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2022 年 3 月 26 日 伊藤誠連続講座 

第 3 回 事後報告 

          （2022 年 4 月 20 日 矢沢） 

■事前に配付された報告要旨 

『資本論』と現代世界―マルクス理論家の追憶⑦ 

ソ連型社会主義の危機と崩壊―Ｐ ・スウィージーとＷ・ブルスらによせて― 

経済学者 伊藤 誠 

 

（１）社会主義化するアメリカの知的源流 

 新自由主義的資本主義がゆきづまり転換をせまられている。市場原理主義のもとで格差

と貧困が深刻化し、地球温暖化などの自然環境の荒廃もいまや放置できない。それは資本

主義を社会的に統御し、さらにのりこえる社会主義を再評価することにならないか。 

 

 二つの選択肢が浮上している。ひとつは、岸田文雄「私が目指す『新しい資本主義』の

グランドデザイン」（『文芸春秋』二〇二二年二月）に典型的にみられるように、新自由主

義のもたらした問題点は認めつつ、資本主義の枠内で「モノから人へ」人本主義の復権を

図ろうとする構想である。しかし、資本主義企業中心の非正規社会の経済生活の不安は、

岸田政権のもとで実際にはわずかな税制改正で賃上げを要請しても改善されるかどうか。

人的資本への投資をすすめる発想は、人をあくまで企業に役立つモノ（商品）としてあつ

かう狭さをまぬがれない。同時に社会主義を標榜する諸国を敵視する新たな冷戦をあおり、

防衛費の対ＧＤＰ比１パーセントの従来のシーリングを突破し、さらにこれを増額しつつ、

九条改憲への準備を加速しようとする新政権の姿勢も危惧される。民主的で平和な人本主

義とはほど遠い社会となり、いのちの安全保障も危うい社会になりかねない。 

 

 もうひとつの選択肢は、新自由主義のゆきづまりは資本主義そのものの限界を露呈して

いるとみて、むしろ社会主義にむけて、その克服の方途がより広く構想されなければなら

ないとする方向である。アメリカに協調し学べとする風潮が強い日本の政財界やそれに追

随しがちなマスメディアで、なぜかほとんど無視されてきているが、アメリカの 39 歳ま

での若者世代では社会主義に肯定的な割合がすでに 50％に達している。瀬能繁『「社会主

義化する」アメリカ』(日本経済新聞社出版、2021 年)が、その実態をかなりよく伝えてい

る。社会主義政治変革をかかげたＢ・サンダース民主党大統領候補を支援する旋風のよう

な若者世代の支持が、その一翼にニューヨークでの下院議員選挙でも、若いヒスパニック
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系の女性労働者アレクサンドリア・オカシオ・コルテス（ＡＯＣ）を新人候補者とし、草

の根的選挙運動をもりあげて、共和党の大物候補を破り、全く予想外の当選をかちとる経

緯などもこころにひびく。バイデン政権成立にも、こうしたした若者世代の社会運動にも

とづく選挙協力が不可欠であった。 

 

 むろん，サンダース派のめざす社会主義政治変革も、当面はグリーン・ニューディール、

公平・平等な健康保険制度、大学などの教育費の私的負担の公費による軽減、無償化など、

資本主義のもとでの社会民主主義を拡充しようとする広義の社会主義を意図している。し

かし、岸田構想では、あえて触れていない法人税や富裕層への相続税や資産課税、所得税

の累進税額の引き上げなども、分配の平等化を図るうえで、社会主義的観点から福祉拡充

の財源として選択肢にあげられている。その延長上に、ポスト・ケインズ派のＭＭＴ(現代

貨幣理論)にもとづく中央銀行の国債購入を大幅に組み込んだ財政・金融操作の可能性にも

期待している。もっともＭＭＴによる方策は、国債累積額があまりに過大となっている日

本には、過去の実績からみてもそのまま推奨しがたいところがある。 

 

 いずれにせよ、こうした社会主義化するアメリカの若者世代の進歩的な社会的関心と運

動の広がりに、資本主義のもたらした人間と自然の荒廃に直面し、それらの克服をめざす

社会への発展に寄与したいとする夢と活力が民主的に結集されつつある。そこに欧米マル

クス・ルネッサンスからはじまる政治経済学再興の学問的連帯活動が直接間接に活かされ

ていることは疑いない。広義の社会主義としての社会民主主義の拡充をステップとして、

さらに生産諸手段を公有化することで、労働力の商品化の無理をのりこえる、本来の狭義

の社会主義への発展の可能性もあらためてひらかれてゆく公算が高い。 

 

 その意味でアメリカマルクス学派の実践的関心や理論と現状分析にわたる活力も、社会

主義化するアメリカのなかで意義を高めつつある。アメリカに学べとしながら、日本の多

くの大学の経済学部などの人事が、その側面をみないで、政治経済学を排除する傾向を強

めているのは、学問的競争力の国際比較の面からも理解に苦しむ。政財界やメディアが社

会主義化するアメリカを無視していることに学界も影響されすぎていないか。 

 

 もっともかつては冷戦期に入るとともに、アメリカではマッカーシズムによる社会主義

の弾圧が深刻な影響をおよぼし、1960 年代にかけてマルクス経済学は大学のなかにほとん

どみられない冬の時代が続いていた。ハーバート大学でシュンペーターに新古典派理論の

分野でも嘱望されていた若手の経済学部助教授として、マルクス経済学の講義を担当し教

科書に名著『資本主義発展の理論』(1942)を執筆していたＰ・スウィージーも 1946 年に

テニュアをえられず大学を去った。その後、ニューヨークで出版社マンスリーレビューを

たちあげ、同名の月刊誌を他の出版物とともに刊行し続け、レオ・ヒューバーマン、Ｈ・

https://kotobank.jp/word/%E3%80%8A%E8%B3%87%E6%9C%AC%E4%B8%BB%E7%BE%A9%E7%99%BA%E5%B1%95%E3%81%AE%E7%90%86%E8%AB%96%E3%80%8B-1333333
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マグドフ、Ｈ・ブレイヴァマンらのマルクス理論家をその出版社に集めて、『資本論』によ

る現代世界の解明の試みを発信し続けた。 

 

スウィージーの学問的に質の高い論稿や著書は、日本でも世界でも多くの読者をえて読

まれ続けていた。とくにＰ・バランとの共著『独占資本』(1966)は、独占的企業の抱え込

む過剰生産能力と経済余剰のはけ口として、むだの多い販売努力や市民的および軍事的政

府支出の増大が、雇用水準を維持し、先進諸国の労働者を革命的行動から遠ざける傾向が

あると分析し、事実上、ケインズ主義的政策効果がむだな販売費や軍事費で先進諸国に定

着したと主張していた。その含意は、高度成長期のなかで、革命的行動はむしろ南の途上

諸国の労働者に期待されるとする展望にあった。これに呼応してＳ・アミン、Ａ・Ｇ・フ

ランク、Ａ・エマニュエルらの従属学派が途上諸国の低開発性からの脱却の道を社会主義

革命に期待する分析を示していた。 

 

