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20191220 フォーラム 12 月 7 日［岩田昌征「東欧体制の崩壊と市場経済化」事後報告］ 

 

●日時 2019 年 12 月 7 日(土) 午後 1 時 30 分～５時  

 

●会場 本郷会館 A 室 

 

●報告 岩田昌征（千葉大学名誉教授） 

   著書  

• 『比較社会主義経済論』日本評論社 1971 

• 『労働者自主管理 ある社会主義論の試み』紀伊国屋新書 1974 

• 『社会主義の経済システム 現代・計画・市場』新評論 現代経済学叢書 1975 

• 『現代社会主義の新地平』日本評論社 1983 

• 『凡人たちの社会主義  ユーゴスラヴィア・ポーランド・自主管理』筑摩書房 1985 

• 『現代社会主義形成と崩壊の論理』日本評論社 1993 

• 『ユーゴスラヴィア 衝突する歴史と抗争する文明』NTT 出版 1994 

• 『ユーゴスラヴィア多民族戦争の情報像 学者の冒険』御茶の水書房 1999 

• 『社会主義崩壊から多民族戦争へ エッセイ・世紀末のメガカオス』御茶の水書房 

2003 

• 『二〇世紀崩壊とユーゴスラヴィア戦争 日本異論派の言立て』御茶の水書房 2010 

■テーマ 東欧体制の崩壊と市場経済化 

 【参考文献】（当日配付） 

 （1）最終講義：党社会主義の思想と実践－社会主義への移行と資本主義への移行－ 

   ［この案内の文末に、貼り付けました］ 

 （2）中国憲政自由主義者は自由を如何に使うのだろうか――張博樹『新全体主義の思想

史』と劉暁波『08 憲章』の盲点―― 

 http://chikyuza.net/archives/97012 （ちきゅう座） 

 

■参加者 18 名（懇親会参加者 12 名） 

■フォーラムでしたこと 

 司会・矢沢国光 

 （1）岩田昌征氏の報告（前半 90 分、休憩後 60 分） 

    当日配布の二つの論文に沿って、報告がありました。 

http://chikyuza.net/archives/97012


2 

 

 （2）質疑（35 分） 

 伊藤誠先生から、「ユーゴスラビア型社会主義」についての質問がありました。①ユーゴ

スラビアの「自主管理」の源流は何か？ ②（ポーランド 1956 年のポズナン暴動のあと、

カレツキー、ランゲ、ブルスらが）「市場社会主義モデル」を提起したが、これはユーゴス

ラビア型と同じか？ 

 これに対して、岩田昌征氏から、「自主管理社会主義」の共通理解として、「労働力商品の

否定」「集団化反対」「国家の否定」があるが、さまざまな源流があることが語られました。

例えば、スペイン・南欧のサンジカリズム、ギルド、スロベニアのカルデリ。意外なところ

では、ムソリーニ。ムソリーニは、（ドイツに救出されて復権したあと）トリノで工場管理

運動をしている。 

 

■講師（岩田昌征）の補足  

［１］ソ連の党社会主義、集権制計画経済のプラス・マイナス＝ゼロ面の実例   

ソ連の党社会主義、集権制計画経済のマイナス面は、日本の元「新左翼」系の識者たちに

よく知られている。 

それで、ここにマイナスではなく、プラス・マイナス＝ゼロ面の実例として、モスクワの

集合住宅中庭の生活風景（1950 年代、1960 年代）を紹介する。【＊】 

また、プラス面として、計画経済合理化の一環として、線形経済学の独自開発の教科書を

紹介する。1960 年度出版、Λ.Ｂ.カントロヴィチ教授による『資源最善利用の経済計算』で

ある。 

東大の経済学部で小宮隆太郎（助）教授が線形計画法の講義を行ったのは 1961 年ではな

かったか。アメリカで線形計画法が開発されたのは 1940 年代後半である。カントロヴィチ

は論文「生産の組織化・計画化の数学的方法」を 1939 年に公表していた。 

日本における線形計画法の初発と発展は今野浩著『ヒラノ教授の線形計画法物語』（岩波

書店 2014 年平成 26 年）に詳しい。 

私＝岩田はと言えば、文学部西洋史学科の学生として、ネップ期の計画経済生成を卒論に

書くために、1962 年・昭和 37 年 3 月 9 日から 3 月 26 日の間、辞書を引き引き、カントロ

ヴィチの教科書を読み上げていた。卒論の目的からすれば、まったく見当違いの本であった

が、おかげで、アメリカのＬＰ（線形計画法）の教科書を知る前に、本格的にＬＰを勉強し

ていたことになった。不思議なことに、アメリカのＬＰ解法は、単体法であって、財に即し

ており、実物的であったのに対し、カントロヴィチのＬＰ解法は、「客観的に基礎付けのあ

る評価」つまり相対価格＝計算価格を基軸にしたものであった。両体制の性格から言えば、

その逆が順当であったろう。 
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【＊】ニーナ・アナーリア『私のモスクワ 心の記憶』（正村和子訳 群像社）

より 

家と中庭 都会の近所づきあい 

街の空気はほかにもまだたくさんのものを

漂わせていて、それが私の「モスクワ人気質」

を作り上げていった。そう、私は、モスクワに

数知れずある小さな分子のこと、「家」と呼ば

れるものについて触れないわけにはいかない。

一戸建てもあれば集合住宅もある「家」とい

う建物の中には人々の住まいがあり、暗屋や

階段や廊下、屋根裏や地下室がある。住まい

には住人がいて家庭があり、誰もが世界にた

った一つしかない運命を生きている。そこで

はありとあらゆるものが、狭い空間の中で、

絶え間なくまた否応もなく緊密に触れ合って

いる。 

私たち一家は一九五七年まで独立した小さ

な家に住んでいたけれど、そのときでさえ隣

の大きな集合住宅で起きている出来事と無関

係で過ごしたことはなかった。半分が労働者

の宿舎になっていたその建物から、私の父は

かつて、時代が良くなるのをおとなしく待っ

ていようとはせずに、見事に脱出したのだっ

た。そこに住んでいるどの家族のことも、う

ちの大人たちはまるで近しい身内のように気

にかけていた。 みんなが何かにつけて近所の

人のことを話題にしていたのを、 私は昨日の

ことのように憶えている。地理的にはもちろ

ん近かったけれど、ただ近所同士というだけ

で、 血のつながりは少しもなかった。ロシア

人でない人たちさえ大勢いた。父母が近しく

していた人たちにはモルドヴァ人の一家も、

ユダヤ人やタタール人、 ウクライナ人の家族

もあった。実はわざわざ記憶を手繰りよせる

までもなく、 八十八歳になる私の母は、 あ

の頃の隣人ならみんなと今も親しく付き合っ

ている。しょっちゅう電話で話しているし、

みんながまだ元気にモスクワを動きまわるこ

とのできた十年ほど前までは、よく行き来し

あっていた。もちろん亡くなった人も多いけ

れど、母は、その人たちの子供や孫はもちろ

ん、 もっと遠い親類とさえ、 今でも電話し

合っている。誰が亡くなっても変わりなく付

き合いが続くのを見ていると、はた目にはよ

ほど近しい親類のようにみえる。父と母は故

郷の村のこともしょっちゅう話題にし、村じ

ゅうの人がひとり残らず知り合いで、どの人

の身の上も他人事ではなかった。だからモス

クワは社会主義下だったにもかかわらず、私

が育ったような普通の庶民の環境では、農村

共同体的な、いや、むしろ古代の氏族共同体

的な生活習慣が圧倒的な支配力を持っていた

のではないかと思う。七〇年代まではそれが

はっきり感じられた。あまり人目をひくこと

のないそんな歴史の逆説が、日常生活の中に

ときおりそうやってひそんでいることがある

……。 

私の世代は、そんな古めかしい昔かたぎを

身につけた最後の世代となるのかもしれない。

私たちモスクワっ子は首都に住んでいながら、

人との付き合い方にしても隣人に対する気持

ちの持ち方にしてもみんな全くの田舎気質で、

モスクワ中を親戚のごとく扱っていた。それ

は他所から来た人が一見して見てとれること

ではなく、 私たちの生活の内側に入り込んだ

者だけが、肌で感じ、体験できたことだった。 

隣人たちは、いわば特別待遇の親戚みたい
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なものだった。誰もが頭の中では、隣人の前

