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【内部限り】 

第３回脱成長ミーティング 議事録 
 
日時：2014 年 8 月 10 日（日）14：00～17：00 
場所：ピープルズ・プラン研究所 
報告者：経済学者 大河 慧 
テーマ：資本主義は「終わる」のか？ 

――『資本主義の終焉と歴史の危機』（水野和夫著・集英社新書）を読んで 

 
【報告】 

・ 『資本主義の終焉と歴史の危機』が主張する脱成長の方向性については基本的に共感す

るが、必ずしも実証されてはいない仮説の積み重ねで論が進められているきらいがあり、

「そうであるかも知れないが、そうでないかも知れない」という印象を拭えない。本主

張に対する賛否の議論ではなく、本書の提起をわれわれの議論にどう生かすかが大切。 
 

１．「資本主義が終焉する」根拠 

（１）「利子率革命」 

・ 本書が「資本主義は終焉する」とする根拠の 1 つが「利子率革命」。日本を含む 1970
年代以降の先進国の金利は、過去の歴史の中で最も低かった 17 世紀初頭のイタリア・

ジェノヴァの国債利回り以来の低水準にある。金利と資本利潤率とはほぼイコールと考

えると、低金利は利潤率の低下、すなわち投資をしても利益をほとんど得られない状態

であることを意味し、2％を切るような超低金利が 10 年を超えて続くと、既存の経済・

社会システムは維持できなくなると考えられる。これが「革命」たるゆえん。 
・ ここで言う「利子率」とは、政策金利、すなわち中央銀行の公定歩合や 10 年国債の利

回りなどを想定していると考えられる。しかし 16 世紀のイタリアはともかく、証券や

株式が高度に発達し複雑化した現在の資本主義社会にあって、国債利回りが資本利潤率

を表すと単純に言い切れるのか、学問的な疑問は残る。 
・ もう一つの論点は、トマ・ピケティ（仏・経済学者）が近著『21 世紀の資本論』で指

摘しているのだが、主要国の過去 100 年くらいの長期データを分析したところ、労働に

基づく経済成長率よりも、資本収益率、すなわち資本を投下して得る自己増殖に必要な

利益の方がはるかに高い、としている点。資本利潤率とは資本収益率そのものなので、

この分析に依れば、資本収益率と利子率は同じという前提は崩れることになる。 
・ 近刊の『週刊エコノミスト』（8 月 12・19 日号）の「資本主義をとことん考えよう」で、

一橋大学の深尾先生が「確かに日本企業の資本収益率はすごく下がっているが、欧米で

は必ずしもそうではない。日本だけが特殊要因で下がっているのではないか」と言って

いる。これに依れば、先進国の資本収益率が全体として下がっているという前提にも疑
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問が生じる。 
（２）投資機会消滅の理由 

