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1.15 伊藤誠先生フォーラム事後報告 （2022,3,4 青山雫 世界資本主義フォーラム） 

 

  

■フォーラムの案内文書 

●講師 伊藤誠（東京大学名誉教授） 

●期日 2022 年 1 月 15日（土）13時 30分～16 時 30 分 

●司会 青山雫（世界資本主義フォーラム運営委員） 

●現代資本主義の危機と恐慌論 

（１）一九七三―七五年のインフレ恐慌の意義―Ａ・グリンとの協力― 

（２）Ⅾ・ハーヴェイとの対話―インフレ恐慌からサブプライム恐慌へー 

（３）何をなすべきか 

●参考文献 

（１）［事前配付資料］恐慌論と現代資本主義の危機―Ａ・グリン、 

    Ｄ・ハーヴェイとの交流― 

第 1回（2021 年 11 月 27日）「1968 革命」とマルクス・ルネッサンス 

第 2回（2022 年 1月 15日） 現代資本主義の危機と恐慌論 

第 3回（2022 年 3月） ソ連・東欧体制の崩壊と社会主義論 

第 4回（2022 年 5月） サブ・プライム恐慌と金融化資本主義 

第 5回（2022 年 7月） 新自由主義と新古典派経済学 

第 6回（2022 年 9月） 自然環境問題とマルクス理論 

1.15 事後報告目次  

■フォーラムの案内文書/1 

■講師（伊藤誠先生）の報告/2 

■司会者（青山）の感想/13 

■参加者アンケートから/17 
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■講師（伊藤誠先生）の報告 

オンライン連続講座『資本論』と現代世界⓶ 

現代資本主義の危機と恐慌論―Ａ・グリン、Ｄ・ハーヴェイとの交流― 

（１）一九七三―七五年のインフレ恐慌の意義―Ａ・グリンとの協力― 

 世界の大学ランキングで最近も一位を占め続けているのはオックスフォード大学である。

欧米マルクス経済学の波はそこにも及んでいた。ほぼ同世代で、交流関係を維持しつつ世界

的に指導的役割をマルクス経済学の領域においてそれぞれ担い続けてきた理論家、Ｂ・ロー

ソン、Ａ・グリン、Ｄ・ハーヴェイの三者がそこから巣立っている。そのなかで、グリンは

出身のオックスフォード大学、トリニティ・カレッジにとどまり教職についていた。 

 一九七四年の春から半年ロンドンに滞在する間に、グリンとも親しくなった。発端は彼が、

Ｂ・サトクリフと公刊していた共著 British Capitalism, Workers and the Profit Squeeze, 1972. 

であった。そこでは、戦後の高度成長の末に、先諸国をつうじやがて一九七三～五年のイン

フレ恐慌を生ずる資本主義の危機が、イギリスでも労働組合の交渉力の強化にともなう賃

上げとそれによる利潤圧縮傾向として進展していることが、統計的検証作業をともないあ

きらかにされていた。その内容はやがて『賃上げと資本主義の危機』(平井規之訳、ダイア

モンド社、一九七五年)として邦訳され、日本でもインフレ恐慌が賃金上昇によるコストア

ップにもとづくものとされる一典拠とされ、通貨・信用膨張にともなうディマンドプル説と

対置され、その政治的含意をどうみるかとあわせ、論議され関心をひくことになる。 

 ロンドンでその原著を読んですぐグリンに、その分析をめぐって意見交換をしたいと手

紙を書いた。宇野弘蔵『恐慌論』(1953)にもとづく拙著『信用と恐慌』(1973)に続き、英語

での論稿「マルクス恐慌論の形成」（Bulletin of the Conference of Socialist Economist, IV-

1,1975）をとりまとめながら、現代世界に進行中のインフレ恐慌の分析に、これをどのよう

に考察基準として適用すべきかにも学問的興味を深めていたからである。さっそく返信が
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来て、よろこんで列車で出かけた。ロンドンから、オックスフォードも一時間余りで苦もな