では自分の一番良い所だけを見せるつもりで

いたのだが、 現実の生活はなかなか思い通り

には運ばない。だから隣人どうしの間に誤解

や口喧嘩もあったし、ときには殴り合いさえ

起きてしまった。でも暮らしのいちばん基本

には、人には親切にし互いに助け合おうとい

う、 熱烈といっていいくらいの気持ちがあっ

た。お互いに好意を持っているかどうかには

関係なく、 隣人同士は日々の暮らしの中で困

ったことがあればとにかくいつでも助け合い、

私たち子供は毎日それを見て育っていた。親

たちは、どんなことでも理屈抜きに隣人を助

けなさいと子供に教えた。助け合うことは私

たち子供や若者にとって、おかしてはならな

い原則だった。隣人に何か頼まれたら、いつ

だろうと何だろうと私たちには断ったりする

権利がなかった。その根底には宗教的ともい

える深い倫理観があった。それは、かの有名

な「汝自身のごとく汝の隣人を愛せ」という

キリスト教の戒律に端的に言い表されている。

宗教はおおやけには有害視され、特に教会に

対しては弾圧が厳しかったけれど、庶民は、

何世紀ものあいだ培われてきた宗教的規範を

拠り所として幕らし続けた。 

近所に子供のいない小母さんが住んでいて、

私はよく、「ちょっとひとっ走り」お店に行っ

てパンを買ってきて、と頼まれた。私はまる

で母さんに頼まれたみたいにすぐさま買いに

いった。よその小母さんの頼みだからきかな

くたっていい、とは考えたこともなかった。

万が一そんなことをして、 それが両親や近所

の誰かに知れたらどうだろう。私は近所中か

ら非難ごうごうだったにちがいない。両親は

厳しくお説教した上に、罰として何か私のや

りたいことを禁じただろう。会う人ごとに、

「マーシャ小さんが頼んだのにバンを買いに

行かなかったってほんとなの?」と問いたださ

れただろう。人の前で恥かしい思いをするの

は誰だっていやだった。 

私たちはこんなふうに、自分たちの行動が

すっかり人から見られ、 親や親類だけでなく、

近所中の人たち、つまり周りの「社会」全体

が、積極的に子使たちを教育するという雰囲

気の中で暮らしていた。 それはひどく煩わし

く、厳しい社会環境のように見えるかもしれ

ないけれど、そんなことは全くなかった。 私

たち子供は、周りの大人たちが私たちに関心

を持ってくれ、私たちがどんな人間か見守っ

ているのを感じていた。そのお陰で早くから

社会的責任感が芽生え、社会への帰属意識が

育まれていった。現在のロシアではどうだろ

う。人は法に触れるような犯罪をおかさない

限り、何をしようと、誰からも、ともすると両

親からさえも道義的責任を問われない。「何を

やっても許される」という、 ドストエ上フス

キイがあれほど戦慄的な予言と凄まじいまで

の切なさを込めて書いた問題が、私たちの時

代の現実となっている。人は今、精神的に限

りなく孤立し、しかも私たちの子供時代以上

に社会に左右されている。今の私たちの社会

では、お金の持つ否定的な力が想像を絶する

ほどの規模になり、恐るべき勢いで若者たち

の首を締めつけているからだ。でもどんな状

況でも若さは若さ。若さは何か私たちの理解

の及ばぬやり方で、お金の力に立ち向かうこ

とができるのだ――生命力という名の、はる

かに大きな力によって。 

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
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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

子め前)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,ロシア風バイ)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

ールですっぼりくるまれ、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

腰掛けを持続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

イーチャは、 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ととも

整落した。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
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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、つい最近お相父さんにな

った(孫が生まれたのだ)。 

もう一つ、集合住宅ならではの生活スタイ

ルがあった。それは際限ない貸し借りの繰り

返しだった。食べ物、着る物、靴、お金――|

いったい貸し借りの対象にならないものがあ

っただろうか。 食べ物の中で一番頻繁に行き

来したのは、どこの主婦でもうっかり買い忘

れてしまう塩と砂糖だった。当時のモスクワ

は商店もそう多くなく、 開店時間は朝から晩

の六時か八時までで、 二四時間営業の店は一

軒もなかった。食料品店も街の丁目ごとにあ

ったわけではなく、 私の家からだと、トロリ

ーバスで停留所二つ先まで行かないと食料品

が買えなかった。そんな状況だったから、お

隣で砂糖や塩を少しばかり借りてまたすぐに

返すのは、ちっともおかしなことではなかっ

た。お隣さんに一粒残らず貸すことだってし

ょっちゅうだった。ああ神さま、誰かが借り

に来たときに断るようなことだけはしなくて

もすみますように。 

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、七〇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た。

この伝統は八〇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、 ベ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人しはじめただのは六〇

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幕らし方

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いいことだと

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
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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。 

それにしても、 一体どうしてこんな現象が

起きていたのだろう？ まずはもう言ったよ

うに個人向けの銀行ローンが無かったから。

それから、ほとんどの人の給料がかなりの薄

給だったから。そして何といっても、 品不足

だったから (品物を見つけたらすぐに買って

おかないと、いつまたあるか分からなかった)。

借金をしたことのない家庭があっただろう

か？ 私の知るかぎり、どの家庭でも、一度は

隣人や肉親や友人から お金を借りているは

ずだ。 

私たち夫婦も、過去にそんな必要に迫られ

たことがある。一九七一年のことだったが、

（以下、略） 

 

［２］「5．集権制計画経済と労働者自主管理経済の弱点」の詳しい説明 

＊『情況』2010 年 6 月号掲載 
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集権制計画機構 

基本財 

高級財 

取引税 

供給曲線 

需要曲線 

生産数量 

価格 
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■司会者の感想［矢沢国光］ 

 岩田昌征氏は、この世界資本主義フォーラムに毎回のように参加してくださり、また、

ちきゅう座にも、時事問題についての貴重なエッセイを投稿してくださるので、岩田昌征氏

の所説は、フォーラムの常連参加者にとっては、なじみ深いものです。 

この日のフォーラムで、長年にわたる東欧社会主義に密着してきた研究者としての思い

を、2 時間半以上にわたって熱く語るのを聞くことができたのは、わたしにとっても参加者

のみなさんにとっても、心に残る体験だったと思います。岩田氏には、深く感謝いたします。 

 

講演は広範囲に及ぶので、当日参加した方にも、参加できなかった方にも、ぜひ当日配布

の二つの資料を読んでいただくことにして、何点か、感想を記したいと思います。 

 

（1）不条理な資本主義化 

岩田氏は､ソ連･東欧社会主義の歴史的過程を、図 1 のように 

半資本主義経済の時期⇒社会主義（共産主義）への移行期⇒資本主義への移行期 

と、３つの部分に分けています。 

［以下、引用は､当日配布の二つの資料①岩田昌征「最終講義：党社会主義の思想と実践」お

よび ②岩田昌征「中国憲政自由主義者は自由を如何に使うのだろうか――張博樹『新全体主義

の思想史』と劉暁波『08 憲章』の盲点」から］。 

 そして、岩田氏が本日のフォーラムでとくに熱を入れて語ったのは、３番目の部分、すな

わち、「資本主義への移行期」でした。 

 岩田氏はなぜ、１番目（社会主義への移行期）、２番目（社会主義の展開）の部分よりも、

３番目の部分にこだわるのか――というのが、私の当初の疑問でした。 

この疑問は、岩田氏の話を聞いているうちに、解けてきました。 

岩田氏は、東欧社会主義、とくにユーゴスラビアとポーランドの自主管理社会主義にたい

して、現地留学以来毎年のように訪れ、地元の研究者だけでなく市井の人たちと語り合い、

強い思い入れをもっています。そのことは、岩田氏の『凡人たちの社会主義』を読めば伝わ

ってきます。 

だが、岩田氏が 3 番目の資本主義への移行期について、とくに力を入れて語ったのは、思

い入れの強さだけではない。ユーゴスラビアやポーランドの「資本主義化」をすんなりと受

け入れることができない、という無念の想いではないだろうか。 

そう、ユーゴスラビアやポーランドの資本主義化は、客観的な過程として伝えるには、あ

まりに「理不尽な」過程であった。ユーゴスラビアは内戦に陥り、ポーランドは、「連帯」

の中心部隊であった重化学工業労働者が大量に失業し、150 万人も EU に出稼ぎに行かねば

ならなかった。しかも、「連帯」運動の頂点（のように見えた）「ワレサ大統領」出現が、一

転して、じつは、連帯の労働者共和国を解体し、「再私有化」「資本主義化」の泥沼にたたき
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込んだのだ。「ワレサ大統領」は、連帯社会主義の勝利ではなく、じつは、敗北だったのだ。 

こんな基本的なことを知らなかった私は、自分の不明を恥ずるのみだ。岩田氏に指摘され

て、改めてちきゅう座の岩田氏投稿をぜんぶ調べてみると、次のように書かれていた： 

 

ソ連・東欧の集権制社会主義を内部から大動揺させた運動は、1980 年代前半のポーラ

ンド労働者階級の「連帯」労組運動で千万人を前後する反体制運動であった。運動の

中核は、社会主義的工業化が築き上げた重化学工業（炭鉱、製鉄、造船 etc）に集積

した労働者階級、まさに絵に描いたような基幹的労働者部隊であった。だからこそ、

統一労働者党体制が震え上がったのである。また、だからこそ、電機工ワレサの名前

に象徴される「連帯」運動に日本社会が上から下まで、右から左まで興奮して、ポー

ランド労働者運動への支援活動が盛り上がった。「連帯」運動の理論家たちは、その将

来に自主管理共和国の理念像を設定した。しかしながら、1989 年、運動の成功の結果

として、反共産主義の「連帯」政権が成立すると、自主管理共和国の建設ではなく、

ネオリベラリズム的資本主義への移行が始まった。そのプロセスの中で、旧体制の重

化学工業労働者は、リストラの嵐に無防備にさらされ、旧体制打破の最大功労者は、

その成果をエンジョイすることができず、社会的勢力として消滅してしまった。それ

に代わって、運動に触れたくらいの、あるいは西側にいて触れもしなかった若きテク

ノクラート層が運動の果実の多くを我が物とした。今日ポーランドにおいて自主管理

共和国の理念を思う者はまず 0 人であろう。（岩田昌征「ソ連・東欧の資本主義市場経

済化＝移行後 20 年間の総括を考える」ちきゅう座 2010 年 11 月 2 日 

http://chikyuza.net/archives/4320 

 

 岩田氏の、無念の思いは、「連帯」運動の出現をソ連型集権社会主義に対する労働大衆の

社会主義の出現と持ち上げておきながら、いったん暗転して「連帯」運動の労働者がもっと

も深刻な苦難を強いられるに至ったときの、日本の知識人・左翼の無関心さに対する憤懣と

して爆発する。 

 

ところであれほど熱っぽく「連帯」運動を支援した日本の知識人グループや日本のポー

ランド研究者グループも、1989 年以来今日に至るまで、移行プロセスでリストラされ、

解体された基幹労働者の不幸な運命に心を痛めない。（岩田昌征、同上） 

 