・ もう一つの根拠が「投資機会の消滅」。その一つは投資空間としてのフロンティアの消

滅。資本主義は、「中心」に位置する先進国が「周辺」の未開発地域(＝フロンティア)
から富を「蒐集」して成り立っている。しかし地球上ではアフリカを最後に「地理的・

物的空間（＝実物経済）」としてのフロンティアが消滅。このためアメリカは実物経済

に代わるものとして「電子・金融空間」を作り出し、新たな投資機会を見出そうとして

きたが、所詮はバブルの「生成・崩壊」の繰り返しに終わる運命にある、とする。 
・ もうひとつは、エネルギーコスト不変性の崩壊。これは、オイル・ショック以降、資源

価格とりわけエネルギー価格が高騰し、資源の交易条件が悪化、必要な資源利用が制約

されることから経済成長が阻まれる、とする。 
 
２．「終焉」に向かってどうなるか？ 

・ 「終焉」に向かう序章は「価格革命」。資本の国際的移動の完全自由化に伴い、世界市

場に統合された BRICs を含めて食糧価格や資源価格が高騰。物価高騰に伴い、労働者

の実質賃金が相対的に低下するのみならず、資本と労働の分配構造が破壊されていく

（GDP の伸びに対する雇用者報酬の伸びが比例せず、企業利益と雇用者報酬が分離、

企業利益は上がっているのに雇用者報酬は下がるなどの現象が起こる）。その結果、中

間層が没落し、経済格差が拡大、格差の拡大は民主主義の危機につながる。 
・ 16 世紀に起きた「価格革命」では、イタリア、スペインという当時の覇権国が没落す

る代わりに、イギリス、オランダ、更にはアメリカと、資本主義システムの中で覇権の

交代が行われてきた。しかし先進国・新興国がともに危機の渦中に入っていく現在では、

資本主義システムの覇権交代では済まない事態になってくる。 
 
３．資本主義「終焉」の後  

・ 資本主義が終焉した後、どのような社会・経済システムが生まれるのかは不明だとして、

本書は言及していない。ただバブル崩壊など、日本が最も早く資本主義の矛盾を体現し

ているので、日本は資本主義から「卒業」する最も早い国になるのではないか。 
・ 資本主義の終焉を迎えるとすれば、景気優先の成長主義社会から脱却することが必要に

なり、「脱成長」の方向を目指すべきと結論付けている。 
 
４. 問題提起  

（１）フロンティアは消滅するか？ 

・ まずフロンティアは本当に消滅すると言えるのか？16 世紀に発生した「利子率革命＝

低金利の継続」の際は、従来のイタリア、スペインから、オランダ、イギリスに投資先

が変更され、更には新大陸に投資機会が求められた。現代においても「地理的・物的空
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間」が狭まっても、ともかくも「電子・金融空間」が新たに登場したわけで、次の時代

に新たな投資対象が絶対に現れないと言えるか、現段階では分からないとしか言えない。 
・ イノベーションが従来に比べて非常に難しくなってきたという見方は経済学者の共通

認識としてあるが、ただ「資本主義をとことん考えよう」の中でも、経済学者のバリー・

アイケングリーン（カルフォルニア大学バークレイ校教授）が「イノベーションという

のは後になって見ないとわからない」と言っているほどで、予想すること自体が困難。 
・ 潜在成長力=労働力人口＋資本ストック＋技術力（全要素生産性=Total Factor 

Productivity）とされるが、中でも技術革新が最もイノベーションに寄与する。従って

労働力人口と資本ストックが仮に伸びなくても、イノベーションによって経済成長が高

まることがないとは言えない。 
・ 仮に経済成長におけるイノベーションの効果を過大視しないとしても、果たして資本は

座して死を待つだろうか。例えば、資本が投資機会を求める結果、戦争を通じて破壊と

建設を繰り返すという暴挙をも行ってきたことは歴史が証明している通りであり、そう

簡単に資本が投資機会を諦めるのか、疑問を持たざるを得ない。 
（２）「脱成長」は楽観主義？ 
・ 資本主義は本当に終わると考えて良いのだろうか。本書が主張するようにフロンティア

