康宏さんに聞く

石川

末冨

今年はマルクスが生まれた１８１８年から２００年の年にあた
ります。マルクス経済学の講座の講師をはじめ、
「 マルクスのか
じり方」など、初学者にもマルクスの読み方を紹介してきている
石川康宏さん（神戸女学院大学教授）に、マルクスの魅力や、マ
ルクスの文献の読み方についてお話をうかがいました。
（編集部）

今なお注目されるマルクスの魅力

頃 を 描 い た 映 画『 マ ル ク ス・ エ ン ゲ ル ス 』
（ 原 題 は Le
〔若きカール・マルクス〕
）も話題にな
jeune Karl Marx
っています。

の友人となるフリードリヒ・エンゲルスとの若い出会いの

い学会や専門誌がマルクスを取り上げています。また生涯

ら１５０年、今年が生誕２００年ということで、少なくな

町です。昨年がマルクスの主著『資本論』第１部の出版か

が、モーゼル川沿いにつくられた、とてもきれいで静かな

ました。２年ほど前に一度だけ訪ねたことがあるのです

まのドイツの一部にあたる）のトリーアという町に生まれ

カール・マルクスは１８１８年に当時のプロイセン（い

◉記念行事にとどまらないマルクスへの注目

─ ─今なおマルクスが注目されるのはどうしてでしょう？ マ
ルクスにはどういう魅力があるのでしょう？

1
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【大特集】マルクス経済学のすすめ〔生誕200年記念〕

革命家マルクスと
経済学のすすめ
マルクス生誕から２００年

1957年生まれ。神戸女学院大学教授。

論」
』(編著)『マルクスの かじり方』(以上、新日本出版
主な著書
『現代を探究する経済学』
『変革の時代と
「資本

社)『マルクスの思想をいまに生かす』(共著、学習の友
『輝いてはたらきたいアナタへ』(編著、冬弓舎)

社)『若者よ、マルクスを読もう』(共著、かもがわ出版)

「しんぶん赤旗」の日曜版（２０１８年１月

日）で見

ナダ・イギリスなどの大学の 万件の授業計画を調べたと

たのですが、アメリカのコロンビア大学が、アメリカ・カ

28

した。

ころ、多くつかわれているテキストの第３位にマルクスが
をいろいろに解釈しただけである。肝要なのは、それを変

バッハに関するテーゼ」のなかから「哲学者たちは、世界

）にあげられている先の映
ユーチューブ（ YOUTUBE
画の予告編は、 歳のマルクスが書き残した「フォイエル
26

書いた『共産党宣言』が、また主著『資本論』が第 位に

93

けのことではなく、また１５０年だ、２００年だといった

入っているそうです。マルクスへの注目や関心は、日本だ
私も学生時代、この文章にはじめて接した時にはずいぶん

への着目は彼の生き方を端的に示すものとして適切です。

えることである」という一節を紹介していましたが、これ

く見た翻訳家の池田香代子さんが、マルクス等が「ロック

しびれたものでした（笑）
。また、これを試写会で一足早

ちなみにこのランキングでは、マルクスが『資本論』第
な奴らだとよくわかりました」とツイートしていたのも、

貴重な到達点として評価したアダム・スミスの『国富論』
な領域は、世界観などいわゆる哲学の問題、特に資本主義

マルクスは多くの書き物を残しましたが、理論活動の主

ら取り上げられているところに、就職予備校などではない
あるべき大学の姿を考えさせられます。

来社会についての理論、資本主義を改良し未来社会を引き
寄せる革命運動の理論などとなります。革命家というと何

解決しようと熱く行動した革命家としての生き方でしょう

り、もうひとつは労働者の貧困など、同時代の社会問題を

ている資本主義の社会を分析した理論の的確さと深さであ

マルクスの魅力はといえば、ひとつは私たちが今も生き

実の分析が必要だという現実主義がマルクスの立場でし

学に支えられない改革の運動は成功しない、だからこそ現

けた的確な社会運動はできないものと考えていました。科

の運動の法則を正確にとらえなければ、諸問題の解決に向

知れませんが、マルクスは資本主義社会の構造と歴史、そ

か現実離れした過激な空想家をイメージする人もいるかも

ね。両者はマルクスの中で分かちがたく結びついたもので

究明です。

ラックな労働環境の広まり、地球環境問題など、改善を急

私たちが生きる現代の世界にも、貧富の格差の拡大、ブ

これまた有名な力強い呼びかけで終わります（服部文男訳

まり、そして「万国のプロレタリア、団結せよ！」という

ている ──共産主義という妖怪が」という有名な一節で始

『共産党宣言』は「一つの妖怪がヨーロッパを歩き回っ

がねばならない問題はたくさんありますから、それが「現

１８４８年に共産主義者同盟の綱領として発表された当初
には ページのパンフレットにまとめられたという、大き

一言で言ってしまえば、長い人間の社会には奴隷制から

冠 歳という理論家としても革命家としても人生の早い時

しかし、その読み方には少し注意も必要です。それは弱

た。

ても、運動史においても大きな歴史的意義をもつものでし

に描き出したものとして、
『共産党宣言』は思想史におい

若いマルクスがその思想を初めて革命運動論を軸に体系的

さの手頃さも広く読まれる要因になっていると思います。

23

封建制へといった大きな段階的変化があり、資本主義もま

◉資本主義の過渡的性格、未来社会への移行の鍵

８年）
。タイトルがいかにもそのものズバリであることと、

『共産党宣言／共産主義の諸原理』新日本出版社、１９９

マルクスが明らかにしたこと

代のマルクス」を求める大きな社会背景になっています。

てのマルクスの一部だったとも言えます。

た。その意味では理論家としてのマルクスは、革命家とし

◉科学に支えられた現実的な社会改革を探求

についての経済学の理論、資本主義が体内に醸成させる未

も第 位に入っています。試されずみの「古典」が正面か

そんなしびれのひとつかも知れません。

１部を贈呈したダーウィンの『種の起源』が第 位に、マ

う。

一過的な記念行事的なものでもないということなのでしょ

44

ルクスがディビッド・リカードウとともに古典派経済学の

27

─ ─マルクスの代表的な著作といえば『共産党宣言』と『資本
論』がよくあげられます。理論家としてのマルクスは何を明
らかにしたのでしょう？

2

かということの客観的な分析で、他方はこの社会にどのよ

がかかえる諸問題やそれが未来に向けて何を準備している

取り組みが必要なのかということですね。一方は現代社会

未来社会への移行をスムーズに行うためには、どのような

であるということ、そして、資本主義社会の弱点を超えた

たいずれは次の段階に席を譲らざるをえない過渡的な社会

を１８８１年まで継続し、同時に第一部についても第二

そしてマルクスは『資本論』第二部・第三部のための研究

出版が１８６７年です。マルクスが 歳の時の作品です。

す。それに比べれば、もう一冊の『資本論』は、第一部の

れ、修正された論点をいくつももつ著作でもあるからで

期に書かれたもので、その後の研究によって乗り越えら

29

版、フランス語版、第三版と内容を充実させていきまし
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うにはたらきかけていくことが有効かという実践の指針の
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た。

