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は じめに
日本資本主義史を探求す る場合、 い く通 りかの方法 があるだろ う。筆者 は、 これを第二次大戦前
の世界大恐慌期 にと くにはなばな しい論戦 とな った日本資本主義論争で追求 された諸課題 の再検討
を通 じて、新 たな課題設定を試みること も無意味ではない と考 えてきた。 その理由は、意外 に もと
も言 うべ きか、 あるいは当然 と言 うべ きか、 かつての論争 での諸課題が、今 日で もなお生 きた現実
を解明す る上でのい くつかの問題提起 とな りうる ことをそこに認 め るか らである。 むろん当時 の世
界 と日本 の資本主義 の段階的、時代的制約 によって解明され得ない課題 は多 い と考 える。 しか し、
資本主義研究 の基本的論点 の多 くは当時 の論争 ですでに出尽 くして い ると言 って も過言ではない事
実を認 めねばな らない。以下、 その作業 の一つ として、 日本資本主義論争で展 開 された論点 の中で
今 日もなお顧 み られ るべ き内容 を点検 し、次 いで今 日の資本主義を解明する上で考慮すべ き新 たな
課題を検討 して、今後 の研究展望を考えてみたい*t
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日本資本主義論争 の課題 と現代
ここでは、 日本資本主義論争が今 日にいかなる意義 と限界 を持つ ものであるかを解明する。 つい

で、 日本資本主義論争 において、先駆的役割 を果 た した野呂栄太郎 の猪俣津南雄 との議論 を経由 し
て論争 の本格化 において決定的役割 を果 た した山田盛太郎 の再生産論 の批判的検討 に重点を与 えて
解明 しよ う。第一 に、 日本資本主義論争 にお いて、貴重な問題提起を果た したの は、
『 日本資本主
義発達史講座』 グループ

*2、

ぃゎゅる講座派 にあることがまず もって確認 される。

すなわち、講座派 は何 よ りも、 日本資本主義 の特質解明 にあた って、 その歴史的・ 構造的分析 に
力 を注 ぎ、世界資本主義 との連関 における日本資本主義 の位置が持 つ特質 を鮮明 に した。構造的分
析 に当た って、山田盛太郎 を中核 とした講座派 は、 まず マル クス再生産表式を根底 に置 き、 さらに
非資本主義的要素 であ って、 かつ 日本社会 の人口構成 で も最大多数を占めた農村人 口と農業生産実
態を これに取 り込 み、関連付 けて分析 を行 った山田の研究 が極 めて大 きな核心 とな ったことである。
ここで マル クス再生産表式 は、資本主義社会 の生産構造 を解明す る上で、 その後、 レオ ンティエ フ
の表式 か ら国民経済計算論 へ と展開 し、今 日の一 国経済構成 の解明 にも影響 を与 えてきた ことは知
られ る。 そ して この零細耕作的農業基盤 の上 に、資本主義的低賃金諸条件 と地主制、 自作農 の保守
的意識

(「

ナポレオ ン観念」
)の 広範 な展開 によ り、支持 を受 けた天皇制国家権力が鴛立す るとした。

もっとも天皇制権力が農村保守的基盤 にのみ依拠 したと指摘す るとすれば、現実的 には財閥 をはじ
めとす る経済的支配機構 と無縁 としてはな らないことを忘れるべ きではないであろう。 この面 では
講座派 はやや一面的であ ったことは否 みがたい。
要す るに日本 の支配機構 を探 る ことを課題 として いた講座派 は、天皇制 の存在 を強調す る中で、
資本主義経済支配体制 の根幹 である財閥独 占体 の分析 には十分 の力点 を置かなか ったので ある。 そ
れは山田『 日本資本主義分析』 に明瞭であるが、明治 の国家体制 がその絶対性 を保持 すべ く、官僚
を主導 としてお り、政商財閥資本 の展開 を、 あ くまで絶対主義政府 の利害 の枠内で育成 したとい う
見地 を明示 して い るところに端的 に現 れる。 そればか りではない。 さらに山田の分析 では、第一次
世界大戦期以降 の 日本資本主義が総力戦体制 への移行 にも迫 られ、 重工業的発展 を志 向すればす る
ほど、近代的プ ロ レタリアー トが育成 され、 これ 自体 が当該資本主義変革 の原動力 となるがゆえに、
天皇制政府 は重工業的発展 に対 して消極的 にな らざるを得 ないはず とい う認識 の結果 を招 いてい る。
また山田の特有 の 日本資本主義論 には、
「 一般的危機」 による型制 =特 質的構成 の「 解体」 を展
望する こと、産業革命期 の「 型 の分解」 が重工業的発展 を通 じて進行す ると認識 して い る ことで あ
る。 ここに言 う「 型」
「 型制」 とは、養蚕等 の零細農生計補充的副業、織物業等 の問屋制度的家内
工業、製糸業等 の特殊労役的 マニ ュフ ァクチ ュア、軍事機構労働力が「 核心」をな し紡績業等 の印
*3。

度以下的低賃金 の大工業 の 4つ の労役 の型 であ り、半封建的資本主義 の型制 であ った

野呂の場

合、
「 金融寡頭制」支配 に着 目 した構造論 が展開 されて いる。 しか も日本 の金融寡頭制 が 自由民権
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運動 を経過す る中で天皇制支配秩序 の前近代性、半封建制的抑圧機構 に利益 を感 じて併存、共存 を
可能 に したこと、す なわち専制的支配勢力 自体 の有産階級化、地主 の二重性、 そ して世界資本主義
の帝国主義化 による

(「

日本資本主義発達 の歴史的諸条件」四「 我 が国 のブル ジ ョア革命 は、何 ゆ

え不徹底 に終 わ ったか ?」 )と の認識がある。山 田の半封建的天皇制国家論理解 とは微妙 にズ レを
持 っていることは言 うまで もない。 しか し共通する認識 として、重要 なことは支配構造 の全面的把
握 を 目標 としていることで ある。

2

歴史分析にとっての構造分析
ここで上述 の論点 と関わ って、 あ らためて構造把握 の重要性 について論 じておこう。

「再生産過程把握」、
「 全機構把握」 (山 田盛太郎)と 称 される内容 は、 その基軸 に再生産表式 と非
資本主義的要素 (資 本主義的再生産表式 とケネー経済表)が 設定 され る。 その展開は二要素 の接合
であ り、 ここに 日本 の特殊 を捉 えるとい う手法 が山田の特徴 である。 またその形態 は資本主義 (工
業)と 非資本主義 (農 業)要 素 の統一体 としての 日本資本主義 であって、 これはウクラッド論 に通
じるが、実 はいかなる資本主義国 もまた当然、非資本主義要素 を含 むのであ り、 この点、 日本 の独
自課題 とはいえないだろう。 さらに山田 は「 把握 は全機構的 の ものでなければな らぬ。 けだ し構造
揚棄 の「 必然性」 と「 条件」 とが問題 となる限 り、それは全機構的 な問題提起 として、提起 されね
ばな らぬか らである」*4と 主張す る。
この際、山田の「 再生産論把握」 の意義 と限度 について検討 してお く必要があろう。 そ もそ も再
生産表式 の守備範囲 とは資本主義的再生産構造を示す。すなわち、資本一賃労働関係 の生産及び再
生産、 つ まり資本構成、労働力編成を表現す る。 しか し果 た して この レベルか ら、要す るに社会 の
階級構成 か ら社会変革 までの論理を捉 え うるか とい う問題点 が生 じる。山田 はそれが可能 =必 須 と
認識 して い るので ある。
「資本論」 でのその位置をあ らためて考 えると、 その第 1巻 (蓄 積論)、 第