が仮になくなったとしても、資本主義は自動的に活動を停止するものだろうか。新自由

主義とか市場原理主義の名の下で、「剝き出しの資本」が利潤獲得のために現に世界中

で行動している。資本は国家権力をむしろ利用し「人間の人間による搾取」という形で

何世紀か前の世界に向かっている。そういう見方の方が重要なのではないか。従って資

本主義というのは終わるのではなくて、終わらせることが必要になってくる。 
・ 資本主義の後に来るべき「脱成長社会」の具体的な構想は、本書でも記述されていない。

自動的に「脱成長社会」に進むのか？「脱成長社会」に進むにしても、そのためのプロ

セスや運動論が必要ではないか。資本主義社会をどのように終わらせるのか、という議

論の中から、どんな社会が迎えられるのか、初めて見えてくる可能性がある。 
・ 資本主義を終わらせるという同じ問題意識で数世紀前にスタートした社会主義や広い

意味でのコミュニズム（いわゆる共産主義だけではなくコミューン主義を含む）につい

ての言及があまりないのも物足りない。本書でも、資本主義の暴走にブレーキをかけた

経済学者・思想家としてアダム・スミス、カール・マルクス、ジョン・メイナード・ケ

インズの名前を挙げているが、マルクスをブレーキ役と片付けてしまうのはどうか。 
（３）結局？ 

・ 経済成長が先進資本主義諸国にとって、従来より難しくなってきていることは自明だ

からこそ、安倍内閣も「成長戦略」を打ち出してきている。開発経済の分野では、農

村（フロンティア）の過剰労働力が都市部（中心）に吸収された時点で高度成長が不

可能となるということは良く知られていた。国際的にも中心と周辺があって、現実的

にはそれぞれが入れ子構造になっている。過剰労働力が吸収され尽くした時点を「ル
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イスの転換点」と言うが、それを過ぎると高度成長は不可能になる。 
・ 下図は野村総研が中国経済を論じる中で作ったグラフで、労働者の賃金（収入）が縦

