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誰が維新を支持しているのか？ 

左からの現状打破のビジョンは？ 
—— グローバル化・ポピュリズム・維新 

 
 
 
 
 
 
参院選に突入しています。どうなるでしょう？現時点では、様々な問題がありながら、自

民や維新が優勢と言われています。 
世の中の多数の人びとが、自民や維新を支持している。これが実情です。一体、どういう

人が支持しているのでしょうか？不祥事だらけの維新がなぜ支持されるのでしょうか？ 
自民や維新を支持する人たちは「何も考えていない」のでしょうか？「現状に満足してい

る」のでしょうか？あるいは全体が「保守化している」のでしょうか？ 
私たちからすると、どうなっているの？という気持ちにもなります。 
しかし、私の知る限り、そういう人びとが、経済や政治の現状や生活の先行きに不満と不

安を抱えています。そして、いろいろ考えながら、「現状を打破するビジョン」を求め、そ
れを感じさせるのが、左派・リベラル政党ではなく、自民や維新の方だと見ているのだと思
います。 
私たちに、「現状打破の対抗ビジョン」はあるでしょうか？改憲問題などもありますが、

焦点は経済問題です。人びとの不満・不安に応え、説得的で論争に耐えうる経済ビジョンで
す。 
「誰が支持しているのか？」「左の現状打破ビジョンは？」をめぐって、次ページの骨子

で問題提起をさせていただき、討論を通して展望が垣間見えればと思います。 
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【Ⅰ】誰が維新を支持しているのか？ 

 

〖一〗用語の定義：ポピュリズム／ファシズム／維新 

 
 筆者の理解で、用語の簡単な定義を示しておく。 
 
▼ポピュリズムとは： 

・既成政党や左翼や労働組合に代表されなかった普通の人びとの不満・不安が、権威主義的
な人格によって代表される政治現象。 
 
▼ファシズムとは： 

・資本主義化・近代化の進展が、社会の共同体的な要素を破壊・解体し、バラバラ化する。
その事態を嘆き、その元凶が資本主義と共産主義にあるとして、反資本主義かつ反共産主義
を掲げて、幻想的な共同体を追い求める疑似革命的な大衆運動。 
 
▼ポピュリズムとファシズム： 

◇ポピュリズムとファシズムは等置できない。 
◇ポピュリズムは、政治の現象形態を指しているのであって、その政治内容は問わない。ま
た、様々なバリエーションがあり、幅広い概念である。 
◇ファシズムは、共同体の解体を嘆き、幻想的な共同体を追い求め、そして、反資本主義か
つ反共産主義を掲げ、疑似革命的であるという内容的な規定性がある。 
・とはいえ、ファシズムが、ポピュリズム的な現象形態をとって登場することはままある。 
 
▼維新は： 

◇ポピュリズム。 
◇では、維新はファシズムか？ 
・上のファシズムの規定からすれば、維新をファシズム規定するのは早計だろう。 
・ただその要素は孕まれている。 
 
 

〖二〗サイレント・マジョリティ 

 
まず、「維新を支持しているのは誰なのか」「どういう意識なのか」という問題について考
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えたい。というのは、私たち左翼が従来、期待し想定してきた「労働者階級人民」という捉
え方には当てはまらない人びとが、政治を動かし始めているからだ。左翼の側のステレオタ
イプな見方を反省的に改める必要があるということだ。 
 
▼一人負けの日本 沈む大阪 

まず、日本経済および大阪経済
がひどく悪いという事実を認識す
る必要がある。日本経済はいわば
一人負け状態。世界が停滞基調だ
から日本も—ではない。日本経済
の停滞はＯＥＣＤ諸国の中でも際
立っている。欧米諸国では、この 20
年間で名目ＧＤＰ（国内総生産）が
２倍程度になっているのに、日本
だけは横ばい（右図 1）。原因は、経
済のグローバル化への一方的な追
随と、「構造改革」という追い打ち
だ。 
さらに、停滞する日本の中でも

厳しい状況なのが大阪だ。グロー
バル化によって東京一極集中が進
んだ上に、関空などの大規模事業
がことごとく失敗した結果、いわばラストベルト化しつつある。ここに、維新現象が大阪で
生じる経済的根拠がある。 
  
▼経済的な不満・不安 

 沈下する大阪で暮らす多くの人びとが、経済的不安・不満を抱いている。たしかに、多く
はまだ生死にかかわるような危機的な貧困ではないかも知れない。しかし、「以前より暮ら
し向きは悪くなっている」「景気がちっともよくならない」「将来がとても不安だ」と大多数
の人びとが感じている。 
しかも、この人びとは、元来、声高に何かを要求したり、運動や政治に参加したりするこ

とから縁遠かった層だ。まして、左翼運動・労働組合運動などと出会うことはなかった。そ
ういう人びとを、サイレント・マジョリティ 2（声なき多数派）と呼ぼう。要するに、ごく

 
1 出典：ダイヤモンド・オンライン 中野剛志 2020.4.3 
2 サイレント・マジョリティ：アメリカのニクソン大統領が、1969 年に演説で、ベトナム反戦運動の広
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普通の労働者・事業者・住民だ。 
  
▼ポピュリズム 

この間の顕著な変化は、この声なき人びとが政治の場面に登場してきたことだ。ポピュリ
ズムである。それは、「既成政党や左翼や労働組合に代表されなかった普通の人びとの不満・
不安が、権威主義的な人格によって代表される政治」と規定できる。 
注意したい点の第一は、維新という政党の極反動的な性格と、それに「代表された」サイ

レント・マジョリティの心情や声が、単純に同一ではないということだ。両者を区別してと
らえる必要がある。 
第二に、トランプ現象というように、ポピュリズムを「現象」と捉える点だ。それは、ト

ランプや橋下の人格や言説にポピュリズムの本質があるのではなく、それを押し上げてい
るサイレント・マジョリティの心情や声にこそ、その本質があるという見方である。だから
また、橋下や吉村の言説や失策を叩くだけでは、サイレント・マジョリティに反発はされて
も響くことはあまりない。 
第三に、ただ維新の特異性にも留意する必要がある。ポピュリズムが世界的な現象となっ

ており、多くの場合、主流政治が新自由主義政策推進であるのにたいして、それを批判する
形で台頭している。ところが、維新の場合、主流政治の新自由主義政策の不徹底を批判する
ことで支持を集めている。 
  
▼何を訴えている？ 

 では、サイレント・マジョリティの声はどういうものか？ それは、階級的であるか否か
という単純な二分法で両断できるようなものではない。 
一つは、「日本の一人負け」「沈下する大阪」にたいするいら立ちである。しかも、既成の

政治家も、経済界も、中央官僚も、地方行政も、日本や大阪の現状を真剣にどうにかしよう
と考えているように見えないし、その気概も能力もあると思えない。ただ自分の地位や権益
を維持しようとしているとしか見えない。そこに不信を抱いている。 
また、サイレント・マジョリティは、今日明日の生活が困っているから「何とかしてくれ」

と訴えているのとは違う。そうではなく、もっと全体的な危機打開のビジョンを求めている。
（先回りすれば、この点が左翼の主張や維新批判に欠けている点だ） 
もちろん、このようないら立ちが、絶えず、中国や韓国にたいする排外的対抗心や、マイ

ノリティにたいする差別的反感に転化していることも事実。それを見据える必要があるの
は当然だ。 
二つは、資本のグローバル化の下で、国家が機能不全に陥っていることにたいする憤り、

 
がりに反発して使った用語。ポピュリズム問題・維新問題では、森田長太郎『経済学はどのように世界を
歪めたか』。 
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また、行政組織（とくに地方自治体の）が、自分たちとはかけ離れた疎遠な存在として、官
僚化・細分化・事務処理化していることにたいする不信である。 
一面では、そこには、現状の民主主義制度の官僚主義と代行主義にたいする批判が孕まれて
いる。しかし他面では、「役所」を、自分たちの不満・不安をぶつける対象にしているのも
事実。 
そこに付け込んでいるのが維新だ。行政組織を格好の「仮想敵」として攻撃することで、

人びとを白紙委任のポピュリズムへと誘導している。 
官僚制・代表制を超える民主主義のビジョン、共同体自治、人民主権の回復ということが

求められていると受け止めるべきだ。 
今一つ、本稿の趣旨から強調したいのは、左翼運動・労働組合運動が、自分たち（＝サイ

レント・マジョリティ）のことを「異物」のように見ていることにたいする不信である。こ
れは次の〖三〗で検討しよう。    
 
 

〖三〗「維新支持者はタワマン族」か？ 

 
▼左翼の冷笑的態度 

というのも、前線で奮闘する活動家の中に次のような見解があるからだ。曰く—— 
「維新支持者は貧困層を憎悪するタワマン族」（大学教授） 
「維新支持者の頭の中は『お花畑』」（自治体議員） 
言うまでもなく発言者個人を槍玉に挙げたいわけではない。こういう会話が左翼の間で

日常化しており、そこに、むしろ、私たち左翼の直面する問題が突き出されていると感じる
からだ。 
 問題点を列挙しよう。 
 ａ．「維新支持者は『タワマン族』『お花畑』」というが、まず、事実なのか？真偽は、直

接、維新支持者と落ち着いて会話をすればすぐに分かる。そういう会話が成立しない・
する気がないという関係になっていることが窺われる。左翼の側から分断を促進・固定
してしまっている。 

 ｂ．「タワマン族」を持ち出す心理だ。「庶民の味方だ」と自負する左翼にとって、「庶民
が維新を支持している」事態を見据えたくない。そこから、「タワマン族」という虚構
の解釈を持ち出して自己納得しようとしている。しかし、それは「仮想敵」を攻撃する
維新のロジックの裏返しでしかない。 

 ｃ．「お花畑」とは、「維新支持者は、左翼の訴えに耳を貸さず、自分の首を絞めるような
政策を支持する自業自得の人びと」という意味だ。そういう見下しと突き放しが左翼の
側にある。しかし、「左翼の訴えに耳を貸さない」のは、果たして維新支持者の側の問



7 
 

題なのだろうか。左翼の側に問題はないのだろうか。自分の主張は正しく、それに耳を
貸さない者は「自業自得」とするのは左翼の傲慢と独善だ。 

 ｄ．維新支持者を「タワマン族」「お花畑」と規定することで、ここから一体どういう方
針がでてくるかだ。「階級的」に「矯正」するか。それとも「階級敵」として「粉砕」
するのか。危険な態度が生じかねない。 

  
▼経済全体をどうする？ 

以上の何が問題なのか。一つは、左翼が想定してきた「労働者階級人民」観の問題性だ。
二つは、活動家の日常世界・人間関係が、仲間内だけの狭く同質的な意識に閉じていて、普
通の人びととの関係や感覚を共有できなくなっている問題だ。三つは、これが一番大きいと
思うが、経済問題である。 

グローバル化の中で、国内経済のパイが縮小する一方、グローバル資本だけが利益を奪い
去り、残りカスを巡って人びとが競争させられている。「成長戦略」というのに、経済は一
向に好転しない。そういう中であがいている人びとが、「私が苦しいのは、規制に守られて
権益を得ている連中のせい」といった悪感情（ルサンチマン）に囚われる。そして、「規制
に守られている連中」をムチ打つ「痛みを伴う改革」「身を切る改革」を支持したい気持ち
に駆られる。 
だから、問題の中心は、「グローバル化」であり、「経済の縮小」と「グローバル資本によ

る利益の略奪」であり、「残りカスを取り合う経済政策」なのだ。この原因・構造・からく
りを解明し、対抗ビジョンを提示していく必要があるのだ。 
しかし、ここで私たち左翼自身がそもそも「経済全体をどうする？」という立場で考えて

いないし、だから「人びとがなぜ維新を支持するのか？」もつかめない。対抗ビジョンも示
せない。人びとに伝わるのは、現状維持と冷笑的な態度だけ。それが、人びとをポピュリズ
ムの側に押しやる一つの要因になっている。 
  
▼誰がナチスを支持したのか？ 

「誰がナチを支持したのか？」という問題は、ナチスが台頭しはじめた当初から、さらに
戦後は責任問題として、大きな論争になってきた。そして、「労働者階級はナチスを支持し
ていない。支持しているのは中間層だ」という見解が長らく支配的だった。しかしこの見解
は、単に事実誤認に留まらない大きな問題があった。 
第一次大戦後のドイツでは、敗戦と賠償問題、ヴェルサイユ体制とワイマール体制、その

下での労働者の屈辱と窮乏があり、「ドイツをどうする？」という大局的な選択が大きな争
点となっていた。そして、労働運動の内部で、マルクス主義者とナチスが競り合っていた。
労働者は両者の間を振動・交錯していた。 
そういう中で、マルクス主義者は敗北した。敗因は、テロルでも反ユダヤ主義でもない。
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マルクス主義 3が想定してきた階級観ないし「階級社会」というとらえ方が誤っていたこと、
そして「ドイツをどうする？」という大局的な選択において、ビジョンを示せなかったこと
だ。そのために、労働者をナチスの側に追いやってしまった。4 
「ナチス支持は中間層」という見解は、労働者の不満・不安がナチスを押し上げていった

事実、そして、マルクス主義の主張が労働者を獲得できなかった事実、マルクス主義の敗北
とその欠陥という問題を見据えずに糊塗する欺瞞でしかない。 
１００年前の構図が再帰している。問われているのは私たち左翼の側である。（なお、ポ

ピュリズムとファシズムは単純に等置できない。また、現時点で、維新をファシズム規定す
るのは早計である）。 

 
 

〖四〗ポピュリズムはむしろ資本主義の常態 

 
現代は、資本のグローバル化と国家の機能不全、ポピュリズムの時代である。そして、左

翼が従来、期待し想定してきた「労働者階級人民」という捉え方が通用しない時代である。 
しかし、実は、そもそも資本主義社会はポピュリズムが常態＝ノーマルと見た方がよいと

