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階級闘争の理論から陣地戦の理論へ 

『季報唯物論研究』157号（2021年 11月）掲載 

榎原均（ルネサンス研究所関西運営委員） 

 

はじめに 

  

私の個人史は、二つの時代にまたがっています。1960 年の安保闘争に参加して以来 30年

間政治運動にかかわってきましたが、それは階級闘争の理論を想定していました。1980 年

代後半に、政治権力をとって社会変革するという左翼の政治運動の目標が、資本主義の原理

的な研究から無理であると気づき、以降社会運動に参与観察してきましたが、これは実に陣

地戦への参加でした。30余年の陣地戦の経験から、やっと陣地戦の闘い方に気づきました。

それは階級闘争の理論による闘い方と全く異なるものでした。 

 これまで私はほぼ 10 年ごとに大きな転換をしてきています。1960 年は共産主義者同盟

（第一次ブント）の同盟員として学生運動にかかわったのですが、1969 年には武装闘争を

提起し軍の建設を試みました。1980 年代初頭には、武装闘争の総括をし、あらゆる事態に

対して用意のある党を構想しました。1980 年代末にはソ連崩壊の原理的根拠を解明し「緊

急の課題」にまとめました。この見地にもとづいて『共産主義』21号（1994年）で、政治

権力奪取から社会革命へという従来の左翼の戦術を批判し、新たな社会運動への参加を呼

びかけました。そして、自らの党派であった共産主義者同盟（RG）機関紙『赤報』の休刊と

理論誌の発行の継続を提起しています。しかし、『共産主義』の発刊は継続できず、社会運

動のシンクタンク設立をめざして冊子『Alternative Systems Study Bulletin』（ASSB）を

発刊し、現在 29 年になります。 

 2000 年には「21 世紀の社会運動の綱領草案」をまとめ、2010 年ころには、社会運動のた

めの基礎理論として「サブ政治の時代の社会運動とは」、「『いま』『ここ』からの社会変革論」

を書きました。そして 2017年にグレーバー『負債論』を読んだことで、従来架空資本がヘ

ゲモニーを持った国際金融市場を信用資本主義と規定していたことを発展させて、負債経

済論の構想をはじめ、現時点では「ハイブリッド資本主義」という認識に至っています。 

 今年に入って、30 年かけてかかわってきた社会運動の目標が、今日的にいえば社会的連

帯経済の構築であったにもかかわらず、日本ではあまり成果が上がっていないことの検討

を始めました。その結果陣地戦というグラムシが提起した問題がきちんと取り上げられて

おらず、他方で日本の場合支配階級の陣地戦が絶え間なく仕掛けられ、結果として「日本国

民のお上頼み」意識が醸成され、自治の試みが実を結んでいないという現実の解明を強いら

れることになり、敗戦後の GHQ の占領政策に立ち返って日本の権力構造を解明してきまし

た。その結果「階級闘争の理論から陣地戦の理論へ」という問題意識が生まれてきたのです。 

  

日本における陣地戦の問題点 

 

 陣地戦を闘うということはどういうことでしょうか。まずは、市民社会とは相手側が仕掛

けている陣地戦の戦場であるという認識が、日本の活動家にはなぜ欠落しているのか、とい

う問題があります。この問題を考えるときに、日本がアメリカの核の傘を借りていることで、

日本人は日本の防衛について真剣に考える機会がなかったことが大きいと考えています。

この間アメリカはずっと戦争を続けていましたが、日本の国内には波及することなく、ベト

ナム反戦闘争やイラク反戦デモはありましたが、日本社会は戦場にはなってこなかったの

です。 

 その代わりに日本では憲法第 9 条をめぐって絶えず論争がありました。第 9 条の戦争の

放棄は占領期に GHQ が提案したもので、それは天皇制を維持するという GHQ の目的を連合

軍に納得させるための駆け引きの中で決定されたのです。1950 年の朝鮮戦争勃発前から、

日本の再軍備が始まることでこの条項は論争の種となってきたのですが、他方で日米安保
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条約と地位協定については国際条約であって、これが焦点になるのは 1960 年と 70 年の安

