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世界資本主義フォーラム 

3月 7日（伊藤誠･21世紀型社会主義のために）事後報告 

2020 年 3 月 17 日 矢沢国光 

 

●日時 2020 年 3 月 7 日（土）13 時 30 分〜17 時 本郷会館  

●講師 伊藤 誠氏（東京大学名誉教授） 

●テーマ 「２１世紀型社会主義のために」（参考文献第６章による) 

●参考文献 伊藤誠『マルクスの思想と理論』（青土社 2020.1） 

●参加者 29 名［懇親会参加者 7 名］ 

●フォーラムでしたこと 

 司会 矢沢国光（フォーラム共同代表） 

（１）伊藤報告（75分） レジメに沿って 

休憩のあと 

（２）質疑･討論（110 分） 

■伊藤誠氏の報告レジメ 

21世紀型社会主義のために 

                         2020.3.7 伊藤 誠 

１．『資本論』の社会主義論 

 マルクスの主著『資本論』(1867,85,94)は、労働力を商品化して市場経済を社会内部の編

成原理に徹底した資本主義のしくみと運動法則を、その特殊な歴史性と内的矛盾とあわせ

体系的に解明した社会科学最高の古典のひとつをなしている。そこには、挫折したソ連型

社会主義に代わる 21世紀型社会主義の多様な可能性を考察する理論的手掛かりも幾重にも

示唆している。4点を例示的に。 

 

(1)科学的社会主義を創始したマルクスの主著は、それに先立つ初期社会主義者たちの著

作と異なり、社会主義についての具体的プランは示していない。むしろ終始、資本主義市

場経済が特殊な歴史性をともない成立・発展する原理の考察にあてられている。社会主義

にとってそれはなにを意味するか。二つの解釈が生じてきた。そのひとつは、生産手段を

公有化して生産と消費を計画的に組織する社会主義では、資本主義を考察対象としている

経済学は使命を終えて、使用価値の投入、産出、配分が技術的に計画されればよいことに

なるとする見方である。もうひとつの解釈は、資本主義がのりこえられてゆくさいの主体

的労働者運動の歴史的諸条件、産業基盤の相違などに応じて、社会主義への道は唯一の道

があらかじめ定められるかどうか。山川均(1956)や宇野弘蔵(1957)も述べていたようにそ

の道は一つではなく、多様な政治経済組織の社会主義的可能性が具体的に選択されて、労
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働者社会が姿をあらわし変化してゆくことができるもの考え、その詳細な設計図をあらか

じめ描くことは学問的に適切な課題ではないと判断されていたとも考えられる。 

 

(2)この後者の発想のなかに、ソ連型に変わる民主的計画経済の道も、東欧改革運動が理

念として掲げ、ユーゴなどで実験もされていた市場社会主義の道もともにありうるのでは

ないか。とくに『資本論』が人類史のうえで、市場経済の源泉は共同体諸社会の接点にお

ける交易関係にあったと認識していることは、協同的な自由な個人のアソシエーションを

あらためて形成するさいに、外来的な市場経済を全面的に排除する方向と、共同体的地域

や企業の間の経済関係を市場機構にゆだねる市場社会主義の方向とを、ともに構想可能と

するのではないか。『資本論』は市場社会主義を否認する原理をなしているのかどうか。 

 

