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Alternative Systems Study Bulletin 
 

メール版  第巻第号 （年月日） 

  
 

 二回目のメール版を送ります。 

 ルネサンス研究所などの複数のメーリングリストに投稿しますので、これまで手に取っ

ておられなかった方々にも届くことになります。配信停止の手続きは、メールで連絡して

下さればいいのですが、メーリングリストのばあいは配信停止ができません。お手数です

が届いたら削除して下さい。 

 この小冊子は、1993 年から発行しています。最初は知的創造集団のネットワーク形成を

めざし、数人の同人で始めました。しかし、私が阪神大震災以降多忙になったこともあり、

第 4巻（1996年）からは私の個人誌として再出発しています。そのころは協同組合のシン

クタンクづくりをめざしていました。シンクタンクづくりは実現していませんが、以降隔

月刊で発行し、主要な論文はＨＰに掲載しています。最近ＨＰの更新もしていませんが、

これを機会に努力してみます。 

 メール版は拡散自由です。またいろいろな意見や異論があれば、メールでお知らせくだ

さい。 

 
 編集 境 毅（筆名：榎原 均） 

 連絡先 〒600-8691 京都市下京区東塩小路町 京都中郵私書箱 169号 貿易研究会 

      ホームページ http://www.office-ebara.org/ 

メール   sakatake2000@yahoo.co.jp 

 購読料  無料 （カンパ歓迎） 

カンパ振込先（郵便振替） 

口座番号：01090-5-67283 

        口 座 名：資本論研究会 
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まえがき 
 

 今回は社会運動事典関連で私が書いたものを収録しました。最初の呼びかけ文から、月

１回のペースで打ち合わせてきました。「社会運動事典境案」は私の商品・貨幣論の概略を

まとめたもので、今回の事典には採用はしません。そのあとの「社会運動事典の項目」は

平易化を目標に書いてみましたが、これでも難しいようです。とにかく、書いていくうち

に、かき方のヒントが得られるのではないかということで、いくつか書きました。新自由

主義批判については、それを市場原理主義といって批判する論点に異議申し立てをしまし

た。ご検討ください。7月からは、ソーシャルセンター研究会とは別建てで、編集会議をも

つ予定です。 

 次に、集団自衛権の問題で、新たに学生運動が発展していっています。シールズの運動

についてはいろいろな批判や危惧が表明され、またシールズ側の、批判者たちへの対応へ

の問題も感じますが、学生大衆運動を提案するというかぎりで、シールズの主張それ自体

は妥当だと考えています。ただ韓国からの留学生の意見に対する対応に関して言えば、意

見の背景には、他国に住み、社会の中での感性的なものの分有が、日本の住民とは異なる

ことで、同じ言葉に対しても捉え方が異なるのは当然で、それを認めた上での議論になっ

ていないところが最大の問題だと思っています。留学生の批判に反発するシールズ側も、

留学生の主張に同調する側も、ここのところが把握されてはおらず、日本人特有の同調意

識に無批判的におもねって議論しているように思われます。論争の経過は一応まとめては

おり、ルネ研MLなどでは配信していますが、本誌への掲載は見送ります。 

 私は今日の運動の問題点を、差異を力にできる組織論の不在に求めていますが、この見

地から同調圧力の解消がめざされるべきでしょう。ということで、協同組合運動研究会 6

月例会で取り上げた、生活クラブ東京の、1983 年発行の活動ハンドブックについてのレジ

ュメと資料を掲載することにしました。従来の政治運動とは違った発想での社会運動の組

織論が展開されており、これに学ぶことが大事だと考えています。 

 最後にまだ不十分なものですが、アメリカ資本主義論についての、協同組合運動研究会

報に掲載した研究論文「アメリカ資本主義の変容」を入れました。 

 

 

 

社会運動事典編集への参加の呼びかけ（案） 
2015年 3月吉日 

 

 今日の日本の社会運動の現状は、3.11 の原発事故以来、大衆運動が復活していることを

挙げることができます。しかし、与野党含め、政党政治そのものの地盤沈下、中央官庁官

僚の無能力、議会外左派の影響力の低下、マスコミの変質、等々によって、運動の環境が

すっかり変わっています。そのため、世論調査でも多数を占めている反原発の運動すら、

それを有効な政治的力へとまとめ上げることができてはいません。従来の政治運動や社会

運動の思想的、理論的立場からは、この現状を打破する方向性は見えてはこないのです。 

 社会運動の成長にとっては、何か新しい発想と社会に対する切り口が求められています

が、未だその解明は形にはなっていません。顧みれば、日本の運動家は差異にこだわり、

運動を分裂させてきたという経験を持っています。それぞれの部署ではそれぞれの取り組

みがあるのですが、差異を対立にすることで、運動の先細りを経験してきているのです。

このような経験を踏まえれば、差異を分裂に向かわせるのではなく、逆に力にすることを

学ぶことで、運動の連携をつくりだすことが前提ではないでしょうか。 

 このような観点から、社会運動事典の編集という作業を通して、思想界と運動界とを接

合し、またさまざまな異なる運動部面の活動家が連携し合い、共通のプラット・ホームを

つくりだすことが求められています。事典の編集に携わることで、新たな発想と切り口を
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つくりだす作業を一緒に開始しようではありませんか。 

 とりあえずの約束事は次の 5項目です。 

 

１．社会運動事典の体裁としては一項目見開き分くらいの分量とする。 

２．類書のないものをめざし、思想界と運動界との接合を狙う。 

３．編集や執筆もボトムアップ、あるいは参加型で行う。 

４．日常用語を取上げ、その隠された意味を解き明かして、読み手を社会運動に誘う。 

５．運動側の役に立つような項目立てと、運動当事者の執筆を促す。 

６．さしあたって 100項目をめどに関係者から項目を募集する。 

 

 賛同される方は、呼びかけ人に名を連ねてください。また、収録する項目の提案および

執筆者の紹介をお願いします。編集事務局などの設置はまだですが、とりあえず仮の連絡

先として、以下をご利用ください。 

 連絡先（仮） 

  境 毅 メール sakatake2000@yahoo.co.jp 

 

呼びかけ人（50音順） 

伊籐公雄、柏井宏之、境 毅、櫻田和也、杉村昌昭、藤野郁哉、丸山茂樹、村澤真保呂、

渡邊 太 

 

 

 

社会運動事典境案 
2015年 4月上旬 境 毅 

 

 今日求められている社会運動の成立基盤は、今日の世界そのものにある。今日の世界を

把握するには、改めて商品や貨幣や資本といった、身近にあり、慣れ親しみ、あるいは怨

念を抱いているものたちが、日常的な知識や、感覚に表われてくる現象とは別の隠された

存在者としてあることを理解し、共有化し、理性的に把握するだけでなく、感性の変容を

もたらすような共同の体験が必要だろう（この点については李珍景『不穏なるものたちの

存在論』、インパクト出版会、参照）。このような観点から、基本的な諸範疇について、事

典の見開きの分量でまとめてみた。 

 社会運動事典の編集そのものを、社会運動として展開できないか、と考えてきた。その

ためには、議論し、検討するたたき台が求められよう。みなさんが興味を持ち、それぞれ

一家言あるような諸範疇について、あえて挑発的に既存の理解とは異なる理解を提示して

みた。まだ作成途中であるが、「価値形態の秘密と謎」、「価値形態と交換過程」「貨幣の価

値尺度機能」の草案ができている。 

 

１．商品（これは構想だけ） 

 一般商品には労働生産物、サービスがある。 

 特殊な商品（擬制商品）には、労働力、貨幣ないしは資本（貸借関係）、擬制資本（金融

資産、土地）がある。 

 マルクスの商品論 

 近代経済学の商品論 

 

２．価値形態の秘密と謎 

 商品の価値形態は感覚ではとらえられない。それは観念のなかで創り出した二つの商品

の関係を、思考の力で分析することで解明される。よく『資本論』の価値形態論における
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価値形態の発展は、物々交換から始まる歴史的過程を引き合いに説明されるが、そうでは