 私は、日本のポーランド「連帯」運動の知的支援者達が、旧体制転落で満足してしま

い、「連帯」運動を担った基幹労働者階級のその後のつらい運命に冷淡なのが気になる。

自己責任の体制になったのだから、それでよい、と言うことなのだろう。スターリン主

義打倒が主目的で労働者運動支援はその手段であった資本主義絶対論者であれば、そ

れはそれで合理的かつ倫理的であろう。しかし、私の記憶が間違っていなければ、そん

http://chikyuza.net/archives/4320
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な支援者は少数であったと思うが。（岩田昌征、「ワルシャワに旧知を尋ねて想う、『喪

失』」ちきゅう座 2012 年 11 月 4 日） 

 

岩田氏がユーゴスラビアやポーランドの「資本主義化」とそれに対する日本の「左翼」の

反応について語ったことの多くは、岩田氏の著書には収録されていない。そのかわり、「ち

きゅう座」に多くの投稿がある。その中に、2011 年 11 月 6 日に開かれた社会主義理論学

会主催「『ソ連崩壊 20 年』シンポジウム」における岩田氏報告の要旨があったので、資料と

して、司会者感想の末尾に貼り付けます。ポーランド自主管理社会主義の崩壊について、岩

田氏の見解がまとまった形で述べられており、12 月 7 日フォーラムの講演を補足してくれ

ると思うので。 

 

（2）ソ連・東欧社会主義のよかった面 

これまで私（矢沢）は、「資本主義の終焉は社会主義への移行」と考えてきた。 

1917 ロシア革命から始まった 20 世紀の「社会主義」は、16 世紀以来の世界資本主義の胎内

に生まれ、やがては資本主義そのものを食い滅ぼすかのように思われた。 

ところが、1980 年代、「ソ連･東欧社会主義」はあっけなく崩壊し、資本主義に移行した。中

国社会主義が、ソ連にかわって、アメリカに対抗するまでに強大化しているが、中国の強大化は、

1980 年代の改革開放、つまり「市場社会主義」への転換による。中国「市場社会主義」は、世

界資本主義の構成部分とも見られる。 

他方で、米英を中心とする世界資本主義システムは、1980 年代以降、混迷を深め、歴史的役

割を終えようとしている［と､私には見える］。 

ソ連･東欧･中国の「現存した（する）社会主義」がいずれも崩壊ないし変質してしまった

現在、資本主義の終焉の先にソ連･東欧･中国の「現存した社会主義の発展」を想定すること

はできない。 

それでは、ソ連・東欧の「現存した社会主義」には、見るべきものは何もなかったのか？ 

岩田氏は、ソ連・東欧社会主義全面否定論を否定する。 

ポーランドの「連帯」労働者の、資本主義移行後の無残な状態については、すでに見た。

ポーランドだけではない、ソ連についても、他の東欧諸国についても、資本主義化以前の方

がよかったとする大衆の比率が意外と高いことを、岩田氏は伝えている。 

 

（タデウシ・コヴァリク教授の新著が伝えるところでは）『今日、ソ連モデルは、

経済発展に成功しなかった歴史的道程であると広汎に見なされている。しかしなが

ら、かかる一般的結論は、すべてを語り尽くしていない。当１０年期の初めに行われ

た世論調査「共産主義ポーランドと現ポーランドのどちらが生活し易いですか」への

回答は、５０パーセント強が旧体制を良しとし、わずか１１．５パーセントが現シス

テムを良しとする、である。同様の傾向がすべてのポスト共産主義諸国に見られる。
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１９８９年後にポーランドに樹立されたシステムは、自分達の生活に好ましからぬ

インパクトをもたらしている。三分の二以上の回答者がそう語っている。・・・・・

旧体制の長所、・・・・・完全雇用、そして低水準であれ、全面的な社会保障。 

 

 セルビア（旧ユーゴスラビア）についても、岩田氏は、セルビア人の論文を紹介してい

る： 

 どの時代がセルビアにとって最良であったか，と言う一択質問に，社会主義の時代

81％，21 世紀最初の 10 年代 10％，20 世紀 90 年代 6％，第二次大戦前 3％と言うシ

ョッキングな結果が得られた。質問をより複雑にして，生活水準，経済状態，政治シ

ステム・政治的自由を総合評価させると，社会主義 3.6 点で最高であり，ミロシェヴ

ィチ時代(90 年代)2.4 点，そして今日の 10 年間 2.5 点となる。何点満点か説明が欠

如しているので，あいまいさが残るにせよ，民主政権期とミロシェヴィチ「独裁」期

の総合評価に僅差しかないのに驚かされる。ミロシェヴィチの時代は，内戦，民族主

義的動揺，国際的全面封鎖，NATO 空爆，そして億を越えるインフレ率等で苦々し

く想起されるはずであるにもかかわらず。経済と生活水準に限れば，今日の民主政権

期が最悪・最低と評価されており，政治的自由の面における高評価によって，かろう

じてミロシェヴィチ時第を 0.1 点(=2.5-2.4)だけ上回った訳である。（岩田昌征、自主

管理社会主義の教訓――協議経済論・アソシエーション論の盲点と資本主義幻想の

霧消――2011 年 11 月 18 日 http://chikyuza.net/archives/16830） 

 

岩田氏は、ソ連・東欧社会主義の「優れた点」「評価すべき点」として、二つの例を挙げ

る。 

（ア）ソ連の市民生活 

 岩田氏は、ニーナ・アナーリア『私のモスクワ 心の記憶』

から「家と中庭 都会の近所づきあい」の箇所を読み上げて紹介

した［3 ページをご覧ください］。 

1960 年代～70 年のモスクワ庶民の家族ぐるみの濃密な近所

づきあいの日常が、いまは失われた良き時代として回想される。 

著者の小学生時代、隣のおばさんに頼まれて、おばさんが料理

をしている間、子守をしていた。子供が転落して、舌が切断され

る大けがをさせたが、救急車で運ばれ、手術で事なきを得た。母

親からは叱られたが、隣人から責任を問われたり、賠償金を請求

されたことはなかった、ソ連の医療費無料の社会福祉の充実が

背景にある。隣人のお金や砂糖や塩など日常的に貸し借りする庶民の互助的人間関係は、

日本でも昭和 30 年代までは残っていた。資本主義化が進むとともに消えてしまったこ

とも日本と同じように見える。 

http://chikyuza.net/archives/16830
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だが、日本にはない特徴もあるように思う。 

一つは、お金の貸し借り。日本では庶民の仲間内の少額の金融として「無尽」はあっ

たが、日常用品の買い物に必要なお金の貸し借りは、なかったのではないか。「お金」

に対する感覚が、資本主義の日本とは、いささかちがうのかもしれない。 

もう一つは、「助け合う」ことが、ほとんど住民の義務であるかのような意識。きび

しい独ソ戦を、庶民の助け合いによってくぐり抜けてきたことが影響しているのだろう

か。 

（イ）ソ連では 1939 年にすでに計画経済についての専門的な研究が行われていた。カン

トロヴィチ『線形計画法』、ポントリャーギンの『最適制御理論』もまた 1950 年代末に出版

されていた。西側の経済学の現代化で活用される三つの用具、「ゲームの理論」、「線形計画

法」、「最適制御理論」の二つまでが、スターリン時代のソ連で最初に開発されていた。 

これら 2 点については、岩田氏の「講師の補足」に、くわしく述べられている。 

 

（3）知識人の限界 

岩田氏の憤りのもう一つの矛先は、（東欧・日本の一部の「進歩的」）知識人である。 

既成の政権が突然倒れて無政府状態になったとき、ある政治集団に政権が転がり込むこ

とがある。第一次世界大戦でロシア・ツァー権力が崩壊したときのボリシェヴィキがそうで

あった。第二次大戦の末期、ソ連占領下の東欧の社会主義政権の成立も、同様だ。「社会主

義」の理念が、政権の正当性の根拠とされる社会主義革命は、知識人主導となる。その結果

が、社会主義理念で解放されるべき労働者大衆の悲惨な状態であったとすれば、「知識人主

導の社会主義革命」には、どこかまちがいが潜んでいるのではないか？ 

岩田氏がその著書に『凡人たちの社会主義』という題名をつけたのは、「知識人は 過
あやま

つ」

ことへの警戒からだろうか？ 

東欧の「社会主義化」は、第二次大戦末期のソ連の軍事占領下で、スターリンのソ連体制

に組み込まれる形で始まった。スターリン死後、東欧諸国は、ソ連の軍事的政治的圧力に抵

抗しつつ「社会主義改革」を試行錯誤的にくり返した。この社会主義改革のくり返しは、岩

田氏によれば、 

理念（S）→制度化（I）→作動（O）→分析（A）→理念（S）の更新→… 

という循環であった（「最終講義」図 2）。理念先行のこうした「社会主義化」の過程は、

当然のことながら、知識人主導となる。そして、東欧の社会主義を主導した知識人たちの理

念の欠陥が露呈してきた。それは、「党社会主義時代の一切合切を、社会発展の唯一の本道、

自由・人権・市民社会・民主主義の正道からの、いわゆる普遍的価値からの不幸な、不当な、

不正な暴力的脱線であると観念する」歴史哲学である。こうした歴史哲学は、岩田氏によれ

ば、東欧･バルカンの旧社会主義諸国の知的職業人社会（法律家、哲学者、芸術家、経済学

者、歴史家）に共有されている。彼らが、再私有化によって損害を被る非エリート民衆に対
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して冷淡である背景には、こうした歴史哲学がある、と。 

日本の「新左翼」のスターリン批判がどこまでこうした東欧知識人たちの歴史哲学とちが

いがあったのか。岩田氏は、スターリン批判から始まった「新左翼」の「（資本主義の否定

としての）社会主義」理念の質を問うている、とわたしは思う。 

 