 そのようなスウィージーの在野でのマルクス理論家としての学問的営為の継続がやがて

マルクス・ルネッサンスを導き、社会主義化するアメリカの若者たちにもつらなる重要な

知的源流をなしていた。それはいま冬の時代を予感させる日本のマルクス学派にも記憶さ

れてよいところかと思われる。 

 

（２）ソ連型社会崩壊の歴史的意義 

 その多くの著書に学ぶところが多かったスウィージーにはじめて会ったのは、1974 年の

12 月であった。その年の秋から半年客員研究員として滞在していたハーバード大学経済学

部に、スウィージーがかつての同僚ガルブレイス教授に招かれセミナーに訪れたおりのこ

とである。大きな会議室が満席になり、床にも学生、院生がすわりこんでいた。ひさしぶ

りに母校を訪ね、なつかしい。アメリカはいまやシュンペーターのいう長期波動の下降局

面にあたる長期不況に入り込みつつあり、Ｊ・スタインドル『アメリカ資本主義における

成熟と停滞』(1952)のような独占に停滞化傾向の分析がかえりみられてよい、といった内

容の充実した講義に学生たちも熱心に耳を傾け質疑も活発で、よいセミナーになった。そ

のあとに、石川経夫さんと一緒に院生を集めて『資本論』を読んでいることも伝えて、よ

ろこんでもらった。 

 翌年の 1 月初旬にはニューヨークのマンスリーレビュー社に招かれ、マグドフやブレイ

ヴァマンにも引き合わせてもらい、昼食をふくんだ若手研究者との会合で日本におけるマ

ルクス経済学の発達と現状を話してほしいといわれた。そのおりに話したことをもとに、

拙著 Value and Crisis (1980)の第１章 The Development of Marxian Economics In Japan が

書けた。同時にその拙著もその拡大再版(2021)もマンスリーレビュー社にお願いした。 

 ニューヨークを訪れるたびにスウィージーに会うのがたのしみとなっていた。『資本論』

にもとづく現代世界の現状の批判的考察に主要な関心を向けながら、その核心的問題にせ
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まる理論的基礎をたえず考え続け、アメリカの良心と良識を代表するようなマルクス理論

家の魅力と輝きが感じられたからである。 

 

 1970 年代にはじまる現代世界の大規模な政治経済的危機の深化は、アメリカを中心とす

る資本主義諸国に多大な影響を長期にわたりおよぼし、とくに新自由主義のもとで大多数

の労働者にきびしい不安定な雇用関係をひろげてきた。にもかかわらず、ソ連に代表され

ていた社会主義諸国に、それに代わる進歩への威信増大のチャンスが訪れることにはなら

なかった。むしろソ連型社会にも、経済的成長の著しい「摩滅」、停滞が生じ、情報通信技

術を組み込んだ生活機器の普及にも遅れがめだち、ソ連から東欧圏に広がる集権的支配抑

圧関係に反発する労働者の民主化運動も支持を増して、既存の体制に危機と動揺が生じて

いた。その結果、やがて東欧革命(1989)とソ連解体(1991)によりソ連圏が崩壊するにいた

る。そうしたソ連型社会主義世界の危機と崩壊をどう理解すべきか。 

 

 こうしたソ連型社会のゆきづまりと崩壊は、社会主義の失敗を意味するのであろうか。

この問題をめぐり、世界の左派のあいだにも動揺が広がり見解がわかれていた。 

そのひとつの見解によれば、ソ連型社会は社会主義とは関係のない階級社会となって

いた。たとえば 1960 年代以降の中ソ対立から文化大革命にかけての中国からは、ソビエ

ト社会が資本主義に修正主義的に逆転したと指弾されていた。Ｃ・ベトレーム『ソ連の階

級闘争 1917-1923』（高橋武智・他訳、第三書館、1987）もこれを史実にそくし支持して

いた。日本でもその後大谷禎之介・大西広・山口正之編『ソ連の「社会主義」とは何だっ

たのか』(大月書店、1996)などで、ソ連社会は国家資本主義となっていたとする見解が

有力視されている。こうした見解によれば、ソ連崩壊は社会主義の失敗とはならない。 

 

他方、右派がこぞって強調し、左派のなかでの多くの人びともそう信じていたように、

ソ連型社会はみずからもそう称していたように社会主義社会であったとする見地も広く存

在していた。しかし、そうなるとその社会の崩壊は、マルクスによる社会主義の失敗を意

味することになる。実際、ソ連崩壊をそのように理解し、マルクスや社会主義から離れる

傾向をたどった理論家や社会活動家も少なくない。とくに日本では論壇でも社会運動のな

かでも社会主義が話題とされにくくなった。そのことはマルクス学派にも影響している。 

 

スウィージーは、これら二つの見解に批判的に対峙し、ベトレームと論争を交わしつつ、

みずからのかつての名著『社会主義』(野々村一雄訳、岩波書店、1951)でのソ連社会に肯

定的見地に大幅な改定を加え、新たな第三の見解を提示する。すなわち、社会主義革命を

達成した後に、ソ連社会における党・国家の特権的官僚層が、その地位を教育・昇進制度

をつうじ、世襲的に確保し再生産する支配階級に転化し、新たな階級社会を形成したとす

https://ja.theindipedia.com/703747-charles-bettelheim-JZGLXK
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る、『革命後の社会』(伊藤誠訳、ＴＢＳブリタニカ、1980)論である。本書の結論にあたる

第 10 章は、1979 年に法政大学１００周年記念に招かれて来日したおりの講演に用意され、

その内容は東京大学でのセミナーでも提示された。 

そこには、ブルジョア社会としての資本主義をもって、「人類前史」としての階級社会の

歴史は終わりを告げるとするマルクスの唯物史観の定式に改訂を求め、支配階級の基礎が

生産諸手段の領有関係にあるとする従来の理解にも反するところがあって、ただちに同意

しかねる感もあった。そのことは訳者解説にも記しておいた。著者もさらに多くの批判や

検証を要することは認めているが、それもふくめ、いかにも理論家としての誠実な学問的

問題提起と思われた。その原稿にもとづき日本語訳が英語の原典より早く出版できたこと

も記憶に残る。 

 

私自身としては、これらの諸見解は、スウィージーの新見解もふくめ、ソ連型社会の歴

史的性質を、いわば原理的な基本や唯物史観にてらしやや性急に規定しようとし、社会主

義をめざす革命後の社会のあり方にもいわば段階論や現状分析として、多様な政治経済体

制の選択肢がありうる側面を弾力的に配慮する発想に欠けるところはなかったか、と考え

ている。その意味で、宇野理論の三段階論の方法は、社会主義の発展にも参照基準として

役立つところがありはしないか。ソ連社会が 20 世紀型社会主義の典型として、きびしい

大戦間期の大恐慌とブロック経済化、第二次大戦の試練、戦後の冷戦の負担のなかで、フ

ァッシズムやケインズ主義に対抗しつつ、雇用の保障、女性の職場拡大、育児、教育など

の公的サービスの普及などでの社会主義的成果をあげソ連を世界第二の経済強国にした成

果もみとめられてよいのではないか。しかし他面で、その集権的計画経済の体制が、国家

主義的専制を官僚主義の肥大化する傾向をともない、その既得権益が、東欧改革派やゴル

バチョフの民主化と分権的市場社会主義への体制改革に重大な障害となった経緯も段階論

的考察次元では無視できない。これに対比すると中国の鄧小平以降の社会主義市場経済へ

の改革開放は、スウィージーも魅力を感じていた毛沢東の文化大革命による官僚支配の批

判的打破を重要な前提として実現されえたので、実は毛沢東と鄧小平との連携による変革

であったともいえる。 

 