ない。また思考の力といっても、人間の思考とは異なる仕方で、商品それ自体が「思考」

しているという問題の立て方が必要だ。 

 価値形態論は、私的所有と分業のもとで、私的生産者が生産した生産物が、どのように

して社会的なもの（社会に通用するもの）となるか、という仕組みを商品自身が「語った

論理」の解明だ。この商品の語る「言葉」は人間の思考の論理とは異なる論理で構成され

ている。具体的に商品に語らせよう。 

 まず頭のなかで、商品上着と商品パソコンの等価の関係を考えてみしょう。それは次の

価値等式で表現される。 

5枚の上着＝一台のパソコン 

数式だと 5＝1 という等式は背理だが、ここでは価値が等しいということを表している。

つまり、上着という商品は、自らの価値をパソコンという商品で表している。この等式か

ら、価値形態の秘密と謎を読みとることが肝心である。 

通常価値形態の秘密は、一商品の価値が、他の商品の使用価値で表現されること、とい

うように説明されている。つまり価値＝使用価値だというのだ。しかし、この指摘だけで

は価値形態の秘密を解いたことにはならない。なぜ価値＝使用価値という表現がなされて

いるのか、ということの解明がなされるべきなのだ。そのためには、人間の思考では、価

値＝使用価値というように把握できるこの表現が、実は、価値＝価値という表現の現象形

態であることを理解することが要なのだ。 

つまり二つの商品が「語る」のは価値＝価値ということだ。それが、人間には、価値＝

使用価値という表現と理解されている。人間の思考では価値＝使用価値が、実は、価値＝

価値であるというような認識を導く論理は背理として退けられる。この背理が、商品の「思

考」では理性的で合理的である。それはどうしてそうなのか。価値形態の秘密の解明はこ

の問いに答えなければならない。 

パソコンそれ自体は労働生産物であり、有用性をもった使用価値である。これが商品上

着との価値関係においては、価値としてしかみなされていない。上着商品にとっては、パ

ソコンの使用価値が価値としてしか見なされない仕組み、これが価値形態の秘密なのだ。

それはこの価値関係においては、使用価値パソコンが価値の化身とされているということ

だ。つまり商品上着はパソコンを等価物にすることで、パソコンを価値の化身とし、そう

することで自らの価値を表現するのだ。これは、パソコンという使用価値が、価値関係に

おいては、価値の化身として形態規定されていることを意味しており、この形態規定が商

品の「思考」において、なされるということだ。 

この形態規定は、パソコンという商品の使用価値を、価値へと抽象していることを意味

する。商品における抽象は、思考による分析的抽象とは違って、関係によって、つまり、

総合によってなされる。総合による抽象は思考のなし得るところではないが、しかし、存

在そのものにあってはたえず働いている作用である。従来、哲学者が、思考の論理と存在

の論理との同一性を想定してきたが、商品という存在が、この同一性に異議申し立てをし

ているのだ。 

価値形態の秘密が訴えるのは、思考と存在の論理の同一性への否定である。他方価値形

態の謎とは、等価形態とされているパソコンの価値が、パソコンという素材そのものに属

しているかのように人の目に映ることだ。つまり。価値＝使用価値というようにしか認識

できない人間の思考にとっては、価値＝価値という商品の思考は、使用価値それ自体に価

値があるというような幻影的形態を人間の頭のなかに生じさせるのだ。 

ついでに言えば、価値形態の秘密は商品の物象化に関連し、他方その謎は、物神性に関

連する。マルクスは両者をVersachlichungとVerdinglichungというように区別している。

Sachが物象であり、Dingが物なのだ。物象化というと、日本ではルカーチ『歴史と階級意

識』がもちだされるが、ルカーチは物象化ではなく物化について論じており、平井俊彦が

ルカーチの主題であるVerdinglichungを、考えすぎて物象化と訳してしまったことによる。
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その結果、物化論と物象化論とが曖昧なまま論争がなされ、マルクス自身の物象化論は理

解されないままであった。 

 

３．価値形態と交換過程 

 価値形態論と交換過程論との関連については、マルクスの貨幣生成論が主題であるのだ

が、久留間鮫造が主張した、価値形態論では貨幣の「いかにして」が、物神性論ではその

「何故」が、交換過程論ではその「何によって」が説かれているという説が支配的だった。 

これは『資本論』の第 2 章交換過程、でマルクスが述べている「困難は、貨幣が商品で

あることを把握する点にあるのではなく、いかにして、何故に、何によって、商品が貨幣

であるかを把握する点にある。」（『資本論』第一巻、長谷部訳、原典、98頁）という文言に

ある、「いかにして」、「何故」、「何によって」、という各論点が、商品章と交換過程章のど

こで述べられているかという問題をめぐるものであり、一大論争が繰り広げられた。もと

もとこの論争は『資本論』現行版では、価値形態論で貨幣形態が登場し、さらに交換過程

論でも貨幣の生成が解かれるという、ある種、二重の叙述をどう解釈するかということで

あった。しかし、私見によれば、この論争は文献学的考証なしのもので、ある意味では無

駄な論争と言えないこともない。 

というのも、『資本論』現行版の価値形態論は、『資本論』初版本文と付録で、二重に展

開されている価値形態論を、書き直して一つにまとめたものであるのに対して、交換過程

章は、ほとんど直されていない。そして価値形態論で貨幣形態が解かれるのは、初版付録

においてであって、初版本文価値形態論では貨幣形態は論じられてはいないのだ。だから、

初版本文価値形態論と交換過程章とが一体であると見て議論すべきであって、そうすれば

貨幣生成についても、マルクスの真意の把握に到達できたはずなのだ。 

『資本論』現行版では、価値形態の最後に登場する第Ⅳ形態は貨幣形態である。ところ

が初版本文価値形態論の第Ⅳ形態は、貨幣形態ではなく、すべての商品が等価形態に立と

うとする形態で、商品世界の統一的な秩序が出来上らない形態なのだ。そしてこの初版本

文第Ⅳ形態を受けて、交換過程章で、貨幣の生成が論じられることになる。こう捉えると、

論争のなかで議論されたマルクスの矛盾や謎は発見できず、単にマルクスが現行版では叙

述の整合性に気を配らなかったことが分かるだけである。逆に価値形態論で貨幣形態を解

いてしまう現行版への疑問が提起されるべきだった。 

マルクスが価値形態論で明らかにしたことは、第Ⅲ形態、つまり一般的価値形態が成立

することで、諸商品はお互いに価値として関連しあうことができるということだった。価

値＝価値という商品の言葉が、商品世界で通用するためには、一般的等価物を生成するこ

とが必要であった。他のすべての商品が、一商品で自らの価値を表現することで、すべて

の商品は、価値として関係し合える形態を獲得する。しかし、そのためには、諸商品は一

つの商品を相対的価値形態から排除しなければならない。このように諸商品が共同行為を

成し遂げたときに貨幣が出現するのだが、しかし、商品自体は共同行為の主体ではありえ

ず、商品だけでは共同行為は成立しない。この端的な表現が初版の第Ⅳ形態なのだ。社会

の主体は人格でしかありえず、商品が主体とはなれないので、諸商品は、商品所有者の意

志を支配して、一つの商品の排除を実現させる。商品所有者たちが登場するのは価値形態

論ではなくて交換過程論である。こうして、交換過程における貨幣の生成は、商品所有者

たちが商品に自らの意志を宿すことで商品の共同行為を実現させることによる、というこ

とが明らかとなる。 

価値形態論では商品が論じられていて、商品所有者は舞台の影に退いている。諸商品は

価値＝価値という関係を一般的に成立させるための形態として、第Ⅲ形態があると語る。

しかし商品は語るだけで、行動はできない。満を持して、交換過程に登場した商品所有者

たちは、商品に自らの意志を宿して、商品の共同行為を実現させ貨幣を生成させる。 

このようにして貨幣が生成されるとき、商品所有者たちは自らの貨幣生成の行為を意識

できない。それは、商品所有者たちにとっては、無意識のうちでの本能的共同行為となら
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ざるをえない。商品所有者たちに意識されていることは、自らの商品に価格をつけて市場

に送り出すということだけだ。しかしこの行為の意識の裏面で商品所有者たちは共同行為

をおこなって貨幣を生成しているのだ。だから、貨幣の生成は、商品が市場に送り出され

るつど、商品所有者たちが無意識のうちで生成し続けており、だから貨幣とは、市場に商

品が全く登場しないときには、無となる存在なのだ。 

 

４．貨幣の価値尺度機能 

貨幣の価値尺度機能について論じるには、まず金廃貨論を紹介しておくことが必要だろ

う。岩野茂道は次のように述べている。 

「あるものが『貨幣』であるということは、現実世界における貨幣（支払い手段）とし

ての役割を何一つ果たさなくても論証できるのであろうか、支払い手段および流通手段と

して現実に出動しない貨幣（金）はどのような仕方で商品社会の尺度たりうるのだろうか、」

（岩野茂道著『金・ドル・ユーロダラー』、文眞堂、204頁） 

金が貨幣であるということを前提に『資本論』の貨幣章は、金の価値尺度機能について

展開している。マルクスが生きていた時代と違い、現在では金鋳貨は流通手段ではなくな

っており、また支払手段には概ね信用貨幣が使われ、さらに国際取引においても、国際通

貨ドルは不換銀行券である。このように、金は、貨幣としては、流通手段としても、支払

手段としても、さらに世界貨幣としても使われなくなっている。したがって、金は当然に

も貨幣ではなく、したがって価値尺度機能をも喪失しているというのだ。これは非常に分

かりやすい。 

次に、楊枝嗣朗のイマージナリー・マネー論を見てみよう。楊枝はそれを史実にもとづ

いて解明し、「イマジナリー・マネー論は、貨幣の起源や銀行信用の構造の理解、信用貨幣

や信用創造とも重要な関連を持つことで、貨幣論の構成を一変させた。」（楊枝嗣朗著『歴

史の中の貨幣』、文眞堂、217頁）と述べている。楊枝によれば、「外国為替取引や卸売取引

に使う通貨と日常の小売取引に使われる通貨は、同じ貨幣単位を用いながら、全く異なる

ことを知った。これは驚きに似た感覚を持った。イマジナリー・マネーの存在である。」（同

書、219頁）という発見にもとづいてこの書で貨幣論の一新をはかっている。 

つまり、楊枝は金の鋳貨が流通していた時代に、価値尺度は、現実に流通している金貨

ではなく、イマージナリ―な計算貨幣によってなされていた、という事実を発見したのだ。

そしてこのイマージナリーな計算貨幣は金ではなく、もっと別の実体ではないかというこ

とで、マルクスの価値尺度論の批判に向かった。 

しかし、楊枝が驚きを持って発見した、外国為替取引に使う計算貨幣と日常の鋳貨との

違いにかんしてはマルクスも熟知していた。 

「アムステルダムの銀行貨幣は、実際には、スペインのドゥブロネ貨の計算名にすぎな

かった。このドゥロブネ貨は、銀行の地下室で惰眠をむさぼっていたためにその完全量目

の肥えた身体を保っていたのに反して、よく働く流通通貨は、外界との激しい摩擦のため

に痩せおとろえていたのである。」（マルクス『経済学批判』、国民文庫、101頁） 

 つまり、外国為替取引の場であるアムステルダムと、その取引の用具である銀行貨幣で

の価値の尺度は、完全量目のドゥブロネ貨の計算名であり、この価値は事実上、金地金と

等しいものであって、現実に流通していた金鋳貨が価値を尺度していたわけではなく、価

値尺度、つまり計算貨幣としての金は、完全量目の金だと言っているのだ。 

楊枝のイマージナリー・マネー論は、その実体についての考察を欠いている。価値尺度

機能とは、諸商品が金という一つの商品を共同で排除しているから、このような諸商品の

働き掛けによって可能となるのだ。しかし、商品自身は行動しえないので、現実には、諸

商品に意志を宿した商品所有者たちが、無意識のうちでの共同行為を行い、諸商品に価格

をつける行為によって、価値尺度機能が発揮される。この尺度機能は、物差しで長さをは

かるようなものではありえず、見えず、意識化されえない、人間の意識の裏側で実存して

いる諸商品の共同行為の結果であり、したがってこの機能においては、貨幣金は、観念的
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なものでいいのである。 

