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第６７回 高畠ゼミＯＢ・ＯＧ会読書会       2017/01/28 

報告・江﨑民二 

『憲法の無意識』柄谷行人著（岩波新書） 

                            

〈要約〉 

Ⅰ 憲法の意識から無意識へ 

 １ 憲法と無意識 

 憲法九条には３つの謎がある。１、世界的に異例な条項が戦後日本国憲法に

あるのはなぜか。２、九条が実行されていないのはなぜか。３、実行しない九

条が残されているのはなぜか。 

 ３の謎から考える。九条を変えることを公然と提起すれば政権は選挙で敗れ

てしまうからだ。憲法九条が執拗に残ってきたのは､人々が意識的に守ってきた

からでなく、「無意識」の問題だ。無意識だから説得や宣伝によって操作するこ

とができない。 

江藤淳は九条が存在した秘密を米占領軍の巧妙な言論統制に見ようとした。

憲法がＧＨＱによって起草された事実が「検閲」によって隠蔽されたと指摘し

た。「検閲」の観点は重要なヒントを与えている。フロイトの『夢解釈』におい

て検閲がキーワードであった。前期フロイトの考えでは、無意識には欲望を満

たそうとする「快感原則」とそれを満たすことがもたらす危険を避けるために

抑制しようとする「現実原則」がある。検閲は現実原則のあらわれだ。現実原

則は社会の規範で、それが親を通して子供に刷り込まれる。それが無意識にお

いて人を規制する、検閲する。しかし、「憲法の無意識」を理解するためにはそ

れでは不十分だ。後期フロイトの認識が不可欠だ。 

 

 ２ 第一次大戦とフロイト 

 前期フロイトでは、戦争は存在せざるを得ないと考えていた。人は通常、死

から逃避している。死に直面することを避けるための「文明的」工夫がある。

しかし時に文明以前の在り方に立ち戻ってみる必要があるという「知性」の哲

学を否定する「生の哲学」と通底する考え方だ。ところがフロイトは第一次大

戦後に逆の方向に転回した。文明を肯定的に見るようになった。変えたのは戦

後に戦争神経症に苦しむ患者に出会ったことだ。戦争神経症は単なる後遺症で

はなかった。ショックを克服しようとする能動性を示す「反復強迫」だ。反復

強迫は快感原理以上に根源的で、基本的で、欲動的なものとして現れてくると
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言う。快感原則および現実原則よりも根源的なものとして反復強迫を見いだし

た。反復強迫をもたらすのは、人間のもつ「死の欲動」だ。それは生物（有機

体）が無機質に戻ろうとする欲動で、それが外に向けられるとき攻撃欲動とな

る。それが何らかの契機を経て内に向かうことによって形成されるのが「超自

我」である。自立的、自己規制的な検閲だ。超自我は個人よりも集団（共同体）

のほうに顕著にあらわれる。文化とは集団における超自我だと考えた。現実原

則や社会規範によっては攻撃欲動を抑えることはできないから戦争が生じる。

攻撃欲動を抑えることができるのは他ならぬ攻撃欲動だ。それが内に向けられ

て超自我＝文化を形成することによって自らを抑えるのだ。 

 

 ３ 天皇制と戦争放棄 

 憲法九条を、意識ではなく無意識の問題として、一種の「超自我」として見

るべきだ。それは、「文化」の問題で、九条が意識的な反省によって成立するも

のではないことを意味する。 

 九条は占領軍の強制によるものだから真に自主的な憲法を新たに作ろうとい

う人たちがいるが、強制されたものということと日本人がそれを自主的に受け

入れたこととは矛盾しない。フロイトは言う。 

「人は通常、倫理的な要求が最初にあり、欲動の断念がその結果として生まれ

ると考えがちである。しかしそれでは倫理性の由来が不明なままである。実際

にはその反対に進行するように思われる。欲動の断念は､外部の力によって強制

されたものであり、欲動の断念が初めて倫理性を生み出し､これが良心というか

たちで表現され､欲動の断念をさらに求めるのである。」 

 マッカーサーは占領統治を成功させるため天皇制の護持を考えた。戦争放棄

はそのことに関して国際世論を説得するために必要な手段であった。しかも戦

争放棄はむしろ日本の幣原首相の「理想」であった。のちに吉田首相はマッカ

ーサーの要求に従って警察予備隊をつくった。しかし吉田はあくまで憲法改正

を斥けた。 

 

 ４ 無意識と世論調査 

 集団的な無意識を知る方法は、「世論調査」だ。それは戦後アメリカの占領政

策の一環として導入された。最初の科学的な世論調査は 1948 年吉田内閣のとき

に朝日新聞が行った。1950 年の時点で吉田首相が「再軍備などを考えること自

体が愚の骨頂」と断定したのは当時の世論を知っていたからだと思われる。九

条が無意識の超自我だということは心理的な憶測ではなく統計的に裏付けられ

る。 
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Ⅱ 憲法の先行形態 

 １ 憲法一条と九条 

 戦後憲法の九条は、本来、一条を作るために必要だったが、その後、九条が

問題となってくる。その理由は、象徴天皇が定着したからだ。昭和天皇の時代

は象徴天皇が定着せず、1989 年、平成になって象徴天皇が定着した。明仁天皇

は一条による制限の下で九条や人民主権を守っていくという「つとめを果たそ

う」としている。 

 1989 年は昭和の終わりだけでなく戦後の米ソ冷戦体制の終わりの年だ。その

後に湾岸戦争が起こった。日本は中東への派兵を迫られ、憲法九条がリアルな

問題になった。1989 年に､戦後の新憲法の一条が定着するとともに九条もリア

ルな意味を持つようになった。 

 天皇制は最初は祭祀あるいは呪術的な力にもとづいた政治的権力だったが、

政治権力を失ったあとも「権威」であり続けた。政治権力を握った者は、藤原

氏以来、必ず天皇を仰ぎその権威にもとづいて統治しようとした。明治維新も

天皇を担ぐことによって可能だった。明治憲法は、天皇の権限を制限するもの

だが、天皇の権威を借りなければ成り立たなかった。戦後憲法における天皇の

あり方は､近代以前には天皇制の常態であった。天皇は明治維新まで、「象徴天

皇」のようなものであった。したがって憲法一条の規定は占領軍によって作為

されたように見えても､明治時代以前の形態が残っているのだ。 

 