くゆける。ケンブリッジと異なり純粋な大学町ではない。工業地帯もあわせもつ都市ではあ

るが、中心部にみられる石造りの古い教会やカレッジの建物、その広い庭園などのたたずま

いは、さすがに伝統を感じさせる重厚な美観をそなえている。観光客の姿も多い。 

 トリニティ・カレッジを訪ねて、おそらくは一四、五世紀からのものと思われる石造りの

ポーターロッジ(門番小屋)できくと、連絡は受けている、石畳の中庭をとおって、向こうの

建物の一階の研究室で待っているとのことであった。イギリス風庭園に面した広い研究室

で、グリンは学生に指導しているさなかだった。少し待ってといわれ、有名な伝統的オクス

フォード・チュートリアル・システムによる指導をはじめて身近にみた。学生が一週間でテ

ーマにそってまとめてきた論稿を音読させ、区切りごとにコメントを与えてゆく。これを毎

週くりかえし積み重ねていって論文にしあげるのであろう。学生にとっても教師にとって

も手間のかかる協同作業で、なかなかまねのできない教授法と印象に残っている。 

 サトクリフとの共著について、ほぼつぎの三つの感想をのべて、意見をきいた。 

第一に、一九七〇年代初頭のイギリスにみられた経済的危機が、労働賃金の上昇にともな

う利潤圧縮を重要な要因として進展していることは、その後一九七三年以降のインフレ恐

慌の発現により経済危機が深化する日本をふくむ先諸国に共通の重要な問題を指摘すると

ころと評価したい。だがそのさい賃上げ圧力は労働組合の交渉力の強化の結果とみるだけ

では十分でない。むしろ戦後の先進諸国をつうずる継続的高成長の結果、産業的資本蓄積が

先進諸国内部の(資本によっては生産しえない)労働力商品の供給余力の限界をこえた過剰

蓄積を生じ、労働市場の逼迫をもたらしていたことにも由来しているのではないか。それは

同時に、世界市場における原油やその他の一次産品の供給の弾力性をこえた先進諸国の産

業的資本蓄積の過剰から、一次産品の需給もひっ迫して、原料、素材、エネルギー価格の上

昇が、賃金上昇とあいまって利潤圧縮を深刻化していることにも通底していると思われる。 
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第二に、こうした当時の経済危機の深化は、『資本論』の恐慌論のなかから、宇野弘蔵の

『恐慌論』が重視して古典的周期的恐慌の原理を完成する試みをすすめた基本的理論を現

代世界のなかに現代的に特殊なインフレの悪性化の様相をともないつつ、再現していると

読める。その意味でこの危機の分析は、『資本論』の恐慌論における資本主義の原理的運動

法則の解明を現代世界に適用する現実的可能性を示しているのではないか。 

第三に、この七〇年代初頭の危機が、一九世紀中ごろの古典的周期的恐慌と異なり、イン

フレの悪性化による経済危機として発現したのは、ブレトン・ウッズ国際通貨体制のゆきづ

まりと崩壊による固定為替相場制から変動相場制への移行過程で各国の通貨・信用の膨張

が進展していたことによる。その側面から、日本のマルクス派のなかでもケインズ主義的イ

ンフレ政策のゆきすぎからディマンドプル的インフレの悪性化が生じたとする分析もみら

れる。しかし、その分析も労働力と一次産品との需給逼迫によるコスト上昇を根底において

理解されなければならないのではないか。 

グリンは、こうしたコメントのすべてにすぐ賛成したわけではなかった。しかし、興味は

もってくれて、執筆していた拙稿「マルクス恐慌論の形成」をとりあげてセミナーを企画し

てくれた。そのセミナ―などでオックスフォードの研究者仲間のサトクリフ、Ｊ・ハリソン、

Ｐ・アームストロングらとも親しくなった。ときにはケンブリッジからＢ・ローソンも参加

し、オックスフォードでの研究会はたのしく続けられた。 

オックスフォードには統計研究所もあって、グリンはそこも日常的しごと場とし、主要諸

国の資本蓄積、その利潤動向、国家財政の動態などを収集し分析して、やがてアームストロ

ング、ハリソンとの共著 Capitalism since 1945 (1991)をしあげる。それは統計データを的

確に駆使した戦後の先進七カ国の資本主義の体系的分析で、邦訳しておきたかった名著と

思っている。七カ国にはむろん日本も入っており、そのための資料収集と分析のために一九

八五年であったか、東京大学にも客員教授で滞在し講義もしている。逆に八七年には私も客
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員研究員として彼のカレッジに招かれ、四カ月ほど滞在し、拙著 The World Economic Crisis 

and Japanese Capitalism (1990)の原稿を書きすすめ、統計資料とその利用法などについて

も相談にのってもらっていた。その過程で、ローソンとグリンとには、宇野理論の三段階論

の方法や恐慌論とその現代世界への適用の意義についてもかなり理解してもらえたと思っ

ている。その結果、一九九一年のグリンの共著では、一九七三~五年のインフレ恐慌の分析

は、拙著での考察にごく近いものとなっていた。 

 