保改定の時でした。 

 私は 1960 年の安保改定反対運動に参加しましたが、その時の問題意識は、日本が戦争に

巻き込まれるという危機意識と、他方で日本の資本主義が復活して、東南アジアへの侵略を

再び開始するのではないかという警戒感でした。もっとも学生運動が日常的にめざしてい

たのは「平和と民主主義、より良き学生生活」ということでしたが。 

 以降平和運動がベトナム戦争に対する反戦運動として盛り上がりを見せ、1970 年の安保

闘争へとつながっていきますが、当時の私たちの政治運動の目標は、日本帝国主義の打倒で

した。60年の闘争で大きな国民的運動ができたので、70年にはもっと深い問題意識で運動

に取り組んだのでした。 

 70 年には武装闘争が闘われ、それは敗北を余儀なくされるのですが、なぜこの時期に武

装闘争が起こったのか、というのは一つの謎です。というのは成功する客体的条件に恵まれ

たはいなかったからです。それはもっぱら闘う主体の側の一定の成熟があり、中国の文化大

革命、フランス 5月革命といった前史をふまえた取り組みだったのです。 

 はじめにで述べたことと重複しますが、70 年の敗北について総括していく中で、私は、

国家権力を奪取して社会革命を遂行するという従来の左翼の戦術が、資本主義を廃絶でき

るかどうかという原理的な問題の次元で不可能だということが解り、国家権力の奪取を目

的にするのではなくて、日常生活のなかで新しい社会関係を作り出すことをめざした社会

運動に転身しました。 

 以降社会運動歴も 30年になりますが、最近市民社会が官僚による陣地戦の戦場であると

いう認識のもとにこれに対抗する運動を構想する際に、まずは相手側の陣形を分析する必

要性を感じました。この問題は以前から関心があり、『情況』2015 年新年号に寄稿した論文

から、官僚の陣形についての記述を引用しておきましょう。官僚が実は階級に転化している

という分析に続いて次のように述べました。 

「その上官僚階級が独自の経済圏を形成しているという問題があります。1955 年からの

高度経済成長の過程で、以降 55 年の間に官僚の天下りは継続され、官庁も含めた官製企業

の就業人口は市場経済のそれを上回るようになっています。民主党国会議員の故石井紘基

が作成した統計では、サードセクター陣営も公的セクターに組み込まれていることがわか

ります。この現実に慣らされているせいか、日本の市民はこの官僚支配の現状に不満は言え

ども変えようとはしていません。戦前から延々と続く官僚支配にまるで自然環境のように

なじみ、支配されたがっているように思われます。だから自民党員であれ民主党員であれ、

官僚支配に対して闘おうとする人たちを孤立させてしまいます。 

 統計的には少し古いですが、石井紘基『日本を喰いつくす寄生虫』（道出版、2001 年）よ

り、官僚階級の経済的基礎について紹介しましょう。2010 年に出版された北沢 栄『官僚

利権』（実業之日本社）も参照してください。なお、石井は議員特権で官僚支配の実体を暴

こうとしたために、2002年に暗殺されています。 

① 日本経済の 70％は国に支配されている 

 まず日本の GDP は、1999 年に 512 兆円ですが、2000 年の政府支出：一般会計（85 兆円）

と特別会計の純計が 260兆円、地方公共団体の支出が 90兆円、合計 350兆円で、これは GDP

の 70％を占めていたことになります。しかも政府支出の給与分は民間最終消費としてダブ

ルカウントされていますから、残りの 30％のなかにも政府支出がカウントされることにな

ります。（石井紘基『日本を喰いつくす寄生虫』、12頁）政府支出に限って国際比較すれば、

政府支出／GDPで示しますと、アメリカ：194兆円／1059兆円、イギリス：45.6 兆円／164

兆円、フランス：31 兆円／163兆円、ドイツ：30兆円／240兆円、日本：260兆円／512兆

円です。（同書、13頁） 

② 日本最大の貸金業、民間銀行を圧迫する政府系金融 

 公的金融機関（648.6兆円）：資金運用部（348.2兆円）政府系金融機関（185.8兆円）中

央政府（13.3 兆円）地方公共団体（10.8兆円）公的金融法人企業（9.1兆円）その他（81.5
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兆円） 