だから岩野の言うように、金が、貨幣としてはどこにも流通していなくとも、それが価

値尺度機能を発揮していることの否定にはならないのだ。現実に金は、地金の形態で、各

国中央銀行の地下室に蓄蔵されている。だから今日においても貨幣の価値尺度機能は、金

に属しており、この計算貨幣としての金は、イマージナリーなものなのだ。このように考

えないと、諸商品が価格を持って流通に入ってくることの説明がつかない。 

 

 

社会運動事典の項目 
 

お金（通貨） 

 普通私たちに身近なお金は日銀券です。これは別名通貨とよばれています。通貨の機能

は、プリペイドカードやクレジットカードでも代替できます。日銀券は現金とよばれます

が、これらのカードには多少の条件はありますが、現金の役割を果たせるのです。お金は

それ以外に、預金（普通預金と当座預金）や株や国債や社債などの金融資産、また企業の

資本金や運転資金など、いろいろな形で存在しています。これら総体を示す言葉は貨幣で

す。 

 今の社会でお金が登場する機会は、私たち消費者にとってはまず、生活資料（食費）を

買うときです。それ以外の生活に必要な出費は家賃、水・光熱費、服飾費、交際費などで

すが、最近では通信費がかさみ、教育費もかさむし、保険料や税金もだんだんアップして

行っています。 

 このような生活に必要な財を買うためには、お金を稼がなければなりません。『働かなく

てたらふく食べたい』という本が出ていますが、まだそのような時代には到達していない

のです。お金の稼ぎ方は、資本家になるか、資本家に雇われるか、自営業を営むか、公務

員になるか、投機家をめざすか、などで、あまり選択肢は多くはありません。 

 このように現代では、社会生活の中心にはお金があります。その理由は、お金には購買

力があり、市場社会ではお金にはすべての商品を買う力が備わっているからです。ではど

うしてお金にはそのような力が宿るのでしょうか。 

少し時代をさかのぼれば、お金は金でした、金貨が流通し、銀行券も金兌換の約束で発

券されていました。金には価値があり、だから同じ価値のある他の商品と交換できます。

ところが今日では、金貨は流通しておらず、銀行券は不換紙幣となり、国際通貨ドルも金

との交換ができません。 

日銀券 1万円札の材料費は 10数円で、ほとんど無価値と見ていいでしょう。ところがそ

の額面は 1万円であれば、1万円の価値ある商品が買えます。これはなぜか、ということを

廻って学界で論争になり、岩井克彦は、人びとが 1 万円札に 1 万円の価値があると信用し

て受け取るからだと言いました。人々の信用が日銀券の流通を保証しているというのです。 

この考え方は、銀行券とは何か、という問題の解読から批判が可能です。銀行券はもと

もとは兌換銀行券で、発券も多くの銀行でなされていました。しかし次第に発券の機能を

中央銀行に集中するようになり、日本では日銀が日銀券を発行しています。銀行券は、預

金の引き出しや、商業手形の割引によって市中に出回ることから明らなのように、その本

質は預金証です。兌換が停止されてもこの本質は変わりません。現に日銀券は市中銀行が

日銀に預けている当座預金を引き出したときに発行され、また必要でなくなった日銀券を

市中銀行が日銀に返還すれば、当座預金の増額となって回収されます。 

日銀券は労働者への賃金の支払いや、消費者としての労働者の購買などの小口の取引に

使われ、企業間の大口の取引は銀行の口座振替でなされています。これが預金通貨であり、

現在のお金支払決済の大部分は預金通貨でなされているのです。最近では賃金の支払いも

口座振り込みですから、私たちは銀行預金を引き出すことで日銀券を手元にできます。そ

して日銀券を市中銀行に預ければ預金ができます。つまり日銀券は市中銀行の日銀預金の
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預金証であり、それゆえに額面どうりの価値があり、通貨として通用するのです。信用は

日銀券が預金証であることにもとづいているのであって、人びとが信用しているから日銀

券の価値が保存されているわけではないのです。 

なお専門的にはマネーサプライ（通貨供給量）という統計上の分類があり、現金（M1）

に分類されるのは、銀行券と普通預金、当座預金です。定期預金は流動性がないので、M2

に分類されています。そのほか株や国債などの証券類は、現金とは見なされず、統計上は

広義流動性という項目となっています。 

 

M1: 現金通貨 + 預金通貨 

M2 + CD: M1 + 準通貨 + CD（譲渡性預金） 

M3 + CD: (M2 + CD) + 郵便貯金 + 農協、漁協、信組、労金の預貯金 + 金銭信託・貸付信

託 

広義流動性: (M3 + CD) + 金銭信託以外の金銭の信託 + 投資信託 + 金融債 + 金融機関発

行 CP + 債券現先・現金担保付債券貸借 + 国債・FB + 外債 

 

商品 

 市場は商品に満ち溢れていますが、貨幣がないと買えません。だからどうしても貨幣中

心に考えてしまいますが、その貨幣が今日では日銀券であったり預金通貨であったりする

ので、貨幣が商品であることが理解できなくなっています。今日の商品論に問われるのは、

一つは貨幣が商品であり、貨幣の購買力がどのようにして作り出されているのか、という

ことの解明であり、もう一つは金融商品の取引高が、普通の商品の取引高を上回っている

という現実をどのように捉えるかということです。ここではまず、最初の問題を解明しま

す。 

 貨幣の購買力は、日銀券そのものに備わっているように見えます。お金だから物が買え

るというわけです。しかし、お金で買えるものは商品だけで、市場に売りに出されていな

いものは買えません。ですから、商品の方が、お金に物を買う力を与えているのです。そ

れは商品の売り手がお金となら交換してもいいと考えているからで、このことはハイパー

インフレーションになれば、お金（通貨）の価値がどんどん暴落していきますので、お金

より財としての商品の方が選好され、物々交換になることからうかがい知れます。 

 商品の売り手にしてみれば、自分の商品で他の諸商品が買えれば言うことはありません。

しかしすべての商品所有者たちがそのようにふるまうと、商品交換は成立しません。諸商

品は商品所有者たちの私的所有物です。ですからそれは無断で持ち去ることはできません。

同じ価値のものなら交換できますが、しかし二人の取引相手が選好している財が一致して

いないと交換は成立しないでしょう。 

 市場における商品交換は、私的所有物である商品を社会に通用する財として買い手に引

き渡す過程であり、私的所有物を私的性格を変えないまま、社会的に通用する社会的なも

のに転化する過程です。ですから諸商品は市場に登場するときに、すでに社会的形態にな

ければならないでしょう。諸商品の社会的形態は、一つの商品を排除し、他の全ての諸商

品がその排除された商品で価値を表現するという関係をつくることによってのみ成立しま

す。マルクスはこの形態を一般的価値形態と名づけました。 

 市場で諸商品の所有者たちは、自分の商品で他の商品が買えないことを思い知らされま

す。彼らは貨幣に選ばれた一商品、金となら自分の商品を売ってもいい、という意志行為

を行い、自分の商品に価格をつけます。市場に登場している商品所有者たちが、みな同じ

意志行為をすることで、貨幣商品金に購買力が与えられます。商品所有者たちは市場に臨

むに際してこのように共同行為をしているのですが、この共同行為は意識してなされたも

のではありません。諸商品の社会的形態を実現すべく、諸商品に自分の意志を宿すことで

そのように行動するのです。ですからこの共同行為は、無意識のうちでの本能的共同行為

としてなされ、商品所有者たちにとっては、それが貨幣生成の行為だとは意識されません。 

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%BE%B2%E6%A5%AD%E5%8D%94%E5%90%8C%E7%B5%84%E5%90%88
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%BC%81%E6%A5%AD%E5%8D%94%E5%90%8C%E7%B5%84%E5%90%88
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BF%A1%E7%94%A8%E7%B5%84%E5%90%88
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8A%B4%E5%83%8D%E9%87%91%E5%BA%AB
https://ja.wikipedia.org/w/index.php?title=%E9%87%91%E9%8A%AD%E4%BF%A1%E8%A8%97&action=edit&redlink=1
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%B2%B8%E4%BB%98%E4%BF%A1%E8%A8%97
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%B2%B8%E4%BB%98%E4%BF%A1%E8%A8%97
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%87%91%E8%9E%8D%E5%82%B5
https://ja.wikipedia.org/w/index.php?title=%E5%82%B5%E5%88%B8%E7%8F%BE%E5%85%88&action=edit&redlink=1
https://ja.wikipedia.org/w/index.php?title=%E7%8F%BE%E9%87%91%E6%8B%85%E4%BF%9D%E4%BB%98%E5%82%B5%E5%88%B8%E8%B2%B8%E5%80%9F&action=edit&redlink=1
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9B%BD%E5%BA%AB%E7%9F%AD%E6%9C%9F%E8%A8%BC%E5%88%B8
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%96%E5%82%B5
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 つまり、市場に臨むに際して、諸商品の所有者たちは、貨幣生成の行動行為に無意識の

うちに参加し、そのことによって貨幣を生成し、貨幣商品に購買力を与えているのです。

その結果市場では貨幣商品ですべての商品が買えます。 

 