（２） Ⅾ・ハーヴェイとの対話―インフレ恐慌からサブプライム恐慌へー 

Ⅾ・ハーヴェイは、ローソンやグリンよりやや年上の一九三五年生まれで、オックスフ

ォード大学で学んだ後にケンブリッジ大学で地理学を専攻し、一九六九年にアメリカのジ

ョーンズ・ホプキンス大学に招かれた。アメリカや世界の深刻な社会問題の体系的な理解

のために、地理学をマルクス学派の観点から革新する試みを提示し、ラディカル派地政学

の研究を開拓し、欧米マルクス・ルネッサンスに重要な一翼を加えた。たとえば、The 

Limits to Capital (1982, 松石勝彦・水岡不二雄訳『空間編成の経済理論』、大明堂、

1989)や The Urbanization of Capital (1985, 水岡不二雄監訳『都市の資本論―都市空間形

成の歴史と理論―』、青木書店、1991)などの著書が関心を集めていた。 

 一九九〇年代の後半のドイツであったか、グローバリゼーションの政治経済学をテーマ

とする国際学会のおりに、現代資本主義の問題として各国の状況を比較して報告しあい議

論しているなかで、彼が発言を求めみな期待していたところ、われわれがいま論議している

資本のグローバリゼーションとその作用は、『共産党宣言』で最初に明確に指摘されたとこ

ろだと思う、と簡潔に述べてすぐ着席した。そういわれるとまさにそのとおりで、資本の「文

明化作用」やそれによって世界文学が形成されたとの『宣言』での指摘も想起され、なぜそ
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の傾向が新自由主義の時代に再強化されたかという問題も含意されているようで、ハーヴ

ェイの発言は鮮明に印象に残っている。そこには、世界の｢今日の状況はかつてないほどに

マルクスの描写した様相に近いものとなっている｣(『<資本>の謎』2010, 森田成也・大屋

定晴・中村好孝・新井田智幸訳、作品社 2012,六九ページ、以下この著書からの引用は邦訳

書のページのみをあげる)という認識もこめられていた。それは、拙著『逆流する資本主義』

(1990)での見解にもごく近い。 

 これに続き、ハーヴェイの『新自由主義』(2005, 渡辺治監訳、作品社、2007)、『<資本>

の謎』、『〈資本論〉入門』（2010, 森田成也・中村好孝訳、作品社､2011）など一連の著作は、

『資本論』の経済学にもとづく現代世界の政策、経済動態に明快で歯切れのよい考察を展開

し、世界的にも日本でも多くのファンをえている。 

 とくに『<資本>の謎』は、『資本論』の多様な恐慌論を活かして、現代世界に生じている

経済危機の解明をすすめ、あわせてその克服への方途を再考した魅力的作品となっている。 

ハーヴェイによれば、『資本論』の恐慌論には、資本蓄積にともなう労賃の上昇、あるい

は資本構成の高度化による利潤率の低落を恐慌発生の基本原因とみなす類型と、労働者の

消費制限による消費需要の不足、あるいは産業部門間の不均衡による商品の過剰化を恐慌

発生の原因とする類型が併存している。従来、マルクス理論家の多くはそのいずれひとつを

重視して、恐慌現象を解明しようと試みてきた。しかし、「はるかに良い考え方がある。す

なわち、資本流通の分析はいくつもの潜在的な限界と制限を指し示しており、それらがいず

れも恐慌の可能性をつくり出すという考え方である」（一四九ページ）。たとえば貨幣資本の

不足、労働問題、部門間の不比例、自然的限界、有効需要の不足などが潜在的制限とみなさ

れる。それは、『資本論』にみられる多様な恐慌論を、潜在的可能性の束としての多原因的

分析への道具箱のようにすべて保持して、史実としての現実の恐慌の解明に役立てようと

する接近方法をすすめるものといえよう。 
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こうした観点から、『〈資本論〉入門』(2010)のなかで、｢二〇〇八年の恐慌を利潤圧縮説

で解釈することは、遠回しな言い方を除いては(そして、伊藤誠の場合のようにこの理論の

ある種のバージョンは実際にそうしているのだが)、難しい｣(邦訳書、四七一ページ)とも述

べている。一九七〇年代のインフレ恐慌は、利潤圧縮説で解明できるが、二〇〇八年のサブ

プライム恐慌はむしろ労働者消費制限による有効需要不足が重要な契機をなしていた、と

みているのである。 

これにたいし、拙稿 Political Economy for Social Democracy and Socialism – Following up 

Issues Raised by David Harvey –(World Review of Political Economy, 4-4, 2013)において、