式」として注目した機械制大工業の分析がすぐに思い浮か

ていますから、著作を読む時にはそれがマルクスのどうい

ルクスも若い頃から晩年まで理論を急速に変化、発展させ

のです。偉大な思想家は誰もがそうかも知れませんが、マ

と『資本論』では理論の成熟度にかなり大きな違いがある

律によって少しずつ制御していく闘いの過程も思い当たり

会関係の発展については労働者が資本のもうけの自由を法

価値生産の究明が、また労資関係を土台にもつより広い社

資本家の手元に富が蓄積されていくのはなぜかという剰余

の人間関係については、等価交換を基礎とする資本主義で

びますし、その生産様式に対応した資本家と工場労働者と

う成長の段階に属するものかに注意を払うことが必要で
ます。

つまり、同じマルクスの著作であっても、
『共産党宣言』

す。
経済学と聞くと、無味乾燥な数式やグラフばかりを想像

主義的生産様式と、これに照応する生産諸関係および交易

す。
「私がこの著作で研究しなければならないのは、資本

クスは『資本論』の研究課題を次のようにまとめていま

『資本論』の内容を少しだけ紹介してみましょう。マル

それが資本主義の歴史的制約を乗り越えた未来社会を生み

人間や人間集団の能力の発展が系統的に分析されており、

でも重要なのは、資本主義的生産様式の発展に対応しての

どが生々しく手触りのあるものとして描かれています。中

間、その人間たちがつくる社会、その社会の変化の方向な

する人もいるかも知れませんが、
『資本論』には生きた人

諸関係である 」
「 近代社会の経済的運動法則を暴露するこ
出す主体的な力量の形成ととらえられている点です。

◉資本主義を制御する労働者の成長

とがこの著作の最終目的である（新日本新書版『資本論』

化に関する運動法則を明らかにするということです。

係、それにもとづくより広い社会関係、それらの発展、変

近代資本主義社会での生産の仕方、生産における人間関

どちらも第１部初版への「序言」の文章ですが、つまり

が実現し、その後も労働環境の整備が着実に進められてい

をへて、１８３３年に初めて実効性のある労働時間規制法

クスが分析の舞台としたイギリスでは、いくつかのザル法

働者は闘いの力を高めずにおれないということです。マル

を守るために、また自らの自由時間を拡大するために、労

が、資本の無制限な搾取の衝動に抗して、自分の健康と命

一つは、第８章「 労働日 」で集中的に展開されました

『資本論』第１部の内容をこれに対応させてみれば、生

第１分冊）
。

産の仕方についてはマルクスが「独自の資本主義的生産様

力の発達に注目したのでした。

二つ目は、特に第 章「資本主義的蓄積の一般的法則」

◉社会改革の願いは資本主義の枠にとどまらず

きました。
資本主義への移行が遅れ、労働者の闘いが遅れている日
本では、なかなか実感しづらい点ですが、目を世界に向け
れば、今日ドイツは労働協約によって、フランスは法によ
って週 時間労働制を実現しています。さらにこの２月に

で述べられた点ですが、右のような闘いを通じて資本を制
御し、搾取の程度を調整しえたとしても、それによって労
働者が資本家に搾取される労資関係それ自体がなくなるわ
けではありません。資本家が労働者をはたらかせて利潤を

れるかといった生産力の面からだけでなく、その生産を支

の生産量があるか、どういう技術にもとづいて生産が行わ

つまりマルクスは、資本主義経済の発展を、どれくらい

義的な労資関係自体の問題があります。

格差の根本には、この働かせる／働かされるという資本主

資産を上回っていると言われていますが、そうした貧富の

ま世界の富豪８人の資産は世界の下位 億７５００万人の

済的地位におかれるという労資の関係はそのままです。い

える労資関係が、労働者の力の拡大によってどの程度まで

力を次第に伸ばしていくということでした。

万人がストライキに参加したそうですが、マルクスが指摘

しの部分的な週 時間労働を勝ち取りました。直前には

23

得て、労働者は資本に利潤を提供しながら相対的に低い経

50

したのは、労働者たちが資本からそうした譲歩を勝ち取る

28

ドイツ全金属労組は、２年間の限定つきですが、賃下げな

35

公正な形に制御されるものになっているかという社会の

本主義社会の構造にたいする科学的な理解を深める中で、

そこでマルクスは、先のような闘いを積み重ね、また資

出し、労働時間の短縮や時間あたりの賃金上昇など労働者

話題ですが、これが資本にどの程度まで新しい利潤を生み

たとえば現在、ＡＩ（人工知能）の経済活動への適用が

ことを根本の原理とする、資本主義を超えた新しい社会の

の政治的実践を重ねる中で、誰もが自発的に共同して働く

覚にたどりつかざるをえないとします。そして、そのため

るには、労資関係そのものの根本的な転換が必要だとの自

す。

にどの程度の恩恵をもたらすかは、ＡＩが自動的に決める

主義の改良とともに、社会主義・共産主義の社会をめざす

実現に向かう力を育てていくというのです。日本には資本
決めることです。マルクスはそれを左右する労働者の闘う

ことではなく、それを活用する人間たちの労資の力関係が

労働者はよりよい生活を目指し、より公正な社会を実現す

質、人間関係の質の充実によってもはかっているわけで

36
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めざすジェレミー・コービンが２０１５年に労働党の党首

