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第 58回 高畠ゼミОＢ・ОＧ会読書会                

金子 勝著『資本主義の克服―「共有論」で社会を変える』（集英社新書） 

                                                    ２０１５・７・２５ 

                             報告者・江﨑民二 

 

 （本報告では、まず本書の内容の概要を紹介し、〈 〉で報告者のメモを紹介する） 

 

●序章  

 ワンフレーズの経済政策が行き交うようになった。「失われた 10年」の後に登場し

た小泉政権の構造改革論がそうだった。「聖域なき構造改革」「痛みを伴う改革」「改

なくして成長なし」というフレーズで、規制緩和が成長をもたらすとされた。市場に

任せれば「見えざる手」によって新しい企業や産業が生まれるとされたが、結果とし

て日本企業の国際競争力が低下し、格差と貧困問題が深刻化していった。これはアベ

ノミクスにも当てはまる。 

アベノミクスの３本の矢は、①異次元の金融緩和、②財政出動、③規制緩和政策を

中心とする成長戦略である。①の「異次元の金融緩和」では、２年の間に、物価上昇

率２％、名目成長率３％という目標をかかげたが、2014 年度実質成長率はマイナス

0.5パーセント、地価上昇率は円安の影響を除くとほとんど上昇していない。円安効

果も効いていない。2013 年以降、貿易赤字が拡大し、貿易収支を悪化させている。

潤うのは一部の輸出企業だけで、地域には波及せず、とりわけ原材料の値上げで中小

企業は苦しく、輸入物価の上昇で家計消費も圧迫されている。 

こうした状況で、なおも量的金融緩和と③の規制緩和中心の構造改革を実施してい

けば、格差を拡大させていくことになる。「岩盤規制」を壊すと称して、雇用や社会

保障などの分野において規制緩和政策を実行していけば、非正規雇用を拡大させ、ブ

ラック企業を横行させ、老後破産や孤独死をもたらす。それは地域格差も拡大させる。

そこで安倍政権は 2014 年 12 月にアベノミクスの効果を地方に広げるとして３兆

5,000億円の経済対策を閣議決定した。主な政策は、生活者・事業者への支援に 1兆

2,000億円、災害復旧・復興加速化などに 1兆 7,000億円、地方の活性化に 6,000億

円、地域住民生活等緊急支援交付金 4,200億円である。この財政出動は、統一地方選

対策のバラマキで一時しのぎであって明確な産業戦略がない。 

規制緩和を中心とする成長戦略がうまくいかなければ、財政赤字が深刻だから失敗

すれば出口を失う。 

大事なのは、どのような産業構造を構想するかである。 

20世紀から 21世紀にかけて、新しい技術的変化と産業構造の変化を特徴づけると

すれば、20世紀の「集中メインフレーム型」から 21世紀の「地域分散ネットワーク

型」への転換である。集中メインフレーム型システムは、規模を拡大して同じものを

大量に生産したり取引したりしてコストを下げていく方式で、大量生産・大量消費の
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経済社会システムを生み出した。そのシステムが成立する条件は、人口増加、所得と

雇用の増加、製品の国際競争力である。日本は「失われた 20年」の間の政策的失敗

によって 3つの条件が失われてしまった。一方、技術は、スーパー・コンピュータに

よるクラウド処理と情報通信技術（ＩＣТ）の発達が猛烈に進んだ。一つひとつが小

規模で分散していても、消費者のニーズを瞬時に反映させ、そしてネットワークを組

めば、十分に効率的になっていく。それは経済を地域分散ネットワーク型に変えてい

くだけでなく、それぞれの地方・地域で自ら決定できる地域民主主義をベースとした 

分散型の社会システムを形成していく。 

 アベノミクスは、財政金融政策を使った麻酔薬をどんどん強くしていくだけで、旧

来型の集中メインフレーム型に逆戻りしている。 

脱・中央集権型産業の有望分野としては、エネルギー、食と農、福祉がある。 

エネルギーでは、発送電分離改革を急ぎ、完全分離を行って発電の自由を保証し、系

統接続を保証するために送配電は国の関与を強めることが不可欠だ。食と農の領域で

は、１次産業（生産）、２次産業（加工）、３次産業（流通やサービス）を地域単位で

統合していく６次産業化とともに、再生可能エネルギーを兼業する経営モデルが必要

だ。社会保障や社会福祉の分野は、公共事業より雇用創出効果が大きい。その点では、

社会保障費の削減で財政再建をしようとする現行の政策の方向転換を図るべきだ。同

時に、財源保障とともに権限を大胆に地方分権化し、地域で住民参加のもとに、医療

と介護の連携を図る地域包括ケアの仕組みを整えていくことが必要だろう。 

 