ほぼつぎのような論評を加えておいた。 

すなわち、『資本論』の恐慌論にもとづき現代世界の経済危機の解明をすすめる試みは評

価したい。しかし、そのさい『資本論』に残されている多様な恐慌論を多原因説的に併存さ

せておくのでは、マルクスが意図していた古典的周期的恐慌の原理的法則性の解明が十分

完成されないままとなる。宇野『恐慌論』にしたがい、『資本論』を経済学の原理論として

完成する試みとして、むしろ労賃上昇説的資本過剰論を基本として、資本主義に内在する矛

盾の根源としての労働力の商品化の無理の発現として、資本の競争を媒介する信用制度の

作用とあわせて、恐慌の必然性をあきらかにし、これを考察基準として研究次元の異なる現

状分析として現代世界の多様な危機の具体的解明をすすめる方法をわれわれとしては大切

にしている。 

 そのさい、一九七〇年代初頭のインフレ恐慌は、その発現の様相が古典的恐慌とは異なり

はするが、ハーヴェイも認めているように、労働力商品の供給制約に対する資本蓄積の過剰

にともなう労賃上昇による利潤圧縮にもとづいて生じていた。これにたいし、二〇〇八年に

かけてのサブプライム恐慌は同様の利潤圧縮によるものとはみなしがたい、というハーヴ

ェイの指摘にも異論はない。しかし、多原因説的にそれらを対比するだけでは十分ではない。
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サブプライム恐慌は労賃の抑制による過少消費によるとも単純化できない。 

むしろ七〇年代のインフレ恐慌後の資本主義の危機と再編が、長期不況の停滞化のなか

で、不況局面に特徴的な労働力の遊休化を示す不安定な非正規雇用の拡大、資本の生産設備

能力の遊休化、資金としての遊休貨幣資本の過剰の三者の並存を長引かせ、そこに投機的な

バブルの膨張とその崩壊の反復を生じ、その過程でとくにアメリカでの住宅ローンの大規

模な投機的発展とその崩壊をサブプライム恐慌として生じた経緯と因果関係を歴史的な推

移としてあきらかにしなければならない。その経緯は、労働力の商品化の無理が、現代的に

労働力の金融化の無理をふくむ現代的な姿でバブル景気とその崩壊に中心的役割を担わさ

れ、多くの働く人びとに過大なローンによるむしろ過大な消費支出の負担とその多年にわ

たる債務支払いの収奪的搾取を継続的に負わせる結果を残しているのではなかろうか。 

こうした論評を交わして、おたがいの研究に関心をよせていながら、ハーヴェイと直接対

話する機会はなかなかもてないでいた。その機会は二〇一六年に経済理論学会ラウトレッ

ジ国際賞の受賞のために彼が来日したおりのパーティーでようやく実現した。そのおりに、

若いころからオックスフォードでＡ・グリンとは親しくしてきたときいて、二〇〇八年に逝

去したグリンをともに偲びつつ、それまで気づいていたかった交友関係の連なりをうれし

く納得した。そのおりに手渡された著書  Marx, Capital, and the Madness of Economic 

Reasons (2018, 大屋定晴訳『経済的理性の狂気』、作品社 2019)に、手書きで In admiration 

for your most profound contributions と献辞を記してくれた。光栄とよろこびながら、そこ

にはさきの「遠回しの言い方」という論評とも重なる若干シニカルな（わかりにくいという）

ニュアンスもあるかと読んだ。 

 

（３）何をなすべきか 
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 欧米マルクス学派の理論家の多くに共有されている特徴のひとつは、政治経済学 political 