『革命後の社会』の日本語再版（社会評論社、1990）に加えられた補章「ペレストロイ

カと社会主義の未来」では、むしろこうした現状分析的観点から、ソ連型計画経済の成長

の摩滅、停滞化による危機の深化の要因として、多年にわたる経済成長の結果、動員可能

な労働力の枯渇と、原油などの資源の供給余力の限界があらためて指摘されているのも注

目に値する。それは、一九七〇年代初頭の先進諸国に高度成長を終焉させたのと同型の経

済危機が、ソ連圏にも少し遅れて深刻化したことを示している。その面では宇野恐慌論が

『資本論』から純化した労働力にたいする蓄積の過剰化にもとづく経済恐慌発生の論理が、

現代世界の資本主義圏にも社会主義圏にもほぼ同時に生じた社会経済的危機の分析基準と
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して、それぞれに異なる歴史的文脈のもとで参照基準とされてよいことも示唆されていた。 

 

（３）多様な社会主義の選択肢  

  

『資本論』の経済学は、もともと商品経済にもとづく資本主義経済の生成発展のしくみ

とその運動を、それらに特有な歴史性とあわせて理論的に解明することを課題としていた。

マルクスは、それによって資本主義をこえる社会主義ないし共産主義の実現可能性が学問

的にあきらかにされるとみなしていた。その意味でマルクスによる社会主義は社会科学と

しての経済学に基礎をおく科学的社会主義といえる。人類史を未来の無階級社会への展望

とともに総括する唯物史観も資本主義の経済機構の経済学的解明により学問的論拠を与え

られるとみてよい。ほぼこうした発想から、マルクスは、先行のユートピア社会主義者の

多くと異なり、未来の社会主義社会の青写真を描こうとしなかった。 

 

 宇野弘蔵も『資本論』の経済学を社会科学としての経済学の原理論として純化完成する

とともに、そこでは扱われない国家の経済政策やその基礎となる主要産業と支配的資本の

蓄積様式の変化をふくめた資本主義の世界史的発展段階論と、さらに第一次大戦以降の世

界経済や各国資本主義の現状分析に、『資本論』にもとづく経済学の体系を方法論的に三段

階に区分して再整理する試みをすすめながら、それによって社会主義の運動や実践に学問

的論拠が与えられ、誤りが少なくなることを期待していた。その観点から、スターリン『ソ

同盟における社会主義の経済的諸問題』(飯田貫一訳、国民文庫、1953)が経済法則を自然

科学の法則と同様に社会主義建設に利用しうるとしていたのを疑問とし、社会主義はむし

ろ資本主義のもとでの経済法則を止揚して、労働力の商品化を廃止することをめざすはず

ではないかと、スターリン批判にさきだち批判を加えていた（宇野弘蔵「経済法則と社会

主義」、『思想』1953.10）。とはいえ、宇野もその後継者たちも社会主義諸国の危機や変革

運動さらにはその理論的基礎などの考察をすすめることには慎重で、むしろそれは歴史学

や社会統計学ないし技術的な計画理論などとあわせ、エンゲルスのいう広義の経済学の課

題となっても、本来の『資本論』による経済学の課題とはならないと考えがちであった。 

 その影響もあって、『革命後の社会』の出版に協力し、邦訳をすすめながら、社会主義の

理論と現実にみずから研究をすすめるつもりはほとんどなかった。しかし、一九八〇年代

の初めごろであったか、オックスフォードでアンドリュー・グリンと会って、これから何

を研究するか迷っていると話したところ、即座に社会主義をテーマにするよう強くすすめ

られた。ロシア語も読めないし、準備もないと抵抗したが、なぜかお前ならできると、挑

発された。イギリスの知識人には、そうした教育者的性向があるのかもしれない。多分そ

の教育者的配慮か、そのしばらく後に招いてくれたオックスフォードでの私のセミナーに、

Ｗ・ブルスを誘ってくれた。 

 ブルスは、一九二一年生まれで、ポーランドにおける一九五六～五七年の経済改革に、
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市場社会主義の理論家О・ランゲと協働し、その後政治的に抑圧され一九七一年にオック

スフォードに亡命していた。著書『社会主義経済の機能モデル』（1861, 鶴岡重成訳、合同

出版、1982）などで、マクロ的な中央計画と、労働者自主管理にもとづく国営企業の市場

に規制された自立的活動とを組み合わせた市場社会主義を主張し、東欧改革運動に理論的

指針を与えていた。 

 理論家肌の落ち着いた人柄で、日本の宇野理論では、社会科学としての『資本論』にも

とづく経済学の客観的認識と、社会主義イデオロギーやそれをふくむ唯物史観とは峻別し

たうえで、その関係を考えるようにしているという、私の解説について質問してくれた。

唯物史観はイデオロギーといえるか、というのがその要点であった。たしかに指摘されて

みると、唯物史観は社会主義イデオロギーとただちに同じとはいえないし、『資本論』やそ

れにもとづく社会科学としての経済学との三者の関連にも、さらに考えるべき問題はある

のかもしれない。いまでもときおり考えている。 

 いずれにせよ、こうした学問的刺激も受けて、『資本論』の経済学にもとづきソ連型社会

主義の危機の深化とその体制変革への論議の意義をどのように理解しうるか、検討してみ

たいと思うようになった。いいだももに誘われて『季刊クライシス』編集の同人となって

いた仲間の寺田五郎は在野の優れた社会主義思想家で、江戸時代の共産主義者、安藤昌益

全集の編纂などをすすめていたが、私に恵まれた図書館が使えるのだから、社会主義につ

いての著作を最近のものまですべて集めて読んでみてほしいと、無茶な注文をする。でき

るだけのことはしてみようかという気になって、経済学部図書館で書庫から社会主義関係

の図書を研究室に積み上げて、はじから読んではノートしていた。 

 その過程でほとんど予想もしていなかった速さでソ連型社会の危機は深化し、ゴルバチ

ョフのペレストロイカもゆきづまり、東欧革命(1989)とソ連解体(1991)を生じて崩壊する。

その間に一九九〇年に東欧諸国も訪れる機会もえて、その見聞もふくめ、東欧とソ連邦諸

国にそれぞれもたらされた資本主義への体制改革を、それに先立つ中国での社会主義市場

経済への改革開放による改革とも対比しつつ、著書『現代の社会主義』(講談社学術文庫、

1992)をとりまとめた。 

 そのさい、社会主義経済計算論争の経緯とその現代的再燃にも一章をさいて論及してお

いた。この論争では、一方でオーストリア(限界効用)学派のハイエクとミーゼスが、生産

手段の公有化による集権的計画経済では、各種生産手段の適切な価格決定とそれにもとづ

く選択可能な生産方法のあいだの合理的経済計算の比較が不可能だから、社会主義は早晩

挫折すると批判していた。他方でこの批判に反対し、中央当局が需給を勘案して提示する

生産諸手段の価格表にたいする公的諸企業の実際の対応をみて、価格表の訂正を試行錯誤

的におこなえば、生産手段の過不足は解消され、適切な価格が経済計算の基礎として決定

できるとランゲらがローザンヌ(一般均衡)学派的な価格理論によりつつ、市場社会主義を

想定し社会主義を擁護していた。この論争は新古典派価格理論も社会主義擁護にも役立て

られうることも示していた。かつてはドッブもスウィージーもランゲらの立論を支持して
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ソ連型社会主義の合理的成立可能性が理解できるとしていた。しかし、マルクス価値論の