（4）再私有化と「人権」（普遍的価値） 

岩田氏は、なぜ「再私有化」にこんなにこだわるのだろうか。 

東欧諸国の再私有化の事例をつぶさに見ていく中で、岩田氏は、普遍的価値とされる「人

権」の両義性――社会主義の前進をもたらす価値でもあり、社会主義を資本主義に導く価値

でもある――に気づいたのだ。 

岩田氏は、東欧･バルカンの再私有化申請問題が最終的にはヨーロッパ人権裁判所に行く

ことに触れて、「基本的人権の保障は限りなく、私的所有権の保障、所有人権に収束する」

と述べている。 

東欧の社会主義は、ソ連による占領から出発し、ソ連とその意を汲む政権による強権支配

に抵抗し、「民主主義」「人権」「自由」を求める改革運動でもあった。 

だが「民主主義」「人権」「自由」が、いつの間にか、資本主義化と社会主義の否定の論理

に転化してしまった。東欧の民主化運動は、「再私有化」＝「旧所有者への返還」に行き着

いたのだ。「普遍的価値」が知識人や抜け目のない連中には利益をもたらし、「凡人たち」に

は、失業と「失住宅」、つまり生活の破綻をもたらした。 

「普遍的価値」の両義性があらわになったのは、人権の回復は私有化の回復であり、私有

化の回復を突き詰めていけば、（社会化した財産を）「旧所有者に戻す」に行き着かざるを得

ない、ということ――実際に東欧諸国で起きた過程――であった。 

このような「普遍的価値の両義性」の問題が、端的に出てきたのが、中国の人権問題であ

る。 

「社会主義と人権」の問題が重要なのは、習近平中国の反政府言動の取り締まりや新疆ウ

ィグル地区におけるイスラム系住民の拘束の国際問題化においても浮上している。岩田氏

は、中国の人権問題について、劉暁波の『08 憲章』が「⑭財産の保護 私有財産の権利を

確立して保護し、自由で開放的な市場経済制度を実施し…、財産権の帰属と責任者を明確に

する。・・・、土地の私有化を推進し、公民、とりわけ農民の土地所有権を適切に保障する。」

と書いていることに対して、「私有化・再私有化の嵐の中で失業し失職し失住した小声無声

の人権、すなわち労働人権はどうしたらよいのか。この社会問題が張・劉等の視野に入って

いない」と、岩田氏は批判する。資本主義の私的所有権をそのまま人権の一部として認める

理念を用いて中国の市場社会主義を批判してよいのか、というわけである。批判の矛先は、

劉暁波の『08 憲章』のこうした問題点に触れることなく無神経に紹介する日本の知識人に

も向けられる。 
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考えてみると、「人権」は、国家と社会の関係によって規定されるのではないか。 

中国の「人権」を批判するアメリカが、国内外で人種差別・人権侵害をしていないか？人

権の祖国のように言われるフランスは、その植民地政策において、アルジェリア現地人の

「人権」をまったく認めようとしなかった。戦争が主権国家と主権国家の間の「総力戦」に

なった現代において、敵国民の「人権」はなくなる。敵国民だけではない。足元の日本でも、

戦争に反対するものは「非国民」、つまり人権が剥奪されて当然と見なされた。 

国家（主権国家）は、対外的な軍事力行使の体系であり、世界が主権国家システムである

かぎり、「人権の抑圧」はなくならない、というのがわたしの考えだ。人権の普遍的価値と

しての実現を社会主義と考えれば、「社会主義への移行」は「脱・主権国家」の過程でもな

ければならない。 

 ソ連・東欧社会主義時代、東欧諸国は、ソ連の軍事介入におびえていた。人権どころか

「国」そのものの存立が軍事的脅威にさらされていたのだ。ブレジネフは「制限主権論」で

ソ連による東欧諸国支配を肯定した。西側との冷戦がその根拠となった。 

ソ連支配の終結（制限主権論の打破）は、東欧の民主化・人権回復の一つの過程ではある

が、東欧の主権国家化［その延長としての EU 加入］は、資本主義化であって「社会主義の

発展」ではない。主権国家化は、新たな人権抑圧を作り出す。 

 

 （5）ソ連・東欧社会主義の崩壊は「自然死」という見方 

社会主義の（再）資本主義化の前に、社会主義化とその過程（行き詰まり）の問題がある。

東欧･バルカン社会主義は、なぜ破綻したのか、という問題だ。12 月 7 日の岩田報告では、

この部分は、 

 2．社会実験の循環論 

3．枯渇しきった正統性 

4．無機的独裁と有機的独裁 

5.  集権制計画経済と労働者自主管理経済の弱点 

6. 20 世紀の遺産としての三角型 MPC 

の中で、語られた。 

 岩田氏は、ソ連・東欧社会主義の崩壊は「革命」ではなく「自然死」だという。岩田氏が

「3．枯渇しきった正統性」で述べたのは、一口で言えば、こうしたことだ。なるほど！と

うなづける。 

  

ソ連共産党のゴルバチョフら指導部は、なぜ、無傷の強大な軍事力を保持したまま、共産

党支配をやめてしまったのか。岩田氏によれば、外から攻撃され敗退したのではない。自ら

「もうやっていられない」と、下りたのだ。 

だから「1989-91 年期の諸変動の真の社会的政治的意味は, マルクス·レーニン主義の思



27 

 

想的·実践的生命力の老衰·週渇·自然死である。単純化して言えば, nonK（非資本主義）を追

及して, K（資本主義）の肯定にいたった歴史的矛盾·自己否定を市民的·常民的に追認する社

会的祝祭である。」、と岩田氏は言う。 

 

36p［ページ数は、「最終講義」掲載誌のページ］ 

最後に,第三次の大胆な市場化改革の青写真が「新しい社会主義」として凡人達=普通の

勤労者達に提供される。当然のことながら, そのシステムのコア部分と主要部分は,社会

主義的であるように,具体的に言えば, 資本主義の否定形, nonK であるように見えない。

かくして,凡人達·勤労者達だけでなく,共産党員の大部分が次のような二つの, 別個かつ

表裏一体の自問自答を公然と始める。一方では,「どんな根拠で貴方達コミュニストは私

達を資本主義社会へ領導する権利と資格を持つのですか」,「それは貴方達の仕事なので

すか」。他方では,「どんな理由で私達コミュニストは資本主義の再導入·復活においても

社会を領導する権利と資格を持つのだろうか」,「それは私達の仕事なのだろうか」。 

共産党員の殆どすべてが資本主義よりもべターである社会主義－共産主義の良き社会

像を見失い,それを建設する集団的能力と使命への自己確信を喪失してしまう。こうして,

彼等の自給自足的主観的正統性とその暗黙の承認としての客観的正統性の両者がともに

永遠に蒸発してしまう。 

 

37p 

…1989 年-1991 年期にソ連東欧において観察された社会的·政治的大動揺を市民革

命であると性格規定する事の誤りが明白となる。当時,200 年たってフランス市民革

命がロシア·東ヨーロッパに到達したと称賛する人々が北米·西欧·日本に多くいた。 

何故誤りなのか。私達の見解では,政治革命とは, 新しく誕生しつつある正統性の社

会的担い手集団と古いが未だ余力を保っている正統性の社会的担い手階層が正面衝

突して,新集団が旧階層を政治的に打倒する事を意味する。1989-91 年期の諸変動の

真の社会的政治的意味は, マルクス·レーニン主義の思想的·実践的生命力の老衰・枯

渇・自然死である。単純化して言えば, nonK を追及して, K の肯定にいたった歴史的

矛盾·自己否定を市民的・常民的に追認する社会的祝祭である。前者の社会集団［新し

く誕生しつつある正統性の社会的担い手集団］も後者の社会階層［古いが未だ余力を保ってい

る正統性の社会的担い手階層］も存在していなかった。前者は未形成であり,後者は消滅

しつつあった。祝祭の表現形態があれらの一見「市民革命」的大集会である。 

 

 「nonK を追及して, K の肯定にいたった歴史的矛盾·自己否定」が、3 月 7 日岩田氏講

演の主旋律だったように思う。 
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 （6）トリアーデ論と国際経済関係 

岩田氏は、一国の経済的政治的社会的存立可能性が、3 種類の社会経済システム、つまり

M 方式（資本主義、市場）、P 方式（社会主義、集権制計画経済）、C 方式（社会主義、労働

者自主管理的協議経済）の「組み合わせの比率」の適・不適によってきまる、とする（「最

終講義」図 6）。ポランニーの経済人類学に発する「交換・再分配・互酬のトリアーデ」は、

神野直彦氏の財政学でも使われており、おなじみの図式だ。岩田氏は、これを現代世界分析、

とくに東欧・ソ連社会主義分析の道具へと発展させた。岩田氏は東欧社会主義を長きにわた

って現地に密着して調査研究しており、私のようなまったくの素人が、とやかく言える立場

にない。そのことを承知の上で、敢えて、岩田「トリアーデ」論に対する違和感を述べさせ

ていただく。 

次のような歴史過程を岩田トリアーデはどう説明するのだろうか。 

 

 （ア）ポーランドは、今日では、東欧旧社会主義国の優等生といわれる。資本主義への移

行後、ずっとプラスの経済成長を実現し、国内機械産業が、ドイツの自動車産業とひじょう

によい分業関係を構築して発展している。 

ポーランドは、社会主義時代には、西側からの借金による投資拡大が輸出増に結びつかず、

借金を返済できなくなった。資本主義への移行後は、うまくいった。なぜか？ 

 6 月の世界資本主義フォーラムで平川均氏が「アジア地域統合と一帯一路」のテーマで講

演したが、その中で、アジア NIEs（韓・台・香港・シンガポール）が、1980－90 年代に、

日本からの資本財・中間財の供給を受けて、その低賃金労働を武器に最終材を生産し、アメ

リカ市場に輸出する、という構図が説明された。アジア NIEs は、この構図（日本－アジア

NIEs－アメリカのトライアングル）によって、（世界の後発国が最初に取り組み、やがて限

界にぶつかる「輸入代替工業化」ではなく）「輸出による工業化」を実現した。 

 ポーランドは、資本主義化のあと、ドイツとの間で、〈アジア NIEs－日本〉のような分業

関係が実現したのではないか。 

 