軸の D からスタートして、ある一定の資本蓄積が続く間は D のレベルは変わらない、

すなわち農村の過剰な

労働力を都市が吸収し

てしまうまでは賃金は

上がらない。都市（工

業分野）で使われる労

働者の数がEからF、I、
J と増え、農村の過剰

労働力がすべて使われ

て賃金が上がっていく

K 点をルイスの転換点

と呼ぶ。 
 この K 点までは、経営者サイドの利益取り分（投資に回る）の方が、労働者の収入

（消費に回る）よりも圧倒的に多くなる、ということを図示している。この図で（ロ）

と書いた D、E、I、H の四角で表された面積が労働者全体の賃金で、（イ）と書いた A、

D、H の三角形の面積が、経営者側の利益。K 点に行くまでは（イ）の三角形の面積の

方が（ロ）の増え方よりも大きいので、労働者サイドの負担によって経営者サイドが

過剰な収益を取ることにより、資本収益率は非常に高くなる、と説明されている。と

ころが K 点を過ぎると、労働供給曲線が急速に上向きになり、賃金が急速に上昇し、

経営者サイドの利益取り分が一気に少なくなり、資本収益率も一挙に下がって行くと

説明されてきた。 
・ 従って「フロンティアの消滅」により資本収益率が低下するということは衆知のこと

であり、「フロンティアの消滅」を根拠に「資本主義は終焉する」とまで結論づけるの

はすこし強引ではないか、という印象。 
（４）「脱成長」社会のイメージ  

・ 「脱成長」を声高に唱えつつも、著者自らが認めるようにその具体的イメージは希薄

で、「脱成長社会」をどのように実現させるのかというプロセスの議論が捨象されてい

る。 
・ ゼロ成長となる場合でも、現在 1000 兆円ある財政赤字は３、４年で均衡させておくこ

とが必要だと簡単に言っている。その対策に関しては、日本に住むための「日本株式

会社の会員券」だという言い方をしている。これは「会員券」だから国債に投資した

人は償還を放棄してほしい、我慢してほしいと聞こえる。これは日本に住むための費

用であり税金である、と読むと、あまりにも非現実的と言わざるを得ない。読み方次

第で、プライマリーバランスを黒字化するとも読めなくもないが、それならそうと明



5 
 

確に書けば良いのであって（その場合は、財政赤字解決に対する根本的な処方箋は提

示されていないことになる）、どうも趣旨がよく分からない。 
・ 「脱成長社会」実現のためには、原油価格の影響を受けない安価な国産エネルギーの

開発が必要、とも言っているが、資本主義終焉の理由の一つがまさにこのエネルギー

問題なので、資源制約を受けないようにするというこの主張は、トートロジカルな印

象を免れない。いつの間にか資本主義は終わって、いつの間にか脱成長の社会が実現

するかのような書きぶりに留まっている。 
・ ライフスタイルとしての「脱成長」はいいことだし立派な生き方だと思う。しかし、

マクロとしての「脱成長社会」を構想する場合は、現代の資本主義社会がどういう矛

盾を孕んでいて、それがいかに社会構造の変化に繋がっていくのか、どんな層がその

担い手になっていくのか、そうした具体的で精緻な理論的研究なしには「脱成長社会」

の実現は遠い。前述の『週刊エコノミスト』の中で水野さんと対談をしている寺島さ

んが、資本主義社会を脱成長社会へ変革する担い手は高齢者だ、と言っている（笑）。

その正否はともかく、こういう議論をしていかなければいけない。社会主義の歴史の

中で「空想社会主義」と言われた時代がかつてあったが、「脱成長社会」をめぐる議論

も今はまだそういう段階でしかないのか、と思う。 
・ そういう理論武装を進める際、「脱成長」はそもそも望ましいのか、あるいは資源制約

等の観点から不可避的だからこそ備えるのか。もし資源制約の観点から不可避だとい

うことであれば、「持続可能な成長」路線もあり得るのではないか。それでは足りない

のか。それは何故か、と問題提起を敢えてしたい。 
・ 例えばセルジュ・ラトゥーシュは『経済成長なき社会発展は可能か？――〈脱成長〉と

〈ポスト開発〉の経済学』の中で、明確に成長自体を否定している。他方で、環境経

済学では「持続可能な成長路線」についての議論もある。「成長至上主義」的な考え方

自体は拒絶するとしても、成長すること自体を否定することの意味はどこにあるのか。

それをきちんと押さえないと、「脱成長社会」に対する疑問に正面から答えられない。 
・ 最後に「脱成長社会」の実現に向けた推進力は何か。グローバル資本への対抗軸は、「反

資本」の立場でしかあり得ないのか。現代の国家はグローバル資本に取り込まれ、国

家としての公益的役割をどんどん見失ってきている、あるいは意図的に捨ててきてい

る。例えば法人税の引き下げによる企業誘致とか、社会保障や福祉水準の引き下げ、

こういうあからさまに資本に有利な形の行動を国家は示すようになって来ている。そ

ういった国家に、労働分配率を維持し高めて格差を縮小させていく国家、あるいは国

際連帯税みたいなものを協力して作って行く国家、こうしたグローバル資本への対抗

軸となるような反資本的「福祉国家」は本当にありうるのか、かなり疑問が残らざる

を得ない。そうすると国家をどう考えたらよいのか。 
みなさんの率直なご意見をお伺いしたい。  
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【討論】 

出席者：（50 音順、敬称略） 
大河 慧 ／経済学者 
海棠ひろ ／ピープルズ・プラン研究所運営委員、福島原発事故緊急会議 
高坂 勝 ／「たまには TSUKI でも眺めましょ」店主（司会） 
柴垣顕郎 ／長野県在住、リンゴ農家 
白川真澄 ／ピープルズ・プラン研究所編集長 
平 忠人 ／ピープルズ・プラン研究所編集委員、銀行員、緑の党、 
田中正治 ／新庄水田トラスト世話人 
千村和司 ／ピープルズ・プラン 21 のアーカイブを作成 
鶴田雅英 ／ピープルズ・プラン研究所運営委員、原爆の図丸木美術館理事 
中田哲也 ／「フードマイレージ資料室」主宰 
西村 豊 ／農力向上委員会 

 
資本主義のソフトランディングは可能か 

鶴田：資本主義はもう終わり、という話はマルクスの時代からあった。今度は何で本当に

終わるのか。サティシュ・クマール（インド生まれのイギリス人思想家）が、資本主義は

タイタニックのように氷山に向かってぶつかるしかなく、ハードランディングは不可避だ

と言っている。従って今やるべきことは、救命ボートをどんどん準備して、この船から小

さく降りていくことだと。それが自給生活だったりするのだが、本当にソフトランディン

グはないのか。 
西村：資本主義が終わるか終わらないかではなく、いまの国際社会がこのまま続けば戦争

になるだろう。フロンティアの有無はともかく、エネルギーコストがどんどん上がって産

業が成り立たなくなる。ピークオイル現象により、当初自噴していた油田１は 100 のリタ

ーンを生んでいたが、いまの既存の油田は１：40 くらい、シェールガスやタールサンドは

１：10 くらいになって、新たな投資が生まれなくなっている。原発について政府は１：30
としているが、核のゴミを資産としてカウントしているからで、負債扱いにすれば全く異