〈本書は、序章で著者の論旨が大部分展開されているので、長々と概要を述べた。以

下の展開でも序章部分の論理が繰り返し述べられているので、以下では大胆に省略し

ている。なお、この書のような内容が「経済学」であろうかという疑問を持ったので 

調べてみると、市場主義の古典派あるいはケインズ経済学などとは異なるアプローチ

をする「制度学派」と呼ばれる経済学があることが分かった。『宇沢弘文の経済学』

（日本経済新聞社）によれば、「アメリカの経済学者ソースティン・ヴェブレン（1857

年～1929 年）の経済学は制度学派の経済学として経済思想の歴史の中で一つの流れ

を形成することとなった。制度学派の経済学の基礎をなしていたのがリベラリズムの

思想である。ヴェブレンがリベラリズムというとき、それは、人間の尊厳と自由を守

るという視点に立って経済制度に関する進化論的分析を展開することを意味してい

た。ヴェブレンはダーウィンの進化論の影響を強く受けて、人間の行動は、自然、文

化、歴史、社会、経済、法など様々な制度的諸条件によって規定され、また、人間の

行動が、これらの制度的諸条件の進化的展開のあり方に決定的な影響を与えると考え

た。ヴェブレンに始まる制度学派の経済学は、現在では、進化論的経済学と呼ばれて

いる」。 

本書の著者の金子勝氏も進化論的経済学の影響下にあることは明らかだろう。〉 
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●第 1章 共有論のパースペクティブ 

 新しい産業を生み出しつつ、格差や貧困を拡大しない、あるいは、自由と矛盾しな

いで、平等を達成する制度やルールのあり方を追求すると「共有」がポイントになる。 

 共有は、法律用語では私有権を前提にして持ち分所有権を含む所有の概念であり、

ここでいう「共有」はむしろ持ち分を想定しない「総有」に近いかもしれないが、こ

こでは両者を含む一般的な用語として使用している。 

共有は、コモンズ論と違う。共有は、自由な開かれたコミュニティーを前提とした

民主主義的な決定を重視し、制度やルールの新たなあり方を対象としている。具体的

対象としては、電力分野、社会保障制度、新しい独占の問題がある。 

 

〈コモンズ論について著者は、「これまでの規制緩和政策が、雇用・社会保障・地域

など社会に破壊的作用をもたらしてきたために、社会全体で守らなければならない共

有する領域があるという文脈で、コモンズ論が台頭してきた。コモンズ論は多くの場

合、入会地から地球環境までを含む、共同体や社会の維持あるいは持続可能性のため

に存在すると想定されている。」とし、「そこでは必ずしも民主主義的な手続きを必要

とするわけではない。」と、コモンズ論の限界を指摘している。なぜ、著者はコモン

ズ論にこだわるのだろうか。調べてみると（『宇沢弘文の経済学』）、コモンズの問題

が大きく取り上げられるようになった契機は、1968 年の『サイエンス』に載ったハ

ーディンの論文「コモンズの悲劇」だ。ハーディンはイギリス中世の共有牧草地を例

にとって、個人の所有権が明確に規定されていないため、共有地は必然的に過度に利

用され、牧草は枯渇し、牧草地は消滅せざるを得ないと主張した。何人かの共有地に

ついては、たとえこれ以上利用すれば全体の条件が悪化することが明らかな場合でも、

各個人が追加的に家畜を投入することによって直接得られる限界的便益が、牧草地の

条件が悪化することによって被る限界的被害より大きく、結果的に、牧草地が完全に

破壊されてしまうまで、人々は家畜をふやすことになってしまう。すべての人々にと

っての破滅がハーディンの帰結である。これは、経済学者たちの間で論争があった私

有制と市場機構の効率性の問題について、無視できない影響を及ぼすことになった。

私有制を通じて費用と便益とを内部化して、環境を含めて自然資源の効率的配分をも

たらすことができるという、新古典派的命題の重要な根拠とされた。1970年代後半、

から 80年代にかけて、レーガン、サッチャー、中曽根などによって強行された民営

化の政治思想に対する経済理論的正当性を与えた。これについては、コモンズは必ず

しも自然資源に限定されるものではないとして、「社会的共通資本」の視点から様々

な批判が起こった。新古典派の理論的枠組みへの批判は、第 1に希少資源の私有制の

前提である。大気、水、土壌などの自然的資源はもとより、道路、港湾、基礎教育、

司法、警察制度などの社会的共通資本については、私的な利潤動機に基づく市場的な

メカニズムを通じて配分されていない。第２に生産手段の非摩擦性という前提である。

ある特定の用途にあてられている生産手段を他の用途に変えることについて、何ら社

会的・私的費用を伴わないという前提で、資本設備だけでなく土地や労働についても
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成立する。第３は所得分配の公正性に関する前提で、新古典派の考え方では経済学が