成否をめぐる価値論論争ないし転形問題論争と、この社会主義経済計算論争との関係には、

まだ理論的に立ち入って考えるべき諸論点が残されていたのではないか、とも思われる。 

 この社会主義経済計算論争に立ち入って検討をすすめるべきか否か、迷いもあって、置

塩信雄の助言もきいて、それにしたがったのだが、この論争にはたしかに現代的な意味も

あり、同時に、ランゲやブルスによる東欧改革派のソ連型社会主義計画経済に対する市場

社会主義論の論拠を確かめることともなった。その過程で現代オーストリア学派の理論家

のひとりとしてこの論争を再燃させたドン・ラヴォア『社会主義経済計算論争再考』(1885,

吉田靖彦訳、青山社、1999)が「序言」のなかで、ニューヨーク大学大学院での私のセミナ

ーでのマルクス学派の学問的接近に影響をうけたと謝辞を述べていることもうれしく発見

したりした。 

 中国の社会主義市場経済建設への体制改革は、ソ連型社会主義の崩壊に対峙し、理論的

にランゲいらいの市場社会主義論の展開と中国に独自な社会主義建設路線との関連をあき

らかにしてはいない。その理由のひとつに、従来の市場社会主義論の多くが一般均衡学派

的価格理論に依拠していたことに、マルクス派として同調できないところがあったのでは

ないかとも思われる。欧米マルクス学派のなかでも、たとえばＪ・ローマー『これからの

社会主義』（伊藤誠訳、青木書店、1997）が、従来の多様な市場社会主義論の発展を五段階

に分けて整理しつつ、第五段階として株式市場のしくみも組み込んだ市場社会主義の構想

を示しているが、そのさいアナレティカル・マルクス派の見地により唯物史観には依拠し

つつ、マルクス価値論にはしたがっていない。 

 そのような市場社会主義論に反発し、欧米マルクス学派のなかでも、Ｅ・マンデル「社

会主義的計画化の擁護のために」（New Left Review, 1986.9-10.）やＤ・コッツ（The Rise 

and Fall of Neoliberal Capitalism, 2015）にみられるように、むしろ先進諸国での基礎的消

費は飽和状態に近く、分権的で民主的な計画経済によって十分満たしうるし、ソ連型社会

に代わる未経験の可能性がそこに残されているとする見解もみられる。 

 これらの二様のマルクス学派の見解をどのように受けとめたらよいか。二〇世紀の社会

主義を代表していたソ連型モデルが、唯一の科学的社会主義の道とされていたのにたいし、

その専制的官僚体制の崩壊をうけて、代替モデルとして主張されている諸構想が、それぞ

れにまた排他的に唯一の、あるいは最善の社会主義モデルとされる傾向がありはしないか、

という懸念もなくはない。それが進歩的左派のあいだに分断と非協力を生ずるおそれはな

いか。 

 私としてはかつて山川均や宇野弘蔵が社会主義への道はひとつではない、と述べていた

ことをやや広く解釈して、それぞれの社会の歴史的・文化的特性や民衆の意向をうけて、

資本主義をこえる社会のあり方には、いまや多様な選択肢がかなり広くひらかれていると

考えている。計画と市場のいずれによるかも単純な二分法でなく、そのときどきの現実的

配慮を加えて、それらに適合的な分野が選ばれ、組合されてゆく可能性も多分にありうる。 

https://www.jstage.jst.go.jp/article/jjce/46/2/46_2_2_11/_pdf
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B8%E3%83%A7%E3%83%B3%E3%83%BB%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%83%9E%E3%83%BC
https://www.jstage.jst.go.jp/article/peq/48/4/48_KJ00009361496/_pdf
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 『資本論』における市場経済とそれにもとづく資本主義経済の原理的解明の体系も、資

本主義をのりこえるこれからの社会主義に、(かつてそう解釈されていたように)全面的に

市場を排除した計画経済の体制のみを想定させる理論体系をなしているのかどうか。ラン

ゲやブルスのような一般均衡理論とは異なる『資本論』の労働価値説による価格理論や恐

慌論が、労働力の商品化による資本主義をのりこえる計画経済の可能性とあわせて、市場

社会主義の多様な理論的可能性も読みとることのできる理論体系をなしているとはいえな

いか。 

 拙著『市場経済と社会主義』(平凡社、1995)では、その理論的可能性を追究し、『資本論』

の理論的な要となる、貨幣、労働、分業、企業、価格、利子、地代、景気変動といった原

理的諸規定が、社会主義的計画経済においても市場社会主義においてもそれぞれに大切な

考察基準となることをあらためて確かめる試みをすすめてみた。市場社会主義論は、ラン

ゲ以来の一般均衡論的ミクロ価格と不可分なものではなく、むしろ『資本論』の経済理論

によってその理論的可能性と意義をより広い視野で理解可能とされるように思われる。 

新自由主義の限界をうけて、いまや途上諸国のみならず先進諸国にもひさびさに社会主

義政治変革がとくに若者世代の関心を惹くなかで、人間と自然の荒廃を克服する方途とし

て、『資本論』の経済学にもとづき現代の資本主義と社会主義の二重の危機を批判的に検討

し、それらをのりこえる二一世紀型社会主義の広く多様な構想に活かせる理論的試みをす

すめ、ともに未来をひらく社会的連帯運動の可能性を広く探求してゆかなければならない

時代ではないかとあらためて思う。 

                            （いとう まこと） 

 

■司会者（矢沢国光）の感想 

1. プーチン・ロシアによるウクライナ侵攻の最中のフォーラムとなった。戦争の即時

中止を求める街頭行動に参加するため、フォーラムに参加できなかった人もいた。

1989－91 年のソ連･東欧体制の崩壊で、第二次大戦後の「冷戦体制」が崩壊した。

しかし、これによって、「列強による世界の分割＝覇権闘争」が終わることはなかっ

た。ウクライナ戦争は、こうした現実を、衝撃的に、わたしたちに突きつけた。 

2. 伊藤先生の講演を聴いて、「目から鱗」があった。 

「宇野理論の三段階論の方法は、社会主義の発展にも参照基準として役立つところ

がありはしないか。」 

および 

「資本主義が経済原則を侵していることがきちんと分析されれば、社会主義の課

題が見えてくる。社会主義は、本来こうした資本主義による経済原則の破綻をのり

こえる方策としてある。」 

という視点である。 
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3. 今回のフォーラムのもう一つの収穫は、「ソ連社会主義」についての評価だ。ソ連が