 ２ 建築の先行形態 

 ３ 元老支配から天皇機関説へ 

 中谷礼仁が建築史に関して提起した「先行形態」という概念を考えたい。大

阪は奈良よりも古く、古墳や難波宮が存在したところだが、長く埋もれたまま

だった。80 年代に発掘が開始された。中谷が注目したのは、古墳の存在を知ら

ずに建設された現在の道路が見事に古墳群を迂回していたことだった。現代の

都市が古代の条里制に基づき、また前方後円墳などの跡を避けて成立している

ことを見いだした。「先行形態」は今は見えないし存在しないが、にもかかわら

ず現在の形態がそれに規定されている以上、現に存在するといわねばならない。

現在の都市に影響を与え、実際に都市の変容を無意識のうちに支えるのである。

それは憲法の問題にもあてはまるのではないか。 

 戦後憲法の先行形態は、明治憲法でなくそれ以前の徳川の体制だ。 

 天皇制ファシズムは明治憲法の産物だといえる。戦後憲法の先行形態は、明

治憲法ではない。 
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 ４ 戦後憲法の先行形態 

 日本の権力者が代々とってきた知恵を受け継いでマッカーサーは天皇制を残

した。天皇を斥けるのではなく､逆に天皇を仰ぎその権威にもとづいて統治する

ということだ。その結果として「万世一系」の天皇制が生まれ、天皇制に権威

を与えていた。 

 奈良時代には唐から中央集権的な統治制度、律令制が導入されたが、均田制

は私的所有（荘園制）となり、官僚制も貴族の支配の下で形骸化した。それで

も藤原氏は天皇にとって代わることはなく､律令制を廃止することもなかった。

日本では王朝の交替がなかった。王朝はそのままで政権が交代した。政権ある

いは幕府の正統性は天皇を握ることにあった。藤原氏以後、天皇が政治的実権

を握ったことは後醍醐天皇による建武新政の短期間をのぞいて一度もなかった。

象徴天皇が常態だった。 

   

 ５ 「戦後」としての徳川体制 

日本では外から危機が生じるとき、超越的なものが外から到来するとき､内部

で天皇を超越化する。最初の例は「大化の改新」で、唐が新羅とともにヤマト

に到来することが必至と見えた時期だ。日本では天皇が超越的な存在として実

権をもつような時期は内外において危機的な状態、戦乱状態にある。建武中興

後に成立した室町幕府の時代は事実上戦国動乱の時代だ。それと対照的なのは

徳川家康の時期だ。天皇を鄭重に扱った。信長や秀吉は中央集権的、膨張主義

的だった。家康は秀吉の戦争のあと、すなわち「戦後」に対処する必要があっ

た。戦国時代を完全に終わらせるシステムを構築することが必要だった。 

徳川の「戦後」体制は、様々な点で第二次大戦後の日本の体制と類似してい

る。第一に象徴天皇制。第二に全般的な非軍事化である。 

敗戦が日本人にもたらしたのは、明治維新以後日本が目指してきたことの総

体に対する悔恨だ。「徳川の平和」がベースにあったために、第二次大戦後に「無

意識の罪悪感」が深く定着した。明治維新から 35 年後に日露戦争があり、それ

から 40 年後に敗戦を迎えた。明治維新とともに開始されたプロジェクトは、77

年ほどで挫折した。フロイトの観点から見る。徳川体制は長い戦乱のあとに築

かれた「戦後」の「国制」だ。さまざまな禁止によって攻撃欲動の発露を抑え

た。徳川体制は「無機質」的状態が回復されたものだ。それが徳川の平和で、

明治以後は開国し外へ向かった。攻撃欲動の発露だ。それが敗戦とともに内側

に向かった。九条がその結果で、同時に徳川の平和にあった状態に戻ることに

なった。  
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Ⅲ カントの平和論 

 １ 中江兆民と北村透谷 

 憲法九条は､戦争を違法化したパリ不戦条約（1928 年）に淵源するものであ

り、その条約は、第一次大戦後に結成された国際連盟（1920 年）の上に出てき

た。この流れの背後に『永遠平和のために』（1795 年）を書いたカントがいる。

カントがいう永遠平和は戦争をもたらす一切の敵対状態がなくなることを意味

する。カントはそれを諸国家の連合によって創出する構想を述べた。 

 明治の段階で西洋の平和論はかなり普及していた。特に中江兆民と北村透谷

について考える。兆民は「東洋のルソー」と呼ばれた。ルソーを孟子と結びつ

けて紹介した。『三粋人経綸問答』（1887 年）の中で、洋学紳士は徹底した民主

化と非武装による平和論を主張した。その中で、サン・ピエールからルソー、

カントにいたる平和論が紹介される。しかし、実はルソーもカントも洋学紳士

のような単純な思想家ではない。サン・ピエールは諸君主の国家連合体を構想

した。ルソーは、君主らの合意にもとづく国家連合の限界を指摘した。真の平

和を実現するためにはまず諸個人の社会契約によって人民主権にもとづく国家

を形成し、それらの諸国家が契約によって連合体を形成する必要があるという。

しかし、それが「幾多の革命以外の方法では国家連合が樹立されることはない」

と結論し、革命は戦争を引き起こすから望ましいかどうかという懐疑で終わっ

ている。カントの平和論はルソーの論考をさらに批判的に吟味するところに成

立した。 

 兆民が『三粋人経綸問答』（1887 年）を書いたのは 1889 年に憲法が発布され

翌年帝国議会が開かれる少し前だった。その後 1894 年の日清戦争にいたるまで

にかつて自由民権の闘士の多くは「国権論」に転じていた。兆民は､旧い陳腐な

民権論にまだ固執しているのかと嘲笑されて、言葉が陳腐に見えても、まだ実

行されていない理論は新鮮であると反論した。 

 日本で最初に平和運動を開始してカントの平和論を取り上げたのは詩人北村

透谷である。クエーカー派の日本平和会機関誌『平和』でカントの永遠平和の

ためにを紹介した。「哲学者カントがはじめて万国仲裁の事を唱えてより漸く欧

州の思想家・宗教家・政治家などをして実際に平和の仲裁法の行われるべきを

確信せり」という。透谷の平和思想の基本的立場は、「戦争はキリストの精神に

反する」というところにある。透谷は日清戦争の前に自殺した。カントの平和

論は透谷の死んだ日清戦争から 26 年後の国際連盟の結成で蘇生していた。 

 

 ２ ヘーゲルによるカント平和論の批判 

 カントは永遠平和は国家間の敵対性を無化するような連合（アソシエーショ
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ン）によってのみ可能であるとした。カントは革命によって共和国となったフ