問題とするのは資源配分の効率性だけである。しかし、現実には所得分配の不平等化

に伴って多くの深刻な社会的問題が起きているにもかかわらず、経済の客観性のみを

追求しようとするのは、もともと経済学者の志向した社会的関心とは、離れるもので

ある。それを踏まえての著者のコモンズ論へのこだわりだろう。しかし、著者は、「社

会的共通資本」という論を展開せず、「共有」を論じているのはどうしてだろうか。

報告者の見るところ、どうやら、変革の実現性への深い憂慮があるように思える。変

革を担う主体をどう見るかの人間観の問題だ。地域活性化にしても、市民主義にして

も、「革命」主体ほどでないけれども、強い負荷がかけられていることへの危惧では

ないか。ごく普通の生活者がいかにして変革や新たな制度に民主主義的にコミットで

きるというのかと言いたいのではないか。共有という新しい（曖昧で、漠然とした、

直接民主主義的な香りの高い）言い方で、新自由主義の自己決定論が前提とする合理

的な強い個人の人間観はもとより、市民主義やリベラルが前提としてきた（高潔な、

あるいは理性的・活動的な）人間観を、検討すべき問題として考えようと提起してい

るのではないだろうか。賢友の教えを乞いたい。〉 

 

●第２章 グローバリズムの歴史的意味 

 国民国家の成立から膨張という歴史をどうとらえるか。 

 軍事力と課税権を基礎として近代国家が成立し、資本・労働・土地という本源的生

産要素の市場が形成されて資本主義が成り立つ。資本主義は絶えずフロンティアを求

めて動き、それは国内にも向かう。共同体や家族といった領域まで浸食し食い尽くそ

うとする。マルクス経済学者は、それを収奪や搾取として描いてきた。 

 経済の長期停滞局面においてナショナリズムを利用して国民国家は膨張する。1870

年代後半の大不況、1930 年代の大恐慌の後に植民地の奪い合いが起きた。第二次大

戦後、植民地争奪戦は終わる。 

 1980 年代から金融自由化によるグローバリズムの時代に入る。それは、自国の制

度やルールをグローバルスタンダードとして他国に強要する。アントニオ・ネグリと

マイケル・ハート共著の『帝国』が現代世界の支配体制をＩТのイメージを背景に中

心がない支配システムとしているのは楽観的すぎる。 

 米国による制度やルールの強要は、世界中に金融自由化をもたらし、世界経済をバ

ブルとその崩壊を繰り返すバブル循環に巻き込んだ。そのイデオロギーが新自由主義

者の市場万能主義だが、現実には米国の制度の束の押しつけである。 

 

〈『帝国』は、『マルチチュード』（ＮＨＫ出版）によると、ネグリとハートが「現在

形成されつつあるグローバルな政治秩序の傾向を読み解こうと試みた」論である。「そ

の出発点は、近代の列強が主権を外国の領土にまで拡張することを主な基盤として実

践してきた帝国主義の見地からは、もはや現在のグローバル秩序を適切に理解するこ

とはできないという認識にあった。今やその代わりにネットワーク状の権力という新
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たな主権形態が現出しつつあり、そこには主要な国民国家に加えて、超国家的制度、

メジャーな資本主義企業その他の権力が、主要な節点（ノード）として含まれている。

このネットワーク状の権力は、「帝国主義的」なものではなく、「帝国的」なものなの

だ。」と説明している。そして、変革主体であるマルチチュードは、グローバルに展

開する大企業やネットワーク社会の内部で働いている人々だから、仕事を通して「帝

国」を担う技術を高めていく存在だと考える。新たな時代の権力を担う能力を十分に

備えた変革の主体だというわけである。金子の言うように、実践的変革論としては「楽

観的すぎる」わけであるが、今日のグローバル世界の構造を読み解く「哲学」と言う

べきであろうか。〉  

 