 （イ）第二次大戦後の「西側」の経済高成長と「東側」（コメコン）の経済不振の差異は

どこからくるのか。コルナイ・ヤーノッシュの指摘するように、「市場メカニズム」（による

技術革新）と「国家による計画経済（技術革新の遅れ）」のちがいだろうか。「西側」の高成

長が、その中心国アメリカの世界一豊かな生産力に依存できたのに対して、コメコンの中心

国ソ連が、軍事部門の突出は別として、工業国としてはむしろ東欧よりも遅れており、エネ

ルギー・資源を割安に「東側」諸国に供給せねばならないという「負担」も背負って行き詰

まってしまったのではないか。 

 

 岩田トリアーデ論は、（ア）（イ）のような、「社会主義の世界編成」の問題を、どう理論

的に取り込めるのだろうか。 
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岩田氏も『凡人たちの社会主義』の中で、東欧体制の崩壊が、西側との経済関係によって

引き起こされたこと、こうした国際関係をぬきにしては、解明できないことを、的確に、明

言している。少し長くなるが、引用する： 

p125 

…戦後のポーランドに見られた三つの危機、一九五六年の危機、一九七○年の危機,

一九八〇年の危機をそれぞれ分析してみると、前二者は、国権主義的経済運営、すなわ

ち官僚制の内的病理に帰着させて十分説明できるが、第三の危機の性格は、より複雑で

あり、世界資本主義の重力場に東欧世界が組み込まれたという一九七○年代的大変化

をも考慮に入れないならば、十分な解明を得られないと説いた。イランの白色革命的工

業化路線の破綻と流血の宗教革命 (死者は万余)、韓国における一九八〇年光州事件(死

者一九一人)、チトー没後一九八一年三月に勃発したコソヴォの流血暴動(死者 11 人)や

現在に至るユーゴスラヴィアの経済危機、ボーランドの軍事的荒療治(死者十数人) と

長引く社会的·経済的破局、メキシコ、アルゼンチン、チリなど中南米諸国の大量累積

債務、大インフレーションと経済的·社会的動揺は、すべて 1 つの共通要因を持ってい

る。すなわち、第一次と第二次の石油ショックによって再生産構造に動揺をきたした先

進資本主義諸国が自分たちの経済を新しい安定的軌道にのせるまでのつなぎとして、 

過剰な資金、過剰な消費財、過剰な資本財を経済発展意欲の旺盛な後進国·中進国に貸

し込み、売り込んできた。その結果、借り込み、買い込んだ国々で、人々は、経済実力

以上の過大消費によいしれ、 使いこなせない過大設備投資をもてあまし、次いで、ア

メリカが一転して高金利政策を打ち出し、全世界の資金を吸収し出すや、累積債務の利

子支払いだけで四苦八苦するに至ったのだ。これらの国々がかかえている社会的·経済

的困難は、これらの国々が採用している経済体制の相違にあまり関係なく発生してい

る。 

「このようなコンテクストの中で、ポーランドの一九七〇年代を考察してみれば、そ

こには一九五〇年代、一九六〇年代に共通する病理と並んで、新種の一九七〇年代的社

会的腐敗が見られる。それは、大量の借金にともなうドル腐敗とでも呼べるもので、一

九五〇年代や一九六〇年代にも見られた純粋に官僚制内部の病理、すなわち民衆にか

くれた特権的生活とは質を異にしており、開放経済化の潮流の中で西側の商人 (ビジネ

スマン、バンカー)と東側の役人(経済官僚、テクノクラート)が接触する所に生じるド

ル贈賄とドル収賄である。ポーランド社会において、特にこのドル腐敗がひどく、単に

役人だけでなく、学者、技師、文筆家、芸術家など社会の中堅層の相当部分が巻き込ま

れてしまった。…」 

 

こうした「国際関係論」と「一国的トリアーデ論」は、どうつながるのか？ 

トリアーデの P、つまり「国家」の役割として、対外的な貨幣取引の収支の管理がある。

「中央銀行」の仕事である。ソ連・東欧諸国には、資本主義経済的な意味での中央銀行はな
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かった。岩田氏が「もっと P が必要だった」と言うとき、「貨幣」や中央銀行や対外通貨関

係をどうすべきだったというのであろうか。 

 

 

（7）「集権的計画経済」と「労働者自主管理経済」の弱点 

 岩田氏は、「5．「集権的計画経済」と「労働者自主

管理経済」の弱点」（39 ページ）で、マクロ経済学の

図式を用いて、ソ連型とユーゴスラビア型の経済の弱

点を、図を書いて説明してくれた。マクロ経済学に不

慣れなこともあって、わたしには、半分も理解できな

かった。そこで、フォーラムのあと、改めて、39 ペー

ジをくわしく述べた論文を送ってもらった。以下、そ

れによって、わたしの理解と感想を記す。 

 

 （ア）まずユーゴスラビア経済の弱点（図 5）。 

 図 5 は、一定の生産量を、消費と投資にどんな比率で分配するか、という図である。 

 消費＋投資＝100 のとき［下の直線］ 

 エリートが、生産の拡大には投資が必要と考えて、「投資 70、消費 30」を要求する［点

I］。これに対して、大衆が、生活改善を第一にして「投資 30、消費 70」を要求したとする

［点 C］。ユーゴスラビアでは、企業は大衆の管理になっているので、「消費 70」は譲れな

い。しかし「投資 70」も必要だ。とすると、生産額を 

消費 70＋投資 70＝140 に増やすしかない［右上の直線、点 S］。 

 もともと生産量が 100 なのに 140 必要になる。生産量が 40 不足しているのに生産量

100 に見合った通貨を発行すれば、インフレになる。不足分を外国からの輸入によって賄う

とすれば、外貨がないから、借り入れるしかない。 

 こうして「自主管理社会主義」は、インフレと外国からの借入が増える一方だ。投資によ

る生産力の増強で輸出が増えれば借金を返済できるが、実際には、企業は返済不能のデフォ

ルトに陥る。［社会主義の崩壊後はじめて、企業の対外収支が統合されて「国の対外収支」

になったという］。 

 企業の自主管理が、企業の勝手な経済行動を引き起こし、国民経済が破綻する。 

ここにユーゴスラビア型経済の弱点がある。 

 

 ユーゴスラビアは国家を否定し、企業も労働者の自主管理にまかせた。その結果が、供給

力を越える消費・投資の拡大で、破綻した。これは、わかりやすい。ただ、一点、気になる

ことがある。前項（トリアーデ論）で述べたように、実際の経済的破綻については、「国際
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関係」要因が大きいのではないか。 

 

 （イ）ソ連型（集権的計画経済）ではどうか。岩田氏から図 4（「最終講義」p39 ）の説

明があった。こちらは、難解だ。岩田氏から、フォーラムのあと、詳しい説明の書いてある

論文「社会主義計画経済から市場経済へ－東ヨーロッパの経験の理論的分析」（『情況』2010

年 6 月号掲載）を送っていただいたので、「講師補足」のところに挿入しました。 

 この論文を私なりに読んでの感想を書きます。 

 まず「図一」の読み方。 

 

 これは、ポーランドの経験にもとずく

「集権制計画経済（ＣＰＭ）」のモデルであ

る。 

 

 集権制計画経済（ＣＰＭ）は、次の 4 つ

の中央機関によって計画経済を実施する。 

①国家計画委員会――基本財・高級財の

分類、生産量等の生産計画を作る。 

②国家賃金委員会――賃金を決める→

Ｄ（消費、需要）曲線に影響する。 

③国家価格委員会――生産者価格と消費者価格を決める。 

④財務省――生産者への補助金と生産者からの取引税の徴収によって、経済全体の均衡

を図る。 

 

国家計画委員会は、基本財については、十分な生産量を確保するために、 

生産者価格 p（S、B）を市場均衡価格 pM（B）より高めに設定する。 

 また、消費者価格 p（D、B）は、市場均衡価格 pM（B）より低めに設定する。 

 その結果、同じ財（例えば食肉）が高い生産者価格と低い消費者価格の「二重価格」（一

物二価）になる。生産者には 安い価格の売り上げ＋政府からの補助金 が入って、「高い

生産者価格」が実現する。 

このばあいの「補助金」の額は、 

  ｛生産者価格 p（S、B）と消費者価格 p（D、B）の差額 ｝×生産（消費）数量ｑＰ（B）

であり、図の緑色の部分の面積になる。 

 

高級財については、国家計画委員会は、ぎゃくに、生産・消費を抑制するために、生産者

価格は低めに、消費者価格は高めに設定する。 

その結果、生産者には、決められた生産者価格より高い消費者価格で売り上げの収入があ
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る。その差額を「取引税」として、財務省に納税する。 

その額は、図の赤色の部分の面積になる。 

  

ここで岩田氏は、計画経済がうまくいくための条件として、二つ挙げる（原文 144 ペー

ジ）： 

 条件α 基本財、高級財についての 需要（消費）と供給（生産）の一致。 

 条件β 財政収入（取引税の総額、図の赤色の部分）と財政支出（補助金の総額、図の緑

色の部分）の一致 

 

 ここで述べられている計画経済は、基本財・高級財のいずれについても、生産者価格と消

費者価格が異なる「一物二価」の経済である。 

 このばあい、労働賃金は、「按労分配」原則――労働に応じた分配の原則――により決ま

り、「所得の再分配」は、労働賃金のレベルでは行われない。補助金・取引税という財政レ

ベルで行われる。（註） 

 