 民間金融機関（520.4兆円）：都市銀行（215.1兆円）地方銀行（134.1 兆円）第二地方銀

行（50.6兆円）信用金庫（68.7 兆円）信用組合（14.2兆円）貸金業者（37.7兆円） 

 政府系金融機関は、金融事業は経済活動ではなく行政事務（行政権の作用に属する事務）

ですので行政経費として処理され経営コスト面で民間より優位にあります。（同書、16 頁） 

③ 経済人口の 4割が税金に依存している。 

『行政企業関連の就業者が 490万人。官公需専門企業が 800万人、農林水産系保護団体・個

人が 545万人。その合計 1835 万人。これは経済分野の約 4割に当たります。』（同書、18頁） 

④ 就業人口構成に見る経済活力 

 これは、同書 18頁の円グラフの数字の紹介で、税金部門の経済人口に非経済的部門を加

え、総人口におけるそれぞれの分野の人口構成を示したものです。 

 被扶養者：6254万人（49％） 

 民間企業の雇用者：2781万人（22％） 

 税金部門の雇用者：3665万人（29％） 

税金部門の内訳：公務員、議会、政党など 470万人（3.7％）福祉、医療、教育、文化、ス

ポーツ、NGO など 1330 万人（10.47％）行政企業、（特殊法人、公益法人、第三セクターな

ど）490万人（3.86％）官公需専門企業 800万人（6.3％）農林水産系保護団体・個人 545万

人（4.29％）その他 30 万人（0.24％）」（『情況』2015 年新年号、但し③は修正し、④を追

加した。） 

 このように経済的に官僚にぶら下がっている人口は、そうではない人々よりも多いので

す。つまり陣地戦は味方が少数派であるという認識から出発しなければならないのです。こ

れに気づくと、これまでの社会運動がなぜ当初の目的を達成できなかったのか、という理由

を理解することができます。ある程度運動が大きくなると、官僚が行政権力を行使して運動

を分断してきたのです。 

 

陣地戦の陣形の立て直し 

 