考える。 
 
▼階級支配か、物象の支配か 

伝統的マルクス主義は、マルクスの理論を何よりも、資本家と労働者の対立と闘争の理論
として理解してきた。しかし、『資本論』が明らかにしているのはそういうことではない。 
誤解なきように言えば、資本主義社会を支配しているのは、資本家ではない。資本家は、

資本という「物象」を表象する人格に過ぎない。支配しているのは物象である。 
物象とは、商品・貨幣・資本などであり、人間労働の社会的性格を対立的に反映している

非人格的な実体だ。資本主義社会においては、諸個人は、直接に関係を取り結ばないバラバ
ラな存在であり、物象を媒介にしてはじめて関係が成立する。こうして、労働者や資本家で
あるバラバラの諸個人を、物象による支配が貫いている。そして、資本家も賃労働者も、物
象に引きずり回され、価値増殖過程に放り込まれ、搾取し・搾取されている。だからたしか
に、賃労働と資本が矛盾し、資本家と労働者の対立が闘争として展開されるが、その矛盾と
対立を貫いて、物象が支配しているのである。根本的に対立しているのは、物象による支配

 
3 本稿で言う「マルクス主義」とは、批判的な意味で、伝統的マルクス主義を指す。レーニン「マルクス
主義の三つの源泉と三つの構成部分」「カール・マルクス」、さらにはソ連邦科学院経済学研究所著『経済
学教科書』で展開される理論。 
4 原田昌博『ナチズムと労働者―ワイマル共和国時代のナチス経営細胞組織』 
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と、人間社会の社会的生産である。 
資本主義以前の社会では、経済的支配が、例えば、封建領主－家臣－農民というように、

人格的な支配関係として貫かれていたが、対して、資本主義社会における経済的支配は、人
格的性格を持っていない。個々の労働者は、特定の資本家に人格的に従属しているわけでは
ない。「資本家が、労働者を階級支配している」という捉え方は、資本主義以前の「領主が
農民を支配している」という人格的な支配関係を、そのまま資本主義の中に延長させてしま
った捉え方であり、「バラバラの諸個人」と「物象による支配」という資本主義の画然たる
特徴を捨象してしまう誤った捉え方なのだ。 
 
▼大衆社会 

19 世紀末から 20 世紀初頭にかけて、資本主義化・近代化の進行の中で、「バラバラの諸
個人」と「物象による支配」という資本主義の特徴が全面化していく。 
そういう事態の把握を巡って、社会学の側から、バラバラの諸個人の集合である「大衆社

会」という問題が提起され、「大衆社会なのか、階級社会なのか」ということが議論になっ
た。 
あるいは、ベルンシュタインの修正主義の提起が大問題になった。また、グラムシのヘゲ

モニーという提起も、こういう文脈の中で捉えるべき問題であっただろう。そして、アーレ
ントが喝破したように、この大衆社会が一定の過程を経て、ファシズムを生み出した事実だ。 
つまり、「社会が二大階級の対立に分解・整序されていく」のではなく、〈「バラバラの諸

個人」×「物象による支配」＝「大衆社会」〉というあり方が、資本主義社会なのだ。 
そして、ポピュリズムは、「バラバラの諸個人」と「物象による支配」という資本主義の

基本的なあり方に規定された政治現象なのだ。 
 
▼むしろ戦後が特異で例外的 

ところが、20 世紀前半から、第二次大戦を挟んで 1980 年代頃までの一時期は様相が少し
違った。 
まず、資本主義の産業構造が、集中メインフレーム 5型として発展し、大工場で大量生産

が行われる中で、工場労働者が同質的・集団的に形成され、経済的・社会的・政治的に「階
級」として顕在化してくるということが進んだ。 
それだけではない。特に第二次大戦後、経済成長と分配の経済政策があり、そして、「冷

戦」下の左・右（保守・リベラル）の対立があり、それらがある種の社会装置として機能し
ていた 6。バラバラの諸個人を——直接に関わるか否かに関係なく——右か左かという一定
の政治的傾向に分岐させ、対立構図をつくり出し、それを基盤に、政党・労働組合・社会団

 
5 【Ⅵ】脚注 
6 益田肇『人びとのなかの冷戦世界』 
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体の運動が展開されてきた。「労働者階級」の時代であった。 
しかし、それは、戦争や「冷戦」という条件下の特異で例外的な事態であったと見た方が

いいだろう。〈「バラバラの諸個人」×「物象による支配」＝「大衆社会」〉が常態＝ノーマ
ルなのだ。つまり、グローバル化の中のトランプ現象、維新現象をはじめとするポピュリズ
ムこそが常態なのだ。 
したがって、サイレント・マジョリティとポピュリズムに向き合うために、戦後から 80

年代頃までの左翼の「運動経験」「成功体験」、それと一体の「階級観」を整理した方がよい
と考える。  
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【Ⅱ】グローバル化と戦争とポピュリズム 

 

〖一〗グローバル化とは？ 

 
ポピュリズムの台頭が、グローバル化と密接に関わっていることを【Ⅰ】で指摘したが、

「グローバル化とは何か」という点をここで概観しておきたい。 
 

▼公式見解 

とりあえず、日本政府の公式見解を一瞥しておこう。 
「一般に、グローバル化とは、資本や労働力の国境を越えた移動が活発化するとともに、

貿易を通じた商品・サービスの取引や、海外への投資が増大することによって世界における
経済的な結びつきが深まることを意味する」（内閣府 HP） 
ごく表面的な現象を捉えればこうもいえるが、これでは本質的な意味が見えてこない。 

 
➊資本の蓄積運動のグローバル化 

まず、第一に、資本の問題であり、資本のグローバル化であり、何よりも、資本の蓄積運
動のグローバル化である。 

1980 年代頃までの資本の蓄積運動（利潤の拡大運動）は、基本的に、国民経済の枠組み
に収まってきた。もちろん、資本輸出や海外投資、多国籍企業化ということは古くからある
が、しかし、やはり、国民国家を総括軸に、国内市場を基盤にして、国家の規制を受け入れ
ながら、蓄積運動を展開してきた。 
グローバル化とは、資本の蓄積運動が、国民国家の枠組みを振り払い、国民国家の制御を

脱却して、グローバルに、つまりボーダレスに展開するということだ。ここには大きな転換
がある。 
 
➋グローバル資本 

 第二に、資本の性格が変貌である。 
資本と言えば、従来、産業資本か、銀行資本か、あるいはそれらが融合した金融資本か、

という捉え方だった。 
しかし、「株主資本主義」「金融経済の肥大化」と言われる現象の中で、今や、資本の主流

が、「グローバル資本」と規定すべき性格の変貌を遂げている。 
グローバル資本とは、実態的には、投資ファンドや機関投資家など、主に海外投資家。国

家の規制を受けず、ボーダレスに展開し、資本の収益率だけを基準に投資先を取捨選択する。
だから、グローバル資本は、投資先の雇用や社会がどうなるか、安全や環境がどうなるかな



12 
 

どに一切関心がない。 
例えば、グローバル資本から圧力を受けてコスト削減を重ねた米ボーイング社は、立て続

けに墜落事故を起こしている。あるいは、サブプライムローンでは、中低所得層の生活を借
金のカタとすることがグローバル資本の収益源となっている。挙句は、デリバティブに象徴
されるマネーゲームである。 
また、グローバル資本の要求は常に「株主の利益最大化」ないし「企業価値の最大化」で

あり、それが投資を受け入れた企業の経営者の役割であり、それができない経営者は株主＝
グローバル資本によって解任される。そして利益は、海外＝タックスヘイブン（租税回避地）
に持ち去る。 
◆高利資本的性格 

グローバル資本の性格は、高利資本である。 
資本市場の規制緩和により、グローバル資本市場が誕生し、マネー（架空資本：株式、債

券、証券など）が大量に解き放たれ、従来の利子生み資本（商業銀行など）に代わって、高
利資本が資本市場のヘゲモニーをとっている 7。 
高利資本と利子生み資本はその性格を大きく異にする。 
近代の利子生み資本は、信用制度の下で（社会的生産を媒介する）現実資本に管理され、

現実資本の蓄積を促進する金融（資本配分の最適化）を担ってきた資本だ。 
対して、高利資本は、借り手の弱みに乗じて高い利率を課すなど、略奪的な手法で蓄積を

行う資本で、もともと近代以前に活動し、封建社会崩壊の一端を担った。高利資本は、社会
的生産に何の関心もなく、その破壊をもって蓄積する資本である。そういう性格の資本が、
再び、近代の最後に登場してきたのである。 
グローバル資本とは、このような高利資本の性格を強く持った資本である。前近代と同様、

高利資本は、社会的生産の破壊をもって蓄積するものでしかない。 
このような高利資本的な性格のグローバル資本が主流になっていることは、むしろ、逆説

的に、生産の社会性と、資本による社会的生産の限界性を露呈しているということができる。 
 
➌労働力のグローバルな取捨選択 

第三に、グローバル化の最大の特徴は、「労働力のグローバルな取捨選択」8ということに
なる。上でグローバル資本は、国家の規制を受けず、グローバルに展開し、資本の収益率だ
けを基準に投資先を取捨選択すると述べたが、まさに、その観点から、グローバルな賃金格
差を見ながら投資先を選択するのだ。 
その選択の当然の結果として、相対的に高賃金の先進国労働者を切り捨て、低賃金の新興

国労働者に取り換えるということになる。これにより労働コストが下がり、資本の収益率は

 
7 榎原均「階級闘争の理論から陣地戦の理論へ」（『季刊・唯物論研究』第 157 号） 
8 青木泰樹『経済学者はなぜ嘘をつくのか』 



13 
 

向上する。もし、投資先の収益率低下が予想されれば、直ちに別の投資先へ移動する。資本
は、投資先の経済や社会がどうなるかに何の関心もない。 
ところが、特に先進国の労働者は、生活基盤のある国を離れることはほぼできない。つま

り、グローバル資本の「労働力のグローバルな取捨選択」によって、先進国の労働者・事業
者・住民が捨て置かれることになるのだ。 
  
➍グローバル覇権の拡大 

第四に、「資本のグローバル化」にたいして、政府が推進する「政策としてのグローバル
化」がある。 
 グローバル化を主導しているのは、資本であり、資本の蓄積運動のグローバル化である。 
ただ、今日、グローバル化は、アメリカン・グローバリズムと言っても差し支えないほど、

アメリカの国策として推進されてきた面が強い。だしかにそうだが、しかし、グローバル化
を主導してきたのは資本であって、政府はその動きに突き動かされ、振り回されながら、そ
ういう政策を採用してきたのである。 
アメリカの政策としてのグローバル化は、アメリカの覇権と一体であり、イラク戦争など

の侵略戦争と不可分であった。グローバル資本の自由を至上の価値とし、グローバル・スタ
ンダードとして押し付け、各国市場をこじ開け・破壊し・席巻する。軍事的な覇権の拡大と
資本のグローバル化が相互に促進し合いながら、世界をアメリカ化する勢いで、アメリカの
覇権のグローバルな拡大を推進してきた。 
しかし、資本のグローバル化とアメリカの政策としてのグローバル化が行き着くところ

まで行き着き、行き詰まりに逢着している。そのことを示す内外の特徴は、一方で、連邦議
会乱入事件まで引き起こしたトランプ現象、すなわち、ポピュリズムの台頭であり、他方で、
NATO 拡大というアメリカの覇権拡大に追い詰められたロシアのウクライナ侵略戦争とし
ての対抗である。 
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〖二〗グローバル化と社会 

 
▼エレファント・カーブとポピュリズム 

グローバル化とポピュリズム台頭との関連を端的に示すものが、「エレファント・カーブ」
だ。それは、2012 年に経済学者ブ
ランコ・ミラノヴィッチが示した
グラフである（右図）。グラフの形
が、あたかも鼻を上げた象の姿の
ように見えるため、こうと呼ばれ
る。 
このグラフが示しているのは、

1988 年から 2008 年までの 20 年
間で、先進国の高所得者層と、新
興国・途上国の中間層の所得が大
幅に上昇している一方で、先進国
の中所得者層は、所得を減少させ
ているという事実であった。 
資本の蓄積運動のグローバル

化の結果、先進国では、産業空洞
化、地域経済の停滞、雇用不安、賃金の下方圧力、労働条件の悪化が進んできた。そのこと
を可視化したのがエレファント・カーブだ。そして、このエレファント・カーブが示すもの
こそ、ポピュリズムが台頭している理由なのだ。 

 
 

〖三〗資本の矛盾の全開――極限的な破壊と再生の展望 

 

▼「企業の私的便益と社会的便益の乖離」 

エレファント・カーブが示している問題から、もう少し踏み込んで、グローバル化が社会
にもたらす極限的な破壊性と、それ故の逆説的な再生の可能性という 2 つにして１つの事
柄について見ておきたい。 
◇極限的な破壊性 

「企業が生産拠点を海外へ移転する理由には、比較優位にもとづく利潤最大化行動が背
景にあ（る）…。しかし、当該企業の国内での存在自体が国内経済にある種の外部経済効
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果を及ぼしている場合、生産拠点の海外移転を行うと、一国の経済厚生が低下する可能性
があると考えられる。『空洞化』問題の本質は、こうした企業の私的便益と社会的便益とが
乖離するところにある」（中村吉明・渋谷稔『空洞化現象とは何か』1994 年通商産業研究所） 

「資本の海外進出にともなう『産業空洞化』という事態は、住民の圧倒的部分を占める賃
労働者が生み出した価値である資本が、その賃労働者や住民を切り捨てて、海外に活動の場
を移転することを意味します。…現代の資本蓄積のグローバル化という現象は、空間的に住
民の生活領域を超えるだけではなく、そこでの住民の生活条件そのものを奪い、否定すると
ころまで立ち至っているのではないかと思います」（岡田知弘『地域づくりの経済学入門』増補改
訂版 2020 年） 
「経済のグローバル化が進行した現代においては、［国家や地方自治体の経済政策・地域