共産党があり、またイギリスでも資本主義の根本的改革を
力を自覚的に一つの社会的労働力として支出する自由な

に「共同的生産手段で労働し自分たちの多くの個人的労働

探求は、ソ連・東欧崩壊後の今も多くの労働者・市民によ

になりましたが、社会改革を労資関係の枠にとどめぬ道の
な労働者による自覚的な共同が経済社会を支える人間関係

づけしました。そこでは資本による強制の代わりに、自由

人々の連合体 」
（
『資本論』第１部第１章「商品」
）と特徴

社会にたどりつくための過渡期の課題を、次のようにまと

の根本に据えられます。別の個所で、マルクスはそうした

って続けられています。

◉労資の枠を越えた次の社会を担う力

者」に結合していきます。その結合の深まりが労働者に互

の共同によって初めて一つの作業を完成させる「全体労働

って、資本は労働者を個々バラバラな存在ではなく、多数

われるという問題です。生産設備や工場の巨大化にともな

済を運営するのに必要とされる能力が、資本主義の中で培

越えた先に目指される、人々の自発的な共同にもとづく経

いて書いていることですが、資本主義的な労資関係を乗り

放する）ことが必要であり、その調和のとれた国内的およ

隷制のかせから、その現在の階級的性格から救いだす（解

産の諸形態（現在の工業によってつくりだされた）を、奴

と、言い換えれば、現在の組織された労働という形での生

分配の変更だけでなく、生産の新しい組織が必要であるこ

しかありえないこと（その経済的改革）
、そのためには、

諸条件とおきかえることは、時間を要する漸進的な仕事で

「労働の奴隷制の経済的諸条件を、自由な結合的労働の

めています。

いの利害の共通性を自覚させ、労働組合をつくるなど共同
び国際的調整が必要である」
（
「フランスにおける内乱」の

三つ目は、第４篇「相対的剰余価値の生産」の全体を貫

した闘いの条件をつくり、さらに自らの手で、資本による
第一草稿、１８７１年）
。

す。同じ文章でマルクスは、それらが無理なく、誰によっ

て可能になるとしたのでした。その社会をマルクスは端的

とによって、次の共産主義の社会にたどりつくことが初め

的限界を自覚し、また新しい社会を担う力を身につけるこ

こうしてマルクスは、多くの人々が資本主義社会の歴史

とめた反共主義者ズビグネフ・ブレジンスキーの『大いな

ン・ジョンソンやジミー・カーター大統領の下で高官をつ

現場相互の調整に生産者自身が習熟することだというので

係から解放することで、さらにそうして生み出された生産

の現場を「働かせる／働かされる」という敵対的な階級関

りかえるには時間がかかるのだが、その改革の中心は生産

つまり、資本主義（労働の奴隷制）を新しい社会につく

強制なしに、自発的に共同しあう経済を現に運営する力を

ても言わば自然に行えるようになった時、資本主義は次の

（ 伊藤憲
る失敗 ─ 世紀における共産主義の誕生と終焉 』

培っていくというのです。

新しい社会への移行を終えるとも述べています。

イナミックな変化をとらえ、そこに暮らし、働く人々の意

だけるかと思います。マルクスの経済学は、人間社会のダ

注目する平板な経済学と無縁だということはお分かりいた

みを前提し、しかもその内部で各種指標の量的変化のみに

変化、経済成長率の高低といった、現在の労資関係の枠組

れでもマルクスの経済学が技術や生産力の発展、生産量の

以上は『資本論』の究明のごく一部にすぎませんが、そ

でした。

を何の検証もなしに、繰り返す「論客」が重宝されたもの

スの著作が消え、論壇では「マルクスは古い」ということ

きは非常に強いものでした。実際、多くの書店からマルク

を機にマルクス人気に終止符を打とうとする日本社会の動

度から『社会主義の 世紀』を放映しつづけるなど、これ

版され、ＮＨＫが１９９０年の４月から 月まで同様の角

一訳、１９８９年、飛鳥新社）が各国に先駆けて日本で出

１９８９年のベルリンの壁の崩壊や

年のソ連の崩壊

◉大資本の儲けの自由を拡大させるキャンペーン

─ ─資本主義を超える社会については、ソ連や東欧諸国が崩壊
した当時「これでマルクスは終わった」
「共産主義は終わっ
た」
「資本主義が勝利した」といったキャンペーンが行われ
ましたね？

資本主義を超える社会について

要素の一つとするものです。

思や願い、またその人々の成長や発達を、最も重要な構成

20

12

義万歳」論は、資本主義各国が直面していた諸問題から

するわけではありません。この時期に勢いを得た「資本主

ど資本主義国が抱えた深刻な問題がただのひとつでも解決

が、ソ連や東欧の国が崩壊することで、アメリカや日本な

しかし、落ち着いて考えれば誰にでもわかることです

破壊を進める力となっています。

化を進めることで、皮肉なことに彼ら自身の労働と生活の

し、社会保障を自己責任化し、そしていま大学経営の市場

ろという彼らの主張は、労働条件への社会的規制を破壊

大きな影響力をもっていきました。なんでも市場にまかせ

という大資本の合唱に符合する「新自由主義の経済学」が

そして、その裏側で「資本主義万歳」
「自由な経済万歳」

20
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は、私が大学院で勉強していた頃のことでした。リンド
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て、多くの人を生活の困難に投げ込もうとするものでしか