貨幣 

貨幣商品は今日でも金ですが、今では市場での交換に用いられていません。流通手段は

日銀券が代理しています。また支払手段としても使用されず、それは預金通貨でなされて

います。金はかろうじて準備金として地金の形で中央銀行の金庫にあり、また地金や金貨

や金細工の財などは貨幣蓄蔵の手段で、富裕層の懐にあります。そして国際通貨ドルは金

兌換が可能でしたが、1972 年のニクソンショックで金兌換が停止され、それ以降はドルは

不換紙幣のままで国際通貨として機能しています。 

 このように貨幣の流通手段、支払手段、世界貨幣、といった諸機能が、金以外のもので

代理されているという現実は、金はもはや貨幣ではない、と主張する金廃貨論を生みだし

ました。そしてこの考え方は商品の価値の実体が労働であることの否定につながり、市場

での需要・供給関係で価格が決まるという考え方と、貨幣はたんなる約束事だという考え

方を生みだしました。 

 しかしながら、このような考え方の難点は、貨幣の価値尺度機能についての説明がなし

えないことです。商品所有者たちが自らの所有する商品を市場に出すとき必ず価格をつけ

ています。価格をつける行為は交換行為に先行しているのです。そしてこの価格をつける

行為を生みだすものこそは貨幣の価値尺度機能です。 

 貨幣による諸商品の価値尺度、いいかえれば計算貨幣としての貨幣の機能を発揮するた

めには現実の貨幣商品金を手にもつ必要はありません。では現実には商品所有者たちはど

のようにして価格付けをしているでしょうか。財を生産している資本家を念頭に置きまし

ょう。 

まず、生産にかかった費用は、材料費、人件費、減価償却費など諸経費として、資本家

にとっては明白です。これらは費用価格ですが、これに平均利潤を乗せて、生産価格の計

算ができます。現実にはたえず変動する市場価格に影響されますが、資本家にとっては商

品の価格付けは、自明のことがらです。問題はなぜこのような価格付けが可能なのでしょ

うか。資本家が購入した過去の諸商品の価値に平均利潤を上乗せした価格付け、この資本

家の行動を規制している法則はどのようなものでしょうか。  

この問題は結局は商品が価格をもつことに帰着し、商品の価格とは何かということの解

明が先行することになります。価格とは諸商品の貨幣での表示であり、これ自体が貨幣の

価値尺度機能の帰結です。そして貨幣の価値尺度機能は、商品所有者たちが、金を貨幣に

する無意識のうちでの本能的共同行為を行うことで発揮されます。金の価値で自からの諸

商品の価値をはかる行為は、無意識のうちでの行為であり、資本家の価格計算の裏にはこ

の共同行為が意識されないまま為されているのです。 

 

派遣労働 

 厚生労働省の某官僚が、非正規・派遣労働者を「モノ」だと言ったことで問題になった

ことがある。しかし、ご存知のように企業の経理からすれば、派遣労働者への支払は人件

費ではなく物件費だ。「モノ」扱いしないで、という切実な訴えは、現実に経理上「モノ」

扱いされている現実を見据えてはいない。賃労働者は労働力を商品化しているのであり、

労働者自体が商品として売買されているわけではない。だから賃金は人件費に仕分けされ

ている。ところが、派遣労働者は労働者自体を商品とみなされ、それゆえ経費は物件費に

仕分けされているのだ。 

 この現実を見据えたうえでの諸要求を考え、団結の形態を考えないと、労働力を商品と

して売ってきた賃労働者とおなじように、労働組合に団結して資本に要求するというパタ

ーンを彼らに押し付けても問題は解決しない。 
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 人間の商品化は古代の奴隷制に始まる。近代では奴隷労働はアメリカ南部での棉花栽培

の大規模農場で再現された。奴隷は所有者の所有物ではあるが、生存の保証はなされてい

た。しかし派遣労働者という現代の奴隷は、仕事がなければ生存の保証はなされはしない。

いわば奴隷以下的生存条件しか与えられてはいない。 

 であるならば、まずは生存の保証を要求し、それでもって団結し、自分たちの生存条件

の改善を図るべきであろう。そしてその中で形成される団結の力で、奴隷解放、つまりは

商品扱いの廃絶を、派遣業の禁止を勝ち取ることで獲得することが必要だろう。 

 派遣業の拡大による派遣労働者の増大は、賃労働者にとっては賃金の下方圧力を形成し

ている。賃労働者は、同じ働く仲間が「モノ」扱いされている現状に異議申し立てをする

闘いを改めて構想することが、自らの地位の保全につながることを理解し、「モノ」扱いさ

れている現代の奴隷制を廃絶する闘いに合流することが課題となっている。 

 

新自由主義は市場原理主義か 

 新自由主義は普通「市場原理主義」というレッテルが張られている。しかしこのような

批判だと、新自由主義を捉え損ね、したがってそれの批判に成功しない。市場には通常の

商品交換がなされる商品市場以外に、労働力商品の売買の場である労働市場があり、さら

に金融商品が売買される金融市場がある。そしてこれら三種の市場はそれぞれ本質的に異

なっている。商品市場は等価交換の場であり、労働市場は資本家と賃労働者という二つの

階級間の取引であり、金融市場は投資の場である。 

 新自由主義は、金融市場の原理を労働市場と商品市場に押し付けるイデオロギーである。

例えば自己責任という倫理は、金融市場での投資の原理から派生したもので、労働市場や

商品市場の原理にもとづくものではない。商品市場では取引相手をだますことは違法であ

り、だまされれば自己責任ではなく、だました方の責任を追及できる。労働市場では、力

関係の弱い労働者の権利保障（労働三権）があり、失業しても自己責任ではなく、失業保

険の給付等の措置が取られている。唯一金融市場での取引は投資である以上、損をしても

自己責任となる。 

 新自由主義は消費者や労働者を事業者に擬制し、商品市場や労働市場を事業者同士の投

資関係に擬制することで両者を金融市場と同一視している。市場の大元は、商品市場であ

り、市場原理とは商品市場の原理にほかならない。新自由主義は市場を金融市場に一元化

することで、実は市場原理を破壊しているのだ。新自由主義批判は、三つの市場の金融市

場への一元化にたいする批判としてなされるべきであり、商品市場と労働市場の原理の回

復が急務である。 

 

新自由主義者の株式会社論 

 新自由主義者ミルトン・フリードマンは、株式会社は株主のものと主張している。そし

て、新自由主義者がイギリスとアメリカで政治権力を取って以来、金融市場の規制緩和が

進められて、投機が野放しとなり、資本主義は投機によって利益を出すという蓄積様式の

変化が起きた。 

 このような資本主義の新自由主義的変貌の基礎には、株式会社の変質があり、その変質

はフリードマンの考えにもとづいている。従来の株式会社（上場している大企業）は株主

への配当だけではなく、従業員の生活にも配慮し（終身雇用は日本だけではなかった）ま

た会社が所属する地域社会への貢献も忘れなかった。しかしそのような株式会社像は、新

自由主義者によって解体され、会社は株主への配当を最重要視し、そのような株主への配

当を差配するべく、コーポレート・ガバナンスの担い手としての GEOに高給を弾み、会社

の従業員はリストラと給与のカットをされ、カットの部分が株式の配当とされ、株式市場

への資金の流入を保証しているのだ。 

 株式市場はそこに資金が流入すれば株価の上昇が起きる。つねに資金が流入し続ければ、

株の売買はゼロサムゲームではなく、損する投資家が相対的に少なくなる。このような状
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況を作り上げるのが新自由主義者のもくろみであり、グローバルな資本の競争といった理

屈は言い訳に過ぎない。株主への配当を制限すること、企業の売買を禁止すること、この

ような措置を取ることで、従業員の待遇改善と地域社会への貢献を取り戻させることがで

きる。 

 

銀行 

 銀行は近代的信用制度の中核に座る組織である。しかしその役割は資本主義の発展とと

もに変化してきた。預金を受け入れたり、手形を割引したり、銀行券を発券したりする、

産業資本家や商業資本家の仲介者として出発した銀行は、独占資本主義の段階になると、

たとえばドイツでは、支払決済システムによる貨幣取扱の管理と、株式や債券の発行の引

受を通して大企業と癒着し、独占資本主義の担い手として経済界に君臨する存在となった。

他方アメリカでは、銀行は独占資本の形成者とはなりえず、代わって、モルガン商会など

の投資銀行（預金を扱わず、銀行の資格をもたない証券ブローカー）が、ウォール街の資

本市場で株式引き受けを行い、鉄道や鉄鋼業において企業合同運動を組織し、アメリカ独

特の独占体を作り上げた。1929 年恐慌時は投資銀行だけでなく、国法銀行も子会社を通し

て投機にのめり込み、バブルを形成したことが要因の一つである。ニューディール政策で

はこの投機の行き過ぎを規制すべく、グラス・スティーガル法が制定され、商業銀行は証

券投資を規制された。 

 第二次大戦後の資本主義の福祉国家の時期には、銀行は戦後復興を導く産業と商業への

金融を行ってきたが、1972 年のニクソンショック（金・ドル交換停止）以降の外国為替取

引における投機市場の発展をうけて、巨大銀行は多国籍化し、ディーリング・グル―ムで

投機取引に精を出し、貸付業務による利子収入よりも投機による儲けが多くなった時代が

きた。1980 年代後半には、日本の巨大銀行は世界のトップテンの過半を占めていた。その

後、アングロサクソンの金融機関の巻き返しがあり、不動産ブームに乗っかった日本の銀

行を BIS 規制でけん制し、またウォール街やシティにおける株式・証券取引が、国際的な

金融自由化と IT技術によってヘゲモニーを発揮するようになった。低金利時代に入り、預

金者への金利が簒奪され、預金から投資へというつぶやきがなされ、単にディーリング・

ルームの中だけでなく、投機取引が一般化する過程が進行した。シティとウォール街は世

界中から資金を巻き上げる体制を作りだしたのだ。アメリカの銀行はグラス・スティーガ

ル法の廃止による規制緩和の結果、株式市場と結びつき、大恐慌以前の状態へと回帰し今

世紀に入って、バブルを再現した。 

この意味で、リーマンショックは大恐慌の再現であった。危機に直面し、アメリカ当局

は投資銀行を破産させ、商業銀行には公的資金をつぎ込んで救済した。商業銀行の倒産は

取り付け騒ぎを招き、産業恐慌に連動するので、それを未然に防いだのだ。バブルの崩壊

は民間の金融資産の価値を暴落させ、バランスシートには負債が積み上がっている。アメ

リカ当局は、金融緩和によって、金融資産の価値の保全を試み、世界経済は公的資金の注

入によってしか金融が回らない仕組みに陥いった。こうして、国債の格付けが問題となり、

EUでのギリシャ、スペイン、イタリアの国家財政危機が、次の危機の引き金になると予想

されている。 

 このような銀行を中心とした経済システムはどのような歴史的意味があるだろうか。未

来社会での交易システムを構想した時に、地域通貨が実践している利子の付かないお金に

注目したい。銀行に開設された各人の口座はそのままにして、取引は利子をつかないよう

にすれば、それが未来社会の交易システムとして成立しうる。支払決済システムとしての

銀行の機能はこのような形で未来社会においても利用できる。 

 

貨幣市場と資本市場 

 金融市場という言葉がいつ頃日常語として定着したのか。ヒルファーディングは『金融

資本論』を書いているので、その頃には使われていたのだろうが、『資本論』には金融市場
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という言葉は出てこない。『要綱』で金融市場と訳されている個所があるが、この原語は貨