 （註）所得再配分政策によって、高所得者から低所得者への所得の移転ができれば、 

低所得階層の所得が増えて、Ｂ財を p（D、B）より高い p（S、B）で購入できるようにな

る。その結果、基本財の需要曲線Ｄは、右上方にシフトして、Ｈは供給曲線Ｓと新たな需要

曲線Ｄの交点となる。 

 同様に、高所得階層の所得が減って、Ｌ財を p（D、Ｌ）より低い p（S、Ｌ）で購入する

ようになる。その結果、高級財の需要曲線Ｄは、左下方にシフトして、Ｈは供給曲線Ｓと新

たな需要曲線Ｄの交点となる。 

 こうして、所得再分配の結果、基本財においても高級財においても、需要曲線と供給曲線

の交点Ｈが生産者価格でもあり消費者価格でもある、という状態が実現すれば、「一物二価」

は解消し、「一物一価」になる。補助金も取引税も不要になる。 

 だが、労働賃金レベルでの所得再配分では、社会主義の理念たる「按労分配」原則が

実現しない。よって、労働賃金レベルでの所得再配分ではなく、一物二価の計画経済と

なる。 

 

 だが、集権制計画経済――「一物二価」の計画経済（市場・計画経済）――は、その存続

を維持することもできない。 

存続できない理由として問題にすべきは、各種情報の隠蔽、歪曲と言った「外的な理由」

ではない。かりにそうした「外的要因」がないとしても、存続できない。集権制計画経済に

「内在する」本質的要因によって、崩壊する、と岩田氏は言う。そのことを岩田氏は、以下

のように「論証」する。 
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まず、集権制社会主義の社会を構成する階層を考えると、社会主義社会建設を主体的能動

的に推進する成員［党員］と、非主体的受動的成員［非党員］に別れる［二分法］。 

さらに、社会主義的な「按労分配」原則が実施されているとすると、社会の全成員が、［社

会経済への寄与の度合いにしたがって］最上層の労働種から最基層の労働種に至る多くの

労働カテゴリーに分類される［多分法］。 

 

上記の「二分法」と「多分法」を組み合わせて「三分法」とし、社会の全成員を上層、中

層、基層に分類する。勤労所得は、上層が最高で、基層が最低である。各層の消費の行動様

式は、それぞれの勤労所得の大小によって、異なる行動様式を示す。それをＤ曲線上に示す

と、図一のようになる。 

上層は、L 財（高級財）が供給少なく価格が国家が意図的に高く決めた G 点での価格 p

（D、Ｌ）より高くても、購入できる。赤で示したところに相当する。 

中層は、L 財の供給が少なく価格が市場均衡価格 pM（L）より高くても購入できるが、国

家の意図的に高く決めた G 点での価格 p（D、Ｌ）以上になると購入できない。緑で示した

ところに相当する。 

基層は、L 財は購入できない。B 財（基本財）はどうか。市場均衡価格 pM（B）より低け

れば B 財を購入できる。青で示したところに相当する。 
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 以上を準備として、岩田氏は、集権制計画経済が、上層・中層・基層の対立を激化し、

内部から崩壊する必然性を述べる。（０）～（１６）である。 

 

中層は、L 財が（国家が L 財価格を高く設定したために）購入できないことに不満を持

つ。中層の不満は、中層が企業長、設計主任、高熟練労働者、会計主任、大学教授等として

経済活動の主要な役割を担っていることによって、増幅する。 

基層は、B 剤は購入できる。購入できることで L 財への欲求が芽生え、やがて、L 財が購

入できないという不満に発展する。基層の不満もまた、生産現場の最前線で経済活動の決定

的な役割を担っていることによって、増幅する。 

中層と基層の増大する不満が、意欲・士気・動機・規律を減退させ、生産が減退し、供給

曲線 S は、左上方にシフトし［青の線］、B 財も L 財も価格が上昇する。 

価格の上昇によって、基層の中には B 財も購入できない層が生まれる。上層も、L 財を購

入できる層とできない層に分裂する。下層・上層の分裂は、生産をますます減退させ、全般

的な不足と「長い行列」をもたらす。これが岩田氏の言う第（16）局面で、ポーランドの歴

史では、1956 年［ポズナン暴動］、1970 年［食肉の大幅値上げ反対から始まった⒓月事件］、

1976 年［食料品値上げ反対から始まった暴動］、1988 年に出現した。 

 

以上が、ポーランド社会主義経済破綻の論理です。これについての矢沢の感想： 

上層・中層・基層の経済的格差が経済システム崩壊の最大要因のように描かれている。た

しかに「食肉値上げ反対」が、暴動のきっかけになったりする。だが、「経済格差」への反

発だけで社会が壊れるとは思えない。表面的には「経済格差」への反発であっても、その底

流には、各層がそれぞれ「自分たちの社会的役割が正当に認められていない」という承認欲

求があるのかもしれない。あるいは、社会の目標についての共通理解の不足があるのかもし

れない。 

東欧社会主義の歴史的過程を、岩田氏の著作も含めて、一から学ぶ必要がある、と思った。 

 

これまでの「世界資本主義」論には、ソ連・東欧が抜けていたように思う。 

われわれは、第二次大戦後の世界資本主義を「パクス・アメリカーナ」と呼んできたが、

パクス・アメリカーナは「西側」に過ぎない。実際には、「西側」資本主義とソ連・東欧「コ

メコン・ワルシャワ条約機構」の二つのブロックからなる「冷戦体制」であった。 

冷戦体制の分析には、経済学だけでなく主権国家システムを分析する「地政学」が必要に

なる。「世界資本主義論」に欠けていた地政学の必要性を、ソ連・東欧問題が教えてくれた。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――― 
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【資料】岩田昌征、自主管理社会主義の教訓――協議経済論・アソシエーション

論の盲点と資本主義幻想の霧消 

［ 2011 年 11 月 6 日に開かれた社会主義理論学会主催「『ソ連崩壊 20 年』シンポジウム」

における岩田昌征報告の要旨］ 

――2011 年 11 月 18 日 http://chikyuza.net/archives/16830 

 

1．協議経済化過剰の無理 

 ソ連東欧の集権制計画経済の危機が表

面化して以来，特にその全面的崩壊以後，資

本主義に降伏せず，その批判者としての社

会主義に思想的意味を認める人達の間に，

資本主義市場経済と対置されるべきは，官

僚的計画経済ではなく，労働市民的協議経

済であるとの主張が響き始めた。哲学的に

一般化されて，アソシエーション論として

も提起されている。耳を傾けるに値する思

想であるが，その最大の弱点は，ソ連東欧と

同時に崩壊したユーゴスラヴィア自主管理

社会主義の理念論的・制度論的基軸がまさ

しく協議経済であり，アソシエーションで

あったと言う歴史的事実・経験を殆ど完全

に無視して立論されている所に在る。 

 ユーゴスラヴィア社会主義は，資本主義

の企業の本質を私有財産のアソシエーショ

ン（連合，結合），ソ連型社会主義の企業の

本質を国有財産のアソシエーション，それ

に対して自主管理社会主義の企業の本質を

財産（所有）ではなく，労働のアソシエーシ

ョンであると主張し，それを支える財産（生

産手段）の所有形態を社会的所有であると

した。それ故に，1974 年憲法・1976 年連合

労働法体制(アソシエイテッド・レイバー

（ワーク）)の下では，企業なる名辞・概念

は捨てられ使用されなくなり，連合労働組

織なる名辞・概念にとってかわられた。 

 ユーゴスラヴィア社会主義，総称すれ

ば，自主管理(かんり)連合労働(アソシエイ

テッド・レイバー（ワーク）)システムの形

成については，岩田昌征著『社会主義の経済

システム』（新評論，昭和 50 年・1975 年）

の第Ⅲ部「自主管理型社会主義」に，その最

終形態については，岩田昌征著『現代社会主

義の新地平』（日本評論社，昭和 58 年・1983

年）の第 5 章「公共財の自主管理」に詳し

い。参照されたい。連合労働システム，特に

協議経済の具体的機能，と言うよりその機

能不全に関する批判的観察は，岩田昌征著

『凡人たちの社会主義』（筑摩書房，昭和 60

年・1985 年）所収の「ユーゴスラヴィア社

会主義を旅する」に詳述してある。 

 ここでは，協議経済が回転・作動しうる

為には，殆ど必然的にインフレーションが

要請されると言う私の主張を提起しておき

たい。連合労働組織のメンバーは，職場で働

く労働者であり，かつ家庭で生活を楽しむ

消費者である。労働者としては出来る限り

最新式の設備を用い，高生産性と高品質を

達成したい。生活者としては最新式のカラ

ーテレビを買ったり，ファーストハウス，あ

るいはセカンドハウスを建てたい。各人が

http://chikyuza.net/archives/16830
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生産者・技術者の魂と消費者・生活者の魂を