(3) マルクスは、低次段階の協同(共産)社会では、労働に応じた分配による不平等が残ら

ざるをえないと想定していた。高度な教育や熟練を要する複雑労働に単純労働と比較して

同じ時間により多くの労働量をおこなえるとみなしていたことに問題はないか。それは『資

本論』の労働価値説が、働く人びとに労働にもとづく平等な社会貢献を広く認め、人間的

労働の他の動物と異なる構想と実行の広い主体的能力の普遍的基盤を明確にし、そこに経

済民主主義の論拠を示している認識と不整合に思える論点でもある。とくに高度な教育・

訓練の費用が市場経済のもとで個人負担とされているかぎりでは、その費用負担を複雑労

働に労働力の価値として還元しなければ、社会的に必要な複雑労働力が再生産されないこ

とになる。しかし、社会主義のもとでそれらの教育・訓練費用も公的に提供されることに

なれば、労働に応じた配分にその費用の個人への配分をふくめることは、むしろ不公正と

なりうる。この問題をつうじ、自由な個人のアソシエーションをめざす社会主義の平等性

の基礎に労働による貢献がどうかかわりうるのか、マルクス自身の複雑労働論にもさかの

ぼって再検討が求められているのではないか。それと同時に、マルクスが協同社会の高次

段階で実現されるとみなしていた、能力に応じて働き必要に応じてうけとる理念は、現代

資本主義の福祉国家の理念にもすでに部分的には容認されているところでもあって、広義

の社会主義での労働者福祉の原則として、できるかぎり低次段階から実現されてゆくこと

が望ましい。 

 

(4) 『資本論』でも『ゴータ綱領批判』(1875)でも、マルクスは「剰余労働一般は、与え

られた欲望の程度をこえる労働としては、いつでもなければならない」と述べている。社

会主義でも、剰余労働は災害にそなえる保険基金、生産拡大のための基金、一般行政費に

必要であるとするとともに、教育、医療・衛生費、労働不能者のための基金なども個人的

労働者への配分にさきだち、控除されるものとしている。マルクスの社会主義論は、剰余

労働廃止論ではなく、その敵対的搾取廃止論であったと読まなければならない。 

資本主義のもとでも福祉国家としては拡充してきている公的社会保障や共同消費の役割は、
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社会主義ではいっそう確実に充実されてゆくとすれば、労働者個人に配分される所得は、

比率として資本主義のもとでの必要労働部分よりむしろ小さくなる公算も高い。一般行政

費もマルクスの期待に反しかならずしも縮減してゆかないのではなかろうか。それらにと

もない、労働報酬として個人に配分される社会主義的所得（ｓ賃金）はむしろ圧縮されて、

生産物やサービスの社会主義的価格（ｓ価格）は、計画経済による公定価格にせよ、市場

社会主義による販売価格にせよ、再生産の維持に要するコストをこえる剰余を大きくして、

その再配分と管理を社会にゆだねる比率を高める可能性も大きくなる。 

そのような側面が、ソ連型社会では官僚層の権限を強大化するひとつの原因ともなり、資

本による利潤原理にしたがわない計画的公定価格の策定とその操作を容易としていた一要

因でもあった。これをいっそ反転して全労働の成果をすべて労働者に配分して、剰余を社

会的に残さない仕組みをつくれば、計画経済によるにせよ市場社会主義によるにせよ、生

産物やサービスに対象化される労働時間に正比例する価格が必ず成立することになる。 

それはマルクスが理想としていた労働時間を生産と配分の全体にわたる尺度とする経済シ

ステムを実現する方途のひとつとなる。その場合、保険、蓄積、共同消費(さらには労働不

能者、学生、家事労働従事者などへのベーシックインカムなど)にあてる財源は、個人所得

から拠出ないし徴収することになり、その民主的管理もおこなわれやすくなるとはいえな

いであろうか。 

こうした諸論点は、『資本論』に集約されるマルクスの思想と理論の全体系について、さら

にいたるところで、これからの社会主義の論拠と構想を現代的に拡充する観点で、さらに

再考してゆきたい多くの理論的課題にもつらなってゆくにちがいない。 

 

2. 21 世紀型社会主義の可能性 

ソ連に代表されていた２０世紀型社会主義もそれに対抗していた社会民主主義も、国権主

義的特質を示していた。マルクスの理念としていた国家の死滅は遠い課題にみえた。その

挫折を経て、21 世紀型社会主義はより分権的で民主主義的参加の可能性を重視しつつある。

その特徴を示す 4つの発想をみておこう。 

 