economy として発生し発展してきた経済学の伝統をうけつぐ、身についた実践性ではなか

ろうか。たんなるイデオロギーや政治思想とは異なる学問的に正確でだれにでも説得力の

ある論理や史実との整合性のある客観的認識を社会科学としての経済学において尊重しつ

つ、その理論や分析の政治的含意をつねに配慮し、意識しているところがある。基礎理論に

ついての学問的論稿を欧米の学界で報告するおりにも、その政治経済的含意はなにか、とい

う質問はつねにありうることと考えておかなければならない。 

 たとえばグリンにしても、客観的統計資料の収集と分析をつうじ先進諸国の戦後資本主

義の動態の比較研究をすすめながら、同時にサッチャー政権による国営炭鉱民営化による

炭鉱労働組合への解体攻撃に対抗する一九八四~五年の長期ストにさいしは、リーフレット

Economic Aspects of Coal Industry Dispute (1984)を執筆公刊して、労働党内ミリタント派

を理論的に代表してスト支援の論陣をはっていた。 

 そのような実践的志向性は、ハーヴェイにも共有されており、『<資本>の謎』の最終章「何

をなすべきか？誰がなすべきか？」にもみごとに発揮されている。この部分（もしくはそれ

による講演）の草稿のファイルは、出版前から世界の研究者なかまのあいだにメールで広く

流されて関心を集めていた。 

 というのは、つぎのような一連の諸問題が広範な人びとに訴えかける切実さを増してい

るからである。すなわち、新自由主義のもとでの資本主義の市場原理主義にもとづく発展が、

サブプライム恐慌の災厄においてゆきづまりを示している事態のなかで、どのような代替

路線に期待をよせることができるか。たとえば、政権交代後の米日民主党政権に多くの民衆

が期待をかけ新たな環境政策や子育て支援をともなった社会民主主義や新たなケインズ主

義への回帰が、二〇一〇年にかけてかなりの幅で経済成長率を回復させていたのに、期待を

裏切りどうして定着せず、さらにより労働者階級よりの政策方針に変えられてゆけないの
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か。あるいはまた資本主義の枠組みを超えてゆく変革運動が、世界恐慌による経済生活の危

機から、あらためてチャンスをむかえているはずなのに、社会主義や共産主義をめざす社会

運動にも閉塞感が強いのはなぜか。資本主義を超えて歴史を前進させるべき社会運動にも

主体の危機が生じているのではなかろうか。 

 ｢何をなすべきか？｣レーニンが一九〇二年に提起した問題が、ハーヴェイによって現代

的にどう解読されるか。現代世界の政治経済の混迷の解読の鍵をマルクスの思想と理論に

もとめる世界の批判的知性の多くが、いまそれぞれに緊急な問題として、本書のこの部分の

展開に期待し惹きつけられたのは不思議ではない。 

そのさい、ハーヴェイの若いころからのしごとにもつうずるところであるが、現代世界に

ついての現実感覚にあふれた批判的分析の基本的視点のひとつが『共産党宣言』をわれわれ

の時代にどのように活かせるか、という発想にあることも注意されてよい。本書でも、資本

主義を超える社会を、共産主義と規定し、そこから、社会主義は資本主義を前提に所得再配

分により平等性をめざす社会民主主義をさす用語としている。それは『共産党宣言』による

用語法であろう。 

晩年になるとマルクスとエンゲルスも、ドイツ社会民党を支援する観点からも、共産主義

とごく近い意味でも社会主義という用語も使用しており、自らの立場を科学的社会主義と

も述べていた。その意味で、本書の用語法とは異なり、平等主義を確実に実現するために、

その基礎として生産諸手段の共有をめざす社会主義は、資本主義を前提とする社会民主主

義と区別して理解することも十分可能であり、そのほうが一般的であろう。 

もっともハーヴェイは、｢共産主義｣の理念を社会主義と区別して推奨しながら、この呼び

名は不幸にしてあまりに重荷を背負った用語となっており、とくにアメリカでは、これを政

治的言説に再導入することはさしあたり困難であるとして、｢名称は重要ではない｣とも述

べ、そこで、われわれの期待する社会運動は、たんに反資本主義的運動と定義してもよい、
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とも主張している。 