政策が］多国籍化しつつある大企業のためなのか、あるいは国民や住民の生活向上のために
再投融資するかという対立軸があるわけです。資本主義社会である限り、国家や地方自治体
が、資本の利益を第一にするか、あるいは勤労者の利益を第一にするかという対立は、常に
存在する基本問題です。ところが、現代では、その対立を底流におきながら、多国籍化して
いる巨大資本の利益を第一にするのか、あるいは日本列島に住んで生活している大多数の
住民や企業の利益を第一にするのかという対立軸が前面に出てきているといえます」（同上） 
◇再生の展望 

「企業の私的便益と社会的便益の乖離」とは、耳慣れない言葉だが、グローバル化という
現局面の本質的な意味を捉えた文言だと思う。 
そもそも、資本とは、価値増殖という「私的便益」で運動し、その運動を媒介にして、間

接的に社会的生産という「社会的便益」をも実現する。あくまでも「私的」だが、媒介的に
「社会的」でもある。だから、資本および資本主義社会は、「私的性格と社会的性格の矛盾
的統一」といえる。また、それ故に、資本主義社会は、絶えず「私的」と「社会的」の矛盾
に苛まれ、その解決を迫られている。それを解決するのが「公共的」総括として国家であっ
た。 
ところが、グローバル化した資本の運動は、もはや、媒介的にも「社会的」ではなく、社

会と自然にたいする破壊者でしかない。まさに、資本の「私的性格」が、その「社会的性格」
から乖離し暴走している。そして、国家の制御を外れて無政府的に暴走する資本の運動を、
もはや国家は公共的に総括できない。 
つまり、資本は、グローバル化において、自己の矛盾（私的性格と社会的性格の矛盾）を

満展開する。そして、そのことが人びとに広く認識される。それは、逆説的に、資本の私的
動機に媒介されていた社会的生産から、その私的性格が引き剥がされて、改めて、人びとが、
自主的に結合し、協働して政治・経済・社会を組織する（＝アソシエーション）条件を、資
本自身が開示しているということでもある。 
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〖四〗物言う株主 

 
ここで、グローバル資本について、イメージをつかむために、「物言う株主」を概観して

おこう。 
 
▼物言う株主とは 

日本では長らく、保険会社、信託銀行などの機関投資家が株式を保有したり、企業同士で
株式を持ち合ったりしながら、企業経営には口を出さない「物言わぬ株主」が主流だった。 
これにたいして、株主としての権利を行使し、企業価値が向上する経営を求める投資家が

「物言う株主」。投資家から資金を集めて高い利回りをねらう投資ファンドや年金基金のほ
か、保険会社などの機関投資家や、電力会社株を保有する地方自治体など。 
つまり、大金持ちの特定個人というより、それも含むが、投資家から集めた資金や、年金

や保険の掛け金が、グローバル資本として運動としているのだ。 
 
▼「しゃぶり尽くし、用がなくなれば捨てる」 

「物言う株主」≒グローバル資本の性格についての言及を紹介する。「生活者投資家」を
標榜し、グローバル資本とは真逆の立場に立つ「さわかみ投信」というファンドの澤上会長
の言だ。（要旨・日経マネー「カリスマの直言」2014/8/24） 

 ・    ・    ・ 
日本の投資家や市場関係者は、外国人投資家が日本株を買ってくれば株価が上がると、も

ろ手を挙げて歓迎したがる。しかしそれはお粗末である以上に、危険でさえある。 
外国人投資家がよくやる売り仕掛けで、日本株市場は頻繁に暴落させられているではな

いか。売りを仕掛けた外国人投資家はドドッと急落した下値で買い戻して、大きな儲けを手
にする。 
今や主流はヘッジファンドをはじめとして短期売買を積み上げて年間の運用成績を競う

投資家である。どっしりとした長期の投資運用ではなく、短期の資金ころがしを専らとする
運用者が大半なのだ。彼らにとっては、投資運用で経済の拡大発展に貢献しようなんて考え
は二の次でしかない。たとえ、「後は野となれ山となれ」の結果を経済や社会に残しても、
「自分らの金銭的収入を最大化させるが勝ち」という論理で押しまくってくる。 
物言う株主や投資ファンドの多くは株式を大量保有し、「こうすれば、配当を増やせるは

ず」「こうやれば、株価はもっと上がるに違いない」と提案する。その最たるものが、もう
かっていない事業部門の売却とか、コスト高となっている工場の閉鎖という要求である。企
業から現金化できるものは全てしゃぶり尽くし、用がなくなれば捨てるといった価値観し
か持っていなくても、表向きは経営の効率化と利益拡大を願っての株主提案と言い張って
くる。 
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◇職場や生活の破壊 

大半の企業にとっては短期的な利益を追求する物言う株主や投資ファンドの株主提案は
迷惑千万である。とりわけ、地方などで雇用を増やそうと頑張っている企業にとって、やみ
くもに「もうかっていないこの工場を閉鎖しろ」とは無体な話だ。株主の利益といわれても、
短期目先張りもあれば、10 年 20 年の長期視野に立ったものもある。しかるに、物言う株主
たちは、企業の持続的発展など全くの無視である。 
彼ら［物言う株主］が荒らしまくった後に、残される人々の生活はどうなるだろうか。会

社の経営が変わってしまって自分が働く工場や事業部門が明日から閉鎖となったらどうす
るか。彼ら［物言う株主］は企業から多額の現金を吸い上げて、後は知らん顔である。まじ
めに働いていた社員やその家族、出入り業者や地域住民にとっては、たまったものではない。 
だから、このコラムでもずっと主張してきているように、「生活者投資家」あるいは「生

活者株主」という新しい概念が重要性を増してくる。自分たちの職場であり生活基盤でもあ
る企業の経営を守り支えていくのは、生活防衛でもあるのだ。 
 ・    ・    ・ 
 
▼売買で６割以上 株式保有比率で３割 

なお、日本の株式市場での海外投資家の比率は、売買で６割以上を占め、株式の保有比率
で３割（2020 年）。日本の事業法人や金融機関、個人などに比べてはるかに多い。 
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【Ⅲ】３０年来の「改革」という虚構 

 
話を前に進めよう。「改革」、例えば「行政改革」とか「都構想」とか、一見、グローバル

化と全然関係なさそうだが、密接に関わっている。維新批判においても柱をなす問題だ。 
 
 

〖一〗「企業は株主に報いる。雇用は考えない」 

 
「改革なくして成長なし」など、この 30 年来、「改革」が叫ばれてきたが、賃金は上がら

ず、経済は停滞したまま。どうして？何を「改革」してきたのか？改めて検討し、維新の位
置も確認しよう。 
「改革」という場合、大きく３つの側面に整理できるだろう。➊雇用重視から株主重視へ

の企業経営の転換。➋賃金主導型から企業利潤主導型への経済政策の転換。➌公的サービス
削減や民営化で、➊➋に対応する行財政制度の転換。以下では主に➊➋に言及する。 
  
➊株主重視へ――経営観の転換 

「企業は、株主にどれだけ報いるかだ。雇用や国のあり方まで経営者が考える必要はない」
（宮内義彦・オリックス社長・当時）、「それはあなた、国賊だ。我々はそんな気持ちで経営をや
ってきたんじゃない」（今井敬・新日本製鉄社長・当時）（朝日新聞取材班『失われた〈20 年〉』） 
雇用重視か、株主重視か。およそ 30 年前（１９９４年）、上のように経済界を二分する論

争があった。そこで株主重視派が勝利を収めることをもって、「改革」が本格化していった。
宮内は、その後、規制改革関連の政府審議会の長を 10 年以上歴任、「改革」をけん引した。 
戦後の企業経営は、経営者が経営を主導し、株主を抑えつつ、雇用や賃金を曲がりなりに

も重視するというものだった。それにたいして、株主重視の経営とは、宮内の言うように「企
業は株主に報いる。雇用は考えない」という経営観だ。これがグローバル化に対応した「改
革」の基本思想であり、新自由主義の核心だ。 
株主とは、投資ファンドや機関投資家など、主に海外投資家（【Ⅱ】〖三〗）。国家の規制

を受けず、グローバルに展開し、資本の収益率だけを基準に投資先を取捨選択しているグロ
ーバル資本。グローバル資本は、雇用や社会がどうなるか、安全や環境がどうなるかなどに
一切関心がない。収益率の観点だけから、労働者保護規制の緩和を要求し、非正規雇用に置
き換え、労働コスト削減を徹底する。株主の利益最大化が経営者の役割で、それができない
経営者は株主によって解任される。 
この 20 年以上、賃金が上がっていない理由は、端的に、グローバル資本が企業を支配し

て利益を奪い、賃金に回さないからなのだ。 
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➋投資家・経営者優遇へ――経済政策の転換 

資本主義は、国家として、経済を成長させる政策が必要だ。それには大別して２つの型が
ある。一つは、「賃金主導型」成長戦略、今一つは、「企業利潤主導型」成長戦略。 
賃金主導型は、賃上げをテコに需要を拡大し、もって企業の利益も拡大し、経済全体の成

長を実現していく戦略。多かれ少なかれ、全体が利益を得るという考え方。そこでは、強い
労働組合や労働者保護規制が大きな役割を果たす。70 年代までは米欧日ともこのような考
え方だった。 
対して、企業利潤主導型は、投資家・経営者を減税などで優遇し、企業活動にたいする規

制を撤廃し、資源を企業に集中し、とにかく企業の利益増大を追求する。そうすれば、やが
て、経済全体も成長するし、労働者にも利益が配分されるだろう（トリクルダウン［したた
り落ちる］仮説 〖三〗）というもの。  

80 年代に、アメリカが企業利潤主導型への転換を開始し、90 年代後半には日本も追随し
た。 
この戦略の中心は、労働者保護規制を緩和・撤廃し、労働組合を弱体化させ、労働者を激

しい競争にさらすことで、労働コストを徹底的に削減することだ。グローバル化は、相対的
に高賃金の先進国労働者を切り捨て、低賃金の新興国労働者に取り換える方向で進むので、
労働コスト削減のムチとして決定的だ。そしてこの戦略の旨味は、企業が技術革新の投資と
努力をせずに利益を増やせるという安直さだ。  
こんな政策を理論的に支えているのが、「トリクルダウン仮説」だ。しかし、株主の利益

最大化を要求するグローバル資本は、企業の利益が増大しても、それを全部、持ち去る。だ
から、トリクルダウンは起こらない。 
結局、ここを貫く考え方も「株主に報いる。雇用は考えない」だ。つまり、労働者を犠牲

にし、経営者・投資家は自分の分け前だけ最大化、社会全体の富は増えない。それがもたら
す結果は、すさまじい格差の拡大と国内経済の長期停滞だ。 
  
▼国内に見切り 

この間、安倍、菅、岸田の各政権が、「改革」を掲げ、各々経済政策を打ち出してきたが、
経済は一向に好転していない。しかし、政策の失敗ではない。それが狙いなのだ。グローバ
ル資本の要求に応え、賃金を抑制する観点から、国内経済は停滞でよいのだ。「国内市場で
成長する時代は終焉」（経産省 2010 年６月）と明言するように、人口減少の進む国内には見切
りをつけ、グローバルな競争に活路を見いだすとしている。国内の製造業や農業は淘汰、残
るのは貿易できないサービス業。そこで労働者を非正規で雇用する。安価な生活物資の輸入
で、労働者を食わす。これが各々の政策に共通する基調だ。 
この基調の下で、安倍が行ったのは、わけても円安誘導だ。円安で輸出価格は上昇、しか

し賃金に反映させない。よって企業の利益は増大、株価は上昇するというものだった。菅の
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場合、中小企業の「新陳代謝」。従来の日本経済は、中小企業の技術と低賃金構造に支えら
れてきた。それを新陳代謝するとは、グローバル競争に対応しうる選ばれた業態・企業は公
的に支援し、それ以外は淘汰ということだ。 
岸田の場合、「格差解消」「分配」を言うが、曖昧な言葉を並べているけで、政策の基調は

他と同じだ。ただ、「経済安保」を強調、「経済産業政策の新機軸」（経産省 2021 年 11 月）とし
て、半導体など選ばれた業種について、国内回帰を政府が支援する。もちろん、それ以外は
淘汰だ。 
大阪府市で維新が推進する政策はどうか。上で見た「改革」の➊株主重視へ、➋企業利潤

主導型への転換を地方行政において率先推進し、かつ、➌公的サービスは削減、中小企業は
淘汰で、グローバル資本に資源を集中するというものだ。しかも、それを、首長のトップダ
ウンで進めるというものだ。  
 
 

〖二〗トリクルダウンはフィクション 

 
〖一〗では、30 年来の「改革」が、賃金主導型とは対照をなす企業利潤主導型の成長戦

略（企業優遇と労働コスト削減で、企業の利益拡大を追求）に基づいて進められている点を
見た。〖二〗では、その政策を正当化する「トリクルダウン（上層から下層へ富がしたたり
落ちる）仮説」を見たい。 
 
▼「たら・れば」という仮想 

 まず、トリクルダウン仮説に依拠した言説を列挙する。 
◇竹中平蔵（安倍政権・産業競争力会議メンバー・当時） 

「企業が収益を上げ、日本の経済が上向きになったら、必ず庶民にも恩恵は来ますよ」 
（竹中平蔵×田原総一朗対談 13 年 12 月） 

◇安倍政権 

 「成長分野への投資や人材の移動を加速できれば、企業の収益も改善し、それが従業員の
給与アップ、雇用の増大で国民に還元される」（「日本再興戦略」13 年） 
◇浜田宏一（経済学者 安倍政権ブレーン・当時） 