日本の主権者は官僚であり、市民は臣民化されているという現実があります。この現実は、

市民社会で官僚が仕掛けてくる陣地戦の成果としてつくり出されたものです。次に、この日

本の制度は日米合作であることに注目しましょう。 

 周知のように朝鮮戦争は、日本に米軍からの特需をもたらし、経済が復活していき、以降

高度成長が続き、1979年にはアメリカでエズラ・ヴォーゲルが『ジャパン・アズ・ナンバー

ワン』を発表します。その後、バブル崩壊によって日本経済はお手本とは見なされなくなり

ますが、一瞬であれ、世界が注目した日本の経済成長をつくり出したシステムについて、ダ

ワーはそれの日米合作だと分析しています。その際、ダワーは日本が 1920年代後半に始ま

り、1989年に実質的に終わった一つの周期を想定するのです。 

 「数十年間のその年月は短く、かつ暴力と変化に富んだ時期であったが、これを精密に観

察すれば、戦後『日本モデル』の特徴とされたものの大部分が、じつは日本とアメリカの交

配型モデルというべきものであったことがわかる。このモデルは戦争中に原型が作られ、敗

戦と占領によって強化され、その後数十年間維持された。そこに貫いていた特徴は、日本は

脆弱であるという絶え間ない恐怖感であり、最大の経済成長を遂げるためには国家の上層

部による計画と保護が不可欠だという考えが広く存在したことであった。この官僚制的資

本主義は、勝者と敗者がいかに日本の敗北を抱擁したかを理解したときにはじめて、不可解

なものではなくなる。いわゆる日本モデルとは『総司令部と日本人の合作によるモデル』と

いうべきものであった。」（『敗北に抱きしめられて』下、岩波書店、387頁） 

 ダワーが戦後の終わりを 1989 年に求めているのは、日本では昭和天皇の死とバブルの崩

壊、世界ではベルリンの壁の崩壊です。このような変化した時代において日本は「新しい進

路を描くだけの構想力と柔軟性に欠けていることが、だれの目にも明らかになった瞬間」
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（同書、388頁）とダワーは見ています。日本にとっては、それまで達成してきた経済と技

