
1

巻頭言 .................................................................................................................大橋英五

論文

資本主義と環境問題―新しい社会の新しい理念を求めて―  .........................谷崎敏昭
原発事故後の財界の原子力エネルギー戦略  .............................................菊池信輝

地方自治体における中小企業振興と事業所調査 .....................................菊地　進
日産ゴーン改革と企業の株主資本主義化 ..................................................丸山惠也

エッセイ

安全神話崩壊と原子力平和利用 ...................................................................鈴木壯吉

すぐそばにあるファッショ的排外主義 ―「嫌韓」の世論― ........................小西一雄
ソウルで過ごした3ヶ月 .................................................................................円谷　恵

イノベーションは人間を幸福にするのか？ ..............................................村田浩司

研究者泣かせの天才マルクスの筆跡 ...........................................................前畑憲子

書評

冷泉 彰彦著 『自動運転戦場「ルポ」：ウーバー、グーグル、日本勢
――クルマの近未来』（朝日新書、2018年） ...........................................................青田　孝
本田 浩邦著 『長期停滞の資本主義――新しい福祉社会とベーシックインカム』
（大月書店、2019年） .............................................................................................北川和彦

資料

活動日誌（2019年3月～2020年3月）

目次

3

4
13
22
29

38
42
46
51
54

58

60

63

・

・
・
・
・

・
・
・
・
・

・

・

・





3

　アジア環境・エネルギー研究機構は、2015年6月に東京都の特定非営利活動法人として認

可されました。以来、研究活動を継続してきました。これらの近年の成果の一部を年報4号

として刊行させていただきます。

　日本の社会は、経済の高度成長のもとでより大きく発展しました。それは。国民の生活を

豊かにした側面とともに、社会に大きな課題を投げかけることになりました。日本の経済は

重化学工業を中心として発展し、生産設備・装置の大型化・大容量化・高速化また、生産拠

点の集中化・高密度化をはたしてきました。そのことは、一方では生活環境を大きく破壊す

ることになりました。経済の高度成長がすでに数十年前に終わり、もはや経済の高度成長が

幻想となった現在、新しい社会はいかにあるべきでしょうか。今日、「新しい社会に向けて」

の分析が進められなければなりません。

　研究機構では設立以来、３つの大きなテーマに基づいて、会員、また外部の研究者、実務

家を招いて研究活動を続けてきました。またテーマに応じて現地の実態調査・視察活動を続

けてきました。3つの研究会は「エネルギーシフト研究会」、「環境問題研究会」、「未来社会

研究会」から構成されています。「エネルギーシフト研究会」では、特に原子力発電の今後

のあり方をふまえた将来エネルギー確保の課題、また「環境問題研究会」では、地球規模で

の大気・水・土壌の汚染による環境破壊の問題、「未来社会研究会」ではこれからの社会の

あり方についての分析を進めています。いずれも、それぞれのテーマに沿って現状を分析し、

今後のあり方を模索するものです。3つの研究会は互いに課題を共有し、今後の社会のあり

方に向けた研究会です。

　年報4号では、経済のグローバル化が進むなかでの環境問題、企業の株主資本主義化の分

析、さらに原子力エネルギー政策の課題について分析をしています。また近年の日韓関係の

現状と課題、イノベーションの意味についてのエッセイを掲載しました。

　本号掲載の論文、エッセイ、書評はいずれも、今日の日本社会がかかえる重要な課題であ

ると思います。会員のみならず多くの方々に発信させていただければ幸いです。

巻頭言
大橋英五
（理事長）
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【論文1】
●

資本主義と環境問題　 
―新しい社会の新しい理念を求めて―

谷崎敏昭
（上武大学大学院教授）

はじめに

地球環境は、すでに取り返しがつかないほ
どの大きなダメージを受け、その回復のため
に今すぐ人類が立ち上がらなければならない
状況であるにも関わらず、一部の先進国やグ
ローバル企業の経営者たちは環境問題を矮小
化し、問題を先送りしてきたことに多くの人
々は危惧を感じている。資本主義体制は結局、
利益追求で経済発展だけを目的に活動し、目
先の利益を追うことしかできないのかと落胆
するばかりである。
それでも時代は大きな転換期を迎え、資本