 「アベノミクスは、トリクルダウン政策といえる」（日経新聞 14 年４月１日） 
◇大阪維新の会 

 「福祉、医療、教育、安心・安全等に係る住民サービスの向上こそが地方政府の存在理由
であるが、そのためには、圏域の競争力の強化と成長が不可欠」（綱領） 
◇上山信一（慶大教授 大阪府市特別顧問） 
 「大阪府がリーダーシップを発揮することが、経済の活性化の恩恵を広く住民生活に行き
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渡らせていく（トリクルダウン）うえでも大切だ」（トリクルダウンの付記は上山。yahoo! News 19

年 1 月 11 日） 

◇岸田首相 

 「成長か分配かではなく、成長も分配もだ。まずは成長戦略、これを実行する。日本の弱
みの分野に官民の投資を集め、成長のエンジンへ転換していく。その上で、成長の果実を広
く国民に分配する」（22 年 1 月国会答弁） 
 いずれも政策の核心部分でトリクルダウン仮説を支えにしている。文言そのものを使わ
ない場合も含めて、「たら・れば」という運びがトリクルダウンのロジックである。つまり、
企業収益や経済成長が「あったら」、賃金や行政サービスに「恩恵」もありうるが、それが
なければ「ないものはねだるな」と突っぱねる論理である。 
 まずもって「恩恵」という言い方が不遜だろう。賃金や行政サービスが「おこぼれ」とい
う扱いなのかという問題だ。 
  
▼利益はタックスヘイブンへ 
 80 年代米国のレーガン政権が、富裕層にたいする大型減税をおこなった。その政策を正
当化する理屈がトリクルダウンだった。それが「主流派経済学」（新古典派経済学に現代的
な装いを施した理論）とともに全世界に流布された。ケインズ経済学が「需要側の経済学」
と言われたのにたいして、主流派経済学は、「供給側の経済学」と言われ、「労働者の需要で
はなく、企業などの供給側を優遇・強化すれば、経済成長ができる」という主張で成り立っ
ている。 
 その主張と不可分のトリクルダウン仮説は、次のように仮想している。 
 ①投資家・企業を政策的に優遇➡②投資家・企業の利益が増大➡③国内投資が拡大➡④雇
用・賃金が拡大➡⑤消費が拡大➡⑥再び投資家・企業の利益が拡大 
 こういう好循環になるのだから、その起点である①の実行が必要なのだという理屈だ。 
 ①➡②は、まあそうだとしよう。しかし、②➡から先はどうなのか。 
 ここで、企業行動を決めるのは、もはや経営者ではない。株主の利益最大化を要求する海
外投資家、グローバル資本だ。「利潤を労働者に配分したら、労働コストが上がり、企業の
競争力が損なわれる」と反対するグローバル資本の圧力の下で、経営者が、労働者に利潤を
配分することはない。しかも、グローバル化では資本移動はボーダレスであり、グローバル
資本は、利益を海外＝タックスヘイブン（租税回避地）に持ち去る。あるいは金融商品のマ
ネーゲームに投資する。もちろん日本国内に再投資する可能性もあるが、需要縮小・人口減
少が続く今の日本に魅力はない。 
 結局、②➡から先の循環はない。つまり、トリクルダウンはないのだ。 
  
▼実証研究「富裕層が富んだだけ」 

 「トリクルダウンはない」ことは実証研究でも示されている。 
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 最近の英国の実証研究（20 年 12 月 ロンドン・スクール・オブ・エコノミクス）では、ＯＥＣＤ
加盟 18 カ国が、1965 年から 2015 年までに実施した富裕層にたいする減税を分析した結
果、「富裕層の資産は増加したが、経済成長や失業率に変化は見られない」。 
 「世界不平等レポート 2022」（世界不平等研究所 パリ）では、「この数十年、ビリオネア階
級では大幅な資産増加が発生したが、トリクルダウンは発生せず、世界の富が常に上に向か
って流れ続けている」と総括。さらに、「富の集中を助長した主な要素は、タックスヘイブ
ンによる租税回避。現在、世界のＧＤＰの推定約 10％がタックスヘイブンで保有されてい
る」と指摘している。 
 また、グローバリズムを批判するノーベル賞経済学者のＪ・スティグリッツも辛辣だ。「サ
プライサイド理論［供給側の経済学］は、税率の引き下げと事業に対する規制緩和でインセ
ンティブを高めれば、労働や投資や起業の増加につながり、さらには雇用や所得や税収の上
昇というトリクルダウン効果をともなって力強い成長につながると想定した。予測ははず
れ、この理論は経済学者からの信用をほぼ失うことになったが、一定の保守的な政治家や理
論家のあいだでは今も好まれている」（16 年２月） 
  
▼30年来の虚構の「改革」 

 以上のように、トリクルダウン仮説はフィクションであり、グローバル資本が儲けるだけ
で、社会全体に「恩恵」はない。 
 ということは、30 年来、そういうフィクションを騙って、「改革」や「成長」を叫んでき
たわけだ。歴代政権は、虚構の「改革」を臆面もなく掲げ、与野党問わず「改革」を競い、
成果が見えなければ「改革が不十分」とさらに拍車をかけた。そうやって実際に進行したこ
とは、労働者を犠牲にし、率先してグローバル資本に社会の富を差し出すことだった。 
その結果が格差・貧困と日本経済の長期停滞である。  
 
 

〖三〗なぜこんな「改革」がまかり通るのか？ 

 
それにしても、改めてなぜこんな「改革」がまかり通ってきたのか。 

 まずは、【Ⅰ】でも見たように、人びと（＝サイレント・マジョリティ）の経済や生活へ
の不満と不安が大前提にある。そして、そういう山積みの問題にたいして、真剣に解決しよ
うとしない、政治家、経済界、中央官僚、地方行政への不信である。既成の労働組合も同じ
だ。さらに、左翼やリベラルに至っては、人びとにとって自分の気持ちが通じようもない人
びとなのだ。 
 こうして「現状のままではダメだ」「現状を変えてほしい」という鬱積した感情が、「改革」
への期待のベースにあることは間違いない。 
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▼「構造改革」という曖昧模糊 

 その上で第二に、「改革」という言葉の曖昧さがあるだろう。 
 周知のように、「構造改革なくして日本の再生はない」とは、小泉の所信表明演説（01 年）
のフレーズだ。しかし、小泉がこのフレーズを打ち出したことで世に広まったと言うと正確
ではない。そうではなく、そもそも漠然とした「改革」への期待があり、それに乗って小泉
が登場したというのが、より事実関係に即した言い方だ。 
 ところで、この「構造改革」の「構造」とは何か？そして「改革」とはどうすることなの
か？実は、この辺のところが、きちんと説明されたことはない。いや、むしろ極めて曖昧で
あることが、むしろ吹聴する側からすれば都合がよかった。つまり、現状に満足していない
人、現状に問題があると感じている人は、全部、「改革」支持に取り込むことのできるフレ
ーズだからだ 9。 
 
▼戦後政治の両義性への批判の仕方 

 第三には、戦後政治の両義性をどうのように批判するかということがある。 
 この「構造」という部分には、時に「自民党」が、あるいは「官僚」や「日本的経営」が
代入された。 
もちろん、戦後の自民党政治も、官僚機構や企業体制も、徹底的に批判されるべきものだ。

実際にそこで発生している腐敗や不正に、人びとは憤っていた。 
 しかし、同時に、戦後の政治や経済の体制には、必ずとっていいほど、もう一方の面があ
った。それは、戦後の労働運動・社会運動が、体制にたいして強制しかちとった成果だとい
う面である 10。それは、運動の側の陣地として体制に刻印されてきた。 
 ところが、「改革」という議論は、そういう両義性をきちんと見極めないまま、運動の成
果という面を含めて、「既得権益」として洗い流してしまうものであった。 
そして、そういう議論に左派やリベラルも巻き込まれてきた面がある。 
そして、そういう状況を歓迎し、あるいは意図したのが、資本の側であった。 

 
▼惰性・停滞・閉塞へのいら立ち 

第四に、上の問題と重なるが、企業でもどこでも、およそ組織というものの中で、旧来の
秩序がもたらす惰性・停滞・閉塞へのいら立ちである。「何でこんな人が上司なの？」「何で
こんなやり方を何十年も続けているの？」というあきれである。そしてこれを壊してくれる
なら、「グローバル化でも新自由主義でもいいじゃないか。一度、そういう中に放り込んで
シャフルした方がいい」と。もちろん、それは錯覚だが。 

 
9 山家悠紀夫『「構造改革」という幻想』 
10 赤堀正成・他『新自由主義批判の再構築』 
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そして、気が付けば、私たち左翼も、旧来の秩序の一角を占めていて、「ジャマ」と言わ
れる側になってしまっている。 
 

▼主流派経済学の席巻 

 第五に、また上と重なって、主流派経済学の席巻ということも小さくないだろう。 
経済学者・エコノミスト・官僚・企業人・マスコミなどの人びとの思考と主張のベースが

主流派経済学なのだ。大学の経済学の講義も、八割方を主流派経済学が占め、中学や高校の
社会科も主流派経済学に準拠している。就職や資格の試験ももちろんだ。「マル経か・近経
か」みたいな認識はおよそ前時代であり、世間一般では主流派経済学の考え方が常識化して
いるのだ。 
そして、上で見た「旧来の秩序を壊してやりたい」という感情にとって、この主流派経済

学が武器となっている面がある。旧来の秩序にしがみつく者たちに、「マーケットの声を聞
け」と言って打ちのめしていく「小気味よさ」である。 
もっとも、だからと言って、主流派経済学がラディカルだとか、現実を説明しているとい

うわけでは全くない。それどころか、主流派経済学は一言で言えば、「現実の市場経済とも
違う、架空で、現実には存在しない想定」を大前提に、数学で粉飾した「架空の体系」だ。
驚くかもしれないが、「現実」を対象にしているわけでないのだ。「マーケットの声を聞け」
というが、主流派経済学が想定する「市場」は、現実の市場経済とはまったく違う「架空の
市場」なのだ。 
◆大きな展望 

しかし、そんな「架空の体系」が「学」という装いをとってまかり通るのはなぜか。そこ
には経済学にとどまらない、現代科学のパラダイムそのものの問題があるだろう。ともあれ、
そこで、マルクス経済学の側は何をしてきたのかということが、問われないわけには行かな
い。 
【Ⅱ】〖三〗や【Ⅶ】で見るような「大きな展望」、すなわち、グローバル化という事態

に、資本が自己の矛盾（私的性格と社会的性格の矛盾）を満展開し、逆説的に、資本の側か
らその限界性と協働による生産の可能性を開示しているという展望を示す必要があるのだ。 
 それが見えたとき、「改革」への期待・幻想の流れは変わるはずだ。 
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【Ⅳ】大阪問題と維新 

 

〖一〗維新の経済政策 

行政がグローバル資本の下請けに 

大阪の社会と経済を最後的に破壊 

 
 【Ⅱ】でのグローバル化、【Ⅲ】での「改革」の検討に踏まえて、ここで維新の経済政策
を検討したい。 
 
▼「グローバル経済といかにつながるか」 

〔Ａ〕「福祉、医療、教育、安心、安全等に係る住民サービスの向上こそが地方政府の存在
理由であるが、そのためには、圏域の競争力の強化と成長が不可欠」（維新・綱領） 
「増大する社会保障を支えるためにも、成長の果実がなければ社会保障を支えていけない」
（松井一郎・大阪市長 19 年 4 月） 
〔Ｂ〕「万博や IR で注目したいのは、目先の経済効果よりも大阪の経済を国際経済と直結
させる契機としての意義である。大都市大阪の命運はグローバル経済といかにつながるか、
にかかっている。G20、万博、IR の 3 つをホップ・ステップ・ジャンプとして、そして関
西空港をテコに海外の経済成長と大阪のまちをつないでいく。特に海外からの民間投資の
呼び込みが重要となる。海外の先端企業が大阪に投資し、一緒にビジネスをする流れをつく
っていく必要がある。 
府がリーダーシップで、府市連携、市町村間の水平連携が進めることが、経済の活性化の恩
恵を広く住民生活に行き渡らせていく（トリクルダウン）うえでも大切になってくる」（上山
信一・大阪府市特別顧問 19 年 1 月 11 日） 
 まず、〔B〕から。〔B〕は「橋下改革から 10 年の成果」と題する中間総括の小論で、引用
はその要旨抜粋だが、小論の大半が、ビジネス環境整備としての「改革」という話で、最後
に、「住民生活」というタームがトリクルダウンの流れで触れられるだけ。 
 筆者の上山は、維新の政策を指南・立案している経営コンサルタント。したがって、この
文章が維新の本音だ。だから、〔Ａ〕で「住民サービスの向上のために」と、あたかも住民
サービスに目的があって、だけどそのために「成長が必要だから」という言い回しになって
いるが、「住民サービスの向上」は選挙向けの方便でしかない。目的も手段もビジネスにあ
るのだ。 
 しかも、そのビジネスの話の柱が、〔Ｂ〕を見れば、「大阪の命運はグローバル経済といか
につながるか」「海外からの民間投資の呼び込み」。つまり、グローバル化に竿を差すという
考え方を柱にしており、海外投資家・グローバル資本を呼び込むために、そのビジネス環境
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の整備こそ、行政の仕事だと言い切っている。 
 
▼「住民生活」第一から「グローバル資本」第一へ 

こうしてみると維新の政策のロジックは次のように整理できる。 
①身を切る改革で、住民サービスを徹底的に削減し、 
② ①でねん出された財源を、グローバル資本を呼び込むビジネス環境整備に投入する。 
③ ②でグローバル資本が収益を上げ、それが税収になれば、住民サービスに回せる。 
④ この政策をトップダウンで推進できるように制度改革を進める。 
つまり、維新の言い回しだと、「③の住民サービスが目的だけど、①➡②➡③だから、①や
④を頼むよ」と言っているように聞こえる。「それしかないなら、仕方がないなあ」となる。 
「それしかない」というのも間違いだし、①➡②➡③というのは、露骨なトリクルダウン仮
説であってフィクションだ。 
だが、ここで一番の問題は、上述の上田の小論で見たように、そもそも、維新の発想に③