幣市場である。マルクスは貨幣市場で売買されている貨幣を、資本の商品化と捉えた。で

は貨幣市場と資本市場とはどう違うのか。 

 貨幣市場は貨幣が貸借される場である。マルクスは貨幣の貸借を、貨幣資本家と機能資

本家の間での貨幣の取引と想定し、その場合には貨幣が剰余価値を産むという属性をもっ

た資本として、手放されていることを明らかにした。貸借は利子を産み、利子が価格とし

て商品交換に擬制され、資本としての貨幣の売買が行われているが、これが利子生み資本

の概念を構成する。 

 利子生み資本が成立すると、資本にはそれ自身に利子が付くということ自体が現象とし

て成立し、そしてこの現象世界では、現実に産業資本として利潤を生産しはしない国債や

株式も、利子や配当といった定期的収入が利子に擬制され、それを資本還元して、資本と

みなされるようになる。これは擬制資本（架空資本）である。資本市場とはこの擬制資本

が売買される市場である。資本市場での金融商品は、利子生み資本の投下対象であり、金

融商品の運動は、貸借関係である利子生み資本の運動とは異なり、差益の獲得をめざした

投資行動であり、投機行動である。 

 宇野弘蔵は、貨幣市場での貨幣の貸借を資本の商品化とは見なさず、「資金の商品化」で

あると考え、資本の商品化は、株式資本においてなされると主張した。しかし、この見解

では利子生み資本の原理が解けず、「それ自身に利子を生む」という観念がなぜ成立するか

が明らかとはならない。だからそれは無媒介に資本の「理念」とされ、商業資本からその

成立を証明することになっている。「それ自身に利子を生む」という現実は宇野の言うよう

な「理念」ではなく、現実の経済現象として実在している。そしてその現象は本質的内容

を隠ぺいする仮象なのである。 

 投機は金融商品の売買による差益の獲得であり、金融商品は架空資本の定在形態である

が、しかしこの架空資本も貨幣に換金すると、現実的な貨幣資本としての属性をもつ。し

かし、それは産業資本や商業資本に貸し付けられないかぎり、利子生み資本としては機能

しはしない。しかし、投機行為は、貨幣の「それ自身利子を生む」という現象形態から生

じた資本市場での差益獲得という形で利殖を実現し、こうして、資本市場での金融商品は

利子生み資本の投下対象として成立するのである。 

 

 

 

協同組合運動研究会 6月例会レジュメ 

 
2015年 6月 13日 境 

 

１．生活クラブ東京の冊子の抜き書きは後掲。 

２．会報 227 号、「レイドロウ報告を超えて」に書いたように、1980 年以降、さまざまな

事件が起き、また社会の様相も大きく変化した。 

３．事件 

チェルノブイリ事故、ソ連・東欧崩壊、湾岸戦争、シアトル WTO 抗議闘争、9.11 ツイ

ンタワー崩壊後の「テロとの戦い」、イラク侵略、リーマンショック、3.11震災と原発事故、

アラブの春・スペインのひろば占拠・ウォール街オキュパイ、ISの登場、など。 

４．社会の変化 

 変化 

個人化、大家族の崩壊、新自由主義の世界制覇、官業の民営化、労働のフレキシブル化

による正規社員の減少と非正規・派遣労働者の増大、格差拡大、貧困層の増大、都市の高

齢化、農村の高齢化・過疎化、市民社会の機能不全、地域社会の崩壊、環境破壊、原発事

故 
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変わらない事柄 

企業中心の社会、環境対策の曖昧さ、少子化・高齢化への対応の曖昧さ、大量生産・大

量消費・大量廃棄のシステム、 

５．変化に対するレイドロウ報告の提言 

 変化は外部要因からもたらされる 

 変化への対応は、捨てるべき要素と守るべき要素とを決めること 

 協同組合がその原則と理念に調和するような政策や活動の手続きを新たに作成する 

 そのプランニングには、多くの関係者、さらには最終的な利用者の参画を促す 

 まったく新しい考えや概念をプランニングにおいて試してみる用意 

 協同組合運動の中心的な目的は「より良い別の世界を創ること」 

 策定時に、好ましい状況を想定するのではなく、逆の状況を想定すること 

６．レイドロウ報告の原則と理念 

 理念（理想と訳されている） 

「社会的、経済的システムとしての協同組合は、特定の概念や社会理論に依拠している

のではなく、相互扶助、より大きな力を求めて団結した弱者の結合、利益および損失の公

正な分配、自助、共通の問題をかかえる人々の連合、人間を金銭よりも重視すること、搾

取のない社会、さらにユートピアの追求、といった多くの考え方や概念を集めたものにも

とづいている。」（83頁） 

「協同組合は、事業経営を手段として、共通の経済的、社会的および教育的目的を追求

する人々の集まりである。」（86頁）――＞ジードの定義 

原則 

「①連帯と相互の積極的関与の原則。②平等と民主主義のルール。③非営利活動。④公

平、公正、均衡。⑤協同組合教育。」（88頁） 

レイドロウの提言 

「１）協同組合運動にとって、その基盤となる基本的な概念、思想、および道徳的な主

張を明らかにし、知らせることは重要であり、また、実際に必要不可欠なことである。 

２）協同組合原則は、運営規則ではなく基本的な指針の表明として定式化され、すべての

タイプの協同組合に適用される最低必要条項として設定されなければならない。 

３）将来は、特に地域社会レヴェルにおける多目的タイプの協同組合に重点を置いて、す

べての規模の多種多様な協同組合が要求されるだろう。」（118頁）そして、第 7項では協同

組合セクターの建設が提起されています。 

７．ICAの価値と原則（1995年） 

協同組合の定義・価値・原則～「協同組合のアイデンティティに関する ICA 声明」 

定義 

協同組合は、共同で所有し民主的に管理する事業体を通じ、共通の経済的・社会的・文

化的ニーズと願いを満たすために自発的に手を結んだ人々の自治的な組織である。 

価値 

協同組合は、自助、自己責任、民主主義、平等、公正、そして連帯の価値を基礎とする。

それぞれの創設者の伝統を受け継ぎ、協同組合の組合員は、正直、公開、社会的責任、そ

して他人への配慮という倫理的価値を信条とする。 

原則 

協同組合原則は、協同組合がその価値を実践に移すための指針である。 

（第 1原則）自発的で開かれた組合員制 

協同組合は、自発的な組織である。協同組合は、性別による、あるいは社会的・人種的・

政治的・宗教的な差別を行わない。協同組合は、そのサービスを利用することができ、組

合員としての責任を受け入れる意思のある全ての人々に対して開かれている。 

（第 2原則）組合員による民主的管理 

協同組合は、その組合員により管理される民主的な組織である。組合員はその政策決定、
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意思決定に積極的に参加する。選出された代表として活動する男女は、組合員に責任を負

う。 

単位協同組合では、組合員は（一人一票という）平等の議決権をもっている。他の段階

の協同組合も、民主的方法によって組織される。 

（第 3原則）組合員の経済的参加 

組合員は、協同組合の資本に公平に拠出し、それを民主的に管理する。その資本の少な

くとも一部は通常協同組合の共同の財産とする。組合員は、組合員として払い込んだ出資

金に対して、配当がある場合でも通常制限された率で受け取る。組合員は、剰余金を次の

目的の何れか、または全てのために配分する。準備金を積み立てることにより、協同組合

の発展のため、その準備金の少なくとも一部は分割不可能なものとする協同組合の利用高

に応じた組合員への還元ため組合員の承認により他の活動を支援するため 

（第 4原則）自治と自立 

協同組合は、組合員が管理する自治的な自助組織である。協同組合は、政府を含む他の

組織と取り決めを行ったり、外部から資本を調達する際には、組合員による民主的管理を

保証し、協同組合の自主性を保持する条件において行う。 

（第 5原則）教育、訓練および広報 

協同組合は、組合員、選出された代表、マネジャー、職員がその発展に効果的に貢献で

きるように、教育訓練を実施する。協同組合は、一般の人々、特に若い人々やオピニオン

リーダーに、協同組合運動の特質と利点について知らせる。 

（第 6原則）協同組合間協同 

協同組合は、ローカル、ナショナル、リージョナル、インターナショナルな組織を通じ

て協同することにより、組合員に最も効果的にサービスを提供し、協同組合運動を強化す

る。 

（第 7原則）コミュニティへの関与 

協同組合は、組合員によって承認された政策を通じてコミュニティの持続可能な発展の

ために活動する。 

８．プランニングのために 

 ・変化した外部要因の確認（生活に密着したものをあげる）――＞95 年以来の雇用のフ

レキシブル化＝正規社員の終身雇用制の揺らぎと、専業主婦モデルの家族の減少。経済成

長がこれ以上望めない成熟社会の到来。高齢化社会を迎えて、年金・保険問題など政府の

施策の破綻。イオンモールなど大規模商業施設の展開により、地域の商店街が淘汰され、

地域社会が空洞化した。 

 ・外部要因に影響を受けた事柄――＞班の活動の停滞と、班配送よりも個人配送が増え

る。班を基礎に組織運営をしてきたことが、現状に合わなくなる。 

 ・捨てるもの――＞班を組織運営の基本とすること 

 ・守るもの――＞個配組合員も含め、活動の場を保証し、共同購入運動を発展させるこ

と。 

 ・原則と理念の確認――＞ICA原則。エル・コープ設立趣意書、4つの危機。生活クラブ

の理念と原則。 

 ・生活クラブの理念――＞人間が人間らしく生きる社会の仕組みをつくる。自分で考え

自分で行動する。協同の理念と原理が息づく社会をつくる。 

 ・生活クラブの原則――＞組合員主権。生き方を変える。組織内に自己革新力をもつ。 

 ・原則と理念に調和するような政策や活動の手引き 

９．まったく新しい考えや概念 

 ・シアトル発のグローバルな運動に学ぶ――＞労働組合や左翼政党の力によらないグロ

ーバルな市民の運動。それが起きたのは、グローバル企業が自らのエゴを発揮し、開発や

貿易で関係諸国を不利とし、生活者が抗議せざるを得ないような状況に追い込んだ。――

＞たとえばWTOはその決定をする民主的機関はなく、勝手に諸国家の法律よりも優位な協
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定を条約としてつくろうとするので、抗議は直接、会議開催場所に向かった。――＞非暴