（１）第一に、新自由主義のもとで生じている格差の再拡大、新たな貧困化問題にたい

し、社会の全成員に無条件で配布されるベーシックインカム（ＢＩ、基本所得）の構想が、

世界的関心を集めつつある。日本では、小沢修司（2002）による月額 8 万円のＢＩ案が社

会保障改革構想として提唱され、注目を集めるようになった。 

しかしＢＩに事実上重なる発想は、資本主義をこえて社会主義をめざす発想のなかにも育

まれてきている。市場社会主義の古典的モデルを示したО・ランゲ（1936‐37）にも、そ

の発想は示されていた。西欧でのＢＩ構想の推進役を担ってきたＰ・パリース（1995）も、

すべての人びとに真の自由を保障する道として社会主義に期待している。ＢＩは、実際、

さまざまな社会改革への連帯運動を容易にする基礎としても、市場社会主義を有力な選択
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肢として資本主義をのりこえる構想の一環としても、世界や日本の左派の理論や運動にお

いて、支持を拡大してゆく可能性が大きいのではなかろうか。 

 

（２）第二に、新自由主義的資本主義のもとで、深刻化している人間と自然の荒廃化に

たいし、オバマ民主党政府が当初示していたグリーン・リカバリー戦略も、広く重要な影

響を与えた。資本主義の促進してきた大規模な産業技術のもとで生じている地球温暖化や

大規模な自然環境破壊にいかに対処し、後続世代に持続可能な自然環境をひきわたしてゆ

けるか、あきらかに新自由主義では解決不能と思われる深刻な課題をなしている。 

ことに、東日本大震災における原子力発電所の過酷事故が重要な衝撃を与え、脱原発に多

くの国々がふみきり、自然環境にやさしい持続可能なソフトエネルギー開発に転換してい

る。その経験は、資本主義をこえるこれからの社会主義の進路にも貴重な示唆を与えてい

る。 

マルクスの遺稿にさかのぼり、エコロジストとしてのマルクスの思想と理論を再評価する

機運も世界的に高まっている。斉藤幸平『大洪水の前に』(堀之内出版、2019)もその一環。 

 

 （３）第三に、そのような地域社会での相互扶助的な協力のしくみが、さまざまな組織

形態で進展しつつある。そのひとつの重要な協力組織が、地域通貨による住民相互のサー

ビスや生産物の交換のしくみである。 

1930 年代の大恐慌のもとで、Ｓ・ゲゼル（1916）による貨幣改革（貨幣を保蔵していると

持ち越し費用がかかり、減価してゆくように変革する）構想も大いに参照され、西欧諸国

から世界各地に相互扶助的地域通貨のしくみが広く試みられた。この地域通貨の多くは、

国家主義的有効需要政策としてのニューディール型政策によって禁圧されていった。とこ

ろが、1980 年代以降の新自由主義的グローバル資本主義のもとで、経済危機の克服の方策

として、超国家的なユーロのような広域通貨も創出され、情報技術（ＩＴ）のインパクト

をも介し、カード決済やプリペイドカードが多用され、さらにはビット・コインのような

通貨代替システムも生みだされるかたわらで、地域社会の住民のニーズを満たすケアなど

のサービス労働や生産物の相互扶助的交換システムとして、地域通貨が世界各地にふたた

び大規模に広がる第二波の隆盛をみている。 

 多様な地域通貨のしくみには、オウエンに続く初期社会主義の思想や実験、さらにはマ

ルクの労働価値説にも学んで、一労働時間を一〇ドルと表示するイサカアワーやタイムダ

ラーにより、不労所得の搾取関係を排除しようとする労働貨幣の構想の実現をめざしてい

る事例もみられる。 

 

 （４）第四に、労働者の協力と団結を連帯させて職場と生活条件を改善してゆき、資本

主義の弊害を抑制し、のりこえてゆく可能性をひらく広義の労働者組合運動は、社会民主

主義にとっても、それをステップとして、やがて労働力の商品化の廃棄を求めるこれから
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の社会主義にとっても、重要で主体的な基礎を準備する意義を有する。広義の労働者組合