●第３章 グローバリズムは何を強要するか 

 一般的には、「市場」は、貨幣（あるいは価格メカニズム）を媒介にしてモノやサ

ービスが交換されていく仕組みだと考えられている。筆者は通常の経済学と異なり、

進化論的なアプローチからきた「市場は制度の束である」という市場観をとっている。

ただし、進化論と言っても、社会ダーウィニズムのように、強い者が弱肉強食で勝つ

という考え方もあるが、実はダーウィンは必ずしもそうは言っていない。同じ種の中

で一番強い者が生き残ると言っているのではなく、むしろ種全体が環境変化に対して

いかに適応していくかという視点を強調していると考えられる。生命体も社会も多重

な調節制御の仕組みを進化させて環境変化への適応の幅を大きくして、種が生き残っ

てきたのである。社会は、例えば 19世紀の周期的な金融恐慌、第一次大戦や大恐慌

や第二次大戦といった大きな変化が起こるたびに、セーフティーネットが形成され、

中央銀行の最後の貸し手機能や様々な社会保障制度が生まれた。 

市場は制度の束であるから、新自由主義が推し進める規制緩和して市場を働かせる

とかインセンティブを制度に取り込むといった政策は、予期せぬ副作用によって、多

重なフィードバックが壊れる。制度の束は、それぞれの社会の歴史的環境に応じて進

化するのだから、特定のモデルを前提とした演繹的方法ではなく、帰納的な方法であ

る病理学的アプローチが必要となる。 

 米国も、実は、市場原理主義の国ではない。競争力のある分野では自由貿易主義を

掲げ、輸出ができない場合には、相手を不公正とする。自由貿易協定（ＦТＡ）から

経済連携協定へ、さらに環太平洋経済連携協定（ТＰＰ）へという流れである。 

 また、「市場に任せろ」は、新自由主義の嘘であり、米国は初期投資のリスクは国

が負っている。ＩТ分野では、軍隊が初期投資し、情報スーパーハイウエイ構想は、

国が投資しているのである。 

 新自由主義は、実は市場原理を強制しているのではなく、米国の企業が都合よく動

けるように、米国的な制度の束を押し付けようとしているのである。この面を見ない

で、市場万能主義だと批判しているだけではグローバリズムの本質が見えなくなって

しまう。 

 そうしたグローバリズムが絶えず他国との間に摩擦を引き起こす。例えば、米国は
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会計制度や金融規制や知的所有権のあり方を「グローバルスタンダード」と称して他

国に導入させようとすることで、その国の市場を獲得しようと動く。金融や情報の世

界では、ＯＳを握った者が一人勝ちするので、こうした制度やルールを握る政策が現

代では重要性をもつようになってくる。 

 

●第４章 資本主義はどう変化してきたか 

 資本主義の制度やルールは、非線形的変化が起きるときに、水の気化に似た転換を

起こしてきた。 

 19 世紀に周期的に引き起こされた金融恐慌は、中央銀行の最後の貸し手機能を生

んだ。 

 第一次大戦は、大型間接税を生み、ワイマール憲法の生存権規定や普通選挙権、イ

ギリス国民代表法で女性選挙権を生んだ。 

 1929 年の大恐慌から第二次大戦期には、源泉徴収制度、累進所得税、石炭から石

油へのエネルギー転換を生んだ。大恐慌はまた、失業保険、雇用政策、一般補助金を

生んだ。 

 石油ショックは、新自由主義という反動を生み、オイルダラーの偏在に対して金融

自由化が生まれ、リーマン・ショックというバブル崩壊に行きついた。 

2003年のイラク戦争から、2008年のリーマン・ショック、2011年の福島第一原発

事故に至る現在は、化石燃料や原子力から再生可能エネルギーへの大きな転換が始ま

っている。 

非線形的変化をタテ軸にして、ヨコ軸に多層的なコミュニティーを考えることで、

本質的メカニズムをとらえる。ヨコ軸の５層は、グローバル、リージョナル、国民国

家、ローカル、家族（＋中間諸団体）である。 

５層を想定したセーフティーネットの上向運動と下向運動がある。 

上向運動の例としては、国際収支危機国へのＩМＦの貸付・緊急融資、固定為替レ

ートの変更、特恵関税、輸入数量制限などがある。労働市場のセーフティーネットの

場合、家族や地域共同体の扶養からローカルレベルの例えば教会による救済という上

向き運動があり、国レベルへの上向運動として、失業保険や年金制度がある。 

下向運動としては、スウェーデンの 1992年改革で、下向運動としては地方分権化

と現物給付を強化した。公的年金を確定給付型から経済成長スライド方式へ、地域医

療センターを核とする予防医療体制を強化した。 

日本は、職業別に分立した社会保障制度の一元化＝集権化と、医療等で現物給付の

分権化を進めるべきだ。 

 