なった数字になる。効率の良い新しいエネルギーが見つからないと、経済成長は基本的に

在り得ない。他方で自然エネルギーは１：５なので広がらない現状にある。 
高坂：米国のレポートによれば２年くらい前に原発と太陽光の製造コストは逆転している。

少なくても拮抗しているのは間違いないのではないか。 
西村：自然エネルギーは従来型の火力発電よりも発電効率が落ちるので、設備容量だけで

比較してはいけない。 
高坂：ソフトランディングできるに越したことはないが、個人的にはハードランディング

せざるをえないのではないかと感じている。大規模ソーラー発電など、過渡的な対応は致

し方ない部分はあるにせよ、最終的には地域で生産するエネルギーで地域を支えていく姿
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を目指すべきではないか。救命ボートではないが、ハードランディングに備える政治・経

済体制、生活スタイルを現存の世界の中で如何に作って行くかということも必要なのでは

ないか。江戸時代は７万のコミュニティがあり、そこで作られるエネルギーで自給経済は

成り立っていたと。現在のコミュニティの数は 1,800。もういちどコミュニティが最小化し

ていく社会を目指したい。その場合、もし国家の枠組みが存在するとしたら、その小さな

コミュニティをサポートし、コミュニティだけでは果たせない問題だけを解決していく存

在になるだろう。 
平：いまの消費者文化・文明の中で、一次産業が供給サイドとして食の安定供給・安全に

対してどのような対応が考えられるのか。水野氏は「国民国家が資本に振り回され、国民

が資本の使用人のような役割をさせられている(p146)」とあるが、政治家であれ経営者であ

れ、彼らは現在の資本主義社会の中で生き残るための最善を尽くしているに過ぎないので

はないか。利益をすべて労働者に分配すれば済むと言う話ではないだろうし、彼らが利益

の独り占めを目指しているとも思えない。 
高坂：ソフトランディングとは、臨界点に向かって多様性の中で徐々に変わっていくこと

なのではないか。その中の選択肢としてマイナス経済やダウンシフトがあってもいいので

はないかということ。 
柴垣：第二次大戦前後の日本は外国からの輸入が途絶えていたこともあって、食料自給率

は 100％だった。その時の農業就業者は総労働人口の 50％を占めていた。いまは自給率 40％
で農業就業者は 3.9％。農業就業者の比率を倍増して食料自給率 100％を達成することは十

分可能なのではないか。そういう意味では、脱成長の議論はすでに現実性を帯びたレベル

に達しているのではないか。 
 
グローバル化した企業の行動様式 

大河：18 世紀初頭の英国における剝き出しの資本と国家との関係では、労働者からの一方

的な搾取から、労働者への分配比率を高め福祉国家に向かった経緯もいったんはある。そ

れが低成長の中で福祉国家を維持できなくなり、いまはむしろグローバル資本の利益確保

に国家が血道をあげている状況。 
白川：日本の場合、従業員の生活や福祉を企業が面倒を見るというも風土もあり、利益は

労働者に還元するものとの認識を共有していた時期もあった。それがグローバル化と低成

長の中で行き詰った。そこで活路を求めたのが金融化と非正規労働力。生産現場の海外移

転も進み企業活動のグローバル化が進む中、経営者も自国の労働者の面倒を見る余裕も意

識もなくなっているのではないか。 
高坂：システムを憎んで人を憎まずではないが、個々人の思想信条とは別に、企業も経営

者も否応なくグローバルマネーに飲み込まれている状況。人間が作ったシステムに人間が

奴隷になってしまっている。多様化が大切なので、一律に一定の方向に向かう必要はない

が、規模を小さくした方が利益率は高まるというのが自分の持論。小さい会社の方が、従
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業員への配分も高まるし、人格的にも優れた経営者が多いように思う。 
平：生き残りに必死な中小企業経営者は、需要がこれ以上増えないことも肌感覚で分かっ