2巻 (流 通論)、 第 3巻 (総 過程)と い う構成 を とってお り、山田は第 2巻 が第 1巻 と第 3巻 の中
間 に位置づ けられているので、
「 結節環」 であって、 いわば、
「 階級対抗」を ここに見 るべ きだとい
うことを主張 している。 これは「 媒介」 としての第 2巻 を不当なまでに高 い位置 にお くことを意味
する。 しか し第 3巻 が総括 としての意 味づ けを与 え られると見 るな らば、第 1巻 と第 2巻 はその二
側面 を表現す る。す なわち資本主義再生産 の総過程 (第 3巻 )分 析 のための蓄積過程 (第 1巻 )と
流通過程論 (第 2巻 )を 意味するで あろう。 さて山田の期待す る「 全機構把握 =分 析」 の 目標 を考
えると、 およそ以下 のよ うに設定すべ きであろう。生産 の構造、資本 の構成、階級編成、貨幣・ 信
用制度 などのいわば物質的構造 と、 それ と連関す る社会・ 政治構造、 そ して資本主義 の本性 である
世界的構成 に至 る「 全機構」 の把握 が構成項 目と想定 されねばな らない。
戦前 の研究、 と くに山田「分析」 では一 国 の構成 が基軸 (む ろん世界資本主義、帝国主義論 の視
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野 はあ ったが、 そ の 当該 国 へ の 内面 的分析 の面 でなお十分 で はなか った)で あ るが、 これ は歴 史的
制 約 (資 本主義 の グ ローバ ル 的蓄積 の構造 が 際 だ って は い なか った こと、 1980年 代以 降 の よ うな
国際的 な資本取 引、 マ ネ ーゲ ー ムが大 きな位置 を 占めて は い なか った こと=金 本位制、戦後 は単 一
為替 レー ト下 の IMF)に よると して よか ろ う。 む ろん 山田 は紡績業 =中 国・ イ ン ド市場、製糸業 =
アメ リカ市場 との連繋 を通 じて「 一 般 的危機 にお ける型 の分解」 を解 い た の で、世界性 を全 く無視
した ので はな い

*5。

世界性 の 当該段 階的課 題 を認 めて い た とい って よいか も知 れ な い。 問題点 は上

記「歴史 的制約」 によ って い る。
次 に構造把握 は歴 史分析 を拒否 す るか とい う点 につ いて検討 してお こ う。 そ の場合、
「 初発」 の
構造 がそ の生涯 を説 明す ることを可能 にす るか、 とい う点 が あ る。 す なわ ち山田 によれば、産業資
本確立期 の構造・ 構成 =「 型制」 が「 一 般的危機」 にお ける「 型 の分解」 を通 じて、 そ の生涯 を終
え ることにな る。 はた して「 人 間 の解剖 とサ ル の解剖」 を提 え るとき、 サ ルの本質 を捉 え るに際 し
て はそ のよ り高次 に展開 した「 人間」 を解剖す る ことによ って こそ、解 明 され るはずで あろ う。資
本主義 に即 して い うな らば、 自由主義段 階 の資本蓄積 と帝 国主義 段階 の資本蓄積 を捉 え る際 に、 わ
れわれ は後者 の分析 を も含 み こんで、 は じめて資本 主 義蓄積 の本質 を捉 え る ことが可能 にな るで あ
ろ う。成立期 日本資本 主義 の特質 (形 態 )が そ の消滅 まで の基本 的矛盾 を説 明す ることを可能 にす
るか とい う この問題 は このよ うに して捉 え られねばな らな い。 しか し山田盛太郎 → 中村政則

*6で

は、

成立期 の構造 が崩壊 を説 明す る、成 立期 の矛盾 こそが崩壊 を説 明す る、 ここに成立 =没 落 の弁証法
だ とす るので あ る。 エ ンゲ ルスの軍 国主義 の「 弁証法」―軍 国主義 はそ の ものの ゆえに 自 ら崩壊 の
運命 にあ る (?)、 資本 主義 はそ の ものの ゆえ に、 す なわ ち労 資対抗 のゆえ に崩壊 が運 命 づ け られ
ている

(?)と

い う論理 の射程 はいか ほどの ものかが 問 われ るので あ る。

この 間 の状況 を説 明す る上 で適切 な 山田 の議論 を紹介 してお きた い。 いわ く「 諸 々の型 は、金融
資本確 立 (日 露戦争前後、 ことに明治 40年 頃 を起 点 と し、特 に大戦 中、大 正 7年 頃本格 的転化完
*7。

成 )の 段 階 には、分解 進行 し、 一 般 的危機 は右 の分解 を基礎 とす る」

3

この主 張 に鮮 明 で あ ろ う。

資本 主義分析 と信用論・ 国際金 融論視角
と同時 に第 二 に、注 目す べ きな の は、野 呂栄 太 郎 を 出発点 とす る講座派 内部 で は、信用論・ 国際

金融論 的視角 か らの方法論 を も、事実 上認識 しよ うと して いた ことで あ る。 この視角 は、 しか しな
が らそ の後、基本 的 に この派 で は継承 されなか った とい って よ いで あろ う。 も しも資本 主義 の構造
分析 を志す とす るな らば、 この貨 幣・ 金融的側面 の排 除 は、誤 りで あろ う。 む ろん 当時 の貿易取 引
に対す る金 融取 引 の大 きさは大規模であ った とは とうて い言 えないが、 しか し当時 で もホ ッ トマ ネー
問題 は既 に登場 して いた の であ り、 まさに この資金循環 こそが世界大 恐慌期 の国際金融 恐慌 を招 く
要 因 であ った ことは知 られて い た。 ここに示 され るよ うに、貿易 による実需 を背景 と した国際資 金
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流動だけではな く、貿易外 の信用取引の大 きさを過小評価 してはな らなか ったであろう。
これを近年 の実態 で捉 え ると、例 えば、 1999年 の世界貿易総額 は 5兆 6,120億 800万 ドルであ
り、 それはユ ーロカ レンシー市場 の規模 6兆 1,659億 ドル に匹敵す る。 また 1998年 の エマー ジン
グ諸国 28カ 国 の債務残高計 2兆 5,360億 4,600万 ドル、 これに対 す る 1999年 の BIS 20カ 国与信
*8。
残高計 7兆 2,061億 ドルであった