主義体制そのものを変えなければならない時
が到来しているように思える。この変化を利
用してエネルギーと環境を組み込んだ、新し
い社会体制に移行していくことができるので
はないか、今度こそ人類が恒久にわたって生
き延びる算段を打ち立てることが可能かもし
れないし、これが最後のチャンスのようにも
思える。AIをはじめとする情報システムの
発展が、さらなる拡大を目指し、無節操に終
わりのない経済発展を追求することが何をも
たらすのか、あるいはAIが私たちの生活を

豊かにするのか議論の好機である。今起こっ
ている、環境や経営に関する諸問題を解決す
るためのチャンスと考え、来るべき次の社会
が何をめざし、どのような方向に向かえばよ
いのか検討することが本論の趣旨である。

エネルギーと環境問題1

①エネルギー産業は利権の塊
3月11日の震災直後に起こった東京電力の
福島第一原子力発電所の事故直後、多くの日
本人は原子力発電所はいらないと判断し、現
在でも国民の半数以上の人々は原発再稼働に
反対している。ところが原子力関連企業は、
あらゆる手を使って、原子力産業が日本にと
って必要であると明言し、マスコミ、出版、
研究者、広告、政治家を総動員して、あれほ
どの事故でも安全であり日本に原発は必要だ
と言い続けている。資源エネルギー庁は平成
30年「原子力に関する国民理解のための広
聴・広報事業」に4.3億円「広報・調査等交
付金」は8.3億円を使って原子力発電の必要
性を訴えている。 関西電力の経営者による7
年間で3億２千万円にもなる金品の受領問題
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は、原子力発電に関わる年間数兆円ともいわ
れる利権全体のごく一部が発覚したに過ぎな
い。
なぜこれほどまでに原子力産業に固執する

のかといえば、国策であり、やはりエネルギ
ー産業は利権の塊で、エネルギーは儲かる、
特に原子力発電は日米産軍複合体（東芝WH,
日立GEなど）による強固な世界戦略の一端
を担う、儲かる産業なのである。石油利権が
欧米の手から産油国側に渡った現在、アメリ
カにとって原子力利権は手放すことができな
い重要なものである。原子力発電の原子炉技
術は、日米が最高峰の位置にあり、これから
開発途上国に売り込むためにも、国防上の理
由からも原子力が安全であると訴え続けなけ
ればならない。資本にとって脱原発などの選
択は容易ではなく、一方の儲からないエネル
ギーとしての再生可能エネルギーは、資本か
ら疎んじられ、世界の潮流は再生可能エネル
ギーの利用であるのに、たいへん皮肉なこと
に原子力による大きな被害を経験し、国民が
拒絶している原子力産業からの脱却が最も困
難なのが日本なのである。原発事故の責任の
所在について議論はしても結局だれも責任を
取らず、不可抗力の天災ということでかたづ
けてしまおうとするやり方は、日本の社会シ
ステムが過去から何も学ばず、何も変わって
いないことを示している。 

②株式会社制度下での環境問題
株式会社制度の最大の欠陥が、儲からない

仕事はできないことである。それが分かって
いるから、一生懸命に社会貢献をPRし、多
くの企業のwebサイトには必ずといってよい
ほど社会貢献欄があって、いかにも社会の役

