実現可能な「核兵器の不使用」という目標に

Posture Review 2010: N PR2010）」を発表し

向けた動きを阻害するものとした (58)。そして

た (54)。NPR2010 でも先進非核兵器による抑

「核兵器のない世界」においては数個の核兵

止力の重要性が主張された。その手段は従来

器が国際社会を不安定化させることに加え、

の巡航ミサイルやステルス攻撃機ではなく、

核兵器が存在しないことを検証することの技

「通常兵器即時全地球攻撃（CPGS）
」という

術的困難さを指摘した (59)。

戦略兵器構想であった。CPGS 兵器は、極超

先進非核兵器体系である CPGS 兵器の抑止

音速で飛翔することで地球上のいかなる目標

力としての有効性についても疑問を呈する声

に対しても 1 時間以内に攻撃可能な先進非核

がある。既にペリーも認識していたことだが、

兵器体系である。核兵器と異なり極めて高い

先進非核兵器の面で米国が卓越性を高めるほ

命中精度が要求されるため、実際の運用には

ど、ロシアや中国といった伝統的な核保有国

リアルタイムもしくはニア・リアルタイムで

はもちろん、北朝鮮やイランのような「なら

の目標に関する情報のアップデートが必要と

ず者国家」やテロリスト集団が、米国との非

なる。そのため、CPGS 兵器も RMA の基盤

対称性を相殺する手段として核兵器への依存
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を高めるというパラドックスに直面するとい
う指摘である (60)。また、2015年 2 月 6 日付の
議会調査局（Congressional Research Service:

おわりに

CRS）の報告書では、「CPGS 兵器は核兵器
を代替するものではなく、通常戦力を補完す
るもの」と位置付けられ、脅威対象が通常弾
頭型兵器の発射を核弾頭型のそれと誤認する

ペリーはカーター政権の国防次官として、

可能性も懸念事項とされた (61)。

電子情報工学を中核とした先進非核兵器体系

しかし、以上のような反対意見の存在にも

の構築に尽力した。クリントン政権では国防

関わらず、「核兵器のない世界」のアイデア

長官として RMA を推進しつつ、1994年の朝

が米国の安全保障知識共同体の中で広く超党

鮮半島危機に際しては、先進非核兵器体系の

派のコンセンサスとして形成されたことは、

1 つである巡航ミサイルによる核施設への先

米国が長期的にこの課題に取り組む姿勢であ

制攻撃を検討した。このようにペリーは政府

ることを示唆している。換言すれば、ペリー

高官として、核兵器の役割が「秩序の兵器」

ら四賢人も直面する課題を十分認識した上で

から「攪乱の兵器」へと変容する中で、「核

「核兵器のない世界」のアイデアを米国の長

兵器による秩序」から「RMA による秩序」

期的政策ビジョンとすることに成功したので

へと米国の軍事的国際秩序維持の手段を変容

ある。

させる上で中心的役割を担った。一方で冷戦

また、2014年11月には、チャールズ・ヘー

期には民間人としてソ連の政治家、官僚、核

ゲル（Charles T. Hagel）国防長官が「第 3 の

技術者と交流も持つことで、冷戦後に「ナン

オフセット戦略」と称する新たな国防戦略を

＝ルーガー法」が施行される下地を作るなど

発表した (62)。ヘーゲルはこの中で、1950年代

核不拡散体制の整備にも尽力した。このよう

のアイゼンハワー政権での核戦力整備による

な経験を積むことで、米国の安全保障知識共

大量報復戦略を「第 1 のオフセット戦略」と

同体の重鎮として、核不拡散政策と新たな抑

位置付け、カーター政権下で推進され1990年

止力である先進非核兵器体系の重要性につい

代にペリーが国防長官として軌道に乗せた

て発信を続け、20世紀末から米国の安全保障

RMA を「第 2 のオフセット戦略」と位置付

知識共同体の中で芽生えつつあった「核兵器

けた。そして「第 3 のオフセット戦略」の要

のない世界」のアイデア形成に向けて主導的

諦を、ロボティクス、自立システム、小型化、

な役割を果たした。その帰結がペリーを含む

ビッグデータ、3D プリンタなどの先進技術

四賢人による『ウォール・ストリート・ジャ

の活用することで、21世紀においても米国が

ーナル』紙掲載の一連の意見論文であった。

軍事的優位性を維持することとした。これら

同意見論文の著者として、ペリーは大統領

の先進技術は電子情報工学を中核としており、

選挙戦に名のり出たオバマに「核兵器のない

その意味で「第 3 のオフセット戦略」は「第

世界」のアイデアを共有させた。オバマは大

2 のオフセット戦略」の延長上にある。この

統領就任後間もない2009年 4 月のプラハ演説

ことは、ペリーが軌道に乗せた「核兵器によ

で「核兵器のない世界」について発言した。

る秩序」から「RMA による秩序」へという

この発言の背景には道義的な理由に加え、オ

米国の軍事的国際秩序維持の手段の変容が、

バマ政権が、米国が卓越性を有する先進非核

今日の米国の国防戦略において不可逆的趨勢

兵器を抑止力の中心に据えることを本格的に

であることを示唆している。

志向したことがあった。これはペリーが推進
した「核兵器による秩序」から「RMA によ
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しんご

金沢大学 客員研究員）

■論文■

グローカル・エコノミクスの構想
─ 経済教育からの地域的主体性の追求と民主主義の復興 ─

畠 山 大
《要旨》 経済のグローバル化や新自由主義は、日本国内の地方・地域にも、産業の空洞化や人口の流出、
中央との格差の拡大等の深刻な影響を与えている。主流派経済学としての近代経済学、特に新古典
派経済学にせよ、マルクス経済学にせよ、近代の国民国家の枠組の中で生成・発展した既存の経済
学は、グローバル化に伴う国家の枠組の相対化の中で、ミクロとしての家計や企業、マクロとして
の国家という双方の次元に包括されない―個別具体的もしくは全体的な「関係性」としての「地
域」を分析したり、その問題を解決したりする能力を失っている。本論考は、以上について、地方
大学の経済（学）教育の現場で発生している問題を指摘し、その上で、地方・地域における経済
（学）教育を出発点とするオルタナティブな経済（学）教育の制度化、理論化を構想するものである。
目 次

大准教授（応用経済学）はツイッターで『法

1 問題意識
2 経済学と「地域」の不在
(1)主流派経済学と「地域」の不在
(2)非主流派経済学と「地域」の不在
3 地方大学の「教室」の限界性とグローカル・
エコノミクスの可能性
(1)「正しい」経済学への抵抗
(2)教育における多様性の確保
(3)教育からの地域主権の確立
4 地方・地域を「否定」する経済教育の問題
5 今後の展望

律屋さんに先に書かれたのが口惜しい。経済
学者が先に書かなければならなかった』と投
稿。『そもそも経済か生活かの二項対立がお
かしい。震災後の価値観にあった経済学をい
まだ作れていない』と自戒を込めて語った」
との筆者のコメントが紹介されている ( 1 ) 。
本論考は、3.11後の社会において、新自由
主義や新保守主義に対抗する経済（学）教育
（以下、「経済教育」）の構想について、地
方大学における経済教育の「場」＝狭義の教
室および広義の「教室」（＝フィールドとし
ての地域）を想定して提起するものであ
る( 2 ) 。

１ 問題意識

新自由主義、主流派経済学としての新古典
、、、
、
派経済学に対する単なる批判、また、その単
、、
なる裏返しとしての「非」主流派経済学とし

「豊かな国土と、そこに根を下ろす国民の

ての―マルクス経済学、ケインズ経済学、

生活こそ国富―。関西電力大飯原発（福井

その他「緑の経済学」等々の諸学派・諸理論

県）の運転差し止めを命じた福井地裁の判決

の正当性の主張は広範に行われている。そし

に、ネット上で共感が広がっている」との書

て、主流派経済学の理論的・教育的体系が

き出しで始まる『朝日新聞』（2014年 5 月24

de facto standard

たることを認めた上で、

その体系の要素と全体に張り付くような批判

日）の記事において、「北海道教育大の畠山
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を行い、かつ、オルタナティブとなる経済教

ナティブな経済学の（教育からの）制度化や

育のあり方を提示するという試みもいくつか

理論化を展望している―という理由がある。

存在する ( 3 ) 。

本論考は、筆者が函館地域の学会等の媒体

本論考は、このような試みに刺激を受けて
、、
はいるが、単に一般的なオルタナティブとし

に数年にわたって発表してきた内容を、その

ての経済教育の構築について提起するもので

検討し ( 4 ) 、今後の課題とプロセスを展望する

はない。それ以前に、主流派＝新古典派経済

ものである。

後の問題意識や情勢の変化を踏まえて整理・

学に基づく教育をマルクス経済学、ケインズ
経済学等に置き換えれば、それでよしとする
、、
ものではない。地方大学という特殊な場を想

２ 経済学と
「地域」の不在

定した上で、学生が自分の人生において幸福
を追求し、かつ、自分たちが活動する「場」
である地方・地域の主体性を追求するための
力となる―経済教育の構築＝制度化につい

まず、筆者が提起しようとする「グローカ

て、地方・地域におけるオルタナティブな経

ル・エコノミクス」の必要性について、①主

済学の構築まで視野に入れ、問題提起を行う

流派、非主流派を問わず、既存の経済学にみ

ものである。

られる「地域」の不在、②地方・地域におけ

とはいえ、地方大学における実践に的を絞

るグローバリゼーションの影響を前提とした

ったところのオルタナティブな経済学は、コ

今後の経済学の方向性―という二つの次元

ンセプト、テキスト、カリキュラム等の面で

に即し、論点を整理する。

組織化、制度化されておらず、実体性が希薄
である。現時点では、地方・地域の主体性を
追求するための経済教育が必要とされている

「地域」の不在
（1） 主流派経済学と

こと、これが地方・地域における教育の次元
で創造されるべきであることを指摘し、その

グローバリゼーションは、これまでの―

上で、今後における制度化、組織化の作業に

理論的にも、政策的にも、また、教育におい

向けたコンセプトに盛り込まれるべき課題を

ても―国家を中心とする伝統的な経済学の

提示するという段階である。以上のような筆

意義と機能を相対化する可能性がある。グロ

者の問題意識、実践や研究については、「グ

ーバリゼーションとは、ヒト、モノ、カネ、

ローカル・エコノミクス」の名称を用いての

情報といった生産要素の国境を越える自由な

問題提起を行ってきた。

移動が、法律や制度の面でも、インフラなど

なお、筆者が自分の構想、実践に対し、あ

の実体的な面でも保障されるような体制の形

えて、「グローカル・エコノミクス」の名を

成であり、近代的な国民国家のあり方を相対

付したのには、①経済のグローバル化、②グ

化していく。しかし、経済学の研究や教育の

ローバル化に伴う（国民）国家の枠組の相対

枠組は、個人（家計、企業）を主体とするミ

化― を契機とし、また、③地域（ローカ

クロ経済学と、これの単純な総和でないにせ

ル）における経済教育を出発点とし、その点

よ、その集合体であるところの―国家を主

で、④一般的な新自由主義批判ではなく、主

体とするマクロ経済学とで構成されたままと

流派経済学＝新古典派経済学に対置しうる他

いう現状が指摘できよう( 5 ) 。

の既存の経済学派にもとづく教育への単なる

現代の学生や市民の大部分が「経済学」と

置き換えを主張するものでもなく、⑤オルタ

認識するものは、いわゆる近代経済学であり、
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標準的テキストの構成は、（サミュエルソン

の対象とする効用や有用性には二面性があり、

以来の）ミクロ経済学、マクロ経済学の二本

一つは、「貨幣慾を充足するための手段とし

柱となっている。前者が「個人」（家計、企

ての効用や有用性」であり、もう一つは、

業）の次元における個別の経済活動、後者が

「素材に相応しい機能を活かして金銭慾を越

「国家」の次元における集計概念としての経

えた人間的欲求の対象となる利用価値」であ

済活動を対象とするものである。伝統的な経

る( 6 ) 。後者の「固有価値」は、「優れた景観や

済学の枠組における「地域」は、ミクロの個

伝統的な文化をもつ地域でも、その固有性を享

別主体やマクロの集計概念との質的な相異が

受する力量が育たなければ、その貴重な資源

ないような、具体的には、家計や企業という

は破壊されたり、浪費されたり…… ( 7 ) 」する

ミクロの個別主体の集合体であるか、国家と

ものであり、特にラスキンの「固有価値」は、

いう集計概念の一部分か、そのミニチュア版

「固有価値を担う財を購入し、所有すること

としての存在であるかであり、いずれにせよ、

と、それらを享受して人間の諸機能を発達さ

量的な存在でしかない。

せることとを明確に区別して……( 8 ) 」いるも

ゆえに、市民や学生の意識において、地域

のなのである。

経済の発展とは、（部分としての）地域にお

池上氏は、ラスキンの「固有価値」の特徴

ける家計や企業の経済的な利益を最大化する

として、「生産手段の範囲が、著しく広くな

こと、もしくは、（全体としての）国家の経

り、現代ではインフラストラクチャーや社会

済成長の恩恵に（量的な意味で）与ることを

資本と呼ばれる土地や人工構造物、居住空間

意味しがちだろう。その帰結が、利益誘導型

や労働空間を設計する上で必要不可欠な調度

の公共事業、企業誘致による外発的な開発の

品などを最初から考察の対象に挙げているこ

推進・挫折であり、自然環境の破壊、地域社

と…… ( 9 ) 」、および、「財とサービスを総合

会の解体、過疎・過密や一極集中の問題等で

的に把握する視点を経済学に導入し、労働過

ある。

程を都市空間や建築空間との関連で把握し、

以上のような、既存の経済学の枠組に基づ

労働にとっての人間的な環境、あるいは、労

いて実施される政策や施策、制度が生み出す

働そのものの人間化を検討する手がかりが提

リアルな問題は、中央と地方・地域のそれぞ

起されてくる…… (10)」ことを指摘している。

れにおいて、一般的、または、特殊的なあり

このような「価値」は、いわば、主体と客体

方で顕在しているはずである。しかし、その

との、主体と主体との、客体と客体との関係

ような問題の発生に対し、国家的、国民的な

に立脚しており、ここに、特定の、具体的な

＝中央からの糾弾の対象となり、その結果、

空間内部における「関係性の経済学」の構築

「反省」の主体として想定されているのは、

可能性が見いだせよう。

主に地方・地域の側である。問題の発生はも

一方、国家の内部で「中央」の対概念に過

とより、その責任の帰せられ方にも、中央と

ぎなかった「地方」が、好むと好まざるに関

いう「場」において既存の経済学が追求する

わらず、グローバルな世界の内部における

指標、目標、目的、理想、理念＝「価値」と、

「地域」として、政治的・経済的にも、また、

地方・地域という「場」において追求される

実体的・観念的にも、一定の独自性と完結性

「価値」との矛盾が見いだせよう。

を備える「主体」とされつつあることも、既

後者の「価値」として、池上惇氏がラスキ

存の経済学の限界性となっていく。

ン（John Ruskin）やセン（Amartya Sen）等

市場経済の下で他のあらゆる商品と交換し

の所論を援用して提起している「固定価値」

うる唯一の商品である貨幣の力において、貨

が想起されよう。同氏によれば、人間が欲求

幣をより多く所有する中央の人々は、自由貿
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易や資本移動の自由が保障されている限り、

した理論的基盤によって裏づけられているか

自らの生命や社会、文化を維持していくため

らこそである (11)」と（マルクス経済学の）標

の物質やサービスの供給元を自由に選択する

準的なテキストが書くならば、一般的な学習

ことが可能である。だが、土地や、土地に埋

者の多くは、経済原論＝「国家」の次元の経

め込まれた技術や社会という、外部への移動

済（学）こそが「確固とした理論的基盤」で

が不可能な生産要素に基づき、ゆえに、長期

ある―という理解に導かれる可能性がある。

的な時間軸の下で営まれることになる―農

また、政党や労働組合における組織化なり、

業などの第一次産業の占める割合が高い地

運動や活動なりが（理論的もしくは実質的

方・地域の人々が、その生産する商品につい

に）中央集権的な傾向を帯びることで、地

て、需要側の短期的な嗜好の変化に対応した

方・地域における議論の主体性が軽視される

り、商品の供給先を新規開拓することなどは、

局面もあったと考えられる (12)。

困難である。よって、選択する側である中央

だが、マルクス経済学の内部にあると思わ

と選択される側である地方との関係は、前者

れる論者においても、岡田知弘氏は、「個々

が後者との関係を一方的に解消しうる立場で

の地域経済をジグソーパズルのように組み合

あり、非対称的であるといえる。

わせていけば一国経済ができ、さらに各国経

さらに、貨幣の次元における短期的な利益

済を同じように組み合わせていけば、あたか

を追求する原理である「選択と集中」が、政

も世界地図のように世界経済が成り立ってい

策決定・制度設計・財政支出の基本原理とな

るというような平板なものではない……。

っている現在、その「選択」や「集中」から

……生活領域としての地域が地球上のいたる

外れる地方・地域は、地域主権＝地方分権・

ところで積み重なって、一国経済という地域

規制緩和という新たなルールの下、政治的に

階層、さらに世界経済という階層をつくり、

も、経済的にも、一定の独自性と完結性を有

それぞれの階層では独自の運動法則が働いて

するプレイヤーとして、自由競争と自己責任

いる…… (13)」とし、「ある地域の個別の経済

のゲームにおける生き残りを模索していける

問題を分析する際には、日本経済や世界経済、

だけの主体性と能力が求められてくる。

あるいは他の地域経済と比べながら、問題の
一般性と特殊性を導き出すことが必要だとい
うことにもなる…… (14)」としているが、これ

（2） 非主流派経済学と
「地域」の不在

は、「地域」を「国家」という全体の（単な
る）部分として扱うようなあり方を否定する

最初に、マルクス経済学に関して想定され
、、
る一つの傾向を示すことにしよう。マルクス

ものであると考えられる。

（Karl Marx）の「経済学批判」のプランが、

によって加速された知識経済化段階に至って、

商品、貨幣、資本、賃労働、土地所有―と

経済発展あるいはイノベーションの単位や仕

構成されるように、抽象的な範疇から具体的

掛けとして、大企業システムや国家の機能だ

な 範 疇 へ と 上 向 し 、「 ブ ル ジ ョ ア 社 会 の 総

けでは限界であり、集積の経済あるいは地域

括」としての国家に至り、外国貿易論、世界

クラスターを基礎とする自立的な地域的経済

市場論へと発展するものとされる。この

システムの形成と発展が重要な条件であるこ

「『資本論』体系」が「経済原論の主要な構

とが明らかになり、……地域経済を固有の研

成部分」であり、「『帝国主義論』体系や現

究領域とする地域経済学が、地域経済の発展

代資本主義論がもし科学的検討に耐えうると

を考える経済学であると同時に現代経済を考

するならば、それは、経済原論という確固と

えるための研究方法として注目され、……地

一方、中村剛治郎氏は、「グローバル経済
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域経済の分析や理論の精緻化にとどまらず、

ムを動員しうる―政治的、経済的なパワー

地域経済政策の構想から現代経済の再生に貢

の如何により、国家的な資源配分競争におけ

献するような理論的かつ政策指向の強い現代

る産業・企業、地域間の勝敗が決してしまう

の地域経済学へと発展する必要がある

現実もあると考えられる。

(15)

」と

し、「地域経済学」の理論的な自律性を主張

例えば、TPP への対応という問題について、

している。

東京という「地域」＝中央からは、「1.5%を

第二に、近代経済学の内部における新古典

守るために98.5%のかなりの部分が犠牲にな

派経済学へのカウンターパートとしてのケイ

っている (19)」という図式で、農業（マイナー

ンジアン、ポスト・ケインジアン等の論者に

な産業）＝地方が、製造業（メジャーな産

よる「改革」よりも「成長」を相対的に優先

業）＝日本の全体を犠牲にしているかのよう

させ、量的な「成長」が全ての問題を解決す

な議論が展開されている。

るかのような主張にも限界が感じられる。

池上惇氏は、「マルクスは資本主義的生産

稲葉振一郎氏は、「『構造改革主義』が左

関係によって疎外された使用価値をもっぱら

翼の一部を引きつけてしまう理由は、それが

分析していたのであり、……固有価値やその

『日本型経済システム』を解体させることを

享受能力まで踏み込んで検討するには至らな

期待させるがゆえであった」とし、「本来で

かった…… (20)」と指摘している。この観点か

あれば景気優先論にコミットしてしかるべき

ら逆に考えれば、使用価値の概念を「固有価

『格差是正論者』たちが、どちらかといえば

値」＝「地域」の次元で豊富化し、その「固

財政再建路線に逆説的な支持を与えてしまっ

有価値」の交換価値や貨幣価値への転化につ

ているのである」と述べている

。だが、

いて追究することは、既存の経済学の学派を

「日本型経済システム」の内部と外部の条件

超えた連携や融合の契機を、そして、市場主

が変化し、格差や環境の問題、特に3.11後は、

義と国家主義との矛盾を止揚する可能性をも

復興の問題、原子力災害、エネルギー政策へ

秘めているといえよう。

(16)

の反省等の新しい課題が生まれている。そし
て、積極的な公共投資が行われ、新幹線や高
速道路が整備されている地域、もしくは、

３ 地方大学の「教室」の限界性と
グローカル・エコノミクスの可能性

1 人当たりの所得の水準が低くはないよう
な地方で「ファスト風土化」が進行している
状況もある(17)。
また、「改革」よりも「成長」を相対的に

本節では、特に地方大学の「教室」＝経済

優先させ、量的な「成長」が全てを解決する

教育の現場における問題状況を整理し、「グ

か の よ う な 考 え 方 は 、「 経 済 ナ シ ョ ナ リ ズ

ローカル・エコノミクス」を構想・実践する

ム」と親和的である。中野剛志氏は、東日本

上での条件・課題と今後の可能性を提示する。

大震災の復興における「経済ナショナリズ
ム」の役割について、「被災地以外の地域に
住む日本人は、被災した日本人を同じ運命共

（1）「正しい」経済学への抵抗

同体に属する同朋とみなし、同朋の不幸に強
く共感している。この同国人に対する同朋意

地方での学校教育や教員養成系大学におけ

識、すなわちナショナリズムが、復興費用の

る経済教育のあり方について、地方の、ある

負担への同意を可能とするのである (18)」と述

教員養成系大学の教員により、「自由貿易」

べている。しかし、このようなナショナリズ

を切り口に考察した論考が発表されている。
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筆者と異なり、この論考は、教育・研究にお

員）を目指す学生は地元志向が非常に強く

ける中央集権化や、国境を越える中央集権化

…… (23)」との叙述より、いわゆる「地方」の

としてのグローバル化を所与のものとし、こ

こ と で あ る 。 こ の 論 考 の 著 者 が い う （「 地

の状況に地方・地域の学校教員や学生が順応

元 」 の 対 立 概 念 と し て の ）「 他 の 地 域 や 世

するための経済教育の推進を主張していると

界」とは、世界経済や国民国家の「中心」の

考えられる。

ことであり、そこには、大学等の教育・研究

この論考の第一の問題点としては、「教育
、、、
の現場では経済についての認識が正しく行わ

機関やメディア等が集積している。そこは、

れているとは言い難い」、「このようにグロ
、、、
ーバル教育では偏った内容のものが多いこと
、、、
が、適切な国際理解を困難にしている (2 1 ) 」

域」である。

（以上、傍点筆者）という叙述の中で、「正

るという自己認識を持てるならば、経済学の

しく」、「偏った」、「適切な」という価値判

「標準的テキスト」の内容や価値観を自主的

断を示す表現が根拠の明示なしに使用されて

に受容するはずである。もし、そうでないな

いることである（なお、このような「偏っ

らば、それは教育の失敗などではなく、「正

た」あり方でも、実際の研究や教育の中で、

しさ」とは何か、それは誰が決めているのか、

その「正しさ」が論理的、実証的に証明され

との問いかけ自体も制限されうる時代状況下

るならば、学習指導要領に縛られることのな

での―ある種の「無言の抵抗」であると考

い―大学という「場」では、本質的に何の

えるべきだろう。

「正しさ」＝構造的権力が生み出される「地
もし、地方における学校教員や学生が、中
央が生み出す「正しさ」から利益を受けてい

問題もない）。
一方、この論考は、「現在の学校教育では

（2） 教育における多様性の確保

『学校ではお金の話はすべきではない。』と
いう理解が強いために、経済についての国際
理解が進んでいない」とし、その原因を「教

この種の「抵抗」に対し、地方大学が進む

員は特定の地域内での異動に限定されるため

べき道は二通りあるように思われる。一つは、

に、地域性の違いについての理解は困難であ

例えば、「中央」のメディアや大学によるネ

り、……地元における安定志向と相まって、

ットを通じた教育サービスの一部としてのス

他の地域や世界へ関心を失わせている」こと

クーリングの実施の場を提供する等の機能を

に求めている。そして、「現在のような自由

通じ、その意味での「学校教育における経済

貿易に否定的な学校教育を受けた者が教員に

教育」の量的な次元での推進によって「抵

なることで、自由貿易に否定的な教育を行う

抗」を抑圧する実施機関としての役割を担う

という悪循環が繰り返されることになってい

ことである。もう一つは、ナショナルの枠組

る」とし、また、「グローバル時代を生きる

の相対化と再編・強化というグローバリゼー

ためには国際経済を理解することが不可欠で
、、、、、、、、、、、
ある。そのためには学校教育における経済教
、、、、、、、、
育を推進することが必要であり、適切な経済

ションの本質がむき出しになる「場」である

知識に関する教育内容の整備が求められる」

を生きるための適切な国際経済の理解」につ

（以上、傍点筆者）と主張している (22)。

いてのオルタナティブを構築するという―

「地方」もしくは「地域」に所在するという
点を優位性として認識し、「グローバル時代

主体的な役割を担うことである。

思うに、この論考における「地元」とは、
「教員の養成は主に各地の国立大学の教員養

後者の道を採るにしても、地方大学、特に

成学部において行われている。教員（公務

国公立大学には困難がある。私立大学であれ
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ば、学費、教育方針等の自由な設定が可能で

部分は、高等教育を受けているにせよ、その

あり、経済的、文化的な環境が比較的似通っ

多くが学部までの教育に留まっている。大学

た学生が集まることで、学生間、また、教員

院以上の教育を受けるにせよ、学部の一般教

と学生間の利害関心もそれなりに一致してく

養系の科目もしくは専門教育系の総論的な科

ると思われる。一方、国公立大学の場合、出

目としての「経済学」や「経済原論」という

身地、家庭の経済的、文化的な環境も様々で

（普遍性を持っているかのような名前を与え

ある。また、地方の小規模な大学では、教員

られており、公務員試験、入社試験、各種の

数の制約があり、演習（ゼミ）についても、

資格試験の科目として「制度化」されてい

例えば、経済学を勉強したいと希望しても、

る）教育の内容を「確固たる理論的基盤」と

自分の所属する専攻に経済学の教員が 1 名

して（没意識的に）受容する可能性が高い。

しか存在しなければ、学生も教員を自由に選

既存の経済学＝試験科目としての「経済

択することが出来ない。よって、地方大学で

学」である以上、前節で指摘したような限界

は、教室内の多様性の存在を前提として授業

性や問題点をもっている既存の経済学が、教

が実施されることになる。

育のみならず、地方・地域における政策や制

なお、地方の国立大学における教員養成の

度、ビジネス、市民活動、調査・研究等を、

場合、卒業生の勤務先も地方の公立学校とな

ひいては、社会全体のあり方をも規定するこ

る場合が多い。例えば、浅野誠氏は、「学校

と に な る 。「 大 衆 」 が 標 準 的 な テ キ ス ト を

改革」という文脈で「特定の学校教育観だけ

（おそらく表層的に）理解する中で、経済社

を標準のものとし、他を抑圧排除するもので

会のあり方を規定する（ガルブレイス流に表

はあってはならない。そういう意味では、多

現すれば）「通念」が生まれるからである。

元的である必要がある。特に公立学校はそう

この「通念」は、地方・地域の自治体、企業

でなくてはならない (24)」と指摘している。地

や個人の経済的な意思決定に特定の傾向をも

方における国立の教員養成系大学では、政治

たせることで、政治的、社会的な意思決定を

的、経済的、宗教的、文化的に中立という

事実上支配することになる。

―国立大学の建前において、また、地方に

これまでの間、地方・地域は、この経済教

おける公立学校の教員を輩出することにおい

育という「権力」を（没意識的に）国家＝中

て、経済教育における多様性の担保は、特に

央に差し出してきたといえよう。その結果、

強く意識されるべきだろう。

地方・地域における経済政策（開発計画、財
政政策、産業政策等）や経済論議の内容は、
ミクロの「数字」をマクロに向かって、どう

（3） 教育からの地域主権の確立

積み上げるか、マクロの「数字」をミクロが
どう取り込むのか、といった水準に留まって

地方・地域における経済教育が、中央が生

きたのである。

み出す「正しさ」に支配されないために、ま

古典派以来の経済思想や経済理論の形成や

た、地方・地域の社会の内部における多様性

発展、また、その制度化、標準化の実際から

を確保するために、教育に伴う「権力性」に

すれば、既存の経済学のオルタナティブとし

ついての冷静な自覚が必要である。

ての経済学のあり方が創造される場合、必ず

現代社会において、政策の立案、統計の運

しも、中央における大学や官庁、シンクタン

用、世論の形成、教育の現場等を担っている

クなどにおける理論化が先行し、その後、組

―政治、行政、メディア、企業、学校、市

織、実践、教育などのあり方が具体的に形成

民活動等、あらゆる領域に従事する人々の大

される、といった道筋をたどることになると
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は思われないし、そのような固定観念の存在