今 日なお も講座派 的議論 の継承者 たちの中で、 この分野 の分析検討 が弱 いの はそうした初発 の研
究 の方法的弱 さに発 しているとい って も過言ではない。 その際、強調 しておいてよいのは、信用論・
国際金融論的視角をま ってはじめて、世界資本主義 における日本 の具体的位置関係を明確化で きる
とい うことであろう。
筆者 は次 のよ うに主張 して きた。す なわち国際的依存・ 従属性 を持 った日本 の資本主義 が、一方
でその資本蓄積力 の弱 さか らくる慢性的国際収支 の赤字構造 を脱却す る必要性 か ら、貿易至上主義
的経済運営を必要 とし

(日

清戦争後 の時期 の農商工高等会議 での論議 と認識 =加 工貿易立国論 また

は「 小英国」論)、 他方 で外資 を長期性 の国債・ 地方債・ 特殊会社債等 (満 鉄・ 東洋拓殖・ 台湾電
燈 。さらには民間電力社債)の 形式 で取 り込む ことによ って、対外貿易決済 の補填 と資本蓄積 の不
十分性へ の補助 を可能 としていったとい う事実 の認識 は、否定 しがたいであろ う。 なお筆者 たちの
認識

*9を

1978年 発表以後、汗牛充棟 ただな らざる多 くの学界各氏 か らの批判 を頂戴 してきたが、

しか し枇判者 の少 な くないその後 の研究 の中で、実質的 に筆者 たちの見解を容認する傾向を見 るこ
ともしば しばであった ことを申 し添 えてお きたい。
産業革命当時、民営鉄道 の国有化 が実現 したが、 それによって交付 された国債 (4億 5,600万 円)
が他 の産業へ の投資 に転換 されることによって (ち なみに 1900年 の紡績業払込資本金 3,600万 円)、
大 いに新規事業が取 り組 まれていったので あり、 日露戦争期 の戦費外債 (英 貨公債 6億 9,000万 円、
軍事費総額 19億 9,000万 円)は 、結果 として国内金融市場 の余力 を与 えることによって、産業投資
への圧力を防過 した意義 は少 な くな い。通例、 この戦費外債 は、 その後 の支払負担を通 じて財政危
機 を もた らしたことが指摘 されるが、他面 では実 は戦費負担を国内資金に依存す る度合 いを弱 め、
かつ その支払 いは長期性 に委 ね られたところに、一定 の経済的意義があ ったと見 るべ きであろう。
それ故 にこそ明治末期 の産業革命 の発展 による都市公共水道、都市計画、港湾建設などで政府 が東
京、横浜、大阪、神戸等 に地方外債 の発行を進 めたので ある。 これと同様 の認識を持 って、政府 は
1923年 関東大震災 を契機 と して、再発 した貿易収支 の赤字 を補填すべ く満鉄、 東洋拓殖、電力会
社 の外債発行を推進 した。
また第一次世界大戦期前後 の大蔵省・ 高橋是清 の「 外資 は生産 的投資 につなが る輸入 として行 う
べ きだ」 との主張は、 その意味を当局 の側 か ら示 して余 りあるものがある。多 くの批判家 たちは、
この点 を十分 に理解 で きず、後進国一般 の性格 だ として、消極的姿勢 に終始 して きたので はないだ
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ろうか。確 かに、当時の政策当局 が外資導入 に一面 では消極姿勢 を持 っていたことは言 うまで もな
い。 しか し他面 ではいわば臨機応変、国際収支危機回避 のための長期債務 の導入 とい う政策的取捨
選択 の態度 もあ った ことは自明だ ったのである。
とくに管理通貨体制 への移行 (1931年 、金再禁)や 、第二次大戦後 のわが国の発展初期 にお ける
朝鮮戦争期 の米軍特需が外貨で実現 したことか ら、 また電源開発、道路網、国鉄新幹線建設 に当た っ
て国内資本蓄積不足・ 貿易収支赤字 を補充す ることを意図 した米銀、世界銀行等への外債依存 の持 っ
た役割 を も展望す るとき、戦前段階 の外資依存性認識 の重要性をあ らためて知 ることになるのでは
なかろうか。戦前 の場合、 こうして補強 された外資 は在外正貨 として機能 した点 で当時 の金為替本
位制 の物質的基盤 であ り、第一次大戦前、 その発行 がほぼ ロン ドン金融市場 であ ったことが、 イギ
*Ю
リス金本位制 の支 えとして機能す る意 味 もあ ったことである 。

・H。
こうした方法論 の正当性 については、最新 の経済史研究 の成果 にもいかんな く示 されて い る
この認識 において、野 呂は山田流 の危機 =解 体論 を構想 してはいない。 む しろ逆にいかなる資本家
政府 にとっての「 危機」 も脱出す る筋道 が立 つであろうこと、 と くに 1920年 代末以降、 それは実
にファシズム的脱出路が用意 されるであろうとの認識 を示 して いたことであろう。要す るに野 呂は、
初発 の「 型制」 =「 特質」 が一般的危機 を通 じて「 解体」 に到 るとの山田の「 危機 =没 落」論 とは
無縁 である。危機 か ら解体 に到 るか どうかは、優 れて政治的力学 の問題 であ って、作用 と反作用 の
力関係 が ことを決す るとい う外ないであろ うとの実践的態度が野呂の認識 の基礎 にあると思われるg
山田 は資本主義 の 日本型的特質 それ 自体 が危機 =解 体 を引 き起 こす とい うよ りは、 その「 型制」 に
加 え られる外的経済的要因が「 型制」 その ものの解体 をもたらす と認識 したのである。野 呂はこの
点、 日本資本主義 の経済構造 その ものの特質が「 分解」す るところに危機 =解 体 を認 めているので
はない。 む しろ特質 に加 え られる解体 へ の力が、新 たな変革 を通 じて新 しい段階 を画す るものとし
て用意 され うるとの認識 であ り、危機突破 の論理が生 じ、 それが現実 となることをも論 じるので あ
る。筆者 は経済的危機 が直 ちにその破綻 を招 き、当該社会 の解体 を もた らすか もしれないが、 その
可能性 は変革主体 の現実的基盤 が形成 されて い るかどうかにあるとしか言 えないで あろうと考 えて
い る。 マル クスは資本論第 1巻 第 7編 蓄積過程論 において、有名 な「 収奪者 が収奪 される。資本主
義 の弔 いの鐘が鳴 る。」 といった言説 を明記 して いるが、 ここか ら資本主義 その ものの故 にその解
体 が必然 であ り、社会主義勝利 が必至 との理解を生む、 さらに恐慌 の発生 が資本主義 の矛盾 を表現
し、資本主義没落 の根拠 を生む といった認識 を導 きうる。 しか しこれ らは何れ も抽象的かつ論理的
文脈 で捉 えての ことで あ って、決 して現実的道行 きの具体相 を明示 してい るとは言 えないであろう。
山田の分析方法 にはそ うした混乱 があるように思われる。 これに対 して野呂の認識 は現実 の社会 の
運動 と理論的抽象 とは区別 して いるよ うに思 える。
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寺島一夫 (佐 藤―郎)の 貨幣・ 金融論的アプ ローチ