兼ね備えている。企業長，技師長など旧ユー

ゴスラヴィアでいわゆる指導職（管理職・経

営者のこと）は，職責上，第一の魂に従って

発言することが多いし，平の事務職や現場

労働者の多くは，第二の魂に従って要求す

ることが頻繁であろう。けれども，両者とも

に二つの魂を共有している。ある連合労働

組織で 100 万ディナールの所得を投資と個

人所得（消費）にいかに分配するべきか，が

討論されている。第一の魂の合理的判断は，

投資 70 万対個人所得 30 万であり，第二の

魂の合理的判断は，30 万対 70 万である。

長い長い協議の時間をかければ，ある種の

最適比例が発見できるかも知れない。しか

しながら，実生活―それが経済であれ，戦争

であれ―にとって本質的損失，すなわち回

復不可能な損失は，決定不能＝時間の損失

である。かくして，この損失を回避する為

に，第一の魂の強く要求する投資 70 万と第

二の魂の強く要求する個人所得（消費）70

万が共に協議的に是認される。総額 140 万

ディナールとなって，現実所得 100 万ディ

ナールを越える 40 万ディナールの不足分

は，銀行システムから借りる。すべての連合

労働集団が同じ様な問題に直面しており，

従ってマクロ的有効需要が総供給をオーバ

ーし，必然的にインフレーションとなる。こ

れは，資本家的意志決定や官僚企業長的単

独決定とは異なる労働者自主管理的協議経

済に特徴的なマクロ的不安定性である。『凡

人たちの社会主義』(pp.41-44)を参照され

たい。 

 ユーゴスラヴィア社会主義内部の経営

指導職と現場労働者それぞれによる協議経

済の現実に対する体験的悲鳴とも言える具

体的諸批判，1980 年代前半に観察された諸

批判は，岩田昌征著『ユーゴスラヴィア 衝

突する歴史と抗争する文明』（NTT 出版，

平成 6 年・1994 年）第 3 章「自主管理社会

主義の矛盾と終焉」「2.自主管理体制の経験

的批判」において詳述されている。 

 

2. 合理的官僚制建設志向の欠如 

  自主管理連合労働の理論は，あらゆる

財・サーヴィスの卸売・小売市場を積極的に

肯定するが，労働市場と資本市場を否定す

る（労働力商品化の否定）。それ以上に鋭く

否定されてきたのは，官僚制である（国家死

滅論）。『凡人たちの社会主義』の中で，その

様子を以下の如く描写しておいた。 

  やや長い引用になったが、ここから今

日のユーゴスラヴィア社会において社会的

性格・起源を異にする諸偏向がまず官僚主

義的とレッテルをはられる知的雰囲気を理

解することが出来よう。もともと言論活動

を天職とする知識人たちは、自己の政治的

イデオロギーがどうであれ、また体制の公

認イデオロギーがどうであれ、生来反官僚

主義気質の持主である。その上に、体制イデ

オローグたちが反官僚制、反国権の膨大な

思想体系を構築している。 

 このような情況にあっては、リアリテ

ィに目ざめた社会科学者が正真正銘の官僚

制を肯定的に論ずること、いかに心理的に

困難であることか。経済システムの中で市

場メカニズムと協議メカニズムは公認され

ているが、官僚メカニズムは公認されてい

ない。官僚制は常に否定的文脈で語られる。

ところが、現実に官僚制は、連邦、共和国、

自治州、コミューン、各種の連合労働組織、

自主管理利益共同体のそれぞれにおいて機
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能上必要であるから存在する。したがって、

理論的に否定され、克服さるべきものが生

きながらえているがゆえに、一層人々の目

につく。そうすると、今日市場論者は協議経

済の機能不全が官僚制・国権主義を膨張さ

せている、と批判する。マルセニチ教授は私

にこういう形で今日の経済危機の原因を説

明してみせた。ところが、一〇年前に協議論

者が意気さかんであった頃、市場メカニズ

ムの暴走が官僚制・国権主義を肥大化させ

る、と批判していたのである。市場メカニズ

ムの弱点や自主管理的協議方式の欠点をそ

れ自体として分析するよりも、悪者として

の定評が不動である官僚制に結び付けて論

難したほうがやりやすいという次第である。

というわけで、ユーゴスラヴィアの新聞、雑

誌を読んでいると、「アナルコ・エタティズ

ム（無政府国権主義）」とか「ポリツェント

リチニ・エタティズム（多元主義的国権主

義）」とか、背景を知らないと、まったくち

んぷんかんぷんな造語に出くわすことがし

ばしばである。 

 一九八〇年九月、コラチ教授の盟友ア

レクサンダル・ヴァーツィチ教授（ベオグラ

ード大学法学部）にあった時、「ここにソ連

の保守的なイデオローグがいて、ブラック・

マーケットがとりしまられていないから計

画経済がうまく働かない、といって、ソ連経

済の機能不全をなんでも闇市場のせいにし

たら、こっけいでしょう。経済運営上必要な

マーケットが公認されていないから、闇で

よみがえる。あなた方のところでは、官僚制

がきちんと公認されていないから、それを

必要とする事情がある限り、いわば闇でよ

みがえる。ブラック・アドミニストレーショ

ン、ブラック・ビュロクラシー、ブラック・

ステイトがはびこる」と指摘したところ、

「 興 味 深 い視 角 だ」 と答 え て く れた 。

(pp.48-49) 

   余談ではあるが，一言しておく必要が

ある。「失われた 20 年」が叫ばれる日本に

おいても，中央・地方官僚制に対するポピュ

リズム的非難・批判が市民社会の左，央，右

を問わずあらゆる所で聞かれる。私の耳に

はかってのユーゴスラヴィアにおけるよう

に，「期待感なき批判」であって，官僚制の

健全な機能を阻害しているだけのようであ

る。私は思う，「良い自主管理者と良い商人

（ビジネスマン）が必要であるのと同様に，

良い官僚もまた必要であろう。」(p.41) 

 

3. 体制崩壊以後の自主管理社会主義評価 

   ユーゴスラヴィアにおける体制転換は，

ソ連東欧におけるように集権制計画経済の

解体ではなく，現実に存在する市場経済を

協議経済の制約から解放し，労働市場と資

本市場を全面展開させる事であり，連合労

働概念とその所有的基礎である社会的所有

概念，すなわち万人のものであり，かつ誰の

ものでもないと言う社会有規定とを共に放

棄し，従って所有権に立脚する国有企業・集

団所有組織・私有企業の概念を復権させる

ことである。私有化プロセスは，社会有→集

団所有→私有，あるいは社会有→国家所有

→私有と言う大略二つの経路をたどる―ソ

連・東欧の私有化においては最初の矢印が

不在―。ミロシェヴィチ社会党政権下（1990

年代）では前者の道が，ミロシェヴィチ打倒

後の親欧米民主政権下（21 世紀最初の 10

年代）では後者の道が主であると言えるが，

いずれにしても圧倒的多数の一般勤労者は，

私有化プロセスの絶対的敗者となる。前者
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の場合，企業（以前の連合労働組織）の従業

員が自社株取得において優遇される仕組が

つくられていたとは言え，当然の如く，企業

の財務状態に詳しい経営専門集団が圧倒的

に自社・他社の私有化プロセスの勝者とな

る。後者の場合，中央・地方の私有化担当政

府機関が主導する競売・入札方式において，

諸外国資本，90 年代私有化の勝者達，そし

て民主政権に強いコネクションを持つ諸グ

ループが一方的勝者となり，一般労働者層

は，企業の新所有者の経営方針に従って，再

雇用されるか，あるいは大量解雇の憂き目

を見る。失職すると，再就職のチャンスは殆

どない。要するに，私流に表現すれば，私有

化とは階級形成闘争であり，すなわち，社会

主義時代の半世紀に蓄積された富を誰が我

が物となし，資本家に成り上がり，誰がその

富から排除され，資本家にやとわれる賃金

労働者に成り下がるのか，に関する社会的

闘争である。 

  ここで，ゾラン・ストイリコヴィチ著

『 移 行 の 迷 路 の 中 の セ ル ビ ア 』 (Zoran 

Stojiljković, Srbija u Lavirintima Tranzicije, 

Službeni Glasnik, 2011, Beograd) から階級

形成闘争―著者はかかる刺戟的術語を用い

ていないが―にかかわる世論調査を抜き出

し，紹介しよう。 

  一般労働者が私有化の結果をどう評価

しているのか。a,私有化は必要な改革プロ

セスであり，かつ大略良く実行されている。

b,全く盗奪そのものである。c,必要であるが，

間違った仕方で実行されている。d,分から

ない。2002 年の調査では，a は 12％，b は

39％，c は 23％，d は 26％。2003 年の調査

では，a は 12％，b は 31％，c は 35％，d

は 22％。2007 年の調査では，a は 16％，b

は 36％，c は 33％，d は 15％。2010 年の

調査では，a は 3％，b は 44％，c は 27％。

(pp.337-338) 

  社会階層別に私有化の支持率は異なる。

専門家層の 71％が支持，つまり 25％(a)＋

46％(c)。事務職層の半分以上が支持。無資

格・半資格労働者層は b（47％）であり，技

手層の五分の二は b，有資格・高資格労働者

の三分の一は b である。 

  要するに，ゾラン・ストイリコヴィチが

書く通り，「様々な私有化モデルを 20 年間

実験した結果は，私有化の創発者と受益者

の狭小なサークルだけがそのプロセスと結

果に満足しているという事だ。」(p.338) 

  ボジョ・ドラシコヴィチ『私有化の終焉』

(Božo Drašković, ed, Kraj Privafizacije, 

Institut Ekonomskih Nauka, 2010, Beograd)

所収のマルコ・セクロヴィチ論文「復讐者的

私有化」は，タイトルがまことに挑発的であ

る。著者によれば，セルビアにおける私有化

を形容するに，これまで「タイクーン（大将

軍，大君）的」，「盗奪者的」，「犯罪的」，「遊

び友達的」なる修辞語が用いられて来た。著

者は，ワシントン・コンセンサスを丸呑みす

る私有化改革論者達の志向性を「復讐者的」

であると性格付け，かかる新形容詞を提案

する。(pp.59-60) 

  最後に，スレチコ・ミハイロヴィチ編

『セルビア市民は移行をどのように見てい

るか』(Srećko Mihailović, ed. , Kako Građani 

Srbije Vide Tranzic iju, Friedrich Ebert 

Stifutung, 2010, Beograd)所収のスレチコ・

ミハイロヴィチ論文「移行に関するお話し

と我国の終わりなき諸変化に関する語り」

が提示する重要命題と興味ある世論調査を

紹介する。 
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 「セルビア市民は，前世紀の 80 年代末