本企業の海外展開と比較し、海外企業の日本

自体が問題であろう。順序を逆とし、地域に

国内での企業活動は相対的に限定的であり、

おける教育、実践、組織のあり方が具体的に

また、日本企業による直接投資残高の海外現

形成される中で、その地域での取り組みにお

地での再投資も増加している。製造業におい

ける経験の一般化、抽象化を通じての新しい

ては、海外生産比率に比例し、雇用も海外の

経済学の制度化、理論化が試みられるべきで

半分を超える規模にあり、しかも、国内での

ある。

生産には、低賃金の発展途上国と比較し、労

なお、教育には、大学等、学校の内部で行

働節約的・資本集約的技術が使われていく場

われるものと、家庭や職場等、学校の外部で

合、海外生産比率以上に雇用における国内の

行われるものとがある。後者―特に自治体

割合はいっそう低くなるはずで、今後も、国

において、進歩的な職員が、統計、調査、計

内の雇用機会は、特に製造業において、限定

画や政策の策定等の可能性を最大限に追求し、

されていくと指摘されている。

その成果から学ぶことで能力や意識の向上を

国内の地方における「高賃金」の労働者が

果たすという意味での「教育」については、
別稿で検討したが (25)、大学での経済教育と地

海外における「低賃金」の労働者に置き換え
、、、、
られるという図式を標準的な経済教育の次元

域社会の種々の主体（市民、自治体、企業、

で取り上げる場合、石水喜夫氏の表現を借り

学校、メディア等）とを人材や情報の交換等

れば、「権威ある人々は、大学の講義室でマ

を通じて有機的にリンケージすることで、経

ーシャリアンクロスを書きます。そして、高

済学に「地域」という枠組や要素を組み込ん

すぎる賃金は労働者のためにならないのです

でいける―真の主体の生成・発展が視野に

と説明するでしょう。高すぎる賃金が労働力

入ってくるはずである。

の供給超過を生み、失業を発生させるという
市場経済学の論理です (27)」ということになる。
そして、「大学の講義室」における「正解」

４

についても、国内であれば、生産要素として

地方・地域を「否定」する
経済教育の問題

の労働力の移動は比較的容易である（とされ
る）ので、地方の（労働力としての）人々が、
労働力需要が相対的に旺盛な大都市、特に首

本節では、第 2 節と第 3 節における問題

都圏へと移動すること、もしくは、地方の

意識と検討内容を接合すべく、地方大学とい

「高すぎる賃金」を是正し、その原因を排除

うリアルな経済教育の「場」において、TPP

すること―になってしまう。

（環太平洋戦略的経済連携協定）のような具

そして、地方・地域からの人口流出を正当

体的かつ今日的な問題を「マーシャリアンク

化する経済理論としては、「比較生産費説」、

ロス」や「比較優位の理論」という経済学の

「比較優位の理論」も挙げられ、これは、

教科書ではお馴染みの道具立てを用いて採り

TPP 等、自由貿易、資本移動の自由化、労働

上げる場合の問題を検討する。

を含む生産要素の自由な移動を正当化する論

地方・地域における（学校）教育のあり方

理でもある。これらについて、まず、経済学

も、労働市場のあり方と密接な関係を有して

説史や経済思想史の次元からアプローチする

おり、国内・地方における経済のグローバル

場合、第一に、リカードゥ（D. Ricardo）の

化に伴う影響を、特に雇用の面について、以

比較生産費説が19世紀の英国という歴史的な

下、冨浦英一氏の論考に基づいて確認してお

状況や、当時における英国の世界経済の「中
、、
心」としての地位という特殊性を反映してお

こう

(26)

。まず、海外直接投資については、日
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、、
り、その一般性に疑問が残る「理論」という

部の要素の機会費用との比較を行うものであ

ことになる。また、この比較生産費説が、そ

る。その結果、特定の産業なり、企業なり、

の後のミル（J.S. Mill）を経て、現代的な

セクションなり、業務なり、作業なりが放棄

経済学として理論化される中で、国際（外
、、
国）貿易論が一般理論としての静態・均衡理

されたり、投入されていた資源（生産要素）

論に包含されたことにより、「国家」が捨象

りする。換言すれば、個々の部分の負担／犠

されているという批判もなされている

牲の上に全体としての利益／存続が実現して

(28)

が他の要素に移転されるという事態が生じた

。

もしくは、当時の英国における耕地の制約

いるが、ここでの「利益」の本質を問う必要

と耕境の拡大に伴う穀物の生産費の上昇＝地

がある。

代と賃金の上昇＝利潤率の下落というプロセ
スを提示し

リカードゥ等の比較生産費説は労働価値説

、「リカードはこの論法によっ

に、ミクロ経済学における比較優位の理論は

て穀物条例に反対し、安価な穀物の輸入を主

効用価値説にもとづく。後者の効用価値説に

張したにすぎませんでした

」といったよう

ついては、別名が主観価値説であるように、

に説明する場合、TPP 等による農産品輸出入

人間における主観の不安定性、可測性が問題

の自由化に伴う食料品価格の下落＝賃金の抑

とされたが、実際の理論的発展においては、

制という今日的な状況に即してのアナロジー

効用＝（市場）価格＝（貨幣）数量―とい

を展開する余地が生じよう。

う建前により、本来序数的な「価値」を計数

(29)

(30)

一方、ミクロ経済学からのアプローチはど

として処理可能なものとし (33)、客観性を擬制

うだろうか。最近の標準的なテキストとして

するにすぎない。

は、マンキュー（N. Gregory Mankiw）のも

以上の例において、既存の経済学にもとづ

の（N・グレゴリー・マンキュー『マンキュ

く経済教育は、地域間の経済格差の肯定、産

ー経済学Ⅰ ミクロ編』足立英之他訳、東洋

業空洞化の肯定、迷惑施設の受け入れ（およ

経済新報社、2005年）が普及しているようで

び、その代償としての財政移転の受け入れ）

ある。同書では、比較優位の理論について、

の肯定―という地方・地域の否定に理論的

「彼の自由貿易擁護は、単なる学術上の演習

な裏付けを与えるものといえる。

ではなかった。……リカードは穀物の輸入を
制限しようとする穀物条例に反対した(31)」と
して、比較生産費説の歴史性を認めながらも、
「自由貿易を支持する議論の中核は、この 2
、、、、、、、、、、、
世紀もの間ほとんど変化していない。スミス

５ 今後の展望

やリカードの時代と比べると経済学の範囲は
広がり、理論は洗練されてきたが、貿易規制

最後に、本論考の一応の総括として、日本

に対する経済学者の反対意見は基本的には比
、、、、、、、、、
較優位の原理に基づいたままである (32) 」（以

学術会議経済学委員会経済学分野参照基準検

上、傍点筆者）として、比較生産費説や比較

ための教育課程編成上の参照基準 経済学分

優位の理論の一般性や普遍性についての確信

野』（2013年11月11日）についての問題に着

を示している。

目し、「グローカル・エコノミクス」の構築

討分科会による『大学教育の分野別質保証の

比較優位の理論とは、特定の主体における

に向けての今後の展望を述べることにしたい。

内部の要素（国家ならば、産業や企業等、企

この『参照基準』は、「市場経済を中心と

業ならば、セクションや業務等、個人ならば、

する現代の経済制度を本質的かつ歴史的に理

作業等）の機会費用と、別の主体における内

解するためには、歴史的アプローチや制度的
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アプローチを標準的なアプローチと補完的に

専門性を異にする研究者により、例えば、民

使用することが重要である。そのため、経済

主主義や地域の主体性を守る―というよう

学教育においては、基礎的科目として記述の

な政治的、哲学的な主義信条、いわば、志を

ミクロ経済学、マクロ経済学、統計学に加え

同じくするという次元での「水平的」な協働

て、経済史などの科目が付け加えられること

が可能である。また、大学の外部における自

が多い」と述べている。これに対し、「経済
とともに発展した経済学自体の歴史について

治体、企業、学校等との連携を考える上でも、
、、
出発点において、 de facto standard を形式
、、
的に受け入れることは、積極的な戦略である

の教育が周辺的分野にすぎないというのは、

と思われる。

領域の歴史、制度、政策、思想、そして社会

経済学についての特定の見方に基づく区分に

その上で、地方大学の教室からの「価値

すぎません」、「……偏った内容の『参考基

論」が構想されなけばならない。第一に、地

準』が採択されるならば、それが経済学関係

域の「価値」とは、換言すれば、地域の本質

の学部・学科の破壊的リストラクチャリング

とは、「マクロ」としての国家、「ミクロ」

の指針として用いられかねません」（『経済

としての個体（家計・企業）に対し、具体的

学分野の教育「参照基準」の是正を求める全

な「関係性」であることは、「社会資本」等

国教員署名』）という批判がなされている。

の考え方を含んで、多くの論者の一致すると

上記のような状況は、筆者が主張している

ころであると思われる。その上で、地方・地

「グローカル・エコノミクス」の構築におけ

域、中央のいずれにおいても、「固有価値」

る障害となろう。大学における教育・研究活

の享受者を育成し、「固有価値」を生み出す

動や労働環境にも競争原理・市場原理にもと

「関係性」の媒介者となり、その媒介物たる

づく新自由主義的な政策・制度が持ち込まれ

学術、文化の少なからぬ部分を創造する―

る一方、「大学教育の質保証」や「グローバ
、、
ル人材の養成」等の標語にもとづく「大学改

「教育」の「固有価値」が追究されることに

革」は、『参考基準』の動きにも象徴される

価値の本質を「関係性」に見出し、かつ、

ように、教育・研究活動の自由や多様性を

「教育」からの理論形成を図った論者として

「標準化」を名目に奪うものである。このよ

は、牧口常三郎（1871〜1944年）に触れる必

うな状況下では、「グローカル・エコノミク

要があろう。牧口の「価値論」に関しては、

ス」の構築においても、まず、主流派経済学

熊谷一乗氏が「……新カント派の価値哲学を

の理論的・教育的体系が

教育を構想することを試みる―という方向

牧口自身の体験に支えられた経験論的功利主
、、、
義的発想によって批判的に発展させ、必要性
、、 、、、、、、、、、、、、、、、、
（欲望）と資源の有限性との関係を基本に財
、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、
の効用を論ずる経済学上の主観的価値論を参
、、、、、、、、、
考として形成されたものとみてよい。その特

で出発するのが現実的な選択になると思われ

徴は、次の 3 つにまとめられる。①真理と

る。

価値とを厳格に分ける②価値の内容から真を

もなろう。

de facto standard

であることを認めた上で、これらの体系の内
部の要素と体系の全体に張り付くような批判
を行い、その向こうにオルタナティブな経済

ただし、この選択は、消極的なものではな
担当する教員数が少ないという問題はあるが、

除き、これを利・善・美とする③価値は、評
、、、
価する主体と評価される客体との関係性であ
、、、
り、この関係性を変容するところに価値の創

大都市であれば、学派や専門性を同じくする

造がある (34) 」（傍点筆者）と整理している。

研究者による「垂直的」な協働が行われやす

もちろん、効用価値説に代表される近代経

いのに対し、地方・地域においては、学派や

済学が「人間の精神が物質的自然に属しそれ

い。小規模な地方大学の場合、経済（学）を
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ゆえこれを支配する規則正しい合理性に正確

し、享受し、追究するのみならず、その可視

に従う以上、人間の行動は、当然のことなが

化までの全てを戦略的に担いうる人材を育成

ら、この同じ自然を支配する規則正しい合理

することが「グローカル・エコノミクス」に

性に正確に従うにちがいないという思考」と

もとづく経済教育の主要な意義と内容になる。

しての「啓蒙の哲学以降の世界観 (35)」に立脚

なお、「グローカル・エコノミクス」にも

するものならば、価値＝関係性を変容＝操作

とづく経済教育の「評価」の基準やシステム

もしくは創造しうるとする牧口の思想は異端

についても「関係性」を重視して構築される

的である。しかも、特定の主体と客体、時間

必要がある。この問題については、小玉重夫

と空間に規定される個別具体的な「価値」は、

氏が、バーンスティン（B. bernstein） やボ

数学的な処理や定量的な分析が不可能である。

ーン（Jill Bourne）の所論を整理し、「ラディ

また、牧口は宗教者としての側面が大きく、

カルな見えるペダゴジー」を「教育の達成は

その思想を学術的、科学的に取り扱う場合の

生徒個人の能力達成としてではなく、『学習

困難も予想される。だが、価値の本質を関係

者自身が埋め込まれている社会的・政治的文

性に見出し、これを操作・可能なものとして

脈』がいかに変容したかという、『集合的な

位置づけ、かつ、既存の経済学との一定の接

企て』としてとらえられる。この『学習者自

続性があり、さらに、教育者として、教育か

身が埋め込まれている社会的・政治的文脈』

らの理論形成を図っている点は、「グローカ

の変容という観点は、広い意味での市民性

ル・エコノミクス」の構築に向けても、無視

（シティズンシップ）教育の課題としてもと

できないものがある。牧口の思想は、個別具

らえなおすことができるだろう (37)」と述べて

体的な関係性に基づく「価値」をどのように

いる点が興味深い。

経済（学）の内部に位置づけていくのかとい

また、経済学に隣接する学問領域である経

う―（古くて新しい）宿題を突きつけてく

営学において、重本直利氏が「資本の合理性

るからである。

によって社会の合理性を変えていけば、自然

この「宿題」への一定の「解答」として、

環境問題をはじめとした現在の多くの社会問

例えば、地域での行政や経済教育のあり方の

題は深刻な事態に至ります (38)」との問題意識

中に、定量的な価値分析と定性的な価値分析
、、
とを必ず並立させる、もしくは、定性的な価

より、「市民が帰属する様々な経営体相互の

値分析を地域固有の係数とし、計量的な処理
、、
に必ず反映させる― という「複線型価値

成立する市民の合理性に基づくマネジメント、

説」の制度化が想定されよう。換言すれば、

うまくいかないと思います (39)」と述べている。

地域における「固有価値」の可視化である。

今後、経済学と経営学にまたがる広義の経済

緊張した関係性（多元性、異質性）によって
このことを考えていかないと、社会はこの先

丸山真男の言に、「近代日本ではメカニズ

教育として、重本氏のいう「市民マネジメン

ムが権力と恩情との即自的な統一によって運

ト」を「グローカル・エコノミクス」に組み

転されるから、それは無制限に日常生活の内

込むことも検討課題となる。

部に立入って、これを規律しようとする傾向

いずれにせよ、今後、「グローカル・エコ

を帯びるばかりでなく、逆に尺度が『情実』

ノミクス」が既存の経済学における「価値」

に規制されて伸縮するので、尺度としての衡

を相対化していく場合、新たな価値判断を行

平をも果しえなくなる (36)」とあるが、地域の

うための社会科学の再生が前提となる。例え

「固有価値」が日本社会における（上から

ば、政治学は、新古典派経済学にもとづく公

の）官僚制と（下からの）家父長制の双方に

共選択論、公共経営論、公共政策論等に「浸

対抗するために、地域の「固有価値」を創造

食」されている現状があり、道徳哲学として
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■論文■

集落営農における企業会計導入と事業管理
─ 集落営農のマネジメントについて ─

石 川 啓 雅
《要旨》 日本農業の担い手不足が指摘されるなかで、農家の共同組織である集落営農が注目されている。
市場原理の全面導入を意図した米政策改革のなかで、中小規模農家を経営支援の対象外にしたこと
に対する代替措置として、政策当局がその育成を打ち出したことが背景にあり、集落営農は法人化
し、営利企業と同じ企業体になる必要があるとされている。したがって、集落営農には企業会計導
入や効率的な事業管理が課題になっているという。
本稿では、集落営農が「農家の共同組織」（非営利・協同組織のひとつ）であり、その目的がメン
バーの「農地の維持管理」にある点に着眼し、企業会計導入や事業管理のあり方について批判的検
討を行った。検討の結果、企業会計の仕組みは、農地の維持管理、それを支える耕作労働の負担軽
減を目的とする仕組みとしてはつくられていないこと、収益の獲得を目的に生産性管理を追求する
事業管理には問題があることを指摘した。

目 次
はじめに
Ⅰ.統計にみる集落営農の動向と企業会計導入の
取組状況
1.集落営農の組織化及び法人化の動向
2.企業会計の導入状況
Ⅱ.集落営農における企業会計導入の位置づけ
Ⅲ.「非営利・協同組合」的組織としての集落営
農
1.「農地の維持管理」を前提にした共同事業
2.集落営農は「市場経済型」の事業組織なの
か？
3.「非営利・協同組合」的組織としてみた場合
の集落営農
Ⅳ.集落営農の事業管理
1.労賃と機械費用の確保
2.機械の更新計画の策定と運用
3.作業管理と労働力編成―生産性指標の陥
穽―
4.収支均衡と出納管理
補.コスト・コントロールの詐術―放置され
る米価下落―
おわりに

はじめに

農林水産省によると、集落営農とは「集落
を単位として農作業に関する一定の取決めの
下、地域ぐるみで農作業の共同化や機械の共
同利用を行うことにより、経営の効率化を目
指す取組」のことを言い、「農業従事者の高
齢化や担い手不足が進行している地域におい
て、農業、農村を維持する上で有用な形態と
して全国的に拡大してい」るという。こうし
た取り組みは、農工間の不等価交換に起因す
る必要資本量の増大、兼業化や高齢化に伴う
労働力不足、米過剰で余儀なくされた生産調
整（転作の実施）への対応として、中小規模
農家を中心に早くから行われていたが、当初
はあくまで個別農家の経営を補完する組織と
して位置づけられ、政策として積極的にその
育成を図るというものではなかった。しかし
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ながら、1990年代以降、農家および農家労働

利・協同組織」としての集落営農の特質につ

力の高齢化が急速に進行し、農地の受け手が

いて整理を行う(Ⅱ､Ⅲ)。そして、第三に、

減少していくなかで、農家に代わって農地の

営利を目的とした一般企業との違いを踏まえ

受け皿としての役割を期待されるようになっ

ながら、集落営農にどのような事業管理が必

てきたこと、市場原理の全面導入を目指す米

要とされているのかについて、検討する(Ⅳ)。

政策改革（2004〜）が本格始動する際に、切
り捨てるべきはずの中小規模農家を完全に排
除できないことから、農業生産の「担い手」
と位置づけられることになる。しかしながら、
市場原理の全面導入を目指す米政策改革にあ

Ⅰ．統計にみる集落営農の動向と企業
会計導入の取組状況

っては、その目的が農業における「構造改
革」の達成にあることから、めざすべき集落

１
．集落営農の組織化及び法人化の動向

営農の姿は、「経営体」としての内実をもつ
べきものとして位置づけられ、経理の一元化、
企業会計の導入、効率的な事業運営、そして

はじめに、集落営農の動向を整理しておこ

法人化が目指すべき方向とされた。つまり、

う。表１は「集落営農実態調査」（農水省実

個別農家の経営を補完する、単なる機械の共

施）の結果より、集落営農の増減を整理した

同利用や農作業受託ではなく、自ら生産・販

ものである。集落営農数は2014年で14,717組

売を行う事業組織として効率性を追求すべき

織となっており、10年前の2005年と比較する

だというように位置づけられた。その後、選

と、約1.5倍の増になっている。推移をみる

挙で厳しい批判に晒されたこともあり、集落

と、2006〜2007年に急増しており (1)、その後

営農を「経営体」として育成するという動き

2011年までに漸増した後、近年では横ばいと

はフェードアウトした感があるが、基本的に

なっている。農政の方針では、集落営農は

は今もなお継続している。

「法人化して経営体になるべき」と位置づけ

しかしながら、もともと農家の相互扶助、

られているので、法人・非法人の動向をみて

共同組織として自生した集落営農に、企業会

おくと、2005〜2014年の10年間の集落営農組

計の導入や企業的な事業管理を導入してうま

織の増加分4,654のうち法人が2,609となって

くいくのだろうか？

今や、企業ですら、効

おり、法人が大きく増えている。近年の動向

率的な事業を追求しすぎて、過重労働と労働

をみても、集落営農全体が横ばい傾向である

力不足により事業の継続が危ぶまれるという

にもかかわらず、法人は増えており、比率も

状況を余儀なくされている。こうしたことを

確実に上昇している。2014年では22.1％とな

踏まえると、企業会計の導入を行って法人化

っており、 5 組織に 1 組織は法人となって

し、市場に合わせた事業管理に取り組んでい

いる。法人の割合を地域別にみると、専業農

くことがベストの選択といえるのか、疑問が

家割合が比較的高く、経営規模が比較的大き

残る。

い農業中核地域（北海道、東北、九州）では

本稿では、集落営農をめぐる以上のような

低く、兼業化や高齢化が進み、経営規模が比

状況と問題意識を踏まえて、集落営農におけ

較的小さい地域（北陸、中国）では高くなっ

る企業会計の導入と事業管理について検討す

ている。

る。以下、第一に、統計により企業会計の導

しかしながら、法人化が進んでいるといっ

入状況の確認を行い(Ⅰ)、第二に、集落営農

ても、未だ大半の組織は非法人の任意組織で

における企業会計導入をめぐる議論と「非営

あり、法人化の内容をみても、農事組合法人
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が圧倒的に多い (2)。法人化比率の上昇が

表１

集落営農の推移
全体

農政の期待するような動きになっている
かどうかは別である。

2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2014／2005
北海道
地
東北
北陸
域 関東･東山
東海
別
近畿
中国
四国
九州

２．企業会計の導入状況
次に、集落営農の法人化に関連して、
集落営農組織における企業会計の導入状
況を整理しておく。というのは、集落営
農の法人化には企業会計の導入が必要で
あるとされ、経営体としての内実を整え
るためには企業会計による経営把握と管
理が必要だとされているからである。そ
こで、「集落営農活動実態調査」（農水省
実施）より、表２に集落営農における企
業会計導入の取組状況を整理した。2014

10,063
10,481
12,095
13,062
13,436
13,577
14,643
14,742
14,634
14,717
146.2
268
3,307
2,346
977
781
2,051
1,981
429
2,571

法人
農事組 会社
(割合) 合法人 法人
646 (6.4)
509
137
842 (8.0)
665
177
1,233 (10.2) 1,009
224
1,596 (12.2) 1,324
272
1,802 (13.4) 1,518
284
2,038 (15.0) 1,725
313
2,332 (15.9) 1,973
357
2,593 (17.6) 2,201
387
2,916 (19.9) 2,498
412
3,255 (22.1) 2,808
440
503.9 (15.7) 551.7 321.2
34 (12.7)
15
19
506 (15.3)
385
120
850 (36.2)
745
105
250 (25.6)
209
38
154 (19.7)
124
30
294 (14.3)
236
55
682 (34.4)
645
37
100 (23.3)
93
7
385 (15.0)
356
29

非法人
9,417
9,639
10,862
11,466
11,634
11,539
12,311
12,149
11,718
11,462
121.7
234
2,801
1,496
727
329
1,757
1,299
329
2,186

資料：
「集落営農実態調査」(農水省、各年版)より作成。

年の「財務諸表の整備状況別集落営農数
割合」をみると、貸借対照表、
損益計算書を整備している集落

表２

集落営農における企業会計の導入状況

営農の割合は約 6 割であり、過
去 7 年間も概ねこの水準で推移
している。一応、半数以上の集
落営農が企業会計に必要な財務
諸表を整備している結果となっ
ている。しかし、法人、非法人
の別に見ると、法人が 9 割なの
に対して、非法人は 5 割程度と
低い。集計対象となっている集
落営農の内訳は、法人の割合は
約 4 割であり、「集落営農実態
調査」の 2 割を上回るので、実

2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
法人
組織別

任意組織

単位：組織、％
集計対象 財務諸表の整備状況別集落 法人化に向けた取組
集落営農 営農数割合（複数回答）
状況（任意組織のみ）
数
貸借対 損益計 キャッシュ 法人としての会計処
照表
算書
･フロー 計 理を行うための経理
%
% 算書
% 体制の整備
%
2,884
62.9
63.7
2,472
57.1
57.4
2,739
63.5
64.2
88.6
2,790
57.2
61.3
11.7
70.0
2,956
57.1
61.1
9.6
63.2
2,937
58.9
63.7
10.3
50.0
2,944
59.8
63.5
9.8
38.0
885
94.3
92.0
17.2
2,059
44.6
50.9
6.6

資料：「集落営農実態調査」(農水省、各年版)より作成
注：
は50％以上。

質的に整備されている集落営農
の割合は 5 割を下回ると考えられる。しか

けなのかもしれないが、いずれにしても優先

し「整備されていない＝取り組んでいない」

順位は高くないようである。

というわけではないので、任意組織における

なお、「財務諸表の整備状況別集落営農数

「法人としての会計処理を行うための経理体

割合」のうち CF（キャッシュフロー）計算

制」構築への取組状況をみると、2014年では

書の整備状況をみると、非法人はもとより、

4 割程度であり、近年比率を落としている。

法人でも 2 割程度でしかない。CF 計算書は

既に体制を整え法人に移行した集落営農がカ

法人化にとって必ずしも必要ではないことか

ウントされなくなったので比率が低下しただ

ら、損益計算書や貸借対照表にみる財務諸表
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の整備状況は法人化のための対応であること

（損益）計算や財産管理がなされるべきとさ

を物語っている。

れている (4)。但し、集落営農の目的は利益で
はなく所得であるといっても、収益（貨幣所
得）の範囲を広く取るべきだという議論にす
ぎず、企業会計の導入がいいのかどうかは、

Ⅱ．集落営農における企業会計導入
の位置づけ

特に問題とされていない。広義の収益を前提
にすべきとしても、企業会計の仕組みは、営
利企業の経営管理を前提としている。企業会

それでは、集落営農における企業会計の導

計における収支計算は利益の存在を前提ある

入は、どのように考えられているのであろう

いは予定しており、利益の増減が資産（資

か？

本）の増減に連結されて把握される計算構造

基本的に、「必要である」という議論が多

となっている。したがって、収支も収入＝費

い。そして、「必要である」という場合、大

用ではなく、収入＝費用＋利益として観念さ

きく 2 つの意味がある。

れている。したがって、仮に利益を所得に置

ひとつは、法人化を前提にすれば、制度の

き換えたとしても、管理の対象あるいは目標

要件として財務諸表の整備が求められ、税金

として、収支の差分としての貨幣所得が全面

対策上も帳簿書類として損益計算書や貸借対

に出てくることに変わりはない。

照表を揃えておかなければならないので、必

いずれにせよ、集落営農における企業会計

要になるという議論である。これは、実務と

の導入は必要であるという議論が自明の前提

しては当然の議論ではあろう。複式簿記に基

となっており、収益を所得にするとしても、

づく記帳と財務諸表の作成が複雑・専門的で、

議論の方向性は変わっていない。しかし、こ

手間やコストがかかるとしても、法人化とい

れでいいのだろうか？

う途を選択すれば、これに対応せざるを得な

いは事業管理にとって企業会計が必要なのか

い。

どうか、集落営農の事業の性格も含めて、も

集落営農の経営ある

う少し詳しく検討する必要がある。

もうひとつは、効率的で合理的な経営管理
のために必要だという議論である。集落営農
に企業会計を導入することがなぜ効率的で合
理的な経営管理につながるのかはわからない
が、言われていることの内容から推測すると、
複式簿記のもつ「二重記録の原則」、「貸借

Ⅲ．「非営利・協同組合」的組織として
の集落営農

平均の原理」に基づく計算の自己検証機能、
収益の増減と財産の増減を相互に関連づけて

１
．「農地の維持管理」を前提にした共同事
業

記録することによる利益発生および財産増減
理由の詳細把握が前提になっているようで、
半ば無条件にその効果が期待されている面が

そもそも集落営農の事業をどのようにみる

ある (3)。

べきなのか？

地域によって組織化の動機は

企業会計の集落営農への適用については、

ちがうのだろうが、基本は、兼業化や高齢化

経営管理上、実態に合わないという議論があ

による労働力不足、農業機械の高額化による

るようで、集落営農は個別農家の集合体であ

導入費用と機械経費のコスト増への対応とし

るから、労働所得（人件費）、利潤、地代を

て、共同で機械を購入して資金や費用の節減

含んだ広義の収益（v＋m）をもとに、収益

を図ったり、集団（組織）で手の足りない農
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表３

集落営農に取り組む目的
計

地域の農地の維持管理
のため
地域の生産調整の実施
主体となるため
所得を上げて地域農業
の担い手となるため

単位：％

組織別
法人 任意組織 北海道

東北

北陸

地域別
関東･東山 東海

近畿

中国

四国

九州

90.7

93.9

89.3

76.9

83.5

92.2

90.8

92.9

95.7

96.1

92.2

91.9

56.7

50.8

59.4

28.8

60.2

58.8

56.7

60.7

55.6

42.0

28.8

63.5

34.6

50.8

27.4

51.9

40.0

38.1

33.9

25.8

22.7

38.2

36.6

32.1

資料：「集落営農実態調査」(農水省、各年版)より作成
注：
は50％以上。

家の作業をカバーしたりするという相互扶助

そして、市場で資材や労働力を購入したり借

を前提にしている。もちろん、そこには、個

りたりして、商品やサービスの生産・販売を

人でやるより経費が安く済んで、労力負担も

行う経済事業を営んでいることも変わるとこ

軽くなるという経済的メリットに対する機会

ろはない。市場から生産・販売に必要なもの

費用的動機もあるが、背景には、先祖から受

を購入しているので、事業活動からの収益に

け継いだ田畑をどう維持していくか、集落と

よって、要した経費を回収し、事業の継続・

して地域の田畑をどのように維持していくか

維持を図らなければならない点も同じである。

にかかわる農家の慣習的な観念なり感覚があ

剰余の獲得や留保は目的ではないものの、事

る。表３は集落営農活動の目的を整理したも

業の安定・維持継続を図るために、それを必

の で あ る が 、「 地 域 の 農 地 の 維 持 管 理 の た

要とせざるを得ない点も同じである。そのた

め」が 9 割と最も多い。法人・非法人の別、

め、会計の計算構造も営利企業に準じたもの

地域別にみても同様である。「所得をあげて

が要求されることになる。

地域農業の担い手となるため」は最も少ない。

しかし、営利企業と同様の経済事業を行う

法人でも半数程度であり、もともと専業農家

としても、集落営農は完全な「市場経済型の

が多く、ビジネスとして農業生産を営む傾向

組織」ではない。農政は、個別農家の経営や

のある北海道でさえ半分程度である。このよ

農作業を補完する機械の共同利用や作業受託

うに、集落営農の事業は、収益を追求する事

だけでなく、自ら農畜産物の生産と販売を行

業ではなく、農地の維持管理を目的とする農

う経営体であることを集落営農に要求してい

家の「共同事業」とみなすことができる。

る。しかし、集落営農を「市場経済型の組

ちなみに、「地域の生産調整の実施主体と

織」と位置づければ、損益計算書や貸借対照

なるため」は農地の維持管理に比べて比率は

表は当然として、その次なるステップとして

下がるものの、半数を超えている。政策対応

部門別計算や原価計算のような管理会計が必

的な面があるとはいえ、土地利用調整を目的

要だとなり (5)、営利企業的な管理が前面に出

にしていることも、集落営農の事業の特徴で

てくることになる。

あるといえる。

３．「非営利・協同組合」的組織としてみた
場合の集落営農

２．集落営農は「市場経済型」の事業組織
なのか？

集落営農は収益を最終的な目的とするもの

しかし、共同事業という点では、営利企業

ではない点で、完全な「市場経済型の事業組

が行う事業も同じである。営利企業の典型組

織」ではない。分類するなら「非営利・協同

織である株式会社は投資家の共同組織である。

組合」的組織であるが、農協のように、市場
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経済型の事業を営んでい