運動には、マルクスも期待していた二つの組織形態がある。そのひとつは賃金労働者の形

成する労働組合であり、もうひとつは働く人びとの結束と出資にもとづく労働者協同組合

組織である。 

新自由主義的資本主義は、ＩＴ化により非正規労働者を激増させ、公企業を広く民営化し

て、正規雇用者を中心に組織してきた労働組合運動に大きな打撃を与えた。日本をふくむ

先進国の多くでは、労働組合組織率が大きく低下し、労働組合運動をいかに再生させてい

けるかが、多くの働く人びとの生活の安定と向上のために重要な課題となっている。とく

に日本では、従来の企業別組合の組織形態に生じている困難をめぐり、あらためて産業別、

職能別組合や、さらには非正規労働者の個人加盟をうながすゼネラルユニオンの拡大にむ

けて、新たな労働組合運動への試みが促され期待されている。 

そのかたわらで、働く人びとの平等な立場での協力を労働者協同組合企業として組織し、

育てる試みも、世界的な潮流として新たな発展を示しつつある。その試みはスペインやイ

タリア各地に、広範な産業にわたり大規模な事業規模をともない展開されている。ソウル

市長朴元淳（パク・ウンスン）のイニシアティブのもとで、ソウル市で実践されつつある

協同組合企業の成長に、地方自治体も協力する社会連帯経済への国際協力をよびかけた「ソ

ウル宣言」（ソウル宣言の会編（2015））が採択され、世界的にも注目を集めている。 

日本でもこれに呼応するかのように、日本各地にも、シニア層や子どものケア、障害者

の就労支援、ソフトエネルギーをふくむ地域社会の地産地消的な活力再生への住民の協力

組織など、国家的な行政も大企業の営利活動も行き届かないニーズをうめる役割を担いつ

つ、労働者協同組合的諸企業が、新たに成長しつつある。 

 

これら四つの潮流をつうじ、資本主義先進諸国にも、労働力の商品化にもとづき、人

間と自然の危機的な荒廃をのりこえる 21世紀型の社会民主主義と社会主義への可能性が探

られつつある。アメリカの大統領選挙でも社会主義政治革命を訴えるサンダースに若い世

代の支持が集まり、世界的関心を集めつつある。日本の若い世代にも期待してゆきたい。 

 

参考文献：伊藤誠『マルクスの思想と理論』青土社、2020 年。 

 

 

 

■参加者の感想 

【岩田昌征】 

ソ連東欧の党社会主義が崩壊してすでに 30 年が過ぎた。世の中は様変わりだ。社会主

義を天敵のごとく憎んだアメリカにおいて、社会主義アレルギーが 崩れつつあり、それと
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は反対に、かつて社会主義に未来を期待した 中東欧諸国で、社会主義アレルギーが 濃く

なっている。 そんな時、3 月 7日｢世界資本主義フォーラム｣で伊藤誠教授の「21 世紀社会

主義論」を聞いた。市場社会主義を肯定すると言う。 

私が知る限り、市場社会主義を 一国的スケールで実行したのは、旧ユーゴスラビアだけ

である。1960 年代が市場社会主義の時代であったが、市場の競争原理による格差拡大――

いまからみれば可愛い差でしかなかったと思うが、社会主義のスピリットが許さなかった

――に直面して、1970 年代に自主管理連合労働システムと称する協議経済の全面的導入に

踏み切った。 過重な協議ネットワークの機能不全が一つの原因となって、ユニークな党社

会主義ユーゴスラビアもまた、崩壊した。 

私は、歴史の教訓として、資本主義的市場、社会主義的計画、社会主義的協議の、三種

接合経済の可能な形を模索すべきだと思うが、 伊藤教授は どう考えるだろうか。 

30 年前の 1990 年 7 月――ベルリンの壁崩壊の半年後、ソ連崩壊の 1 年半前――に、 第

2 期『情況』の創刊号が出た。そこで伊藤と岩田による東欧社会主義崩壊に関する 対談が

行われた。 たまたま再読してみて、ネオリベラリズムの現代資本主義による  0.1%対 

99.9%の分裂の中で、再生せざるを得ない社会主義理念が空論化しないために役立つかもし

れないと、ここに提示しよう。（＊） 令和 2年 弥生８日 岩田昌征。 

（＊）対談コピーは、ちきゅう坐に掲載されましたので、そちらをご覧ください。 

http://chikyuza.net/archives/101923 

 