●第５章 社会保障制度における「自由と平等」 

 平等を保障しつつ、より自由な人生選択を可能にするために、年金制度を一元化し、

所得比例税に基づく賦課方式にし、世代間連帯の社会化を図る。 

 健康保険や介護保険制度では、高齢者を対象とする保険制度や施設建設はより上位
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に、対人社会サービスは地域密着の基礎自治体に担わせる。現金給付は国レベル、現

物給付はローカルレベルに、である。 

 アマルティア・センは「最低限の生活保障が自由をもたらす」と言う。また、ロー

ルズの正義の原理は、第一原理と第二原理をひっくり返し、最悪の状況にある者から

救うべきだ。 

 

〈ロールズの正義の原理については、金子勝の『閉塞経済』（ちくま新書）に詳しい

ので、引用する。「経済学そのものは正義の問題を扱うことができないのですが、政

治哲学の領域でこの問題を取り上げた重要な業績があります。アメリカの政治哲学者

ジョン・ロールズの「正義論」（1971年）です。機会の均等と結果の平等が対立軸で

あった時代に、正義の原理として両者に優先順位づけを与えています。（中略）第一

原理は、「平等な自由の原理」です。すべての人が、政治的自由や精神的自由といっ

た基本的自由を、平等に享受する権利をもつべきである、という原理です。ところが、

自由が平等に分配されても社会的・経済的不平等、格差の問題が生じることは避けら

れない。では、どのような社会的・経済的不平等なら許容されるのか、ということで

第二原理が提示されます。第二原理は、社会的・経済的不平等に対しては、最も不遇

な人からまず優先して是正されなければいけないけれども（格差原理)、機会均等の

原則を侵すようなやり方ではいけない（公正な機会均等原理）、というものです。結

論的に見れば、「結果の平等」も大事にすべきであるが、「機会の均等」を最優先すべ

きという主張になります。（中略）ロールズの言う二つの原理の優先順序は、当時、

経済学において主流であった新古典派総合の考え方に非常に似ています。（中略）実

際、ロールズの言う第一原理と第二原理の優先順序はそれほど普遍的ではないと考え

られます。インド出身のアマルティア・センという経済学者は、ロールズと論争しな

がら、ロールズの第一原理と第二原理をひっくり返した主張をしています。彼はおそ

らく開発途上国を念頭に置いているのですが、最も貧困な状態に置かれている人たち

に教育や衛生を与えることによって、基本的な潜在能力を高めることができる。つま

り、最も不利な人たちに最大限の衛生や教育という基礎的ニーズを満たすことによっ

て、彼らは初めて自由になれる、という主張を行いました。これをあえてロールズの

二原理に当てはめて言い直せば、「格差原理」を優先することで、初めて「公正な機

会均等原理」が保障され、「平等な自由の原理」を満たすことができると読み替える

ことができます。」〉 

 

●第６章 波動から資本主義を見る 

 産業の長期波動から、次のように時代の変化をとらえる。 

① 1870年代の大不況から第一次大戦 

綿織物工業中心のイギリスから鉄鋼業中心の独米へ 

② 大恐慌から第二次大戦 

石炭から石油へ。自動車、家電、航空機、化学産業の発展 
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③ 石油ショック 

金融、情報通信の発展。グローバリゼーションの時代へ 

④ イラク戦争、リーマン・ショック、福島第一原発事故 

地域分散ネットワーク型の産業構造へ 

 ヨーゼフ・シュンペーターの波動説は有力。短期のチキン循環、10 年周期・設備

投資を重視するジュグラー循環、50 年周期のコンドラチェフ循環の３つが重なり合

って大恐慌が発生したと言う。今日は、世界的な金融危機とエネルギー転換が重なっ

ているので類似性を持つ。 

 