に立っているように見せているが、企業によ
る環境問題の取り組みは不十分で、温暖化防
止対策に対する意識も高まりを見せていな
い。 それでも中には環境NPO組織と協働す
ることで、社会貢献に取り組む企業がある。
社会貢献上手だが金集めが下手なNPOと、
社会貢献下手だが金儲け上手な組織が手を組
むことで成果を上げ高い評価を上げている組
織の取り組みは期待したい。出来ることなら
ば環境問題は制度化して、企業の義務として
行わなければならない事案で、いずれにせよ
企業の善意に頼る環境問題の解決を待ってい
る時間はない。
環境問題を解決するためには、新自由主義
的な企業倫理の変更が必要で、一部の巨大資
本や指導者が環境問題を否定し、責任逃れを
続けてきたことはだれもが知っている。現在
でも環境問題について熱心に取り組もうとせ
ず、巧みな嘘とごまかしで取り繕ってきた。
日本は高度成長期にひどい環境破壊を経験し、
多くの被害者の犠牲の上に公害の怖さや、環
境破壊が人類にもたらすすさまじい破壊力を
知ることができた。その後、公害防止対策が
真剣に議論、立法化され履行の努力があり、
その結果日本は確かに海や川、大気などがき
れいになり、公害を克服したなどとの論調が
みられるが、これは事実なのであろうか。
1970年代、製紙会社の廃水で話題になった富
士市は、製紙業で栄えた町で1991年6035億円
の出荷額があった。2012には出荷額も4407億
円に減少し、事業所数も275から224へ減少し
た。 その一方で2000年頃から各製紙企業は、
パルプ・古紙ともアジアを中心に海外拠点を
整備し、海外生産を中心に生産量を増やして
いる。例えば王子製紙では、1970年以降、北
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日本製紙、日本パルプ、東洋パルプ、神崎製
紙、本州製紙などと合併統合を重ね、規制の
厳しい日本から逃れ海外進出し、ついに世界
15か国、数10か所の工場を持ち、資本金
1,038億円、連結売上高1兆4,859億円（2018年
3月期）、生産量は1990年280万トンから、
2000年は620万トンと世界企業に成長した。
所有する森林面積は19万ヘクタールに上り、
これは大阪府の面積に匹敵する。国内の森林
が製紙会社によって保護され、確かに1970年
代に比べて水も空気もきれいになった。だか
らといって日本が環境問題を克服したことに
はならない。これはあらゆる産業に言えるこ
とであるが、先進国の公害や環境破壊は企業
の海外進出により途上国に拡散され、海外の
資源利用で先進国の資源は開発されず、先進
国の環境は防護された。途上国の環境破壊に
よって先進国の環境は守られているのではな
いか、地球規模での環境保護対策が必要であ
る。
東日本大震災以降、日本では再生可能エネ

ルギーへの転換は遅々として進まないが、そ
の理由は、やはり国策と利権である。日本は
再生可能エネルギーの種類が豊富で、水力以
外にも太陽光、風力、潮力、地熱、バイオマ
スなど様々なツールがそろっている。近年、
さらに様々な再生可能エネルギー資源に関わ
る研究がなされていて、例えば海洋温度差発
電や新しい省エネ技術、各種スマートグリッ
ドやそれを普及させるための固定価格買取制
やRPSなどの施策も行われている。再生可能
エネルギーへの転換に関して、人々の意識は
高いにも関わらず、法や周辺施設の整備を行
わず、国や自治体そして企業などは、全体的
にはあまりその取り組みに熱心とは言えず、