【矢沢国光】 

＊司会者としての感想ではなく、参加者としての感想･意見です。 

１ 『資本論』は資本主義の経済学的分析であり、国家論がない。資本主義を全体的に

把握するためには、資本主義経済と国家の結合を理論化する必要があるのではないか。 

この場合の｢理論化｣とは、原理論のレベルではなく、｢段階論｣つまり資本主義の世界資

本主義フォーラム史的発展過程としての理論化です。 

２ ｢（社会主義への）多様な道がある｣というより、個々の国や地域の｢一国社会主義｣

論と｢世界社会主義論｣の問題ではないか。社会主義は｢世界社会主義｣としてのみ実現する

――個々の地域や国の｢社会主義｣に多様性があるのは当たり前で、問題は｢世界社会主義

（革命）｣に向けての個々の社会主義（革命）の位置づけ、役割、意義ということになるの

ではないか。 

３ 伊藤氏は｢市場社会主義｣を推奨し、その根拠として「『資本論』が人類史のうえで、

市場経済の源泉は共同体諸社会の接点における交易関係にあったと認識していること」を

挙げている。 

資本主義に先立つ諸社会において、共同体にとって外来的な市場――「商品･貨幣・資本｣

の市場――がすでに存在していた、という伊藤氏の指摘は、｢脱･資本主義｣を考える上で、

たいへん魅力的だ。「共同体的地域や企業の間の経済関係を市場機構にゆだねる」どのよう

http://chikyuza.net/archives/101923
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な事例が歴史上あったか知りたい。 