ている。従って、無駄な設備投資など決してしないし、古い償却済みの設備で生産し続け

て辛うじて利益を上げている。 
白川：グローバル企業や金融資本の利益は実際問題として非常に増えている。利子率だけ

では資本利潤率は測れないということではないのか。 
大河：本書では、資本利潤率の代理変数として「利子率の革命」という論理を使用してい

るが、それだけでは現状をうまく説明できない。特に集中化した資本にとって、収益の機

会はまだいくらでもあるのではないか。金融分野の利益機会は所詮バブルでつぶれると切

って捨てるだけで良いのか、疑問。 
 
フロンティア開発の余地はなくなったのか 

千村：資本の投下は一国に留まらず、資本の回転率を世界的なスケールで如何に高めるか

が課題となっていると、アリギ、ハーヴェィ、水野らは考えている。地理的な不均衡があ

るので、中東のオイルマネーなど世界中のお金がアメリカに流れ込み、経済発展している

BRICs などにそのお金を投資するという金融システムが築かれている。資本主義経済は飽

和状態に到達すると常に金融化しており、金融化した後に必ずシステムの再編が行なわれ

変化していく。これからどのように再構築されていくかが問題。国民国家単位の経済から、

欧州では EU、アメリカでは NAFTA のような地域ベースの経済に移行しようとしているの

ではないか。ＴＰＰもそうした流れの中にあるのではないか。 
白川：中国やインドでは依然としてモノづくり経済のただ中にあるが、水野氏の主張は、

それらの国々もいずれは資源的制約がネックになるということか。 
高坂：資本は再編を試みるだろうが、フロンティアの喪失によってそれはできないだろう、

と水野さんは言っている。 
千村：水野さんの主張に対する評価は時間の取り方の問題ではないか。例えば 50 年という

スパンではまだ地理的フロンティアは存在している。ロシアとかイスラム圏など、西洋的

な意味の資本主義的ではない資本主義国も存在する。そうした市場の取り合いを巡って地

域紛争さえ起きている。しかし、100 年、200 年ではどうか。地球は有限な存在なので、い

ずれ地理的な意味でのフロンティアはなくなるだろう。 
白川：中国国内でも地域格差があり、労働力不足が出て来る一方で、農村の需要が大きな

マーケットなる可能性もある。巨大な中国の地域格差がなくなる前に、環境とか資源の面

で地球が持つのか、という問題はあるが。 
大河：地域的にもまだ開発の余地はあるし、金融空間など新しいフロンティア開発の余地

も否定できない。フロンティアがなくなったというのは相当極端な議論ではないか。 
千村：資本主義には資源的制約をセーブするという機能はない。そこは政治の役割になる。 
柴垣：制約は予想以上に早く来るのではないか。ローマクラブが出した「環境制約」では、
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市場や資源の制約によって2030年、2040年おそくても2070年には制約が来るとしている。 
西村：資本主義は借金を積み重ねていく経済。去年よりも今年は借金を積み重ねないと経