寺島一夫 (佐 藤一郎)は その著書 で、次 のよ うに興味深 い指摘 を行 ってい る。
「 注意すべ きは、 日露戦争後 日本 はうたがひ もな く巨額 の外債 を輸入 して債務国 とな ったので
あるが、同時 に又満鉄を中心 とす る大陸への資本輸出を本格的 に開始 したことである。/殖 民地
の・・・ 的独占による、金融資本未発達 の部分的代位 といふ事 は、あ く迄 も部分的代位 であ って、
之を全般化 すれば、 日本 は知 らぬ間 に有力帝国主義国 の・・・ 手先 として殖民地収取 を行 ふ こと
ヽとな り、殖民地 の超過利潤 は、 そのま ヽ債務 に対す る利払 として有力帝国主義国 の手中 に帰す
ること ヽなる。 それ故 に日本 は日露戦争後 には、一方 で益 々外資 に依存 じつ ヽ、他方 では敢 えて
強行的 に各殖民地 に対す る資本輸出を強行 したので ある。 しか も前期 に引 きつ ヾく、否倍加す る
所 の軍備拡張計画が樹立 されなければな らず、 その資材 は尚著 しい部分 を外国市場 にまたねばな
*12

らなか った」

と述 べて い る (寺 島 は野 呂の指導 の下 で活動 したプ ロ レタ リア科学研究所 のメンバ ーで もあ った)。
この見地 は、 日本帝国主義 の二面性 を描 いてい る。 さらに寺島は論 じて い る。
① 「 [1920‑27年 の国家財政支出 に関 して]イ ギ リスが 3億 6千 万 ポ ンドを、 アメ リカが 12億

2

千万 ドル を減少 せ じめてゐる間 に 日本 は逆 に 4億 円 〔
約 2億 ドル 〕 を増 したのである。之 は何
故であ らうか。 その第一

(の )も

の は、 日本 の経済力 との対比 にお ける巨大 な軍備 の維持 であ っ

て、 …第二 は、度重 なる救済 による公債 の増発 であ って、各国が、大戦中の大債務 の償却 に熱中
してゐる間 に、 日本 は新 に 18億 9千 万円の新公債 を発行 したのであるか ら、 その利払 の増加 だ
けで も 1億 円である。第二 には、直接、間接 の産業保護助成 が廃止出来 ぬ ことで ある。特 に重工
業 の場合、之 を離 れてよ く国際的競争 にたへ得 るや うな もの は殆 どなか ったといってよい。 /こ
こに於 て再 び反動的勢力 は進 出 した。 ……のプ ログラムは今 日では周知 の所 で あるが、 その第一
条件 たる支那 の国民革命阻止 に対 して忽ち失敗 し、第二次 ワ シン トン会議 を決裂 に導 き、入超 は
相変わ らずで在外正貨 は枯渇 し政治的、経済的 に袋小路 に入 り込 んで退却 した。/日 本資本主義
のヘゲモニーをすでに把握 した金融資本が、 は じめて その純乎 たる代表 を政府 に送 った。浜 口井
上内閣 の中心使命 は急速な金解禁 にあ った。」*B
② 「 日本 が金解禁 を しなければな らな くな った一 つの有力 な原因 は、震災後 の復興 のため英米 か
ら巨額 の借入 をな したことにある…が、又…初期 に解禁 の機 を得 なか った有力 な原因 も亦、戦後
の国際金融 の王座 にあったアメ リカと政治的 に対立 してゐた ヽめで あ った。金融的支配 の網 は、
日本 の… =フ ァシズム層 といへ ども断 ち切 る ことが出来 ぬ強靭 を もつ ものであ って、金解禁 を し
な くて も、金準備 が失 はれ、全経済 が混乱 に陥 るといふ切端 つ ま った事態 に面 した ヽめ彼等 もや
むな く金解禁を黙認 したのであった。 しか し事態 は、国際協調 の旗印の もとで英米 の支持 を頼 み、
生産費切下 による輸 出増進 で貿易尻 を改善 せん とした純粋 の金融 資本 の代表者達 に幸 しなか っ
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た。」
つ ま り寺 島 によれ ば、巨大 な軍事費、救済 の ため の公債増発、重工業等 に対 す る保護育成 が 1920
年代財政膨張 の原因 で あ り、 この財政政策 の下 で、 中国革命 に侵攻 を阻止 で きぬ ばか りか、 弓￨き 続
く入超 によ る正 貨枯渇 を呼 び起 こ した こと、 また金 解 禁可能 の条件 は アメ リカの支援 にあ り、 おお
むね大震災 まで はむ しろアメ リカ との対立 関係 にあ った ことが、金解禁 を繰 り延 べ させ た原因 で あ
る こ とが 強調 されて い る。 む ろん、 この時期 には外貨 を除外 して も、 やや過大 な政治 的側面重視 の
評価 に思 われ る。
この見解 はまた正 貨枯渇 問題 が起 動点 にな って、 これ に対米関係 の状況 が意 味 を持 つ こと、逆説
的 に言 えば、 正 貨枯渇 の危機 こそが 日本 の対米 関係 の あ り方 を規定す る、 とい う連 関構造 を快 りだ
して い る点 で、 きわ めて興 味深 い もの が あ るといえ よ う。
む ろん、 この対外金融依存性 が なん らか の事情 で停止す るとき、 日本 の再 生産 機構 は存続 を著 し
く困難 とす るで あ ろ う。 しか し、 その ことか ら、 日本資本 主義 の 自動崩壊 を展望 す ることは正 しく
な い。 とい うの は、 困難性 の増大 を説 明 で きる と して も、
「 破綻」 に直面 して の危機 回避 の方策 が
フ ァッ シ ョ的 にせ よ、 登 場 す るで あ ろ う し、「 国家破産」 が一 直線 に招来 され得 る もので はあ りえ
ないか らで あ る。 まさに、 それゆえ に、 この危機 =破 産 を回避 す べ く志 向す る国家 の政策 的対応 こ
そが常 に課題 とされ続 けて い た の が 当該期 に 日本資本 主 義 で あ ったので はなか ろ うか。
これ まで も、 こ う したま
旨摘 が なか ったわ けで はな いが、充分 で あ った とは言 い難 い。 も っ と も、
寺島 の論 理 展開 は、貨 幣制度史 の解 明 とい う著書 の限定 的性格 もあ って、 当該期 の 日本資本主義再
生産構造 の諸問題 へ の関心 を充分 には示 して い な い。 しか し、 当時 の研究水準 か ら見 て、極 めて斬
新 な視角 を提起 して い るので はなか ろ うか。 す で に 1920年 代末 に は、猪俣津南雄 な どの研究 が あ
り、 そ こで は金 融資本論 的視角 か ら研究動 向 が提示 されて は いたが、猪俣 その人 によ って も、充分
な成果 を挙 げ得 なか った ばか りか、逆 に筆者 が しば しば援用 して きた野 呂栄太郎 との現段階論争 で
摯
は後退 さえ示 し、野 呂がむ しろ「 金解 禁 と円本位制 の確立」 馬の よ うな、成果 に到達 して い た の で
あ る。寺 島 の議論 はそ の意味 において、野 呂の仕事 を継承・ 発展 させ た とい って よ いの で はなか ろ
うか。 これ に対 して 猪俣 は『 日本 の独 占資本 主 義』 南北書 院、 1931年 は第 8章 「 金融 資本 の政策
と して の金解禁」 において、 金解禁 に至 る分析 を行 ってい るが、 それ は結局 の ところ、世界恐慌 の
嵐 によ って、困難 に陥 れ られた る運 命 を持 つ もので しか なか った とい う、 一 般 的 な理 解 に とどま っ
て い る。