いずれにしても、ハーヴェイによれば、現代世界の状況は「かつてないほどにマルクスが

描写した様相に近いものとなっている」。その重要な証左は、グローバル経済化の進展のな

かで、冨と所得が一部のブルジョアジーに集中し、社会的格差と階級的不平等が拡大する傾

向に示されている。国連の統計数値などもこれを裏付けている。こうした冨と所得の不平等

の拡大は、日本でもこの間、顕著な傾向となっているが、有効需要の回復をさまたげ、不安

定な投機的バブルとその崩壊による恐慌の災厄を生じやすくしている。しかも恐慌の進行

過程で、公的資金による銀行や企業の救済措置をも介し富と所得の不平等はさらに再拡大

され続けている。まさに『共産党宣言』の基本認識の現代的貫徹を思わせるところである。 

このような不公平で不安定な資本主義の発展は、｢世界のいたるところに反資本主義的運

動を生み出してきた｣(二七四ページ)。ソ連崩壊後に一九九〇年代にオルタ・グローバリゼ

ーション運動が宣言したように｢もう一つの世界は可能だ｣という感覚は存在している。し

かし、｢中心的となる問題は、全体として、資本家階級の再生産とその権力の永続化に世界

的規模で的確に挑戦しうるような、堅固で十分統一された反資本主義的運動が存在しない

ことである｣。資本主義エリートたちの法外な貨幣権力と軍事力を抑制するための明白な方

法もまだ見出されていない。ここには｢二重の閉塞が存在する｣。すなわち、人びとを鼓舞す

るような構想なしには、本格的な反資本主義運動は出現しえないであろうが、逆にまた、そ

のような運動の不在がオルタナティブの明確化を排除しているのである(二七五ページ)。 

そのような閉塞状況から抜け出してゆくためには、たとえば社会諸運動をつうずる共通

の目標に関し、おおまかな同意が必要となる。そこには、たとえば、自然の尊重、ラディカ

ルな平等主義、共同利益の感覚にもとづく社会的諸制度、生産手段の共同所有の発想、民主

的行政手続き、直接生産者の組織する労働過程、新しい社会関係と生活様式の自由な探究、

などがふくまれるであろう。 
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こうした目標に向けて、資本の「共-進化」の活動に対抗する人びとの協力と連帯の「共-

革命運動」にとって、現在生じつつあるマルクス主義と無政府主義との(マルクスとバクー

ニンとの対立以降の伝統をのり越える)収斂傾向も重視したいところである(二七三ページ)。

また、反資本主義運動の担い手としても、伝統的左派が依拠してきた職場での労働者階級の

組織運動にとどまらず、その外での地域社会での階級意識の形成、農民運動との同盟、さら

に広く都市開発や信用制度のもとで、住まいや職場や所得を奪われ剥奪された人びとの反

抗や生活権の要求などにも可能性が求められてよい。労働組合とともに協同組合、ワーカー

ズ・コレクティブ、ＮＰＯ，ＮＧＯなどとの協力も必要とされる。 

こうして「何をなすべきで、なぜなすべきなのかに関する構想と、それをなすための、特

定の場所を越えた政治運動の形成、この両者の関係を一個の螺旋に転化させなければなら

ない。どちらにおいても、なんらかのことが現実に行われるならば、他方が強化されるだろ

う。」(二七六ページ)。 

ニュヨークで始まりアメリカ各地にも伝播した若者たちの格差拡大反対、ウォール・スト

リートの金融利害への冨と所得の集中とその公的救済や支援政策反対の連続的なデモと街

頭占拠運動は、こうした本書の訴えに呼応して展開されているかにみえた。そこには｢われ

われは九九％だ｣というプラカードが掲げられ、まさに都市の不安定な「プレカリアート」

が、自生的に連帯して新たな社会運動の姿を形成しつつあるとも期待される。本書のいうア

ナーキズムとマルクス主義の収斂の可能性も実感させられる。そこから共和党でも民主党

でもない第三の大統領候補をみどりや公正(justice)の実現をかかげて擁立しようとする試

みや、社会主義政治変革を訴えるサンダース民主党大統領候補への若者世代の支援の旋風

も触発され、それらがバイデン政権成立への一要因ともなってきている。 

イギリスでも新自由主義に譲歩してきた労働党の中道路線がゆきづまり、社会主義再生

をかかげるＪ・コービンを党首におしだした若者世代の活力に注目が集められ、ギリシャ、
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スペイン、フランス、ドイツなどでも新たな左派政治運動の台頭の気運が高まりつつある。 

そのさい、ハーヴェイの見解を多少補強していえば、「共-革命運動」としての反資本主義、

ないし社会主義(あるいは共産主義)の再生・発展のためにも、新自由主義に対峙・対抗する

見地からも、ケインズ主義的社会民主主義の政策路線やその再生の運動を、「修正主義」と

して敵視し排除するのではなく、少なくともあるところまではそれを求める政治勢力と協

力し連帯する戦略方針が、とくに野党共闘の重要性が増している日本や、その他の多くの先

進諸国においては適合性が高いのではなかろうか。 

それとともに二一世紀型の社会民主主義と社会主義は、二〇世紀まで国家主義的なそれ

らの理念や運動をのりこえて、より自発的で自立的労働者組合運動の再生をめざすととも

に、新たに①脱原発をふくむ地球温暖化対策としてのグリーンリカバリーの戦略方針、②そ

れにそったコミュニティ(地域社会)での同権的な連帯・協力による地産地消の経済活動の再

活性化、③その一方策としての相互扶助システムとしての労働証券的地域通貨や地域社会

に根差した各種協同組合活動の拡充、④公正・公平な経済的民主主義の安定した基礎を相互

に確保するベーシックインカム構想の可能性、などに広く配慮と関心を集めてゆくことが

望ましい。それらが、ハーヴェイのいう二重の閉塞からの反資本主義運動の螺旋的反転攻勢

再生への、とくにグラスルーツからの重要な推進契機となる可能性に注目してゆきたいと

考えている。 

                               （いとう まこと） 

 