表４ 表4
集落営農の「損益計算書」の実例
集落営農の「損益計算」の現実

るとは言えない面があ

損益計算書

る (6) 。というのは、農地
を取得して、生産・販売
を行っているとしても、
構成員農家の農地の維持
管理という目的からみる
と、実質的に、作業受託
に近い側面をもってお
り、事業は集落内の農家
も相手にして行われてい
るからである。つまり、
事業の内容には、農畜産
物の生産・販売だけでは
なく農地の維持管理も含
まれると考えれば、対象
としている市場は、生産
物の購入者である消費者
や流通・加工業者だけで
はなく集落のメンバーも
含まれることになる。農
地の貸し手、作業の委託
者は集落内の農家であ
り、市場一般として括り

(単位：円)

Ｍ地区営農組合
自 平成21年3月1日 至 平成22年2月28日
【売上高】
2,945,098
利用料
2,945,098
売上高 計
【売上原価】
0
期首商品・製品棚卸高
0
当期商品仕入高
0
合計
0
期末商品・製品棚卸高
0
売上原価 計
2,945,098
売上高総利益
【販管費】
626,986
会議費
69,665
研修費
29,106
事務用消耗品
26,656
支払い保険料
268,165
賃借料
9,550
租税公課
602,920
作業委託料
13,755
支払手数料
271,466
動力光熱費
765,748
修繕費
891,012
減価償却費
255,205
事業推進費
38,930
雑費
3,869,164
販管費 計
△ 924,066
営業利益
【営業外収益】
5,041
受取利息
1,421,679
補助金
795,592
組合賦課金
122,140
雑収入
2,344,452
営業外収益 計
【営業外費用】
0
営業外費用 計
経常利益

難い。作業受託であれ
ば、構成員から作業料金
という形での事業収入が
入ってくるが、それはメ
ンバーからの拠出的な面

1,420,386

<<特別損益の部>>
【特別利益】
固定資産売却益
特別利益 計
【特別損失】
特別損失 計

166,093
166,093
0

税引前当期利益
当期利益
前期繰越利益
当期未処分利益

もあり、完全なるサービ
スの対価と言い切れない

1,586,479
1,586,479
0
1,586,479

面がある。農地を借りて
いる場合、地代を支払っていることになるが、

し、企業会計の導入も含めて、営利企業同様

農地の維持管理動機から貸し付けられる場合、

の管理手法を導入することが妥当なのかどう

維持管理の対価として、地代はさほど高額な

か、筆者には疑問である。

ものにならないことも多い。つまり、市場で

表４は長野県にある某町村の集落営農を構

モノを販売する、サービスを提供することの

成する作業組織の事業収支である。この組織

見返りに受け取ったとか、用益に対する対価

のある集落営農では、品目横断経営安定対策

として支払ったとか言い難い面がある。

（2007〜08）が実施された際に法人化を検討

このようにみてくると、集落営農について、
「市場型の経済活動」をやるべきものとみな

し、その準備作業として複式簿記に基づく財
務諸表の整備を行っており、表 4 はその結
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果である。この M 営農組合ではもともと単

用いて行われる。機械の運転費用と更新費用

式簿記による収支管理を行っており、表はそ

が確保されねばならない。したがって、事業

れを損益計算として再整理したものだが、経

の目標としては、まず労賃と機械の維持管

費をすべて販管費として一括し、人件費を利

理・更新費用の確保を目指すべきであろう (7)。

益扱いにする整理となっている。一瞥して、

企業会計を導入すると、労賃は人件費、更新

事業収入に相当する利用料（作業受託）だけ

費用は減価償却費として、経費として扱われ

では、経費をカバーできないことが一目瞭然

ることになる。結果、「削る」という発想に

である。補助金や組合賦課金による営業外収

陥りやすくなる。目標とすべき収益を労賃と機

益によって収益を確保し得ている状況がよく

械の運転・更新費用とすれば、表 4 の M 営農

わかる。作業に対する支払い（労賃）を経費

組合の例でいうと、利用料金2,945,098円に対

から除外し、税引前当期利益から払うという

して、これらの費用は2,712,705円（当期利

扱いにしたとしてもである。したがって、企

益＋減価償却費＋動力光熱費＋修繕費）とな

業会計による整理を行うと、出納ベースで収

るので、どうにか確保できる計算となる。そ

支の帳尻が合い、「農地の維持管理」という

の他の経費をどうするのかという問題は残る

目的を果たしていたとしても、「営業利益が

ものの、まずは農地の維持管理のために「最

出ていない」ので「問題だ」ということにな

低限何が必要か」を明確にしないと、収支の

ってしまう。

結果だけみて管理するということになりかね
ない。M 営農組合のケースでは、不足分を
賦課金、補助金でカバーすることになるが、
これはこれで合理的であるように思われる。

Ⅳ．集落営農の事業管理

組合員の持ち出しや補助金がないと成り立た
ないことを問題にして、事業収入を前提にと
にかくコストを削るという管理をするとした

１
．労賃と機械費用の確保

ら、達成不可能なことを追求しようとする点
で逆に合理的とはいえない。必要なのは、事
それでは、集落営農に求められる事業管理

業の継続であり、収支を均衡させるためのや

とはどのようなものなのか、一般化し得るか

り繰りにあるといえよう。

どうかはわからないが、今後の議論のために、
簡単な検討をしておきたい。

しかし、事業収入で全経費を確保できれば
理想的である。せめて農作業にかかる直接経

集落営農の目的は「農地の維持管理」にあ

費ぐらいは確保したいが、この M 営農組合

る 。 し た が っ て 、「 耕 作 を ど う 続 け て い く

のケースでは作業委託料（コンバイン作業に

か」が重要になる。そこには、もちろんカネ

ついては作業委託をしている）が足りない。

の出入りが発生するので、少なくとも収支均

そのため、事業収入となる利用料金が適切な

衡 が 求 め ら れ る 。 し か し 、「 担 い 手 が い な

のかという問題は残る。そこで、利用料金は

い」という状況のなかでは、作業集団がオペ

どう かを考え るために 表５を作成した。M

レーターとして作業を行うにしろ、輪番で出

営農組合の作業料金の実績と、同組合の作業

役を行うにしろ、誰かが作業を担わなければ

時間等から積算した作業料金を比較したもの

ならない。そして、それはタダというわけに

である。試算の結果をみると、水準は積算料

はいかない。作業に対してはそれなりの対価

金を下回っている。構成員向けのサービスと

が確保されねばならない。また、作業は裸の

して作業料金が低めに設定されていること、

労働力によって行われるのではなく、機械を

作業に対して正当な労賃が支払われているこ
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とを前提にすると、作業
料金は償却費を犠牲にし
て成立している料金と考

表５

作業料金の検証（実料金と積上料金の比較）

作業
所要機械

えられる。利用料金の適
正化については、米価の
問題があり、簡単に改訂

年間稼働面積
年間稼働時間

というわけにはいかない
が、課題であることがわ
かる (8)。
ともかく、問われてい
るのは、事業の継続であ
り、そのためには労賃と
機械の費用の確保が最低
限必要なのだが、収支の
やりくりによって、これ

機械の年間固
定経費(千円)

取得価額
台数
１台・ｾｯﾄ当り購入価格
耐用年数
延面積
延時間(年)
１台当たり年利用時間
償却費
資本利子
租税
保険料
修理費
車庫費
計
固定費（機械）

機械の時間当
り経費(円/hr) 変動費
(燃料)

らを捻出していくことが
集落営農には求められて
いる。そのうえ事業収入
でそれらの費用をカバー
する方向を模索すること
が肝要である。
補足
以上では、必要な経費
の確保を収益の目標にす
るとしたが、それは経費
を予算として最初から見
込まないということでは
ない。予算として見込ん
だうえで、その経費に対
する収益目標を立てると
いうことである。こうし
た問題の立て方をしなけ
れば、必要経費に対して
農産物価格がどうなの

(千円)
(台)
(千円)
(ha)
(hr)
(hr)

(千円)

①
②
③＝①／②
④
⑤
⑥
⑦＝⑥／②
①／④
0.06×①/2
0.005×①
0.0025×①
0.05×①
0.005×①
⑧
⑨＝⑧／⑥×1000

使用量

⑩

燃料
金 額
潤滑油
変動費

＠
⑪＝⑩×単価＠
⑫＝⑪×0.3
⑬＝⑪＋⑫
⑭＝⑨＋⑬
⑮
⑯＝⑥／⑤
ha
10a
10a

計
労賃（円／ hr）
面積当たり所要時間（hr ／ ha）
面積当たり経費（円／ ha、円／10a）
（⑭＋⑮）×⑯
Ｍ地区の田植の作業料金(2009)

田植機
3,800
2.0
1,900
7
19.7
142.5
71.3
543
114
19
10
190
19
894
6,276
ガソリン
3.0
155
464
139
603
6,879
1,950
7.2
63,798
6,380
4,500

資料：Ｍ地区営農組合資料、「稲作機械化計画の手引き」(全国農業協同組合連合
会)、「減価償却資産の耐用年数等による省令」(財務省)、「長野県消費生活情
報」(H21.4 長野県)より作成。
注：作業機はハロー。
注：台数については、償却資産台帳に記載されている保有台数を採用した。なお、年
間稼働実績と台数から求められる日数は以下の通りである。
延時間(年) 台数 作業時間／台 日作業時間 作業日数
①
②
③＝①／②
④
③／④
599.5
2
299.8
8
37
142.5
2
71.3
8
9
耐用年数は「減価償却資産の耐用年数等による省令」による。
延面積、延べ時間は実績。Ｍ地区営農組合資料による。
「機械の年間固定経費」算出の諸係数（資本〜車庫費）は前掲の「稲作機械化計画の
手引き」による。
燃料使用量はトラクター60ps（Ｍ地区保有機械の価格見合いで推定）、田植機 6 条の
時間当たりの標準的な使用量を採用。
燃料単価は「長野県消費生活情報」の石油製品価格動向調査の2009/5/9調査全県平均
価格。但し、軽油については免税軽油とするため、税額(約32円)を除外。
労賃は近傍の地区営農組合単価。

か、利用料金が適切なの
か、それらを変更できな
いとすれば、どうやって
必要経費を捻出するかという動きにつながっ

が終わってからでなければわかりません」と

ていかない。必要経費を収益目標にするとい

いうように位置づけるものではない点に留意

うここでの提案は、「必要経費の確保は決算

されたい。
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図

機械のライフサイクル

２．機械の更新計画の
策定と運用

機械にかかわる費用に
ついては、収支での把
握・確保に加えて、設備
資産としての減価を把握
し、更新を計画的に行う
必要がある。具体的に
は、適切なメンテナンス
を行って、可能な限り長
期使用することが望まし
い。図 は M 営農組合の
償却資産台帳をもとに保
有するトラクターのライ
フサイクルを整理したも

出所：償却資産台帳（M 地区営農組合）より。

のである。耐用年数に従
うと 、 図 内 の 実 線 を目 標に
順次更新ということになるが、直線の破線で
示したように、可能なかぎりこの間隔を長く

３．作業管理と労働力編成
―生産性指標の陥穽―

することが望まれる。 7 年償却で14年の使
用をすれば、 7 年以降の償却費相当額は所

ところで、人件費や機械経費を経費にせず、

得となるし、償却基金は余裕資金とすること
もできる。機械の道徳的摩耗への対応も可能

収益として位置づけるとしても、Ⅱ節でも言

になる。ただ、M 営農組合の場合、間をお

及したように、営利企業と同じく貨幣所得を

いているとはいえ、600万円もするトラクタ

目標とせざるを得なくなってくる。そこで、

ーを継起的に導入しているので、導入時の資

当然、それをどう増やすかという話になり、

金負担と導入後の更新費用の積み立てを軽減

生産性をどう拡大するかということになる。

するために、 2 台目の更新時期を調整する必

1 人あたりの収入、 1 人あたりの付加価値 (9)、

要はあろう。なお、長期使用のためには、部

1 台当たりの面積などが管理の目標ないし指

品入手の可能性を念頭においておく必要があ

標として浮かび上がることになり、それに基

る。近年の農業機械は電子化されており、電

づいて労働力の配置や作業管理を無駄なく効

子化された部品の交換は、部品の製造中止に

率的に行うことに関心をもたざるを得なくな

より交換が困難なケースが想定され、維持管

っていく。たとえば、合理的な経営を行って

理費が予想以上に嵩む可能性がある。このこ

いると評価されている集落営農においては、

とを踏まえると、旧式の機械を敢えて保有・

効率性と品質向上のために、オペレーターの

使用することも必要なのかもしれないし、無

専任体制をとって、圃場ごとに作業時間を記

理に構成員に機械の処分を促すということも

録し、原価管理にまでつなげられるような取

考え直す必要があるのかもしれない。

り組みをおこなっているという (10)。
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問題な のは、
仮に生産性指標
に基づいてこの
ような管理を行
っていけば、ギ
リギリの時間内

表６

生産性指標（集落営農法人）

単位 10ha 未満
専従構成員一人当たり農業所得
千円
3,892
専従構成員一人当たり農業収入
千円
11,583
専従構成員一人当たり経営面積
648
a
専従構成員一人当たり時間
2,001
hr
専従構成員一人・面積(a)当たり時間 hr
3.1

10〜20
5,470
13,954
651
2,001
3.1

20〜30
5,323
13,408
751
2,001
2.7

30〜50 50h 以上
7,562
8,441
17,109
18,271
910
968
2,000
2,000
2.2
2.1

資料：「農業経営統計」(農水省、2014)より作成。値は2012年値。

に作業をやる、
ギリギリの人数
で作業をする、作業量の
拡大に対して適切な人数
を配置しないという動き
になりやすいという点で
ある。昨年、アルバイト
や従業員の大量離職で話

表７

集落営農法人の借入金

単位 10ha 未満
期中借入額
千円
1,927
長期借入金
〃
1,879
短期借入金
〃
48
期中返済額
〃
699
農業収入
〃
11,242
期中返済／農業収入 %
6.2

10〜20
1,221
1,205
16
1,148
18,525
6.2

20〜30
1,780
810
970
2,690
26,842
10.0

30〜50 50ha 以上
2,307
5,497
1,605
3,938
702
1,559
2,847
4,861
35,659
75,053
8.0
6.5

資料：
「農業経営統計調査」(農水省、2014)より作成。値は2012年値。

題となった外食産業の業
務管理も生産性指標に基
づく管理であった (11)。生産性指標による管理

いく。しかし、経営面積は増えている。これ

には、少人数で作業を行うことのリスクの可

は一人あたりが消化しなければならない作業

能性、労働強度の問題、間接労働の重要性は

量でもある。必要な所得がどれくらいで、そ

数字としては把握されないので、管理にはそ

の実現のために作業量がどのくらいあって、

こが大きく抜け落ちることになる。

それは消化できる作業量なのかどうなのかと

集落営農に求められるのは、生産性向上の

いう検討や判断なしに単純に生産性指標を管

ための合理的な管理ではなくて、営農を継続

理目標にするのは、決して合理的とは言えな

していけるような管理である。仮に、一人当

い。生産性指標に基づいてギリギリの人数で

たり指標をとりあげるにしても、それは収益

やる体制をつくってしまったなら、代わりが

確保のための目標・成果指標として用いるの

きかないということにもなる。結果、耕作の

ではなく、作業量の適正化、作業人員の配置

維持が危ぶまれることになる。

適正化のための指標として用いるべきである。
ほ場ごとに作業時間を把握するのは、作業量

収益の目標を人件費や機械の費用にすると
しても、以上の点に留意しなければならない。

把握のために必要なことではあるが、それは
原価管理のためにやるのではなく、作業の平

４．収支均衡と出納管理

準化や適正な時期に適正な人数を配置するた
めのものでなければならない。一人あたりの
収入や付加価値の拡大は、数字だけをみると、

最後に借入金について触れておきたい。法

かなりの成果を残したことになる。しかし、

人化をして企業会計を導入するべきだという

見方を変えれば、それは一人の作業者が受け

議論のなかには、金融機関の信用を得られる

もつ作業量でもある。表６は「農業経営統計

ので、事業拡大のための資金調達が容易にな

調査」（農水省実施）における集落営農法人

るという意見がある。しかし、借入金は経営

の生産性指標を整理したものである。これを

の負担となる。表７は集落営農法人の借入金

みると、規模が大きくなるほど一人当たり所

についての統計であるが、経営規模が大きく

得や収入は増えていく。作業時間も減少して

なるほど期中借入金が増え、期中返済額も増
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えていく。確かに、農

表８

米価の水準（地域別・作付規模別）

業収入に対する割合

費用価格

は、規模が大きくなる
ほど高くなるわけでは
ない。しかし、年間を
通じて定期的な収入が
保証されているわけで

地
域
別

はないことを考える
と、借入に走るのは危
険である。表の期中借
入金の内訳をみると、
規模が大きくなるほ
ど、短期借入金の比重
が増大し、資金に余裕
がなくなることがわか
る。
集落営農の事業は収
入の範囲内で完結する

作
付
規
模
別

全国
北海道
都府県
東北
北陸
関東・東山
東海
近畿
中国
四国
九州
0.5ha 未満
0.5〜1.0
1.0〜2.0
2.0〜3.0
3.0〜5.0
5.0〜7.0
7.0〜10.0
10.0〜15.0
15.0ha 以上

粗収益

円／60kg 円／60kg
13,780
14,647
10,536
14,395
14,119
14,676
11,868
13,990
13,212
15,453
14,549
14,601
17,855
15,130
18,317
15,418
17,901
14,779
18,816
14,728
15,846
15,093
24,468
14,962
18,972
14,771
14,761
14,645
12,403
14,059
11,947
15,011
9,968
14,477
10,097
14,749
9,842
14,914
9,561
14,274

粗収益／ 作付経営体数(2010)
作付面積(2010)
費用価格 経営体数
割合
面積
割合
％
経営体数
％
％
ha
106.3 1,169,297
100.0 1,368,682
100.0
136.6
15,910
1.4
113,098
8.3
103.9 1,153,387
98.6 1,255,584
91.7
117.9
247,736
21.2
382,556
28.0
117.0
118,382
10.1
193,603
14.1
100.4
233,883
20.0
240,079
17.5
84.7
96,898
8.3
75,482
5.5
84.2
113,815
9.7
83,148
6.1
82.6
123,375
10.6
92,422
6.8
78.3
64,343
5.5
41,063
3.0
95.2
154,955
13.3
147,231
10.8
61.1
491,722
42.1
148,028
10.8
77.9
354,899
30.4
246,621
18.0
99.2
247,176
21.1
399,715
29.2
113.4
55,423
4.7
134,397
9.8
125.6
38,515
3.3
146,536
10.7
145.2
36,985
3.2
427,780
31.3
146.1
151.5
6,602
0.6
80,681
5.9
149.3
6,654
0.6
183,686
13.4

資料：「米生産費調査」(農水省、2014)、2010世界農林業センサスより作成。
注：
は100％以上。

のが望ましい。その意
味では、必要とされて
いる会計は収支均衡に必要な出納管理と設備

物の販売価格が「適正な価格」でないにして

資産の維持・更新に必要な価格計算にあると

も、頑張ればどうにかなる水準であればこそ

いえよう

意味をなす。コスト・コントロールにより収

(12)

。

益が改善されるなどという議論はもはや空論
か詐術に過ぎない (13)。収益の改善は政策の問

補．コスト・コントロールの詐術
―放置される米価下落―

題でもある。

労賃と機械の維持管理・更新費用の確保、
収入の範囲内で事業を完結させるという点に

おわりに

言及したが、そもそも、農産物価格がそれを
許さないような水準であった場合、以上のよ
うな事業管理にも限界がある。表８は米価
（60kg 当たり粗収益）と費用価格（c＋v）

以上、集落営農における企業会計の導入と

の関係を整理したものであるが、米価は半分

集落営農の事業管理について検討してきた。

以上の経営体の費用価格をカバーしていない。

確かに、税制との関係で、みなし法人とさ

地代や利潤の分配をあきらめたとしても、正

れる場合があるので、法人化＝企業会計の導

常な労賃の確保はできないのである。

入は避けて通れないのかもしれない。政策対

平成26年産米の大暴落でもわかるように、

応の面でも、組織として助成を受けるという

米価はコスト・コントロールで経営改善を果

ことになれば、それは組織としての収入であ

たせる水準を下回っている。やりくりにしろ、

り、農家に支給されたものではない。農家が

削減にしろ、コスト・コントロールは、生産

受け取った助成金をプールして資金造成し、
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事業を行うという扱いは制度上許されなくな

た動きに対して、ストレートに対応すること

る。一部の作業を受託するのではなく、全部

が集落営農の運営にプラスになるかは慎重に

の作業を受託するという実質的に賃貸借に近

検討する必要がある。

い形の作業受託も増えている。販売まで代行
するという形になれば、金銭のやりとりは収

【謝辞】本稿を執筆するに当たり、松山大学の加藤

益の配分に近い形となる。また、集落営農の

光一教授より資料の提供と助言をいただいた。

行っている事業が集落を対象にしているとし

この場をお借りして、御礼を申し上げたい。

ても、耕作労働に必要な対価を収益として確
注

保しなければならないし、サービスは機械設
備をもって行われることを考えると、資産の

( 1 ) これは、2004年から始まった米政策改革の本

減価も確認していかなければならない。した

格始動＝品目横断経営安定対策の実施時に 4 ha

がって、単純に収支のみを記録し、把握すれ

未満の経営は所得支援の対象外にされたことに

ばよいというわけにはいかないのかもしれな

伴うもので、規模要件を満たしえない中小規模

い。

農家であっても集落営農に取り組めば所得支援

しかし、行論で指摘したように、企業会計

（直接支払い）の対象とされたことによる。支

の導入には問題がある。企業会計にあっては、

援の要件をクリアするために、集落営農の組織

耕作労働に対する対価はコストであり、仮に

化が行われた。そのため、中小規模農家の選別

それを組織として稼ぐ目標にしたとしても、

路線とセットになった集落営農の育成政策は、

貨幣所得が目的となる限り、最小の投入量で

補助金目的のペーパー集落営農も相当生んだと

いかに成果をあげるかということが問題とな

いう指摘がある。この点については、田代洋一

らざるを得なくなり、その結果、「管理」の

「法人化の功罪」（『農業と経済』2014.6）が詳

方向に結びついていく。こうした方向は、集

しく、この論文では、ペーパー集落営農、協業

落営農の目的や取り組みを支えているのが農

集落営農、一挙法人化（集落営農法人の設立）

家や農村のもつ慣習的な観念なり秩序である

といった 3 つの対応パタンがあったと整理され

ことを踏まえると決して望ましいとは言えな

ている。また、集落営農法人といえども、法人

い。確かに、会計（簿記）や管理は必要だろ

そのものが営農単位になっているわけではない

う。しかし、それは収益や効率性だけを追求

し、現場はそのような方向をめざしているわけ

するためのものではなく、農地の維持管理、

ではない点を指摘している。
( 2 ) 農事組合法人は農業協同組合法に基づいて設

それを支える耕作労働の負担軽減のため用い
。この観点からみると、

立され、組合員の農業生産についての共同を図

企業会計の仕組みはそのようなものとしては

ることにより共同の利益を増進することを目的

つくられていない。目的はそうではないとい

としている。そのため、法人の構成員は基本的

くら強調したところで、成果としては収益を

に農家に限定され、 1 人 1 票の議決権に基づい

もって評価することを見る者に強いる。結果、

て意思決定が行われ、事業の運営が行われる。

「収益が出ていない」という単線的な評価に

したがって、集落が行っている共同の取り組み

つながっていく可能性が高い。

をそのまま引き写したようなところがあり、実

られるべきである

(14)

生産調整の廃止が決まり、選別政策が再開

質的に非法人の任意組織と変わらないところも

されたことから、今後、集落営農を経営体に

多い。法人化は進んでいるが、それが事業組織

しようという動きが再び活発化するものと思

としての発展につながるのかあるいは構造改革

われる。集落営農が TPP への対応の方向性

の主旨に沿ったような動きになっているのかは

という言われ方もしている。しかし、そうし

別である。数字を額面通り受け止めるわけには
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いかない。

たてやすい、管理会計の仕組みをつくりやすい

( 3 ) 企業会計の基礎となっている複式簿記の本質

ということで、カネの振り分け方、行動記録の

に つ い て は 、 角 瀬 保 雄 『「 [ 新 版 ] 新 し い 会 計

関連付けの必要性を指摘している。

学」』（大月書店、1994）、田中章義「資本循環と

( 6 ) 角瀬保雄「会計、監査とディスクロージャ

複式簿記」（『資本論体系 4 』有斐閣、1990）が

ー」（『現代経営学⑦ 非営利・協同組織の経営』

詳しい。また古くはなるが、敷田禮二編『企業

ミネルヴァ書房、1999）では、非営利・協同組

簿記批判』（ミネルヴァ書房、1971）、茂木虎雄

織の会計（財務報告、財務諸表）の特徴が整理

『複式簿記の基礎理論』（日本評論社、1962）、

されている。農協は市場型の経済組織なので、

白井佐敏『複式簿記の史的考察』（森山書店、

企業と同様の財務報告が必要になり、商品やサ

1962年）がある。企業会計や簿記についての文

ービスの生産・販売を行わない NPO 組織のよう

献は多数あるが、会計実務を前提にしたものが

な組織は必ずしもそうではないという。しかし、

ほとんどで、企業簿記が歴史的にどのように発

集落営農のような、市場型とも非市場型ともい

生し、何を目的にどのような改良が施されてき

えないような非営利組織をどのように位置づけ

たのか、その結果どういう機能をもつに至った

るのかという点については難点があるような気

のかに言及したものは非常に少ない。近年では

がした。集落営農は、支出は収入をもってカバ

皆無といってよい。そのため、収支が財産の増

ーすることを前提にし、補助金を前提にして成

減と対応させられる、貸方と借方がイコールな

りたっているようなところもあるが、経済事業

ので間違いがないという計算技術ばかりが強調

もしている。そして、事業の内容は行論でも指

されることになる。しかし、計算技術に傾斜し

摘しているように集落営農のメンバー向けのサ

た議論には、粉飾の結果として「貸借平均」が

ービスという側面もある。非営利・非協同組織

成立する可能性がある点、利益や所得が多い少

の会計についての研究には、いわば「むらの会

ないことの原因を事業収入が多い少ないあるい

計」ともいう切り口も追加したいところである。

は原価や販管費が多い少ないという数字の因果

なお、本筋からは脱線するが、この論文では、

関係でしかとらえることができない点（たとえ

協同組合の「監査」について、「最終的には組合

ば、損益計算書からは経費の増がいくらで、そ

員によるガバナンスの実態が問われる」という

の結果収益がいくら減ったということはわかる

指摘を行っている。この指摘は、農協改革を考

が、経費の増がなぜ生じたのかについてはわか

えるうえで重要である。というのは、農協改革

らない）が見逃されることになる。

をめぐる議論は、効率的な事業ができていない

( 4 ) これについては、四方康行「農業法人経営の

とか、仲間内の監査になっているとかいうレベ

会計と経営分析」（稲本志良編『農業経営発展の

ルになってしまって、「誰がなんのために協同組

経営学―現代、戦前、海外の経営発展―』

織をつくって事業をやっているのか」というそ

昭和堂、2012年）を参照のこと。但し、この文

もそもところが欠落しているからである。政府

献でも、企業会計の導入の合理性については自

案では、全国農業協同組合中央会（全中）の監

明の前提となっており、そもそも必要なのかと

査権限をなくし、監査を会計監査法人がやると

いう議論はなされていない。

いうものだが、この方向は「組合員のガバナン

( 5 ) 実際、そのような議論がある。たとえば、南

ス」の担保・向上にはつながらないのではない

石晃明「農業経営計画における生産計画と財務

か。

分析の統合」（『農業経営研究』№113、2012）が

( 7 ) このことから目標とすべき収益は利潤、地代

ある。この論文では、損益計算書や貸借対照表

込みの広義の所得、経済学でいうところの v＋m

と事業の動き、経営成果が精密に連動していれ

となる。目標とすべき収益を地代、利潤ぐるみ

ば、利益計画や財務計画に合わせた生産計画を

の所得とすれば、労賃と機械の更新費用の確保
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は、収益（所得）配分や留保をめぐる優先順序