の住民サービスなど眼中になく、②のグローバル資本を呼び込むビジネス環境整備が目的
であって、そのための①の住民サービス削減や④の制度改革だという点だ。 
つまり、維新が言う「改革」とは、従来の地方行政の基本的な考え方として、住民サービ

スを第一の目的としてきたあり方から、「グローバル経済とつながる」「海外から民間投資を
呼び込み」を第一とする行政への大転換なのだ。30 年来の「改革」の基本思想は「企業は
株主に報いる。雇用は考えない」（宮内オリックス社長 94 年 【Ⅲ】）という新自由主義思
想だと指摘したが、その行政版こそ、維新の「改革」なのだ。 
 
▼行政がグローバル資本の下請けに 

「グローバル経済とつながる」「海外から民間投資を呼び込む」ことの何が問題か。 
グローバル資本は、株主利益の最大化を要求する海外投資家だ。それは、収益だけを目当

てに、ボーダレスに移動し、短期売買を繰り返している。だから、地域や社会の経済の発展
や雇用の拡大などに全く関心がない。社会にとって必要な事業でも、グローバル資本にとっ
て不採算や高コストとなれば事業売却、工場閉鎖。短期間に現金化できるものをしゃぶりつ
くし、後は焼け野原。 
 そういうグローバル資本を呼び込むというのだ。自治体の提供したインフラにフリーラ
イド（タダ乗り）し、収益はタックスヘイブンに送金してしまう。税金も払わない。また、
莫大な助成金も要求する。誘致の際、優遇を約束しているからだ。（IR カジノを巡って問題
の一端が見え始めている。）そういう便宜を受けながら、収益が出ないと見たらすぐに撤収
する。 
だから、グローバル資本のために税金を投入しても、住民にサービスは増えないどころか、

しゃぶり尽くされて社会と経済を破壊されるだけだ。 
民間企業一般が悪いと言っているのではない。社会的便益に貢献している民間企業もあ



27 
 

る。問題は、グローバル資本。いまや資本主義の性格が転換し、グローバル資本が主流にな
っている（【Ⅱ】）。 
「グローバル経済とつながる」「海外から民間投資を呼び込む」という行政とは、行政が

グローバル資本の下請けと化し、社会と経済の破壊を担うということなのだ。 
 

▼「都構想」「府市一体化」 
維新が推進する万博、IR カジノ、医療インバウンド、水道民営化、「都構想」など、それ

ぞれ固有の問題点もあるが、同時に、「行政がグローバル資本の下請けと化し、大阪の社会
と経済を破壊する」というそれらの一貫する大問題を焦点化する必要がある。 
また、「都構想」「府市一体化」は、財源や権限の大部分が大阪府に行くが、大阪府が大阪

市を乗っ取るわけではない。大阪市民が損をして大阪府民が得をするという話では全くな
い。住民のための財源を奪い取って、グローバル資本に差し出すのが問題なのだ。 
 維新「成長戦略」とは、グローバル資本頼み、トリクルダウン頼みの虚構であり、「大阪
の成長を止めるな」どころか、大阪経済を最後的な破壊に導く焼け野原の道だ。焼け野原か、
グローバル化と一線を画して大阪の社会と経済の再生か——こういう選択が問われている。 
 
 

〖二〗大阪経済衰退の本当の原因 

 
大阪経済は、長期にわたっ

て疲弊・衰退している。日本
の主要都市の「県内 GDP（実
質）の推移」や「一人当たり
の雇用者報酬の推移」（右図）

で、大阪は下位にあり、地域
経済を担う中小企業中心に事
業所数も雇用者数も大きく減
少している。そういう大阪経
済の状況を背景に橋下・維新
が登場した。しかし、それ以
降も、この傾向は（インバウ
ンドなどの外的で一時的な要
因を除けば）加速こそすれ、改善の兆しはない。 
 したがって、その疲弊・衰退の原因が問題である。ここが維新との分岐点でもある。 
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▼外来型開発とグローバル化で産業空洞化 

もともと大阪経済は、製造業を中心とし、一定の自律性をもち、中小企業のウエイトが高
い、「ものづくりの街」であった。 
◇コンビナートの失敗 

 1950 年代末から 70 年代にかけて、堺・泉北にコンビナート建設が行われた。大阪府・大
阪経済界は「東京に比べて大阪は遅れている。原因は軽工業に偏重し、輸出型重化学工業が
ないからだ」として、重化学工業の誘致を進めた。 
 しかし、コンビナートは、海外を含む広域の市場を対象としており、誘致した重化学工業
と従来の工業との産業連関が生まれなかった。雇用や税収の寄与も小さい。もたらされたの
は公害と自然破壊であった。 
◇産業空洞化 

80 年代後半以降、海外直接投資とアジア・シフトが進んだ。経済のグローバル化と日米
貿易摩擦への対応として、政府が政策的に推進した。大阪では、電機中心に、他地域よりも
積極的に海外進出を進めた。そのことによって、大阪の「産業の空洞化」が一気に進む。加
えて、貿易摩擦対策として政府が輸入政策を奨励したために、大阪の主要産業であった繊維
関係の製造や卸売が大打撃を受けた。 
 大阪での事業所数・従業員数の減少は、全国最大規模の落ち込みを記録した。 
◇「支店都市」化 

 グローバル化は、情報や金融などが集積する東京へ、各企業の本社機能の集中を促進した。
大阪は「支店都市」に格落ちし、所得は本社のある東京に吸い上げられる形になった。さら
に、00 年代初頭の金融ビックバンで、三和銀行が再編で消滅、住友銀行が合併で本社を失
ったことも追い打ちとなった。 
◇構造改革 

大阪に限った問題ではないが、構造改革で消費購買力が失われ、経済が縮小、失業率が上
昇し、ワーキングプアが増加した。 
 
▼関空の失敗 

グローバル化と共に大阪の衰退にとって決定的だったのは、大阪府がやみくもに推進し
た大型プロジェクトである。その典型が、関西国際空港建設だ。 
総額約１兆円を投じた一大プロジェクトだったが、その建設関連は東京系のゼネコンが

受注、航空関係システムは外資系が受注といった具合で、関西には、さほど金も仕事も回ら
なかった。大阪に残ったのは財政難だけ。 
 
▼失敗の教訓 

 以上からどういう教訓を引き出すか。 
◇「輸出主導・大企業主導」の錯覚 



29 
 

「輸出主導・大企業主導で経済成長を」という発想が大間違い。「高度成長は大企業を中心
に重化学工業化と輸出で実現」は錯覚だ。労働者数の増加と春闘形式による賃金上昇で、内
需が大きく拡大したことが高度成長を主導したのだ。大企業による輸出主導で経済成長を
したわけではない。 
◇「企業誘致で活性化」の幻想 

 道路・港湾・空港などのインフラを公共事業で整備し、そこに優遇措置をつけて企業を誘
致するという典型的な企業誘致型の開発のやり方。しかし、このやり方は、地域経済の持続
的発展につながらない。 
 インフラ整備は、一過性の投資で、そこから再投資の循環につながるわけではない。しか
も、大手ゼネコンが受注すれば、収益は本社のある東京に移転してしまう。 
誘致企業は、一定の労働力は地元から調達するものの、多国籍企業であるほど、原料・部

品は地元より「企業内世界分業」のネットワークから調達するので、地域経済への波及は限
定的だ。収益は、東京など域外の本社に移転する。 
◇「先端産業を誘致すれば」の神話 

「先端産業」の多くがグローバル企業で、本社や研究開発の機能はグローバル都市に置い
ている。他方、生産ラインは、大阪より土地や労働力が安く高速道路網が整備された国や地
域に置かれる。そして、「企業内世界分業」のネットワークの一部を大阪で担当するだけな
ので、大阪経済には連関しないし、技術移転もない。収益はもちろんグローバル本社に吸い
取られる。そして、優遇措置を受け、フリーライドしたあげく、急に撤退する。 
 
▼地域内再投資と地域内経済循環が核心 

一般に、ある地域の経済や社会が持続的に存続・発展するということは、そこで、繰り返
し再投資が行われ、地域内での雇用や所得、生活が再生産されている、ということを意味し
ている。これを「地域内再投資」11という。そのポイントは、毎年、その地域でまとまった
投資が行われ、そのお金が最初に投資した個人・企業・団体に戻ってくる＝還流することだ。
これを「地域内経済循環」12という。 
だから、逆に、地域内再投資力が弱まり、地域内経済循環が阻害されれば、地域社会も衰

退する。 
 端的に言えば、大企業などを地域経済の外から誘致するという外来型開発とグローバル
化こそが、地域内再投資力が弱め、地域内循環を壊してきた元凶なのだ。外から来た大企業
が、利益を地域経済の外に持ち出してしまい、納税も再投資も地域経済内で行わないからだ。
実際、本社や研究開発の機能が東京に集中する中で、大阪や京都などの関西圏では、地域内
再投資力の主体である民間事業所数が大きく減少してきた。 

 
11 岡田知弘他『国際化時代の地域経済学』、岡田知弘『地域づくりに経済学入門 地域内再投資力論』 
12 同上 
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だから、グローバル化は、グローバルに展開する資本を呼び込むという話であって、地域
内再投資力とか地域内経済循環と全く無縁なのだ。だからグローバル化に竿を差してはな
らないのだ。ところが— 
「世界で一番企業が活躍しやすい国」（安倍首相・当時 13 年１月） 
「海外の先端企業が大阪に投資し、ビジネスの流れを」（上山信一 大阪府市顧問 19 年１月） 

政府も、維新も、グローバル化を食い止めるどころか、それに掉さし、加速させるという
のだ。だから「大阪経済を最後的に破壊する」ものなのだ。 
◆ビジョン 

 ではどうするのかが問題だ。次章でそれを検討したい。 
 

＊参照文献：宮本憲一「大阪の都市政策を考える」（『2015 年秋から 大阪の都市政策を問う』） 

岡田知弘他『国際化時代の地域経済学』 

岡田知弘『地域づくりに経済学入門 地域内再投資力論』 
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【Ⅴ】現状維持はあり得ない 

 
 ここからビジョンの議論に入りたいが、その前に、前提的な視角を確認しておきたい。 
 
①改めて「誰が維新を支持しているのか？」に向き合う 

まず、単に、「あれか、これか」の政策の選択の問題ではない。 
「誰が維新を支持しているのか？」という問題に向き合わないと、あるいは、30 年来、

続く経済の停滞と衰退、「日本全体も大阪も、現状のままでは立ち行かない」という、多く
の人びとが、漠然とであれ、感じている不満・不安・危機感を共有しないと、なぜ経済問題
か、なぜ「現状打破のビジョン」なのかということも、はっきりしてこないと思う。 
 
②「現状維持」はあり得ない 

そして、「現状では立ち行かない」とすれば、必要なのは「現状を打破する」ことだ。 
そして、「現状をどう打破するか」を巡って、論争を展開しなければいけない。 
そこで、「○○に反対」といった左翼の議論の仕方である。もちろん、「おかしいことはお

かしい」と言うのは大前提だ。しかし、それだけでは、「現状では立ち行かない」「とにかく
現状打破を」と切実に感じている人びとには響かないのだ。 
なぜか。その反対論が「現状を打破するビジョン」に裏打ちされていないからだ。結局、

「現状維持で大丈夫」としか聞こえないのだ。「現状維持」はあり得ない。それは、現状の
危機からしても、人びとの閉塞感からしても。 
その結果、大ウソでも、右からでも、「現状打破ビジョン」を掲げた者が、「支持」や「期

待」を集めることになってしまっているのだ。 
 
③社会的な論争 

 上から下までの社会的な論争を巻き起こさないといけない。上から下までとは、いわば政
党・官僚・知識人・メディアから、職場や地域での論議、床屋談義・居酒屋談義などの市井
の会話、社会運動から SNS 上の議論に至るまでの全部だ。 
 自民や維新を支持する人びとが世の中では多数だ。しかしこの人びとが、「現状に満足」
しているわけでも、「何も考えていない」わけでもない。むしろ「現状打破のビジョン」を
掲げているからという評価で、自民や維新を支持していると見た方が的確だ。そしてこの多
数の人びとの多数の気持ちを揺さぶり、あるいは引き寄せない限り、状況は転換しない。 
 私たち左翼は、まず、左からの「現状打破のビジョン」を必死に考える必要がある。それ
になしには人びとの選択肢に入らないのだ。 
 イギリスのコービンにしろ、アメリカのサンダースにしろ、その人自身は高齢で古色蒼然
たる人柄だが、彼らを押し上げた運動が、左からの「現状打破のビジョン」を、説得力のあ
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る内容に練り上げ、社会的な論争を巻き起こしていったことが、一定の成果になっている。 
 あるいはリーマン・ショック後のアメリカの政策論争の事例を後で紹介するが、著名人も
市井の人も交えた政策論争が、SNS 上で分かりやすい形で展開され、それが主流派経済学
の教義の修正と、35 年来の経済政策の転換を促していることも注目していい。 
◆論争なき閉塞状況 

 ところが、日本では、どうかという話である。 
 白井聡が近著『長期腐敗体制』で、崩壊しているのに崩壊しない体制を支えているのは「現
代のシニシズム」だと述べているが、まさに一定の知識や見識を持っている人びとがシニシ
ズム（現状に対する冷笑的態度）に陥っているのだと思う。「○○反対」という「現状維持」
しか言わない左翼もその責めを免れない。そして、それが、論争なき閉塞状況をつくり出し
ていると思う。 
 各人が、それぞれの持ち場と立場から、「現状打破ビジョン」を打ち出し、一石を投じ、
波風を立てないといけない。 
 