5「 型制」 の帰結 と しての資本構成高度化否定論
第 3に 注 目 した いの は、 山田の『 分析』 で は、資本 の有機 的構成 の高度化 =重 工 業化 が 日本資本
主義 自 らの「 型制」 へ の矛盾

(=破 綻 )要 因 で あ ると した のに対 して、野 呂栄太郎 は『 日本資本 主
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義発達史』 において、外国技術 の導入 が 日本資本主義発展 の動因 になっていることを認 めていたこ
とで ある。要す るに山田 は産業革命期 の特質 が 日本資本主 義 の生涯 を決定付 け、 その矛盾構造 に
「 解体」 の危機 を主張 したのに対 して、野 呂は発展 のモメ ン トを捉 えることによって、 さらに新 た
な矛盾 の発生 メカニズムを捉 えよ うとした ことで あ った。明治末 か ら大正 にかけての産業革命期、
外国技術 の導入 を基礎 として「 工業 の機械化が主 として重工業中心 に行 わるる傾向を有す るに至 っ
たこととよ うや く資本 の有機的構成 が高度化せ ることとを意味す る。 だが、 この傾向が明確 な現象
形態を採 ったの は、 もちろん、世界大戦時 に入 ってか らの事 であることは、後章 に詳述す る」 (「 日
本資本主義発達史」 の「 二

我 が国 にお ける産業革命」 2「 産業革命 の進展 とその特質」)の 表現

にもその認識 の端緒 を見 ることが出来 よ う。 ここで も両者 の 日本資本主義認識 は根本的 に大 きな相
異 を持 って いたと言 えよう。
ではその方法的相異 は何 であったか。 それが次 の課題 であろ う。筆者 はそれを方法認識 の相異 と
考 える。野 呂の蓄積論 =発 展的視点 と山田の構造論 =一 定時点 の資本主義分析視点がそれであろう。
山田の認識 は先 に も述 べ たように、産業資本確立期 の「 型制」が 日本資本主義 の生涯を貫徹す ると
い うのである。 そこか ら当然 の帰結 として、重工業化 による資本 の有機的構成 の高度化 は日本資本
主義 の存立 その ものを脅かす との認識を生み、 さらには重工業化 の下 で形成 される本格的 プ ロ レタ
リアー トこそは「 大衆左化」、変革主体 の形成 を通 じて当該 日本資本主義 その ものを解体 に追 い込
むとみていたことは明 らかである。 いわ く「 日本型合理化 の進行 とプ ロ レタ リアー トの客観的必至。
地域的、産業部門的、作業工程的の統合 =連 携 によって労働力群 の序列 =陶 冶 =集 成 の統合が客観
化せ られ、 このことによって、 プ ロ レタ リアー トの客観的必至 が与 え られる。 日本型合理化 の進行
は、 この必至を一層純粋 の形態 において呈示す る。」中
すなわち資本主義 の経済発展 の当然 の道行 きと しての資本 の有機的構成高度化を否定する ことか
ら、歴史的発展 のモメン トその ものを否定す るとい う特殊 な構造認識 =歴 史認識を示 したのである。
r。
ここに向坂逸郎 によ る「型 の固定化」批判を招 く要因があるⅢ
筆者 には到底 そのよ うな山田の非

現実的認識を支持す ることは出来 ない。 いかなる資本主義再生産 であれ、資本主義 としての現実 は
有機 的構成 の高度化を発展 モメン トとして もつ はず の ものである。 そ こにこの項 の冒頭 に指摘 した
よ うに、野呂の発展的 モメン ト重視 の立場 とは大 いに異 なる結果 を もた らして い るであろ う。

6

日本資本主義 の現段階と新 しい問題状況一民主主義論の再構築
日本資本主義 は、 21世 紀、 さらに大 きな国際的関連 の中で、大 きな変容を余儀 な くされ るであ

ろう。 その際 に、筆者 の以上 の検討 の中か ら、次 のよ うな視角 が求 め られてきて い るように思えて
な らない。 それは 日本 資本主義 の今後 の展開 に当 た って、 たんに経済至上主義的な発展 にのみ 目を
向 けるのではな しに、む しろその発展が いかなる性質を持つ ものであるのか、社会 の基礎か らの根
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本的変革 に と っていかなる意 味 を有 す るものであるのかが問 われて い るであろ う。 その際、 まず もっ
て民 主主 義論 の問題 が あ る。戦前講座派 は、 そ の 出発点 に当 た る野 呂栄太郎 にあ って、社会 主義変
革 を実現 す る上 で、 ブル ジ ョア民 主主義 が必 至 で あ るとの認識 に達 した の は、
「 日本資本主義 発達
の歴史 的諸条件」 で あ ることは大方 の承認 を得 られ るであろ う。 た しか にそ の以前 の「 日本資本主
義発達史」 で は一 般的 に民主 主 義 の必要性 が語 られ、 と くに 日本 のよ うに後発国 の場合、 ブル ジ ョ
*郎