力・直接行動の運動がインターネットの呼びかけで組織される時代。 

 ・アラブの春・スペイン・ウォール街オキュパイ、この一連の運動に学ぶ――＞場所の

占拠が特徴で、占拠者たちは、そこに共同体的空間を創り出し、未来社会のモデルを実現

した。参加者たちはこの希望を自分たちの生活の場で再現しようとしている。 

 ・未来社会の体験は、文化として保存される。――＞日常における班を未来社会のモデ

ルとすることから、非日常における未来社会の体験を生協の組織内部で再現できるか。 

 ・サブ政治への対抗――＞遺伝子組み換え作物、企業の機密の公開性への壁、TPP 交渉

における壁、これらグローバル企業の行動に対して不買運動が可能か。 

 ・地域からの市民社会の再生――＞この課題は協同組合で担えるのか。 

10．プランニングの企画 

 ・エルは組織改革によって、新しい共同購入運動の入れものだけは用意した。――＞そ

の中身はどうか。 

 ・根本は、アソシエの集まりをどのように実現できるか。――＞専任当番制の復活は手

段として有効だが、活動内容の豊富化が必要。――＞なぜ、何を目的に、集まるのか、に

ついて魅力ある提案が必要である。――＞分けあいのような集まる日常的理由がないとこ

ろで集まれるのか。メンバーがやりたいイベントとして提案するしかないのか。――＞居

場所は要求されているが、これはこれでまた苦労がいる。友達集めてイベントすることを

奨励することから始める、という方法もある。従来のイベントの提案は、試食会、マイパ

ーティ、ウエルカムパーティ、生産者交流会、生活クラブセミナーである。ほかになにが

できるか。エッコロとのつなぎは、等々。 

 

 

協同組合運動研究会 6月例会資料編 
 

2015年 6月 13日 境 

 

A．冊子『「おおぜいの私」のために』（1983年生活クラブ東京活動の手引き）メモ 

 

１．はじめに 

「おおぜいの私」であること 

・現代社会の豊かさ――＞浪費・使い捨て文化――＞自身の手で地球生態系の破壊 

・豊かさの方向を見失わない――＞人間として真に豊かに生きられる社会はどんな社会か

――＞そのあるべき姿を考え未来社会への責任を果たす――＞新たな価値観を確立して私

たち自身が立ち上がる 

・生活クラブは生活の中のさまざまな矛盾を社会的に解決しようと取り組んできた――＞

モノに対する価値観を変え、生き方を変えるための戦い――＞どんな社会をめざしていく

かを模索し、一人では無力でも「おおぜいの私」が協同して、地域社会に、行政に働きか

けてきた 

・自立した一人の人間として、協同する以外に理想の社会は創れない――＞知的・肉体的

な協同労働によって、人間の生活を進歩させていくことが人間の本来のあり方であり、社

会発展の原動力であると考えてきた 

・生活クラブは、ともに生きる者としての協同が、最もすばらしい人間と人間との結びつ

きであることを実証しつつ、新しい可能性に挑戦しつづける 

 

＊ エル・コープはどうだったか 

1993年の趣意書 

・現代社会批判――＞四つの危機、①いのちそのものの危機、②人間の危機、③人間的な
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活動の危機、④自然の危機 

・危機への対応――＞組合員が解決主体となる共同購入運動を始めて、産直運動、地域づ

くり運動、働く場づくり運動を作り上げる 

協同組合運動研究会の初期の問題意識 

・レイドロウ報告 配送職員のワーカーズ化＝実現できず。 

・金森提案 産直運動で都市と農村を結びつけ、地域づくりをする。 

・民主主義と協同 民主主義は個の原理、協同は働きかけの原理 

・ソ連崩壊後の運動 政治権力奪取の限界と協同組合運動の見直し 

・脱物象化の運動論 市場を迂回して交易関係を構築する 

・無意識への働き掛け 文化による感性の変革 人と人の共鳴の実現 

 

２．活動理念 「おおぜいの私」を生きるために 

● 原点としての班活動 

・実に奇妙な社会に生きている――＞世界のさまざまなことをお茶の間で知りながら、隣

の人のことは何も知らない 

・近隣の人によって班ができると、お互いに最も身近かな小さな社会をつくったことにな

る。 

・班の活動は、身体的な自己表現を迫られる――＞相互扶助活動は、金銭には代えられな

い――＞人の協同の本来のあり方――＞班はにとの協同社会の原型となる要素をもつ 

・生活クラブ生協の活動は、班という小社会、そこでの市場経済論理をこえた行為によっ

て維持され発展している――＞班の共同購入をベースとして、この意味を問い直せるかが、

生活クラブ生協という組織の活動水準を決定している 

● 班活動をより広い社会関係の中で行うために 

・班がそのまま閉鎖的な小集団になる可能性――＞業務体制の合理化による班の活動の簡

素化――＞班は物品の授受の場だけとなる――＞班の活動を豊かにすることをめざすべき 

● 協同組織が生みだすあらゆる可能性の追求を 

・保谷市におけるごみ行政の見直し、等々の支部単位での取り組み――＞班という小社会

での取り組――＞災害時における相互扶助システム――＞お互いのために活かし、自分も

豊かになる方法を考える 

● 目的意識的な共同購入活動 

・生活クラブの共同購入活動は、①利潤追求を本質とする商品批判（消費材）、②消費者主

権を無視した生産批判（素性の確かな消費材）、③大量生産・マスセールに毒された浪費生

活批判（消費生活で生き方を変える）、の実践してきた――＞共同不買の意味 

● 協同行為でなりたつ共同購入活動 

・協同組合であることの意味――＞継続性、組織的な人間の協同行為によって支えられる 

・協同行為は利用、出資、運営の三つの面で発現させている――＞人をあざむくことなく

同意を形成し、協同組合を発展させることに通じる 

 

＊班活動が相対的に縮小してきたときの対応は 

 東京は班を運動の単位とすることを解消した。 

 エル・コープも個人配送が増えるなかで、最初は個配組合員は、一つのワーカーズのグ

ループという位置づけだったが、業務委託することで、個配専任当番制を導入。部分的に

成功したが、全面化はできず。 

 その後、組織改編（アソシエ‐クラブ‐支部）によって、個配組合員の組合員活動への

登場を促してきた。そして 5次中計でその中身をつくることが問われている。 

 

３．組織活動 もっと「おおぜいの私」を 

● 自律的な生活領域を確立するために 
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・組織拡大の運動――＞組織が拡大しなければ、問題解決はできなくなる――＞この活動

は自律的な生活領域を確立するために不可欠 

● 今日までの組織活動について 

・二つに区分できる――＞1965 年～73 年、1974 年自主決定・自主運営政策打出し以降今

日まで――＞前期は高度経済成長がはじまり、石油ショックでそれが終わる――＞この時

期は企業公害、食品公害等に象徴される生活環境の悪化――＞個々人の生活上の問題を、

社会的な問題として発展させ、より多くの生活者の共通の課題とすることで組合員拡大を

飛躍的に増加させた――＞牛乳の値上がりを契機に個々人の生活要求を具体的な課題とし

て捉え、組織化を始めた――＞とくに素性を確かめる運動に代表される生活過程の自己管

理運動の進展 

・1974 年以降原油の値上がりとインフレ――＞公共料金の値上げ、福祉の切り詰め――＞

共同購入システムの改善・改革――＞組合員自身の手による拡大――＞生活クラブの全体

にとっては社会矛盾をますます正確に把握できるようになったが、組合員一人ひとりの課

題として、具体的に理解できるように問題提起ができなかったが拡大は一定の規模で増加

した 

・問題の整理――＞① 生活クラブの活動方針が具体的であること、② 組織における個

人ごとの役割が具体的であること、③ 活動対象が限定されていること 

・拡大の要因――＞一番大きいのは人間関係のうち、親睦的な機能の要求と実現――＞人

間関係を中心にして、地域における新たな「生活のしかた」を創造し、現代社会にたいし

ての異議申し立てを具体的に展開していくことが必要――＞これは非常に難しくこれを呼

びかけることは勇気がいる 

 

＊ 人々の不満が多様化し組織化が困難になってきている 

東京の 70年代は、68年に美濃部都政が誕生することに典型的だった。急激な都市部への

人口集中にインフラ整備が間に合わず、市民の不満は都市政策をめぐってのものであり、

目標が単一で、不満の組織化がしやすかった。 

しかし現代では、都市のインフラ整備は終わり、団地では人口減少と高齢化がみられ、

不満が多様になってきている。子育て、介護、等々の課題も、行政主導で取り組まれてい

て、住民主体の運動は未成熟である。環境問題も都市住民ではごみ問題になり、大気汚染

などのようなケースと違って運動の組み立てが難しい。また有機食品もスーパーが扱い、

購入ルートが多様化してきている。 

 

● 組織拡大・利用結集活動の心構え 

・二つの勇気――＞生活クラブで身に付けた生活のしかたを主張する勇気――＞多種多様

な質問を受けとめる勇気――＞加入した動機を思い起こし――＞生活に対する不安（公

害・食品添加物）と人間の生き方を問うような社会矛盾（安全保障）に対するいきどおり

――＞加入して個々人の生活要求が実現できたかどうかの確認――＞加入動機を振り返る

ことで加入していることの意義を再確認する――＞現在多くの人々が感じている生活不安

や社会矛盾を呼びかけるなかから顕在化させること――＞他人の意見を聞くことの重要性

――＞人は自分の興味をもつ問題にぶつかると動き出す――＞自分の経験を唯一絶対のも

のとすると、他人の興味が理解できない――＞他者との相互承認ができなくては説得は不

可能となる――＞他人の意見を聞きつづけながら存在を確認し合うことは時間がかかり勇

気がいる 

● 生活クラブをどうとらえるか 

（１）今日までつくり上げたメリットをどうするのか 

・メリットはどうして獲得できたか――＞それは必要なのか、不必要なのか――＞失って

から悔やんでも後のまつり 

（２）生活クラブの将来は私たちの心がけひとつ 
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・こうすると生活クラブはつぶれる――＞拡大しない、出資金を出さない、利用をしない 