ランスが「連合的結合」のかなめとなることを期待していたようだが、その後

におきたのは期待からほど遠いことだった。革命への干渉があっただけでなく､

ナポレオンが対外的侵略を始めた。ナポレオンの侵略はそれに対する抵抗運動

を通して各地にフランス的な革命を広げることになった。各地に国民（ネーシ

ョン）を生み出した。ドイツの哲学者たちはカントのコスモポリタニズム（世

界市民主義）とそれにもとづく平和論を斥けた。ヘーゲルはナポレオンの侵略

戦争を弁証法的に肯定し、カントの平和論をたんに悟性的な考えとして見下し

た。ヘーゲルの考えでは、規約に違反した国を処罰する実力をもった国家がな

ければならない。カントの平和論は現実政治においては無力でしかありえない

と。しかしカントは理想論をヘーゲルがいうようにナイーブな観点から唱えた

わけではない。1784 年に書いた『世界市民的見地における普遍史の理念』で、

人類史は世界共和国に向かって必然的に進むと述べた。楽観的でなく､人間の本

姓には「非社交的社交性」があり、それを取り除くことはできないと考えてい

た。カントは国際連邦を構想しつつ、それが人間の理性や道徳性によって実現

されるとは考えなかった。が、実現されないとも考えなかった。それをもたら

すのは人間本姓の非社交的社交性、即ち戦争であると考えた。そのような「自

然の狡知」をとおしてカントの言ったことは実現された。国際連盟は第一次大

戦があったからである。 

 

 ３ 『普遍史』と『永遠平和』 

４ カントとマルクス 

 ルソーは人民主権にもとづく国家を作る革命が先ずあり、その後に諸国家の

連合がなされると想定しているようだが、カントの考えではそもそも一国の革

命は他国との関係を離れては考えられないというものだった。 

  カントが「普遍史」で指摘した問題は革命論として重要だ。『完全な市民的

体制』を創るような革命は一国だけでは不可能である。諸国家が連合する状態

が先になければならない。一方、諸国家の連合が成立するためには、それぞれ

が完全な市民的体制になっていなければならない。では、どうすればこの循環

論を脱することができるか。マルクスは、これと同じ問題に出会った。国家を

揚棄するような革命は一国だけではあり得ない。国家は他の国家に対して存在

するのだから。ゆえに、社会主義革命は世界同時的でなければならない。と考

えた。カントの考えたこととマルクスが考えたことがつながっている。 

 カントの永遠平和とは国家間の敵対性が終わることだ。それは実質的には国

家の揚棄を意味する。カントとマルクスの意見が交差することは明らかだが、

全く無関係なものとみなされた。それは、第一次大戦に生じた二つの世界史的
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事件をいずれも失敗にみちびいた。1848 年のヨーロッパ革命は世界同時革命だ

ったが、意識的な連帯がなく敗北した。以後、マルクスやバクーニンは 1864 年

にインターナショナル（国際労働者協会）を結成したが、1872 年に分裂し 76

年に解散した。1889 年に結成された第二インターナショナルも第一次大戦で各

国の社会主義者が自国の戦争を支持したため消滅してしまった。第一次大戦末

期に二月革命が起こったが、レーニンやトロツキーは軍事的に権力を奪う十月

革命を強行した。国家を揚棄することを目指したはずの社会主義革命は国家の

強化と恐怖政治に帰結してしまった。 

 第一次大戦のあとに国際連盟の創設（1920 年）があった。その実態は帝国主

義諸国家の連合体である。委任統治制度は植民地支配の新版に過ぎなかった。

米国もソ連も入らず第二次大戦を阻止することはできなかった。その後の国際

連合も国際連盟と同じ。本当の意味でカントにもとづくものと言えない。市民

革命の要素が欠落しているからだ。 

 

 ５ カントとフロイト 

 カントは永遠平和をもたらすのは､人間のもつ「反社会性」つまり戦争である

と考えていた。諸国家連合は､人間がその意思によって作るようなものではない

し、その意思によって斥けられるようなものではない。それを作る主体は、人

間でなく「自然」なのだとカントは考えた。人類が究極的に世界共和国にいた

る過程を隠微な「自然の計画」と見なした。『普遍史』では、こう書かれている。 

「自然は人間を､戦争を通して、また戦争へ向けてのけっして縮小されない過

度の軍備、さらにまったく平和状態にある国家でさえも結局はそれぞれ内心抱

かざるをえない苦境をとおして､最初は不十分ながらいろいろな試みをさせる

が、最終的には､多くの荒廃や国家の転覆を経て、さらに国力をことごとく内部

から消耗させた後に、これほど多くの悲惨な経験をしなくとも理性ならば告げ

ることのできたこと、つまり野蛮人の無法状態から抜け出して国際連盟を結ぶ

方向へ追い込むのである。」 

人間としての自然的素質としての「非社交的社交性」が不可避的に敵対・戦

争をもたらす。しかし、同時に、それは平和状態をも不可避的に作り出す。カ

ントがいった「非社交的社交性」は利己心（人間の本姓に備わっている邪悪）

のような意識レベルのものではない。それは無意識のレベルにある。フロイト

は第一次大戦後に新たな認識を得た反復強迫的症状から､根底に「死の欲動」を

想定するにいたった。攻撃欲動を抑えることができるのは他ならぬ攻撃欲動で、

カントの文脈でいえば、非社交的社交性の発露である戦争が、それ自身を抑制

するように人々を「国際連盟を結ぶ方向へ追い込む」ということだ。フロイト

は戦争後遺症患者の無意識の反復強迫に重要な意義を認めた。この反復強迫は
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自らの攻撃性を糾弾することだ。つまり、それは、そうと意識することなしに

なされる戦争への批判なのだ。フロイトはそれを行うものとして超自我を見い

だした。のみならず文化を超自我として見いだした。 

フロイトは第一次大戦後に、知性や文化について肯定的に語るようになった。

「人間の知性は人間の欲動生活に比べて無力だ。このことを私たちは今後も繰

り返し強調するでしょうし、そうするのが正しいかもしれない。ただ、この知

性の弱さというのには何か独特のものがあるのです。知性の声はか細い。しか

しこの声は誰かに聞き取られるまで止むことがない。何度も繰り返し聞き過ご

されたあと、最後にやはりそれを聞き取ってくれる人が出てくる。これは、私

たちが人類の未来について楽観的であるのが許される数少ない点のひとつです

が、このこと自体が意味するところも小さくありません。そこに私たちは、さ

らに他のさまざまな希望を繋ぐことができるからです。知性の優越はたしかに

遠い遠い先のことですが、どうやらそれも無限の彼方にあるのではないようだ。」 

カントの平和論は非現実的で弱々しいものとして黙殺されるだろう。しかし、

そこにある「知性の声」は、聞き入れられるまで止むことはない。 

 