④経済問題・経済政策 

 改憲・戦争の問題もある。マイノリティやジェンダーの問題もある。 
しかし、それらも経済問題と不可分にある。グローバル化の進展と日本経済の衰退、大阪

の没落という問題の中で、雇用・賃金・社会保障という土台中の土台が危機にある。それと
絡み合いながら、様々な問題が生じている。 
「没落する大阪をどうする？」。これにたいして、維新は、大ウソであれ、ウソが大きい

からこそ、その問いにたいして「回答を出した」と、人びとには見られている。 
改憲阻止のためにも、説得力のあり、論争に耐えうる経済政策が必要だ。 

 
⑤「脱成長」と景気対策 

 経済問題だと言ったが、そこにはもちろん「脱成長」という議論も含まれる。気候変動や
コロナパンデミックを体験して、環境危機はいよいよ焦眉である。それは、グローバル化が
資本の暴走を加速し、それが人間社会の破壊と、環境の破壊を極限化させているという問題
だ。 
 他方で、多くの人びとが、「今の不景気は何とかしないと」「経済を成長させない方法はな
いのか」と訴えているという問題がある。 
 この二つの問題——「環境危機をどうするか」と「今の不景気をどうするか」の問題——
は、もちろん、大きくは一つの問題だが、しかし、やはり議論としては区別する必要がある。 
 そのためにも、「成長」という問題について、「天井の成長」と「天井までの成長」という
２つの種類があり、その区別を明確にして議論する必要があるだろう 13。 

 
13 松尾匡『左派・リベラルが勝つための経済政策作戦会議』 
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◇「天井の成長」： 

・現存の生産力の天井を、技術革新その他で押し上げることで、実現される成長。供給能力
の成長。 
・これは環境負荷をさらに増大する可能性大。（もちろん技術革新の方向性によるのだが） 
◇「天井までの成長」： 

・需要が停滞していて、生産力を稼働できない状態にあり、現存の生産力が十分に発揮され
ず、モノを作っても売れない。生産力の天井まで届いない。その生産力の天井まで需要を増
やして、景気を好転させ、完全雇用を目指すのが「天井までの成長」。 
◆人びとが訴えている「成長」 

・日本の現状は、いうまでもなく、「需要が停滞していて、生産力を稼働できない状態」に
ある。よって、問題になっているのは景気を好転させる「天井までの成長」だ。 
 そして、多くの人びとが訴えている「成長」もこの「天井までの成長」＝景気好転だ。 
◇ところが、資本の側は、追求しているのは「天井の成長」だ。政府や維新が掲げる「成長
戦略」も「天井の成長」だ。 
したがって、人びとの訴える「天井までの成長」と、資本の追求する「天井の成長」とを

区別しながら、人びとの「天井までの成長」の訴えをすくい取る必要がある。 
「脱成長」で「成長」を一からげにする議論は適切ではない。 
 

▼以下の展開では——２つの次元で、現状打破のビジョンを見ていきたい。 

・一つは、 【Ⅵ】現状打破１——差し迫った課題 
・今一つは、【Ⅷ】現状打破２——関西の経済再生ビジョン 

・【Ⅵ】は、要するに、「とにかく財政出動をしろ」ということと、「トリクルダウン経済学
からトリクルアップ経済学に転換せよ」ということである。つまり、今直ちにできる政策で
あり、自民党でもやろうと思いさえすれば直ちにできる。なんら革命的でもない。しかし、
これを要求の実現が、人びとの今日・明日の労働と生活にとって必要であり、ポピュリズム
の根を克服していく上でも重要である。 
・それに対して、【Ⅷ】は、差し当たり関西という圏域で、民衆の側から主導して、経済の
「内発的発展」を切り開いていくというビジョンである。これは、維新の「都構想」や「成
長戦略」にたいする対抗戦略ということになる。 
・そして、ここで示したビジョンを支える見通しが、 
・【Ⅶ】大きな展望 

・【Ⅱ】〖三〗資本の矛盾の全開――極限的な破壊と再生の展望 

である。 
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【Ⅵ】現状打破１：差し迫った課題 

 

◇日本経済が異常な状態にある。そこから脱出は差し迫った課題だ。 
 

〖一〗とにかく大規模な財政出動を 

 
▼まず、残念な話： 

・どの国よりも、財政支出を抑制し続け、 

・そして、どの国よりも、成長しなかったのが日本。 

右図 14は、OECD32 カ国と
中国について、横軸に「1997年
から 2016 年の間の財政支出
伸び率」を、縦軸に「同じ期間
の GDP 成長率」を示したも
の。 
この図から、次の２つの事

実を確認できる。 
➀日本の財政支出の伸び率

は、他国（OECD 諸国や中国）

に比較して圧倒的に低い。 

◇日本は、バラマキどころか、
97 年からおよそ 20 年間、財政支出の拡大そのものをほとんどやってこなかった。 
➁財政支出の伸び率と、名目 GDPの成長率の間には、極めて高い相関がある。 

◇➀➁より、日本は、 
・過去 20 年間、どの国よりも、財政支出を抑制し続け、 
・そして、どの国よりも、成長しなかったという残念な話だ。 
 

▼とにかく大規模な財政出動を 

◇30 年来の日本の「長期停滞」の原因について、いろいろ議論されている—— 
・もちろん、グローバル化という大局的な問題はあるが、 
・まず端的に、財政支出拡大を抑えてきたことにあるということだ。 
◇したがって、「長期停滞」からの脱出の方途は、 

 
14 出典：ダイヤモンド・オンライン 中野剛志 2021.12.4 
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・「新しい成長分野」とか「イノベーション」とかなどではなく、 
・シンプルに「とにかく大規模に財政出動を」だ。 
 

▼財政支出で成長とは 

①とにかく財政出動、住民のためのバラマキ政策を 

◇デフレのときは、御幣を恐れず言えば、 
・財政支出をしないより、「バラマキ」でも、その方がまし。 
・需給ギャップが埋まって、民間投資が促される。 
②当然やるべき仕事に財政支出 

◇政府が当然やるべき仕事に財政支出すれば、需給ギャップは埋まって経済成長する。 
・言い換えれば、政府は、「当然やるべき仕事」をやっていないのだ。 
◇例えば—— 
・治水や耐震、老朽化した水道管の更新などの公共事業  
・とりわけ、医療・保健、介護・福祉、子育て・教育など 
◆社会保障の支出は「負担」ではない。社会保障の充実が日本経済を救う 

◇介護・福祉は「人権・救済」だけでなく経済対策 
◇医療・保健体制、介護・福祉、子育て・教育などに、供給サイドにも、需要サイドにも、
大規模に財政を投入することが、最も有効な経済対策。 
◇社会保障費の支出は、単なる「負担」ではなく、経済活動そのもの・ＧＤＰを拡大する。
つまり—— 
・医療費は➡医療従事者の賃金となり➡消費に回る。 
・医療費は➡医療関連産業への支払いとなり➡医療サービスという経済活動が拡大する。 
◇つまり、医療費が増大するということは、社会保障の充実が日本経済を救う。 
 
③「分配による格差是正」 

◇「分配による格差是正」で経済成長はする。 
◇もっとも、国も世論も、「成長なくして分配なし」「成長優先」「成長から分配へ」 
◇ところが、過去 30 年間の OECD 諸国を調査すると、 
・「所得格差は、成長にたいしてマイナスの影響を及ぼしている」（OECD フェデリコ・チ
ンガノの論文 2014 年） 
・むしろ、再配分による所得格差の縮小が、成長によい影響をもたらす。 
 

▼「分配以外のやり方、例えば成長戦略でやれば」？ 

◇こういう意見は、よくあると思う。 
 しかし、成長戦略は、皮肉なことに、むしろ成長を阻害する。 
◇成長戦略とは、一般に、 
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・生産性向上などの生産力強化を目指す政策を指す。 
・規制緩和・自由化などの構造改革で、競争激化させれば、企業が必死に生産性をあげよう
とするので、供給力が強化される、という考え方。 
◇しかし、 
・需要不足の状態で、供給力を強化する政策を実施すると、 
・需要不足（供給過剰）はますます深刻に。 
・要するに、成長戦略＝構造改革は、デフレ圧力を発生させる。 
・需要不足（デフレ）では、成長は期待できない。 
◆成長戦略は成長を阻害する。 

・これは日本で 30 年にわたって実証してきたことだ。 
 

＊参照文献：中野剛志『奇跡の経済教室・大論争編』 

 
 

〖二〗社会的論争から政策転換へ―アメリカの事例 

 
◇アメリカは、言うまでもなく、グローバル化、新自由主義、主流派経済学の本家本元。 
・したがって、当然ながら、経済政策は、財政支出には否定的で、経済成長は、あくまで供
給側だというのが、アメリカの政策立案者、学者、エコノミスト、マスメディアの共通の見
解だった。 
・それが日本にも多大な影響を及ぼしてきた。そして現在もひたすら追随している。 
 
▼リーマン・ショック以降の「長期停滞」とそれを巡る論争 

◇ところが、リーマン・ショック以降、 
・アメリカ経済は、低成長・低インフレ・低金利が続き、 
・リーマン・ショック以前の状態に回復しなかった。 
◇主流派経済学の考え方からすれば、 
・景気はいずれ回復する。 
・なぜなら「市場経済には、需要と供給を自動調整する価格メカニズムが備わっている」か
ら。 
◇とこが、事態は、一向に回復しなかった。 
・そこで、「アメリカ経済は長期停滞という異常状態に陥ったのではないか？」という問題
提起がなされ、論争に発展した。 
 
▼社会的な論争 
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◇論争は、2013－16 年頃 
◇口火を切ったのは、かのローレンス・サマーズ（ハーバード大教授、クリントン政権で財務長官、
世界銀行エコノミストなど。極悪の新自由主義者のはずだが） 
◇論争は、 
・サマーズ、クルーグマン、バーナンキなど、主流派経済学の主要な学者、政策立案の要職
にある者たちはもちろんだが、日本でイメージされる学界や政治党派などのタコツボ内の
論争ではなく、それぞれが自らの見解を、まだ未定形の段階からブログなどで公開して表明、
一般の人にも理解できる言葉づかいで論争していった。上から下まで巻き込んだ論争。 
そういう社会的な論争になることで、そのプロセス自体が多くの人びとに共有され、社会

的な意味が広く説得されていった。 
 その論争は、おそらく、「ウォール街を占拠せよ 英: Occupy Wall Street」（2011 年 9 月
17 日～）と、その後の運動の流れからの影響もあると思われる。 
 →そのひとつの成果が後述のルーズヴェルト研究所“REWRITING THE RULES OF THE 
AMERICAN ECONOMY” 
 

▼「古い見解」から「新しい見解」へ 

◆古い見解： 

・財政支出は、短期の経済変動には関係するが、長期の経済成長には影響しない。 
・長期の経済成長は、あくまで供給側の要因による。 
◆新しい見解： 

・長期停滞にたいして、従来の主流派経済学の考え方は通用しない。 
・財政支出は、短期の需要不足を埋めるためだけではなく、長期の経済成長のためにも、財
政出動が必要だ。 
◇この見解を主張・支持した主要な学者・政策立案者は例えば―― 
・ローレンス・サマーズ（前出） ・ジェイソン・ファーマン（オバマ政権の大統領経済諮問委員
会・委員長、ハーバード大教授） ・ジェネット・イエレン（2014-18 年 FRB 議長、バイデン政権・

現財務長官） ・ポール・クルーグマン（08 年ノーベル経済学賞受賞。プリンストン大教授など） 

・ジェセフ・スティグリッツ（01 年ノーベル経済学賞、クリントン政権の大統領経済諮問委員会委員

長。世界銀行の上級副総裁兼チーフエコノミストなど） 
 
▼バイデン政権は「新しい見解」を採用し経済政策を転換 

・バイデン政権は、イエレンを財務長官に登用し、 
・「財政政策こそ成長戦略」という「新しい見解」を採用した。 
◆財政出動という「よりまし」政策 

◇いうまでもなく、では、バイデン政権を積極的に評価するのか、というような話ではない。 
・そうではなく、「長期停滞」という事態の中で、上から下までの大論争が繰り広げられ、
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そのことを通して、一見うがち難く見ていた主流派経済学の世界を揺るがし、見解を変更さ
せ、さらに財政出動という「よりまし」な経済政策への転換を引き出したというこのプロセ
スを学ぶ必要があるということだ。 
 
▼財源は？財政はある。 

◆「日本は財政危機」はウソ 

・国債の４割は日銀が持っている。 
・国債は、円建て。日本は通貨発行権を持っている。 
◆デフレ下でのプライマリーバランス目標こそ最悪 

 

＊参照文献：中野剛志『奇跡の経済教室・大論争編』 

山形浩生編『景気の回復が感じられないのはなぜか 長期停滞論争』 

 

 

〖三〗トリクルダウンからトリクルアップへ 

 

（１）ルールを書き換える 

 
▼“REWRITING THE RULES OF THE AMERICAN ECONOMY”  2016 J.E.Stiglitz 

邦題『これから始まる「新しい世界経済」の教科書』 

◆ルーズヴェルト研究所の政策決定者向けの報告書 

・ルーズヴェルト研究所 Roosevelt Institute：ニューヨークに本部を構え、民主党左派に近
い。エリザベス・ウォーレン議員と関係が深い。 
・エリザベス・ウォーレン議員：「反ウォール街」の姿勢を貫く、民主党左派を代表する有
力議員。 
・同報告書でも、“ウォール街を占拠せよ”運動の言及がある。 
◇上述のアメリカにおける社会的な政策論争のひとつの成果として提出 

＊なお 2016 年 11 月、大統領選でクリントンにたいしてトランプが勝利 

◆ニューヨーク・タイムズ評： 

「最上層への膨大な富の集中と、さらに強まる中間層への搾取を導いた 35 年の政策（レー
ガノミクスに始まる自由主義経済政策）を書き換えるための大胆な青写真」 
 
▼報告書の問題意識 

◆大多数のアメリカ人の悩み： 

・子どもたちにきちんとした教育を受けさせられるだろうか？ 
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・食卓に食事を並べ、月々の支払いができるだけの収入を得られるか？ 
・退職後に静かに暮らせるだけの貯金をできるのか？ 
◆しかし、この国のリーダーたちは： 