社会主義であったかと問われると、ソ連＝「スターリン主義」となって、否定せざ

るをえない。ところが、伊藤先生は、 

「ソ連社会が 20 世紀型社会主義の典型として、きびしい大戦間期の大恐慌とブロ

ック経済化、第二次大戦の試練、戦後の冷戦の負担のなかで、ファッシズムやケイ

ンズ主義に対抗しつつ、雇用の保障、女性の職場拡大、育児、教育などの公的サー

ビスの普及などでの社会主義的成果をあげ、ソ連を世界第二の経済強国にした成果

もみとめられてよいのではないか。」 

と、ソ連の達成した積極面を指摘した。 

 さらに参加者からの「ソ連は官僚独裁の国家資本主義だ」という批判に対して、

ユーゴスラヴィア研究者の岩田昌征さんが、「机上の空論だ」と反論して、ニーナ・

アナーリサ著（正村和子訳）『私のモスクワ 心の記憶』に描かれたモスクワ市民の

日常生活を紹介した。そこには、資本主義を経ることなく最低限の文化的生活が実

現したモスクワ市民の、貧しくとも心暖まる近隣の一種のコミューンが描かれてい

る。このコミューンは、ソ連の崩壊･資本主義化で失われた。 

 ここで気づかされたことは、一口に「ソ連社会主義」と言っても、1917 革命から

独ソ戦までの「前期ソ連」と、独ソ戦以降の「後期ソ連」とを区別すべきではない

か、ということだ。境目は、第二次世界大戦－－ソ連にとっては独ソ戦――である。 

 「前期ソ連」は、労働者･農民･知識人の犠牲の上に軍需工業化を強行し、列強に

対抗する軍事強国化をはかった。「社会主義」として評価すべきものはない。 

 「後期ソ連」には、人民の最低限の生活を保障する経済があり、その上に岩田さ

んが紹介するような豊かさ［資本主義化による喪失でかえって浮かび上がる］が実

現していた。 

 

■質疑の部分 

●紅林： 

MMT が米国ではある程度可能かもしれないが、日本を含めて周辺国では無理」とのご

説明がありましたが、米国ではなぜある程度可能なのですか？ 

 

▲伊藤 ドルは世界通貨として支持され、流通している。アメリカ国債は、世界市場で売

買され信任されている。しかし途上国では、ドルが不足しており、MMT の操作をすれば

すぐに対外支払いに困る（自国通貨では支払えない）。日本はドルを貯め込んで外貨準備が

厚いから大丈夫という人もいるが、わたしはそうは思わない。日本は MMT の先進国とし

て［アメリカから］ほめられているが、その実績は、思わしくない。金融緩和の波及効果

なく、国債が累積するだけだ。国債が累積すれば、国債価格の暴落のリスクがある。国債
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に投資している年金基金の将来にも不安を与えている。MMT のような国債累積型でない

財政を求めるべきだ。 

 

●高原浩之 :  

党･国家の官僚が支配階級に転化→官僚制国家資本主義。それが｢新たな階級社会｣。資本

主義の定義は生産手段が支配階級に独占されること(→対極に無産の労働者階級)福祉国家

も資本主義。どんなに公的サービスが拡大しようとも、労働者階級が生産手段を共有し生

産を管理していなければ(官僚が管理)社会主義ではない。 

 ソ連も中国も、社会主義ではなく、後発資本主義であるがために国家主導で工業化した

資本主義――国家資本主義あるいは後発帝国主義――ではないか。 

 

▲伊藤 たしかに、『資本論』によって社会主義を考えるとき、生産手段と労働力のあり方

の二つがポイントになる。ソ連型社会主義では、労働者の職場への配置は国家により決定

され、個人の選択の自由はないが、解雇されることもない。この点は、資本主義における

「労働力の商品化」解雇の自由とは質がちがう。労働者に失業の危険がない。 

もう一つの生産手段について言えば、ソ連では、生産手段は、土地も生産手段も国有に

なっている。その意味では国家資本主義と言えるが、国家と社会の関係がどうなっている

か。国家が社会を代表するものになっていれば、国家所有は全人民所有になるが、働く人々

の意向が国家に反映されていなかったというのは、おっしゃるとおり。その意味では労働

者が疎外されていた。ただ、資本主義社会で、資本が企業を組織し、企業が労働力を商品

化して労働者を疎外することとは、意味が違う。 

ソ連を「国家社会主義」と批判するのは、高原さんだけではない。中国のソ連に対する

批判も「国家社会主義」批判だった。日本でも大谷禎之介ら多くの人がソ連型社会主義に

対して「国家社会主義」だったと批判している。 

 こうした批判が正しいなら、社会主義は免罪されたことになる。［※矢沢：現存の「ソ連

社会主義」は、じつは国家資本主義であって「社会主義」ではなかったから、ソ連の崩壊

をもって「社会主義」の失敗とは言えない］。 

そうした「社会主義とは、労働者が生産を自主管理し、疎外されていないことだ」とい

う社会主義論は、（労働のあり方を）理想化しすぎているのかもしれない。そのように資本

主義と社会主義の間に区分線を引くと、新たな問題が出てくる。 

 20 世紀の資本主義の側は、ロシア革命以後のソ連をずっと敵視してきた。それは事実だ

が、だからといってアメリカもドイツもソ連も帝国主義であり、第二次世界大戦は帝国主

義と帝国主義の戦争だといってよいか。 

ソ連は「ファシズムに対抗して闘い、社会主義が勝利した」と総括した。資本主義の側

もソ連社会主義に対抗して福祉を充実した。20 世紀が、アメリカ型の資本主義とドイツ型

の資本主義とソ連型の社会主義の三つ巴になったということを無視してよいか。 
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ソ連が、たとえ疎外された社会主義であるとしても、「社会主義」として歴史に登場した

ことは重要だ。ソ連を「帝国主義」とすることには、わたしは躊躇する。 

NEP のあと、スターリンは市場経済を排除した。ソ連の戦時経済経済は、市場原理にし

たがってはいなかった。わたしがソ連は資本主義ではなかったと考えるもう一つの理由は、

ソ連の崩壊時の企業や資源のぶんどり合戦だ。ソ連はそのために、経済危機に陥った。資

本主義から資本主義への移行ではなく、非資本主義から資本主義への体制転換と考えるし

かない。 

 

●紅林進 : 

資本の過剰蓄積による労働力や資源の不足-枯渇と、基本的に資本のないソ連社会におけ

る労働力や資源の不足・枯渇とは違うのではないでしょうか。資本主義における資本の過

剰蓄積はまさに資本主義の問題ですが、ソ連は基本的には資本も資本主義もないのですか

ら「恐慌論」では説けないのでは?。 

 

▲伊藤  

たしかにソ連には資本がないから、恐慌論でソ連のような社会主義国家の行き詰まり･

崩壊を説くことはできない。 

しかし、資本主義にも社会主義にも通底するものがあり、それは宇野の言う「経済原則」

だと考える。 

経済原則とは、「人間が自然に働きかけて再生産する」ことによって社会の経済が成り立

つ、という原則だ。 

資本主義の行き詰まりが恐慌に行き着くのに対して、社会主義の行き詰まりは経済原則

の破綻に行き着く。 

経済原則、つまり人間が自然に働きかけて再生産することが、環境破壊、温暖化でグロ

ーバルに（地球的規模で）困難になってきている。資本主義が経済原則を侵していること

がきちんと分析されれば、社会主義の課題が見えてくる。社会主義は、本来こうした資本

主義による経済原則の破綻をのりこえる方策としてある。 

 