（『農業経営研究』136号、2008年）を参照のこ

の問題となる。そこで問われるのは収益配分や

と。この文献では、「従来のような集落ぐるみの

内部留保をどのように行うかである。あくまで

組織の維持に重点を置く管理運営を実施したの

収益を目的とする事業を営んでおり、収益を上

では、もはや組織の成長・発展を図ることは難

げてこそ農地を維持できるんだという考えでい

しい」のであり、「生産性向上など組織として高

けば、収益の拡大を追求して、収益は各人が提

いパフォーマンスを達成できる経営管理の実施

供した財産や土地の大きさに従って分配される

が求められている」という観点から、「労働力等

べきだということになるだろうし、農地の維持

の組織的な資源の効率的な配置と利用、徹底し

管理が優先であるとすれば維持管理の実際の担

たコスト管理の実施、そのための合理的な管理

い手に配慮すべきということになる。これはコ

体制の構築等、より企業的な経営管理を念頭に

ストの管理というより、収益配分をめぐるガバ

置いた新たな視点での取り組み」が農業経営研

ナンスの問題である。収支をどうするか、収益

究に求められているとしている。

をどう確保するかということだけが、集落営農

(11) 従業員の大量離職で事業縮小を余儀なくされ

のマネジメントではない。

た牛丼チェーン店の調査報告書（「すき家」の労

( 8 ) 楠本雅弘『集落営農―つくり方・運営・経

働環境改善に関する第三者委員会、2013.7.31）

営管理の実際―』農文協、2006年、171頁では、

では、人・時間当たりの売上高から投入する労

集落営農に陥りがちな低利用料金体質の問題を

働力の数や作業時間を決定する仕組みが過重労

指摘しているが、これはあながち的外れとは言

働やサービス残業の一因になったことが指摘さ

えない。

れている。あらかじめ予定された計画売上高の

( 9 ) 日本農業の所得の低さは生産性の低さにある

もとで、実績が好調の場合は人を増やさない、

と言われる。その場合の生産性の多くは付加価

不調の場合は人を減らすか、投入時間を減らす

値生産性のことを指す。しかし、付加価値は流

ということをやれば、売上に対して出ていく人

通過程で実現された売上から物的経費を差し引

件費は増えないので、結果的に計画以上に利益

いた金額を「新たに積み上げた価値」として認

が残る。そのため、人を補充しない（一人で作

識しているに過ぎない。したがって、付加価値

業させる）、間接作業の時間を労働時間としてカ

は生産物やサービスの価格、投入する資材の価

ウントしないということになる。こうした「生

格にも影響を受ける。そのため、一概に所得の

産性管理」を行っている企業は少なくないと考

低さ＝生産性の低さとはならない。このことは

えられる。とりわけ物的生産を行っているわけ

他業種についても当てはまる。日本企業の労働

ではなく、対人折衝のウェイトが大きいサービ

者は生産性が低いと言われ、残業代を払わなけ

ス業の場合、生産・労働過程における投入・産

れば生産性を上げるはずだと財界・政府は主張

出の関係を金額ベースでしか把握できないため、

しているが、そもそも残業代を未払いにして収

一人当たり売上や付加価値を用いて管理するこ

益を出しているのが実態であり、その原因は過

とになりやすい。

剰な価格競争や無償サービスの横行にある。中

(12) 山口不二夫「民間非営利組織の経営分析」

小企業の場合は、大企業による買い手独占・寡

（
『政治経済研究時報』№16-2、2012.11）では、

占状態の下でそれを強いられている。この市場

民間非営利組織の経営分析について、当研究所

の現実を抜きに、収益の低さを労働者や農民の

の例をあげて、「収益部門や資産をもちその運用

生産性の低さに求めるのは公平性を欠く。

で経費を賄っている」以上、「収支均衡と財産の

(10) 高橋明広・梅本雅・藤井吉隆「集落営農組織

減価の把握が必要」と指摘している。集落営農

における生産・労務管理の新たな展開と特徴

に求められる会計も要はこれと同じである。

―特定農業団体 N 営農組合を事例に―」

(13) 小田滋晃「農業会計からビジネス感覚を磨

- 59 -

く」（『農業と経済』2014.4）では、「農業は基本
的に気象等の基本条件に大きな影響を受ける天
候リスクだけではなく、在庫管理の困難性も踏
まえつつ豊作・不作の影響による市場における
収益変動リスクにも直面する。そのため、期間
費用・収益の対応を因果関係に基づいて理解す
ることが難しく、コスト・コントロールだけで
は収益が安定しないという特質をもつ」と指摘
している。同論文では、農業では、企業会計の
基本的な職能を果たすことが難しいことが指摘
されている。
(14) 『資本論』第 3 巻第49章「生産過程分析のた
めに」では、ポスト資本主義における生産管理
のあり方にかかわって、「労働時間の規制やいろ
いろな生産群のあいだへの社会的労働の配分」
に関する簿記が必要になるという言及がなされ
ている。現代社会において、具体的にどのよう
なものが想定できるのかは、今後の重要な研究
課題である。

（いしかわ

ひろまさ

政治経済研究所主任

研究員）
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■書評■

鶴田満彦著

『21世紀日本の経済と社会』
（桜井書店、2014年12月）

八 尾 信 光

１．本書の構成

２．本書全体の内容

本書は、経済理論・現代資本主義・現代日

本書は全体として「21世紀の世界を」長期

本経済に関する研究で多年学界をリードして

的に展望しつつ「現在の日本の経済と社会」

きた著者が最近発表された諸論文を編集し出

を分析し、人々が平和的に「より幸福な生

版された新著で、構成は下記のとおりである。

活」ができるようにするには「経済社会シス
テム」をどのように変えていくべきかを示そ

第1章

21世紀における経済システムの

うとしたものである。

変革

第１章は、確立期以降200年間の資本主義

第2章

2008年世界経済恐慌の基本性格

の歴史を踏まえ、資本主義の意義と諸問題を

第3章

2008年恐慌後の世界と日本経済

指摘した上で、それが自由主義段階から独占

第4章

グローバル資本主義のゆくえ

資本主義（帝国主義）段階を経て、現代資本

第5章

グローバリゼーションと国際秩

主義に至った過程、「現代資本主義」が1970

序

年代を境に「国家独占資本主義からグローバ

第6章

民から公へ

ル資本主義」に変容していった過程を分析し、

第7章

米英・欧州・日本資本主義モデ

グローバル資本主義の展開に伴う諸問題と、

ルの違い

その克服のための課題を論じている。

第8章

21世紀日本経済の針路

第２章は、米国発の金融危機で世界経済に

第9章

アベノミクスで日本経済はどう

大打撃をもたらした世界経済危機を「2008年

なるか

世界経済恐慌」と捉えて、これに関する諸説

第10章

日本経済分析と『資本論』

を検討し、その基本性格と今後の課題を論じ

補

『グローバル資本主義と日本経

たもの。第３章は、「08年恐慌」の背景や条

済』中国語版への序文

件と、この恐慌に対処するために金融・財政

章

両面からの荒療治を迫られた結果、金融と財
政のゆとりが大きく損なわれたことを欧・
米・日について指摘し、日本では2011年 3 月
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の大震災・原発過酷事故が追い打ちをかけた

分析し将来を展望するためにも『資本論』の

ので、脱原発を含め諸政策の大幅な見直しが

ような基礎理論を踏まえるべきで、その方法

必要になったことを論じたものである。

を継承して現代経済学の諸理論も学びつつ批

第４章は、「08年恐慌」は「グローバル資

判的に検討すべきことを論じている。

本主義」体制の形成によって生じたが、この

補章は、前著『グローバル資本主義と日本

恐慌でこの体制そのものが変容を迫られたこ

経済』の中国語版（2013年）序文。「グロー

とを指摘し、第５章は、それまでに進められ

バル資本主義とは何か」、それと08年世界恐

てきたアメリカ主導の経済グローバリゼーシ

慌の関係、今後の課題と展望を論述している。

ョンは、相応の国際的な統御の下で進められ

以下では、著者が「本書の根幹」部分とし

るべきであったのに、それを欠いていたため

ている第１章「21世紀における経済システム

に種々の混乱や危機、格差や不平等を生み出

の変革」と第８章「21世紀日本経済の針路」

したのであり、公正な国際秩序の構築が必要

の論旨をやや詳しく紹介した上で、これらに

であることを論じたものである。

関する評者の感想を述べてみたい。

第６章は、小泉政権（01年 4 月〜06年 9
月）が掲げて人気を集めた「官から民へ」の

３．著者の基本見解

標語に対して、著者が前著で提起した「民か

─ 21 世紀経済社会システムの
課題と展望─

ら公へ」の公改革の必要性と可能性を論じた
もの。民間の営利事業だけでは充足されない
社会的ニーズ（例えば、保健・衛生・教育・

第１章は、英国での産業革命を経て確立さ

生活環境・道路などの整備）も存在し、それ

れた資本主義200年の歴史を概観して、この

らを充足するには公的機関や非営利法人等に

経済システムの意義と諸問題を指摘した上で、

よる活動が必要であり、民間企業の大部分を

グローバル化を特徴とする現代資本主義が露

占める株式会社でさえ今日では「社会の公

呈させている諸問題をいかに克服すべきかに

器」としての役割と責任を求められる時代に

ついて、大要つぎのように論じている。
資本主義は歴史的なシステムであるが、す

なっていることを論じている。
第７章は、『エコノミスト』誌に発表され

べての経済システムに共通する「経済原則」

英訳もされた論文。資本主義には多様なモデ

をも充足すべきものである。個人や企業の私

ルがあり、グローバル化の下でもそうした多

的な必要だけでなく社会的公共的な必要も満

様性は保持されるべきことを論じたもの。

たすべきこと、生産を担う労働力を再生産し、

第８章は、世界経済統計に基づく将来予測

その母体である地球環境を保全すべきこと、

なども踏まえながら今後の経済社会の課題と

労働生産性の向上に基づき人間の自由時間を

展望を論じたもので、第１章とともに「本書

拡大すべきことなどである。資本主義は労働

の根幹をなす」部分と位置づけられている。

生産性を著しく上昇させるが、これらの原則
を十分に満たすとはいえない。

第９章は、第二次安倍政権（2012年末〜）
の経済政策アベノミクスを検討し、その金融

確立期以降の資本主義は、産業革命により

政策・財政政策・成長戦略を、以前の自民党

経済覇権を確立した英国が主導した「自由主

政権による諸政策と諸結果を踏まえつつ分析

義段階」から、その後を追った仏独米露日等

して諸問題を指摘し、国民生活の安定向上と

の諸列強が並立し対抗しあう時代に向かい、

経済・産業の再生を実現するのにはどんな経

その過程で「独占資本主義」が形成され、そ

済政策を目指すべきかを論じたもの。

れを経済的な土台として「典型的な帝国主義
戦争」としての第 1 次世界大戦（→ロシア革

第10章は、学生向けの論文で、現代経済を
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命）や、（1929年大恐慌→）第 2 次世界大戦

情報通信革命は国際資本取引の活発化とも

が引き起こされた。第 2 次大戦後の資本主義

結びついて複雑多様な金融商品を生み出しつ

を「現代資本主義」と呼びたい。

つ金融グローバリゼーションを促した。

戦後世界の主な特徴は、ソ連・中国をはじ

こうして形成された「グローバル資本主

めとする「社会主義」陣営の形成、アジア・

義」は、情報化と金融肥大化、それを主導し

アフリカ諸国の独立、資本主義世界における

た米国の制度・政策の世界化（アメリカナイ

米国の中心国化であった。それを背景に米国

ゼーション）を特徴としていたが、「米国発

は資本主義諸国の復興を支援して経済成長を

の2008年世界恐慌」で変容を迫られた。

促し、対ソ軍拡競争を展開しつつ新興独立国

この恐慌は、米国による金融主導のグロー

への支配を強めようとした。この過程で先進

バル化と、住宅バブルの膨張→崩壊によって

諸国の高成長が実現され社会福祉制度の充実

起きた。米国では2000年の IT バブル崩壊や

が進められたので、この間に形成された先進

01年の同時多発テロで沈滞した経済を活性化

諸国のシステムは「国家独占資本主義」とも

させようと、02年から FRB が極端な低金利

「福祉国家資本主義」ともいいうる。

政策で住宅投資を促した。その中でサブプラ

だが、「戦後 IMF 体制」が固定レート制を

イム・ローン（低所得者向け高金利融資）が

維持しえなくなり、1973年「変動相場制」に

拡大され住宅ブームと住宅価格の上昇が進ん

移行してからの資本主義経済は、「グローバ

だ。住宅価格の上昇はこの種のローンとブー

ル資本主義」に変容していった。為替相場の

ムを過熱させた。金融機関は、住宅販売業者

変動による損失を最小化するために国際的な

から買い取った住宅ローン債権を他の債権と

資本取引が活発化し、投機的取引も肥大化し

組み合わせ、それらを担保とする様々な証券

た。米国はそれを積極的に進め金融立国路線

を創出して世界中に売り出した。大手の格付

を展開した。その中で73年秋と78年末に起き

け会社も高い格付けを与えたので、こうした

た石油危機は、先進資本主義諸国を物価の上

ローン担保証券は多くの銀行や保険会社など

昇が伴う深刻な不況に陥れて、ケインズ的な

が購入した。だがこうした証券の価格は住宅

需要管理政策の放棄を迫った。物価上昇には

バブルの崩壊などでローンが焦げ付けば暴落

需要抑制策、不況には需要拡大策で対処でき

せざるをえない。2007〜08年に仏英両国や米

たが、両方が同時に起きたスタグフレーショ

国などで表面化した金融危機はこうして起き

ンにはケインズ的な政策では対処できなかっ

たのであり、大銀行や保険会社をはじめとす

たからである。そこで、通貨供給の増加率を

る多くの会社の経営を破綻させた。この恐慌

管理する政策（マネタリズム）以外の裁量的

は過剰信用で加速された過剰生産の表面化で

な諸政策を排して、経済活動は市場の自由に

あり、「金融危機を契機とするグローバルな

任せるという「新自由主義」の政策が英米日

過剰生産恐慌にほかならない」。

など各国で実行されたのである。

それは1929年の大恐慌を再現させる可能性

石油危機後には、産業の基軸が重化学工業

さえ含んでいたが、二つのことがそれを阻止

から情報通信産業と関連産業に移り、それに

した。破局を避けるため各国の政府や中央銀

伴って生産や流通の方法・事務処理方式・労

行、IMF などがなりふりかまわぬ財政・金融

働様式などが変化し経済社会を変容させた。

政策を断行し、中国などが内需中心の大規模

これにより従来の協働的・一体的な労働様式

景気刺激策を実行したので、世界経済全体の

が解体されて雇用や労働の多様化・分散化が

収縮に歯止めが掛けられたのである。 国際

進められ、パート労働や派遣労働、在宅労働

協議の仕組も拡充された。従来の G7（先進

などが増えて労働運動が弱体化された。

7 ヵ国の財務大臣・中央銀行総裁会議）に
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主な新興国や途上国と EU 代表を加えた G20

界経済の趨勢・現状・諸問題を踏まえた多様

が2008年11月に開催され、09年にはその常設

な21世紀社会論が展開されている。世界経済

が決定された。国連では G192 が開催された。

の長期経済統計に基づいたアンガス・マディ

また、スティグリッツは国連「世界経済理事

ソンや八尾信光の著作、日本科学者会議会員

会」の設置を、J.アタリは G20 と安全保障

らの『21世紀社会の将来像と道筋』、セルジ

理事会を統合した「世界ガバナンス理事会」

ュ・ラトゥーシュ、広井良典や橘木俊詔など

の設置を提案している。2009年に発足した米

の著作はその例である。それらによれば、新

国オバマ政権は、恐慌を防止するための金融

興国の台頭で南北格差は縮小に向かい、世界

規制改革法を成立させ、対外政策も協調的な

の人口増加率や経済成長率は逓減するので、

ものに改めた。米国主導の「新自由主義」的

世界は21世紀末までに定常状態に近い経済社

なグローバリゼーションが多極型・公的規制

会に向かうと見られる。

許容型のグローバリゼーションに変容しはじ

マディソン統計によれば、世界人口は西暦

めたのである。

1 →1000→1900→2000年の間に、2.3→2.7→

グローバルな資本主義的経済発展は限界に

15.6→60.7億人に増えた。最初の1000年間に

近づいている。急速な経済拡大と人口増加は

はごくわずかしか増えなかったのに、資本主

食糧や淡水とエネルギーへの需要を増加させ、

義の形成・発展後の増加は著しく、20世紀は

温室効果ガスの排出も増やすが、それらが地

100年で約 4 倍という「人口爆発」の時代と

球環境の壁に衝突しているからである。

なった。ただしマディソン統計を基本にした

グローバルな資本主義は「維持可能で公正

八尾氏の著作では、世界人口の増加率が1970

な経済システムに変革」される必要がある。

年代以降は逓減しているから2100年までには

金融の肥大化と暴走を抑えるために金融への

世界人口が増加しない時代に近づくとされ、

国際的な監視・監督の強化と、トービン税

世界経済の実質規模は2010〜2050年の40年間

（外国為替取引税）の導入などを進めるべき

にも約3.5倍に増大するが、この間に「先進

である。福島原発の過酷事故は脱原発を迫っ

諸国」の経済が低成長からゼロ成長に向かい、

ており、太陽光など再生可能エネルギーの利

その他の国々（「新興諸国」）全体の平均成

用と、エネルギー節約的なシンプル・ライフ

長率もそれに数十年遅れながら逓減していく

への転換を進めるべきである。各国での食糧

だろうから、2100年までには世界経済全体の

不足や水不足を避けるためのルールや政策も

規模も定常化するとし、その間に安定した社

必要である。経済社会における公共部門を拡

会・経済システムを構築すべきだとされてい

充し、株式企業なども「社会の公器」に変え

る。また、上掲の共同著作『21世紀社会の将

る必要がある。株式会社は会社法では株主の

来像と道筋』は、これまでに人類が共有しつ

ものとされるが、実際には働く人々の生産協

つある「民主主義・福祉・平和・環境」とい

同体であり、その経営には顧客や地域住民も

った普遍的価値の実現に向けて「合理的設

含む多くの利害関係者が関わっている。それ

計」に基づいた対処・政策が必要であること

は公的なルールに基づいて社会的な責任も果

を具体的に論じている。

たすべき経営体なのである。
第８章「21世紀日本経済の針路」では大要

＊ この章で著者も認めているように、21世紀の世

つぎのようなことが論じられている。

界は、人口増加率も経済成長率も逓減して定常

現代経済学の世界では数十年先を展望する

型の社会に向かうから、エネルギー・環境問題

ような理論は不評だが、歴史上の偉大な経済

なども努力をすれば解決できないわけではない。

学者たちは長期ビジョンも示した。最近は世

世界人口の20年ごとの増加率は、国連の中位
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推計によれば1960〜2100年の140年間に47→38→

発事故に見舞われたので、最後の20年間は

17→10→ 6 → 3 ％程度に逓減すると見られる。

「失われた20年間」と呼ばれることが多い。

また「先進諸国」の実質 GDP の20年ごとの増

この間に日本的雇用慣行の解体や労働運動の

大倍率は1955〜2055年の100年間に2.33→1.74→

弱体化が進められ、非正規雇用や不安定雇用

1.44→1.38→1.15倍程度に逓減し、「新興諸国」

が増えて名目賃金の低下が進んだ。それが日

はその後を総平均で60年近く遅れながら追うと

本経済をデフレにしたのである。

見込まれるから、1995〜〜2055年の60年間には

もちろん「失われた20年間」に「新たに得

2.8→2.1→1.4倍程度に増大倍率が逓減し、世界

られたもの」も無視すべきではない。①1990

経済全体の増大倍率もその間に2.1→1.8→1.3倍

年代後半からのインターネット革命で情報交

程度に逓減すると見込まれる。世界経済の長期

換や意思決定の水平化が進み、②92年以降、

趨勢から見れば、21世紀半ばまでに「先進諸

地球環境保全のための国際会議が重ねられ、

国」の経済はゼロ成長、「新興諸国」を含む世界

福島原発の過酷事故で脱原発の気運が高まっ

経済全体も2100年までにはゼロ成長に近づくと

たこと、③バブル崩壊と金融危機の経験を踏

見てよいであろう。後掲拙稿[2014][2012]参照。

まえて金融業監督体制や危機管理体制が整備
されたことなどである。

世界経済の拡大速度が逓減していくから、上
記のような諸問題の解決の可能性も大きい。ち

今後数十年間の日本経済の針路を考える上

なみに、1995〜2010年の15年間に 5 大新興国

では、地球環境と人間社会の「維持可能

（中・印・露・ブラジル・インドネシア）の実

性」・「公正」・「グローバル化」を重視すべ

質 GDP は3.30倍になったが、一次エネルギーの

きである。1990年代末に形成された金融への

消費は2.05倍であったから、実質 GDP との関係

管理・監督体制を強めてバブルを再現させな

で見た一次エネルギーの利用効率はこの15年で

いこと、原発過酷事故を踏まえて脱原発・グ

1.61倍程度に高まったと見られる。近年は各事

リーン・ニューディールを進め、関連産業の

業所と住宅・家電・自動車等での省エネや、再

振 興 と 雇 用 創 出 に 努 め る こ と 、「 官 か ら 民

生可能エネルギー関連の技術開発も目覚ましい

へ」の路線に換えて「民から公へ」の路線を

から、それらを推進して全世界に普及させれば

進め、株式大企業も「社会の公器」に変えて

エネルギー問題も解決できないはずはない。後

いくこと、これによって経済・経営・社会の

掲[2010][2011][2012]参照。

各分野での意思決定に、各種の利害関係者や
一般市民が関与できる経済社会を目指すべき

戦後の日本経済は、戦後改革を経て高度経

である。そうすれば日本経済は「脱成長」の

済成長を実現し、その後石油危機に直面した

定常型経済に近づくであろう。

が減量経営と輸出力強化でそれに対処し、
1985年のプラザ合意による円高には金融緩和

４．現代資本主義研究の課題

と内需拡大策を展開してバブル景気を膨張さ
せた。だが1990〜91年には株価や地価のバブ
ルが崩壊して90年代不況に入り、97〜98年の

以上のように、本書は、資本主義経済の確

金融危機では証券会社や大銀行の破綻が相次

立・発展・変容の過程を踏まえ、特に1970年

いで銀行業界の再編が進められた。2002〜07

代から今日までの「グローバル資本主義」の

年 に は 名 目 経 済 成 長 率 が 平 均 1 .6％ 程 度 の

形成・発展・変容の過程、その意義と諸問題、

「実感なき景気回復」が見られたが、08〜09

その長期趨勢を検討して、今後の世界と日本

年の世界恐慌では 2 年間で5.8％の経済収縮

の経済と社会、その課題と展望を論じた労作

を強いられた。2011年には東日本大震災と原

である。関連著作や諸統計を参照しつつ事実
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経過を丁寧にフォローし分析しており、現代

際諸機関の方針や政策も、総資本の要求と市

の経済と社会を多面的・時系列的・包括的に

民たちの要求を踏まえ、それらを総合して決

概観し、その将来を展望するための基本文献

定される時代になっている。資本の運動と支

として大変貴重であり有益である。

配が勤労者や良識ある市民たちの立場から見

評者は現代資本主義と今後の課題や展望に

て許容できない問題を生み出している場合に

関する著者の見解に、ほぼ全面的に賛成であ

は、必ず是正と解決を求める世論や運動が高

る。より詳しく検討すべき点もあるが、ここ

まる社会システムが形成されたのである。

では著者や読者と共に考えてみたい基本的な

そうだとすれば、資本主義批判の立場から

問題について卑見を述べる。

の現代資本主義研究においても、生み出され

著者や評者のように、今後の経済社会の課

ている諸問題を事実に基づいて解明し批判す

題とそれに関する指針や諸方策を提起したと

るとともに、その打開策や解決策、そのため

しても、現代社会は資本主義社会であるから、

の指針も提示すべきであろう。それがなけれ

そうした提起は無駄であり、支配層に利用さ

ば、市民たちの期待に応えることも社会改革

れるだけだとする意見についてどう考えるべ

を進めることもできないのである。

きであろうか。

『資本論』は、資本主義経済の基礎構造と

確かに、19世紀から20世紀前半の両大戦ま

発展傾向、それが内包する基本的な諸問題を

での資本主義国では経済社会に対する勤労大

理論的に解明した画期的な古典であるが、そ

衆の発言力や影響力は小さく、それに比して

こで指摘されている諸問題は、労働者階級が

資本の支配力が圧倒的であったのは事実であ

国家権力を掌握して生産諸手段の全社会的共

る。マルクスが近代社会を支配するのは資本

同所有を実現し、それに基づいて全労働者に

であり、近代国家は資本家階級が人民を支配

よる協同組合的な社会を形成しなければ克服

するための機関だと捉えたのも、20世紀前半

しえないと考えるべきではない。そのような

までの社会運動家たちがそうした捉え方に強

方法でよりよい社会が実現されるわけではな

く影響されたのも当然である。

いのである（[2007][2013]参照）。

だが19世紀半ば以降の百数十年間には、そ

したがって現代資本主義の研究では、諸問

うした思想や理論の影響もあって資本主義批

題の克服に向けた具体的な指針や方策の明確

判の研究や運動が多面的に展開された。特に

化も重要である。それにより、緊要な課題や

20世紀の前半期には、第 1 次大戦や（1929年

解決可能な問題から順に解決に向けたルール

大恐慌→）第 2 次大戦のような人類史上空前

や制度・政策が現実化されれば、19世紀以来

の大規模悲劇が引き起こされたので厳しい資

の資本主義批判者たちの願いや理想も徐々に

本主義批判と帝国主義批判が展開されて社会

実現されていくであろう。そのような見地か

主義革命さえ起きた。それらに促迫されて両

ら評者は、20世紀から21世紀の「資本主義社

大戦後の数十年間には、多くの資本主義国で

会」は、紆余曲折や前進・後退を含みつつも

国民主権と参政権の平等、言論や政治活動の

「資本が中心の社会」から「市民たちが中心

自由、生存権も含む基本的人権の尊重など、

の社会」への過渡期となるであろうとしてい

民主主義の拡充が大きく前進した。

る（拙著[2012]第 1 部の補論ほか参照）。ご

この結果、現代の「資本主義社会」では、

検討いただければ幸いである。

経済活動の大部分は資本の主導で行われてい
関連拙稿（八尾信光）

るものの、政治や社会の主人公は主権者とし

[2014]「長期経済統計から見た21世紀の世界経済」

ての地位を獲得したすべての国民（労働者も

経済理論学会『経済理論』第51巻第 1 号

含む市民たち）とされているから、政府や国
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[2013]「社会経済学の課題」『立命館経済学』第61
巻第 6 号
[2012]拙著『21世紀の世界経済と日本―1950〜
2050年の長期展望と課題―』（晃洋書房）
[2011]「太陽光の有効利用を進め、雇用を拡大しよ
う」『中小商工業研究』第109号
[2010]「グリーン・ニューディールの可能性」『経
済学科学通信』第123号
[2009]「書評 鶴田満彦著『グローバル資本主義と
日本経済』」
『政経研究』第93号
[2007]「アソシエーション社会の可能性について」
『経済学科学通信』第115号
＊ なお評者は、第 2 次大戦後の先進資本主義諸国
の社会経済システムは、前ページでも示唆した
ように、「国家独占資本主義」というよりは「修
正資本主義」と捉える方が適切であると考えて
いる。この段階の資本主義国においては、中
央・地方の議会や政府によるルールや制度･政策

本体3200円＋税
四六判 328頁
桜井書店 （2014年12月）
ISBN978-4-905261-23-0

の決定と改変は、勤労大衆を含む全国民（市民
たち）の願いや要求を踏まえながら進めざるを
得なくなってきており、それによって「資本が
中心の社会」という意味での資本主義社会は修
正されているからである。この点については上
掲拙稿[2013][2012][2009]なども参照されたい。

（やお のぶみつ 鹿児島国際大学名誉教授）
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■書評■

泉 弘 志 著

『投下労働量計算と基本経済指標
―新しい経済統計学の探究―』
（大月書店、2014年 2 月）

鶴 田 満 彦
さにこの点にかかわるものであった。たとえ
ば r の分母をなす資本が、機械などの物的資

１ 本書の目標と主要内容

本のほか、国債・株式などの証券や住宅・土
地までも含んでいるのはどうかとか、分子を

昨今の経済学界では、T.ピケティの『21

なす収益（利潤）が企業者利得、利子、地代

世紀の資本』（仏語版2013年、英語版および

を含んでいるのはいいとしても、それらの源

日本語版2014年）が話題となった。日本語版

泉が明らかにされないままでいいのかという

の表紙には「r >ｇ」が大きく書かれ、その下

疑問は当然に生じてくるであろう。産出や所

に「資本収益率が産出と所得の成長率を上回

得の成長率である g にしても、さまざまな物

るとき、資本主義は自動的に、恣意的で持続

財やサービスからなる産出をどのように集計

不可能な格差を生み出す」という解説文があ

し、それぞれにどのようなウエイトを付けて

る。つまり、r が「資本収益率」（あるいは

平均成長率を抽き出すのかが、十分に吟味さ

利潤率）で、g が「産出と所得の成長率」と

れねばならない。これらの基礎概念が不明確

いうわけである。これほど簡単なモデルで資

だと、その上に構築された緻密な統計的分析

本主義の長期的動態を特徴づけた例は他には

も有益な政策的提言も「砂上の楼閣」になり

ないであろうし、ピケティは、これを裏づけ

かねない。

るために利用可能な国民所得統計はもとより、

ピケティへの関説がやや長くなってしまっ

アンシャン・レジーム期の課税・相続税統計

たが、ここにとりあげる泉弘志『投下労働量

までも用いている。そして格差拡大を是正す

計算と基本経済指標』（2014年）は、ピケテ

るために、累進所得税や世界的な資本税を提

ィが常識的に受け入れている統計的分析の基

案している。

礎概念や基本経済指標を投下労働量計算にも

理論モデルを統計と結び付けて有意な結論

とづいて再構築し、時代や体制や生産様式を

を導き出すという手法は、経済学におけるき

超えて比較可能な統計的方法を提案した労作

わめてオーソドックスな方法であるが、その

である。本書の目標は、著者自身の言葉によ

場合、最初の必要条件は、理論モデルを構成

れば、次の通りである。「投下労働量計算と

する諸概念が適切で一義的であることである。

は、各生産物にどれだけの労働量が投下され

ピケティの労作に寄せられた多くの批評もま

ているかを計算すること、いいかえれば、各
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生産物を生産するのにどれだけの労働量が必