・そういう慢性的な苦境になぜ陥っているのか、誰も説明できていない。 
・国を泥沼から引き上げるための明快で包括的な計画を、誰も立ててもいない。 
 
▼中心的なメッセージ：ルールを書き換える。 

◆経済を支配するルールが問題 

・アメリカ経済は、経済の自然法則のせいでバランスを崩したのではない。 
・今日の不平等は、資本主義の避けがたい発展の結果、生じたわけではない。 
・経済を支配するルールのせいでこうなったのだ。 
◆だとすれば、ルールを書き換えればいい。 

・現在のルールは、35 年前のひとつの選択に過ぎないのだ。 
・ルールがうまく機能しなくなったら、書き換える時である。 
◆「包括的な解決策」「一連の処方箋」 

・直面している問題には、枝葉の修繕をはるかに超えた「包括的な解決策」「一連の処方箋」
を示す必要がある。 
 

（２）主な内容：「古い見解」から「新しい見解」へ 

 

▼古い見解：経済と平等とはトレードオフ 

◇平等の実現は、経済を犠牲にしないと実現できないと考えてきた。 
◇成長を追求すれば不平等が拡大、平等を追求すれば経済が停滞と。 
 
▼サプライサイド経済学は間違っていた。 

◆今の経済のルールは、サプライサイド＝供給側重視の経済学 

・規制、累進課税、福祉制度が経済成長を妨げているとして、 
・その緩和・撤廃を主張 
◆その主張を実行した結果： 

・最富裕層の富を増し、経済的な不平等を拡大したが、 
・利益はその他おおぜいのもとには“トリクルダウン＝したたり落ち”なかった。 
・サプライサイド経済学の信奉者たちが約束した経済成長は生み出さなかった。 
 
▼新しい見解： 

◆トリクルダウンからトリクルアップへの転換 
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◇トリクルダウン経済学は失敗した。 
◇新しい見解では、 
・トリクルアップ経済学は、中間層から経済を立て直す。 
・その方が成功する可能性が高い。 
◆平等と経済はトレードオフではなく、相互促進的 

・これまで常識とされてきた信条が失われた。その意味は重大だ。 
・最近の研究では、不平等の拡大こそが、経済を害しているというのが事実だ。 
・また、GDP 成長率の高い伸びが、必ずしも人口の大多数に利益をもたらさない。 
 
▼改革のターゲットは経済のルール 

 
 
 
         日常の不平等      氷山 

海面 

       経済を構築するルール 

 
 
      世界規模の大きな力 

    ・テクノロジー ・グローバル化 
 
◇海面の上：人びとが経験している日常の不平等 
◇海面のすぐ下：不平等をつくり出す原動力。経済を構築し、不平等をつくる法と政策。 
・目には見えにくいが、極めて重要だ。 
◇氷山の基部：現代のあらゆる経済の根底にある世界規模の大きな力。テクノロジーやグロ
ーバル化、人口動態など。侮れない力だが、つくり替えることはできる。 
 
▼不平等の表われに直接対処するだけでなく、 

・経済を構築しているルール・法律・政策などの構造を作り直す 

◆ある政策立案者は： 

・氷山の基部にある世界的な力（テクノロジーやグローバル化）は、政策では対処できない
外生的な力で、制御できないから、介入しても無駄ではないか？ 
◆私［スティグリッツ］たちの意見は違う。私たちの主張は： 

・そこに立ち向かわないなら、できることはほとんどない。 
・世界的な力の現れ方を決め、経済を構築しているルール・法律・政策などの構造は作り直
せる、ということだ。 



41 
 

 
▼政策マニュフェスト（抄） 

〖Ａ〗最富裕層にのみ奉仕する経済 

◇“株主革命”と短期主義 ◇株主第一主義の高まり ◇最上層のための税金革命 ◇減税
しても成長には役立たない ◇完全雇用という使命の優先順位を下げた結果… 
〖Ｂ〗賃金が低いままなの理由 

◇労働者の権利を犠牲にして企業は影響力を増大した ◇労働組合の衰退が賃金を脅かす 
◇人種差別が経済を弱める ◇構造的差別こそが成長の足かせ ◇性差別による経済的損
失 ◇男女平等が経済を押し上げる… 
〖Ｃ〗最上層をいかに制御するか（⬅〖Ａ〗最富裕層にのみ奉仕する経済） 

◇特権の網を引きちぎる ◇貿易要諦のバランスを取り戻す ◇政府の交渉で医療費を制
御する  ◇破産のルールを変更し、住宅所有者と学生を守る  ◇金融セクター改革   
◇より厳しい罰則のあるルールを施行する ◇金融取引税を制定する ◇最高限界税率を
引き上げる ◇企業の海外所得に課税する… 
〖Ｄ〗中間層を成長させる（⬅〖Ｂ〗賃金が低いままなの理由） 

◇完全雇用を目標にする ◇公共投資を復活させる ◇労働者に権限を与える ◇交渉権
を強める ◇労働基準違反への罰則を強める ◇最低賃金を引き上げる ◇女性と非白人
にチャンスを ◇移民労働者を保護する ◇育児・介護休暇を法律化する ◇平等な賃金
を実現する ◇女性が安心して出産を ◇幼児教育に投資する ◇公的融資を増やし、学
資ローンを再構築する ◇医療を手ごろな価格にし、あらゆる人に提供する… 
 
 

〖四〗財政出動で暮らし改善モデル 

 

●松尾匡『左派リベラルが勝つための経済政策会議』2019 

 
▼マニュフェスト（抄） 

〖Ａ〗消費税を上げて不況に戻っていいのですか？ 

１）消費税の税率を５％に 
〖Ｂ〗雇用創出・最低賃金引き上げ・労働基準強化 

２）100 万人分の労働需要を追加創出 
３）同一労働同一賃金を実現 
４）最低賃金を 1500 円に 
５）雇用・賃金の男女格差を是正 
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６）違法な不払い残業を根絶 
７）望む人が働いて活躍できる保障を 
８）外国人の労働者を虐げて低賃金競争を強いる「労働ダンピング」を許さない。 
〖Ｃ〗大企業や富裕層への課税強化・デフレ脱却設備投資補助金・物価安定目標 

９）法人税の優遇措置をなくし、すべての所得に累進課税を 
10）富裕層に対する資産課税を強化 
11）金融機関の野放図な融資を抑制 
12）社会保険料も累進制にして、国保など庶民の保険料負担を軽減 
13）環境税・ドーピン税を導入 
14）「デフレ脱却設備投資・雇用補助金」を創設 
15）健全財政の新たな基準を 
16）財務省による硬貨発行で政府債務を清算 
17）日銀法を改正 
〖Ｄ〗特区制度廃止・ベーシックインカム・長期計画の公共インフラ建設 

18）すべての人びとのためお公金支出 
19）経済特区制度は廃止 
20）ベーシックインカムを導入 
21）「デフレ脱却手当」で月 1 万円配布 
22）社会保障制度を組み替え 
23）地方でも常に仕事が持続するインフラ事業 
24）人びとの命や暮らしを守るのに、必要な施設は建設を 
〖Ｅ〗教育・保育の無償化、介護、医療の充実など 

25）奨学金債務を軽減・解消 
26）保育・教育を無償化 
27）介護、保育、看護などの賃金大幅引き上げ 
28）待機児童セロ、介護離職ゼロを実現する。  
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〖五〗ジェンダーと経済――アイスランドの事例  

 

▼ジェンダーギャップ指数 15と GDP成長率 

 

 

 
 
 
 
 

※09年に女性首相が誕生、同年に「ジェンダーギャ 

ップ指数」で１位。以降、12年連続で１位。 
 
 
 
 

▼転機 

①1975年 10月 24 日 女性のストライキ 

◇1970 年代まではアイスランドも男性優位の社会 
◇1975 年 10 月 24 日、９割の女性が仕事も家事も放棄して初めてのストライキ 
・職場での男女の格差や性別分担に抗議 
・以来、10 月 24 日は「女性の日」 変革が前進 
・1976 年「ジェンダー平等法」制定 
②2008 年リーマン・ショック 

◇イスランドは、国家財政が破綻の危機に 
◇危機を招いた原因は、男性中心のコンプライアンス欠如の経営にあったと分析 
・女性を積極的に登用する社会へと転換を図る。 
◇2009 年、初の女性首相 
◇2010 年、クオータ制を導入 企業役員や委員の 40%以上を女性に 

 
15 ジェンダーギャップ指数 gender gap index：国ごとの男女格差を測る指数。世界経済フォーラムが
2005 年から実施。以下の 4 分野で評価。(1)経済活動の参加と機会（給与、雇用数、管理職や専門職での
雇用における男女格差）、(2)教育（初等教育や高等・専門教育への就学における男女格差）、(3)健康と寿
命（出生時の性別比、平均寿命の男女差）、(4)政治への関与（議会や閣僚など意思決定機関への参画、過
去 50 年間の国家元首の在任年数における男女差）。 
・世界経済フォーラム World Economic Forum：世界の 1200 以上の企業や団体が加盟する非営利の公益
財団。毎年 1 月末に、各国の財界人、政府関係者、学者などを招待してダボス会議を開催。 

 ジェンダー 

ギャップ指数 

GDP成長率  
・実質 

11 年～19 年平均 

アイスランド １位※   

 

3.5％ 

日本 120位 0.85％ 
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▼「ジェンダー平等は経済にとっても有益」 

カトリーン・ヤコブスドッティル首相（1976年生・女性 左派環境運動党首） 

「わたしたちは、よりジェンダー平等に近づいた方が、全ての人にとって“より良い社会”に
なることを経験してきた。それは経済においても同じ。アイスランドは労働市場において、
女性の参加率が世界的にもっとも高い国の一つ。そのことが、経済にとって非常に有益だと
証明されている。 
女性が提供できるリソースを使わないことは、社会にとって損。女性が労働市場に参加し

ていなければ、彼女たちが提供できる多くのもの、そのすべてを市場は失ってしまう。その
社会は持っている資源を十分に生かし切れていないということだ」（2022年1月4日NHK） 
◆ジェンダー平等は、 

・まずもって、女性の人権と社会的公正の問題だ。 

・それにとどまらず、経済の発展にとっても不可欠だ。 

 
＊参照文献：大門実紀史『やさしく強い経済学』 

  



45 
 

【Ⅶ】大きな展望 
 
▼コンドラチェフ波動論に依拠した資本主義 200年の概観（試論） 

 
波動 エネルギー源 

と産業構造 

資本の 

蓄積様式 

資本と労働 資本・社会 

・国家 

基軸国と世界

秩序 

1700 年代後半～ 

1800 年代前半 

―― 第 1次産業革命 ―― 

➊1850 年代初め

～1890 年代 

石油・蒸気機関 

 

産業資本 形式的包摂 国民国家 イギリス 

1890 年代～ 

第 1 次大戦 

 第 1の底    ―― 第２次産業革命 ―― 

➋第 1 次大戦～ 

第２次大戦 

石炭・電力 
集中メインフレ

ーム型 

フォーディズム 

 

実質的包摂 福祉国家 交代期 

1930 年代～ 

第２次大戦 

 第２の底 

➌戦後～ 

1960 年代 

石油 
集中メインフレ

ーム型 

フォーディズム 

 

実質的包摂 福祉国家 アメリカ 

1970 年代～ 

1980 年代 

 第３の底    ―― 第３次産業革命？ ―― 

➍1990 年代～ 

2008 年 

石油・金融 

・情報 

グローバリズム 

ＧＶＣ 

包摂から乖離 資本の暴走、国家

の機能不全、社会

からの乖離 

多基軸化から 

Ｇゼロへ 

06 年イラク戦

争、08 年リーマ

ン・ショック、11

年原発事故、22

年ウクライナ戦

争 

 第４の底    ―― 第４次産業革命 ―― 

➎21 世紀前半～

中盤 

     

◇コンドラチェフ 16、シュンペーター17をベースに、有井行夫 18、金子勝 19などの議論を参

 
16 コンドラチェフ：革命ロシアにおける経済学者。後に「コンドラチェフの波」として知られる、47 年
から 60 年程度を周期とする景気の長波 long wave の存在を主張。この主張が「資本主義の再生を予告す
る反革命的な見立て」とされ、1938 年に処刑（1987 年に名誉回復）。 
17 シュンペーター：オーストリア出身で、ケインズと並ぶ 20 世紀前半の代表的経済学者の一人。 
18 有井行夫「労働の構想力」（『21 世紀の経済社会を構想する』） 
19 「多様性に基づく経済学の新たな創造へ」（金子勝・松尾匡『ポスト「アベノミクス」の経済学』） 



46 
 

照した筆者の試論。 
◇また、【Ⅱ】〖三〗の議論を引き継いでいる。 
 
▼帝国主義論とロシア革命 

◇レーニン帝国主義論、国家論、革命論、社会主義論は、➊～➋に特徴的な産業構造である
「集中メインフレーム 20型」の中で、「社会化」が進行し、プロレタリアートが大規模に形
成されるだろう、と見られていた時代において、一定のリアリティのあった革命論であった
といる。 
◇しかし、資本主義の「最高の段階」、つまり、「その後はない。終わり」という把握は、現
実に違った。 
・帝国主義は、今日からとらえ返せば、資本のグローバル化にむかう過渡であった。 
◇帝国主義論から、その後、「崩壊→革命」論を定式された。それは、資本主義の把握の仕
方の誤りに由来し、実践的にも、その後の運動に多大な負の影響を及ぼした。 
 
▼「➎21世紀前半～中盤」はどういう転換になるか？ 

◇少なくとも以下のようなことが想像される。 
⑴エネルギーの転換：化石燃料から再生可能エネルギーへ 

・「石油を中心とする化石燃料を基盤とした産業構造」から、 
・「再生可能エネルギー」へ 
⑵産業構造の転換：「集中メインフレーム型」から「地域分散ネットワーク型」へ 