済成長はない。資本主義は人間の増幅する欲望を満たす形で成長してきたが、これからは

制限によってその欲望を満たせなくなる。 
白川：アメリカではまたサブプライム層に対する貸し付けが急増している。懲りないとい

うか、そういう不健全な形でも資本はマーケットを求め続ける。日本でも景気回復を実感

する層は極めて少ないにもかかわらず、アベノミクスを漠然と支持する風土がある。 
西村：それは教育の刷り込みで、日本では今でも殖産振興、富国強兵を良しとする教育や

マスコミの論調が続いている。 
 
新しい社会の担い手としての協同組合 

田中：いま考えるべき一つ目は、若い人の中に起きている欲望の変化に注目することで、

一つの方向性を見いだせるのではないか、ということ。二つ目は、資本主義経済の主役で

ある株式会社に代わる組織をわれわれはどう構想し、作ってきたのか、を問うこと。株主

会社に代わる組織として協同組合化が一番進んでいるのが中南米社会。国家も左派政権で、

アメリカに代わる金融システムを作っている。日本にも協同組合はあるけれど、古い体質

を引きずりイノベーションがないまま、株式会社との競争の中で悪戦苦闘している。株主

会社に代わる連帯経済システムを作り上げる必要があるのではないか。それは小規模な株

式会社による連帯経済システムでも構わない。 
大河：その二つは関係していて、株式会社は利益追求を自らの目的とするがゆえに、利益

をもたらすイノベーションに対して前向きであり、成果を上げている。 
千村：日本の株式会社の中で上場しているのは１％未満で、株式会社とは名ばかりの圧倒

的多数の中小企業が日本の生産を担っている。 
西村：グローバル経済の中では、大資本が圧倒的に有利で、中小企業はどんどん衰退して

いる。資本主義社会は一種の蟻地獄構造で、消費者が快適便利を追求する結果、過酷な労

働や格差を生み、幸せを失っていく。自給生活を目ざす人というのはまだ余裕のある人で、

ぎりぎりの生活の中で調理する時間もなく、スーパーでレトルト食品を買うような消費者

行動がますます大資本を肥えさせるという悪循環がある。 
鶴田：欲望の形の変換というけど、年収 200 万円のレベルでは、有機野菜を食べたいけど、

100 円ショップで食いつないでいくしかないというのが現実の社会。法人増税などの水野氏

の主張を、国際競争に晒されている経営者が受け入れるはずがない。国際競争力が削がれ

ても生きて行けるようなワークシェアリングとか労働形態にどう転換していくか。 
白川：マクロ経済学者である水野氏は、ローカル社会に対する言及がない。対抗軸を示さ

ないのはその点に理由があるのではないか。しかし現実に変化が起きているのはローカル。 
高坂：可能なら革命でも起こしたいが、現実的には政治に頼るのではなく、足下から変え

るしかないという結論に帰結する。 
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田中：ぼくは両輪だと思っている。 
西村：しかし両方をやっている人は少ない。首相官邸前に集まっている人は、育った年代

の違いもあって多分オルタナティブをやっていない。 
白川：日本で協同組合は必ずしも伸びていない。いろいろ実験はされているが、生協も大

規模化しないと経営が成り立たないので、大型スーパーとの競争にどう勝つかということ

になっている。 
田中：灘生協の組合組織率は神戸・灘市の 90 数パーセントに達している。すると多様な組

合員の要望に応えるためには石鹸だけでなく、合成洗剤も置かざるを得なくなる。日本で

は生協加入者は 5000 万人、農協も入れたら生協加入者の数は世界一かも知れない。問題は

その質や理念。アンチとして小型化を原則とする生協もある。「ラディッシュ」や「大地」

も大型化してきたが、３・11 以降は危機に陥った。資金の不足対策として株式の上場を行

った結果、「大地」は「ローソン」が 30％の筆頭株主になった。「ラディッシュ」には「ド

コモ」が入っている。アメリカでは地域単位のサポート体制もあると聞くが。 
中田：アメリカの CSA（Community Supported Agriculture）は日本の産消提携がモデル

になっている。日本では消費者が生産者に目を向ける文化が元々あったのかも知れない。

日本の生協の衰退は、スーパーとの競争もあるかも知れないが、ライフスタイルの変化や

女性の社会進出などもあって班単位の購入などができなくなるなど、組合員の意識が変わ

ってしまっているのではないか。でも産消提携などを通して、食べておいしかったとなれ

ば、生協に回帰する人もいるだろうし、スーパーも産直に目を向けるに違いない。流通を

通さないことによって有機農業の価格も下げられるかもしれない。 
 それから戦後の食料自給率 100％という話が出たが、日本は戦前から満州などから相当量

を輸入していた。コメの自給が達成出来たのは 30 年代後半か 40 年代初め。 
 グローバル規模でのフロンティアの消滅の問題と、中国のこの労働力需給のグラフとは

内容が異なるのではないか。今までとは異なった事象が今起きている、という印象がある。 
大河：グローバル規模であっても、K 点をなるべく右に持って行こうというのは同じ。し

かし、いずれかの時点で飽和してしまったときに賃金の上昇は起こるので、世界規模でも

このモデルは有効と思っている。 
白川：中国でも環境による制約が起きている。ローマクラブは 70 年代にすでに環境と資源

の制約を言ったし、もっと早く壁にぶつかると思っていたが、資本主義はしぶとく生き残

ってきている。ただ酷くはなっている。日本の戦後の経済成長は、戦後の破壊からの復興

需要と民主化が貢献しているのではないか。 
西村：資源制約が進むと戦争にもなりかねない。市場経済より統制経済化する気もする。 
平：既成左翼については今後どう考えるか。 
 