 ６ 贈与の力 

 ヘーゲルがカントの国家連合を批判したのは、規約に違反した国を処罰する

実力をもった国家がなければならないということだった。力がなければ平和は

ありえない、というリアリズムを踏まえなければならないということだった。

しかし、力にはさまざまなタイプがある。権威にも権力とは異なる力がある。

さまざまな力を「交換様式」の違いから説明できる。交換様式には 3 つのタイ

プがあり、歴史的にはどんな社会もこれらの接合体としてあった。ただ、どの

タイプがドミナントであるかによって違ってくるだけだ。 

 第一に、贈与―お返しという交換。未開社会ではこれが主要な交換様式。こ

のような互酬交換が共同体の内部および他の共同体との間においてある。物だ

けでなく、婚姻も互酬交換としてなされる。この交換を不可避にするものは、

贈与を迫り、お返しを迫る力だ。それは「呪力」のようなもの。マルセル・モ

ースは未開社会の原理を互酬交換に見いだした。それは、贈与しなければなら

ない、贈与を受け取らねばならない、贈与にお返しをしなければならないとい

う三つの掟によるものだ。この掟を強制する力は、贈与された物にハウ（精霊）

が宿っていると考えたからだ。未開社会では個人がある物を所有するとしても

その所有権は共同体にある。そのため、贈与された物には､贈与した共同体の「所

有権」がハウとして付随する。ハウは元の場所帰還することを要求する。債務

の返済が要求される。贈与を受け取った共同体は精霊につきまとわれる。それ

は人間的な暴力より強力だ。贈与された側は絶対に抵抗できない。 
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 贈与―お返しという互酬交換の交換様式Ａは未開社会に固有な物ではない。

他のタイプの交換の根底にもある。 

 第二の交換様式Ｂは、支配―服従、収奪―再分配というような交換だ。国家

はこのような交換Ｂによって成り立っている。国家権力の支配は、相手が服従

することによって安寧を得るという「交換」になっていなければならない。そ

の意味ではＢの根源にも互酬性がある。国家は実力（暴力）なしにありえない。

しかし、国家の権力はそれが交換となるときにのみ、つまり服従する者が自発

的に国家に従う場合にのみ成り立つ。人々は領主に服従すれば他の暴力から守

られる。また、人々は税を払うが、公共事業・福祉政策などのかたちで再分配

され自分に戻ってくる。支配―服従の関係が「交換」にもとづくときにのみ、

国家の「権力」が成立する。 

 国家が成立したあとも、互酬性の原理は共同体・家族において残る。国家機

構にも互酬性が残る。国家は一般に、支配―服従、収奪―再分配という交換様

式Ｂにもとづいているが、一様ではない。封建制では主君と臣下の主従関係は、

主君が封土を与え臣下が返礼（報恩）するかたちをとる。 

 交換様式Ｃは交換は強制でなく､自由意思でなされる。Ｃの原理が支配的とな

ったのが近代世界だ。近代国家もＢにもとづくが、Ｃの原理に合うように変形

されている。したがって、私有財産、人権などが肯定される。交換は各人の同

意なしには、つまり自由なしになされない。真に対等で平等な関係が生まれる

かというとそうでない。Ｃに固有の階級支配をもたらす。近代の賃労働者は農

奴が使用権をもつ土地や共有地（コモンズ）をもっていない。彼らが所有する

のは「労働力商品」だけ。これを資本家に売って労働する。階級支配は、貨幣

と商品の非対称的な関係から生ずる。貨幣をもつ者はいつでも商品を買うこと

ができるが、商品をもつ者はそうはいかない。売れない場合、商品は廃棄され

てしまう。貨幣を所有しようとする欲望が生じるのはこのためだ。その欲望に

よって資本（商人資本）がうまれた。それは今日の資本主義でも同じ。資本と

は物を所有できる権利、「力」を獲得しようとする欲動なのだ。交換様式Ｃは単

独で成り立つわけではない。交換の契約が履行されることを保証する国家・法

を必要とする。交換様式Ｂが必要。また、交換様式Ａも必要とする。商品交換

は信用を通してなされるからだ。交換様式Ｃが支配的になっても他の交換様式

がなくなるわけではない。近代に交換様式Ｃが支配的になると、農業共同体に

あったＡの原理は徐々に解体される。しかし、それは別のかたちで取り戻され

た。ネーションはＣとＢの支配の下で解体されたＡを想像的に回復するものだ。

したがって、近代国家は、ＣとＡとＢの接合、つまり資本＝ネーション＝国家

というかたちをとる。 

 以上 3つの交換様式に由来する力に加えて､いまひとつの交換様式と力がある。



10 

 

交換様式Ｄだ。それまでの交換様式をこえる交換様式Ｄである。それが最初に

出現したのは、ＢとＣが大規模になった世界帝国においてだ。帝国ができると

それまで小国家などによって阻まれていた交通・交易が可能になるからだ。交

換様式Ｃが優位に立つのは近代世界システムにおいてだ。そのときは逆に世界

帝国は成り立たなくなる。そこで帝国を作ろうとすれば、それは〝帝国主義〟

にしかならない。Ｄは普遍宗教としてあらわれる。ＤはＡの回復、つまり贈与

の原理の回復だ。それはＡの否定であり、Ａに根ざすＢやＣの原理を否定する

ものだ。呪術は贈与によって神を動かすこと（互酬）だ。超越神を仰ぐけれど

も実際は人間中心の宗教だ。普遍宗教はそのような宗教の批判としてあらわれ

た。イエスは「目には目を」に代えて「右の頬をうたれたら､左の頬を出しなさ

い」と説いた。まったく新しい態度で、交換様式Ａ・Ｂ・Ｃを否定するものだ。

彼が提示したのは贈与だ。お返しを迫るような贈与ではない。交換様式の力を

越える純粋贈与、「愛の力」といっていいがたんなる観念でなく、リアルで唯物

論的な根拠をもつものだ。その例として､憲法九条における戦争の放棄、武力の

行使の放棄がその例である。日本の戦後憲法における戦争放棄は贈与と呼ぶべ

きだと思う。それは国際社会に向けた「贈与」だ。贈与の力は、具体的には国

際世論の圧力のかたちをとるが、その圧力は軍事力や経済力とは別のものであ

り、それらを越えたものだ。カントは永遠平和で、贈与の力を考えていない。

彼は商業精神、金の力に訴えようとした。しかし、19 世紀の戦争は商業精神つ

まりＣに根ざすものだ。かれは永遠平和あるいは諸国家連合の実現をもたらす

契機を、人間の反社会性（攻撃性）、そしてそれがもたらす戦争、それがもたら

す「多くの荒廃や国家の転覆」に見いだした。カントは国家の軍事力や金の力

を上回るような強い「力」があることを示さなかった。そのために理想主義者

としてリアリストから軽蔑の的となってきたのだ。 

 国連の根本的改革は一国の革命から開始できる。世界同時革命の端緒となる。

たとえば、日本が憲法九条を実行することがそのような革命だ。日本が九条を

実行することを国連で宣言するだけで状況は決定的に変わる。まさにカント的

な理念にもとづく国連となる。 

 九条を文字通り実行に移すことは、自衛権のたんなる放棄ではなく、「贈与」

となる。純粋贈与には力がある。世界共和国はＤ、つまり純粋贈与の力によっ

て形成される。 

  