・フォーディズム、グローバリズムに共通する「集中メインフレーム型」の産業構造から、 
・「地域分散ネットワーク型」の産業構造へ 
⑶社会システムの転換：資本と国家のシステムからアソシエーション・システムへ 

・資本が労働からの乖離、国家と社会からの乖離によって、 
・アソシエーション（自主的に結合した民衆が協働して、政治・経済・社会を組織する自治
的な社会システム。国家にも市場にも拠らない、本来の社会主義）が現実的に着手されてい
く。 
◆今日の「長期停滞」は、 

・このような「転換の最中」ととらえることもできるのではないか。 
 
  

 
20 メインフレーム：コンピューター用語。大型コンピューター。インフラ、ハードウェア、ソフトウェ
アなどを完備、記憶容量が大きくかつ高速。主に企業など巨大な組織の基幹情報システムなどに使用され
てきた。しかし、クラウド・コンピューティングの急速な発展により、用途は限られてきた。クラウド
は、必要な機能やサービスは、その都度、インターネットを通じて利用するという考え方に立ってコンピ
ューターシステム。 
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【Ⅷ】現状打破２：関西の経済再生ビジョン 

 
▼チャンス 

 私の能力で、ビジョンなど、到底描けるものではないが、求められていることは、危機と
没落にあえぐ大阪ないし関西において、「関西の経済と政治と社会の再生ビジョン」を提出
することではないか。 
というのも、維新が打ち出している、グローバル化対応の「都構想」や一連の「改革」の

論議は、およそ大阪・関西の経済を最後的に破壊するとんでもない代物であるが、そういう
形であれ、「大阪をどうする？」という議論がはじまっていることがチャンスだと思う。 
 ビジョンのポイントを 3 点で—— 
 

（１）カギは域内再投資力と地域内経済循環 

▼グローバル化に竿を差してはならない 

◇既に述べたように（【Ⅳ】〖二〗）、一般に、ある地域の経済や社会が持続的に存続・発展
するといことは、そこで、繰り返し再投資が行われ、地域内での雇用や所得、そして生活が
再生産されている、ということを意味している。これを「地域内再投資」21という。そのポ
イントは、毎年、その地域でまとまった投資が行われ、そのお金が最初に投資した人・企業・
団体に戻ってくる＝還流することだ。これを「地域内経済循環」という。 
◇だから、逆に、地域内再投資力が弱まれば、地域社会も衰退する。 
 大企業などを地域経済の外から誘致するという外来型開発やグローバル化が、地域内再
投資力が弱め、地域内経済循環を阻害し、大阪経済を衰退させてきた。 
だから、グローバル化に竿を差してはならないのだ。 

 

▼「内発的発展」でグローカルな経済へ 

外来型開発やグローバル化にと真逆の発想が「内発的発展」である。それは、地域の人材
や資源を生かして、中枢管理機能を地域に置いて、地域内産業連関をつくり、利潤や租税な
どが地域経済で分配され、地域内再投資と地域内経済循環を実現する仕組みを作ることだ。
それを、地元企業、事業者、協同組合、労働組合、市民組織、諸個人、そして自治体など、
地域経済の主体が協働して進める。域外から資金や計画を取り入れる場合も、決定権は地域
経済の主体が持つ。 
・だからグローバル資本に貢献し地域経済を破壊する維新の政策に対置する政策は、「関西・
社会経済」という圏域において、地域内再投資と地域内経済循環を実現し、「内発的発展」

 
21 【Ⅳ】〖二〗 
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を追求するグローカル（グローバルな視座を持ちつつ、ローカルに軸心を置いた思考・展開）
な経済の構想である。 
これがグローバル化に対置すべき地域経済論である。 

 

▼社会運動 

・主体は、上述したように、地元企業、事業者、協同組合、労働組合、市民組織、諸個人、
そして自治体など。 
・それらの主体が、趣旨に賛同する形で参加する社会運動として推進する。 
・グローバル資本の活動は徹底的に規制する。「関西」以外、海外や東京に本社を置く企業
の活動は規制する。 
・プラットフォーム事業（GAFA や携帯電話会社）はコモン（社会的共有財）であり、独占
を解体し社会化する。 
・電力もコモンであり、独占を解体し社会化する。再生可能エネルギーへのエネルギー転換
を推進する。それは、産業構造を、「集中メインフレーム型」から「地域分散ネットワーク
型」へ転換するテコになる。 
・金融はコモンの要である。社会運動の趣旨に賛同する都市銀行・地域金融機関、さらに社
会的ファンドを組織する。 
・「関西・社会経済」をさらにいくつかの「商圏」に分け、地域通貨の発行・流通によって、
商圏内の循環と活性化を促進する。 
・保育・教育・医療・介護に公的財源を投入する。財源は、「都構想」とは真反対に、国か
ら基礎自治体に大規模に移す。 
・教育をはじめ、社会のあらゆる場面から競争を排除し、多様性と連帯を基礎にする。 
・農業は、食糧の自給、里山の防衛・再生、都市と農村の代謝関係の再生など、重要産業で
あり、資本の収益性というモノサシでは測れない産業である。農業の重要性を評価できる新
たな経済評価基準を創設して評価を改める。 
・労働組合は、企業の外に、産業別（業種別・職種別）に労働者を組織するものとし、産業
レベルで協約を締結、最低労働条件を定立する。産別交渉を国レベルで制度化する。 
・ベーシックインカムを活用する。とりわけ、ジェンダーの観点から、家事・育児・ケアな
どの再生産労働が不払い労働によって担われている現実にたいして、ベーシックインカム
を適用する。 
 

（２）地域住民の自発的な参加による自治権力の再生 

▼ニューヨークの都市再生の事例 

・ニューヨークは周知の世界一のグローバル・シティー 
・参考になる話などなさそうだが。 
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・実は、かつて深刻な財政危機に陥り、そこから住民参加によって再生した歴史がある。 
◆ニューヨークの財政危機 

・戦後期のニューヨークは全米最大の工業都市かつ高い水準の福祉都市 
・しかし、競争力喪失で都市型工業の雇用が半減 

・財政赤字が急増、75 年 3 月、ついにデフォルトの寸前に。 
・ここから、都市再生プロジェクトが始まる。その細かい経緯は省くが、鍵は、自発的な市
民の参加である。 
◆コミュニティ・ボード community boards of New York City コミュニティ委員会 

◇“I Love New York”運動 
・市政を立て直すための自主的な運動 
◇コミュニティ・ボード community boards of New York City 
・ニューヨーク市の５つの行政区内のそれぞれのコミュニティ地区を代表する任命された
メンバーによる諮問委員会 (advisory board) 
・市が、憲章を改革し、住民の力を市政に反映させる仕組みを作った。 
・59 の委員会があり、それぞれの委員会は、50 人の委員が任命され、3 人の事務局を持つ。 
・決定権はない（イタリアの地区住民評議会は決定権を持つ）が、市当局は、都市計画や予
算案を議会にかける前に、コミュニティ委員会と交渉しなければならない。 
・街づくりのアセスメントなどでは、コミュニティ委員会の承認がなければ通過しないと言
われる。 
・予算では、コミュニティ委員会の要求が 40%程度実現するとされている。 
・特に少数民族の参加が義務付けられている。 
・コミュニティ委員会は無給、協議は、夜間や休日に。 
◇当局にとって、コミュニティ委員会との交渉は時間も労力も大変 
・しかし、それが何よりも再生の原動力となった。 
 

＊参照文献：宮本憲一「大阪の都市政策を考える」（『2015 年秋から 大阪の都市政策を問う』） 

 

▼翻って「都構想」ないし「府市一体化」は？ 

・財源と権限を上へ上へと奪い取っていく。 
・住民に近いところには何も残らない。 
・首長と「都構想」官僚によって意思決定が独占される。 
◆これでは、官僚化と空洞化で「大阪の死」は必至 

「都市の死は、テクノクラートが市政を支配し、市民が無関心になった時だ」（ルイス・マ
ンフォード アメリカの建築評論家・文明批評家） 
◆対案：コミュニティ委員会を 

・むしろ大阪市内 24 区を活かして、コミュニティ委員会のような無償・自発の市民協議会
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をつくり、大阪再生の原動力にすべき。 
 

▼公務も議会も大胆に住民が参加し担う 

・「都構想」が、役所を上から解体し、取り上げる狙いであるとすれば、自治権力の再生構
想では、住民が公務に参加し自身が担うという形で、役所の機能を下に向かって再吸収・包
摂する。「身を切る改革」などというペテン・ゴマカシを許さず、公務も議会も大胆に住民
自身が担うものとする。 
・基礎自治体が、地域住民の自治権力の実体となる。基礎自治体の構成員は、全ての住民（在
日・滞日外国人を含む）である。基礎自治体の規模と範囲は、可能な限り小さくする。 
・「都構想」とは真逆で、基礎自治体に財源と権限を集中させる。 
・基礎自治体は、共同代表×議会×行政×コミュニティ委員会によって構成される。 
・議会は、地域住民が無給・輪番で参加し、そこでの意思決定を最重要視する。 
・コミュニティ委員会は、小学校の校区規模で、全員参加の自治の単位とする。 
・行政職員は、コミュニティ委員会から選出・任命される。 
・議員および行政職員には、クオータ制が適用される。 
 

（３）「よりまし政権」 

以上のように、地方経済と基礎自治体を中心に社会運動を展開するのだが、そのためにも、
中央政府を「よりまし」な方向に押していく必要がある。 
・法律をつくり・変えて、新しい制度をどんどん作っていく必要がある。だから、「よりま
し議会」「よりまし政権」が必要だ。 
◆その前に「よりまし野党」が必要だ。 
 
▼中村喜四郎 22の「野党論」 朝日新聞 2022 年 6 月 19 日 

◇「よりまし野党」を考える上で、中村喜四郎の指摘は大いに参考になる。 
 ・    ・    ・ 
・野党のやることは、政策を政権に示す提案型ではない。数の少ない者が与党に提案したと
ころで、自己満足でしかない。国民は関心を持たない。 
むしろ国民の未来について「このままでいいのか」という課題がいっぱいあるのだから、

政権にぶつけていくべき。野党は中長期的な政策を磨くべきで、きちんと問題点を提示でき
る、地に足のついた政治活動をやらないとダメだ。それはただ批判するのではなくて、「こ
のままじゃ大変なことになる」と現状をきちんと説明する、「現実を見るべきだ」と主張し

 
22 中村 喜四郎：元建設相、自由民主党総務局長など。ゼネコン汚職で逮捕失職。その後、無所属で連続
当選。現在、立憲民主党の衆議院議員。 
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ていく野党ということだ。 
 政治に満足できていない半分近くの人たちが投票に行かない。その人たちが投票に行く
ような政治をやらなくては。問題を解決することが大切で、解決できなくても逃げないこと
を大切だとする政治だ。 
 「政権をとるために政治をやる」というのは邪道。問題は、投票に行かなくなった投票率
10%をもう一回投票所に戻すのにどうするか。国民に選んでもらうために。 
チャンスはある。今の自民党は、選挙制度のせいで、党内で議論しない。国是のような問

題を突然ひっくり返しても誰もおかしいと言わない。失敗しても誰も指摘しない。だから野
党が必要なのだということだ。 
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【Ⅸ】革命の構想の転換 

――社会を「つくり直す」「作りつつ進む」 

 
見てきたように、本稿は、「階級闘争激化から権力奪取へ」という革命の構想は間違いで

あったという立場に立っている。それは「難しいから迂回する」ではない。資本主義社会の
把握として「間違っていた」ということだ。 
「階級闘争激化から権力奪取へ」の革命の構想は、ブルジョア社会を「壊す」作業＝「蜂

起・権力奪取」に力を集中するものであったが、それにたいして、本稿は、資本が政治・経
済・社会・地域・職場を壊して放り出していくのであり、それたいして、労働者・事業者・
住民を主体とした社会運動の力で、政治・経済・社会・地域・職場「つくり直す」「作りつ
つ進む」という運動を提起している。革命の構想の転換がある。 
 しかし、また、「作る」プロセスもまた、政府・資本家・反動との抗争・衝突が避けられ
ない。政府・資本家・反動の強大な陣地にたいして、民衆の側の自主性と創意工夫を武器と
した社会運動の力で、敵の陣地を蚕食していくのである。 
 
◇以上で述べてきたことを革命の構想として簡単に整理すると—— 
①向かう方向は、アソシエーション＝社会主義である。社会運動の漸進運動でアソシエーシ
ョンを手繰り寄せる。ただ、資本主義と社会主義の間は、画然と区切られるものではなく、
混然と行きつ戻りつしつつ進行する。 
②地域社会経済と住民自治権力を創出・再生し、陣地を拡大する社会運動を基軸にして、漸
進する。そのプロセスは、至るところで、繰り返し、地域社会経済と住民自治権力が創出さ
れまた消滅するという攻防になる。 
③その社会運動を基軸に漸進しつつ、「よりまし政権」を運動のテコとして追求する。社会
運動の前進➡「よりまし政権１」➡社会運動のさらなる前進➡「よりまし政権２」…である。 
「よりまし政権」は目的ではない。しかし社会運動の漸進にとって必要な政策・法律を引き
出すために、——たとえば直ちに財政出動をさせるために——「よりまし政権」は必要にな
る。 
 ・     ・     ・ 
 「構想」というより「モウソウ」でしかないかも知れない。しかし、目前の参院選、来年
の統一地方選は、現状の延長でいく限り、左派・リベラルは厳しい結果になるのではないか。
現状のままで行くなら——。しかし、繰り返しになるが、維新が大阪破壊を進めるからこそ、
大阪問題、維新問題の論議がかみ合えば、逆説的にチャンスだと思う。（了） 
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