ア革命 の課題 を明治 国家体制 の担 い手 で あ る革命実現 グル ー プに も、 その後 の 自由民権運動期 に形
成 を始 めた ブル ジ ョア勢力 に と って も市民革命 の民 主主義 的課題 の必要性 を感 じる立 場 にはなか っ
た ことを論 じて い た。 す なわ ち ブル ジ ョア・ グル ー プに と って はかえ って官僚支配 の「 半封建 的」
「 絶対主義 的」要素 が 、逆 に彼 らの労働者支配 に と って好都合 で あ った との認識 を示 して い た こと
は言 うまで もな い。 しか しとは言 え、彼 の民 主主義論 はプ ロ レタ リア革命 に一 経過点 と して の必要
とい う認識 が「 歴史 的諸条件」 で も濃厚 であ った ことは否 めない。 む ろん当時 の段階 で民 主主義変
革 の必要 性 を論 じた独 自の意義 は決 して 小 さ くは な い。 21世 紀 の初頭 とい う今 日、 む しろ この民
主主義 の諸課題 こそ は先進 資本 主義諸 国 で あれ、 社会 主義 を離 脱 した諸 国 で あれ、 はた また 1980
年代 まで「 南」 の諸 国 とされ た国 々 で あれ、 1970年 代以 降、軍事独裁 を脱 した東 ア ジア諸 国 で あ
れ、現 になお社会 主義 を標榜す る中国等 に と って も依然 と して追 求 されねばな らな い価値 で あ る こ
とは、 これ また大方 の人 々の認 め ると ころで はな いで あろ うか。 しか しこの「 民主主義 的価値」 に
つ いて は ここで詳論 を行 う余裕 はな いが、単 に政治 的必要 とい う限定 され た意 味 で取 られて きた こ
れ まで の認識 を超 えて、何 よ りも人 々の潜在能力 の開花、開発 の ため の前提、基 盤 で あ るとの認識
が、今最 も求 め られて い るよ うに思 われ る。経済発展 至上主義 を追 求 して きたわれわれ の経済学認
識 もそ の意 味 で は今、 問 い直 しが求 め られ る。本来、人 々の幸福実現 を 目標 と して きた経済学 が、
ぃっ の間 にか、 この論 理 に絡 め取 られ、計数 上 の「 幸福」 に限定 され た認 識 に陥 り、「 開発」経済
論 が いつ の間 にか後発 途上諸国 の 自然資源 のみな らず人間「 資源」 まで も食 い荒 らす ことを追 求 し
て きた の はまさにわれわれ の経済学 の徒花 で あろ う。
つ ま り、経済発展 の基礎 に据 え置 かれ るべ き、社会 運営 の あ り方 に 目を据 えた発想 が今、求 め ら
れて い るので あ る。 イ ン ドの経済学者 ア マル テ ィア・ セ ンは、筆者 が年来、 志 向 して きた資本 主義
発展 の政治 的基盤 と して、民 主主義 が必 要不可欠 の条件 で あ るとの確信 を明確 に示 して い る。彼 に
よれば、民 主主義 な き「 経済発展」 は外見的 な発展 とは裏腹 に、 そ の反人民 的、反福祉的「 発展」
に帰結 す るとい う ことで あ る。講 座派 日本資本主義論 の不可欠 の精髄 の一 つ に、 日本 の民 主 的発展
へ の希 望 【希求】 が あ ったので あ り、 そ の視 角 を失 った「 発展」 論 で は、情勢 に一 喜 一 憂 し、 20
世紀社会 主義 の崩壊 に「 市場原 理 の勝利」、
「 資本 主義 の勝利」 を見 る浅薄 な議論 に堕す るので あ る。
今、 日本 と世界 の資本 主義・ 市場 主義 が 問 われて い るの は、 そ の野蛮 な弱肉強食 の歯牙 の餌食 と化
した社会経済 シス テ ムの展望 な き運営 で あろ う。 セ ンはそ もそ も経済発展 が人 間 に と つて 目的 で あ
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るのか どうかに関わ って、人間 の潜在能力 の可能性を発揮す ることが基本 であ り、そのためにこそ
人 々 は民主主義的 に関係 づ けられて いなければな らない。市場 の原理 にのみ依拠すれば、 それは必
ずや社会が市場 の暴力 によって破壊 され、人 々の潜在的能力可能性 を破壊す るに到 るとみる。 これ
に対抗す る人 々に潜在的能力を発揮 させ る基盤 として経済的発展 が保障される システムヘ の転換 が
求 め られる。例 えば、軍事的暴力 によって支 え られた国家 は確 かに一 時的 には「 経済発展」 が実現
す る。 しか しその「発展」 とは一部権力者 に富 と腐敗 を集中させる。他方 で飢餓状態を大量 の民衆
に強制す る結果 をももた らす ことになろう。 また非民主制 を前提 としたこのよ うな「 経済発展」 は
女性 の立場 を弱 くす る。教育機会 か らの排除がそれを加速 させ る、 とい うよりは教育機会 に恵 まれ
ない多数 の女性 の存在 こそが民主主義 と自由を社会 か ら排除す る基盤 にもなる*"。
かつて 日本経済論 は、 1970年 代 か ら 80年 代後半 まで、実 に横柄 に も、 アメ リカや ヨーロ ッパ の
経済衰退 を尻 目に、 日本 の経営 に学 べ とか、企業 システムの「 優秀性」 の強調、中小下請 けへ の支
配 の強靭性 の宣伝、要す るに企業間 の非民主的支配力 の大 きさを宣伝 し、国家官僚 と経済界、政界
の「 鉄 の三角形」 の 秀逸性"を 強調 し、東 アジア諸国 に もそれを学 べ と要請す ることがあたか も
正当であり、 その学問上 の 目的 とさえされたかの感があ った。 しか しそれか らのおよそ 10年 余、
「 失われた 10年 」 の痛手 は大 きく人 々の生活を脅 か して い る。 日本経済論 の仕事 は、肯定主義的 日
本賛美 であってはなるまい。 あ くまで も人民福祉 の実現、世界人民 の潜在的能力 の開発 と向上 を図
ることを目指すプログラム構築 と緊密 に結 び合 ったものであるべ きであろう。 これに関わ って、 ジョー
ジ・ ソロスの著書 *20は 注 目に値す る。 そ こで は国際的金融活動 の 自己体験 に基 づ く資本主義論 の
立場 が盛 り込 まれて い る。 すなわち市場原理主義 には、 そもそ も民主主義や 自由、平等論 の契機、
弱者 へ の配慮が含 まれて いないのであ り、 それだけにこれか らの世界 と国家 の運営 には、 それ らに
配慮 した方向付 けが必要 な ことを論 じて い るのである。彼 は国際的金融活動、デ リバ ティブに関わ
り、 ロシア金融危機 に立 ち会 った発言 だけに貴重 に思われるのである。 まさにアマル ティア・ セ ン
が口を極 めて強調 して いる、民主主義・ 表現 の 自由が社会 の正常 な発展を可能 とするとした見地は、
筆者 の立場 か ら、今、 日本 の現実的あ り方及び市場原理に横溢 された現存世界諸国に必須であると
認識す る。 セ ンが主張す る「 経済発展 と民主主義 の不可欠」 といった問題状況 を端的 に示 した国際
的実験場 は日本 であ り、 そ こに学 ぶ ことこそが、世界的 に求 め られて い るので あろう。
すなわち、 日本 の第二次大戦後 の発展 は、 あたか も日米安保体制 に庇護 された軽武装国家 日本で
あるとされるであろうが、 それは一知半解 の現象論 に過 ぎない。 そうではな く、筆者 がかつて論 じ
たように、朝鮮戦争後 の発展 コースには、米軍駐留 の恒久化 による特需継続 と再軍備強化 の財界的
方向性 と、第 5福 竜丸事件を契機 とした平和志向の国民的認識 の形成 があ り、 そのいずれが、その
後 の軽武装国 を実現 したと見 るかどうか とい うことで はないか。 もしも第 5福 竜丸事件がなければ、
か くまで も政党政派 を超えた平和 を 目指す運動や、組織化 は困難 であったろ う"れ 。 そ して奇 しくも、
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1953年 の石油国有 を標榜 したイ ラ ンのモサ デー グ政権 の崩壊 と親米パ フレビー王朝 の成立 を転機
としたアラブ産油諸国 の帝国主義諸国 による石油資源確保 の安定化 を背景 とした、 日本 の 1955年
体制 と共 に形成 されていった大量 の安価 な原油輸入 の実現 によるエネルギー転換政策 と石油化学工
業 の装置化 が、先 に指摘 した平和志 向の国民意識 と相侯 って、 さらに加えて、若年労働力 の大量形
成 による蓄積条件 の確立、広範 な国内市場条件 の形成 などの諸要因 を、 その後 の発展基盤 としてあ
*"。