・こうすると生活クラブは発展する――＞拡大・利用・出資活動をあたりまえにする――

＞組織にただ要求するのではなく、自分が何ができるかを考え、構成員としての責任を果

たしながら要求を組織化していく――＞他人呼ばわりはやめ自分の組織であることを自覚

する――＞批判は第三者的批判ではなく、「つくっていく批判」を心がける 

● 組織活動の基本的な認識 

（１） 

・抵坑のない運動はない 

・ほっておくと保守化が進む――＞完成と思うと堕落のはじまり 

・社会への懐疑が薄れている 

・熱中は視野を狭めるが、不足をはっきり認識し、手当てしておくこと 

（２） 

① 「組織」とは何か 

・有機的なつながりのある複数の人間で構成する集団 

・自己表現のための道具 

・組織は目的ではなく、構成員の意思によってどのようにも変えられる――＞組織は日々

更新的に存在している 

・一人ひとり意見が異なることを大切に――＞組織の構成員を働きかけの対象とする――

＞組織からの個人の疎外を防ぐ 

・組織が思考し意思決定すると見るのは幻想――＞構成員一人ひとりの意思決定の範囲で

のみ、その影響力を発揮する 

② 「運動」とは何か 

・生活クラブの運動は、日常的行為の中で矛盾や懐疑を摘出し、目的意識的に変革を働き

かける「異議申し立て」の行為 

・少数の不服従者から始まり、その運動の有効性も他人との関係で意思決定された範囲を

超えることはない 

・運動の価値とは、矛盾や懐疑の追求がもたらす発見の過程――＞運動の限界は組織の主

体的力量と客観情勢によって決まる――＞主体的力量の不足は組織構成員の反省を伴う 

・運動の到達点とは、各人の自前の活動の集積が何をもたらしたかを明らかにし、その認

識のうえに次の展望を拓くこと――＞その際「思い込み」や「恣意」を排除すること 

 ③ 「組織」と「機関」と「運動」のかかわり 

・組織のあらゆる機関は、運動の組織化のために存在している 

・組織の危機とは組織の目的の風化にある――＞構成員の能動性と自発性の低下、機関中

心主義や官僚主義を発生させる 

・組織の機関は、運動のレベルでしか存在していません――＞機関中心主義などの発生は

運動の内容が問われていることへの警鐘 

・機関で討議し決定すること――＞一人ひとり意見が異なることを前提――＞目的に対す

る一致を他人との関係において自覚的に形成していく運動――＞人間関係において、自分

を再発見したり、学んだりして自分が変わっていく過程 

● 班長・支部委員などリーダーが必要とする認識 

・自分の努力と生活クラブの成長は比例しない――＞「それにもかかわらず」という情熱

のみが支え 

・どんなことでも「人の起こした行為を大切にし、評価する」という感性――＞その行為

を具体的に評価し、よいことを取り入れる 

・「自立」のためには活動の内容を自立しているもの、委任しているもの、連合しているも

のの整理し、その自立の範囲の拡大を急ぐ 

・現状の認識の一致がすべてのスタート――＞自分の好きな切り口だけではだめ――＞認

識の一致から、解決のための計画、実行、点検、まとめ、のプロセスを進める――＞次の
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具体的手段の発見 

・会議、イベントは一過性のものではない――＞参加者の存在を引き出す契機――＞出し

た力を無駄にしない 

・問題提起する前に組合員の意思の予断を避ける――＞一人ひとり意見は違う――＞働き

かけ方、意見の引き出し方に力を注ぐ――＞結果にこだわらない 

● 拡大・利用結集活動方針 

（略） 

● 「支部の自立」のための活動プロセス 

（略） 

 

＊ 運動のあり方が変わってきている。 

 左翼政党の組織のしかたに代わる新しい社会運動の組織論として、この提起は重要であ

るが。しかし、班を評価軸にしているので、評価軸の変更が必要である。げんに存在して

いる班を未来社会のモデルとして、それに参加を呼び掛ける運動のスタイルの変容である。

未来社会が広場の占拠などの一瞬の空間での体験であるとか、SNS を介したコミュニケー

ションの場であるといった現状を考慮すると、未来社会のモデルは新しい文化的な生活様

式として、それをお互いに確認し継続できる共同購入のモデルチェンジによって実現でき

るかどうか、この課題に挑戦すべきである。 

 

４．組織のしくみ 「私」を生かすための道具 

● 生活クラブのしくみと運営 

・生活クラブの組織のしくみは、タテ社会を否定し、ヨコ社会の創出をめざす――＞組織

の運営と決定は、中央集権的な上から下への流れでなくボトムアップで同意の形成をはか

りながらすすめる――＞組合員一人ひとりが自立した個人として主体的・能動的に参加で

きる 

５．消費材 「私」がつくる消費材 

● 取扱い消費材の到達点 

・生活クラブは今日の資本主義社会における商品生産の商品に基本的な批判的観点をもっ

て運動している――＞マスコミによる宣伝、ブランド、マスセール等――＞消費生活にと

って必要不可欠なものを、購買力を組織し、流通・生産段階に介入 

・第一次産業＝農・魚産物における取り組み 

・非独占的工業生産物における取り組み 

・独占体の支配下にある生産物における取り組み 

６．生産者 「私」と手を組む生産者たち 

７．共同購入活動 「おおぜいの私」の原点 

● 共同購入とロット 

● 組合員活動の基本 

● 出資金活動と利用分量割戻し 

● 共同購入の約束ごと 

８．専従職員 「私」を手を組む事務局 
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研究論文 アメリカ資本主義の変容（文献紹介） 
 

境 毅（研究会事務局） 

はじめに 
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 今世紀は、アメリカの世界支配がゆらぐ時代ですが、昨年のウクライナ問題や、イスラ

ム国の登場など、世界戦争を予想されるような事態が進行しています。その世界の中心的

存在であるアメリカの経済について、最近出版された石崎昭彦の著書『アメリカ新金融資

本主義の成立と危機』（岩波書店、2014年）や、またクリントン政権で労働長官を務めた民

主党のライシュ著『暴走する資本主義』（東洋経済新報社、2008年）などを紹介しつつ、ア

メリカ資本主義の変容を捉えてみます。 

 たとえば手軽に読める堤未果著『ルポ貧困大国アメリカ』（岩波新書、2008年）をひもと

けば、日本の生活保護にあたるフードスタンプ受給者が 4000万人もいて、貧富の格差が拡

大し、社会はボロボロに疲弊している様子が見て取れます。2011 年にはウォール街占拠が

なされ、1％の富者対 99％の貧困者という対立図式が普及して行きました。考えてみれば、

アメリカは 1970年代からたえず危機にある社会として描かれてきました。当初は国際競争

力の低下であり、ついではニューヨークなどの大都市の財政破綻がありました。しかし、

90年代に盛り返し、2008年のリーマンショックまで世界経済を牽引しました。世界経済で

のアメリカのポジションはずっと維持されているにもかかわらず、社会の崩壊は継続して

進行して行っています。この不思議を解明することが課題です。また、アメリカで社会が

崩壊して行っている状況は、同じ道を進もうとしている日本の明日の姿でしようし、はた

してそれでいいのかという反省のためにも、アメリカ資本主義の変容を捉えておくことが

必要でしょう。 

 

１．石崎の新金融資本主義論 

石崎は 1980 年以降の 20 年間のアメリカ経済の変化を跡付け、金融資産保有社会の成立

（『アメリカ新金融資本主義の成立』、259頁）を見いだしています。石崎の著書には膨大な

統計が掲載され、主張の裏付けとされていますが、ここではとりあえず数値にはこだわら

ずに大まかなアウトラインを紹介することとします。 

1929 年の世界大恐慌に対処したニューディール政策によって、戦後もアメリカ資本主義

には様々な規制があり、石崎は 1970年代までのアメリカ資本主義は、大企業の経営者が権

力を持った経営者資本主義だったと見ています。そしてこれが 1980年代に、投資家重視の

新金融資本主義に変容していったというのです。 

 経営者資本主義の時代には、「企業の所有者である株主の利益を最優先課題にするのでは

なく、従業員の福祉や取引先、地域社会の利益を重視し、政府の要望にも配慮することも

ができた。」（276 頁）のであり、またビッグビジネスについても、「高収益会社よりも大規

模な会社が良い会社であった。」（277頁） 

 しかし、1970 年代に入って、ヨーロッパや日本などの産業が戦後復興し、アメリカ大企

業との競争が激化して行く中で、アメリカ資本主義の変容が始まります。 

 「激しい競争環境に強いられて企業の経営責任者はリストラ、合併買収、ダウンサイジ

ングによって収益力強化を図らざるをえなくなったが、この動きを促進し強要し、あるい

は支援し主導したのは、株式保有者や債券保有で発言力を強化した年金基金その他の機関

投資家であり、投資業界を主導する投資銀行や金融業者、買収ファンド、投資会社であっ

た。」（277頁） 

 1970 年代に始まったアメリカ大企業のリストラ、海外進出、多国籍企業としての成長、

これはだれしもが認める事態ですが、石崎はこの事態を促進した金融的な力に注目します。

まず、機関投資家の役割が問題です。 

「小投資家への株式所有の分散が経営者資本主義の経済的基礎であったとすれば、機関

投資家が管理する株式の増加は株主資本主義、投資家主導資本主義の経済的基礎を創出す

ることとなった。それは新しい金融資本主義到来の主要な特徴の一つをなすものである。」

（278頁） 

というのも、「株式所有の機関投資家への集中は機関投資家が単独または共同で企業経営

者に影響力を行使することを可能にしたのである。」（283頁）からです。 
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では、機関投資家による影響力の行使とはどのようなものだったでしょうか。石崎は、