〈なぜここで循環論を出しているのだろうか。循環論が帰納的方法である病理学的ア

プローチの代表的論理だという意味だろうか。 

シュンペーターの景気循環論についての公平で平易な解説の一つを紹介しておく。

『いまこそ、ケインズとシュンペーターに学べ』（吉川洋、ダイヤモンド社、2009年）

からの引用である。「1939 年に刊行された循環論は 50 代前半のシュンペーターが全

精力を注ぎこんだ本だ。（中略）第一のコンドラチェフ波は 1787～1842年。これは綿

業、鉄鋼業、蒸気機関を中心とするいわゆる産業革命によって生み出された。55 年

間に、好況期（1787～1800年）、これに続く第二波は、1842～1897年、鉄道を主軸と

して生まれた。最後に、1897年から 1930年代に至る第三波は、電気と自動車をリー

ディング・セクターとして生まれた長波である。50 年周期のコンドラチェフの一つ

の循環のなかに、８ないし９年周期のジュグラー・サイクルがいくつか存在する。さ

らに一つのジュグラー循環のなかに 40か月を周期とするチキン・サイクルが入る。

三つの波が同じ方向で重なれば、好況にしても不況にしてもそれだけ大型になるし、

逆に三つの波が互いに打ち消し合えば景気の変動は小さくなる。シュンペーターのア

イディアはある意味では自然なものだ。しかし、こうしたアプローチを実際に現実の

景気循環に当てはめ歴史的経験を説明しようとする際、シュンペーターの議論は残念  

なことに混乱を極めている。（中略）三つの循環を合成するシュンペーターのアプロ

ーチは、経済学者の共有財産になったとは到底言えない。しかし、現実の景気循環を

理解するときに一つの有用な視点を提供している、ということは認めてもいいのでは

なかろうか。ちなみに景気の山、谷の基準日付に基づく戦後の循環の平均の長さは

50か月であるから、ほぼチキン・サイクルに対応する。」 

シュンペーターについては、また、よく知られた「創造的破壊」という概念を取り

上げなければならないだろう。その主張があるからこそ、金子はシュンペーターに親

近感を抱いていると思われるのである。資本主義は技術革新によって古い経済構造を

破壊し、新たな経済構造を創造していく内在的な運動メカニズムをもっている。資本

主義は、その矛盾や失敗によって破たんするのではなく、「創造的破壊」という成功

運動ゆえに滅亡するという説である。簡便な説明を紹介する。『資本主義の預言者た

ち』（中野剛志、角川新書）から引用する。「シュンペーターのヴィジョンにあって、

新自由主義者のヴィジョンには欠けているものが、一つあった。それは「創造的破壊」
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の概念であった。資本主義の内部には、その成功をもたらす創造的破壊というメカニ

ズムがあるが、その内在的メカニズムこそが、資本主義の存立基盤を掘り崩すものな

のである。従って、資本主義を再興しようとする新自由主義者たちの目論見は、それ

が成功すればするほど創造的破壊を促進し、かえって資本主義の自壊を早めてしまう

という矛盾に巻き込まれる。シュンペーターに言わせれば、資本主義の本質が創造的

破壊にある以上、社会主義の到来を食い止めるために資本主義を強化しようなどとい

う企ては、どだい無理な相談なのである。結局、新自由主義者たちによって政府介入

という酸素吸入装置を取り外された資本主義は、社会主義とは対極の「マネー・マネ

ジャー資本主義」あるいは「金融資本主義」へと転換した。しかし、新自由主義者が

復興を望んだ家族制度や中産階級といった資本主義の基盤は、復興どころか、解体の

歯止めがかからなくなっている。そして、金融資本主義も、さんざん暴走を繰り返し

た挙げ句、ついに崩壊したのである。」金子の主張の背後にシュンペーターの現実を

厳しく直視する姿勢が見えるような気がするのだ。〉 

 

 日本が長期停滞から長期衰退への道をたどっているのは、製造業の国際競争力が低

下の一途だからだ。米国は、1990 年代に金融と情報通信技術で復活した。日本はＩ

Т革命に遅れた。そして、米国の金融自由化路線に巻き込まれた。1970 年代のドル

と金の交換停止、変動相場制への移行によって、カネ同士の交換でカネの価値を生む

究極の資本主義になった。世界中を投機マネーが行き交う。1980 年代後半は、不動

産バブル、1990年代後半はＩТバブル、2000年代後半は住専バブルというバブル循

環になった。政治も米国主導のバブル循環にのみ込まれた（ほぼ一年ごとの総理大臣

交替）。 

 官民の無責任体質、大企業の経営者精神の衰退が転換を妨げ、再生可能エネルギー

への転換などによる日本企業の競争力回復を図れない。産業構造の転換を促し、第三

次産業革命を起こして「失われた 20年」を抜け出す。そのポイントは、再生可能エ

ネルギーへの転換と、情報通信技術を活用したスマート化である。そのためには、地

域分散ネットワーク型を広げなければならない。 

 