術という目標に代わるものの喪失でした。実際に以降日本は「失われた 30年」を羅針盤な

しにさまようことになります。 

 日本で官僚が仕掛けてくる陣地戦と闘おうとすれば、この制度が日米合作である以上、ア

メリカに対してどう対応するかが問われます。これについては最近新外交イニシアティブ

が提起している非戦・非核に注目しています。 

非戦・非核という新たな外交的立場を活動家が構築することで、50 年単位で国際情勢を

動かす展望を持つことが必要なのです。このような立場を構築することで初めて、日本の官

僚による陣地戦の陣形と戦略への根底的批判が可能となり、その闘い方も明確になるので

はないかと考えています。つまり日本の官僚支配の奥にあるアメリカの権力構造への批判

的観点を持つことなしには、陣地戦の戦術を構想できないのです。非戦・非核については今

後の研究課題ですが、ダワー『アメリカ暴力の世紀』（岩波書店）からいくつかの引用をし、

問題意識を述べておきましょう。 

 現在はアフガニスタンからの撤退が話題ですが、ダワーは 2001 年 9 月 11 日のツインタ

ワーへのハイジャックした航空機による攻撃、これに対する応酬としての「テロとの世界戦

争」がアメリカの軍事的失敗をもたらしていることについて次のように述べています。 

 「アメリカ政府にとって非常に無念であったと同時に失望的であったのは、国防総省の先

例のない技術的優位性が、主として低レベルの不規則な戦争に関わっていた、ほとんど無秩

序ともいえる非国家集団や国家集団によって挫折させられたことであった。 

 かくして我々は、豊かで、自国を美辞麗句で称賛する見事な武装国家、巨大な軍事力と過

度の傲慢さをもつ国家である一方で、深刻な被害妄想、失敗感、病的逸脱に苛まれている国

家という、矛盾に満ちた状況に直面している。」（『アメリカ暴力の世紀』、岩波書店） 

 「アルカイダによる攻撃から四日後の 9月 15日、CIAは、80カ国での対テロ作戦展開を

求める『世界的規模での攻撃マトリックス』と題した最高秘密提案書を作成した。・・・チ

ェイニー（副大統領）は、視聴率の高いテレビ番組に出演して、アメリカ合衆国は『言うな

らば、一種の闇の世界』で活動しなければならないと主張した。・・・10月 7日には、アメ

リカ軍は、とくにイギリス軍からの強い支援を受けて、アフガニスタンのタリバンに戦争を

しかけ、同時にイラク侵攻への準備にかかった。その 17か月後の 2003年 3月 19日にはイ

ラクに侵略した。しかし、アフガニスタンもイラクも、9.11 攻撃には責任はなかった。」（同

書、100～101頁） 

ダワーによれば、冷戦下での朝鮮戦争、ベトナム戦争は国防総省が指揮した正規戦争でし

た。しかし、2001年 9.11のハイジャックした航空機によるツインタワー突入を始めとした

惨事に直面したブッシュ大統領は、報復を誓い「テロとの世界戦争」を掲げ、ビンラディン

をかくまっているという容疑でアフガニスタンのタリバン政権とイラクに戦争を仕掛けた

のでした。この戦争は冷戦下の戦争とは違って、国防総省だけでなく CIAが直接戦闘行為を

指揮するという新しいタイプの戦争だったのです。 

1961年にアイゼンハワー大統領が退任演説で、軍産複合体の存在を指摘し、それが国家・

社会に過剰な影響力を行使する可能性、議会・政府の政治的・経済的・軍事的な決定に影響

を与える可能性を告発したことにより、この言葉が定着しましたが、この産軍複合体の変容

が起きているのです。 

50 年単位でアメリカのこの権力構造がどのように変化していくのか、そして非戦・非核

という外交方針をもってアメリカと対峙することでこの目的を達成していくことが問われ

ています。 

 

私自身の中間的認識 

 

 私は社会運動にかかわり、その 10 年の経験をもとに次のような状況認識をまとめました。

（文書「21世紀の社会運動の綱領草案」、2000 年公表） 
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「（1）20 世紀の資本制的生産の発展の歴史的特徴は、労働の社会化に対抗する資本制的