1980年代には敵対的買収やレバリッジド・バイアウト（LBO）等の企業買収を仕掛けた乗

っ取り屋や買収ファンドへの資金の提供があり、その背景に年金基金があったこと、資産

運用よりも買収企業株式の売却益が大きかったと述べています。とりわけ注目しておくべ

き点は、「中核事業への特化、得意分野への経営資源の集中に加えて、長期雇用関係の見直

しは収益改善の重要な源泉であった。労働コストは経常的支出の大半を占め、その削減は

収益改善に大きく寄与した。買収による経営陣の更迭は労使関係を見直す機会となった。」

（284頁）という指摘です。 

資本主義の長期的傾向として、利潤率の傾向的低落の法則があげられていました。とこ

ろが、新金融資本主義は、労賃を切り下げることで利潤率を向上させ、そしてそこから株

主への配当の増加をもたらしていったのです。 

 「1990 年代に入ると、大手機関投資家は大企業の主要株主として企業経営者に直接影響

力を行使する動きを強めた。」（284頁） 

 いわゆるアメリカ型のコーポレート・ガバナンスは、株主の利益を第一にするために、

社外取締役を増やし、株主の利害代表者である CEO（最高経営責任者）に高給を保証しつ

つ、彼に企業を株高に持っていかせるような企業支配です。ここには経営者支配時代の、

従業員の福祉や地域社会への貢献、国家への寄与、等といった企業の社会的責任は省みら

れず、こうして、社会の崩壊が促進されることになったのです。 

 

２．ライシュの超資本主義論 

ライシュは『暴走する資本主義（スーパーキャピタリズム）』（東洋経済新報社、2008年）

で超資本主義の誕生について、それを消費者と投資家への権力の移行と見ています。 

「1970 年代後半から米国の民主的資本主義には根本的な変化が生じ、その変化は世界全

体へと広がっていった。・・・・経済構造はそれまでよりもずっと競争的な市場へとシフト

した。権力が消費者と投資家に移ったのだ。」（『暴走する資本主義』、68頁） 

ライシュは、石崎が経営者資本主義と呼んだ仕組みに民主的資本主義と名付けています

が、それは今日、アメリカ民主主義の土台であった資本主義が変容することで、資本主義

の発展が民主主義を衰退させるという現代のジレンマの解明のためでした。 

「資本主義の勝利と民主主義の衰退が一連のものとなった。民主的資本主義は超資本主

義にとって代わられたのだ。」（68頁）と見ているライシュは「真相は、技術発展によって、

消費者と投資家の双方が以前よりもますます有利になってきたということなのだ。そして

そのために、民主的資本主義という制度から相対的な公平さや安定感、社会の価値などが

奪われてしまったのである。」（70頁）と述べています。 

ライシュは、超資本主義の特徴を、大企業の地位の不安定化、参入障壁の加速度的な崩

壊、以前の産業区分が溶解した、ニッチでの起業のコストの低下、等に求め、権力基盤の

変化として、巨大な規模の経済から、ダウンサイジングとアウトソーシング、小回りのき

く経済、大企業の価格決定力の低下、等をあげています。 

たとえば、ウォルマートについて、「あたかも消費者が組合をつくり、団体の代表として

取引交渉するかのようである。あとに本書で検証するように、巨大年金ファンドや投資信

託も投資家のために同じようなことをしているのである。個人の購買力を統合して、グル

ープ全体の収益が増えるようにしているのだ。」（76頁）と述べています。 

これがライシュの超資本主義論の枠組みですが、ライシュの分析のすばらしい点はこれ

から紹介する生産に関わる技術的発展を、超資本主義の発展の土台と見ている点です。新

技術は1970年代に民間に普及して行ったが、それらはほとんどがペンタゴン生まれだった。

と見るライシュは、技術革新の影響について先ずは大まかに次のように述べています。 

「技術革新、グローバル化、規制緩和の三つが、消費者や株主を引き寄せようとする企

業間の競争を激化させ、競争が企業にコストダウンを迫る。賃金が最も大きなコストであ

るから、企業は人員整理と賃金カットを迫られる。そして終幕は、巨大寡占企業や労働組
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合、多くの地方都市の崩壊であり、企業ステーツマンの退場であり、民主的資本主義とい

う米国のシステムを特徴づけてきた一連の約束事の消滅である。こうして消費者と投資家

が権力を獲得し、市民が権力を失ってきたのである。」（76～7頁） 

ライシュによれば、ペンタゴンの 1950年代から 60年代にわたる技術開発には、宇宙船、

ミサイル、ステルス戦闘機、赤外線ゴーグル、どんな地形でも操縦できる大型戦車、等々

であり、その開発に巨額の資金が投下されました。また、真空管からシリコンチップ、集

積回路（IC）への発展は、半導体市場を拡大し、コンピュータの進化、インターネットの

誕生へとつながっていきます。しかし、この時期、軍事部門と民生部門は結び付いてはい

なかったのでした。 

しかし、70年代に入って、これらの技術の民生化が図られることで、「これらの研究の総

体、これらのエンジニアの力量の総体、そして珍しい発明の総体が、やがて安定した寡占

システムを粉砕していくことになる。」（80頁）とライシュは見るのです。 

グローバル化についてもライシュの見解は卓見です。米国企業は 1970年代に国際競争力を

失い始めたといわれていますが、これは嘘だと言って次のように反論しています。 

「第一に、なぜ仕事の減少が、1970 年代に始まり、その後も加速度的に進んだかが説明

できていない。第二に、米国の企業は実際には『競争力』を失ってはいないのだ。」（81頁） 

アメリカ企業が競争力を失ってはいなかった、という点は重要な指摘であり、ライシュ

はグローバル化の土台を、運輸、通信における技術革新に求めています。 

「グローバル化を引き起こした重要な要因は、冷戦に関連した輸送・通信技術の数々だ

った。貨物船や輸送機、海底ケーブル、鋼鉄製コンテナ、そして大陸間の電気通信を可能

にする衛星。これらが地球上のある地点から別の地点へと物資を運ぶコストを劇的に引き

下げたのだった。」（81頁） 

コンテナが広くつかわれるようになったのはベトナム戦争からであり、コンテナでのア

メリカからの軍事物資の輸送の帰り便での日本からの輸入の増大が見られたというのです

（1968年から）。平均的な米国人の消費の 45％が輸入品（1986年時点）ですが、この事態

はアメリカ企業の競争力の低下を意味してはいないのです。 

「だが、実際には米国企業はよくやっていた。彼らは単によりグローバルになっていた

だけなのだ。米国企業は輸送・通信技術の発展を利用して海外に工場をつくり、必要とす

る部品を外国企業から調達した。言い換えれば、コンテナや通信技術の進歩（やがてはイ

ンターネットを含むことになる）を世界規模のサプライチェーン構築に活用したのだっ

た。・・・・こうしたグロバル・サプライチェーンは成長を続け、1990年代、国外で操業す

る米国企業からの輸入は米国の輸入全体の約 45％を占めるようになった。」（83～4頁） 

このような事態は、国境の意味をずらし、国民経済の統計を暗号化してしまいます。 

「『米国の』とは何か。『外国の』とは何か。1970 年代から米国企業が『競争力を失い始

めた』のではなく、米国は純粋に米国内だけで活動する企業を失い始めたというのが正し

い。」（85頁） 

つまり、米国人の所有する企業の業績と米国人の業績とのあいだには、自動的な因果関

係はなくなり、「外にある米国と内なる米国という結びつきが新たに生まれたのだ。」（85頁）

というのです。 

次に、株価上昇の根拠について、ライシュは 1970年代から、預金者が投資家になり、株

の所有者は 1985年の 20％から、2005年には半数世帯が株をもつようになったことをあげ

ています。これは株価上昇の一因であり、また、バブルが崩壊してもすぐに持ち直す、と

いう事態が繰り返されたことも投資家を株に引き寄せる原因です。しかし、ライシュは「投

機以外にも原因があるに違いなかった。米国企業が株主に高い投資収益を生み出すように

なる構造変化と関連した何かが。」（96頁）と述べてさらに次のように展開しています。 

「1980 年より以前は、ウォール街は、寡占企業が必要な資金を調達する産業界の使用人

だった。ところが 1980年以降は、産業界のほうがウォール街の使用人となった。」（97頁） 

「変化は人間の素質に生じたのではなく、資本市場の構造に生じたのだった。新技術と
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規制緩和を組み合わせることによって、ウォール街は、個人に貯蓄から投資へと誘導させ

て大もうけさせるさまざまな方法を生み出した。米国人は競って金をつぎ込んだ。」（97頁） 

この間、金融業の収益の肥大化が進み、70 年代や 80 年代には非金融部門の 5 分の一だ

ったのに、2000 年以降は二分の一になっていること、さらに、敵対的買収、乗っ取り、ジ

ャンク・ボンド、プロキシファイト、LBO（レバリッジドバイアウト）、等の手法が開発さ

れ、経営トップの交代はより頻繁になり、追い出されるケースも増え続けているのです。 

 紙面も尽きたので、最後にライシュ自身によるまとめを紹介しておきます。 

「超資本主義の道は、冷戦が生みだした新技術であるコンテナ、貨物船と貨物輸送機、

光ファイバーケーブル、人工衛星通信システムから始まった。それらは世界的なサプライ

チェーンの構築を可能とした。そして、大量でなくとも低コストで生産できるコンピュー

タとソフトウエアの商業利用、さらにはインターネットによる流通サービスをも可能にし

た。旧来の大量生産システムを破壊し、競争を劇的に拡大させた。大規模量販店が消費者

の購買力を結集させ、サプライヤーに対するより厳しい交渉力を持つようになり、起業家

には、新たな利益を求めて、通信、航空、陸運、海運、金融サービスの分野における規制

の壁を破る機会を与え、そのことによって、競争はさらに激化した。同時にテクノロジー

の革新と金融の規制緩和が組み重なって、投資家に巨大投資信託や年金ファンドなどへの

道を開き、それが企業への高収益圧力を高めた。それを達成した CEOには莫大なご褒美が

待っていたが、達成できなかった CEOはクビになった。やがて、顧客と投資家を求める激

しい競争は、企業に給与を繰り下げさせる圧力となり、組合加入労働者はとくに大きな痛

手を負った。」（117頁） 

このような事態の進行に対し、リーマンショック以降に新たに書かれたライシュの『格

差と民主主義』（東洋経済新報社、2014年）では超資本主義に対抗する政策提言がなされて

います。提言の内容はともかく、この本の挿絵はライシュ自身によるもので、しかも秀逸

です。ぜひご覧になってください。 