味での支配労働量は、その物財の価格やそれ

要であるかを計算することである。各生産物

で購入・雇用しようとする労働の賃金に依存

を生産するには、その生産物を生産する産業

しているからである。価値にもとづいて説明

の労働だけでなく、原材料、燃料、機械、器

すべき筈の価格や賃金から逆に価値（支配労

具、建物等も必要であるが、投下労働量には

働量）が決まってくるというのでは、価値に

これらを生産するために必要な労働量も含ま

ふさわしい概念とはいえないというわけであ

れる。……基本経済指標という用語は、ここ

る。分配関係から独立した価値性の探求が、

では、経済成長率、国際経済規模比較、購買

リカード、マルクス、スラッファ、新リカー

力平価、生産性上昇率、生産性水準の国際比

ド派を貫通する理論的伝統となってきた。

較、剰余価値率、利潤率を指している。これ

著者は、本書によって労働価値論を説こう

らの経済指標は国民経済を分析するうえで非

とするものではないが、あらゆる経済的数量

常に重要なものである。これらの経済指標を

の基礎に投下労働量を置こうとする点で、事

よりリアルに、より本質的なものを表現する

実上、リカード、マルクス以来の伝統を受け

ものに練りあげていくうえで、投下労働量計

継ぐものとなっている。あらゆる経済的数量

算が大きな役割を果たしているというのが本

を投下労働量に還元することによって、時間

書の主張である」（ 3 〜 4 頁、以下、本書か

と地域を超えた比較を行う新たな方法を提示

らの引用に際しては、頁数のみを記す）。

することが、本書の目標である。本書の副題

投下労働量計算と投下労働価値論は、著者

が「新しい経済統計学の探求」とされている

もくりかえしことわっているように相互に異

所以である。

なる概念であるが、密接に関連し合っている

このような目標のもとに本書は、次のよう

概念でもある。統計学者でもあった W.ぺテ

な 4 つの部と14の章から構成されている

ィに由来する労働価値論は、A.スミスにお

（その前後に「はしがき」と「おわりに」が

いて物財の価値はその生産に投下された労働

置かれている）。

量によって決まるという投下労働価値論と、

第Ⅰ部

投下労働量計算とは何か

物財の価値はその物財が支配（購入）できる

第1章

投下労働量計算の目的

労働量によって決まるという支配労働価値論

第2章

投下労働量の計算方法

の二様の解釈を許すものとなり、投下労働価

第3章

投下労働量計算と生産の境界に

値論を純化・徹底させたのが D.リカードで

ついて

あり、支配労働価値論を純化・徹底させたの

第Ⅱ部

が R.マルサスであるというのが、経済学史

投下労働量計算と経済成長率計測
と国際経済規模比較

上の常識になっている。19世紀後半の限界革

第4章

投下労働量計算と経済成長率

命以降の人間の物財に対して認める主観的な

の計測―日本2000−05年の経

効用や選好の度合いによって価値を決めよう

済成長率計測を例に

とする主観価値論に対して、物財に内在する

第5章

購買力平価・実質値産業連関

客観的な性質によって価値を規定し、価値に

表と経済規模の国際比較―日

もとづいて価格、地代、利潤、賃金等を説明

中韓2000年を対象に

しようとするのであれば、支配労働価値論よ

第6章

りも投下労働価値論の方が優位性をもってい

購買力平価に関する若干の論
点について―松川太一郎氏の

るというのが、通説であった。なぜならば、

コメントに答える

ある物財の支配労働量は、その物財で購入・

第Ⅲ部

雇用できる労働量にほかならないが、この意

第7章
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投下労働量計算と生産性の計測
全要素生産性と全労働生産性

第8章

生産性計測とキャピタルサー

（2005年）の市場価格を基準時点（2000年）

ビス
第9章
第10章
第11章
第Ⅳ部
第12章
第13章
第14章

の固定価格にデフレート（変換）することを

付加価値生産性と全労働生産

通じて算出されているが、著者によれば、さ

性

まざまな使用価値量を集計するためには必ず

全労働生産性による中国の部門

しも市場価格を用いる必要はなく、むしろ投

別生産性上昇率の計測

下労働量（人年）の方が集計因子として優れ

産業別生産性水準の日韓比較

ている。また、円で集計するにせよ、人年で

投下労働量計算と剰余価値率・利

集計するにせよ、さまざまな財貨・サービス

潤率

を集計する際には、各財貨・サービスにウエ

剰余価値率の推計

日本1980−

イトをつけなければならず、ウエイトをとる

1990−2000年

時点を基準時点とするか、比較時点とするか

生産価格と均等利潤率の計算

という問題が生ずるが、著者は両者の平均を

日本1980−1990−2000年

利用すべきだと主張している。その結果、

剰余価値率の実証研究をめぐる

2000年から2005年までの年平均実質 GDP 成

若干の論点―東浩一郎氏の批

長率は、2000年市場価格で表示した場合には

判に答える

0.74%であるのに対し、著者の主張する2000
＆2005年平均固定価値価格（投下労働量）で

上記の部章構成において、第Ⅰ部は、産業

表示した場合は、0.42%となる（84〜85頁）。

連関表を利用した投下労働量の計算方法を明

さらに、著者はこの方法を2000年の日中韓 3

らかにすることを通じて投下労働量という基

国の GDP 比較に適用し、購買力平価として

礎概念を提示したものである。ここで著者が

は、 3 ヵ国加重平均投下労働量に比例する価

強調するのは、国民所得や国内総生産を生み

格を用いて計測している（109頁）。

出す投下労働は「超歴史的範疇（歴史貫通的

第Ⅲ部は、投下労働量計算にもとづいて言

な範疇）」（44頁）であって、商品や価値を

葉の真の意味での労働生産性、すなわち全労

形成する労働とは範疇を異にするということ

働生産性という概念を提起し、それによる労

である。したがって、公務員や家事使用人の

働生産性を日本および中韓両国について計測

労働も家庭菜園栽培を含む家事労働も、広義

したものである。

の生産活動である限り国民所得を生産してい

生産性概念としては、通常は全要素生産性

る こ と に な る 。 こ の 点 で は 、 既 存 の SNA

（Total Factor Productivity、TFP）または付加

（国民勘定体系） と整合的であるが、SNA

価値生産性が用いられている。全要素生産性

が自己所有の住宅も「帰属家賃」に相当する

は、新古典派の限界生産力説にもとづく生産

所得を生み出すとしているのに対し、著者は

関数を想定して資本（原材料・固定資本）と

労働の行われないところには所得は生じない

労働とがともに産出に貢献しているという考

として、SNA のこの取扱いには批判的であ

え方に従うものであるが、著者が注目するの

る。

は、全要素生産性論においては限界生産力命

第Ⅱ部は、投下労働量計算によって実際に

題と整合性を保持するため資本投入とは「資

日本の2000−05年の実質成長率を示すととも

本サービス」投入であり、資本投入金額とは

に、2000年における日中韓の経済規模を購買

レンタル額（固定資本減耗額＋利子）に等し

力平価で比較したものである。実質成長率と

いとみなされている点である（145頁）。「資

は、各種財貨・サービスの使用価値量の増加

本サービス」という概念自体あいまいであり、

率であり、通常の国民経済計算では比較時点

事実、「資本サービス」の定義と測定方法に
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よって技術進歩率にかなりの差異が生じてい

に上昇し（282頁）、均等利潤率は0.3576か

る。付加価値生産性論は、各産業の利潤と賃

ら0.2816へ、現実価格平均利潤率は0.2336か

金の総額は各産業の付加価値に等しいとみな

ら0.1838へそれぞれ低下している（292頁）。

すのであるが、各産業の剰余労働は当該産業
の利潤と一致しない以上、産業別付加価値額

２ 学界と社会への本書の主要貢献

は、そこで行われた労働の指標（付加価値）
ではなく、分配された労働（付加価値）の指

以上に概観してきたように、本書は、投下

標に過ぎない。これらに対して著者の提唱す
る全労働生産性（Total Labor Productivity,

労働量計算によって基本経済指標、すなわち

TLP） 論は 、産 出量/（直接労働量＋原材料

実質 GDP、経済成長率、国際経済規模比較、

投下労働量＋固定資本減耗投下労働量）、と

生産性上昇率、剰余価値率、利潤率等を再定

定義され、それは、 1 /産出物単位当たり全

義し、それらの概念を既存の産業連関表等の

労働量、に等しい。ここで産出量は、たとえ

統計に適用して、よりリアルな経済像を提示

ば鉄10万トン＋小麦 1 万トンというさまざま

しようとした労作である。本書の理論的基礎

な使用価値量で表わされるのであるが、各生

には、「おわりに」に記してあるように、置

産物への投下労働量を集計因子として集計さ

塩信雄氏の価値・生産価格・利潤率に関する

れる。著者は、1960−2000年の TLP 上昇率

先駆的な業績（『マルクス経済学―価値と

を計測し、TFP 上昇率と比較して示している

価格の理論』筑摩書房、1977他）がある。し

（162〜163頁）。

かし、経済理論的には置塩理論にもとづきな

第Ⅳ部は、投下労働量計算にもとづいて

がらも、統計的に適用可能なように概念を再

1980−1990−2000年の日本の剰余価値率・利

定義し、実際に計測した功績は著者独自のも

潤率・生産価格・均等利潤率を計測したもの

のである。産業連関表と Excel を使って投下

である。ここでは投下労働量タームだけでは

労働量を計測する計算式まで提示しているの

なく、価値というタームが初めて登場してく

は、本書が学界のみならず、行政者や実務家

るので、著者は価値形成労働の範囲について

にも有用であることを示している。

次のように規定している。すなわち、「ここ

本書の第一の貢献は、経済生活における投

では物的財貨生産労働だけでなく、教育、医

下労働量概念の重要性を明らかにしたことで

療、娯楽等のサービス労働も価値を形成する。

ある。いつの時代、いかなる社会においても、

しかし、商業労働、金融労働、公務労働は価

人間の経済生活の基礎をなす生産活動は、生

値を形成しない、という仮定で計算すること

産手段と労働との結合として行われてきた。

にする」（280頁）。ここで必要労働を貨幣賃

最近の ICT（情報通信技術）革命や経済の

金で購買可能な賃金財に投下されている労働、

「金融化」によって労働のあり方はいちじる

剰余労働を全労働から必要労働を引いたもの

しく変容しているが、経済生活の基礎に人間

と定義すれば、剰余価値率＝剰余労働/必要

の労働があるという事実はまったく変わって

労働、利潤率＝剰余労働/不変資本投入労働

いない。ここでいう労働は、当然、投下労働

＋必要労働、となる。均等利潤率と生産価格

である。支配労働は交換関係や雇用関係を前

は、価値（労働）タームの利潤率と価値価格

提とした概念であり、いつの時代、いかなる

から出発して利潤率が均等になるように逐次

社会においても歴史貫通的に成立する概念と

計算を繰り返してゆけば得られるとしている。

はいえない。

著者の計算結果によると1980年から2000年

それに対して投下労働は、交換や雇用の有

にかけて、剰余価値率は97.3%から116.7%

無にかかわらず生産の営まれるところでは必
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ず行われる活動であり、その意味で歴史貫通

（Geary-Khamis method、 GK 法）は、比較

的で超体制的な概念である。ある国の経済規

参加国（たとえば、日中韓 3 ヵ国）の加重平

模の増大をどのようにして測定するか、異な

均現実価格を共通単位（たとえば国際円）と

る国の経済規模をどのようにして比較するか

するものであるが、著者が提案する方法は、

という場合、投下労働を基礎にして考えなけ

比較参加国の加重平均投下労働量に比例する

ればならない。歴史的に時間が経過する間に

価格を共通単位として使用する「国際投下労

も、異なる国と国の間でも、経済制度や経済

働量法」（105〜111頁）である。この方法は、

体制は違っているかも知れないからである。

現行法が現実価額をウエイトとしているのに

ある国の経済規模は、たとえば鉄鋼10万ト

対し、投下労働量をウエイトとしているので

ン＋小麦 1 万トンというように、さまざまな

あって、投下労働量基準の観点が一貫してい

種類の生産物・サービスのさまざまな量の集

るといってよい。

合として現れ、これが NI（国民所得）とか

第二に、投下労働量計算の観点から生産性

GDP（国内総生産）と呼ばれるのであるが、

概念を精緻化して全労働生産性という概念を

これをいかにして集計するかが問題である。

提起し、それを日中韓 3 ヵ国について実際に

物理的重量で集計するのは論外だとしても、

計測していることも、本書の重要な貢献であ

原則として市場価額で集計する既存統計に対

る。前述のように、生産性といえば、通常は

し、著者は、投下労働量（参加労働者数× 1

全要素生産性（TFP）や付加価値生産性や直

人平均年間労働時間、人年）で集計すること

接労働生産性が用いられることが多いが、言

を提唱している。この著者の方法の長所は、

葉の真の意味での生産性は、全労働生産性

必ずしも市場価格が成立しない生産物やサー

（TLP）、すなわち直接労働のみならず、生

ビス、たとえば公務労働や家事労働やボラン

産に使用された原材料や労働手段（損耗分）

ティア労働をも GDP に包摂できることであ

に含まれている労働をも考慮した生産性概念

る。また、前述のように、投下労働が行われ

以外にはない。

ていない持家住宅の「住宅サービス」による

TFP や付加価値生産性概念の難点について

帰属家賃は、適切にも GDP からは取り除か

は、前述の内容紹介のところでふれたので、

れることになる。この点を著者は、次のよう

ここでは直接労働生産性を問題にしよう。直

にいっている。「私は、人が住宅に居住して

接労働生産性論とは、ある産業やある工場に

いるとき、持家住宅であろうと賃貸住宅であ

おいて、生産物単位あたりに直接投入される

ろうと、人は『住宅サービス』という居住過

労働量によって生産性を測定しようというも

程で新たに生産されたものを消費しているの

のである。この考え方によれば、完全に無人

ではなく、建築業において過去に生産された

化され、ロボットのみが操業している工場で

住宅という耐久消費財を消費している、と考

は、労働生産性は無限大ということになるが、

える」（52〜53頁）。

このような考えは、むろん誤りである。真の

投下労働量計算にもとづく購買力平価の新

労働生産性は、直接投入された労働だけでな

たな算定方法の提案も興味あるものである。

く、原材料に含まれた労働やロボットを造る

GDP など経済規模の国際比較のためには、

労働をも考慮するものでなければならない。

異なる通貨単位を共通単位に換算しなければ

一般論として、労働代替的な機械の導入は必

ならないが、最近は市場為替レートのほかに、

ず労働生産性を高めるとはいえないのである。

IMF などから購買力平価が発表されて、購買

著者のいう全労働生産性は、この点を明瞭に

力平価による経済規模の国際比較が行われて

している意味でも、重要な意義をもつ。

いる。現行の購買力平価の代表的算定方法

労働生産性の上昇による労働時間の短縮と
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自由時間の拡大は、時代と地域を超えて、人

営業者が減少し、自営業者から収奪した部分

間が人間らしく生きるための目標である。労

が減少しているので、現実価格タームで計算

働生産性上昇率の正確なデータは、「働き過

した剰余価値率からは、その上昇傾向が明瞭

ぎ」をなくし、自由時間拡大をめざす社会的

に は 読 み 取 れ な い と い う 著 者 の 指 摘 （ 306

運動にとっても必須のものである。

頁）も興味深いものであった。

本書の第三の貢献は、投下労働量計算にも

著者は、1980−1990−2000年の日本につい

とづいて剰余価値率と利潤率を1980−1990−

て、価値タームの価値平均利潤率と均等利潤

2000年の日本について実際に測定しているこ

率、価格タームの現実価格平均利潤率をそれ

とである。冒頭にあげたピケティの本でも、

ぞれ算出し（292頁）、趨勢的には低下傾向

r > g という式を示してはいるものの、r は資

にあることと、各時点において、価値均等利

本利潤率なのか、資産収益率なのかは不分明

潤率＞価値利潤率＞現実価格平均利潤率とい

で、ましてや利潤率の重要な決定要因である

う不等関係が成立していることを明らかにし

剰余価値率を問題にした形跡もない。『資本

ているが、これが何を意味しているかを探求

主 義 の 終 焉 と 歴 史 の 危 機 』（ 集 英 社 、 2014

することも今後の経済学の課題の一つであろ

年）を書いた水野和夫氏も、利潤率の長期的

う。

低下による資本主義の終焉を説くのであるが、
長期利子率の低下から利潤率の低下を傍証し

３ 本書をめぐる論点

ているだけで、実際に利潤率を計測している
わけではない。それらに対して、本書は、投
下労働量計算にもとづいて剰余価値率や利潤

上述の通り、本書は学界と社会に貴重な成

率を計測しているのであって、貴重な実証的

果とデータを提供している労作であるが、同

価値をもつ。

時に投下労働量計算にかかわるいくつかの論

著者のいう剰余価値率は、前述の通り剰余

点をも提起しているように思われる。それら

労働/必要労働であり、価値ターム（投下労

のうち、ここでは 2 点だけを取り上げよう。

働時間）で定義され、計測されている。これ

第一は、投下労働量において、労働強度と

に対して現実価格タームで、利潤＋利子＋地

労働複雑度をいかに考慮するかという問題で

代/賃金という比率をもって剰余価値率とす

ある。これは、ベーム・バヴェルクの古典的

る考え方もありうるが、著者は、現実価格タ

労働価値論批判以来、繰り返し提起されてき

ームの「利潤の源泉には、労働者から搾取し

た論点で、著者も十分に自覚しているもので

た剰余価値だけでなく、自営業者との不等価

ある。著者は、労働量＝就業者数× 1 人当た

交換で得た収奪も存在する」（305頁）とい

り労働時間×労働強度×労働複雑度、と定式

って、分配国民所得統計から安易に剰余価値

化しているのであるが（74頁）、労働強度と

率を計算する方法を斥けている。評者も、こ

労働複雑度に関しては依拠しうる客観的指標

の著者の方法を支持する。剰余価値率は、第

がないとして、本書では、強度と複雑度は産

一義的には労働時間で算出されるべきであっ

業間で差がないものとして扱っている。強度

て、必要労働時間＝労働者の貨幣賃金で購買

と複雑度を考慮した場合と考慮しない場合と

可能な賃金財に投下されている労働時間、剰

の誤差について著者は、「国民経済全体を数

余労働時間＝労働者の全労働時間−必要労働

十部門に分類して計測する場合、この誤差は

時間、という定義に従って必要労働時間に対

せいぜい数割程度ではないか。価値価格から

する剰余労働時間の比率として表わされるべ

市場価格への産業別乖離度、賃金の産業別格

きであろう。戦後日本の高度成長の過程で自

差等が数倍のオーダーであるのと比較して、
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はるかに小さいのではないかと私は考えてい
る」（76頁）といっている。
評者もこの意見には同意するが、著者は、
すでに『剰余価値率の実証研究』（法律文化
社、1992年）第 3 章「複雑労働の単純労働へ
の換算係数について」を発表しており、本書
でもこの問題についての正しい観点を次のよ
うに記述している。すなわち「産業別あるい
は職種別の労働強度や労働複雑度について考
える際、単位当たり労働量の生み出す効用や
生産物金額の産業別・職種別相違とは明確に
区別して考えることが重要である。労働量は
それを供給する者にどれだけの負担になるか
という側面から考えるべきであって、そこに
どれだけのものを生み出すかという側面を忍
び込ませてしまうと、あいまいな概念になっ
てしまう」（75頁）。したがって、賃金格差
定価：本体4,800円＋税
A5判 336頁
大月書店（2014年02月発売）
ISBN-10: 4272111205
ISBN-13: 978-4272111206

から強度・複雑度を逆算する方法などはまっ
たくの謬見ということになろう。この点につ
いても、評者は著者に完全に同意する。この
正しい観点に立って、労働強度や労働複雑度
をも考慮した、本書を超えるような研究が出
現することを著者とともに期待したい。
第二は、投下労働量計算と市場価格との関
係に関する問題である。前述の内容紹介の通
り、著者は、投下労働量は価値や価格に先行

ル（ｔ）は、著者によれば、輸入品の存在を

して国民所得を決定するものであって、「国

考慮しない単純な場合には、次の式をｔにつ

民所得の大きさは経済制度に関わりのない純

いて解くことで得られる。

生産の大きさであり、超歴史的範疇（歴史貫

ｔ＝ｔ(Ａ＋Ｄ)＋ｒ

通的な範疇）である」（44頁）といっている。

ここで、Ａは中間投入係数行列、Ｄは固定

この立場からすれば、当然「投下労働量は市

資本減耗係数行列、ｒは産品別単位物量当た

場価格を決定する諸要因の一つ」（23頁）で

り直接労働量を示す行ベクトルである（40

あって、逆に市場価格が投下労働量を決定す

頁）。

る諸要因の一つだということは、著者の受け

ｔの決定因子であるＡ、Ｄ、ｒは何によっ

入れるところではないであろう。

て決まるか。著者は明言していないが、技術

この著者の立場は、基本的には正しいもの

によって決まると考えてよいだろう。技術が

であろう。その上で、評者はあえて市場価格

進歩してＡ、Ｄ、ｒが小さくなればなるほど

が投下労働量を決定する諸要因の一つとなる

ｔも小さくなって、ｔの逆数である労働生産

場合があるのではないかという疑問を提出し

性も上昇するのである。

てみたい。

ある時代のある国のある産業において技術

産品別単位物量当たり投下労働量行ベクト

が 1 種類しか存在しなかった場合には、問題
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はない。上記の説明ですべて尽くされている。
しかし、複数の技術が存在する場合は、生産
者 に よ る 技 術 の 選 択 が 行 わ れ る 。「 超 歴 史
的」（歴史貫通的）には、単位物量当たりの
投下労働量（ｔ）を最小にするような技術が
選択されることが望ましいが、資本主義にお
いては資本家の負担するコストを最小にし、
利潤率を上昇させるような技術が選択される
のである。たとえば、労働代替的な機械を採
用するかどうかという場合、資本家は、ｔが
小さくなるかどうかではなく、増加する機械
減耗コストを節約される賃金コストが上回る
限り、当該機械を採用するのである。機械減
耗コストは機械の市場価格と関係しているで
あろうし、賃金コストは実質賃金率や賃金財
の市場価格と関係しているであろう。実質賃
金率や賃金財の市場価格が相対的に高い場合
には、労働代替的な技術が導入されやすいの
に対し、逆の場合は逆である。この意味では、
市場価格は、技術選択を通じて投下労働量に
影響を及ぼしているといえる。
投下労働量計算は、現実に採用されている
技術を前提して行われるのだから、資本主義
的技術採用基準のために、計算結果自体にバ
イアスが生じているというわけではない。し
かし、投下労働量概念は必ずしも超歴史的、
超体制的ではなく、技術の選択において歴史
体制的痕跡をとどめているのではないかとい
うのが、評者の疑問である。
（つるた

みつひこ

中央大学名誉教授・

公益財団法人政治経済研究所監事）
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■書評■

中川信義 著 /田中祐二・中本悟・杉本良雄 編

『世界価値論研究序説』
（御茶の水書房、2014 年 9 月）

中川スミ 著 /青柳和身・森岡孝二 編

『資本主義と女性労働』
（桜井書店、2014 年 3 月）

小 嶋 康 生
な額縁に信義氏は「経済学批判体系研究居
士」、スミ夫人は「資本論体系研究大姉」と

〈Ⅰ〉

特筆大書されてあった。書斎に飾られ「安心
立命できる」とご満足であった。

両著はいずれも遺稿集である。経済学者・

この間の心境を信義氏は物故一年前に、畏

中川信義氏（大阪市立大学名誉教授）をご存

敬されていた宮崎犀一東京女子大学名誉教授

じない方もおられようが、経済学徒であれば、

への書簡で「私たちの死後、必ずやわれわれ

岩波の『経済学辞典』をひもといたであろう。

の『平等』論が、『万有引力』『地動説』『進

大阪市大経済研究所編のその『辞典』、とり

化論』のように常識になる日が来ると思いま

わけ三版は同氏がリーダーとなり作り上げた。

す」と認めていた。その「平等」論は注釈で

その夫人中川スミ氏（元高田短期大学教

「世界的労働」、「ジェンダー」とされてい

授）は2009年に先立たれ（66歳）、その 2 年

る。導きの糸であった『資本論』から得た結

後の2011年に中川信義氏も物故された（71

実がご両人にとって「世界的同一労働」と

歳）。生前、中川信義氏はスミ氏の遺稿を整

「ジェンダー平等」であり、それが『世界価

理 さ れ 、『 資 本 ・ 賃 労 働 ・ ジ ェ ン ダ ー Ⅰ，

値論研究序説』、『資本主義と女性労働』両

Ⅱ』として出版される予定であった。また、

作品のキーワードとなっている。

ご本人も「世界価値論」を総括する作品に取

ところで在野の一介のジャーナリストが書

り掛かり、全体構想を示していた。両著とも

評の筆を取るのはおこがましいと重々に承知

それに基づいて研究仲間ないし教え子の手で

している。ただ、ご夫妻と長年、公私にわた

出版の運びとなった。

り交流があったので、両先生主導の「国際経

ご両人は半世紀近く『資本論』一筋の研究

済 研 究 会 」（ 後 継 は 古 澤 賢 治 ・ 愛 知 大 学 教

生活であった。中川信義氏は中国・韓国経済

授）の一員として筆を取った。

の研究と学術交流にも力を注いだが、その縁
もあり最晩年に中国の書道家から「戒名？」
（「？」は信義氏）を贈呈されている。立派
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中本編者は「はしがき」で、この遺稿集は
中川氏が残した作成メモに基づき編成したと

〈Ⅱ〉

記している。中川氏の生前の意向もあり、補
足や注釈を遠慮している。

中川信義著『世界価値論研究序説』
（A5 版、

その中川メモには「結章

国際価値論から

318頁）の構成は以下のようになっている。

世界価値論へ」とあった。また、 5 章も「国

編者は田中祐二・中本悟・杉本良雄。いず

際価値論争史再考」と改稿される段取りであ

れも立命館大教員。中川氏は1970年から2003

った。そして、 4 章までを前編（「国際価値

年の定年退職まで33年間、大阪市立大学経済

論争史」）、 5 章、結章で後編（「国際価値論

研究所で研究生活を続けられ、その論文数は

から世界価値論へ」）とするのが当初計画で

学会報告その他をあわせると102点（一部、

あった。

九州大学時代のものを含む）にのぼった（著

しかし、 5 章の改稿、結章の出稿はかなわ

作 目 録 3 0 8 頁 ）。 研 究 テ ー マ は 「 国 際 価 値

なかった。体調を壊されたためである。結語

論」、「多国籍企業論」、「アジア経済論」で

となる部分が陽の目をみなかったことは惜し

あったが、このたび編纂されたのは「40年間

まれるが、残されたメモによると結語の中身

かけてやってきた」と語っていた国際価値論

は「世界勤労および世界労働論」になる予定

集。中川理論の要となる「世界労働」「国際

であった。

価値」「国際市場価値」の三つのカテゴリー

だからといって本書の「価値」が下がった

を骨格にして組み立てられている。

わけではない。「国際価値論争史」としても
逸品である。戦後の論争史を積み重ねる記述

本書の論題を見ておく。
序 章

の中で氏の「国際価値論から世界価値論へ」

世界市場における価値法則と競争

で何を意図したかが見えてくる。

─ 価値法則の国際的適用について
─（1978年）
第一章

まず、前編としての「国際価値論争史」を

国際貿易の理論問題（1981年）

取り上げる。

第二章 「不等価交換」と国際価値論─エ

このところマルクス経済学（マル経）の中

マニュエル、アミン、パロワの「不平

でも価値論は人気薄である。価値論抜きの

等交換」批判─（1983年）

『資本論』学者も珍しくもない。その影響を

第三章

国際価値論の若干の理論問題（1983

受け国際価値論議もいささか精彩を欠いてい

年）

る。しかし、マルクス理論の背骨であること

第四章

国際的交換（1985年）

には変わりはない。中川氏は生涯の仕事とし

第五章

国際価値論争再考（2003年）

て執拗に取り組んだ。
「国際価値論」とはなにか。一般的には国

作品は時系列的に発表されてきた論文集で

際貿易の理論問題とされるが、それだけでは

ある。生前、何冊もの編著、共著を出版され

あるまい。グローバルな資本運動が軸となる

ていたが単著としては初めてのものとなる。

時代状況の中で一国経済を越えた場での価値

各章の見出しには国際価値論の文言が繰り返

法則の具体化が求められている。「世界価値

されてあるが、一番弟子であった杉本氏の論

論体系化」である。中川氏の視点はこの人の

評を借りていえば、中川氏の手法は基本概念

常用句で言えば「全球化」（地球規模）にす

を繰り返し論じるなかで論点を深めていって

えられていた。

いる。

国際価値論の嚆矢を切ったのは名和統一大
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阪市大教授。戦前の満鉄調査部時代、国境を

「世界的市場価値」を打ち出した。その一体

越えた日「満」取引の研究からヒントを得た。

把握、それが「後編」となるものであった。

戦後、国際価値論はマル経だけの道具ではな
く近代経済学者にも受け入れられ、両派間の

中川氏は本著に先立ち、2009年に中国語版

論争もあった。リカードを継承する一橋の赤

の『世界価値論序説』（香港・中国文化出版

松要が一方の旗頭という時期もあった。しか

社）を公刊している（韓国でも論文集が翻訳

し、総じて日本の国際価値論争は『資本論』

された）。本著の 1 − 4 章を中心にしたもの

1 巻20章（労賃の国民的相違）の解釈学が中

だが、新たに序文として「国際価値論争から

心といえた。

世界価値論研究へ」が書き下ろされた。翻訳

中川氏は正統派の立場から論争の渦の中で

出版が先で日本語出版が後という形となった

健筆を振るってきたが、幅広い問題意識から

が、その基本的視点は本著にも通底している

国際的な論争にも関った。一つは50年代から

ので引用する。

議論となったコメコン市場での交易。ソ連と

その中国語版では「本書の諸課題」として

旧東欧諸国との商取引は国際価値論の検証の

四点を上げている。①過去の価値論争の総批

場であったからだ。二つ目は60年代に後発国

判、②筆者（中川）による「世界的価値の実

（途上国）の交易条件の悪化が軒並みに生じ、

体」を『経済学批判要綱』の「世界的勤労」

新植民地論が台頭し、「南」の「北」に対す

論から「発見」したこと、③「世界的勤労」

る反発のなか、この問題は国際価値論のサイ

や「世界的労働」を価値実体とすれば、その

ドからも激論がかわされた。本著では第二章

価値量は世界的に必要な労働時間で規定され

で「エマニュエル、アミン、パロワの＜不平

ること、④「国際」価値論争から「世界的」

等交換論＞批判」、第五章の「国際価値論再

価値論争へ展開─をあげている（ 8 頁）。

考」の中で「フランスの＜不平等交換論争＞

これらの諸課題を解明するには種々の形態

とドイツの＜資本の世界市場運動＞」を詳述

をとる「（国際）交換」の意味を区別し、概

している。三つ目は「価値革命」。国際的交

念的に把握しておかねばならない。中川氏は

換によって商品群は別の価値・価格体系に移

「不平等交換」を知るためには「平等交換」

ることになるが、それをマルクスの「価値革

が何を意味するかを知らなければならないと

命の命題」を転用して説明した。講義ノート

して、第一は「不平等交換」、第二に「国際

の段階で終ったため論争は起きなかったが20

的搾取」、第三に「公正貿易」、即ち「公正

世紀未、技術革新の大波でアジアに価値革命

交換」を事例としてあげる。「不平等交換」、

が生じ、それが「円」高につながっただけで

「 国 際 的 搾 取 」 あ る い は 「 不 等 価 交 換 」、

なく日本資本の海外進出、それをばねにした

「詐取」については本著でも（136頁、205

アジア新興国の躍進となった、と論じた。中

頁）繰り返し自説を開陳している。「公正交

川氏のもう一つの仕事、アジア経済論で提示

換」は初めて取り上げている。

された「イントラ・アジア貿易」（日中を軸

少し引用する。「『公正貿易』即ち『公正

にアジア内で完結した再生産構造の確立）仮

交 換 』（ に つ い て ）。 発 展 途 上 国 に お け る

説の裏打ちとなるものであった。

『持続可能な』（再生産可能な……引用者）

中川氏は先行研究として名和氏の『国際価

コーヒー豆やバナナ、先進資本主義国におけ

値論研究』（49年）と木下悦二氏の『論争・

る有機農産物（野菜・果樹・コメ・大豆・緑

国際価値論』（60年）をあげ、「古典」とし

茶）などの『公正価格』は『高価』となる。

て評価していた。そして、それを吸収かつ批

市民・購買者がこれら農産物に『高価』を支

判するなかで「世界的労働」「世界的価値」

払うのは、それらを生産・販売する小農民や
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農家の個々の農業労働力の価値を再生産する