●第７章 新しい独占をめぐる対抗 

 古い独占問題は、原発の不良債権処理。新しい問題は、ОＳの選択、大量情報の利

用、個人情報の管理の問題だ。 

 独占規制は、国に任せても、市場に任せても効果を上げない。「共有」の戦略が、

自由や平等や多様性を保障する。「コモンズ論」は、固定されたメンバーの合意で共

同体維持を優先する。脱成長、定常的経済を意味している。開かれたコミュニティー

を前提とし、民主主義的な公共的決定を通して制度やルールを共有する。本来共有す

べきものを私有している者から奪い返す新たな闘争が起きる。 

 

●第８章 地域民主主義の可能性 
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 地域分散ネットワーク型の経済社会システムへの移行は、地域の自立性を高め、住

民が自己決定する社会的枠組みを作り出すことを意味する。 

 古い社会統合のシステムは機能しなくなっている。アベノミクスの金融緩和による

円安効果は産業の空洞化を作る。利益政治のパイプ（補助金・公共投資）も細ってき

ており、地域衰退を食い止められない。 

 政党政治が影響力を失いかけている。新自由主義は、既得権益打破の名目で中間団

体を解体していく。労働組合、農協、医師会は弱体化。また、地域や家族や企業など

の紐帯を弱めていく。格差や貧困が広がり、社会のアノミー化状態がもたらされる。 

 民意を吸収してアジェンダにまとめて争う政党の機能が低下している。とりわけリ

ベラルの解体傾向が顕著だ。投票率の低下、自公の圧勝で、議会制民主主義は機能し

なくなっている。米国でも東部の保守リベラルの影響力が低下し、欧州では、移民排

斥、ＥＵ解体を掲げる極右勢力が台頭している。 

 ローカルレベルでの地域民主主義をベースに地域に根ざした産業と雇用を創り出

す戦略が必要だ。「マルチチュード」は、インターネットやＳＮＳを利用した新たな

変革の可能性を示しているが、グローバルなレベルでのネットワーク化された社会運

動であり、新しい社会ビジョンの共有はない。ローカルレベルで具体的課題を民主主

義的に議論する公共空間の制度化が重要だ。 

 エネルギー、食と農、社会福祉の分野で、中小企業、農業者、自営業者、市民が主

体となって決定に参加し、生活の質を高め、雇用を創出していく。地域民主主義を新

しく制度化する経路を構想することが重要だ。 

 集中メインフレーム型の社会変革は革命であり、将棋に似ている。中央司令部を握

ったほうが勝ちである。地域分散ネットワーク型の世界は住民が参加し決定していく

公共空間の世界で、まるで囲碁のようにバラバラの各所の動きが繋がって変革がなさ

れていく。 

 

●あとがきにかえて 

 ○「失われた 20年」の根本的原因 

 アベノミクスの経済政策は明らかに失敗している。それに対して、脱成長論が台頭

し、格差縮小の所得再分配の主張がなされている。これは 20世紀的な古い対立軸だ。 

社会を変える原理は、制度やルールの共有という原理だ。 

 ○無責任の体系 

 1990年代の銀行の不良債権処理、2011年の福島第一原発事故について経営者も監

督官庁も責任を取らない。倫理的問題にとどまらず変わるべきものが変われなくなる。

産業構造の転換と雇用の創出がなされなくなる。 

 ○歴史的転換期の中で 

 筆者は、セーフティーネット論と構造改革批判、社会保障改革、不良債権処理問題

と長期停滞論、逆システム学、反グローバリズム、６次産業化と農業改革論、世界金

融危機論、脱原発成長論と地域分散型のエネルギー転換など、多くの問題を論じてき
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た。そうするうちに、資本主義の歴史をみるために、従来とは異なる視角や方法を意