げることが可能 であろう

この時期 を転機 に、国際的 に石油 をは じめ第一次産品 と工業製品 との

交易条件 は全 く逆転 し、前者 に不利 とな ったので ある。 この傾向 は 1960年 代末 まで一貫 して い る。
これはまさに、
「城内平和」 (=民 主主義)と 世界的帝国主義抑圧 との組 み合わせによる「 好条件」
だ ったのである。

7

市場経済 と社会的公正

21世 紀 の初頭 のい くつ かの 日本 の事態 は、市場原理 の横溢 による、社会構成員 のご く一握 りに
は天国 を提供 し、 その他 の諸階層 には辛酸 をなめさせる状況 をもた らすであろう。 だか らこそ、筆
者 はアマル ティア・ セ ン、 そ して市場原理 への一定 の規制 の必要を語 る立場 を強調すべ きであろう
と考 える。 なお市場原理 の横溢 に関連 して述 べておきたい。
それは、旧 ソ連をはじめ とす る 20世 紀社会主義 の実験 が示 したとお り、 そ もそも社会的分業 を
前提 とする人間社会 において、市場 の存在 を無視、 ない し否定す ることを基盤 としての社会経済運
営 は誤 りに陥 るとい うことで あろう。 1920年 代 ソ連 で論議 された社会主義 にはあたか も市場 は無
用 であ り、労働券 ない し労働貨幣 を もって して使用価値 を入手す るとの構想 もあ ったのである。 そ
して一般的 に通貨流通を廃止 せよとい うので ある。社会的分業 を一定量 の価値表現 された通貨 で交
換す る ことが否定 され、全 ての商品生産を国家的所有 ない し協同組合的所有 の下 で展開すべ きだと
もなるので ある。 しか しこれでは、国家的所有 が恐 るべ きことなが ら、 ピンー本、針金 1本 にいた
るまでの生産数量 の管理を必要 とし、 ついにはそれ らの公定価格設定 をも余儀 な くされた日本 の戦
時経済化 の動向 とうりふたつで ある

t23。

こうした超管理統制経済 が何 を もた らしたか。第一 に、 それは現場生産管理者 に「 安心 して」国
家的指示 を鵜呑 みに しての安易 な非能率 の生産 に埋没 させ る。第二に、 それは質 を顧 みることのな
い、生産性 向上 へ の無 自覚 な経済行為 による、壮大 な無駄 を組織化 したのであ った。旧 ソ連 の 1960
年代中葉 の リーベルマ ン理論をは じめと した幾度 か試 みかけられた個人 の生産努力 に対す るイ ンセ
ンティブの確保努力が頓挫 したの は、 まさにこうした生産管理 システムの矛盾 を示 して い る。
個人 の生活 と消費 に関わる生産行為 にさえ、国家管理が貫徹す るとき、人 々の消費生活面での質
的関心 の低下、生産部面 での質的向上や、 よ り新 しい生産へ の意識的取 り組 みの低下 を招 くの は避
けられないであろう。全 ての生産行為を国家的ない し集団的所有 の下 におかねばな らないわけでは
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な く、基幹的分野 のそ うした集団的所有、一定 の限界 を も意識 しての個人消費部門 の個人・ 私的所
有 の維持 を通 じた生産意欲 の喚起、 イ ンセ ンティヴの保持 は不可避 であろう。
そ して基本的人権 としての人 々の生活権 の維持 にとっての制度 の共同維持な どの面 で、国家・ 社
会的所有 の必要性がある。 ここに市場原理 と国家介入 の相互関係 が求 め られ るので ある。
「 制度 の
共同性」 とは、具体的 には社会保障要素、環境、農業、人間 として生 きる上で不可欠 な教育、宇沢
Ⅲ
弘文 の構想す る「 社会的共通手段」24が これに当 たるであろうし、基本的人権 としての交通権 の保
障 もまたそれに該当す るであろう。 これ らは一面的 な私的資本 の経営 にゆだね られることにな って
は、問題 を生 じることになるであろう。 それではいったいどの程度 の量的質的内容 が この分野 に設
定 され るべ きかは、 まさに民主的 に組織 され、人 々の関心 をより正確 に反映す る政治 システムの形
成 をま って、 その合意 の上で設定 され るであろう。 これ こそ「 社会的公正」認識 の必要性を示 して
いる。
筆者 は、人類 の長 い歴史的営みの産物 としての社会的分業 を基盤 とした市場原理 は長期 に及 ぶ歴
史的である存在 と考 え、 その資源配分 の合理性 を認めつつ、 その上 に「 社会的公正」 を実現す るこ
とが、 20世 紀社会主義 の実験 とその失敗 の上 に、今、人類 は間 われて い ると考 えている。 マル ク
スの経済学 では、超歴史的 な労働過程 が特殊資本主義的価値増殖過程 として、歴史的 に把握 され、
市場原理 の超歴史性 は商品交換 の成立 を通 じて、す なわち商品交換 は共同体 と共同体 との間 に形成
されると認識 されて いたと考 えるべ きであり、使用価値 を形成す る労働 が資本主義生産様式 の下 で
は価値形成 =価 値増殖過程 として展開す るとしたあの視角 である。 しか しそれで もマル クスの時代
は、市場原理 と社会主義 の接合 のあ り方 を論ず るにはあま りにも歴史的な未来 のことに属 し、 われ
われがその主張 の中か ら、 ヒン トを得 るに過 ぎな い。 それはある意味 で、 20世 紀社会主義 の実験
と西欧社会主義 の経験 とが新 たな構想 の手 がか りを与 えているのであろ う。 また壮大 な実験 となる
か、失敗 となるかその帰趨 は定 かではないが、中国 における「市場社会主義」 の試み も参考 になる
か も知れない。
筆者 は、 もはや手 を供 いてい る余裕 を持 たない現実 の変革 の課題 は、 まさに講座派 がその当時 に
認識 しつう あ ったように、社会の民主変革 こそが正規的な社会 の運航を保証するとの認識 に立ち返 っ
て、 1990年 代 日本資本主義が周回遅れ の市場主義 の毒牙 に踏 み荒 らされた経済政策 を脱却 し、市
場 と国家・ 規制 の適切な相関を再構築 して、21世 紀 の波頭 に自 らを立て直す