Ⅳ 新自由主義と戦争 

 １ 反復するカントの平和論 

 カントの平和論が重要となるのは、歴史的に一定の状況においてだ。18 世紀
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末（フランス革命、ナポレオン戦争）、19 世紀末（帝国主義時代、第一次大戦）、

現在（1990 年以降、ソ連権崩壊以降）の 3 つの段階で、それぞれ「帝国主義的」

段階だ。帝国と帝国主義は違う。ハンナ・アーレントは、前近代の「帝国」、近

代の国民国家、近代の「帝国主義」を次のように、はっきり区別した。古代の

「帝国」には、多数の民族や国家を統治する原理があった。しかし、国民国家

にはそれがない。国民国家は帝国を否定し解体することによって生まれたもの

だ。そのような国民国家が膨張しようとすると､帝国になるかわりに「帝国主義」

になるという。その例は、ナポレオンの征服戦争だ。彼はフランス革命の理念

をヨーロッパに広げようとしたが、それは他国にとって「帝国主義」でしかな

かった。その結果、多くの国民国家が生まれた。第二次大戦後、帝国主義の結

果として多くの国民国家が生まれたこととも類似する。 

 しかし、帝国、国民国家、帝国主義の違いを理論的に明らかにするには「交

換様式」の観点が必要だ。 

 

 ２ 交換様式から見た帝国主義 

 交換様式にはＡ、Ｂ、Ｃがあり、太古から社会はこの 3 つの交換様式の接合

として構成されてきた。現在の社会構成体では、それが資本＝ネーション＝国

家というかたちとっている。これらに加えてＤがあり、普遍宗教とか社会思想

という理念のかたちをとって社会構成体にとって重要な役割を果たしている。 

 交換様式Ａが優位にある世界システムは､氏族連合体のようなものになる。交

換様式Ｂが優位にある場合、世界＝帝国になる。この場合、帝国の下で交易が

発達する。交換様式Ｃあるいは貨幣経済が発展するが、あくまで交換様式Ｂが

優位にある。交換様式Ｃが支配的となる段階では、「世界＝経済」ないしは「近

代世界システム」となる。現在の社会はそれに属する。その個別単位は、資本

＝ネーション＝国家だ。帝国主義をたんに資本主義経済の一段階として説明す

ることはできない。帝国主義は国家間の関係に根ざすものだ。 

マルクスの資本論では資本を検証するために意図的に「国家」が括弧に入れ

られている。第一に、資本論では､資本家、土地所有者、賃労働者が三大階級と

してとらえられている。しかし、剰余価値は税として国家にも取り上げられる。

国家官僚も一つの階級として見なければならないが、マルクスは税を括弧に入

れた。第二に、マルクスが国家を意図的に捨象したのは、純粋に産業資本主義

のメカニズムをとらえようとしたためだ。イギリスの資本主義経済をモデルと

した。19 世紀半ばにはイギリスが資本主義経済において圧倒的な優位にあった

からだ。そのことは世界資本主義がヘゲモニー国家イギリスの下で自由主義的

段階にあったことを意味する。この時期が過ぎると帝国主義と呼ばれる様相が

出てきた。マルクス主義者は資本論を再考・修正する必要に迫られた。 
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 ３ 資本蓄積の三形式 

 マルクスは資本論で資本の自己増殖（蓄積）の仕方として､商人資本、金貸し

資本、産業資本の 3 つの範式を指摘した。商人資本や金貸し資本は近代の産業

資本によって越えられ、商人資本は商業資本となり､金貸し資本は銀行となって

産業資本が歴史的に優位に立った有様が描かれた。しかし、現実にはそう優位

は続かず金融資本が優位に立った。重工業のためには巨大な資本の投下が必要

であり、それには株式会社や銀行が不可欠だからだ。ヒルファーディングは金

融資本を資本主義の最高の段階だと考えた。一方、レーニンは金融資本の支配

が帝国主義として現れる面を強調した。金融資本の支配は必然的に諸国家の争

い、帝国主義戦争をもたらし世界的な社会主義革命をもたらすと考えた。1917

年にロシア革命が起こった。ただし世界同時革命は起こらなかった。ロシア革

命は大きな影響を与えた。1929 年恐慌を経て世界資本主義が大不況期に入り、

失業問題を放置すれば社会主義革命になるという恐れが各国の対応を強いた。

その意味で､ファシズムであれ、アメリカのニューディール派（ケインズ主義者）

であれ、ロシア革命の「効果」であるといえる。すなわち、彼らはそれぞれ、

金融資本を規制し、富を再分配し､労働者を保護し内需を拡大する社会主義的政

策をとるようになった。また、それまで誇らしげに語られていた帝国あるいは

帝国主義という言葉が否定的な意味に転じた。日本で唱道された「大東亜共栄

圏」は、アジア諸国を西洋の帝国主義から解放すると唱するものだった。マル

クス主義者はロシア革命以後の世界資本主義を、消費社会論や後期資本主義論

のような見方で新たに定義しようとした。根本的に、資本主義経済の発展を生

産様式の発展から見ることにもとづいていた。 

 

 ４ ヘゲモニー国家の経済政策 

 帝国主義は、資本主義経済だけでは説明できない。それを見るためには国家

という要素を無視することができない。その点で宇野弘蔵の認識が重要だ。彼

は現実の資本主義が歴史的な段階によって変化することを「段階論」として把

握しようとした。イギリスの経済政策の変化として、重商主義、自由主義、帝

国主義という段階としてとらえた。宇野は「経済政策」という観点から資本だ

けでなく国家を考慮に入れたのだ。 

 歴史学者ウォーラースティンは、資本主義を国家から切り離さなかった。自

由主義はヘゲモニー国家がとる経済政策で、帝国主義とはヘゲモニー国家が衰

退して多数の国が次のヘゲモニーの座をめぐって争う状態であるとした。近代

の世界経済の中でヘゲモニー国家はオランダ、イギリス、アメリカの 3 つしか

なかった。 
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 私は、ヘゲモニー国家が存続するのは 60 年と考える。そのあと､ヘゲモニー