外被の社会化の進展にあった。 

（2）1971 年のニクソンによる金・ドル交換停止に端を発した、管理通貨制から変動相場制

への移行は、資本制的外被の社会化を極点にまで押し進める新たな出発点となった。 

（3）変動相場制への移行は、ブルジョア社会の国家形態による総括を脱力化する経済的諸

条件をつくり出した。ユーロダラー市場が民間の国際金融市場として巨大となり、各国通貨

当局の力を脱力化していくなかで、資本の輸出が国家間での資本の国際的移動にとって代

わられた。多国籍企業を土台とした多国籍銀行をはじめとする金融機関が、オンラインシス

テムで結びついた国際金融市場を発達させる事で、遂に国境にとらわれない世界単一の資

本市場が形成された。 

（4）世界単一の資本市場の土台は、生産の集積によって形成された。今日、資本制的大企

業が多国籍企業となり、世界的寡占を実現し、その売上額は中位の国家の国民総生産と肩を

並べるほどの巨額なものとなった。他方で、諸資本の競争による技術革新は、コンピュータ

の発達による情報革命をもたらし、従来銀行等の金融機関が私的に所有していた支払決済

システムをオンラインで結びつけて、単一のネットワークに連結し、支払決済システムを私

的所有の枠の中での臨界にまで社会化した。 

（5）世界単一の資本市場が形成されたことにより、その政治的代表部の形成が進んだ。グ

ローバリゼイションがその合い言葉であった。アメリカ政府は、国民国家 USAの政治的代表

部でありながら、同時に、世界単一の資本市場の政治的代表部として機能しつつあり、先進

国サミットを主催している。また、GATTを WTOに改組し、IMFや世界銀行の再編や国連への

てこ入れを始めている。 

（6）世界単一の資本市場が形成されたことにより、資本主義は、信用資本主義の段階に入

った。債権・債務関係が信用の原基形態であるが、この原基形態の上に貨幣取扱業が発達し、

資本の商品化が進み、信用制度を形成する事で、資本が現実資本と架空資本とに自己を分化

させ、資本制的外被を社会化させてきた。従来、架空資本と金融市場は現実資本の蓄積のた

めの手段として機能しており、それは、現実資本の景気循環の振幅を増大させてきた。とこ

ろが、単なる貨幣請求権である架空資本が変動相場制の下で国民国家の規制から脱出し、世

界単一の資本市場へと自己を組織したことで、現実資本の蓄積が、架空資本の運動に左右さ

れるようになったのである。」 

ここで、労働の社会化に対抗して資本性的外被の社会化をしてきたという認識で現代の

資本主義の特徴を捉えたことに注目してください。従来生産力と生産関係の矛盾が社会変

革の根拠とされてきました。生産力が高まれば、それは私有制という枠を破壊するのではな

いかという見通しだったのです。しかし、戦後の経済の生産力は驚くべき発展をもたらしま

したが、それは生産関係の変革という帰結にはなっていません。その原因は生産関係自体を

社会化してきたことにあり、この事実を「資本性的外被の社会化」と捉えたのです。 

階級闘争とは、資本家階級に対して闘う労働者階級の運動ですが、それは私有制の廃絶を

目標とした社会変革でしたが、生産力の発達が生産関係と矛盾するという認識にもとづい

ていました。ところが、新自由主義的改革の本質は、福祉国家では労働者階級の取り分が多

すぎるということで、福祉国家を解体し、労働者の既得権を奪うという資本家階級による階

級闘争でした。資本性的外被の社会化だけではなく、労働者階級の闘争力を弱める事態が進

行したのです。 

次に信用資本主義という認識を発展させたハイブリッド資本主義について述べます。 

 

ハイブリッド資本主義の生成 

 

ハイブリッドのもともとの意味は、「種や品種が異なる植物や動物から生まれた子孫」で

す。ですから、ハイブリッド資本主義とは、近代的利子生み資本と前近代的高利資本という

二つの異なる種類の資本の異種交雑から生み出された新しい資本のシステムだということ
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になります。 

この異種交雑の場はグローバル資本市場で、これは 1990 年代のクリントン政権時代の財

務長官に、ゴールドマンサックス出身のルービンが就任したころから成長してきました。ル

ービンがやったことは国際的な資本市場の規制緩和で、資本の自由な移動を促進したので

す。 

この動きは今から振り返ると、いくつかの要因を指摘できます。ひとつは多国籍企業の出

現と、ユーロダラーの発生、もう一つは外国為替の変動相場制への移行です。あとは、消費

者の債務を証券化する技術で、これは累積債務問題での国家の債務にも適用されました。 

ユーロダラーとはアメリカ以外の国の銀行の預けられたドル預金ですが、1973 年のオイ

ルショック以降にユーロダラー市場の本格的な発達がありました。これは産油国が稼いだ

外貨ドルを、アメリカ国内の銀行以外のヨーロッパの銀行（アメリカの銀行の支店も含む）

に預金したもので、アメリカの預金規制の枠外になり、利子の上限の制限なしで貸し付けが

できることで、銀行間の取引市場として発達し、後には短期の貸し付けをロールオーバー

（返済した債務の再貸付）によって長期の資金の貸し付けも可能とし、後進国への投資の資

金として利用されたのです。 

オイルショックの前の 1971年にはニクソンによる金ドル交換停止の発表があり、以降曲

折を経て 1973年には、外国為替の固定相場から変動相場制への移行がなされました。この

新しい事態に備えるために、リスクをヘッジするデリバティブ取引が発達し、本来貿易の実

需によって売買されていた外貨取引が、利ザヤを求める空取引を不可避とし、やがてこちら

の方が巨額になっていきました。1980 年代には銀行はデーリングルームを作り、外貨の売

買で、本来の業務からあげる利益を上回る利益を稼ぐようになっていました。 

このような外国為替市場の投機市場への変貌とともに、従来銀行間取引であった外国為

替市場にヘッジファンドなど銀行以外のプレイヤーが登場し、1990 年代後半には通貨危機

が生み出されました。そして、2008 年のリーマンショック以降の危機への対応策で中央銀

行金融政策に大きな変化が見られ、資本主義がハイブリッド資本主義なったことを裏づけ

たのでした。 

 

ハイブリッド資本主義理解の前提 

  