(リ

ス トラクチ ュア=

ペ レス トロイカ、両者 は奇 しくも同一 の意味を持 っている !)手 がか りを早急 に発見す る姿勢 が問
われて いよ う、 と考 える。
この「 失われ た 10年 」、筆者 がアマル ティア・ セ ン教授 の認識 にあやか って指摘すべ き問題点 と
して、 1993年 、鳴 り物入 りで始 ま った政治改革論議 が「 小選挙区制」 を本体 とす る国民統合 メカ
ニズムの変質 を挙 げるべ きであろう。す なわち、 その以前 の中選挙区制 の もとでは、国民諸階層 の
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意思 が、政権政党 と して君臨 して きた 自由民 主党 の 内部 に諸利害 の投影 た る派閥 を持 ち、 かつ そ の
他諸党派 が、 その他 の諸利害 を吸引 して、民主制 の一 定 の背景 を構成 して い たのであ る。 しか し選
挙制度 の改革以 降、諸派閥、諸党派何 れ もほぼ政 治 的理念 よ りも政権争奪 に こそ 目的化 され、 そ の
ために、 ます ます福祉 や教育要求 とい った いわば「 金 の要 る」分野 を軽視 し、長期的視点 を欠如 し
た、市場原 理 万能 を基 調 とす る「 政治・ 経済改革」 に収敏 し、今 日の 出 口な き、混迷 を呼 び起 こ し
て い る。政治 的民主性 をよ り確保 し、国民諸 階層 の利害 を投影 し、 それ らの調整 を通ず る「 改革」
こそが、 そ して一 面 的 な経済運営 に歯止 め を与 え、 そ して バ ラ ンス あ る経済 の展 開 を構想 す る こと
が、今、求 め られて い るので はなか ろ うか。
日本社会 が よ り社会諸 階層 の利害 を投影 しつつ運営 されて いた 中選挙 区制度 時代 の戦後政治経済
シス テ ム は、 同時 に平和主義 をよ り志 向 す る力 も強 く、人 々の消費欲求 を実現 す るに役立 つ 産業 を
発展 させて い た。政権政党 で あ った 自由民主党 は当時 の段階 で は諸利害 の投影 す る派閥連合 と して
機能 して い た ことを軽視 す べ きで はなか ろ う。 む ろん今 日のよ うな グ ローバ ル化 は進 行 して い な い
とい う条 件 の下 で の ことで はあ った。 1980年 代「 先進資本主義 国」 と旧 ソ連 を思 い返 す な らば、
経済 の停滞 が漂 い、共通 して小選挙 区制 を本体 と して い た ので あ った。
日本 の 1990年 代以 降 の局面 はまさに非民主 的政治 シス テ ム と して の小選挙 区制 を採用 した こと
に見事 に対応 して、政権政党 とそ の派閥集 団 は もとよ り野党勢力 も権力志 向 に陥 り、政治 的争点 を
曖昧 に した結果、人 々の間 に脱政治現象 を明瞭 に した。 あ る意 味 で 1990年 代 の小選挙 区制設計者
の 目的 は的中 した *25。 す なわ ち政見 の相異 の幅 を狭 め、与野党 の意味 を政 権交代 の ゲ ーム に位置 づ
けるべ きだ と構想 されて いたか らで あ る。 それが 今 日の与野党勢力 の主 張 の相異 の狭 さを もた らし
て い るとい って よい。 そ の ことか ら、人 々の多様 な利害関心 を投影 で きな くな って しま った ことと、
グ ローバ ル化 とが合成 し、 しか もタイ ミングを誤 った金融 ビ ッグバ ンの採用 な ど政治 の相次 ぐ誤謬
が、経済発展 を阻害 し、人 々の潜在 的可能性 の発揮 の機会 を狭 めて きた ので はな いか。

*1本 稿 は拙著『 近代 日本 資本 主義史研究一歴史 か ら現代 へ』 ミネル ヴ ァ書房、 2002年 を追 補 し、
か つ土地制度史学会 2002年 秋季学術大会共通論題第 4セ ッ シ ョ ン「 歴史研究 と現状分析 の方法」
で の筆者 の報告 の一 部 を加 え た もの で あ る。

*2野 呂栄太郎 が組織 した岩波 講 座『 日本 資本主義発達史講座』 全 7回 配本 は 1923年 か ら刊 行 さ
れた。 まさ に世界大恐慌期 の ことで あ り、通例、 コ ミンテル ン 32年 テ ーゼ の主張 を忠 実 に リピー
トしたかのよ うに繰 り返 し論 じられて きたが、現実 には野 呂 の幅広 い価値観 の多様性 を容認す る
姿勢 が あ り、今 日も学 問的 に十分 に価値 あ る内容 を提起 して きて い る。
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小選挙 区
『
制 を導入 した原敬首相 に傾倒 した 内容 で あ るが、私 の認識 で は原 こそ は近 代 日本型政党政 治 =利
権誘導型政治 (政 治腐敗 の温床 )の 草分 けと して小選挙区制 を「 活用」 した と評 す べ きだ と考 え
る。 また小澤、細川 はと もに権力集 中型 へ の志 向 を強烈 に持 って い た。
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当時、筆者 は 1993年 8月 の細川政権登場 の 当 日の朝 日新 聞紙上 で、 これ らの 問題性 を論 じて
お い た。全文 は前掲拙著末尾 に収録 した。 いわゆ る「 永 田町 の論 理 と市民感覚 のズ レ」 とよばれ
る事態 は中選挙 区制 の 時代 よ りも一 層深刻化 して い る。 まず投 票総数 の 35%程 度 で議席 の過半
数 を 占め、政府与党 とな る状況、第 二 に市民 の様 々 な意 識 が投影 し難 くな った投票結果 へ の アパ
シー によ る投票率 の低下 が これ に拍車 を掛 けて い ること、 す なわ ち民主制 の 自己崩壊 が それ で あ
る。
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