国家が不在の時期が 60 年続く。したがって、120 年で循環することになる。 

 ヘゲモニー国家であった時期のオランダは自由主義で政治的にも共和制だっ

た。その間、イギリスはオランダに対して保護主義をとり製造業を育成した。

それですぐイギリスがヘゲモニー国家になったわけではない。オランダが没落

し新たなヘゲモニーの座をめぐって各国が争う時代があった。宇野弘蔵が重商

主義と呼んだ時代だがこれはヘゲモニー国家が不在の「帝国主義的」な時代だ

った。18 世紀の帝国主義段階でヘゲモニーを争ったのはイギリスとフランスだ

った。ナポレオンの敗北の後、1810年以後にイギリスはヘゲモニーを確立した。

イギリスの自由主義はそのとき始まった。19 世紀後半、イギリスのヘゲモニー

が揺らぎ、新たなヘゲモニーの座をめぐる争いが生じた。それが一般的にいわ

れる「帝国主義」である。新興のドイツとアメリカ、ロシア、日本が次のヘゲ

モニーをめぐって争った。第一次大戦をとおしてアメリカがヘゲモニーを得た

が、すぐには自由主義的段階には進まなかった。ドイツと日本が抵抗しからで

あり、それが第二次大戦に帰着した。 

 

 ５ ヘゲモニー国家の交替 

 ウォーラーステインによれば、一国がヘゲモニーを確立するのは、次のよう

な順序だという。まずヘゲモニーを得るのは生産部門であり、それから商業部

門、さらに金融部門である。具体的には、まず農＝工業における生産効率で圧

倒的優位に立った結果、世界商業の面で優越することができる。次にそれは金

融部門でのヘゲモニーをもたらす。これは、資本の蓄積から見ると、次のよう

になる。商業や金融は､第一（商人資本）、第二（金貸し資本）の形態で、第三

の産業資本は近代に出現した。資本は第三の形態において頂点を極めると、む

しろ第一と第二の蓄積形態をとるようになる。つまり資本は､産業資本のように

技術革新によって差異＝剰余価値を得るよりも､現にある差異から剰余価値を

得るほうに向かう。 

 ウォーラーステインによれば、ヘゲモニーの座は移ろいやすい。ヘゲモニー

は確立されるやいなや没落し始める。「特定の中核国が、同時に、生産・商業・

金融の三次元すべてにおいて、あらゆる中核国に対して優位を保っているよう

な状態はほんの短い期間でしかありえない」という。ホブソンがヘゲモニー国

家として没落する過程にあったイギリスに関して見いだしたのは､資本が産業

資本に投資するより海外投資や金融投機に向かったことだった。このことは今

日の米国の資本、「新自由主義」についてもあてはまる。 
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 ６ 自由主義と新自由主義 

 「米ソ冷戦構造」とは、アメリカのヘゲモニーの下に成立した世界システム

だ。自由主義的段階で、戦争は抑制され、外に対して自由主義的政策をとり、

同時に国内での社会福祉に力を入れる。ヘゲモニー国家では資本＝ネーション

＝国家という三位一体のシステムが効率よく機能する。自由な資本主義経済に

よって経済成長が生じるがそれに伴って階級格差が生じる。それに対してネー

ションが平等主義を要求し､国家が課税と再分配によってそれを実現する。アメ

リカは強力なヘゲモニー国家であった時期には福祉国家であった。それを放棄

するようになったのは、徐々にヘゲモニーが弱まったからだ。その始まりは、

戦後ドイツと日本の急激な成長によって､製造部門で後退するようになったこ

とだ。ヘゲモニーの没落が最初に示されたのは、1971 年のドルの金兌換制停止

においてだ。製造部門で没落しても金融部門や商業部門（石油や穀物その他原

料やエネルギー資源に関する）では依然として強かった。軍事的にも圧倒的な

優位を保持した。アメリカのヘゲモニー低落が目立たなかった。アメリカの産

業資本を追いつめたのは､労働賃金の上昇と耐久消費財の飽和だ。1970 年代に

一般的利潤率の低下が顕著になり、アメリカ資本は活路をグローバルな市場に

求めた。それがグローバリゼーションと呼ばれる現象である。それまでの金融

資本への規制を解除し、社会福祉を削減し､資本への税や規制を縮小するように

なった。 

1980 年代以降のアメリカの経済政策は､新自由主義とよばれているが、それ

はそれまでの自由主義の延長線上にあるのではなく､その否定なのだ。新自由主

義は新帝国主義と呼ぶべきものだ。 

企業は賃金の安い労働者を求めて海外に移動する。資本の国際競争のために

は人々の生活は犠牲にされてもやむをえない。その意味で、新自由主義のイデ

オロギーは帝国主義のそれと類似してくる。帝国主義時代に支配的なイデオロ

ギーは弱肉強食という社会的ダーウィニズムだったが、新自由主義時代にも新

版があらわれた。たとえば、勝ち組・負け組、自己責任、といった言葉が公然

と語られるようになった。労働者は､正社員、パートタイマー、失業者という位

階に分断された。それは自由競争による自然淘汰の結果として当然視される。 

 アメリカのヘゲモニーの没落とともに、各地に「地域主義」的なブロックが

生じた。その口火を切ったのはヨーロッパ共同体で、旧帝国の復活だが各地で

旧帝国が復活してきた。旧ロシア帝国が復活し、中国、インド、イランも旧帝

国の輪郭をもって浮上してきた。 

 第三世界という語は今も､後進国・地域の意味で使われることがあるが、本来

はそういうものではない。第一世界（アメリカ）と第二世界（ソ連）があった

ときに成立したもので、それまで前近代的であるとして否定されてきたものを
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高次元において回復することによって、西洋先進国文明の限界を乗り越えよう

とするものだ。このような理念がなくなれば「第三世界」は消滅するしかなか

った。 

第三世界と呼ばれた諸国は､大半は、新自由主義の下で多国籍資本に支配され､

それまでにあった産業・文化を失い、貧窮化あるいは難民化している。中東に

おける宗教的原理主義は伝統的なものでなく､第三世界の消滅によって生じた

ものだ。 

 