ローカルとコミュニティに依拠する 

大河：資本の代弁者としての政府ではなく、新たな公共を目指すような政治はあり得ない
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のか。 
白川：国家による政治変革に頼るのではなく、ある種のコミューンさらにはコミューンの

連合を自ら目指すことも想定されるのではないか。資本主義に代わるものとして、マルク

スは協同組合を挙げているが、その考えはマルクスの数少ない遺産ではないか。脱成長の

担い手は、実はすでにいろいろなところに出ていると思う。ローカルに基礎をおき、新し

い開かれたコミューン的なものを作って行く動きが新しい主体だと思っている。他方で都

市の貧困化する若者がどう考えているのかが見えてこない。 
田中：コミューンもいろいろ問題を抱えていることは事実だが、イタリアのボローニアで

は小さな協同組合をたくさん作っている。あれはいいかなと。文化を重視し、自治体や地

元の金融機関もサポートしている。 
○○：生協も理念を失っているわけではないが、実態として難しい。 
白川：地域で集めたお金を地域に還元するような金融システムはないのか。 
平：信用組合は原則的に資金の地域還元が原則。地域支店ごとの融通もあるが。 
大河：ただ還元しようとしても、必ずしも地域に良い融資先があるわけではない。不良債

権化を避けるため、信用組合も結局は国債を買っている。地域再生プロジェクトに自治体

の保証をとって融資することはあるが。 
白川：住民の一番身近な政府である地方自治体の役割も大きいのではないか。首長のリコ

ールが成立した自治体は大半が人口 10 万以下。その意味で、小単位の自治体の方が民主主

義的な政治ができるともいえる。 
海棠：政治、経済、生活など様々な分野におけるより具体的な対抗軸を、時間的なスケー

ルの中に位置づけ、ひとつひとつ具現化していく必要があるのではないか。 
 
グローバル資本主義をどう規制するか 

白川：グローバルな資本主義を誰がどう規制するか。国民国家がそもそも規制できるのか。 
大河：あらたな公共の担い手は国家しかいないのか。協同組合的なものはできないのか。 
白川：金融取引税は EU レベルでは取り入れようとしているが、アメリカが反対。 
千村：金融経済に対する国ごとのスタンスが異なる。金融安定化のための金融課税の導入

というのは IMF などでも検討されている。国際的な不均衡を是正するという国際連帯税の

趣旨とは全く異なるが。世界連邦協会など国際連帯税フォーラムは国際連帯税の導入を目

指しているが、短期的には航空券連帯税の実現を目標としている。TPP 交渉では、金融取

引を制限するような課税が禁止されようとしている。国際連帯税には ODA 財源目的で外務

省が積極的。 
高坂：G8 でタックスヘブン規制の話が出た背景は？ 
千村：各国の税収確保のための課税逃れ防止に過ぎない。 
高坂：直ちに財政均衡を実現するのは難しいにせよ、税の使い方にも目を向ける必要はあ

る。すべてが税金というわけではないが、現在の医療費は 36 兆円。受け売りだが、1995
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年が 2500 億円とあった。老人や病人が急にそれだけ増えるわけはない。きちんとした予防

医療体制を整えれば、もうけ主義に汚染されている医療費の削減はできるはず。そういう

提言もしていきたい。 
白川：医療は「成長産業」の一つに挙げられている。TPP との絡みで混合診療の解禁が医

療費の増大と GDP の増大につながる。 
鶴田：目的ではなく、結果として GDP が増えること自体が悪いとは必ずしも言えないのか

も知れない。 
柴垣：持続可能な社会とか経済というのなら分かるが、持続可能な成長というのは言葉の

作為であり、まやかしではないか。 
鶴田：水野さんは貧困しか生まないとして、マイナス成長を否定しているが、そこはどう

なのか。 
白川：マイナス成長は怖くない、というか、お金に換算できない価値を含めてそのほうが

豊かになる場合もあるよ、とぼくは言いたい。 
 
 では次回は 11 月 9 日（日）14：00 から行う。郭さんを第一候補として「自由貿易と脱

成長」をテーマにお願いしてみる。 
（ 野澤・記） 

 
 