世界市場・市民社会・世界的勤労＞の創造の

のを補償するためである」
（ 中国語版、 9 頁）。

三つの契機からなるが、筆者は『ここでのキ

本著でも触れられる予定であった。

イ概念は＜世界勤労＞であり、これの創造が

この議論は冒頭で触れた「平等論」に繋が

資本の文明化作用の究極の内実である』と理

るだけでなく「世界市場」の積極的側面を照

解する。……」（273頁）

らしだす。この所論を基礎にして、もう一つ

「世界市場」が「世界市民社会」を構成す

の専門であるアジア論では最晩年、「東アジ

るとはどういうことか。一言でいえば「脱・

ア共同体」構想に取り組んでいた。

国家」なのであろう。中川氏は「社会による
国家権力の再吸収」（下線は中川）を前提に

中川氏は先に触れたように「40年間国際価

して「次の将来社会」（ポスト資本主義のこ

値論を研究してきた」といっていたが、別の

と……引用者）を描く。曲がりくねった表現

ところで「40年間、世界市場をやってきた」

だが「一方では＜世界社会主義＞および＜世

とも語っていた。双方は繋がっている。

界的アソツィアツィオーン（世界的連帯・結

ところでマルクスには周知のプラン問題が

合 ） ＞ に 通 じ る 展 望 を 示 し た 。 他 方 、「 世

ある。中川氏は『資本論』を前半体系のもの

界・社会主義」ならぬ「世界社会・主義」の

と理解してきた。後半体系は「国家」、「貿

到来をも論じている（275頁）。融合を前提

易」、「世界市場」と続くが、マルクスは鍬

にした

を入れずに没した。それだけにマルクスの学

川氏の言説から現実に世界を支配せんとする

徒は当然、後半体系を築くため切礎琢磨して

強欲な「帝国主義」という概念は消えた。多

きた。中川氏が「世界市場」に取り組むのは

少、違和感を持つが、もともとマルクスには

「21世紀の資本論」を念頭に置いていたから

その文言がなかったからだとする説明もある。

だ。申すまでもなくマルクスの『資本論』は

マルクスの経路を40年たどり、ソフトな

19世紀のイギリスをモデルにした一国資本主

つの道

義論である。グローバル化の進む今日の世界

会への大きい流れへの確信と強い願望からで

にどうひきつけるか、これまでの論争をどう

あろう。

二つの道

の模索である。晩年、中

二

を説いたのは戦いのない＜平等＞社

展開するか、中川氏の思いは大きかった。
それでは＜資本＞の展開の場としての「世
界市場とは何か」。中川氏は W・ペティに始

〈Ⅲ〉

まり、ケネー、A・スミスを経てマルクスに
いたる諸学説を検討し、「世界商業社会」、

中川スミ著の『資本主義と女性労働』（A5

「世界勤労社会」、「世界文明社会」などと

版、219頁）は青柳和身・岐阜経済大学名誉

論じていたが、本著第五章三節の「結論」で

教授、森岡孝二・関西大学名誉教授が編者で

「世界市民社会」といっている。

編まれた。本書は冒頭に触れたように中川信
義氏作成のスミさんの著作リストから後半の

中川氏の主張を引用する。「マルクスはヘ

「ジェンダーに関する研究」に絞られた。

ーゲルの＜市民社会＞の創造を……＜資本の

構成は以下のようになっている。

文明化作用＞と結びつけて次のように論じて
いる。＜資本の文明化作用＞はヒュームやタ
ッカーなどの曖昧な＜インダストリの文明化

序

章

経済学とジェンダー

＞などと違い、その主体も、その成果も明確

第1章

家事労働と資本主義的生産様式

である。主体はあくまで資本であり、その成

第2章

女性労働問題の「特殊性」を巡って
─大沢・竹中論争の意味するも

果も、絶対的・相対的剰余価値を通じての＜
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の─
第3章

補論
第4章

る。

「家族賃金」イデオロギーの批判と

フェミニズム第二の波（現代フェミニズ

「労働力の価値分割」論─家族単位

ム）なるものが起こったのが60年代後半から

から個人単位への労働力再生産機構の

とされているが、ウーマンリブという社会現

変化─

象もあり、フェミニストと呼ばれる論者も簇

大沢真理さんのコメントに応えて

生した。多くは社会学者で、欧米のフェミニ

日本型企業社会における女性の労働

ズム理論に依拠した。マルクス経済学はジェ

と家族
第5章

ンダー視点の遅れた分野とされ、その矛先は

ジェンダー視点からみた賃金論の現

マルクスにも向けられてきた。

在─ マルクスはどう読まれてきた

フェミニストはマルクスが女性問題を「入

か─
第6章

念に回避した」といい、「マルクスにおいて

女性の雇用労働者化と「家族賃金」

は方法論的なセクシズム、あるいは問題構成

思想
第7章

におけるジェンダー・バイアス（性別偏見）

賃金の理念を巡って：労働総研報告

があったのではないか」と問いかけた。それ

書「均等待遇と賃金問題」が提起した

に対しスミさんは『資本論』をもって丁寧に

もの

応答している。したがって、本書は中身が硬
いわりに切れ味鋭く面白い。

タイトルは編者が記しているように分かり

序章冒頭の書き出しからして挑戦的で、い

やすさを考慮して『資本主義と女性労働』で

きなり「フェミニストの一部は次のような批

あるが、その中身は序章にある「経済学とジ

判や疑問を提出してきた」、である。ジェン

ェンダー」に尽きている。

ダーの何が問題にされたか。

ジェンダー（男女間の歴史的・社会的性差

家事労働の搾取がその典型で、「家事労働

別）の視点からマルクス経済学を肯定的に把

は価値を生まないのか、労働力（商品）を生

握し、「男女平等」社会への道筋を説いてい

産する生産的労働でないのか」、「主婦労働

る。裏を返して言えば男性中心主義を克服す

だけが、なぜ夫の労働力価値計算から省かれ

る際の標となる理論書だが、政治動向も視野

るのか」等々、もっぱら

に収めている。かつて、フェミニストの論客

飛んできた。

輸入

された礫が

たちが小泉政権下での男女共同参画計画に高

スミさんがキーワードとしたのは、上の目

い評価を与えたことにスミさんは「奇異」と

次 か ら も わ か る よ う に 家 事 労 働 、「 価 値 分

反発していた。今再び、「ふた言め

女性女

割」、「家族賃金」イデオロギー、などであ

アベ総理」の世相。だが、福祉切り詰

り、『資本論』をどう読むかに関った。論壇

め・切り捨て政策で性差別撤廃はない。この

でひと頃、話題となったのが家事労働を巡る

スミ遺稿は問題の根底を衝いている。

東大のフェミニスト教授との「論争」であっ

性と

スミさんの専門は蓄積論。長年、ドイツ語

た。敬意を込めながらも手厳しかった。

版とフランス語版の『資本論』を座右に置き、

「教授の主張の核心は、家事労働がタダで

その深堀をやってきた。それが「家事労働と

ある、これは「搾取」でないか……というも

資本主義的生産様式」（1987年）を機にジェ

の。これに対し私は、家事労働が無償である

ンダーの視点からみた現代資本主義研究に軸

のはそれが……社会的分業の体系の外に置か

足を移した。実践的課題に直面したのが契機

れた私的労働であり社会的労働として評価さ

だが、鋭い筆法のため論争相手も増え、本書

れないからだと説明し、……賃労働の搾取と

も寄らば切るぞの「論争の書」ともなってい

は区別するべきだとコメントした」（第 3 章、
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98頁）

変化である。その結果、主婦の福祉業務の場

またもう一人の東大フェミニスト教授の説

への参画となる。

く「マルクス主義フェミニズム」論について

「したがって家族再生産費としての労働力

「『資本制』を労資間の『不等価交換』で説

の価値規定とその家族成員への分割論は歴史

く不正確な資本主義理解に問題がある」（32

的限界を持つ。……成人労働者が性や年齢に

頁の「注」）と批判した。それに対し「極端

関らず雇用が保障され……総ての未成年者と

な資本制一元論」との反批判を受けるが、資

高齢者が家族に依存することなく『人たるに

本主義の外部要因としての家父長制論（夫に

値する生活』を保障される新たな社会システ

よる妻の搾取）を絡ます「二元論」と反撃。

ム樹立の段階に達して（いく）」（117頁）

そして別のところで「正しい理論のないとこ

ここでスミさんが言わんとするのはもちろ

ろに思想も運動もない」とコメントしていた。

ん「家族解体論」ではない。エンゲルスの言

マルクスを矛と盾にしてスミさんが言わんと

った「経済単位」としての個別家族の止揚で

するのは「求められるのは家事労働に対する

ある。繰り返していえば、中心的課題は育

報酬ではなく、婦人の社会的生産への参加、

児 ・ 介 護 労 働 の 社 会 的 編 成 。「 労 働 の 女 性

家事労働の社会化の道を拓く」展望でないか

化」が進むなかで家事労働の社会化は不可避

とする（第 1 章）。

となる。そこに賃労働と家事労働を統一的に

なかでもスミさんが問題にしたのが「家族

捉えることができる、スミさんはそう主張す

賃金」イデオロギー。戦後の日本資本主義の

る。その過程の先に「新たな社会システムを

もとでは成人男性が妻子を養う賃金を得るこ

樹立すべき段階、またそれが実現可能になっ

とが基準になっていた。労組の幹部も、使用

た時代」（117頁）と締めくくっている。

者も、大学の研究者も、この考えを共有して

この結論をどう評価すべきか。

いたのではなかったか。90年代初頭になって

資本主義体制が続く限り「資本賃労関係」

も当然視された、この「家族賃金」イデオロ

が機軸である。フェミニストの設問も解答も

ギーが男女賃金格差を初めとするさまざまな

企業中心社会の中にある。「資本制一元論」

男女差別を容認している。こうした現状をど

に固執したスミさんだが、資本主義を民主的

う変革するか、それがスミさんの問題意識で、

に規制することで男女が対等・平等な労働者

研究の中心であった。

として生きる状況が生まれる。常に彼女が言

このテーマを軸にしたのが第 3 章「『家族

っていることだが、そこで資本主義が資本主

賃金』イデオロギーの批判と『労働力の価値

義でなくなる。「新たな社会システム樹立」

分割論』」。その章の結論で「今日の資本主

の地平を示して逝った。それが甘い願望で終

義の下でマルクスの労働力価値論が持つ意

らないことを願いたい。

義」を確認した後、歴史的・社会的条件の変

最後に一点。編者が「あとがき」でスミさ

化による価値規定の変化にも触れている。

んの絶筆となった書評的論考「『ジェンダー

それは女性労働の広がり（共働きの普遍

平等の経済学』を読んで」を注目すべき指摘

化）と社会保障制度の一般化（間接賃金）で、

を含む論考として触れている。マルクス学正

労働力の再生産の条件が変わるとみるからだ。

統派と目される論者が「資本は性に中立（ニ

つまり、「介護」「看護」「育児」の＜社会化

ュートラル）」とする命題を立てていること

＞である。「介護」・「看護」や「育児」はこ

に反発、雇用や賃金における性別格差がない

れまで家事の中心となっていた。事実上、主

というのかと委細に亘って厳しく批判してい

婦労働への押し付けであった。それが公的事

る。この絶筆の未収録は腑に落ちぬところだ。

業として制度化されていく。再生産の機構の
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〈Ⅳ〉
中川夫妻はマルクスが書けなかったこと、
マルクスの地平の先を追い求めた。それも二
人三脚、 フ唱フ随

であった。残り時間が

少ないと、毎朝、朝刊がポストに入る音を聞
いてから就寝するという無理が重なり、志な
かばで没せられた。それだけに作品の完成度
という点で疑問点もなくはない。与謝野晶子
は「劫初よりつくりいとなむ殿堂に黄金の釘
一つ打つ」と詠ったが、両氏の遺作は経済学
の殿堂に足跡を刻まれたのではなかったか。
（こじま

こうせい
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■書評■

日本科学者会議・日本環境学会編

『予防原則・リスク論に関する研究
─ 環境・安全社会に向けて ─』
（本の泉社、2013年 6 月）

山 本 唯 人
本書は、2010年、日本環境学会と日本科学

くの場合、リスク評価において、費用便益分

者会議が共同して設立した「予防原則・リス

析が重視される点である。リスクゼロの技術

ク論に関する研究会」の研究成果をまとめた

があり得ない以上、便益を享受するために一

論文集である。

定のリスクは受け入れなければならない、ま

本研究の基本的な問題意識は、東日本大震

た、財源にも限りがあり、リスク対策の経済

災に先立って提示されたものであるが、福島

的制約も考慮しなければならないとされる。

第一原発事故をはじめ、震災が投げかけた課

予防原則では、「リスクをできるだけ小さ

題は、本研究の内容と深く関わっており、結

くするにはどうしたらいいか」が課題になる

果として、東日本大震災・原発事故の問題も

が、リスク論では、「どの程度のリスクなら

含めた内容になった。

受け入れられるか」が課題になる。

本書のいう「予防原則」とは何か。

本書は、現代社会における「安全」を論じ

法制、条約、声明などにより表現は様々で

る上で対照的なアプローチの存在を提示した

あるが、すべてに共通するのは、「因果関係

上で、近年、技術開発などの分野で力を増す

が完全に科学的証明がなされていない段階で

「リスク論」の論理に対して、「予防原則」

も、対策を講じる」という考え方である。そ

を重視する立場から批判的考察を加えようと

れは、過去の公害問題などにおいて、企業や

する研究である。

公的機関などの加害側が確かな科学的根拠が

「予防原則」と「リスク論」という概念は、

ないとして立証責任を被害者側に要求し、長

単なる考え方にとどまらず、現実の政策過程

期にわたって科学論争が展開される事態とな

や生産・開発行為のなかで制度化されている

り、その間に対策も被害者への対応もなされ

ものでもある。

なかった結果、被害を深刻化させてきたとい

本書によれば、歴史上最初の予防原則の適

う歴史の中から、生み出された原則である。

用事例は、1923年、アメリカの自動車会社

一方、本書が批判の対象とする「リスク

GM が発売した添加剤四エチル鉛をアメリカ

論」とは、研究者・専門家によってなされる

厚生省が禁止したことにあるとされる。1980

科学的なリスク評価と、それに基づくリスク

年代以降、予防原則への取り組みは本格的に

管理の過程からなる、環境リスク管理の方法

展開した。1992年、リオ・デ・ジャネイロで

全体を指すとされる。ここで問題なのは、多

開催された「環境と開発のための国連会議」
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（UNCED、 通称「地球サミット」）で採択

の予防原則―原発はどこまで地震・津波に

された「リオ宣言」第15原則の「予防的取組

耐えるべきなのか」）。

方法」（precautionary approach）が、現在、

これらの「総論」を踏まえて、第Ⅱ部の

国際的に最も有名な予防原則の定義とされて

「各論」では、化学物質管理政策（第 8 章

いる。それは、①深刻な、あるいは不可逆的

「化学物質管理政策の現状と課題」）、食の

な被害のおそれのある場合、②完全な科学的

安全（第 9 章「予防原則と食の安全― EU

確実性の欠如が、③環境悪化を防止するため、

食品安全法に見る予防原則と日本の現状」）、

④費用対効果の大きな対策を延期する理由と

アスベスト問題（第10章「アスベスト問題か

して使われてはならないという 4 項目で構

ら見た予防原則」）、薬害問題（第11章「薬

成されている。

害問題と予防原則」）、放射線低線量被曝問

本書は、こうした問題の構図を踏まえて、

題（第12章「放射線低線量被曝問題と予防原

「第Ⅰ部 総論」において、予防原則の定義

則」）、電磁波影響問題（第13章「電磁波影

や現在における制度の概要、いくつかの柱と

響問題と予防原則」）、市街地土壌汚染問題

なる分野における適用の現状を概観した上で、

（第14章「リスク評価論の政策利用の批判的

「第Ⅱ部 各論」において、細分化された個

検討― 市街地土壌汚染を念頭に」）、環境

別分野で予防原則がどのように適用され、課

保全・公衆衛生政策などの意思決定において、

題を抱えているかが検討される。「終章」で

予防原則を確立するための方策について（第

は、それまでの検討を踏まえて、「編集委員

15章「意思決定における予防原則の確立」）、

会」の署名で、「予防原則を基本理念とする

温暖化・気候変動問題（第16章「温暖化・気

環境・安全社会に向けて」と題された展望が

候変動問題と予防原則」）、水俣病・カネミ

提示されて結論となる。

油症などの公害問題（第17章「公害と予防原

より詳しく、内容を見よう。

則―水俣病・カネミ油症などの事例か

第Ⅰ部の第 1 章では、EU の REACH 規則

ら」）、寝屋川廃プラ公害問題（第18章「寝

（化学物質の登録・評価・認可及び制限に関

屋川廃プラ公害と予防原則」）と、個別の問

する規則）を事例に、予防原則の生成と展開

題領域ごとに、予防原則がどのように適用さ

の過程が扱われる（「予防原則の生成と展開

れるのかが、具体的に検討された。

― EU の REACH 規則を素材にして」）。第
2 章では、環境権の再定義について（「予防

上記の内容を踏まえて、第一に、評者の専

原則・リスク論と環境権の再定義」）、第 3

門である社会学の議論との接点を探るという

章では、技術の開発利用と環境・安全問題と

観点から、本書でも言及されているドイツの

の関連について（「技術の開発利用にかかる

社会学者、U・ベックによる「リスク社会」

環境・安全問題へのアプローチ」）、第 4 章

論を紹介し、そこから、本研究が考察の対象

では、ICRP における放射線防護基準の変遷

とする「リスク」概念の意味を逆照射してみ

と 予 防 原 則 の 立 場 か ら の そ の 評 価 （「 ICRP

たい。

における放射線防護基準の変遷と問題点」）、

ベックは、1986年に刊行された『危険社

第 5 章では、リスクコミュニケーションの

会』（Beck[1986]）のなかで、近代社会は20

問 題 （「 情 報 と リ ス ク コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ

世紀を通した高度な技術・生産力の発展を通

ン」）、第 6 章では、予防原則と疫学の関係

し て 、「 富 の 分 配 」 を 原 理 と す る 「 産 業 社

（「予防原則と疫学の意義」）、第 7 章では、

会 」 か ら 、「 リ ス ク の 分 配 」 を 原 理 と す る

原発の地震や津波に対する安全基準の問題が

「リスク社会」へとその形態が大きく変化し

検討される（「科学の不完全性と倫理として

たと主張する。ベックのいう「リスク社会」
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とは、社会学・政治学などの領域において、

る (1)。

石油ショックや環境問題の顕在化などをきっ

本書によれば、予防原則は、1980年代以降

かけに認識されるようになった、全体社会の

における環境・開発問題への取り組みの高ま

構造的変化を説明するマクロな社会変動モデ

りの中で本格的に発展したとされる。世界的

ルの一つである（篠原[2004]）。イギリスの

な予防原則の発展は、ベックが見ようとした

社会学者、A・ギデンズの「モダニティの構

社会変化―科学・専門家の役割が社会内在

造」論などにも影響を与え、「内省的近代化

的なものになっていくことや、様々なアクタ

（reflexive modernization）」論、「第二の近

ーの交錯する新たな政治的活動の領域が生ま

代（second modernity）」論などとも呼ばれ

れていくなどの傾向と、接点を持った現象と

る（Giddens[1990], Beck et.al.[1994]）。

して捉えることができるかもしれない。

ベックのいう「リスク」は多義的で、簡単

ベックの議論は、1970〜1980年代ごろの時

な要約は難しいが、そのコアにあるのは、

代状況を背景に提起されたものであり、新自

「危険（danger）」と「リスク（risk）」の区

由主義を通過した後の現代では、例えば、社

別である。「危険」とは、社会構造にとって

会的不平等の境界が「脱階級化」していくと

外在的な要因によって引き起こされる損害・

いう主張など、批判的吟味が必要になってい

不利益を指すのに対して、「リスク」とは、

る論点もあるだろう。そうした留保をした上

科学技術や生産力の発展が内在的に生み出す

で、指摘したいことは、本書で展開されたよ

損害・不利益を指す。特に、ベックがこの概

うな自然科学を基盤にした洞察を、どのよう

念を生み出すに当たり意識していたのは、ド

に、例えば、ベックが「リスク社会」という

イツで1970年代ごろから顕在化していた環境

概念で記述しようとした、現代社会のマクロ

問題や、1980年代の「緑の党」運動の発展、

な変動や科学の役割をめぐる議論の文脈に位

チェルノブイリ原発事故などであった。

置付けていくのかということである。この論

ベックは、原発事故のような科学技術の高

点は、反対に、社会科学の立場から、自然科

度な発展が内在的に生み出す「リスク」は、

学領域において積み上げられた議論をどう咀

「富の分配」を原理とする階級社会とは異な

嚼し、自らの研究実践に取り込んでいくかと

る新たな社会構造や社会集団間の亀裂をもた

いう問いに跳ね返ってくる。本書の問題設定

ら す と 考 え 、 そ の あ り 様 を 、「 リ ス ク の 分

は、おのずと、自然科学と社会科学の新たな

配」という原理にそって把握することを提案

かたちでの共同研究をどのように構想できる

した。

かという問いにつながっている。

そのなかには、福祉国家の発展などを通じ

第二に、上記のように、ベックの「リスク

て、社会的不平等の境界が、階級の境界とは

社会」概念を整理すると、本書のいう「リス

一致しなくなり、貧困の要因が「個人化」さ

ク論」との力点の違いも浮かび上がる。

れたものとして現れること（「社会的不平等

本書の第 2 章で、近藤真は、植田和弘の

の個人化」）、「科学」や「専門家」の役割が

議論を引用しながら、「リスク」を「危険」

権威性を失い、社会に内在し、政治化された

と「安全（ゼロ・リスク）」の間にあるもの

ものとして現れること（「自己内省的な科学

とし、「危険」と「リスク」を分ける基準は、

化」）、科学が政治化されることによって、

「不可逆的被害の発生の蓋然性」にあるとす

従来の議会制民主主義とは性格が異なり、専

る。すなわち、「蓋然的すなわち論理必然的

門家や社会運動、住民など、制度外の様々な

に不可逆的被害の高度な発生可能性」があれ

アクターを巻き込む「サブ政治」と呼ばれる

ば、そこには、「危険」がある。一方、「論

政治的活動の領域が現れることなどが含まれ

理必然的に不可逆的被害の可能性があること
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は立証できなくても、確率的には不可逆的被

例えば、いま、社会学の領域でも、原発避

害 の 発 生 可 能 性 が あ る 」 場 合 に は 、「 リ ス

難の問題をめぐって、住民の「民主主義的

ク」があるといえる。この「リスク」の確率

な」討議の結果、「合理的に達成できる低さ

を、定量的に把握し、費用対効果の観点から

（as low as reasonably achievable）」の放射

コントロールしようとするところに、本書の

線量の枠内であることを条件に、地元で生活

言う「リスク論」の中心的含意がある。

再建を進めようとする立場と、例えわずかの

ところが、そのような意味での「リスク

可能性でも、放射能の影響を深刻に受け止め、

論」と、ベックの「リスク社会」論は、かな

避難の選択とそれへの社会的支援を求める立

り違った含意を持つ概念である。ベックの

場などの位置づけをめぐって、激しい議論が

「リスク社会」論では、「リスク」は、むし

起きている (2)。この例なども、従来の社会学

ろ、「リスク論」が想定する専門家の特権的

的な「民主主義」論の盲点が、原発事故と放

な操作可能性が失われたところに顕在化する

射能の問題を通じて顕在化したものと見るこ

ものであり、科学は、専門家を越える多様な

とができるだろう。

アクターとの社会的・政治的コミュニケーシ

こうした状況の中、世界的には、むしろ、

ョンを通して初めて十全に機能する。その意

「予防原則」のようなかたちで、非対称的な

味で、ベックの「リスク社会」論は、本書が

パワーを持つアクター間で形式的な「対話」

多様な公害反対運動や基準の制度化を通して

を求めるよりも（それは、現実には企業や行

描き出した「予防原則」の議論と、思想的な

政権力との非対称的な議論の場に巻き込まれ

構えにおいて、むしろ、接点の多い議論と言

ることを意味する）、「制度」や「法律」の

えるかもしれない。

制定を媒介にして、むしろ、理念を理念とし

第三に、社会科学の立場から見て、「予防

て貫徹させることによって、返って、住民の

原則」の概念には、科学やリスクをめぐる社

権利が守られるという思想・実践の潮流があ

会現象を記述する概念としての側面と同時に、

る点が興味深かった。

社会のあるべき方向を指し示す規範的概念と

住民の立場から、法制定のプロセスを通じ

しての側面に、新鮮さを感じたことも述べて

て権利を確保する「民主主義」と、アクター

おきたい。

間の手続き的な対話のプロセスに重点を置く

社会科学は、常に現実の理念的枠組みには

「民主主義」の関係とその現実的含意のずれ

収まり切らない、社会・政治過程を追いかけ

などをどのように整理するのか。

る。特に、評者が専攻してきた都市・地域社

「予防原則」論には、こうした、現代民主

会学系の研究領域では、科学やリスクをめぐ

主義のあり方を問う規範理論的な議論との接

る社会紛争過程が洞察の対象となり、そこで

点に、興味深い論点が多く潜んでいるように

は、あるべき規範は希釈され、対立する立場

思う。

の中間的な位置に「落とし込まれていく」の

専門外の立場から、外在的なコメントにな

が常である。

ったことをご容赦願いたい。

例えば、ハバーマスの「対話的公共圏」な
注

どの概念が受容されていく土壌がそこにある
が、それは、民主主義的な討論という観点か

( 1 ) サブ政治の議論を具体的な実証研究で展開し

らは理念的ではあるが、現実的な態度決定の

た社会学の研究として例えば以下がある。久保
田ほか[2008]。

問題としては妥協になりやすく、結果におい

( 2 ) 例えば、福島原発事故後、放射能のホットス

て、理念では割り切れない「現実」を受容さ

ポットとなった千葉県柏市で「地産地消」の農

せていく理論的な装置としても機能する。
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業を再構築する実践から問題提起を行ったもの
として、五十嵐ほか[2012]。
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■書評■

大谷禎之介・平子友長編

『マルクス抜粋ノートからマルクスを読む
─ MEGA 第Ⅳ部門の編集と所収ノートの研究─』
（桜井書店、2013年10月）

関 根 猪一郎
「国際マルクス‐エンゲルス財団」が組織さ
れて MEGA の編集と刊行を引き継いでいる。

1. 本書の課題と「抜粋ノート」

1993年にはこの編集体制に「ベルリン‐ブラ
ンデンブルグ科学アカデミー」が参加し、

大谷禎之介・平子友長編『マルクス抜粋ノ

1998年には「日本 MEGA 編集委員会」が組

ートからマルクスを読む』という重厚な研究

織されて編集に加わっている。

書が刊行された。造本は堅牢で美しく、活字

この新 MEGA は全体を 4 部門で構成する

も読みやすいようにレイアウトされている。

編集方針が採られている。MEGA 第Ⅰ部門

本書は、カール・マルクスの抜粋ノートの

は『資本論』を除くマルクスとエンゲルスの

内容を紹介するとともに、MEGA 第Ⅳ部門

諸著作が収められる。第Ⅱ部門は『資本論』

の編集作業（とくに第18巻の）について詳し

の刊行されたすべての版と『資本論』執筆の

く紹介し、さらに抜粋ノートそのものの解析

ためのマルクスのすべての草稿が収められる。

を通してマルクスの理論の形成過程を研究し

第Ⅲ部門は、マルクスとエンゲルスの書簡

た集団的労作である。

（多くは往復書簡）および第三者と交わした

マルクスの「抜粋ノート」は、MEGA の

書簡、さらにはマルクスとエンゲルスにかか

第Ⅳ部門に収められる。MEGA（メガ）とは、

わる限りでの第三者の書簡も収められるとい

Marx-Engels-Gesamtausgabe（『 マ ル ク ス ‐ エ

う。そして第Ⅳ部門が「抜粋、メモ、欄外書

ンゲルス全集』）の頭文字をとった略称で、

き込み」を収める部門である。本書はこの第

マルクスとエンゲルスの諸著作ばかりでなく、

Ⅳ部門のうちの「抜粋ノート」を検討対象と

書簡やノート、断簡零墨までを収める真の意

するものである。

味での全集のことである。戦前の MEGA は、

マルクスは学生時代に父親に宛てた手紙で、

1927年から1935年までに12巻（13冊）まで刊

自らの勉強の仕方を、多くの本を読んでノー

行したところで中断された。現在刊行中の

トに抜粋し、さらに自分が考えたことを書い

MEGA は、1975年に刊行が始まり、1990年

ていると知らせている。この学びの方法はマ

までに37巻（43冊）を刊行したところでソ連

ルクスの生涯を通じて実践され、現在残され

と東ドイツを中心とする編集体制が維持でき

ているノートは250冊に及ぶという。本書の

なくなり、1990年に新しい編集体制として

第 1 章の執筆者であるシュパール氏はこの事
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情を「約250冊の抜粋ノートとばらばらに書