４ 社会的剰余労働をすべて個人に配分して、その中から公的支出分を拠出する方式を

推奨しているが、社会的剰余を個人の処分に委ねないで、社会全体としての･公共のための

（民主的協議による）処分に委ねるーーこれが社会主義的経済ではないか。 

個人の処分に委ねられるべきは、｢社会的剰余｣ではなく、（社会の持続のために必要な部

分を控除したあとの）｢生活のための消費｣の部分ではないか。 

５ ｢２１世紀型社会主義の可能性｣の中で、（１）ベーシック･インカム（ＢＩ） （２）

環境問題 （３）地域通貨 （４）広義の労働組合運動、について述べているが、｢国家の

死滅｣については、述べていない。 

先進資本主義諸国は、資本主義経済と国家の結合を「財政＝軍事国家」｢富国強兵｣とし

て実現し、第一次大戦以降｢戦争への総動員体制｣となった。｢国家の死滅｣なくして｢脱資本

主義｣はないと考えるが、どうか。［ここでいう｢国家｣は、対外的安全保障システムとして

の「主権国家」のこと。社会システムとしての「政府｣はつねに必要であり、死滅しない］ 

６ BI（ベーシック･インカム）への疑問。 

ア 福祉国家政策には、貨幣給付と現物給付とがあるが、（資本主義的分配方式の）貨

幣給付より（脱資本主義的･共同体的分配方式の）現物給付が望ましい。ところが、BI は貨

幣給付の一種であり、現物給付の拡大に反する。 

イ BI は｢不労所得｣という色彩を逃れない。資本主義における｢搾取的労働｣は否定さ

れるべきだが、自律的労働は、社会の基礎である。 

７ 地域通貨論への疑問。 

 ①「地域通貨」が｢地域住民の相互扶助の促進｣という実践の手段となりうることはわ

かるが、「地域通貨」と「国民通貨」の関係はどうなるのか？ 

②スペインでは、貨幣経済の麻痺･崩壊している都市での現物交換が広がっているとい

う（工藤律子『雇用なしで生きる』）。こうした｢通貨の不在＝現物経済｣は、｢国民通貨｣の

限界が「国民通貨によって表現される国民経済そのものの限界」を明示している。｢地域通

貨｣は、｢国民経済｣のどのような限界に基ずくのか？ 

③今日浮上している｢電子代替通貨｣と脱資本主義の間系は？ 

資本主義的国際分業から脱して共同体的社会主義的国際分業に移行するための｢国際通

貨｣は、どのようなものか問われている。｢福祉世界経済｣とは、通常の貿易･金融取引によ

らない国際的な｢無償援助｣（貨幣的援助と現物援助）であろう。｢社会主義世界経済への過

渡的な国際通貨｣として、商品貨幣ではない電子代替通貨が想定されるのか？ 

 ８ 社会主義実現の運動の主体と社会主義への道について。 

①脱資本主義は、経済学原理的には、「労働力の商品化の廃棄」や「賃金労働と資本の階

級対立の廃棄」であり、｢労働者階級｣が脱資本主義運動の主体となる。 

他方で伊藤先生は、「商品･貨幣・資本｣という市場の、共同体経済（国内の伝統的経済）

に対する外部性を指摘し、共同体的地域･企業が市場を｢外に押し出す｣（計画経済社会主義）
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か「利用する」（市場社会主義）かの二つの道があるとする。 

ソ連型の「計画経済社会主義」も、ユーゴスラヴィア型の「市場社会主義」も挫折した。 

②第三の道として｢福祉国家社会主義｣こそ現実的ではないか。その理由は： 

脱資本主義は、「脱資本主義経済」と「脱資本主義的主権国家」の二つが一体となっては

じめて実現する。そして、第一次大戦から始まった｢世界戦争の時代｣は、資本主義国家に｢総

力戦体制｣つまり「戦争への物的人的資源の総動員｣を強制したが、「国民の総動員」は、同

時に「国民の生活保障＝福祉国家化」と表裏の関係にある。 

各国人民の反戦･反国権主義闘争が、｢戦争への総動員体制｣｢戦争のための福祉国家｣を否

定し、「労働人民のための福祉国家｣への歩みを進めることができる。それによって、主権

国家と主権国家の対立が解消し、｢主権国家｣が不要になる。「国家の死滅」である。 

 

【湯原清隆】 

生産手段の公有それ自体は、社会主義の特性ではなく、『空想から科学へ』でも既に言及

され、国家独占資本主義でも、多少実施されていた。計画経済も、ナチスが実施し、ケイ

ンズ以降、資本主義国に広まっている。つまり社会主義の検証は生産関係においてなされ

るべきである。 

ユーゴは、自主管理の下でテクノクラートが企業の中枢を占め、競争による倒産、解雇、

失業もあったことをもって、市場社会主義を論じるべきである。 

中国の労働契約法を見ても、労働者は解雇され、労働組合も意見表明しかできない。経

営側と労働側が、前者の指揮監督に後者が服する関係は、資本・賃労働関係に他ならない

のでは？ 

先生がちらっと口にした「人間の商品化さえやめれば」とは、どういう事態状況を想定

しているのか？ 

外資など企業のために土地を追われた 住民を債務奴隷同様とし海外に輸出する中国・ベ

トナムの「社会主義」とは？をぜひテーマにしてほしい。 

 

【村岡到】 

きわめて深い内実のあるお話で、非常に勉強になりました。 

お話しされた諸点について、考えさせられました。 

マルクスもレーニンも、「計画経済」とは、一回も書いていません。『資本論 フランス

語版』で、マルクスは、「協議した計画」と書き直しています。ここは急所だと思います。 

ベーシックインカムについては、今まさに「被災生存権所得」が必要です。 

資本論における「国家」の不在も、大きな問題だと思います。 

伊藤さんが資本論とマルクスを深く愛していることがよくわかりました。 
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【大越正法(資本主義研究会)】 