人々の目を背け、さらに各国ごとの資本への規制を解体し
喜二の『蟹工船』が 万部も売れました。同年９月からの

無権利な非正規雇用現場の過酷な労働を投影させて小林多

ありませんでした。その先頭に立ったアメリカ政府は、
によって、年末には日比谷公園に「年越し派遣村」がつく

リーマン・ショックに乗じた大資本による大量の派遣切り

こうした社会状況の急速な悪化に対する不安と不満の広

られます。
がりが、 年に自民党から民主党への政権交代を行わせる

げるためのアメリカン・グローバリゼーションなのでし

大きな背景となりました。 年には自民党政権が復活しま
を一度も回復しておらず、特に 年以後は「市民と野党の

09

12

り、自身の健康と命を守り、社会の公正を目指す労働者た

しかし、こうした資本の横暴はマルクスが指摘したとお
り、 年にリーマン・ショックを引き起こしたアメリカで

他方、アメリカン・グローバリゼーションの発信地とな

れと自民党政治が正面から激突する局面に入っています。

共闘」が自民党後の政治を目指す新しい運動を展開し、そ

15

ちの取り組みを引き起こします。 年代以後の世界経済の

◉資本主義への新しい懐疑と改革の運動

すが、その後、自民党の得票数は政権を失った 年の水準

れたもので、その内実はアメリカ大資本の儲けの自由を広

国に求めました。これが当時グローバリゼーションと呼ば

働法制の改悪）を軸とした経済構造のアメリカ化を世界各

「金融の自由化」
（マネー経済の拡大）や雇用の自由化（労

80

た。

09

面的に引き受けた日本政府の改革は、橋本６大改革、小泉

たとえばアメリカン・グローバリゼーションの要請を全

て、富裕層に課税し「中間層」を支援する諸政策は実行さ

党保守派の「 ティー・パーティ運動 」による抵抗もあっ

られ、その結果、２００７年の流行語大賞には「ワーキン

行動に立ち上がります。 年の選挙でオバマ大統領は再選

”や “ Occupy Wall Street
”をスローガ
“ We are the 99%
ンに、とりわけ金融界（ウォール街）に対する大きな抗議

その状況の中で行われた 年の大統領選挙には、これま

の生活改善は大きく進みませんでした。

されますが、議会での共和党の巻き返しもあって、労働者

08

でにない新しい特徴が生まれます。一つは、共和党の実業

良くするために、積極的な役割を果たす」ことを主張する
もので、具体的には北欧の福祉国家型の社会を目指すもの
でした（萩原伸次郎監訳『バーニー・サンダース自伝』大

て当選したということです。実際には労働者の生活など守

ベルト（錆び付いた地帯）
」の白人下層労働者の支持を得

の労働者を守る」ことを強く訴え、五大湖周辺の「ラスト

る」既成政治家だと批判しながら、その一方で「アメリカ

業や大手メディア、大口献金者から大金を受け取ってい

性を隠しながら、民主党のヒラリー・クリントンを「大企

す。

るこの間の緊縮政策を転換する新しい政権が生まれていま

ガルやギリシャでは財政赤字の負担をもっぱら国民に求め

者の支持を得た左派政党ポデモスが 年に躍進し、ポルト

レミー・コービンが労働党の党首になり、スペインでは若

イギリスでは 年に資本主義の根本的な変革を訴えるジェ

結びつける右翼政党の台頭の一方で、すでに述べたように

さらにヨーロッパ諸国でも、貧困の広がりを排外主義に

月書店、２０１６年、
「訳者まえがき」
）
。

る意思をもたないデマ宣伝での勝利でしたが、それでもこ

家ドナルド・トランプが、極端な新自由主義者としての本

12

た。非正規雇用の拡大や社会保障の「自己責任」化が進め
グプア」がノミネートされる事態となります。翌 年には

「構造改革」などの名で

れません。その結果２０１１年、多くの労働者・市民が

と言われた最悪の大恐慌は緩和されました。しかし、共和

巨大金融機関の救済に向かったことで「１００年に１度」

は、 年末に当選したバラク・オバマ大統領が、ただちに

08 08

年代以後に急速に展開されまし

す。

生み出されたのは歴史の現瞬間の大きな特徴となっていま

急変の中で、資本主義に対する新しい懐疑と改革の運動が

90

をトランプ陣営に余儀なくさせる現実が進行していること

れは労働者の味方を装わなければ勝利できないという判断

のと言っていいでしょう。

ン・グローバリゼーションの深刻な行き詰まりを表わすも

これらは全体として、ソ連・東欧崩壊以後のアメリカ

労働党党首になったイギリスの調査（ 年２月）では、社
％となっており、サンダース旋風後のアメリカの若い世

33

カ経済』学習の友社、２０１７年）
。

◉社会主義への新しい理解と注目と

会主義が好き ％、嫌い ％、資本主義が好き ％、嫌い
32

ニー・サンダースが、若い世代の大きな支持を得たことで

主義」を掲げて民主党の大統領候補に名乗りを上げたバー

は」社会主義国 ％、資本主義国 ％となっています。ソ

代への調査（ 年 月）では「もし選べるなら住みたい国

の金持ちや大企業のためではなく、大多数の人々の生活を

連崩壊から４半世紀が経過する中で、社会主義という言葉

もう一つ、この選挙で注目をあびたのは、
「 民主的社会

16

イギリスの世論調査会社ユーガブによると、コービンが

の証左となりました（萩原伸次郎『トランプ政権とアメリ

14

15

36

10

がイメージさせる社会も大きく変わっていると言えそうで

42

17

44
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した。
「民主的社会主義」というのは、
「政府が、ひと握り
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す。

クスの理論に反する部分もありましたが、手に入れること
のできた決して数多くない文献を深く研究し、これを実践

議論がなんの検証もなしに垂れ流されました。崩壊したソ

会主義の本家 」
「ソ連こそマルクスの思想の体現」という

が、崩壊の瞬間に日本のメディアや論壇には「ソ連こそ社

他方で、崩壊したソ連・東欧の社会体制についてです

治の分野では民主主義を尊重し、経済の分野では市場を活

し、１９２０年に資本主義との平和共存を確認すると、政

産主義」と呼ばれた国家統制的な社会に向かいます。しか

義各国による軍事的包囲の中で、当初レーニンは「戦時共

は社会主義をめざす共産党の政権がつくられます。資本主

の指導の下、１９１７年にロシア革命が成功し、ロシアに

に生かすことのできた数少ない人物でした。このレーニン

連が、マルクスの展望した未来社会とまったく異なる社会
用しながら社会主義に接近するという柔軟な改革の道へ進

◉社会改革の方向を逆転させたスターリン

だったことは、マルクスの未来社会論を少しでもまともに
路を転換していきます。しかし、レーニンはこの道半ばの

読めばすぐにわかることです。
未来社会は、資本主義を長く体験した労働者たちが、そ
１９２３年に病気で倒れ、１９２４年に亡くなってしまい
その後、同僚政治家を政治的・肉体的に抹殺しながら権

の改良の歴史を積み重ねた上に、自ら選択していく自発的

して国内的には独裁国家による専制支配、対外的には軍事
力を一手に集中したのがスターリンです。
「 スターリンは

ました。

力による覇権主義を特徴とするのがソ連社会の実情でし
（書記長としては）粗暴すぎる」と共産党大会に向けて書

な共同の社会だというのがマルクスの論であり、これに対

た。それにもかかわらず、両者を同一のものだとする一大
崩壊したソ連の社会体制をつくったのはスターリンでし

府の集団指導を重視したレーニンとその時代を知り、スタ

個人専制（独裁）を強固なものとするために、共産党や政

いたレーニンの手紙は生かされず、スターリンは、さらに

たが、その行動はなかなかに周到、狡猾なものでした。マ

ーリンのやり方に疑問をもちかねない人間の「大粛清（大

プロパガンダが行われたのでした。

ルクスは１８８３年に亡くなり、盟友エンゲルスも１８９
テロル ）
」を進めます。そして

年代には、農業を強制的

５年に亡くなります。その後、彼らの理論と運動をもっと

進行を農民自身の自発性に依拠して行おうとしていまし

化はレーニンも必要としたことでしたが、レーニンはその

の確立は社会全体の恐怖社会化を意味します。農業の集団

ア社会の圧倒的多数者でしたから、これに対する恐怖政治

チ・レーニンでした。武力革命唯一論を主張するなどマル

も豊かに引き継いだのはロシアのウラジーミル・イリイ

「大 粛 清」で抹殺しながら、自身をレーニンと並ぶロシア

ていません。しかし、スターリンはその事実を知る者を

つはスターリンはロシア革命でこれといった役割は果たし

を偽造していきます。いまも一部に誤解がありますが、じ

さらに、スターリンはロシアの共産党と 月革命の歴史

所に送り込むという恐怖政治を確立しました。農民はロシ

に集団化して、これに歯向かうものをシベリアの強制収容

まつさつ

た。ここにいたって、政治の面でも経済の面でもソ連社会

革命の英雄に祭り上げる物語を創作し、これをソ連共産党

しゆくせい

はレーニンが模索した道を完全に逸脱したスターリンの専

の「正史」に書き込ませていきました。

した独裁国家をつくりながら、表向きはマルクスやレーニ

その上で、スターリンが格別に狡 賢 かったのは、こう

大な共産主義者」としての偽りの国際的な「権威」をつく

うじて各国の共産党員に「学習」させ、それによって「偉

なくとも革命当初にはソ連を模範として新しい社会づくり

っていきました。第二次大戦中の軍事占領を梃子にソ連の

スターリンはただちに、①社会主義は暴力革命からしか生

を開始せずにおれなかったのはこうした事情によるもので

ンを決して否定せず、自らをその正統後継者と位置づける

まれない、②ソ連こそ社会主義の模範であり、世界の労働

した（ 不破哲三『 スターリン秘史 』全６巻、新日本出版

はソ連型の国家であり、中国やベトナムやキューバも、少

者が守るべき祖国である、③ソ連が発展すれば資本主義は

社、２０１４～ 年）
。

「衛星国」に組み入れられた東欧諸国がいずれも基本的に

自動的に崩壊する、といった非科学的な「理論」体系の整

ことで、
「大粛清」を免れたソ連国内と世界の共産主義者

を、当時の共産主義者の国際組織であるコミンテルンをつ

スターリンはこうしてでっちあげた「理論」と「歴史」

10

を自身の味方につけていったことでした。レーニンの死後

ずる がしこ

◉マルクスを歪曲し、 月革命史を偽造

制にもとづく抑圧社会に転換したのでした。

30

絶対化し、海外の共産主義者には、ソ連型以外の革命や社

う名を初めて与えていきました。それはソ連の社会体制を

備に取りかかり、これに「マルクス・レーニン主義」とい

てしかマルクスを知らない人は少なくありません。ブレジ

ターリン流に歪曲された「マルクス・レーニン主義」とし

今なおスターリンをマルクスの正統後継者とみなし、ス

の流れにそったもので、それはもとをただせばこうしたス

ンスキーの著作もＮＨＫのキャンペーンも、基本的にはそ
忠誠を求める覇権主義の「理論」体系でもありました。
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会づくりを許さず、いつでもスターリンとソ連への従属と
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ターリンの振る舞いにもとづくものでした。本誌読者のみ
にマルクスの経済学がどのように有効であり、またどのよ