このような生成過程から、ハイブリッド資本主義とは、資本市場に、近代的利子生み資本

と前近代的高利資本が併存し、むしろ後者のヘゲモニーが優位な資本主義と定義づけるこ

とができます。誤解のないようにしてほしいのですが、資本主義社会は純粋な資本主義だけ

が存在しているのではなくて、自営業などのいろいろな経済システムが併存しています。し

かし、資本主義とそれとは異なる経済システムとの併存はあっても交雑は起きていません。

だが、今問題にしているのは資本主義の原動力である資本市場そのものに見られる交雑で

す。 

 従来市場は商品の価格変動を通して資源配分の最適化を行う場と見なされてきました。

市場には、商品市場と労働市場と金融市場（貨幣市場と資本市場）があります。1980 年代

初頭に英、米、日の政治のトップとなったサッチャー（1979年首相に）、レーガン、中曽根

による新自由主義的政策はこの三つの市場の規制緩和でした。三つの市場にはそれぞれ異

なる原理がありました。商品市場では品質についての販売者の責任が問われ、労働市場では

圧倒的に力が強い資本家に対して、労働者の団結権が保障されていました。金融市場では国

際的な資本移動の規制がありました。新自由主義はこれらの規制が競争を阻害するものだ

と見なして廃止をめざしたのです。 

 新自由主義に反対する人たちは、「市場原理主義」だと批判するのですが、それは間違い

で、新自由主義は三つの市場にあった原理を競争という一つの原理を貫徹させるために廃

止したのです。ですから新自由主義は競争原理主義者であり、かつ成長至上主義者で、正確

にはそれまであったそれぞれの市場の原理の破壊者だったのです。 
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 しかし、新自由主義はその政策を成功させた結果、予期してはいなかったハイブリッド資

本主義を生み出してしまったのです。資本の配分と再配分を行う場である資本市場は本来

資本の最適配分を行うはずでした。ところが、新自由主義の下での資本市場の規制緩和によ

って、グローバル資本市場が誕生し、そこに近代的利子生み資本をしのぐ大量の高利資本が

蓄積してきたのです。近代的利子生み資本が作り出した資本市場においては投機が資本の

最適配分のための必要悪であるとして、ケインズも認めていました。ところが現在では投機

が、資本の配分の最適化のための役割を果たさずに、それ自体で高利資本を蓄積させる資本

蓄積様式となっているのです。つまり、近代的利子生み資本と高利資本とが入り混じったハ

イブリッドな資本市場が誕生していて、しかもヘゲモニーは高利資本に握られているので

す。 

これは資本主義をゆがめるので、ダボス会議もグレート・リセットの対象としています。 

「まず GDPそのものの考えかたを一新する必要がある。具体的には、デジタル経済と無償

労働がそれぞれ生み出す価値を加えねばならない。同時に、特定の経済活動を通じて破壊さ

れてしまった可能性がある価値も考慮されねばならない。たとえば、家事労働の価値が計算

に含まれていないことは長年の課題であり、その測定の枠組みを作る研究が必要だ。経済の

デジタル化が広まって、GDP に反映される経済活動と実際の経済活動の間のギャップがます

ます大きくなっている。さらに、特定の金融商品は、価値を生み出す経済活動として GDPの

対象に含まれているが、実態はたんに価値を一つの場所から違う場所に移し替えているだ

けであり、時には価値を壊しているとも言えるのだ。」（『グレート・リセット』日経ナショ

ナルジオグラフィック社、62頁） 

ここには成長至上主義への批判と、投機によって資本を蓄積している高利資本への批判

があります。新自由主義への批判があるのです。そして、進行しつつある資本主義のハイブ

リッド化に対抗して純粋な資本主義を取り戻そうとしているのです。 

 しかし、上からのグローバル資本市場のハイブリッド化に対してダボス会議の提案では

太刀打ちできないのではないかと感じています。なぜかというと、ハイブリッド資本市場は、

資本主義の現段階での発展の形態で、これはダボス会議の想定する言わば純粋な資本主義

の枠組みをはみ出したハイブリッドな経済・社会構造をつくり出すだろうし、その趨勢には

抵抗できないだろうと思われます。気候変動に対して各国政府は脱炭素社会をめざすよう

になり、それで生まれてくる新たな資本蓄積に期待していますが、高利資本からヘゲモニー

を奪い返せるでしょうか。しばらくは日本がこの間陥っている破局状況が世界化するので

はないでしょうか。 

 