■司会者（青山雫）の感想 

●労働力の商品化と金融化－伊藤先生の所説に寄せて 

労働力が資本主義の下で商品形態をとることとは、労働力が資本の生産過程で直接生産

できないことに制約されて、労働者の個人的消費過程で再生産するに足りる、資本の下で清
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算される生活資料を買い戻すことのできる賃金を労働の対価として引き渡すことで、法則

的な労働力の労働市場への供給と資本の生産過程で剰余労働を剰余価値の実体として「搾

取」確保するという機制が働くのだが、そうだとすると、さらにこれに労働力の金融化とい

う形で金融的な収奪が相乗していくならば、再生産に必要な生活資料を買い戻すことも阻

害され、ひいては労働力の再生産が縮小していくこととなるように思われる。原理的には労

働者は労働者としての再生産に必要な必要生活資料を、労賃を通して購買することが保証

されているのだが、労働力の金融化によってそれが阻害されるという事態が招来されてい

るように読める。つまりそこでは原理的規定が貫徹しえない事態が生じていることになる

ように思わされるのだが果たしそうなのか。 

これは労働者の剰余労働の取得によって資本の生産過程を同時に剰余価値生産とする資

本の基本規定にも背馳し、資本の自己否定に至っていることになりはしないだろうか。 

そこに、この労働力の金融化という規定が、原理的規定なのか段階論的規定なのか、直ち

には判別できない難しさがあるように思われる。 

 

ところで、労働力の金融化の深みに分け入っていく前に、そもそも原理的規定の再生産に

要する生活資料の買戻しに必要な賃金フォンドという規定に、複数の期間にわたって支出

することで購入される自動車や住宅などの耐久消費財の購入フォンドという性格が最初か

ら排除されていたのだろうか。耐久消費財が必要生活資料であるならば、当然原理としての

労賃規定や労働力商品の価値規定に包含されているとしなければならないだろうし、これ

に伴う消費者割賦信用も説かれるのではないか。歴史的にはいわゆる自由主義段階では、手

形を媒介とした企業間信用が主な信用形態であり、消費者割賦信用は、戦間期アメリカ自動

車産業において導入されたのが嚆矢と思われるが、これは自動車産業が大量生産方式を採

用し、大衆的な価格で提供できるようになったことが大きな動因となっていた。自由主義段
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階の綿工業が蒸気機関と機械製大工業のもとで必要生活手段の主軸を占めたのだったが、

戦間期の自動車産業は一貫生産やベルトコンベアによる流れ作業によって革命的ともいえ

るコストダウンに成功し、大衆向け耐久消費財産業へと姿を変えたのだった。 

この生産力的な条件はともかくとして、割賦販売形式の消費者信用の理論的展開につい

てはさらに考究を要するだろうけれども、企業間信用と同じく、割賦信用によって販売量の

拡大が利潤率の増大につながる、同時にデフォルトなどに備えた引当を積むことによるコ

スト増大との兼ね合い次第だが、それによって有利と判断されるならば割賦信用が導入さ

れることとなるだろう。 

 

もう一つ見ておきたいのは、必要生活資料を買い戻す賃金という規定なのだが、一体とし

ての資本が一体としての労働者階級に賃金を均等に支払っているのではなく、あくまで個

別分散、無政府的にこの過程は進行するのであって、ある部分には十分な賃金が支払われず、

その部分の労働者は労働者としての再生産に困難をきたすことから労働市場から退出して

いくが、一方では比較的有利な賃金条件にある労働者の部分からの供給増大や、労働市場へ

の流入なども生じて、ある種の均衡が経過的に形成される。かくして原理的な必要生活資料

とそれに体化された必要労働時間を買い戻す賃金フォンドにおいても、部分的には必ずし

もそれを満たすに至らない場合も生じてくると見なければならない。 

 

歴史的具体的にみると、サブプライムローンは耐久消費財を購入する場合に付帯する消

費者割賦信用に労賃支払いの部分的な不十分性とが重合した形で出来した事態と見ること

ができるのではないか。 

実際、サブプライムローンの場合、ローン執行初期には金利部分すら満たさぬ返済水準が

設定されることで、ローン契約を容易にしながら、ローン残額がむしろ増大し、当該期間が
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経過後の支払い月額の急上昇時点でデフォルトが多発したが、このことを通じて担保家屋