マン・ショックに何度かふれましたから、この現象の分析

らがより根本的な問題です。マグナスが「マルクスに」と

うに、そこには過剰生産恐慌という問題があります。こち

論評「マルクスに世界経済を救うチャンスを」で述べたよ

ナスがブルームバーク・ビューのオピニオン欄に掲載した

が、スイス大手銀行ＵＢＳ上級経済顧問のジョージ・マグ

経済危機については「金融危機」の側面が強調されます

ローンを含む金融商品の価格暴落をきっかけとした今回の

うな発展の課題があるかを考えてみます。サブプライム・

なさんには、ぜひマルクス自身の著作を読んでいただきた

いと思います。

マルクスはもう古いか？

─ ─昨年が『資本論』第１部の出版から１５０年の年でした
が、１５０年もたてば、同じ資本主義でもその姿は随分変わ
っており、マルクスの研究は「もう古いのでは」という意見
もありますが？

訴えたのはその過剰生産についてのもっとも的確な分析が

幣（賃金）の交換を通じて資本に儲けが生まれる秘密を解

論、等価交換を原則とする市場経済の下で労働力商品と貨

の生産物を貨幣との交換を通じて手に入れる貨幣経済の理

に分配する現代的な機構としての市場の理論、誰もが他人

で、資本主義の基礎理論については、社会の労働力を適切

でいますから、多くを語る必要はないかと思います。一方

それについては本誌でも２０１７年５月号で特集を組ん

の消費能力を抑制することから過剰生産が引き起こされる

る労働者には賃金を最小限に抑制し、結果として社会全体

大限の商品販売を追求するにもかかわらず、自らが雇用す

が自身の利潤追求を原動力とすることから、それぞれに最

ばわからないという恐慌の可能性について、②個々の資本

願いどおりに販売されるかどうかは市場に出してみなけれ

く、次の三つの論点から成っています。①商品が生産者の

周期的な過剰生産の形成を含むマルクスの恐慌論は大き

マルクスにあると考えてのことでした。

明した剰余価値生産の理論などは、現代の社会が資本主義

という恐慌の原因について、③市場には生産と消費の調和

◉リーマン・ショックにも貫く恐慌の論理

としての新しい顔を見せるにつれて、これを根本からとら

をはかる機能があるにもかかわらず、両者が周期的に大き

生の運動についてです。リーマン・ショックをきっかけと

他方で、最近の現象についてですが、２００８年のリー

の草稿が生かされませんでしたが、第３部第 章「商人資

た。エンゲルスが編集した現行『資本論』第２部には、こ

く乖離し、繰り返し過剰生産を露にせざるを得ない恐慌発

あらわ

える理論としての意義をますます大きくしています。

した深刻な世界経済危機は、①②の論理にはそのまま貫か
れながら、③については新たな発展を求めました。

本の回転。価格」
（１８６５年）には、同じ論理がより詳
し い 形 で 述 べ ら れ て い ま す（ 不 破 哲 三『
「資本論」探求

４７年のイギリスから、１８５７年以後、世界同時恐慌に

おける恐慌を歴史の最初として、それは１８３７年、１８

ています。それにもかかわらず、１８２５年のイギリスに

消費のバランスを資本（生産者）に調整させる機能をもっ

滞るなら生産を控えていく。市場はそのようにして生産と

販売が順調であれば生産を継続あるいは拡大し、それが

００４年頃から拡大します。そしてその借金の返済を求め

イム・ローン）
、次々に住宅を購入させる住宅バブルが２

ける」という神話を吹き込みながら借金をさせ（サブプラ

りました。アメリカの低所得者層に「住宅価格は上がり続

資本と住宅産業の合作によって拡大されたという特徴があ

れに先立つ「架空の消費」が投資銀行など各種の金融関連

リーマン・ショックに始まる「世界経済危機」には、そ

（上・下）
』新日本出版社、２０１８年）
。

拡大していきます。どうして周期的に市場の調整機能が麻

る債権を他の債権と組み合わせてつくった金融商品を、格

場が、生産者に実際の消費者による最終消費から独立した

マルクスは、生産者の販売機能を代行する商業資本の登

の急拡大は金融商品の価格をますます引き上げ、これを保

バブルを生み出します。金利の引き下げによる金融マネー

した。これがアメリカの住宅バブルをはるかにこえる金融

付企業による高評価で粉飾しながら世界に販売していきま

「架空の消費」をもたらし、これにもとづく生産の衝動を

上昇を当て込んだそもそも異常な債権です。 年にアメリ

しかし、低所得者に対する債権は、不動産価格の永遠の

有する企業や個人の所得と社会の消費力を高めました。

間に巨大化する役割を果たすことを、
『資本論』第２部の

じうる銀行資本の成長が「架空の消費＝過剰生産」を短期

見づらいものに変え、くわえてこの過程に莫大な資金を投

こと、さらに世界市場の形成が商品の最終消費をますます

生産資本相互の競争、商業資本相互の競争が拡大していく

るのか。

痺してしまい、それによって深刻な過剰生産恐慌が発生す

◉バブルによる巨大な「架空の消費」の形成

18

カの土地価格が低下しはじめると、 年には金融バブルの

07

全体が一挙に破綻に向かいました。バブルが生んだ「架空
の消費」は瞬時に失われ、ただちに過剰生産恐慌が露呈し
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ための第１草稿（１８６５年）で初めて明らかにしまし
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過剰生産の規模と速度を金融バブルが直接左右する「金融