●みあみあ : 

社会主義と民主主義、市場主義を想像しますと、私はなんとなく、ユーゴスラヴィアの

自主管理社会主義を思い浮かべてしまったのですが、実際はどのようなもので、伊藤先生

はどのようにお感じになられたのでしょうか。 

 

▲伊藤 ユーゴの専門家の岩田昌征さんに話してもらいましょう。 
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▲岩田昌征  

 ユーゴスラヴィアの話しに入る前に、「ソ連型集権型社会主義」に対する誤解についてひ

とこと話したい。多くの人が、ソ連は消費生活が貧しく、それは庶民の要求を無視した上

からの官僚的な配分のゆえだと、思い込んでいる。ここで一冊の本を紹介したい。 

ニーナ・アナーリサ著（正村和子訳）『私のモスクワ 心の記憶』群像社 2005。著者は

1945 年モスクワ生まれ。能を中心とした日本演劇の研究者。 

 

 72p 

お金の貸し借りもごくあたりまえで、もちろん無利子。「給料日までもたなくて」という

お馴染みの文句が、しょっちゅう飛び交っていた。給料日まであと一日二日ともなると、

一文無しの人はざらだった。私の母は倹約上手な方だったから、小さなお金を貸して人助

けをすることがちょくちょくあった。ただし高額のお金となると、まるきり縁がなかった

ようだけれど……。大きな買い物をする時は、近所同士で力をあわせることも多かった。 

例えば誰か、ソファーか洋服ダンスを買いたい人がいて、たまたまその品物が店頭に出

たとする。その人は手持ちのお金で足りない分を出してもらえないかと頼みながら、隣近

所を回り始める。そんな時は誰もができる範囲で提供する。そうやってだんだん必要な額

が集まっていく。借りたお金はみんな、できるだけ早く返すように努力した。そういう助

け合いのシステムは、７０年代半ばまでモスクワの近所付き合いの中に広くゆきわたって

い。この伝統は８０年代半ばまでは残っていたけれど、その頃になるともう肉親や友人同

士に限られるようになり、ペレストロイカ以降は、資本主義の到来と共に完全に姿を消し

ていった。 

住宅や別荘や車のようにお金がかかる買い物の場合は、友人同士が融通しあった。ロシ

アには個人向けの銀行ローンはなかったし、クレジットでの売買や協同組合方式の住宅建

設を国が大々的に導入しはじめたのは六○年代からだった。もちろん借金は決していいこ

とではないし、自分のお金でやりくりできるにこしたことはない。でもどうしても借金に

頼らざるをえなかった社会的な要因はたくさんあって、それが多くの人たちの暮らし方そ

のものにさえなっていた。今では奇妙に聞こえるかもしれないけれど、あえて言い切るな

ら、貸し借りが人々を一つにし、身内のような仲にしていた。 

人にお金を貸してあげるのは善いことだと誰もが思っていた。喜んで貸す人が圧倒的に

多く、お金を貸さない人や借金を作らない人はめったにいなかった。「債務者になる」とい

う意味の「借金にはまる」という言い方があった。ほかにも「借金で金集めをする」「借金

を返しまくる」「絹の代わりに借金をまとい(身体に絹をまとうように借金まみれで身動き

のとれない状態を皮肉った慣用句)」などの表現が日常的に使われるようになったのは、あ

の頃からだった。農民や労働者に限らず、お金の貸し借りはあらゆる階層で行われていた。

かなりの社会的地位にいる人たちも例外ではなかった。 
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75p 

私の子供時代はもちろん、私がまだ若かったころには、お金に「絶対的な価値」はなか

った。人との関係が、人と人との絆が、何をおいても優先された。誰もが平気でお金を手

放したし、気前よく分け合った。身近な人の役に立つなら、誰もお金を惜しまなかった。 

今はまったく違う。一人の個人のもとに莫大な富が集中するようになり、ただお金を得

るために、多くの人が友情を棄て、仲間を裏切り、ときには犯罪にさえ手を染めている。

ひとっ走りご近所にいって、あれを貸して、これをお願い、と頼む光景はもう見られなく

なった。隣の人が誰なのか知らない人や、知ろうともしない人たちがどんなに多いことだ

ろう。これはモスクワという巨大都市で起きる、避けようのない変化の過程なのかもしれ

ない。おそらく私たちの心には限界があって、人間らしい感情をいくらでも抱いていられ

るわけではないのだろう。 

 

76p 

…若い娘がデートに出かけるときなど、共同住宅なら住人が総出で、そこに仲良しの女

友達も加わって、あの手この手でお洒落をさせた。めいめい自分の一番良いドレスや、靴

やハンドバッグなどを出し合った。それはやがてそっくり、お礼の言葉と共に無傷で返さ

れた。もちろん貸した物が傷むこともあったけれど、そのせいでいざこざや仲たがいが起

きたという話は聞いたことがない。婚礼衣装も貸し合った。でも私たちはそれをみじめだ

とも貧しいとも、運が悪いとも感じなかった。そんなことは考えもしなかった! 気やすく、

ごく自然に、心をこめて貸し合って、それが楽しかった。あの頃の私たちの社会には、お

金や物に執着する「物質主義」という風潮は、これっぽちも存在していなかった。ちょっ

とでもそんな気配を見せる者がいれば、物笑いの種になるのがおちだった。 

 

77p 

私には大学時代、グーリャという無二の親友がいた。いまは優れたアラビア語の専門家

になり、モスクワ大学で教鞭をとっているが、私には変わることなき最良の友だ。その彼

女が市民婚(訳注・教会では式を挙げずに役所で手続きをする結婚)をしたとき、同じアパ

ートに住む女友達が三週間前に結婚したのと同じ役所で式を挙げた。グーリャと花婿が友

人や親族に囲まれて役所に姿を見せると、式を取り仕切っていた女性が、花嫁のドレスを

まじまじと見つめてこう言った。「おやまあ。仲良しの娘さんが二人、入れ替わり立ち替わ

りでお嫁入りするのね。ウエディングドレスに見覚えがあるわよ!」みんなが笑い出し、ど

っと拍手が起こった。グーリャは答えて「どうぞご期待のほどを! 二週間後、このドレス

でもう一人花嫁が登場します!」時代はすでに一九六六年。私が結婚したのはその翌年の一

九六七年だった。私たちも学生結婚で、物質的な生活基盤は無いに等しかった。ドレスは

知り合いの裁縫師がとても安い生地で縫ってくれたので、借りなくてもすんだ。ところが
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私の名付け親でもある叔母が、花嫁の頭をベールで飾らないようなら婚礼には出ません、

と言いだした。叔母に逆らってはたいへんと、結婚したばかりの近所の女性の所へベール

を借りに飛んでいった。 

 