 ７ 歴史と反復 

 1990 年以後の「新自由主義」の時代は 1870 年以後の「帝国主義」の時代と

類似する。1870 年までは、旧世界帝国（清朝、ムガール、オスマン、イラン）

が健在だった。しかし、帝国主義段階に入ると、帝国主義列強によって解体さ

れていった。自由主義的段階では､交易さえ確保できればよいので旧帝国を滅ぼ

すところまでは行かなかったが、帝国主義段階では、海外への投資が鉄道設置

や資源開発のように現地の一層の統治を必要とするので、旧来の帝国を解体す

るようになったのだ。 

 以来、旧世界帝国に属していた諸民族は第二世界ないし第三世界に属するよ

うになったわけだが、第二世界（ソ連圏）の崩壊とともに第三世界も崩壊した。

それにかわって､旧帝国が復活してきた。重要なことは歴史的段階としての新自

由主義がかつての帝国主義と類似するだけでなく同一の空間において生起する

ことだ。「歴史の反復」というべき事態が生じる。少なくとも東アジアにおいて

そのことは明瞭だ。中国・日本・南北朝鮮の間には、かつて日清戦争の時期に

あったのと構造的に同じ状況が存在している。現在の東アジアの地政学的構造

が形成されたのは、日清戦争（1894 年）のころだ。さらにそのような構造をも

たらしたのは日本がとった選択でもあった。それは福沢諭吉がいった「脱亜入

欧」路線だが、日本がとったのは福沢の意図とは違って、「欧」とともに「亜」

に侵入することだった。 

 興味深いのは、近年フランスで起こっているイスラム過激派のテロリズムと

それに対する世論の反応が、120 年前と類似することだ。かつては〝ユダヤ〟が

標的になったが､今は〝イスラム〟が標的である。重要なのは､構造的類似性で、

それが反復性をもらす。出来事が類似しているからといって、それが反復的な

ものであるとは限らない。たとえば 2008 年に経済恐慌が起こったとき､1929 年

恐慌を連想したが、現在あるような不況は 30 年代の不況とは異質だ。現在の不

況は 30 年代ほど深刻ではないし、かといって 30 年代のように将来的に回復す

る見込みもない。30 年代には自動車・電気製品などの大衆消費財の生産が始ま

っていて、第二次大戦後に大衆消費社会をもたらしたのだ。一方、現在は、Ｉ
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Ｔの発展があっても､それは労働者の雇用を減らすことになるので消費の減退

に帰結する。これに類似するのは 19 世紀末、重工業への発展によって雇用・消

費が減退したことから生じた慢性不況のほうだ。30 年代に類似するという間違

った類推にもとづいて解決を図ろうとするのは不毛かつ危険だ。 

  

 ８ 将来の展望 

 没落しつつあるアメリカに代わって新たなヘゲモニー国家となるのはどこか。

人口から見ても、中国ないしインドということになる。しかし、中国やインド

の経済発展が、世界資本主義の終わりをもたらす可能性がある。 

 資本は自己増殖ができないなら死ぬ。産業資本的な蓄積（成長）がなければ

資本主義は終わる。産業資本の成長は、次の三条件を前提としている。第一に、

産業的体制の外に、「自然」が無尽蔵にあること。第二に、資本制経済の外に、

「人間的自然」が無尽蔵にあること。第三に、技術革新が無限に進むという前

提だ。しかし、この三つの条件は、1990 年以降、急速に失われている。 

 世界資本主義は、1970 年代に一般的利潤率の低下に襲われた。中国やインド

の経済発展によって脱出できたように見えるが、そうではなく、それが世界資

本主義の限界を露呈し始めた。世界の農業人口の過半数が中国とインドに依存

したのに、それらが急速に消えつつある。新たなプロレタリア＝消費者を提供

する源泉の枯渇を意味する。世界資本主義にとって致命的だ。 

 資本の弱体化は国家の弱体化であり、国家は何としてでも資本的蓄積の存続

を図るだろう。世界市場における資本の競争は死にものぐるいのものになる。 

 しかし、それは他の資本＝国家との戦争になるわけではない。ヘゲモニーを

争う諸国の戦争が生じるわけではない。二つの対立がある。一つは、先進資本

主義的な諸国家間の対立。これは 19 世紀の帝国主義時代と同様に互いに市場を

囲い込むことから生じ、「地域主義」という形での争いになる。もう一つは、先

進諸国に対する低開発国の闘争。北に対する南の闘争だ。もはや「第三世界」

は存在しないから、宗教的な形をとる。二種類の闘争は、たとえば、低開発国

からの反撃に対して、新自由主義（新帝国主義）的な諸国は連帯するが、同時

に相互に争う。他方、低開発国は新自由主義諸国のヘゲモニー争いに巻き込ま

れて分断される。ゆえに、連帯できないばかりか、互いに抗争する。このよう

な混沌とした争いが思いもよらぬ世界戦争に発展する可能性があるのだ。 

 では、今後、戦争が起こればどうなるのか。19 世紀の帝国主義がどのように

終わったかを振り返ると、第一次大戦によって終わった。帝国主義段階の終わ

りを決定的にしたのは、ロシア革命、さらに国際連盟の発足だ。現在の新自由

主義的段階もやはり戦争を通して終息する蓋然性が高い。それは最悪のシナリ

オ。真の解決は､戦争を阻止することによってこそもたらされる。その場合、日
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本がなすべきでありかつなしうる唯一のことは、憲法九条を文字通り実行する

ことだ。空想的リアリストは憲法九条があるために自国を護ることができない

というが、われわれは、憲法九条によってこそ戦争から護られるのだ。 

 

 

 あとがき 

 私が憲法九条について考えるようになったのは､湾岸戦争が始まった 1991 年

頃だ。自衛隊が海外に派遣されるようになったとき、それが九条に抵触するか

否かが問題になった。この時点で憲法改正を正当化する議論が出たが、それは

目新しいものでなく、昔からいわれてきたことだ。憲法九条は占領軍によって

強制されたものである。ゆえに自主的に憲法を作るべきだというものだ。私が

考えたのは、強制されたことと自主的であることを単純に区別することはでき

ないのではないかということだ。 

 内村鑑三の『余は如何にして基督教徒となりし乎』を例にとる。かれがキリ

スト教徒になってのは札幌農学校においてだ。クラークは自然科学を教える傍

ら、キリスト教の福音主義を説いた。多くの者が入信したが、それを拒み最後

まで抵抗したのが内村だった。が、ついに彼も入信した。しかし、何年か後に､

内村に入信を迫った先輩たちはおおかたキリスト教を棄てていた。 

 自発的に入信した者が概ね棄教し、最後まで抵抗した内村が徹底的なキリス

ト者として生きるようになったのはなぜか。鍵は、彼がキリスト教の入信にお

いて「自発性」がなく、「強制」によるということにある。かれの自発的意志は、

その後に働くのだ。超越者を信仰するということは、自発的意志ではありえな

い。もしそうなら、それは意志に従属するものでしかなく、いつかやめてしま

うことになる。 

 憲法九条は当時の日本の権力にとって「強制」でしかなかった。この条項は、

その後、日本が独立し簡単に変えることができたにもかかわらず、変えられな

かった。それは大多数の国民の間にあの戦争の体験が生きていたからだ。しか

し、死者たちは語らない。この条項が語る。それは死者や生き残った日本人の

「意志」を超えている。そうでなければ、こんな条項はとうに廃棄されている

はずだ。 

 今後、九条をどうするかについては、日本の「原理」としえ再確定すること

だ。政府がそれを対外的にはっきりと表明することだ。 

 本文を読み直して､不満を覚えたのは以下の二点。 

 第一は、外的な強制が自発的なものとなる仕組みが十分に説明されていない

こと。それが憲法九条とどうつながるかが不明だ。内村鑑三の場合、彼のキリ
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スト教への抵抗は武士道からくるものだと思う。キリスト教を受け入れたが、