ます。こうしてリーマン・ショック後の世界経済危機は、
インタナショナル（国際労働者協会）での８年間の活動が

たドイツ革命の現場での活動と、１８６４年に創設された
代表的です。インタナショナルは 年にアメリカで最終的

徴をもったのでした。投機市場としての金融経済の発展
活動が終結した 年までのことでした。

に解散しますが、マルクスが参加したのはヨーロッパでの

経済主導」の危機となった点で、これまでにない新しい特

は、 年代初頭の固定相場制から変動相場制への為替制度

すが、今回の経済危機はその視野を越える新しい内容を伴

へ向けた信用制度と銀行制度の役割を述べた個所もありま

３部第５篇「利子生み資本」には、資本主義を超える社会

をあてて究明することが求められています。
『資本論』第

主義発展の全体を、金融経済と実体経済の相互関係に焦点

の転換を大きなきっかけとしたものですが、その後の資本

草稿を執筆していた 年９月、イギリスとフランスの労働

６０年代に入ってからのことでした。
『資本論』第３部の

長い沈滞の後、その運動がようやく息を吹き返すのは１８

に復活し、労働者運動には厳しい弾圧が加えられました。

命が失敗した後、ヨーロッパでは封建勢力が政治の表舞台

インタナショナルでの活動を少し紹介します。 年の革

インタナショナルの活動

者の呼びかけで国際的な労働者集会が開かれることにな

72

48

に前後した共産主義者同盟や「新ライン新聞」を中心とし

る政治活動という意味では、１８４８年のブルジョア革命

命家として不可欠の活動でしたが、実際に社会に働きかけ

最初に述べたように、マルクスにとっては理論活動も革

に示したものですが、これを批判する議論の演説原稿が、

認されていたわけでもありません。マルクスが起草した創

の場となるもので、マルクスの見解が指導的理論として承

んでした。またこの組織は様々な見解をもつ諸潮流の共同

く、そのラサール派はインタナショナルに加盟していませ

クスが、マルクスの経済理論を何も知らない労働者に語っ

立宣言も「労働者階級の解放」という一般的な目標を掲げ

たものですから、マルクスの経済学に対する格好の入門書

今日『賃金、価格および利潤』の名で残されているもので

毎週火曜日に定例の会議があったようですが、その他

るだけで、そのことをマルクスは「労働運動の現在の立場

に、ありとあらゆる問題がマルクスのところに持ち込まれ

となりました。

た」
「途方もなく多大な時間」をとられる、
「僕は事実上こ
れの頭だからだ」とぼやく手紙をエンゲルスに送ってもい

年には最初の総会がジュネーブで開かれます。ここで

たものでした。翌 年にはアメリカの大統領に再選された

大会は、ポーランドの労働者を支援する集会として行われ

まずは国際活動です。そもそもインタナショナルの創立

を、自由で平等な生産者の連合社会」におきかえるという

働の隷属にもとづく、窮乏を生みだす現在の専制的制度

マルクスは「若干の運動原理」の中に「資本にたいする労

66

65

ます。その活動はじつに広範囲に及びました。

◉研究と討論の中で全体の合意を引き上げる

ました。 年には「昨晩はやっと朝の４時にベッドに入っ

す。この本は、すでに『資本論』執筆の高みにあったマル

は、まだドイツのフェルディナント・ラサール派以外にな

タナショナルは政党の集まりではありません。労働者政党

第二インタナショナル以後の組織と違って、最初のイン

ができる」と判断し、これに全力で向かっていきます。

ました。マルクスは、ここでは「有意義な活動をすること

ドンで、その集会の中でインタナショナルの結成が決まり

り、マルクスもこれに招待されて出席します。場所はロン

64

に受け入れられる」ように書いたと述べています。

◉『資本論』を書きながらインタナショナルの活動に

─ ─多くの理論活動の他に、革命家としてマルクスはどんなこ
とをしたのでしょう。

5

なっていると思います。

70

今では考えられませんが、当時はそういう議論が必要だっ

ばなりませんでした。政治活動をしない労働者運動など、

フランスのピエール ─ジョセフ・プルードン主義と闘わね

行うもので労働者運動は経済闘争だけを行うべきだとする

た活動を行う上で、マルクスは、政治はブルジョアたちが

エーブラハム・リンカーンに祝辞を送っています。こうし

を反映したものでした。さらに 年代にはアイルランド問

主義をめざす労働者政党が存在しないという歴史的な条件

いう広大な目的」が書き込まれましたが、それはまだ社会

述べました。未来の個所には「労働者階級の完全な解放と

論を展開し、その重要な役割を過去、現在、未来に渡って

大目標を書き込みます。また、はじめて系統的に労働組合

65

そこには小さな民族の自立は無理だとしていたマルクスの

題の検討を通じて、民族自決権の承認を明らかにします。

他方で、インタナショナルは最初から経済闘争に積極的

それまでの見解の転換もあり、この時のアイルランドにつ

たのです。

に取り組みました。しかし、そこで今度は、ドイツのラサ

いての研究は『資本論』第１部の第 章にも活用されまし
た。

ール派、フランスのプルードン派などによる労働組合否定
論にぶつかりました。これまた当時の運動の水準を象徴的

23
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翌 年に『資本論』第１部が出版され、これはインタナ
ショナルにも大きな影響を与えました。そのひとつに機械