程」を検証した諸章からなっている。

かれた抜書きの数々、それに加えて、欄外書
き込みやさまざまのしるしが書き込まれたお

2. MEGA 第Ⅳ部門の編集作業

よそ1000冊にのぼる書籍が、マルクスの行っ
た研究と著述活動とを理解するための比類な
い原典資料として、後世に伝えられた」(33頁、

本書第 1 部「マルクス研究における MEGA

以下、本書からの引用はページ数のみを示

第Ⅳ部門の意義と所収諸巻の編集作業」は、

す）と紹介している。これらのノートに残さ

MEGA 第Ⅳ部門の意義を明らかにするとと

れたマルクスの研究分野は、法律、哲学、歴

もに、その編集作業を詳細に説明する 2 つの

史、経済学、工学、農学、化学、地質学、物

章で構成されている。第 1 章「MEGA 第Ⅳ

理学、数学、民俗学等に及び、当時の科学的

部門での研究用サブ資料の編集について」で

研究のほとんどの分野を覆っている。マルク

は第Ⅳ部門全体が検討対象とされているのに

スがどのような典拠からどの部分を抜粋して

対して、第 2 章「MEGA 第Ⅳ部門第18巻の

いるのか、また、そこに書き込まれたマルク

編集作業について」は日本 MEGA 編集委員

スの思考はどのようなものだったかを知るこ

会が担当している第18巻の編集作業を具体的

とは、マルクスの理論を理解する上で新たな

に述べたものである。
第 1 章でシュパール氏が「研究用サブ資

光をもたらすものであろう。
「抜粋ノート」については、本書の編者で

料」と呼んでいるのは、まとまった草稿では

ある大谷禎之介氏が「はしがき」において次

なく、抜粋ノートやメモ、欄外書き込み等の

のように記している。「自然とその歴史、社

ことである。これらの資料を読むことによっ

会と人間の歴史、つまりは人間諸個人にとっ

て、マルクスとエンゲルスの諸著作の形成史

ての対象である世界の一切のものにたいする

を理解することができ、彼らの精神活動の現

強烈な好奇心と知識欲とをもち続け、自由な

場を垣間見ることが研究用サブ資料の意義だ

諸個人が自覚的に形成する未来社会のために

としている。筆者は MEGA 第Ⅳ部門全体を

最後まで闘い抜いた、知と行動の巨人の営み

見渡したうえで、「自然と社会との統一性と

の記録、それが MEGA 第Ⅳ部門所収の抜粋

いう、だからまた精神科学と自然科学とのあ

ノートなのである」
（30頁）。この文章は、マ

いだの相互作用という問題意識は、生涯にわ

ルクスの抜粋ノートの性格を的確に、包括的

たってマルクスおよびエンゲルスの研究をつ

に表現している。

らぬいて」
（ 48頁）いたという重要な指摘をし
ている。

また、MEGA 第Ⅳ部門が持つ意義につい
て、天野光則氏は、「MEGA 第Ⅳ部門に収録

シュペール氏は、MEGA 第Ⅳ部門に関す

されている（刊行予定のものを含め）マルク

る現在の編集方針が正式に決定された場とし

スとエンゲルスの抜粋ノートやメモ等によっ

て、1992年のエクサン・プロヴァンスで開催

て、これまで公刊されてきた彼らの著作、草

された国際マルクス‐エンゲルス財団の会議

稿、書簡等からだけでは見えてこない彼らの

であったことを明らかにしている。第Ⅳ部門

研究・思索過程をより詳細に知る手がかりを

を存続させるか否かが審議され、最終的には

得ることができ、この点での第Ⅳ部門のもつ

票決によって継続することが正式に決定され

意義ははかりしれないものがある」
（299頁）

たという。また、このとき、第Ⅳ部門の編集

と指摘している。本書は、MEGA 第Ⅳ部門

原則についても検討されたようである。筆者

の編集作業をつぶさに伝えるとともに、抜粋

は、「伝存している一切のサブ資料が考慮に

ノートによってマルクスの「研究・思索過

入れられ、記録されなければならない、とい
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う根本原則が文書化された」
（ 42頁）と伝えて

ているが、編集作業の第一段階は、この解読

いる。

文をデジタル化して文書ファイルを作ること

MEGA 第 Ⅳ 部 門 の 暫 定 的 な 内 容 一 覧 は

である。これがすべての編集作業の基本とな

1984年に作成されていたが、最終的な「全般

る。

的内容一覧」が具体化されたのは1995年だっ

第二段階はマルクスが抜粋している典拠と

たという。第Ⅳ部門の主な編集方針としては、

抜粋ノートとを照合し、「照合資料」を作成

マルクスとエンゲルスの現存するすべての抜

する作業である。この仕事はまずマルクスが

粋、メモ、欄外書き込みを収容すること、ま

使用した典拠文献を集めてコピーをとること

た、その配列は原則として抜粋やメモが書か

から始まるが、典拠の80〜90％は簡単に入手

れた時期順とすることが基本となる。ただし、

できたがその先が大変だった事情を大谷氏は

書籍への欄外書き込みのように記入時期の特

次のように記している。「使われた原典が稀

定が困難な場合もある。各巻とも、マルクス

覯本であったり、印刷部数の少ないパンフレ

の抜粋等を先に置き、次にエンゲルスのもの

ットのようなものであったり、また典拠が記

を載せるという順とする。ノートに含まれる

載されていない新聞記事の切り抜きがあった

書き誤りや問題のある部分をどのように編集

りして、現物を見つけるのに難渋したほか、

するかという問題がある。この点について筆

コピーを入手するのに、海外の図書館―ブ

者は、「破格的な、あるいは不完全な構文や

リティッシュ・ミュージアムその他―まで

一風変わった造語、短縮語、正書法や句読法

でかけたり、閲覧やコピーを依頼するなど、

のうえで奇妙なところ、異なる言語の諸要素

いろいろの努力をしたが、まだオリジナルの

や諸規則の混合、そして問題含みの翻訳は、

コピーを入手できていない文献や資料も残っ

すべて、できるかぎりそのままに残される」

ている」
（63頁）。文献収集だけでも大変な努

（58頁）という編集方針を示している。

力が払われていることが伝わってくる。

概略以 上の ような編 集方針を とる 場合、

第三段階はマルクスの草稿をデジタルカメ

MEGA 第Ⅳ部門では「付属資料」（アパラー

ラで撮影することである。渡された資料の状

ト）がきわめて重要な意味をもつことになる。

態が良くなく、判読が困難な個所もあり、ま

批判的考証的で正確な資料が求められる。

た正確さに不安があった。マルクスの手稿を

「成立と来歴」では抜粋ノート等の執筆の意

鮮明な形にすることは正確なテキストを作る

図と形成史、執筆時期等を解明することが望

うえで欠かせない作業といえる。

まれる。「注解」では、原稿の状態や他の読

こうした仕込みともいうべき膨大な作業を

み方の可能性、略語をどの程度復元したか等

踏まえて、第四段階として先に作成した「照

が期待される。「訂正一覧」も必要な付属資

合資料」とデジタルカメラで撮影された資料

料となる。「人名索引」と「文献索引」を付

とを対照させることによってデジタル化解読

けることも抜粋ノートにおいては特に必要と

文を訂正する作業に入る。この訂正作業の第

なる。「事項索引」についてシュパール氏は、

一の柱はドイツ語の正書法にかかわっている。

いまだ満足のできる解決策が見いだせないと

ドイツでは歴史的に正書法が改訂されてきた

記している。

が、モスクワの研究所が作成した解読文は、

第 2 章は大谷禎之介氏と佐々木隆治氏によ

1901年の新正書法に従って現代化するという

る「MEGA 第Ⅳ部門第18巻の編集作業につ

原則のもとに作成されている。これに対して

いて」である。大谷氏はこの編集作業を 5 段

「第 2 次 MEGA では、収録する両人の文書

階の作業に区分して説明している。マルクス

的遺産の一切について、書記法も含めてオリ

の文書にはモスクワによる解読文が作成され

ジナルどおりにすることが大原則となった」
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（70頁）ため、現代化されている解読文をマ

る。

ルクスおよびエンゲルスの表記どおりに戻す

佐々木氏は最後に、マルクス草稿を体系的

作業が必要になる。第二の柱は解読の誤りを

に解読するために必要な能力についてミュラ

修正する作業である。そしてここまでの作業

ーの論文よりⓐからⓖまでの項目を紹介して

を大谷氏はテキストを作成するための準備作

いる。MEGA の編集作業には極めて高い専

業と位置づけている。

門性が要求されることが理解できる。

第五段階でいよいよマルクスの手稿を正確
に再現してテキストを作成する段階へと入る。
手稿を再現する作業は、IMES（国際マルク

3.

抜粋ノートと草稿との関連

ス ‐ エ ン ゲ ル ス 財 団 ） が 作 成 し た 「 MEGA
編集要項」に厳密に従うことによって統一的

本書第 2 部「抜粋ノートと草稿とが奏でる

なテキストとする方針がとられている。しか

カノンによる知の深まり」は、マルクスの抜

しこの「編集要項」に明確に規定されていな

粋ノートと諸草稿との関連を検討する 2 つの

いケースも多く、その場合には編集者が独自

章で構成されている。第 3 章はユルゲン・ロ

に判断する必要があったという。細心の注意

ーヤーン氏による「どのようにしてひとつの

を要するテキスト作成を進め、最終的には

理論が姿を現したか―1844年に書かれた諸

「編集済みテキストの徹底的な点検による、

草稿および抜粋ノート―」と題する研究で

正確なテキストの完成」と「付属資料の作

ある。筆者は1844年のマルクスによる抜粋ノ

成」
（76頁）という作業に入る。「付属資料」

ートおよび諸草稿を詳細に検討し、これらの

としては、「解題」、「成立と来歴」、「異文目

諸草稿の特徴を次のように性格づけている。

録 」、「 訂 正 目 録 」、「 注 解」、「 人 名 索 引 」、

「1844年諸草稿は、ひとつの世界観の体系的

「文献索引」、「事項索引」が作成される。

説明のようなものではなく、それが示してい

本章第 3 節では、佐々木隆治氏がマルクス

るのはむしろ、運動のなかにあるマルクスの

草稿の編集作業に伴う困難を整理するととも

思想であり、言い換えれば、もろもろの新た

に、その解決策を提示している、解読上の困

な見解の出現と発展であり、彼の読書によっ

難の理由として、第一にマルクスの悪筆が挙

て、また彼が参加した論争によって駆られて

げられている。時に象形文字とも称される独

いった過程なのである」
（90頁）。この認識は、

特の筆跡である。第二に、「ドイツ語の場合、

ノートをとりながら思索し、新たな理論を産

筆記体がラテン文字とは異なっており、独自

み出してゆくというマルクスの仕事の特徴を

の形態をしている」
（ 77頁）点が指摘されてい

よくとらえている。

る。マルクスの筆跡には特有の癖があるとい

1844年頃のマルクスはヘーゲル哲学と決別

う。第三に、正書法の違いがある。第四に、

し、自らの哲学的基礎となる史的唯物論を確

マルクスが単語を略記する習慣があることで

立している。また、現実の社会的矛盾につい

ある。例えばマルクスは定冠詞をしばしば

て「私的所有」と「自己疎外」という概念を

「d.」と略記するが、この「d.」が格変化に

用いて分析を進めている。こうした思考のな

よって複数の理解がありうる場合、どの挌と

かから「人間的本質の現実的獲得」としての

解釈するかによって文章の意味が違ってくる

共産主義という観念に至る。ローヤーン氏も

ので、慎重な判断が求められる。第五に、草

「私的所有の積極的な廃棄は……それゆえ、

稿のフォトコピーが見えづらいという問題が

あらゆる疎外の積極的な廃棄である。……宗

ある。抜粋ノートの編集作業とは、これらの

教的疎外それ自体はただ意識の領域のみで起

困難をひとつひとつ乗り越えてゆく作業であ

こるが、……経済的疎外は現実生活の疎外で
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ある」（101頁）というマルクスの文言を引

こ と 、 第 2 に 、「 厚 い ノ ー ト 」・「 サ ブ ノ ー

用し、1844年草稿の重要な認識を確認してい

ト」→三つの「追補」→『資本論』初版とい

る。

う引用関係を推測させる事例が数多く存在す

ローヤーン氏はこの章の結びにおいて、こ

ることを確認できた。これらのことからわれ

の時期のマルクスの仕事ぶりを総括して次の

われは、Heft ⅩⅩ〜ⅩⅩⅢの三つの「追補」

ように述べている。「マルクスは「抜粋」を

は、少なくとも、『資本論』初版の草稿執筆

作成したが、同時にまた、自分の思想を書き

のための《引用ノート》としての役割を果た

留めた。彼はそれをかわるがわるノートと草

したと結論することができるであろう」

稿との両方で行なった。「抜粋」、コメント、

（133頁）と結んでいる。マルクスの抜粋ノ

要約、省察、そしてさらなる「抜粋」、とい

ートについてのこのように丹念で、精細で信

うひとつの続き物として見られた、これらの

頼のおける研究によって、今後も『資本論』

ノートのアンサンブルだけが、マルクスの見

形成史がいっそう明らかにされるであろう。

解がどのように発展したのか、ということを

また、MEGA 第Ⅳ部門は、こうした研究に

適 切 に わ か ら せ て く れ る の で あ る 」（ 1 0 9

とって意義の深いものとなるであろう。

頁）。このように筆者は、マルクスの抜粋ノ
ートと諸草稿との関連およびマルクスの研究

4.

の仕方の特徴を浮かび上がらせている。

抜粋ノートに見るマルクスの諸研究

第 4 章は森下宏美氏による「「1861‐63年
草稿」における「追補」と抜粋ノートとの関

本書第 3 部以降は、マルクスの抜粋ノート

係について」である。「1861‐63年草稿」と

から諸分野の研究を把握する論文で構成され

は通常「23冊のノート」とも呼ばれる草稿で

ている。研究分野として、「経済学研究」、

あるが、その第ⅩⅩ冊から第ⅩⅩⅢ冊までに

「歴史研究」、「自然研究」、「日本研究」が

「追補」と呼ばれている部分が含まれている。

取り上げられている。

森下氏は「厚いノート」と「サブノート」、

第 3 部「抜粋ノートに見るマルクスの経済

「追補」、そして『資本論』初版との関係、

学研究」には 2 つの章が配されている。第 5

とりわけ引用関係を分析することによって

章はヤン・ホフ氏による「なぜ労働価値説の

『資本論』形成史を解明することを課題とし

父がフランクリンからペティに変わったのか

ている。

―転換点としての1863年のペティ『租税貢

筆者はまず 3 つの「追補」の内容のあらま

納論』閲読―」である。ホフ氏は1859年に

しを紹介したうえで、次に「引用ノート」の

公刊された『経済学批判』のなかでマルクス

形成過程を検討し、いよいよ「追補」の分析

がベンジャミン・フランクリンについて交換

に入っている。この分析によって、「追補」

価値をはじめて労働時間まで分析した者とし

には「厚いノート」と「サブノート」から多

て「現代の経済学の根本法則を定式化した」

くの転記がなされていることを確認する。さ

（138頁）という高い評価を与えていること

らに、驚くほどの丹念さをもって「追補」の

を指摘する。だが、後に刊行された『資本

作成過程を追跡している。こうした作業を踏

論』第 1 部第 2 版においてのフランクリンに

まえて、これらの草稿と『資本論』初版との

対する評価は、「ウィリアム・ペティのあと

間の引用関係を明らかにする。こうした研究

に価値の性質を見抜いた最初の経済学者た

の結論として森下氏は、「以上の分析から、

ち」（140頁）の一人という評価に変更され

第 1 に、「引用ノート」の構成上および作成

ている。こうした評価変更の根拠をホフ氏は、

過程の特徴が三つの「追補」にも認められる

マルクスが1863年 5 月にペティの『租税貢納
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論』を読んだことに求めている。フランクリ

るかぎりで「資本一般」のなかに取り込むこ

ンはその著作のなかで、典拠を挙げることな

とになった」（178頁）。私もこの判断に賛成

しにペティの文章を借用していることをマル

する。

クスが発見したのだと認定している。

マルクスは初期の著作『哲学の貧困』にお

マルクスが『租税貢納論』を読んで抜粋ノ

いてリカードの地代論を継承していた。しか

ート（サブノート A）を作成したのであるが、

し、1850年代末ころからの地代論研究によっ

本論文の訳者である大谷禎之介氏は、ホフ氏

て、自らの理論をいっそう深めていった。そ

がこのサブノート A を見ていないと指摘し

の理論的成果が絶対地代論である。竹永氏は

ている。そのため、大谷氏は「訳者による補

この点について、「……投下資本額にたいし

足」として、サブノート A からマルクスが

て社会的平均よりも高い農産物の価値の一部

抜粋した箇所を含む『租税貢納論』およびフ

が平均利潤の形成に加わらず、農業部門に滞

ランクリンからの抜粋部分を訳出・紹介して

留してこれがそれぞれの耕作地の豊度・位置

いる。この「補足」によってホフ氏の立論が

とはかかわりなく超過利潤を形成し、土地の

補強されている。

賃貸料として土地所有者に帰属するとして、

続く第 6 章は竹永進氏による「1860年代中

この地代を絶対地代と名づけた。そしてこの

葉におけるマルクスの地代論研究―同時期

絶対地代の理論をもってリカード地代論を超

の 抜 粋 ノ ー ト 、「 1861‐ 63年草 稿 」、『 資本

える自らの地代理論の最重要点と見なした」

論』第 3 部第 6 篇の対比による解明―」で

（176頁）と指摘している。この時期のマル

ある。

クスの地代論研究におけるひとつの重要な到

竹永氏は MEGA 第Ⅳ部門第18巻に収録さ

達点である。

れるマルクスの1860年代の抜粋ノートについ

第 4 部は「抜粋ノートに見るマルクスの歴

て、その内容やマルクスの問題関心のあり方

史研究」に関する 2 つの章で構成されている。

について丁寧に説明している。こうした紹介

まず各章のタイトルを見ておくと、浅川雅己

は大変有意義なものである。また、マルクス

氏による第 7 章は「マウラーの〈マルク共同

が1868年以降の時期にも地代理論の研究を継

体〉研究とマルクス」と題されており、平子

続したこと、とくに70年代に入ってからは当

友長氏による第 8 章は「マルクスのマウラー

時のロシアの土地所有関係に関する研究を行

研究の射程― MEGA 第Ⅳ部門第18巻にお

っていたことにも言及されている。

けるマルクスのマウラー抜粋の考察―」と

理論的な問題のうち、私が興味をもったこ

なっている。どちらも抜粋ノートにおけるマ

とのひとつは、『資本論』における地代論の

ルクスのゲオルク・マウラー研究に焦点を当

位置づけについてである。マルクスの経済学

てている。

批判体系の叙述プランのうち「資本一般」の

また、マウラー抜粋を検討する上での論点

なかに地代論が入るか否かの問題にかかわる。

として、マルクスの『経済学批判要綱』にお

竹永氏はこの点について、マルクスは『剰余

ける「資本主義的生産に先行する諸形態」の

価値学説史』を執筆する過程で「資本一般」

認識と1860年代のマウラー研究の段階、さら

のなかに地代論をとりこむことが可能だと考

に1880年代の「ヴェラ・ザスーリッチへの手

えるようになったとし、次のように述べてい

紙」とその 4 つの草稿との間にマルクスの共

る。「マルクスは、『剰余価値学説史』での

同体認識がどのように変化しているかが論じ

研究を経ることによって、『資本論』第 3 部

られている。この点でも 2 つの章は共通して

のなかでこれらの論題の一部（一断面）を、

いる。

剰余価値とその転化した利潤の理論に関連す

第 7 章で浅川氏は、まずマルクスによる共
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同体研究史を1840年から1880年に至るまで概
観し、その中でのマウラー研究の位置を明ら
かにしている。マウラーの抜粋ノートを読む
際、マルクスのマウラーへの関心の持ち方を
3 つの論点に整理し、そのうちの「ゲルマン
民族は散居から出発したわけではない」
（206
頁）および「割り替え慣行は、耕地の共有と
その個別的利用を特徴とする農耕共同体の痕
跡」
（208頁）という 2 点に注目して抜粋ノー
トを検討している。このような視点を設定す
ることによってマウラー抜粋をより深く読み
込むことができるのである。また、浅川氏は、
ザスーリッチへの手紙でのマルクスの共同体
認識と『要綱』におけるそれを図式化してい
るが、この図はこの論文の理解を助けるもの
となっている。
平子氏は第 8 章の冒頭でマウラーの経歴と
著作を詳しく紹介している。また、1868年の
マルクスによるマウラーからの抜粋の内容を、
マルクスがどの部分を抜粋したかが明瞭に分
かる形で検討している。さらに、マウラーが

本体4700円＋税
A5判/上製/368頁
桜井書店 （2013年10月）
ISBN978-4-905261-14-8

典拠としたカエサルの『ガリア戦記』および
タキトゥスの『ゲルマニア』まで掘り下げた
分析を加えている。検討はマルクスのマウラ
ー研究と『要綱』の「諸形態」との関係、
「ザスーリッチへの手紙」の評価にまで及ん

びついていると指摘している。

でいる。

第10章「フルーベク『農業総論』からの抜

第 5 部「抜粋ノートに見るマルクスの自然

粋について」はロルフ・ヘッカー氏によるも

研究」も 2 つの章よりなっている。第 9 章は

のである。ヘッカー氏は最初にフルーベクの

アネリーゼ・グリーゼ氏による「マルクスの

生涯とその農業学説を紹介したうえで、マル

「化学諸草稿」と地質学・鉱物学・農芸化学

クスが『農業総論』からどのような抜粋をし

抜粋―マルクスの抜粋を科学史のなかに位

たかを分析するとともに、この抜粋は他の農

置づける―」である。グリーゼ氏は「1870

学文献からの抜粋と結びついていると指摘し

年以降の時期に作成された生理学・地質学・

ている。筆者はこの章の末尾で、マルクスに

鉱物学・化学にかんする膨大な抜粋」
(261頁)

とっての自然科学研究は、「自然と社会とに

に注目し、マルクスの自然科学研究の全体像

ついての彼の弁証法的な見方の不可分の構成

を語るとともに、とりわけ章のタイトルとな

部分だったのである」
（293頁）という評価を

っている地質学・鉱物学・農芸化学の研究に

与えている。

ついて検討している。また、マルクスの自然

第 6 部は「抜粋ノートに見るマルクスの日

科学研究のうえでの問題意識は、この時期に

本研究」である。第11章は天野光則氏による

マルクスが取り組んでいた地代論の研究と結

「マルクスの「日本研究」の典拠について
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― MEGA 第Ⅳ部門第18巻から―」であ
る。天野氏は『資本論』の中で日本について
述べている 4 箇所を紹介したあと、ではマル
クスは日本に関する認識をどこから得たのか
と問う。そしてその答えを抜粋ノートの中の
マローンによる日本に関する「報告書」に求
め、『資本論』のなかの日本に関する記述と
マローンからの抜粋ノートとを丁寧に比較し
ている。『資本論』の受容の仕方から日本資
本主義論争をとらえるという切り口は大変興
味深い。ロルフ・ヘッカー氏による第12章
「マルクスのヘルマン・マローン抜粋に寄せ
て」は、マローンの業績を詳しく紹介すると
ともに、マローンの日本調査についても言及
している。
本書はマルクスの抜粋ノートを読むことに
よって、マルクス研究の奥行がいかに広がる
かを実際に示している。本書「あとがき」で
平子友長氏は、「抜粋ノートを視野に入れた
マルクス研究は、21世紀の世界のマルクス研
究の大きな課題である。筆者は、本書を契機
として抜粋ノートを活用したマルクス研究へ
の関心が高まることを願うものである」(345
頁)と記している。この指摘は、今後の研究
のひとつの方向性を提示するものとして重要
である。それと同時に、今後の MEGA の、
とりわけ第Ⅳ部門の継続的な編集・発行体制
を確立することも重要な課題となっている。
(せきね いいちろう 高知短期大学名誉教授)
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■書評■

21世紀の多国籍企業・金融資本による
税逃れ “ 秘密の王国 „ 解明に挑む
合田寛著『タックスヘイブンに迫る― 税逃れと闇のビジネス―』
（新日本出版社、2014年 9 月）

奥 村 皓 一
には20％に引き下げ、企業誘致のための優遇

(1)「21世紀の多国籍企業」と
著者の問題意識

措置を創設する方針である。日本政府も「ア
ベノミックス第四の矢」として、現在35％の

21世紀の多国籍企業とグローバル巨大銀行

法人税の実効税率を20％台へと引き下げる計

の政治・金融権力によって構築された強大な
全地球規模の税逃れマシーン

画を発表している。

─彼等は

トマ・ピケティ教授の著書『21世紀の資

説明責任を負わず、国家も政府も介入するこ

本』でも「グローバル経済を放置すれば、

とができない。タックスヘイブンという膨張

100年前の極端な格差社会に逆戻りする」と

を続ける21世紀資本主義の

の

警告し格差拡大で資本主義社会の不安定化や

政治経済権力構造の解明に挑戦しようという

不況の進行を防ぐために、累進課税や国際協

のが金融資本研究者としての著者の狙いであ

調のグローバル資本税の導入などを提案し、

る。

世界的な注目を集めている。

秘密の王国

新自由主義的グローバリゼーション推進役

2010年の先進国サミットや OECD（経済協

としての「21世紀の多国籍企業」がもたらし

力開発機構）の重要会議でも「『税の競争』

ている、限りなき金融権力と蓄積の追求の構

は経済の効率化のために望ましいとする考え

図としてのオフショア・タックスヘイブンの

方は適正ではなく、その競争は市場における

膨張とその過程で激化する先進国と新興国に

企業間の競争とは性格が異なる。税は経済活

広がる「底辺への税の引き下げ競争」と企業

動のコストではなく、企業に対する減税は、

誘致の優遇措置創設と消費税の極限へ引き上

他の国民大衆に対する増税となり、国が競争

げとして端的に表現されている。著者は本書

に有利になることはない」という認識で一致

を執筆するにあたり、この現実の世界的展開

してきている。

の洞察から出発している。

そのような国際認識が強まり深まるなかで

昨年 6 月に、イギリスの『インディペンデ

世界を驚かせたニュースが、英国のザ・ガー

ント』紙が「日本も法人税リーグの国際的底

ディアン紙、同フィナンシャル・タイムスを

辺への引き下げレースに参加した」と指摘し、

先頭に、同じ14年の夏に流れた。年間17兆円

「悪しき税の引き下げ競争戦」が世界的に始

の売り上げ、 3 兆円の純利益を世界中で稼ぎ

まったと報じた（13年 6 月14日付）。

出すアップル社が、まったくといっていいほ

英国政府は、現在21％の法人税率を2015年

ど納税を果たしていないというのである。法
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人税の減税の意義が世界中で問われている時

カナダへ本社移転）など、外国企業の買収と

に、堂々たる税金逃れという

同時に法人税率の低い国へ本社機構を移すと

象

アップル現

を最初に追及解明を開始したのは、EU

いうシナリオで動いている。

（欧州連合）の欧州委員会であった。米国の

議会や大統領が税逃れと非難しようと、多

アップル、スターバックス、グーグル、アマ

国籍企業にとって「節税」は経営戦略の本流

ゾン、マイクロソフトなどが、法人税率が低

であり、インバージョン自体、違法ではない

い欧州のタックスヘイブン国（スイス、オラ

のである。

ンダ、ルクセンブルク、アイルランド、リヒ

知的所有権を海外子会社に移し、海外子会

テンシュタイン）に所得を移転して納税の大

社を通じて製品を販売するパターンを完成さ

削減をしていた。欧州を中心に人々の激怒が

せたマイクロソフトの金融資産のうち91％が

走ったのは当然である。しかしながらアップ

既に米国外に置かれている。キャタピラーも

ルやスターバックスなどにしてみれば、それ

スイス子会社に利益を集中し24億ドル規模の

は税金逃れではなく、適法なる「節税」と主

米国法人税を回避し、スイス政府と交渉して

張したいところである。

実質法人税を 4 ％から 6 ％に抑え、自国外で

さらに、多国籍企業のいまひとつの流行が

稼ぐ体制を創出し、金融資産の85％以上をス

外国企業を買収し、本社を税率の低い外国に

イスに保留している。

移し、この新親会社を軸に資金の流れを再構

ファイザーは海外金融資本留保割合80％と

築する「インバージョン」（租税地変換ない

し、メルクは85％、ブリストル・マイヤーズ

し課税逆転）である。

は75％、アップルは88％、グーグルは58％と

「このままでは国益が損なわれる」とオバ

なっており、相手国の立場を考えればもはや

マ大統領が警告を発し、米連邦議会上下両院

動かせないほどの巨額金額となっている。こ

で問題とされたのは、租税回避を狙ったとも

のようにして、米国多国籍企業が海外に留保

受け取れる製薬世界最大手企業のファイザー

している利益額は、アップルが1400億ドル、

による英国スウェーデン医薬資本のアストラ

GE が1200億ドル、マイクロソフトが900億

ゼネカ買収計画である。ワイデン米上院財務

ドルであり、ファイザー、IBM、エクソンモ

委員長そしてオバマ大統領までが「米国を見

ービ ル、グー グル、P&G、 シティグループ

捨てる企業行動」と公然と批判した。

が、700億ドルから500億ドル弱となっている。

ファイザーの買収計画は英国政府の反対に

オバマ米大統領は、15年 1 月20日の一般教

あってひとまず中止となったが、すでに多く

書で「（税制の）抜け穴をふさぎ、外国に利

の「インバージョン」目的に買収が動き出し

益をためている企業への恩典を止める」と述

ていた。世界製薬10位の米アッヴィが、英シ

べ、米国企業が海外で稼ぐ利益に最大で19％、

ャイアー PLC を買収（540億ドル）、同じく

これまで海外にためた利益に一回限りで14％

サリックス・ファーマシューティカルが、英

課税する方針を打ち出している。本格的な税

コスモ・テクノロジーズを買収（270億ドル、

制改正で10年間で5064億ドルの税収が見込ま

アイルランドへ本社移転）、医療機器の米メ

れているが、米国企業側は大反発し米議会へ

ドトロニックがアイルランドのコビディエン

ロビー活動を開始している。オバマ政権はす

を買収（430億ドル、アイルランドに本社移

でにレームダック化しており、改正はかなり

転）、米中堅医薬企業ペリゴがアイルランド

困難とみられる。

のバイオ薬メーカーのエランを買収（86億ド

EU（欧州連合）は、アップル、スターバ

ル、アイルランド移転）、米バーガーキング

ックス、アマゾンドットコム、フィアットフ

が加ティム・ホートンズ買収（110億ドル、

ァイナンスなどに対するアイルランド、オラ
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ンダ、ルクセンブルクなどの一部の EU 加盟