 商業資本への質問の主旨はこうです。伊藤先生は、単純労働と複雑労働との関連で、社

会主義体制における賃金格差解消の可能性を話されましたが、なかなか難しいのではない

か？ 

つまり、資本主義体制下における資本家の存在は、単なる労働者階級への寄生ではない。

重要な役割を持っている。 

それが端的に表れる場面として、商業資本、及び商業資本家を取り上げたのです。 

商品は、生産されただけでは、まだ価値では無い。誰かに買われて貨幣として実現して、

はじめて価値となる。いわゆる「商品の命がけの飛躍」です。 

もちろん生産資本家にしても、売れすじ商品を選んで生産するセンスが問われるのです

が、原理論では、そうして生産された商品の販売は、商業資本に集中して行われます。 

その商業資本が利潤を得る根拠は、その販売期間の短縮と共に売れすじ商品を、なるべ

く安く仕入れて高く売りぬく、その技量にあります。 

複雑労働は、自由主義段階では熟練労働と解されますが、金融資本の時代に入るといわ

ゆる労働貴族となる。 

労働者も、生産労働と資本家の機能を担う労働とに分化し、資本の価値実現に直接寄与

する労働に対しては、賃金格差も増す。現代で言うところの成果主義です。 

となると、生産労働者と労働貴族とでは、資本主義社会が限界を迎え、それを乗り越え

て行こうとするときに、どこでお互いの利害がおり合えるのか？ 

資本主義イデオロギーにどっぷりと浸かって生きる我々にとって、なかなか難しい問題

だと思うのです。 

 

【高原浩之】 

風邪気味なので、万一にも皆さんに迷惑をかける結果になったらいけないので、欠席

します。伊藤誠氏のレジュメ「21 世紀型社会主義のために」は読んで準備していました。 

①「民主的計画経済」「市場社会主義」が強調されていると感じました。管理・運営を労

働者階級が大衆的自主的にやる、これを運動や組織の面で考えることになる。官僚による

管理・運営→官僚制国家資本主義という 20世紀のソ連や中国の総括から当然だと思います。 

②社会主義のもう一つの重要課題にマルクスやレーニンの時代には見落とされた「自然

の荒廃化」の問題があるというのも同感です。 

③「新たな労働組合運動」とは？ ケインズ主義→新自由主義の中で、国家の税と財政

の問題、社会保障と福祉の問題、これをめぐる闘争が、賃金闘争と並んで、労働者階級の

最低限の階級的統一になるのではないか？ ＭＭＴの勉強からこう考えています。 

もっと大きくは、プロレタリア階級は社会主義の革命主体たりうるのか？ 金融資本主

義とグローバリズムで、産業的空洞化(第三次産業・サービス業化)があり、正規と非正規の

雇用差別があり、プロレタリア階級の分裂がある。プロレタリア階級をどう統一し、社会
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主義革命の原動力としてその階級闘争をどう組織するか？ 

 