識し、提示せざるをえなくなった。 

 ○資本主義の歴史の見方 

 本書で示した、いくつかの特徴的な歴史の見方をまとめる。 

 １ 国民国家の膨張とその衝突と捉える視点、それは帝国主義とか帝国という概念

なしに、国民国家の膨張傾向による支配―被支配の関係としてグローバリズムを歴史

的に位置づけることを意味する。新自由主義的なグローバリズムは、実際には「市場

原理」そのものを押し付けているのではなく、米国の制度やルールの強要と捉えるこ

とができる。 

 ２ 資本主義の歴史は非線形的変化によって区分されるという視点。ここでいう非

線形的変化とは、1870 年代の大不況から第一次大戦、大恐慌から第二次大戦、ニク

ソンショックから石油ショック、そしてイラク戦争からリーマン・ショック、福島第

一原発事故に至る今日のような大転換期を指す。法制度、税制、社会保障制度など新

たな基本的枠組みは、こうした危機に選択されていく。そのプロセスの全体像を明ら

かにするには、表層におけるグローバリズム対国民国家という不毛な二分法を超えて、

グローバル――リージョナル――国民国家――ローカル――家族（＋中間諸団体）と

いう５層のレベルを設定することが必要になる。 

 ３ 資本主義の歴史を波動で見る視点では、シュンペーターの考え方が参考になる。

シュンペーターは、２～３年周期のチキン循環、およそ 10年周期の設備投資がもた

らすジュグラー循環、50 年周期の産業の転換によるコンドラチェフ循環という三つ

の波動を考えたが、シュンペーターの波動論をよりダイナミックなものに読み替える

ことが必要になる。非線形的変化を引き起こす危機の時代は、同時に産業構造の転換

も引き起こす。そこで大きなイノベーションが起こるのだが、その最大の障害物は、

官僚化した大企業の経営者であり、古い産業の既得権益である。 

 ○新しい「独占」の出現 

 上の三つの視点から見ると、現在はどういう時代か。金融自由化と金融緩和政策は、

米国主導のバブル循環を生み落し、新自由主義的な諸政策は世界の人口の１％が世界

の富の多くを所有する格差をもたらす。しかし、バブル循環はリーマン・ショックに

行きついてしまった。にもかかわらず、金融資本主義は政治をも巻き込み、その慣性

力に金融資本主義からなかなか抜け出せなくなっている。今や米日欧の中央銀行の政

策金利はほぼゼロ、実質金利はマイナスの状態で、膨大な量的金融緩和を行っている。

世界中が投機マネーであふれている。このような状況は近代資本主義の歴史にはなか

ったことである。長い時間がかかるかもしれないが、新たな国際通貨、国際金融規制、

国際的な資本課税などの新たな制度やルールが形成されていくだろう。 

 一方、再生可能エネルギーと省エネを軸にしたエネルギー転換が起きている。この

転換は、情報通信技術の発達を媒介にして、経済社会システムを集中メインフレーム

型から地域分散ネットワーク型へと変えていくだろう。社会的・金融的セーフティー

ネットも、非線形的変化をもたらす危機をきっかけに、機能不全に陥ってしまう。５
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層のレベルの間で上向・下向を繰り返しながら新たな制度やルールが張り替えられて

きたが、現状ではセーフティーネットを張り替える取り組みは先送りされたままであ

る。「失われた 30年」になりかねない。 

 ○新しい「共有論」へ 

 日本の閉塞状況を打破していくためには、社会を変えていく原理として制度やルー

ルの共有が必要となる。新しい「共有論」は、より平等性を高めながら自由を創り出

し、社会の多様性を保持することを価値基準として、歴史的・時代的変化に応じて機

能不全に陥った制度やルールを新しく創造していくことを意味する。職業的に分立し、

標準世帯モデルを前提にした年金や健康保険などの社会保障制度、地域独占や総括原

価主義を有する電力システムなど、古い問題がなお解決されていない。それに加えて、

ОＳやネットワークの独占、スーパー・コンピュータによる個人情報の集積など、新

しい独占の問題にも全く対応できていない。この二重の課題を克服していかなければ

ならない。 

 ○地域民主主義という基盤 

 新しい創造を支えていく基盤となるのは、地域の生活世界に根ざした地域民主主義

である。グローバリズムとともにナショナリズムに対抗する恒常化された拠点として、

民主主義を社会に埋め込んでいく役割を果たす。クラウド・コンピューティングと情

報通信技術の発達を背景にした産業構造の地域分散ネットワーク型への移行によっ

て、地域民主主義は現実性を与えられ、本当に意味での地域の自立性を生み出す基盤

となっていく。それが、環境や安全・安心を共有することを社会的価値基軸とした未

来社会のイメージとなる。新しい「独占」に対抗する制度やルールの共有に失敗すれ

ば、恐ろしい情報の独占と監視管理社会をもたらしてしまう。未来に向かう新しい社

会的な対立軸は、本当はここにある。 

 

〈本書で展開されているグローバリズム批判、金融資本主義批判は、製造業の国際競

争力を重視し、金融は産業を背後から支えるというまっとうな社会的役割を果たすべ

きだという考えに基づいていると思われる。そのポイントが重要だ。 

また、政治からのポイントは、利益政治の終焉を迎えたその向こう側にどのような

統合の構想を描くかである。ナショナリズムや大衆的熱狂に訴える政治手法の危険性

を乗り越える構想力が必要になっていると思われる。賢友の教えを乞いたい。〉 

                                  以上 