義国の新多国籍企業（巨大国際国有企業、国

国の特定企業に対する税の優遇措置に対する

際的財閥企業）も、そのネットワークに乗っ

調査を15年 3 月から開始した。これとは別に、

て活用し、政府と国家を超えたグローバル経

AOL、 アマゾ ン、 アッ プル、ヤ フー、イー

済の奥地に潜み「私たちの目に見えないとこ

ベイ、マイクロソフトなど、米欧の企業340

ろで富を操り、投機マネーのうごめく場とな

社と結んだ税優遇措置による「秘密の帝国」

っている」（著者）。

ルクセンブルクへの欧州委員会による調査も

著 者 は 、 OECD（ 経 済 協 力 開 発 機 構 ） が

欧州委員会によって進められている。アマゾ

1998年に出した「有害な税の競争」で示され

ンのルクセンブルク持ち株会社は、3.2億ユ

たタックスヘイブンの定義を概観して、その

ーロの利益をあげながらも納税額はゼロだっ

世界ネットワークを分析する。タックスヘイ

たという。

ブンが世界の 4 地域に分布しているが、その

もっとも、同委員会の最高権限を持つのが

起源はすでに旧香港本社の英国通信企業

ジャン・クロード・ユンケル委員長で、同氏

C&W ケーブル&ワイヤレスが1920年代から

自身がルクセンブルク首相だった在任18年間

30年代にかけて海底ケーブルでこれらをタッ

に多国籍企業との精力的な交渉で取りまとめ

クスヘイブンネットとして結んでいた。カリ

たのが税制優遇措置の内容である。ユンケル

ブ海域はバミューダ、ケイマン諸島、バハマ、

委員長は「ルクセンブルクが調べられるなら

バ ー ジ ン 諸 島 （ 米 ・ 英 領 ）、 ア ン ギ ラ （ 英

アイルランド、オランダ、ベルギー、英国、

領）、アルバ（蘭領）、ドミニカ国、アンテ

スイス、米国のデラウェア州も調べられなけ

ィル（蘭領）、大洋州はクック諸島（ニュー

れば」との趣旨の発言をザ・ガーディアン紙、

ジーランド領）、マーシャル諸島、トンガな

フィナンシャルタイムズ紙に表明している。

ど 7 ヵ所、欧州はジブラルタル（英領）、マ

さらに、世界最大のグローバル銀行の

ン島（英領）、リヒテンシュタイン、モナコ、

HSBC やバンク・オブ・アメリカがオフショ

アンドラ、マルタ等11ヶ所、中東（バハレー

ア・タックスヘイブンを使っての所得隠しや

ン）、インド洋（モルディブ、セイシェル）、

脱税行為を行なったという問題が表面化して

西アフリカ（リベリア）である。

いる。

タックスヘイブンと似た概念のオフショア
金融センターにも著者は深く分析を深める。

(2) タックスヘイブンの
世界ネットワークの構図

IMF（国際通貨基金）や国際金融安定化フォ
ーラム（FSF、1999年設立）の資料を活用し、

著者は本書の一章と二章で、現代多国籍企

オフショアの銀行が、オンショアの銀行（本

業−金融資本が構築したタックスヘイブンと

国の銀行）に適用されている諸規制（預金準

いう世界金融ネットワークの権力構造につい

備率、税、利子、為替制限も含む）を免除さ

て概観する。タックスヘイブンとは英語では

れ、匿名と脱税の可能性を提供し、麻薬取引、

tax haven（税の避難所）であり、通常「租税

マネーロンダリングなどに活用される。オフ

回避地」と訳され、ニューヨーク国際金融セ

ショアセンターの多くはカリブ海や太平洋の

ンター（ウォール街）やロンドン国際金融セ

島々に存在するが、オンショアもオフショア

ンター（ザ・シティ・オブ・ロンドン）とも

も同じ機能を果たしていると著者は結論づけ

金融情報通信網の見えざる糸で密接につなが

る。そしてロンドンはオフショアとオンショ

る米英国際金融ヘゲモニー（アングロサクソ

アを区別しない内外一体型で、ニューヨーク

ンダム・グローバル金融ネットワーク）の構

と東京はオンショア金融業務とオフショア業

成体である。多国籍企業や新興国・旧社会主

務を区分する。ニューヨークはインタナショ
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ナル・バンキン・ファシリティ（IBF）が、

バハマ、ドバイ、アイルランドをあげている。

日本では東京オフショア市場（JOM）がオフ

そのほとんどは英国統治下から完全に独立し

ショア市場として設立されているというので

ているが、なお英国金融システムの強い影響

ある。

のもとにある。

ザ・シティ・オブ・ロンドンは、それ自身

次にメガバンクや多国籍企業が本拠を置く

がオフショアセンターであり、タックスヘイ

アメリカ・ニューヨーク金融センター（ウォ

ブンとしての特徴を強く持っているが、この

ール街）を中心とするネットワークは、第一

シティを世界中に広がるネットワークの中心

が1981年に創設された IBF（インタナショナ

としてとらえると、国際的なオフショアのハ

ル・バンキング・ファシリティ）で、米国の

ブの役割をはたすと著者はいう。シティを囲

銀行は海外のオフショア金融センターに行か

むタックスヘイブン・オフショアセンターの

なくとも、別帳簿のオフショア勘定に記入す

第一の輪は英仏海峡に浮ぶマン島、ジャージ

るだけで、米国内の金融規制をのがれること

ー島、ガーンジー島の三つの王室属領

ができる。

（Crown Dependencies）で、伝統的にイギリ

米国銀行行政は他国の金融機関に対しては

スの国王が王国の外郭に有する領地で大英連

自国国民の口座情報開示を求め、外国で生じ

合王国にも含まれない。したがって英国議会

た利子配当に対しては厳しく課税するが、非

で制定された法律が適用されることは原則と

居住者外国人の米国内で生じた利子所得と配

してない。また EU に加盟していないので

当所得の大部分には課税しない。また金融機

EU の法律や規制にも従う必要がないという

関は、国内で生じた犯罪資金を取り扱うこと

のである。

はできないが、海外で生じた犯罪資金は取り

シティを中心とするタックスヘイブンのネ

扱っても処罰されない。

ットワークの第二の輪は、英国の海外領土で

米国金融センターのオフショアネットワー

あり、大英帝国時代の植民地として生き残っ

クの第二の輪として、著者は、米国内州レベ

たアンギラ、ケイマン諸島、バミューダ、イ

ルのタックスヘイブンをあげる。その代表は

ギリス領バージン諸島、タークスカイコス諸

デラウェア州で、同州会社法は、会社の設立

島、そしてジブラルタルである。ジブラルタ

や解散の容易さで知られ、米国主要企業・フ

ルの他はすべてカリブ海に浮ぶ小さな島々で

ォーチュン500社の 3 分の 2 近くはデラウェ

ありニューヨークとの間に大きな時差がなく、

ア州で設立されている。日本や欧州国際企業

アメリカに拠点を置く多国籍企業やグローバ

の米国法人も含めて、88万2000社が登記して

ル銀行にとって活用しやすい金融センターで

いる。デラウェア州は6500以上のシェルカン

ある。21世紀になって新興国の財閥企業や国

パニーがあり、法人が他の州の課税を回避す

有・国営企業もこれを活用している。

るためのツールとなっている。この他にフロ

エリザベス二世女王を君主に戴き、女王に

リダ、ワイオミング、ネバダなど自州への企

よって任命された総督が内閣を統括、ロンド

業の誘致を競って税制規制、秘密性の提供そ

ンの枢密院が最終審裁判権を持つこの小島

の他の優遇措置を講じている州がある。

（三つの島からなる諸島）に 8 万社の企業、

アメリカを中心とする第三の輪は、カリブ

600行以上の銀行が登記されている、ほとん

海の米領バージン諸島、太平洋のマーシャル

どが「私書箱会社」で、その多くは、米国に

諸島の他、リベリア、パナマがあって、タッ

請求先住所を持つ形式上の会社である。

クスヘイブンの海外サテライトを構成する。

シティを取り巻く第三の輪として筆者は、

ニューヨーク‐ロンドン金融枢軸は、異な

大英帝国の旧植民地の香港、シンガポール、

る型のタックスヘイブン・オフショアネット
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ワーク形式を競い合い（シティは海外に、ウ

vens）と英国の国際開発 NGO であるアクシ

ォール街は米国内に力点）つつ、グローバル

ョンエイドの2011年報告が述べているように、

金融ネットワークのアングロサクソンダムを

ロンドン証券取引所上場の時価総額上位100

形成してきたが、21世紀になって、ヨーロッ

社のうち98社がタックスヘイブンに子会社を

パのタックスヘイブン国（スイス、オランダ、

持つ。世界最大規模のグローバル銀行 HSBC

ルクセンブルク、アイルランド、リヒテンシ

銀行が556社の子会社を持つのをはじめ BP、

ュタイン）が、多国籍企業の金融マネジメン

R.D.シェル、ロイヤル・バンク・オブ・ス

トの展開のなかで重要な役割りをはたすよう

コットランド、バークレイズなどと続く。

になってきた。

全地球にタックスヘイブンを張りめぐらせ
ると同時に、多国籍企業は税金逃れのシステ

(3) オフショア・タックスヘイブンの
巨大金融機関

ムを高度化し、資本蓄積促進によって、投
機・金融操作の金融権力の強化をはかる。

第 3 章の「多国籍企業と富裕者の税逃れ」

その代表例として本書では、アップルが

や第 4 章の「金融危機の奥にもタックスヘイ

1980年代に開発しスターバックス、グーグル、

ブン」、第 5 章「途上国からの富収奪」では

フェイスブック、マイクロソフト、アマゾ

現代多国籍企業やグローバル巨大銀行のタッ

ン・ドット・コムが活用する「ダブル・アイ

クスヘイブン・オフショアセンターの高度化

リッシュ・ダッチ・サンドウィッチ」と呼ば

した活用と全地球にまたがる収奪と支配の構

れるスキーム（アイルランドの二つの子会社

図を描いている。

とその間にオランダの導管会社を設置した巨

「タックスヘイブンの最大の受益者は多国

大企業）による法と制度の隙間をねらった巧

籍企業である」と著者は述べ、数多くの貴重

妙な課税逃れを図解を活用して解説・分析を

資料を活用して分析している。米国の上位

進めている。「どこの国にも

100社の巨大企業のうち82社がタックスヘイ

多国籍企業」となってアップルの利益の大半

ブンに2686社の子会社を持ち、バンクオブア

はどこからも課税されない聖域となっている。

メリカ・メリルリンチが316社、第 2 位がモ

導管国と中間持ち株会社を活用して居住地国

ルガンスタンレーで299社、 3 位が米国最大

からも源泉地国からも課税されない状況を作

の医薬資本のファイザー174社で、子会社の

り出そうとするものである。オランダ親会社

ほとんどはケイマン諸島、バミューダなどの

が外国子会社から受け取るすべての利益を免

カリブ海タックスヘイブンに置かれている。

税するなどの税制措置によって、多国籍企業

しかし、タックスヘイブンは世界の50か国と

が税を支払うことなくオランダを通り抜け、

地域そしてデラウェア州はじめ米国内の多数

タックスヘイブンに利益と移益を移転するこ

の州に拠点網を築く。

とができる仕組み（ダッチ・サンドウィッ

上位100社を合わせると、タックスヘイブ

居住

しない

チ）を提供している。

ンに溜め込んだ資金は1.2兆ドル（2013年）

さらに、本国に本拠を置く多国籍企業グル

で、このマネーに対してはほとんど課税され

ープが低税率国のタックスヘイブンに子会社

ないが、課税されてもきわめて低くほんの数

を設立し、この子会社をその企業グループの

％（米国の法人税率は35％に対して）でしか

最終的な親会社に逆転する組織再編成―親

ない。米国はこれによって、年間1000億ドル

が子になるインバージョンや移転価格操作

の税収を失っているという。

（トランスファー・プライシング）、知的財

イギリスに本拠を置く多国籍企業も「タッ

産の移転による利益移転、過大な利子の支払

クスヘイブン中毒」（Addicted To Tax Ha-

による多国籍企業の所得のタックスヘイブン
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向け移転について論ずる。

債は銀行の対外資産・負債全体の過半を占め

次にタックスヘイブンを運用演出する専門

る。オフショア・タックスヘイブンに子会社

家集団と多国籍企業巨大金融機関の秘密のつ

を持つグローバル企業のなかでも、金融機関

ながりについて述べる。最も重要なものは、

が保有する件数は飛び抜けて多い。英国四大

世界の四大会計事務所（ロンドンのアーンス

銀行（HSBC、バークレイズ、ロイヤルバン

トヤングとプライスウォーターハウスクーパ

ク・スコットランド、ロイズ）はあわせて

ーズ、ニューヨークのデトロイト・トーシ

1649社の子会社を持つ。英国銀行の好むタッ

ェ・トーマツ、アムステルダムの KPMG）

クスヘイブンは王室領のジャージー島で600

が顧客である多国籍企業に対して「税逃れの

行 を 上 回 り 、 つ い で ケ イ マ ン 諸 島 （ 400 社

スキーム」を提供していることである。

強）、ルクセンブルクが300社強となってい

また多国籍企業や富裕者の脱税・税逃れは

る。バンク・オブ・アメリカが最も多く316

巨大金融機関によるプライベートバンクの助

社 、 モ ル ガ ン ・ ス タ ン レ ー が 299社 、 以 下

けがなければ、タックスヘイブン資産の巨額

J・P・モルガン・チェース、ゴールドマン・

達成と大規模な膨張は実現できない。オフシ

サックス、ウェルス・ファーゴ、ドイツ銀行

ョアにある個人資産の約 7 割は、大手プライ

と続く。

ベートバンクの管理下にある。

オフショア・タックスヘイブンは実態のな

その資産規模は、 1 位の UBS（スイス）

いペーパーカンパニーや正体不明の各種の事

が約1.79兆ドル、 2 位スイスのクレディスイ

業体が活動するシャドーバンキングの世界で

スが0.93兆ドル、以下ゴールドマン・サック

あり、その数もたえず変化している。

ス、バンク・オブ・アメリカ(メリルリン
チ）、ドイツ銀行などとなっている。上位10
行で6.2兆ドル、上位50行で12.1兆ドルが、

(4) 金融資本の暴走と
「税の引き下げ」競争

メガ銀行によってタックスヘイブンに移され

オフショア・タックスヘイブンの巨大銀行

その管理下にある。上位10行が管理する資産

子会社群は、ニューヨーク−ロンドンの国際

は年率20％の膨張を示し、その規模は全体の

金融センターとつながり、光のスピードでマ

半分以上となる。巨大なグローバル金融機関

ネーが世界を移動する情報通信ネットワーク

こそタックスヘイブンの最大の立役者である。

で結ばれている。その上で規制を離れた金融

そこで巨大金融機関は世界中のタックスヘイ

資本として暴走する。

ブンに子会社を設け、脱税資産を隠し、不法

これまでの世界金融危機（巨大ファンドの

資金を流出させ、犯罪資金を洗浄するための

ロングターム・キャピタル・マネジメントの

秘密のルートを提供している。その最も伝統

破綻、リーマンショック）の背後には必ず、

的な手段は秘密口座の提供で、スイスはじめ

オフショア・タックスヘイブンにおける金融

リヒテンシュタイン、バハマ、ケイマン諸島

子会社、各種ファンド、証券化業務の SPE

では秘密保護法が制定されており、いかなる

など事業体の戦略的な動きがある。

情報の漏洩にも厳しい罰則が科される。明確

オフショアではその事業体が金融秘密を強

な罰則規程のないタックスヘイブンでも、口

化したり金融規制の緩和を求め、本国の規制

座や資金移動には厚いベールがかけられてい

緩和を認めさせると世界の規制緩和競争の口

る。

火を切り、「底辺への競争」への際限なきグ

また、銀行の対外融資の約半分はオフショ

ローバル競争を引き起す。「底辺への競争」

ア経由でその多くはタックスヘイブン経由で

は低税率や無税で企業を呼び込む税の競争へ

ある。また、銀行のオフショア対外資産と負

と発展している。近年は先進国が主導する税
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の競争となって発展している。英国では法人

を中心とする一流企業の英領ケイマン諸島や

税の28％（2010年）から2015年には20％へ、

英領バージン諸島、バーミューダ諸島などの

米国ではオバマ政権が35％からの引き下げと、

オフショア金融センターへの進出は急増中で、

日本の安倍政権は、30％台の実効税率も20％

2010年代初めに30万社を越えたと見られ世界

台まで引き下げる計画を持ち日本財界はアジ

的に最段階に到達している。さらにそのオフ

ア諸国水準への引き下げを要求する（香港が

ショア金融センターを基地に数百社が海外で

16.5％、シンガポールが17％、その対局に消

上場しているといわれる。これらのオフショ

費税20％目標）。

ア金融センターは、法体系が香港法律体系と

著者は、ニコラス・ジャクソンの名著『タ

同じ英法律体系に属する。中国企業がこれら

ックスヘイブンの闇』の言葉を引用し 4 章の

のオフショア金融センターに上場すると複雑

まとめとしている。「金融資本は、責任を負

な法律手続きを省くことができるという便宜

わない政治的・経済的権力を集中させた（タ

性もあるが、タックスヘイブンを経由しての

ックス・ヘイブンという）金融センターに結

グローバル投資・資金調達活動は注目を要す

集し、現地の政治を乗っ取り、その法域を乗

る。中国国有企業によるケイマンなどタック

っ取り……迅速かつ柔軟な施設の法制定マシ

スヘイブンへ投資し、「海外企業」としてこ

ンに変えてきた」そして「金融要塞と化し法

の地域で登記され、『ケイマン企業』として

域で生れた仕組が別の法域に飛火し規制や

中国国内に投資される。それによって、中国

法・民主主義の劣化を招く」というのである。

政府による外資系企業としての優遇策を受け

第 5 章では「途上国からの富の収奪」で

経営のコスト削減が可能となる。その投資額

『多国籍企業による資金流出のルート』を絶

は中国の対内直接投資額の30％内外に達して

ち自らの税収を確保する問題を説き、第 6 章

いると思われる。外国籍の中国企業による対

では「犯罪・腐敗・マネーロンダリングの温

中国投資はラウンド・トリッピング（Round

床」としてのタックスヘイブンの現実につい

Tripping）と呼ばれる。さらに中国の私有企

て、世界最大の英 HSBC 銀行のマネーロン

業によるケイマン経由の投資も注目される。

ダリングなどの例をあげて、実態を追求する。

持株会社をケイマンに設立して米国証券市場

第 7 章は「タックスヘイブンと日本」では、

に上場する。米国のデラウェア州、英バージ

近年、多くの大企業や富裕者の規制回避や税

ン諸島でも登記企業として認められる。オフ

逃れのためのタックスヘイブン投資の急増の

ショア会社が「外資企業」として中国で多く

問題を分析する。第 8 章は「タックスヘイブ

の優遇策を受ける「外商直接投資」は、「企

ンはどのように形成されるか」をまとめて論

業所得税法」の改正で若干減少傾向だが、中

じ、多国籍企業や国際金融資本によって長い

国からタックスヘイブンへ流出した「外商直

時間をかけて強大なグローバルネットワーク

接投資」は2010年代に入って伸び続けており、

として形成されたグローバル資本主義の聖域

これらのマネーの多くは第三国へ流出してお

として構築されたかを論ずる。中国を巻き込

り、これらの資金がどこの国にどう移動して

んだ実態もこれに加わればなお意義深かった

いくかは不透明である。

といえよう。むしろ、近年活発化している中

新第三世界の超大国で成長する「新多国籍

国のタックスヘイブン（中国からの投資と中

企業」に広がるタックスヘイブン活用の典型

国への再投資も含めて）の活用と結びつきに

として解明していただきたい。

ついて別の章立てで論じられれば、重要な問
題提起ができたであろう。

第 9 章「タックスヘイブンとたたかう」で
は、1961年 4 月のケネディ大統領の議会演説

あえて私見を提示すれば、中国の国有企業

に始まる多国籍企業のタックスヘイブンを活

- 102 -

用した利益シフト抑制から1998年の OECD
「有害な税の競争」報告書（96年の仏リヨン
での G7サミット宣言を受けて作成）による
キャンペーンへと展開した先進諸国政府主導
の是正運動を分析する。タックスヘイブンに
よって恩恵を受けるのは一部の巨大企業・巨
大金融機関で、 1 ％の富裕階層であり、99％
の中小企業・勤労者の負担増となりその肩に
重くのしかかり（格差は最大限に拡大し）各
国の財政の健全性を損なわせ、金融市場の混
乱を招き、資本主義の危機を深刻化するとい
価格 1,836円（本体1,700円）
単行本 B6判 252ページ
新日本出版社 （2014年09月）
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う共通の問題意識が各国政府に広がった実態
を豊富な資料をもとに解明している。
OECD やその加盟国である先進諸国が主導
するタックスヘイブン改革は、ビジネス界の

書といえよう。

反対で、これまでのところは失敗してきたが、

全体の問題点をあげるとすれば、21世紀型

矛盾と格差の強まりのなか、12年のサミット

多国籍企業の税逃れの典型としてアップル、

や G20サミット以後、タックスヘイブンが主

マイクロソフト、アマゾン、グーグルなどの

要議題となり、アップルやスターバックスが

新興勢力があげられているが、エスタブリッ

多国籍企業メカニズムの高度活用でどこにも

シュメントの中核的多国籍企業（エクソンモ

税金を支払っていない実態が明るみに出され

ービル、R.D.シェルやダウ、デュポン、ボ

世界中で抗議の声が高まり始めたのである。

ーイング、GM、フォード）はさらに大がか

終章『開き始めた改革の扉─ OECD を

りな合法的な脱税システムを構築しているの

越えて』において、著者は、OECD や EU 委

ではないかという点である。そして、多国籍

員会での追求の本格化と国連ベースでの討議

企業と21世紀型の金融資本的結合を高度化し

への広まりが、世界のシンクタンクや NGO

ているニューヨークやロンドン（東京）を拠

の専門家等を中心とする市民運動や国際調査

点とする巨大銀行のタックスヘイブン、オフ

ジャーナリスト連合（ICIJ、ザ・ガーディア

ショアセンターを活用・運営しつつ金融権力

ン、ワシントン・ポスト、フィナンシャルタ

を拡大しているその構図を明らかにする必要

イムス、ニューヨーク・タイムズ、朝日新聞

がある。合法的な巨大グローバル脱税システ

などが加盟）による膨大な秘密ファイルの公

ムを構築する21世紀型金融権力の形成につい

表などによって、OECD や EU 委員会を動か

て分析する能力は著者にはある。

し、市民運動を世界的に広げ多国籍企業や巨

さらに、中国はじめ、新興超大国の新多国

大銀行とその擁護団体のロビー活動を圧倒す

籍企業や国有巨大銀行が米英金融システムと

る段階へと進み始める状況に着目している。

戦略的提携･結合関係を深めて行くことに依

日本では企業減税と消費税率の引き上げを組

る世界経済の変化についての分析も深めて行

み合わせ、それを極限まで進めようとする冒

く必要がある。一読して21世紀資本主義に関

険的なアベノミック型新自由主義経済政策に、

して、深く問題意識を提示してくれる読み易

そのえん源を掘り下げつつ世界的視点に立っ

い研究書である。

て真正面から挑もうとする時宜に即した実践
的な意味のある金融専門研究者による力作の

（おくむら
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こういち

国際エコノミスト）

△…書評の第 1 は、21世紀の世界を長期的に展
編

集

後

記

望しつつ現在の日本の経済と社会を分析して、
人々が平和的に「より幸福な生活」ができるよ

△…現在我が国は、集団的自衛権、アベノミク

うにするために経済社会システムをどのように

ス、財政危機対策、貧困・格差対策など、国論

変えていくかを示そうとした本の書評である。

を二分する大問題に直面している。その背景、

△…書評の第 2 は、統計的分析の基礎概念や基

内容、影響を、自由にかつ科学的に究明するこ

本経済指標を、投下労働量計算に基づいて再構

とを課題とする本誌の役割はますます重要にな

築し、時代や体制や生産様式を超えて比較可能

ってきているといえよう。

な統計的方法を提案した本を書評したものであ

△…本号では「巻頭言」、学術「論文」 4 本、

る。

「書評」 6 本を掲載することができた。なお、

△…書評の第 3 は、『世界価値論研究序説』及び

「臨時連載特集」は本号では休載とした。

『資本主義と女性労働』という遺稿集を書評し

△…本号の「巻頭言」は小論文といえるもので

たものである。

あり、明治期(19世紀末〜20世紀初め)に論じら

△…書評の第 4 は、「予防原則・リスク論に関す

れた各種の非戦論を紹介し、21世紀の非戦論の

る研究会」の研究成果をまとめた論文集につい

必要性を主張している。

ての書評である。

△…学術「論文」では、第 1 論文は、2008年の

△…書評の第 5 は、マルクスの抜粋ノートの内

リーマン・ショックなどに現れた現代の恐慌を

容を紹介するとともに、その解析を通してマル

念頭に置き、現代の「経済の金融化」や「資本

クスの理論の形成過程を研究した共著の書評で

の神秘化」が基本的には『資本論』に拠らなけ

ある。

ればその本質をあきらかにすることはできない

△…書評の第 6 は、タックスヘイブンという税

ということを論証しようとしたものである。

逃れの「秘密の王国」を解明しようとした本を

△…第 2 論文は、ペリー元国防長官の役割に注

書評したものである。

目して、「核兵器のない世界」の実現を目指す

△…本号には本研究所関係者だけでなく外部の

という主張にリアリズム性があると論述するも

人も執筆している。前者について言えば、渡辺

のである。

新氏は理事・主任研究員、鶴田満彦氏は監事・

△…第 3 論文は、経済学教育の可能性を、マル

研究会員、石川啓雅氏、山本唯人氏は主任研究

クス経済学、新古典派経済学の両面批判を通し

員、畠山大氏は研究員、八尾信光氏、小嶋康生

て地域の中に探ったもので、既存経済学の内在

氏は研究会員である。

的批判を通じて構築される経済学を、グローバ

△…本号に掲載された論文等が本研究所会員だ

ルな結び付きを持った中での地域を検討したも

けでなく多くの人に読まれることを願っている。

のとして、グローカル・エコノミクスと命名し

△…本誌には評論や学術論文などを掲載してい

ている。

る。評論は具体的問題についての意見や主張を

△…第 4 論文は、現存する集落営農の実態を示

述べるものであって、結論に到達する研究手続

しながら、それらが資本主義的農業に直結する

きを明らかにするものではないが、社会の多く

ものではなく、集落という地縁的な関係の中で

の読者に訴えかけることができる。これに対し

農民的経営を維持しようとするものであること

て、学術論文は、専門の研究者が自ら選んだテ

を、会計制度・事業マネジメントの観点から実

ーマに関して、自分の主張すなわち結論を、そ

証している。

の根拠を示しながら記述するものであって、そ

△…本誌は「書評」も重視しており、通常より

れによってその学問分野に新知見をもたらすも

も長い紙面を書評者に提供している。

のであり、その読者対象は限定されており、そ
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の表現方法には厳密さが要求される。

引用者がその誤りの責任を回避することを可能

△…最近では研究発表や研究論文の不正防止が

にすることにもなる。

大きな課題となっている。本誌もこの問題をゆ

△…新聞記事の多くにそれが示されていないが、

るがせにできない。無断引用のある論文を掲載

これは執筆者の主張を示した学術論文ではなく

したりすれば、本誌の社会的信頼が毀損される

て、新たな事実を指摘することを目的としたも

ことになる。そこで本編集後記において、無断

のであって、特に内部情報に基づくものについ

引用がなぜいけないか、学術論文に注がなぜ必

ては、情報提供者を守るために、情報源の秘匿

要かということについて、私の考えを述べてみ

が求められる。新聞の海外通信に特派員の名前

たい。

が記載されているのは、新聞社として事実の確

経済学の父といわれたアダム・スミスが『国

認が必ずしもとれているとは言えないからであ

富論』を執筆した当時においては、先行研究の

る。

明示が厳しく要求されてはいなかった。だが学

△…出所記載の数は決まっておらず、歴史研究

問の発展とともに、先行研究をサーベイし、そ

か理論研究かという研究分野の違いによって、

の批判的検討を行い、論文の主張の基礎となっ

出所、注記の数に違いが出てくる。

た情報の出所を明らかにすることが必須となっ

テーマに関する文献をすべて掲載する必要は

た。今日では注の表記についての基本的な共通

ない。情報が氾濫する今日、研究テーマに関し

方式が出来上がっており、注表記を見ただけで、

て必要であり確かな情報を選び出すという能力

著者が学術論文を執筆する訓練を受けたかどう

が特に求められている。インターネットで利用

かについてのおおよその判断をすることができ

可能なウィキペディアは知りたい用語を調べる

る。

ときに大変便利なものであり、私もこれを利用

△…先行研究を読むことは、それ自体が必要で

しているが、執筆者が誰だかわからないので、

あるということではなく、テーマに関し、どこ

ウィキペディアの内容を直接引用することは避

までが明らかとなり、どこが明らかとなってい

けるべきである。

ないかを知ることにより、自らの研究の課題を

△…先行研究の読了に時間を費やして独創性の

明らかにするために必要なことなのである。

ある研究を行えなくなることにならないように

独創的な研究は大変な労苦を必要とし、先行

注意する必要もある。

研究を明示することは、そのようなことを行っ

△…本誌が学術論文だけを掲載して特定の専門

た先人への敬意を払うこととなる。先行研究を

家のための雑誌となり、社会に対する鋭い問題

知らずに同じ結果を発表した場合に、それを知

提起を行って社会を動かすという力を失うとい

らなかったという弁明ができずに盗作として訴

うことにならないようにしなければならない。

えられる危険性がある。このことは特許権の侵

本編集後記が本誌への投稿者の参考になれば

害を想起すれば明らかである。

幸いである。

確かな出所、権威ある出典を明らかにするこ
とは、自らの主張を正当化するために必要とさ
れる。自らの主張を根拠もなく主張するだけで
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