■３月７日のフォーラムを終えて  司会者（矢沢国光） 

 ●「21 世紀型社会主義」への大きな関心 

新型コロナで参加を控える方が多いのでは、という心配は杞憂でした。配付資料も座席

も不足するほど多くの方に参加していただきました。今回の参加者の特徴は、「常連参加者」

以外の「初参加」の方々が多かったことです。 

 これだけ多くの方が参加したのは、伊藤先生も触れていましたが、一方でソ連･東欧体制

崩壊そして中国｢社会主義｣の変質で 20世紀｢戦争と革命の時代｣の｢社会主義｣像が破綻した

こと、他方で世界各地の反資本主義大衆闘争の激発があり、「脱・資本主義」「社会主義」

への関心が世界的にも高まっているからでしょう。 

 ３月７日のフォーラムが、「21 世紀の社会主義」にむけての、世界資本主義フォーラム 

としての実りある論議の第一歩になれば、願うものです。 

●「市場社会主義」をめぐって 

 伊藤先生の｢21世紀型社会主義｣の中心は｢市場社会主義｣の推奨と、私は受けとめました。 

 伊藤先生は｢市場社会主義｣の根拠を｢市場｣についてのつぎのような経済学的理解に求め

ています。それは第一に｢市場は共同体に対して外的なもの｣、第二に｢市場と資本主義は異

なる｣です。 

 市場が共同体に対して外的なものであり市場と資本主義が異なるものであるなら、共同

体経済が市場の存在を容認したからと言って、ただちに資本主義になるわけではない。共

同体経済が市場を｢利用する｣ことも可能ではないか、ということになります。 

 同じ理由で、中央集権的な国家による統制経済も、市場と共存し、市場を利用すること

ができる。歴史的には、こちらの事例の方が多いかもしれない［古代エジプト、第一次大

戦後の各国の戦時経済、第二次大戦後の東欧諸国等］。 

 フォーラムの討論では、｢市場は共同体経済にとって外的なものであり、市場経済の発展

はかならずしも資本主義化を意味しない｣という点についての突っ込んだ議論はありませ

んでしたが、「共同体経済が（外からの市場経済の浸透により）100％市場経済化した状態

が資本主義である｣と考えるか、｢外から市場経済が浸透しても共同体経済が 100％市場経済

化することはなく、資本主義はもともと部分的であり、非資本主義的経済と共存している

もの｣と考えるかは、社会主義論にも大きく関わる問題だと思います。 

 現実の存在した/している｢市場社会主義｣は、どう評価すべきか。 

 東欧については、ユーゴスラヴィア社会主義を研究する岩田昌征氏から、西側からの借

入が返済不能になって経済破綻し、社会主義経済から資本主義経済に移行したユーゴスラ

ヴィアの事例が語られました。アメリカは、金融の力によるユーゴスラヴィアの資本主義

化を狙っていた――カーター政権の外交顧問プレジンスキーの発言が紹介されました。 
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●国家の問題 

 会場から｢国家の死滅｣に関連して、｢『資本論』には国家論が欠けている｣ことをどう考

えるか、という質問が出されました。ソ連にしてもユーゴスラヴィアにしても中国にして

も、これらの｢社会主義｣は国家の形をとっています。こうした現実の社会主義における国

家の問題は、原理論の問題ではなく、｢段階論｣の問題です。伊藤先生も、（１）マルクスは

｢家族-市民社会-国家｣の順序で国家を考えていた。『資本論』は、市民社会の経済学であり、

国家はその先の課題であった。（２）経済学の原理論（『資本論』）のようなかたちで国家を

どう規定するかは、難しい問題であり、国家論を展開するに至っていない、（３）宇野弘蔵

は、国家そのものを抽象的に規定するのではなく、段階論の中で国家の経済政策（重商主

義、自由主義…）について述べたことを指摘しました。 

 国家の役割、国家と社会主義ついては、国家にはヒューマニズム・人権・生活を保証す

る制度としての役割もあるが、国家に依存しすぎると国権主義を許すこと、下からの地域

大衆闘争の重要性が、伊藤先生から語られました。 

 

●その他、会場から出された問題 

 中央集権的な計画経済と協議による計画経済 

 ベーシックインカムと被災所得 

 19世紀半ばのヨーロッパの政治情勢とマルクスの社会主義論 

 単純労働と複雑労働 

 デイビッド・ハーベイの経済学にたいする評価 

 マルクスの人間論・労働論 

 米トランプ大統領の武器押し売り 

 

●韓国の｢ろうそく革命｣ 

参加者から報告がありました。伊藤先生からも、韓国を訪問したときソウル市長朴

元淳（パク・ウンスン）の支持者たちと直接話しあったたこと、ソウルにポホランニー研

究所が設立されていることが紹介されました。 

 

 

■講師の所感 伊藤誠  

21 世紀型社会主義についての報告に、予想を上回る参加者をえて、極めて活発な意見の

交換ができたことは、日本にも社会主義再生への気運があるいは芽生えつつあるのではな

いかと思わせられた。 

そのさい、どのような政治経済の体制をめざすことになるのか。20 世紀型社会主義を代
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表していたソ連型社会との対比で、多様な可能性が選択肢として開かれつつある。司会者

には市場社会主義を推奨していると総括されたが、国家(国権)主義をのりこえてゆける民主

的、分権的な協議にもとづく計画により、市場を統御し排除する方向をめざす方向も、そ

の可能性のひとつになりうる。市場社会主義にも、市場をいかに社会化し、統御してゆく

かをめぐり、国家の役割もさまざまになりうるし、実に多様な可能性があるのではないか。 

それを認めあったうえで、それぞれに 21 世紀型社会主義に貢献しうる BI、グリーン・リ

カバリー構想、地域通貨、労働者協同組合や労働組合などの労働者運動再活性化などの社

会諸運動に、自由な個人のアソシエーションをめざしたマルクスの思想と理論をどのよう

に活かしてゆけるか。提起された諸論点の多くは、おそらくこれに深く関わっていること

と思う。少しづつまたおりをみてともに検討をすすめてゆきたい。 

 