まとめ 

  

階級闘争の理論による陣形は、左翼は労働組合と政党に依拠していました。政党は硬軟の

度合いはあれ、ソ連共産党の組織をモデルとしています。日本で言えば、1960 年代初頭ま

では左翼政党は議会に多数の議員を送り込めるような状況でした。しかし、1960 年代初頭

からの大企業における上からの陣地戦に対抗できず、労働運動の右傾化が始まり、民間の労

働組合は左翼政党の陣地としては機能マヒに陥ります。中曽根に始まる新自由主義は何よ

りも労働組合という左翼の陣地の破壊でした。すでに完了していた民間企業の労働組合の

御用組合化の上に官公労の組合つぶしが試みられたのです。左翼政党は労働組合という陣

地の力をそがれ、それとともに議会での影響力も失っていきました。 

 代わってさまざまな市民運動が台頭し、それを陣地に新たな政党結成の模索が始まりま

す。1990 年代初頭のバブル崩壊後、日本はいち早くハイブリッド資本主義の破局段階を迎

え、首相の短期後退や、野党の社会党党首村山が首相に担ぎだされたり、また自民党政治へ

の不満から、市民運動や協同組合運動を陣地とした新たな政党形成が試みられたのでした。

この動きは 1995 年の阪神淡路大震災を契機にしたボランティア活動の高揚を背景に、1996

年にはローカルパーティの全国連合（Jネット）にまで到達したのですが、しかしこの新し
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い流れは従来の階級闘争の手法で組織された民主党に吸収されていきます。そして 2009年

の政権交代が実現しましたが、しかし初代首相の鳩山は、外交問題で官僚にそっぽを向かれ、

打ちだした米軍基地の辺野古からの移転問題で躓き、また小沢への攻撃もあり、短期に交代

を余儀なくされました。以降、菅、野田を経て民主党は下野し、安倍が再度首相となり、以

降長期政権となっていきます。 

 私は今にして思えば、市民運動や協同組合運動は意識する、しないに関わらず、陣地戦を

闘っていたのであり、それは階級闘争の理論と手法では育てられないものだったのだと思

います。陣地戦をいかに育てていくか、これは全く新しい発想を必要とするのです。 

 陣地戦の目標は資本主義を超えることですから、さまざまな陣形のうちの本陣は、事業体

でなければならないでしょう。そしてそれは自主管理と自治を実現していないと陣地たり

えません。このような諸本陣がさまざまな陣地を連合させてつくり出す陣形、それは自己権

力としての機能を持つものとなるでしょう。ここが階級闘争の理論とは異なる陣地戦の理

論の特徴でしょう。階級闘争の理論では自己権力は革命前夜に実現されるもので、それまで

は追及すべき課題ではありませんでした。しかし、陣地戦を闘うには、いたるところに自己

権力が作られ、消えていく、そのような認識が必要でしょう。 

 このような視点に立てば、「お上頼み」と言われている日本でもさまざまな陣地戦が闘わ

れていることがわかります。官僚を主権者とし、そのバックにアメリカがいるという権力構

造と、他方二種類の資本の権力の融合したハイブリッド資本主義の時代には、アメリカ、官

僚、資本、高利資本に対する陣地戦がいたるところで闘われていることが判明してきます。

被害者の抗いだけでなく相手側の陣地にも陣地戦の担い手はいます。この布陣を調査し、つ

なげていくことが問われています。 

 陣地戦を闘うには、党活動に慣らされてきた左翼の活動スタイルの変更が問われます。党

の目的に人々をオルグしていくという活動そのものが陣地戦にとっては疎外物となるので

す。前衛党の意識性ではなく、人類学的知性による現代社会の解読と、それにもとづく陣地

戦の理論の創造が問われているのです。この気づきに期待して稿を閉じます。 

 （私の文書はすべて HPオフィス榎原で読めます。） 