府が、パリを武装解除しようとしたのに対して労働者・市
民がこれを撃退し、さらに普通選挙の実施の下に、歴史上
パリにはインタナショナルの支部があり、彼らはコミュ

はじめて「労働者階級の政府」を生んだものです。

の手段としてのみらえる古い機械敵視の思考が残っていま
ーンの代議員にも選ばれますが、多くはプルードン派のメ

の捉え方の問題があります。当時の労働者には機械を搾取

したが、 年のブリュッセル大会は「機械の発達」には未

組織的労働」の存在を指摘します。これは『資本論』の重

書き、さらに演説の中でマルクスはこの条件に「結合した

来社会に必要な「物質的諸条件をつくりだす」面があると

書いた第三の「よびかけ」が発表された時には、コミュー

「よびかけ」を繰り返し発表します。しかし、マルクスが

ショナルはこの闘いを高く評価し、連帯の意思を表明する

ンバーでマルクスに近い人物はいませんでした。インタナ

同盟の可否は重大問題でした。マルクスは生産手段の社会

ました。農民が多い当時の人口構成では、労働者と農民の

民による土地所有の擁護かをめぐる討論が連続して行われ

命は武力によるしかないのだと誤読しました。

ーニンは古い国家の「破壊」論だと受け取って、だから革

込まれました。少し横道にそれますが、この定式を後のレ

った時には、その改良が必要になるとの有名な定式も書き

の愛着をもつ農民の心情に寄り添うことが必要だと考えて

攻撃にさらされます。大陸の政府とブルジョアは共同でイ

パリ・コミューン以後、インタナショナルは内外からの

◉労働者運動にとっての諸原則を明確にして

のことだったのでしょう。その問題意識が後に『資本論』

ンタナショナルとマルクスを攻撃してきます。多くの国で

リ・コミューンが成立します。戦争に敗北したフランス政

織強化を訴え、また大会は公然たる組織破壊の活動を理由

からはミハイル・アレクサンドロヴィチ・バクーニンのグ

インタナショナルは非合法下におかれました。他方、内部

ループによる組織乗っ取りの策謀が展開されます。 年に

年には、フランスとプロイセンとの戦争の結果、パ

第３部に向けた土地所有の研究につながります。

るかをめぐっては、あまり多くを語っていません。土地へ

として認めましたが、他方で、それがどのように実現され

的所有の必要を解き、そこに土地が含まれることを一般論

ンスにおける内乱』です。そこには労働者が国家権力を握

この第三のよびかけが、今日私たちが読んでいる『フラ

ンは政府軍によって破壊されていました。
年のブリュッセル大

要論点として先に紹介した、未来社会を担う労働者の能力
年のローザンヌ大会、
68

会、 年のバーゼル大会では、土地の社会的所有か、小農

さらに

の形成に重なるところです。

68

67

成、経済闘争と政治闘争の結合など、インタナショナルが

協議会で、マルクスは各国での独立した労働者政党の結

壊された２ヵ月後、支部代表者を招集して行ったロンドン

いが困難になってきます。そこで、パリ・コミューンが破

しました。非合法下の各国支部では、バクーニン派との闘

な、政治から手を引けという、いわゆる無政府主義を展開

クーニン派は、諸悪の根源は国家である、国家を認める

「国際社会民主同盟」という独自の組織をつくっていたバ

ルの解散は 年となったのでした。

則をはっきりさせるためでした。最終的なインタナショナ

害悪をはっきりさせ、後の労働者運動に引き継ぐべき諸原

ぱりとした解散大会としなかったのは、バクーニン主義の

ることを回避するためでした。同時に、ハーグ大会をきっ

奪われて、労働者運動本来の大義に反した活動に利用され

の終結を提案します。インタナショナルの看板が何者かに

クスは活動の拠点をアメリカに移し、ヨーロッパでの活動

に、バクーニン等の除名を決定します。その一方で、マル

ナショナルの「改組」にあからさまに乗り出します。

た。その後、バクーニン派は独自の会議を開いて、インタ

対しましたが、多数決でマルクスの提案が承認されまし

～ 年）書き続けながら、これほどの活動を重ねたという

第２版を出版し、あわせて『資本論』第２部の草稿を（

『資本論』第１部を出版し、

76

の個人的所有（私有）を明快に対置します。他方、土地所

るものだという攻撃があり、これにマルクスは、生活手段

またこれに前後して、インタナショナルは財産を否定す

なって６年後のこととなりました。

８８９年にパリで創設されますが、それはマルクスが亡く

政党の集まりである第二インタナショナルが、 年後の１

のは驚くべきことです。その後、各国に創設された労働者

68

72

有の問題については、先の土地の社会的所有という一般論

72

年にはこれを書き換えた

守るべき諸原則を提起します。これにはバクーニン派が反

68

から一歩進んで、まずは農民の土地所有を守り近代的発展

に道を開くこと、その上で革命後の未来社会にあっても、

土地の「国民的集中」は「共同の合理的計画に従って自覚

的に」つまり農民の自由な意思にもとづいて行われるとの
年のハーグ大会で、マルクスはインタナショナルの組

立場を示します。

日本の社会運動の状況をどうみるか

13

─ ─マルクスが目指した革命は日本でも起こりうるのでしょう
か？ 日本における社会運動の状況をどうみるべきでしょ
う？

6
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◉資本主義社会と労働者階級の形成の遅れ

皇個人であって、選挙で選ばれた代表者によって政治が行
われるという近代民主主義のルールはまるで確立していま

係に取り込むという古い労働者ではなく、機械に従属した

産部門に広がりました。それまでの自立した職人を労資関

産業革命が行われ、これによって機械制大工業が主要な生

あるイギリスでは、１７７０年代から１８３０年頃までに

期の違いを見る必要があります。世界最初の資本主義国で

は、まずそれぞれの社会が資本主義社会として成立した時

と比べた時の遅れが指摘されますが、これを考えるために

産業別人口は直接に各国の階級構成を表すものではあり

うになっています（合計は必ずしも１００にならない）
。

産業（公益事業他サービス産業）で比較すると、表 のよ

第二次産業（鉱工業・建設業・電気ガス供給業）
、第三次

早い時期の産業別の人口構成を、第一次産業（農林漁業）
、

１０年）から少し数字を拾っておけば、それぞれもっとも

朗『近現代日本経済史要覧（補訂版）
』
（東大出版会、２０

日本での労働者階級の形成にかかわって、三和良一・原

せん。

近代的な賃労働者が大量に形成されたのです。また、同じ
ませんが、近代的な賃金労働者を生み出す機械制大工業は

日本での社会改革については、ヨーロッパの様々な到達

時期の政治を見ると、 世紀にはすでに地主と資本家の連

1

７年には労働者の一部にも選挙権が広げられました。経済

合権力ができあがり、１８３２年には資本家にも、１８６
第三次産業に含まれる召使も大量に生まれましたが ）
、日

何よりも先ず第二次産業に発展しますので（イギリスでは

◉日本の労働者の本格的な発達は戦後から

本における労資関係の形成の遅れは明白です。

ます。
それが急速な変化を見せるのは戦後になってからのこと
でした。戦後日本の階級構成については、国勢調査を使っ

これに対して日本では、 世紀初頭になって軍需関連部
門や繊維部門などごく限られた分野に、自生的にではなく

た大橋隆憲氏の方法にもとづく表 のような整理がありま

農地改革と、１９５５年からの高度経済成長でした。資本

大地主・寄生地主を解体し、大量の家族経営を生み出した

でした。また第二次大戦での敗北まで、政治の主権者は天

封建的な寄生地主制に組み込まれた小作農・自小作農たち

社会として本格的に確立するのは戦後の改革期のことだろ

が半ば封建的な経済や政治の構造を抜け出して、資本主義

対立は労資関係を軸としたものに純化されます。日本社会

と座ることになりました。こうして日本社会における階級

っかけとなったのは、占領軍による戦後改革の一環として

戦前の多数派である農民層の分解を急速に押し進めるき

す。

主義の側から見るなら、高度成長を可能にした大量の低賃

うと思います。
労働者階級を形成させる時期の違いとなり、彼らを発達さ

こうした資本主義の形成・発展の時期の違いは、当然、

天皇主権から主権在民への政治の転換も戦後の占領期に

せる期間の違いとなってきます。イギリスでは、半世紀に

ル法で、それが初めて整えられるのは 協定による抜け道

初の労働時間規制法である１９１１年の工場法は完全なザ

ある最初の労働時間規制法が勝ち取られます。日本では最

およぶ階級的な「内乱」の後に、１８３３年には実効性の

行われ、日本の支配層の中心に、はじめて財界がはっきり

っていきます。

金若年労働者は、農地改革によって形成されたものでし

2

た。ここから日本の階級構成はようやく資本主義らしくな

形成されます。しかし、労働力人口の多数者は、いまだ半

ヨーロッパからの機械の移植という形でようやく大工業が

20

イギリスでは資本主義の社会が成立したと言うことができ

を見ても、政治を見ても産業革命の終了とほぼ同時期に、

18

の労働者にも、より労働者らしい闘いの力を身につけてい

に先に指摘した三つの能力の発達を余儀なくします。日本

本も間違いなく資本主義の社会であり、その発展は労働者

動の到達を没歴史的に評価するのは正しくありません。日

遅れがあるのです。そうした事情を無視して日本の労働運

た資本主義社会と労働者階級の形成の時期における日本の

きわめて大きなものがありますが、その根底には、こうし

労働時間の長短や賃金、労働者の権利にかかわる格差には

代までの変化を見ても、たとえばＥＵ諸国と比べた時に、

した。そこには１００年以上の差があります。その後、現

があるとはいえ、１９４７年の労働基準法が最初のことで

36
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く前途は確実に開かれています。
はこうした歴史と深くかかわることです。
『資本論』には労働者の闘いが工場法を勝ち取り、さら