68p 

さて、私がまだ六つだったときのこと、母はよく近所の小母さんに頼まれて、三歳にな

る小母さんの息子の「子守り役」を私に任せた。それも一時間や二時間ではなく、その子

の姉さんが学校から帰るまで、丸々半日も続いた。私はその子と遊んでやり、外へ散歩に

連れて行き、その子の母さんが用意していった食べ物を食べさせなくてはならなかった。 

簡単とはいえないこの役目を、私は立派に果たしていた。夕方、その家の家族がみんな

揃っているときでも、「ヴィーチャ(これがその子の名前)と遊んでやって」と言って呼ばれ

ることがちょくちょくあった。よその家の生活に加わって、そこで役に立っていると思う

と、私自身まんざらでもなかった。 

ある冬の日、男の子の母さんが我が家に駆けこんできて母に言った。「いま、うちに誰も

いないのよ、ニーナを二時間ほど貸してもらえない? ピローグ (訳注・ロシア風パイ)を焼

こうと思って。粉を練ってる間、ヴィーチャと遊んでてもらいたいの」大きなウールのシ

ョールですっぽりくるまれ、フェルトの長靴を履かされて出発した私は、五分後にはもう

ヴィーチャの遊び相手をしていて、小母さんは粉を練っていた。あの頃、私たちぐらいの

家庭環境の子供には玩具らしい玩具がほとんどなかった。でも私たちはありとあらゆるお

話を考え出して遊び、時には奇想天外な空想力を発揮することもあった。私とヴィーチャ

はこのとき列車ごっこを思いついた。台所から腰掛けを持ってきて逆さにして並べると、

長い列車ができた。もちろん機関士はヴィーチャで私は乗客。ところがしばらくするとヴ

ィーチャは、腰掛けで高いお山を作ってその上に登りたいと言い出した。私たちは腰掛け

を二つ重ね、ヴィーチャは私の手を借りて「お山」の頂上によじ登ったが、上の腰掛けに

またがると、突然今度は騎手になって馬を駆けさせようとした。「やめて! だめ! だめよ! 

落ちるわ!」私は必死になって叫んだがすでに遅かった。上の腰掛けが滑って、坊やはワー

ンと泣きながら、大きな音をたてて腰掛けもろとも墜落した。ヴィーチャの母さんが飛ん

できて、肘まで練り粉まみれの手で息子を抱き上げた。ヴィーチャの口元から血が流れ、

噛み切った舌の先がぶらんと垂れ下がっていて、髪の毛一本ほどでようやく繋がっていた。

私は仰天して泣き出し、坊やの母さんのマルーシャ小母さんは人が変わったような声で「ニ

ーナ、早く、救急車を呼んできて!」と叫んだ。そこにもう騒ぎを聞きつけた近所の人たち

が駆けつけて、誰かがすぐに救急車を呼んだ。ヴィーチャは毛布にくるまれて病院に運ば

れていき、私は泣きどおしで家に駆け戻り、何もかも母に話した。母は、腰掛けを二つ重

ねたそんなぐらぐらした所にどうしてヴィーチャを登らせたの、と私をひどく叱った。で

もやがて「もう泣かないで、安心しなさい、舌には骨が無いからね、きっと病院で縫って

くれるよ。舌はくっつくのが早いの。病院に着くまでに無くさなきゃいいんだけど」と言
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ってくれた。 

母の言った通りだった。ヴィーチャは舌を縫ってもらった。ほどなく退院してくると、

得意満面で近所中の男の子たちに縫った痕を見せて歩いた。酷寒の中で舌を突き出したま

ま外を歩き回り、どんな大変な目に遭ったか、自慢しまくった。ヴィーチャは男の子たち

の羨望の的になり、そのあとしばらくの間、アパート中がこの珍事件の話でもちきりで、

外科医の腕をほめちぎった。ヴィーチャの両親も姉さんも、一度だって私の責任を口にし

たことはなかった。私はこれまでどおり、あの家の人たちが仕事で留守の時にはよくヴィ

ーチャの相手をしたし、私の母とヴィーチャの一家は仲良くつきあいつづけた。この関係

は今も変わらずに続いている。マルーシャ小母さんは二年前に亡くなったけれど、母は小

母さんの娘とも、ヴィーチャともつき合いを続けている。ヴィーチャは建築大学を卒業し

て建築技師になり、長年モスクワで住宅建設の仕事をしているが、つい最近お祖父さんに

なった(孫が生まれたのだ)。 

 

●岩田昌征 

例えば『気に染まぬシベリア行き』なかで、主人公は、シベリア流刑からモスクワに戻

ってきたとき、国家に対して住宅を要求し、国家はこれに応える。多くの人は、ソ連では、

「国家が人々を弾圧し、日常生活のすべてを管理していた」というイメージを持っている。

国家は人々の生活を管理もするが、シベリア帰りの異論派の人にも住宅を世話する責任を

持つ。 

実態を見ずに「国家資本主義で資本の論理が貫徹していた」などと言うのは机上の空論

だ。 

 

司会（矢沢） ユーゴスラヴィアの場合は? 

 

岩田昌征 資源の配分の方式は、国家によるか、市場によるか、労働集団間の協議によ

るか、しかない。ユーゴスラヴィアの場合は、国家ではなく、労働者自主管理による配分

をしようとしたが、［全体としては］うまくいかなかった。 

労働者自主管理がうまく機能した場合もある。 

私の妻はセルビア人で、ユーゴスラヴィアでは昔のブルジョアの屋敷の一室に母親と一

緒に住んでいた。東京に来たとき、ユーゴスラヴィアに母親を残してきた。住宅が心配だ

ったが、ユーゴスラヴィアでは、住宅は労働者集団が管理しており、母親に新しい団地の

1LDK の住宅を見つけてくれた。 

労働者自主管理は、（いいかげんになる場合もあるが）自主管理に喜びを感じて一所懸命

にやる場合もある。 

当時、企業長が優先的に住宅を取得して、別荘も持っていて不公平だと批判したことも
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あった。そのように言った人が、「資本主義に転換したあとは、何十軒も住宅を持つ者が現

われた。いま、資本主義になってから振り返ると、社会主義時代の良さがわかった」と言

う。 

 

▲伊藤 岩田さんからはユーゴスラヴィアに行くべきだと言われたが、行かれなかった。

当時、さまざまなタイプの違う社会主義が併存していた。それらを見ていく必要がある。 

 

●新﨑博昭 :  

集権型の制度は、社会主義国家であれ、資本主義国家であれ、官僚主義の横行を避けら

れず、避けられないことは、日本や中国･ソ連でも明らかだと思われます。そこで、消費者

の立場での市場原理はある程度許容しつつ、一方で、公共的な部門では分散的公共化、あ

るいはチェック機能の働く政策決定が望まれるのではないでしょうか? 

コロナ禍で、中小店舗経営者の困難と逆に、起業意識の高さに気付かされます。プルー

ドンは所有の否定とともに中小企業の支援もかなりやってます。伝統的な職能が最近見直

されています。最近若い人の起業が旺盛。こうしたものまで「私的所有はダメ」と言って

は、これからの社会は成り立たない。個人の人格を認める形で、起業や中小企業を認める。

野放図にやってよいということではなく、中世の「座」や現代的には生産者協同組合のよ

うなかたちで統制する。所有の国家化ではなく、個々の所有･経営を認める。そうした労働

の位置づけも社会主義のあり方として重要ではないか? 