それによって武士道が消えたのではない。「武士道的キリスト教」となった。憲

法九条にかんしては戦後の日本人は占領軍の押しつけに抵抗したわけではない。

にもかかわらず、占領軍が再軍備を要請したとき、それを拒んだ。九条はいつ

の間にか「自発的」なものになっていた。それをフロイトの「超自我」の概念

から説明した。自らの内からくる強迫的な衝動に根ざすものだ。これは内村鑑

三のとは違うように見えるので説明する。戦後日本に九条が定着したのは､明治

以後に抑圧されてきた「徳川の平和」の回帰だったからだ。内村におけるキリ

スト教が武士道の高次元での回帰であったように、戦後の憲法九条は「徳川の

平和」の高次元での回帰であった。 

 第二に、私が 90 年代初期に考えていた状況認識には欠陥がある。資本主義に

おける歴史的文脈は約 60 年の周期で反復されるという仮説をたてていた。90

年代以降は 1930 年代を反復すると予測した。しかし、1995 年にこの考えを放

棄した。周期を 60 年からその倍の 120 年に変更した。1990 年以降に世界資本

主義は「帝国主義的」段階に入ったが、それを 1930 年代になぞらえるのは的外

れだ。それは日本でいえば日清戦争から日露戦争にいたる時期と比べてみるべ

きだ。 

 現在、世界中で資本主義経済の危機とともに戦争の危機が迫っていることは

間違いない。その中で、日本で急激に推進されたのは米国との軍事同盟（集団

的自衛権）を確立するという政策だ。それは戦争が切迫した現状の下ではリア

リスティックな対応であるように見える。しかし、逆に思いがけないかたちで、

世界戦争に巻き込まれる蓋然性が高いのだ。第一次大戦はまさにそのようなも

のだった。防衛のための軍事同盟あるいは安全保障は何ら平和を保障するもの

ではない。 

 護憲派は当面、九条がなくなってしまうのではないかということを恐れる必

要はない。問題はむしろ護憲派のあいだに、改憲を恐れるあまり、九条の条文

さえ保持できればよいと考えているふしがあることだ。形の上で九条を護るだ

けなら、九条があっても何でもできるような体制になってしまう。護憲派の課

題は、今後、九条を文字通り実行することであって、現在の状況を護持するこ

とではない。九条を実行することは、おそらく日本人ができる唯一の普遍的か

つ「強力」な行為だ。 

 

 

〈報告者メモ〉 

●「帝国」と「帝国主義」の違いの指摘には、大いに啓発された。それに関連

して、ヘゲモニー国家から転落したアメリカが「帝国主義」の時代にどのよう
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な政策をとっていくか、トランプ大統領の出現も深い意味あることのように考

えていくことができそうだ。 

●交換様式Ａと交換様式Ｄとのつながり、また、ナショナリズムについて、今

ひとつもやもやとしたところがあり、今後、より深く学んで考えていきたいと

思う。 

●柄谷が現実的な運動として重視している「アソシエーション」について、興

味を持ったので、他の文献を渉猟してみた。紹介しておきたい。『平凡社ライブ

ラリー 政治と思想 1960～2011』Ｐ88～90 である。 

「産業資本の蓄積＝存続の条件をみるならば、それに対する最も有効な戦いが

どこにあるかがわかります。生産点とは、労働者が自分の労働力を「売る立場」

です。しかるに､流通、つまり消費の場では､労働者が「買う立場」に立ちます。

資本は生産点では優位にあるが､消費の場では労働者に従属する。一般に､消費

者運動は労働運動と別のものだと考えられています。しかし、消費だけをして

いる人間などいない。労働者と消費者は別のものではない。労働者が消費とい

う場に立つときに、消費者となるだけなのです。であれば、労働者は、彼らが

最も弱い立場である生産点だけでなく、むしろ消費者としての立場で闘うべき

だ。生産点では､労働者は企業と一体化しやすい。企業に利益があるのは､労働

者にとってもよいことだからです。だから、労働者は、たとえば、汚染食品を

つくっていても、それに反対したり暴露したりすることはなかなかできない。

会社がつぶれたら困るから。しかし、消費者としてならば、それを許せないで

しょう。だから､労働者はむしろ消費者の立場において､普遍的であり公共的な

のです。生産点でやるのでなければ､労働者の闘争はない、という考えがありま

す。とくに､マルクス主義者はこれまでそう考えてきた。労働者が普遍的な立場

に立てないのは､階級意識がないからだ、物象化された意識に閉ざされているか

らだ、という。だから、知識人、前衛党が､労働者階級を啓蒙しリードしなけれ

ばならない、というわけです。しかし、現実に、生産点での闘争は難しい。現

在の企業では、生産点で､労働者がお互いに出会う機会さえ少ないから。他方で、

労働者の闘争を最優先するのはおかしい、消費者運動とか、マイノリティとか、

さまざまな闘争のほうが重要だという考えがある。いまは、このほうが優勢で

しょう。しかし、この二つの観点は､資本の蓄積＝存続の条件を半分しか見てい

ないのです。繰り返していうと、労働者と消費者は別のものではない。労働者

が消費という場に立つときに、消費者となるだけだ。であれば、労働者は、彼

らが最も弱い立場である生産点だけでなく、むしろ消費者としての立場で闘う

べきだ。そこで、僕が考えたのは、労働者・消費者の運動を創り出すことです。

具体的にいえば、労働運動と消費者運動を結びつけること。それが一つです。 

第二に、それとつながることですが、消費者＝労働者として国家や資本に対抗
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すると同時に、それらに依拠しないですむような経済的なアソシエーション（生

産＝消費協同組合や地域通貨・信用体系）を創り出す、というものです。これ

は､将来、国家権力を握って実現するようなものではない。いますぐ、できる。

むろん部分的・地域的なものですが、しかし、これがなければ、結局、国家に

依存する社会民主主義になるだけです。」 

なお、柄谷は、2000 年にＮＡＭ（ニュー・アソシエーション・ムーブメント）

を結成し、地域通貨をつくったが、2 年で解散した。しかし、新しきアソシエー

ションの運動として、評価できると思う。      

（完） 