日本での運動の発展を見る時に重要なもう一つのこと
ることになりました。その結果、これに多くの労働者の理

きく越える法体系が、占領と戦後改革の中でつくり出され

すが、日本では、これと違って、労働者の成長の到達を大

なる闘いがこれを拡充していくという歴史が描かれていま

は、戦前から戦後への政治制度や法体系の飛躍が、国民の

◉先にすえられた理念の実現を求める運動

運動を主としてではなく占領軍の大きな力によって達成さ
解が及ばず、それを活用した社会づくりにすぐに手が出せ
その後日本では世界の先端をいく憲法の内容を学び、こ

れたということです。戦前日本にも反戦運動とともに、人

れを実現する努力が重ねられます。１９６０、 年代には

ないという状況が戦後のスタートラインとなりました。

し、それらは１９３５年前後には弾圧のために全国的な組

民の主権、自由権を求めるなどの運動がありました。しか

織活動を停止せざるを得なくなります。その結果、日本の

国憲法についても同様です。男女平等での普通選挙にもと

と闘って勝ち取ったという歴史がありません。それは日本

歴史には、国民主権、基本的人権を多くの人々が時の権力

壊しようとする策動がつづきます。 年代には革新自治体

た。他方、日米支配層からはこの憲法のとりわけ９条を破

を象徴とする革新自治体づくりの運動が全国に広がりまし

京都府庁の「憲法を暮らしの中に生かそう」という垂れ幕

70

づく帝国議会での審議があり、多くの国民がそれを歓迎し
たのは事実ですが、もともとの憲法草案を書いたのは占領
軍でした。第 条には「この憲法が日本国民に保障する基

が破壊され、 年代には自衛隊の行動範囲を「アジア・太

80

体験していません。国民が歓迎した憲法の核心はなんとい

あつて」とありますが、国民の多くはそうした「努力」を

本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果で

成され、 年に市民は安倍政権を一度は退陣に追い込みま

提起されるようになりますが、 年には「九条の会」が結

代にはついに様々な改憲案が、政党、財界、メディアから

主主義をめぐる社会の劣化が進められました。２０００年

平洋地域」に広げる日米安保共同宣言をふくめ、平和と民

90

っても「平和憲法」の側面でした。 世紀の今日でさえ、

97

す。 年代に入ると安倍政権が復活し、再び暴走をはじめ

04

民と野党の共闘」が誕生し、 年の参院選、 年の衆院選

ますが、 年の安保法制（戦争法）強行をきっかけに「市

いでしょう。

17

たる基本的人権の全体がしっかりすえられています。それ

には「平和憲法」にととどまらず、自由権から社会権にい

いう声は、国民の教育権の尊重を求めるものでした。そこ

権の尊重を求めるものでした。
「返済不要の奨学金を」と

の私だ」は、子どもたちの健やかに育つ生存権と親の労働

守る政治」をつくるとしていることです。
「 保育所落ちた

法制の廃止、立憲主義の回復にとどまらず「個人の尊厳を

は、共闘の合意づくりの中心にいる「市民連合」が、安保

この現在の運動の到達を評価するときに注目すべき点

しています。労働組合運動そのものの強化も、これらの運

を守るための労働者の発達は、市民運動の姿に着実に前進

の成長も促してきます。戦争と大資本の横暴から命と健康

けばまともに暮らせる社会づくりなどで合意した立憲野党

り行動実行委員会」でした。それらの運動は８時間はたら

組合が中心に立つ「戦争させない・９条壊すな！ 総がか

います。今日の３０００万署名を最初に提起したのも労働

組みを支える上で、労働組合運動は大きな役割を果たして

多くは労働者とその家族です。また「市民連合」等の取り

ではありません。これらの運動に加わり、闘ってきた人の

憲法の理念全体の重要性を認識し、その実現を求める段階

求める社会権（生存権、教育権、労働権など）が含まれま

由権だけでなく、人間らしい暮らしの保障を国民が国家に

と言ってよいものだと思います。日本国憲法には国民の自

り、決して避けることのできない課題です。資本主義の現

て、多くの労働者が搾取される資本主義の社会である限

は現代日本が、生産手段を所有する少数の資本家によっ

資本主義を超えて進む日本での革命の問題ですが、それ

◉未来社会への前進も、いまある改革のその先に

すから、この運動は自由権を求めたかつてのブルジョア

の時点で、資本家と労働者の階級格差をなくし、あらゆる

状を一歩ずつ改革していく労働者運動の前進は、いずれか
法の実施を求める「現代市民革命」の始まりと言ってもよ

（市民）革命ではなく、世界史的には社会権を含む現代憲

に達したという意味で、これは社会運動の日本国憲法段階

上っていくでしょう。

動の発展の中で、いずれ市民運動全体の共通の問題意識に

も反映されています。ようやく日本の社会運動が、日本国

は「市民連合」と立憲野党の「７項目の合意」にも、また

労働者の成長と切り離されたところで展開されているもの

一般に市民運動と呼ばれることの多いこれらの運動は、

16

15

「全国市民アクション」が展開している３０００万署名に

◉現代憲法の実施を求める「市民革命」のはじまり

とこれが議席を増やします。

側から「自己責任」論が吹聴されることに、国民の側から

憲法に国民の生存権を守る責任が明記されている「国」の

07

の十分な反撃がなされないという現実がありますが、それ

10
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人々の共同を可能にする社会への転換を、多くの人の共通
の意識にのぼらせずにおれません。その転換の実施（ 革

人々に伝えることが大切だと思うということでした。

クス自身の著作に挑戦することを心からよびかけたいと思

多くの方が、この生誕２００年の年をきっかけに、マル

命）は、人々の合意を前提しますから、社会に大きな混乱
います。

─ ─有難うございました。 

は生まれません。人間社会のこれまでの歴史に、大きな階

段を上る瞬間が何度かあったのと同じように、資本主義を

超えて次の社会に進む革命も、人間社会に新しい発展の可

能性を押し広げるものとなっていきます。
共産党の志位さんとのお正月の対談で「未来社会を論ず

るときには、それがいまの資本主義社会と『地続き』のと

ころにある社会だということの強調が大切だ」と述べたこ

とに、いくつかの反響がありました。その意味はこのイン

タビュー全体を通じて理解していただけたかと思います。

未来社会への転換は、なにか常識離れした特別な夢想にも

とづくものではありません。
「平和を守る社会」
「ブラック
労働のない社会 」
「誰もが安心してくらせる社会」など、
現瞬間の市民運動が共闘の課題に掲げる切実な要求を追求
していけば、そのまっすぐ先に、誰にもおのずと見えてく
るものです。共産党はそういう時代の到来に確信をもって
おり、もっといい社会があるからみんなで横に飛び移ろう
と、いまある合意や共闘を転換する必要をまったく感じて
いない。いまある願いを、人々の合意にしたがって、着実
に実現していくことこそ政治改革の本道だと考えている。
そのことを、とりわけいま初めて広く手をつなぎつつある
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