産業革命時の「フォーディズムによる大量生産と分業」ではない形の労働のとらえ方も

必要ではないか? 

職能的伝統的な工芸･商品生産もありうる。アート的な生産も注目されている。 

 

▲伊藤 20 世紀を振り返ると、帝国主義にはじまり、国家が重視された時代だった。国

家を中心に問題解決する。社会主義もそうだ。ニューディールは国家が経済を実現する。

これに対抗したファｼズムは国家が軍事国家として統制を強化した。いずれも国家主導で、

20 世紀は国家主義の時代と言える。 

 高度成長期までの資本主義は、ファシズムは負けたが、ニューディールの国家管理的資

本主義とソ連の国家型社会主義が［生き残って、第二次大戦後］対抗していた。 

 その後登場した新自由主義は、経済のグローバル化･情報化の中で国家が経済を統制し

きれなくなり市場に委ねる、という形で出てきた。新自由主義は「資本主義は本来、国家

に依存しなくても市場に依存してやっていける」という考えだ。 

 その新自由主義が行き詰まった。これからどうするか。国家にもう一度出てきて救済す

べきだ、という声が、非正規雇用者等からある。 

 

 これにたいして、新崎さんの言うように、国家でも市場でもないやり方があるのではな
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いか。マルクスの言っていた協同組合（協力 Cooperation）工場の可能性だ。ポランニーは

『大転換』を書く前、1920 年代オーストリアの「赤いウィーン」の社会民主党政権の実験

で、新古典派経済学にもとずいて、一種の協同組合社会主義論を考えていた。これは、新

崎さんの言う社会主義の構想に近い。ポランニーの社会主義論は、『大転換』を書いたあと

も変わっていなかったとポランニーの娘さんから聞いた。 

 経済システムを、①国家、②市場、③私的個人ないし世帯、の三つの要素にたいして第

4 の協同組合などの社会的連帯組織も加えて、その組み合わせでこれからの社会主義の可

能性を考えることは大切だと思います。 

 ソウル市では、市がこうした運動を支援している。 

 

●寺沢:  

伊藤先生がおっしゃったソウルでの第三の協同経済主義は、すでに日本では賀川豊彦や

妹尾義郎のキリスト教協同主義や仏教社会主義でもおこなわれていました。私はどうして

もロンドン大の森嶋通夫さんがよく言っておられたマルクスの人間観の問題があるのでは

ないか。ふかくいえば唯物弁証法哲学に根本的な人間観の欠陥あるのではないかとおもい

ます。伊藤先生はどうおもわれますか。 

 

▲伊藤 

とても深い問題で、私も関心を持っている。マルクスは一方で人間の主体性を重視して

いるが、他方、唯物史観では、生産力の発展、つまりモノを重視している。 

私は、唯物史観を、モノ重視から人間重視に読み替えていく必要があると考える。 

［寺沢さんの言うように］教会の役割を見直すこともその一つだ。 

 

●岩田昌征 

質問です。共産党時代のノーメンクラツーラの多くが移行期資本主義において、資本家

に転身したと信じられている。しかし中欧に関しては、かかる主張は実証されていない。

彼らの絶対多数にとって、体制転換は彼らのキャリアの終了であって、社会的地位は下落

した。それに対して、かつてのハイランキングディシデンツ［異論派知識人］、ヒューマニ

スト（人文主義者）、ヒュマニタリアン（人道主義者）のかなりが、外国資本に奉仕する新

買弁に転生した。リトアニアの高名な学者ゼモマス・ノルクスは、On Baltic Slovenia and 

Adriatic Lithuania（2012 年 pp.119－120）で以上のように批判しています。 

伊藤先生は、北米西欧の知識人との交際が広いですが、ノルクスが指摘しているような

人文知識人の買弁化を目撃したことがありますか。 

 

▲伊藤 ソ連･東欧が資本主義化したときの知識人の行動を見て、知識人のあり方の難

しさを感じた。党改革･市場改革を先導しようとして外された知識人もいれば、岩田さんの
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言う「買弁的」な知識人もいた。運･不運もあった。あのブルスでさえ、最後は『マルクス

からマーケット（市場）へ』と言いだした。「社会主義をよくしよう」として流された可能

性もある。学問の難しさを感じた。宇野派のように「学問と政策を区別する」のがよいの

かもしれない。 

 

■参加者のアンケート回答から 

●高原浩之 

［2］（１）（２）をまとめて 

当日の発言を整理し説明しておきます。 

①｢現存社会主義｣とは｢自称社会主義｣であるようですが、実は社会主義かどうかをあ

いまいにする表現です。歴史学的にも経済学的にも、結論を言い切るべきです。 

社会主義と言っているのは国家資本主義である。20世紀の後発資本主義は、２つの国

家資本主義(官僚制国家資本主義との開発独裁)で推進された。ロシアも中国も革命はブル

ジョア革命に終わり、資本主義化した。こう見るべきです。 

機械制大工業に基づく生産と経済を管理し運営する必要から官僚が台頭した。この官僚

主義によって国家所有は官僚制国家資本主義に変質し転化した。工業化と農業集団化は農

民の収奪による資本の本源的蓄積になった。 

②歴史は混迷していない、前進している。工業化と資本主義化が、周辺でも、しかも

移植に止まらず内在的な成長と発展で達成され、したがって世界的に達成された。グロー

バリズム。そこで、矛盾(格差の拡大と貧困の蓄積や地球の自然環境の破壊など)が蓄積さ

れ発展し、そこから社会主義革命が展望できる。こう見るべきです。 

③｢党･国家の特権的官僚層が、その地位を教育･昇進制度をつうじ、世襲的に確保し再

生産する支配階級に転化し、新たな階級社会を形成した……｣(スウィージー)。｢新しい階

級社会｣とは何でしょうか？ 

 生産手段を独占した官僚が階級化して、生産手段から分離した労働者階級を支配し搾取

している。官僚制国家資本主義。こう規定するべきです。 

 ソ連は、先発資本主義･帝国主義に包囲され、戦時経済、｢計画経済｣=統制経済でした。

現在の中国は、基幹の官僚制国家資本主義が政治的支配を維持しながら、市場経済化し、

私的資本主義を出現させていますが、ソ連はそう進む前に崩壊しました。 

④ユーゴスラビア。消費における労働者階級の共同性がどんなに発展しても、社会主義

とは言えません。生産はどうなっていたのでしょうか？ 

ミロヴァン･ジラスの『新しい階級』は早くも 1957年です。個々の企業は労働者の自

主管理であったとしても、国全体の生産と経済は官僚が管理し運営していたのではないで

しょうか？  

⑤追加。ソ連･東欧体制の崩壊は、社会主義の崩壊ではなく、ソ連帝国主義の崩壊で
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す。ドイツとロシア、２つの帝国主義の支配で、東ヨーロッパのブルジョア革命は西ヨー

ロッパに１～２世紀も遅れましたが、やっと達成され、民族の独立と国家の主権を達成し

ました。だから、今、ウクライナはロシアの侵略に抵抗し、ポーランドなど東ヨーロッパ

は支援しているのでしょう。 

 