と 90 年代初に社会主義を脱正統化し，民族

主義的戦時政権を正統化した。セルビア市

民は，世紀交代の年，あるいはそれよりやや

以前に民族主義的戦時政権を脱正統化し，

セルビア民主反対派政権を正統化した。移

行 20 年後，世論調査は，手続き形式上から

見れば民主的である政権の脱正統化プロセ

スを示している。同様に，近年，私達は，セ

ルビア市民が以前の脱正統化を否定して，

事後的に社会主義に正統性を与えつつある

と言うもう一つの重要な現象の目撃証人で

もある。」(p.9) 

 どの時代がセルビアにとって最良であ

ったか，と言う一択質問に，社会主義の時代

81％，21 世紀最初の 10 年代 10％，20 世紀

90 年代 6％，第二次大戦前 3％と言うショ

ッキングな結果が得られた。質問をより複

雑にして，生活水準，経済状態，政治システ

ム・政治的自由を総合評価させると，社会主

義 3.6 点で最高であり，ミロシェヴィチ時

代(90 年代)2.4 点，そして今日の 10 年間 2.5

点となる。何点満点か説明が欠如している

ので，あいまいさが残るにせよ，民主政権期

とミロシェヴィチ「独裁」期の総合評価に僅

差しかないのに驚かされる。ミロシェヴィ

チの時代は，内戦，民族主義的動揺，国際的

全面封鎖，NATO 空爆，そして億を越える

インフレ率等で苦々しく想起されるはずで

あるにもかかわらず。経済と生活水準に限

れば，今日の民主政権期が最悪・最低と評価

されており，政治的自由の面における高評

価によって，かろうじてミロシェヴィチ時

第を 0.1 点(=2.5-2.4)だけ上回った訳であ

る。 

 上記のように，社会有・国有財産の私有

化がそのプロセスと結果に関して，一般民

衆の公平感・正義感からははるかに遠く，そ

れゆえ社会主義が事後的に正統性を回復し

たとしても，かかる民衆感情は，あくまで世

論と称される社会心理であって政治力や社

会力に結晶してはいない。新興有産階級の

不公正・不正義を非難し是正する力として，

旧有産階級と彼等の相続権者が登場する。

彼等は，社会主義政権が 1945 年 3 月 9 日

以後に没収し国有化した私有財産（主に土

地と建物）の返還と補償を正義の回復とし

て要求する。何故なら，あの国有化は歴史的

不正義であるから。一般民衆の中にある現

私有化不正義感は，旧有産階級の旧国有化

不正義論に回収される。かくして，2011 年

9 月に財産返還法が採択され，10 月に発効

する。ベオグラードの日刊紙『ノーヴォステ

ィ』(9 月 11 日)には，早くも中心街―東京

の銀座通りに当たるクネズ・ミハイロヴァ

通り―の由緒ある建物五十数棟の写真と旧

所有者家族の名前とが大々的に提示される。

勿論，旧有産階級単独の力が新興有産階級

より強くなったから，返還法が採択された

わけではない。何よりも，かかる法律の制定

は，セルビアが EU に加盟するための諸必

要条件の一つである。 

 私見によれば，60 年以上前に私有財産

権が国家権力によって不当に侵害されたと

言う旧私有権者の主張が今日法律的に肯定

されるとすれば，我が日本における占領軍

による財閥解体も農地改革も私的所有権侵

害として政治テーマ化され得るであろう。

しかしながら，そんな時代錯誤の政治運動

を日本社会で目撃することはない。私有観

念に関する日欧比較論の課題かも知れない。 
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■参加者の感想 

 ●靑山雫 

（1）社会実験の循環論に従って、党独裁計画経済が立ち行かなくなり、資本主義への移

行が生じたとするならば、なぜ東欧諸国でほぼ同時にそれが起きたのか、それが説けないの

ではないか。 

やはりソ連の衛星国という位置づけの中で、ソ連自体が崩壊したことに決定的に拘束さ

れている、そのように見るべきではないのか。世界社会主義論？ではないが、そのような観

点が決定的に要請されているのだろう。 

 

（2）それから、資本主義への移行で、新自由主義イデオロギーの果たした役割について

だが、たんに私的所有を進めて市場化すれば事足りる的な意味合いであれば、それ自体全く

問題外であって、たん単にそれだけでは済まない現実的重大な課題があった。すなわち 

１．それまでの社会主義経済の中で、歪められてきた需給関係の是正 

  党の指示の下で需要なき財の生産が膨張していた、それの適正水準への調整という課

題。 

２.私的所有を進めたくらいでは、資本主義的経営は確立しない 

  それまで国有企業しかなかった中で、資本主義的経営のスキルを持った人材はいない。 

  それゆえ、移行期に外国資本に売却してしまうという事態もあり得たわけである。 

  「500 日で資本主義に移行」などと掲げていること自体、この点を顧慮に入れることの

ない全くの的外れだったのだろう。 

３．過小な通貨供給量 

  新自由主義イデオロギーのもう一つの弊害は、貨幣需給を私的セクター間の自生的な

領域に任せて、それでいいのだという、いわば本源的蓄積期にあって、「貨幣蓄積は自力で

やって下さい」的な発想にとらわれていた。これによって、資本主義経済への Takeoff は著

しく阻害された。 

要は、新自由主義イデオロギーはまさにイデオロギーであって、資本主義経済の立ち上げ

確立に対しては、阻害要因としてしか働かなかった、これは現代マクロ経済学からの共通認

識になっている。 

 （3）旧社会主義体制の評価云々は大事だろうけれども、一たび崩壊してしまった旧体制

よりも、今これから何をなすべきなのか、何も東欧に限らず、そこに焦点を当てて私として

は現状分析を進めていきたい。 

 

 ●高原浩之 

報告は、ソ連･東欧体制の崩壊を、｢市民革命と性格規定することの誤りが明白｣としていま

す。｢政治革命とは、新しく誕生しつつある正統性の社会的担い手集団と古いが未だ余力を
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保っている正統性の社会的担い手階層が正面衝突して、新集団が旧階層を政治的に打倒す

る事を意味する。｣｢前者の社会集団も後者の社会階層も存在していなかった。｣  

ソ連･東欧体制の崩壊の世界史的にどう見るかは重要です。ブルジョア革命である、そ

れがロシアと東ヨーロッパは 20 世紀になった、この論点で私の意見を言います。 

①ソ連･東欧体制の崩壊は民族革命 

 ソ連は、対内的には大民族のロシアが少数諸民族を抑圧し、対外的には東ヨーロッパ諸

国を従属させ、帝国主義でした(基礎は官僚制国家資本主義）。崩壊した要因は、1.｢計画

経済｣=統制経済が桎梏となった経済停滞、2.東ヨーロッパおよび国内の少数諸民族と人民

の民族闘争と民主化闘争、3.アメリカとの世界覇権争闘=冷戦の過重負担、でしょう。だ

から、ソ連の崩壊は、社会主義の崩壊ではなく、帝国主義の崩壊でした。 

東ヨーロッパとバルトや中央アジアの諸国は、国家的独立を実現し、民族革命でした。

すでに独立していたユーゴなどもソ連の脅威からは最終的に解放されました。 

階級対立に基づく社会革命ではなく、帝国主義･抑圧民族と従属国･被抑圧民族の民族対

立に基づく革命でした。確かに｢下から｣の人民闘争はあったが、基本は官僚ブルジョア階

級が主導し｢上から｣｢なし崩し的｣でした。だから、｢正面衝突｣｢打倒｣にはなりません。 

②ソ連･東欧体制の崩壊はブルジョア革命 

 ロシア革命は、ブルジョア革命で終わりました。工業化と機械制大工業を管理･運営す

る必要から官僚と官僚主義が登場し、官僚が国有の生産手段を独占して労働者階級を搾

取･支配し、官僚制国家資本主義と官僚ブルジョア階級の独裁へ変質･転化した(農業集団

化は農民収奪と資本の原始蓄積)。スターリン主義体制です。東ヨーロッパも、官僚制国

家資本主義でした(ユーゴも産業と国の全体は官僚が管理)。 

官僚制国家資本主義は、20 世紀の後発資本主義が通る道と言えます。｢計画経済｣=統制

経済が発展のテコから桎梏となった時点で市場経済への移行が必然です。ソ連･東欧は、

そこで体制崩壊し、私的資本主義(報告にある｢略奪的私有化｣と｢買弁的売却｣)とブルジョ

ア民主主義(これは｢下から｣の人民闘争の結果だが現在は権威主義が顕著)となりました。

中国･ベトナムなどアジアでは、体制を維持した市場経済への移行に成功し(その根拠は報

告にある｢近代主権国家の確立｣の｢正統性｣)、現在、経済発展しています。 

ソ連･東欧体制の崩壊は、ロシアと東ヨーロッパにおける二度、三度と連続するブルジ

ョア革命と見るべきでしょう。西ヨーロッパのブルジョア革命もそうでした。 

③20世紀のブルジョア革命と資本主義化の先に 21世紀の社会主義革命を見るべき 

韓国･台湾やＡＳＥＡＮは開発独裁で新植民地主義的従属から脱却しました。これに対

して、先発のアメリカ･西ヨーロッパ･日本は金融資本主義化しました。20 世紀はブルジョ

ア革命と資本主義化の時代、ソ連･東欧体制の崩壊はその一環と見るべきです。 

現在のグローバリズム、つまり資本主義の世界化を見ると、資本主義は社会発展の必然で

あり、資本主義の矛盾が発展して社会主義革命を必然化する、このマルクス主義の原理は 21

世紀において、依然として有効である、と考えます。 