の差し押さえにより、より環境の劣悪な住環境への転居を強制されたり自己破産などでよ

り低位の生活水準に追い込まれたり、またデフォルトをかろうじてまぬかれたとしても、そ

の過重な支払い負担のため生活水準を切り詰めたる境遇に追い込まれる労働者が数多く生

じたのだった。この場合においても、生活水準の劣化のために例えば労働者として十分な職

業的教育を受けられず、より低位の労働市場に流入せざるを得なくなるなどといった事態

が生じたものと推量される。 

しかしこの事態にあっても、サブプライムローンを取り組んだのは労働者階級の一部で

あり、さらにその一部が金融的収奪に曝されたのであって、逆に言えばそこにも部分性が現

われている。労働者階級の大半が金融的収奪に曝されてしまえば、資本蓄積そのものが反射

的に困難に陥るからである。資本はその流通形態としての本性から、利潤獲得機会を個別無

政府的に捉えようとし、その限りでは直接に労働者の再生産を目指すものではない。労働力

の金融化という事態も、それに準じて生じ、一部の労働者の再生困難をも招来したのだった。 

 

それだけではない、サブプライム金融危機においては、労働力の金融化によってデフォル

トが多発したことで、つまり過剰な金融的収奪の結果として、ローン支払いに支障をきたす

に至る労働者が多数生じたことによって、国際的に広く拡散していた原ローンを証券化し

て組成された金融商品のデフォルトの可能性が高まったことで、当該金融商品の暴落が生

じ、それを保持していた様々な金融主体に損害が及んだことで世界的な恐慌へと発展した。

労働力商品供給のひっ迫と労賃騰貴（＝労働力商品化の矛盾）を契機として生じた古典的恐

慌とまったく逆に、労賃に対する過剰な金融的収奪の結果として恐慌が生じたことは（＝労

働力金融化の矛盾）、この恐慌の特異性を考えるうえで特に注目してよいだろう。 

古典的恐慌では、労働力供給のひっ迫から生じた全面的な労賃騰貴が引き金となって恐
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慌－不況の過程が開始され、それを通じて労賃水準の低落と、再生産費としての本質が貫徹

したのだったが、サブプライム恐慌では、部分的に生じた再生産費を侵食する金融的収奪が、

世界的な恐慌を引き起こし、サブプライムローンを支えた金融的機構の全体が麻痺するこ

とで、部分的に侵食された再生産費水準の労賃が回復されたのではないだろうか。もちろん

その過程で、多くの困難に立ち入った労働者が生じていることは言うまでもない。 

 

■参加者アンケートから 

●みあみあ 

［3］講師の報告について 

（１）感想を書いてください。 

●経済学は近経を少し知ってるくらいで、共産党にいながらマルクス知らずの私でし

たが、恐慌論という極めて現代的意義を持つテーマを、とても分かりやすくご説明頂

きました。 

 

（２）講師に質問したかったこと、質問したがさらに突っ込んで聞きたかったことが

あったら、書いてください。 

●資本主義が人々を原子化させ孤立させた結果、人々が大資本家からそれを背景にし

た新自由主義政党によって各個撃破され多くは沈黙を守る事で身を守っている中人々

が連帯できるようになるには、「地方自治は民主主義の学校」ではありませんが、「コ

ミュニティは社会主義の学校」として、職場、大学、地域、そういったコミュニティ

での連帯の再生が必要なのではないかと思いました。 

 

［4］伊藤誠連続講座で、話してほしいこと、伊藤先生に聞きたいことがあれ 
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ば書いてください。 

できましたら、金融資本の特殊性について教えて頂けましたら幸いです。 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

●高原浩之 

［3］（１）（２）と［4］をまとめて 

｢労働力の商品化の無理｣とはどういう意味でしょうか。1973 年オイルショックを契機と

する恐慌について、｢産業的資本蓄積が先進諸国内部の(資本によっては生産しえない)労働

力商品の供給余力の限界をこえた過剰蓄積を生じ｣。｢世界市場における原油やその他の一

次産品の供給の弾力性をこえた先進諸国の産業的資本蓄積の過剰｣。確かに労働市場と原材

料市場の両方で、｢逼迫｣と価格の｢上昇｣が起き、｢利潤圧縮を深刻化｣した。 

しかし、恐慌は過剰資本の価値破壊であり、その過剰資本の原因は利潤率の低下であり、そ

の利潤率低下は、剰余価値の生産と搾取を追い求める資本主義の本性が生産を拡大し発展

させ、資本の有機的構成を高度化した所に根本的な原因があったのではないでしょうか(北

米･西欧･日本の戦後高度成長→過剰資本→労賃と原材料費のコストダウンを求め資本輸出

とグローバリズム)。 

2008 年リーマンショックを契機とする金融恐慌については、｢労働力の金融化の無理｣と

言われています。第４回｢サブ･プライム恐慌と金融化資本主義｣でしっかり聞こうと思いま

す。 