再生可能エネルギーへの転換事業は、やはり
国の強力なバックアップがあって初めて成立
する政策である。

③環境問題への課題
2015年、気候変動枠組条約締結国会議がパ
リで開催され、多国間協定が採択された。そ
の内容は日本の場合、中期目標として、2030
年度の温室効果ガスの排出を2013年度の水準
から26％削減することが定められ、2020年か
らスタートする。こうした目標を達成するた
めに必要となるのは、再生可能エネルギーの
利用である。政府は、今後徹底した省エネル
ギーと再生可能エネルギーの利用を進めなけ
ればならなくなった。各国が目標を達成する
ことが出来れば、私たちの未来は多少明るく
なるが、実現するためには多くのハードルを
乗り越えなければならない。
トランプ大統領は「パリ協定」からの離脱
だけではなく、CO2による地球温暖化につい
ても「信じない」と答え、火力発電所からの
温室効果ガス排出量を制限する規制「クリー
ン・パワー・プラン」を撤廃してしまった。 　
CO2温暖化説を信じていない、あるいは信じ
たくない人々もいるが、先進国はCO2を排出
しつつ地球環境や生態系を破壊してきたのは
事実であり、CO2の排出を抑えればすべての
環境問題が解決するものではないのは当然だ
が、重要なことはこれ以上の環境破壊を抑え
るために、出来ることはすぐに行うことである。
今まで先進国と開発途上国の間に開発をめ
ぐる対立があったが近年、開発途上国側の認
識にも変化が現れ、これから経済発展を目指
す国も経済発展のために地球環境を破壊する
ことを避けようという意識が高まっている。
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先進国が誤った開発をして地球環境を破壊し
たことを認め、破壊した環境を取り戻すため
の懸命な行動を、開発途上国に見せることは
重要である。経済優先で豊かさを享受し、途
上国も豊かさを求め開発を進めることが人々
を幸せにするものではないこと、私たちに必
要なものは何か、何が大切なのかを世界共通
の認識として共有することが求められる。

資本主義企業の変質2

①生き残る資本主義
18世紀中頃に始まったイギリスの産業革命

から二百数十年経た現在、資本主義の形態は
大きく変化を遂げ、現代社会は再び自由放任
経済の時代を迎えている。幾度かの変節期に
崩壊すると考えられた資本主義は、形を変え
て生き延びてきたため、資本主義の定義その
ものが曖昧なものになっている。現代社会に
格差をもたらした現代資本主義は、もはや民
主主義を前提とした資本主義とは別のもので
ある。グローバル資本側の自由ばかりが目立
ち、多くの人々は逆に自由を失っている。資
本主義が、すでに終わっているのか、あるい
はその形態を大きく変えて生き延びるのか分
からないが、社会の決定的な変化は国民国家
の発展が私たちの幸せにつながるわけではな
いことを、多くの人々が実感として感じ取っ
ている。日本における高度経済成長の時代は、
働けば会社も労働者も豊かになり、貧しさか
ら解放された。しかし現在は、会社は儲かっ
ているが労働者は豊かにならず、逆に働いて
いるのに貧しくなっているのが現状である。
このような社会が、いつまでも続くはずがな
いと多くの人は考えている。声を上げて次の

理想の社会の姿を語ることで、社会が間違っ
た方向へ向かうことの抑止になる。
いま確認しなければならないことは、古く
から考えられてきた問題ではあるが、資本主
義社会における「労働とは何か」ということ
で、労働の本質を見極める必要性が求められ
ている。イノベーションの結果、私たちはい
つも機械に職を奪われ続けてきたし、これか
ら先どこまでも人間労働は機械によって不必
要なものにされるのか、最終的に私たちの労
働のすべてを機械に差し出し、ベーシックイ
ンカムが実現するのか、働かないということ
は悪いことなのか、人間が働かなくなった社
会に進歩はあるのか、資本主義的労働によっ
て始まった近代的管理についても、これから
も管理されながら働くのか、そのような議論
は、次の理想的な社会構築の手助けになるし、
今起こっている新しい状況の中で労働につい
て考えるべきことは数多くある。重要なこと
は資本主義が生き残ることより、私たち人類
が生き残ることである。

②株主資本主義の誤り
「企業はだれのものか」という議論では、
株主優先で結論が出た、というより押し切ら
れてしまった。従業員優先の日本的経営は時
代遅れのローカルな考え方、として片づけら
れ、その結果、終身雇用は崩壊し、非正規雇
用が増え、会社の利益を労働者には分配せず、
それより株価を上げるため、株主への配当金
を多くすることで、世界の投資家を呼び込み、
無節操な経済活動を仕掛け、日本においても
格差社会が誕生していった。
ヘンリー・フォードが自動車会社を創業し
た時、多くのスポンサーが資金を提供して会
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社が設立された。確かに、この時この会社は
株主のものと言ってよいだろう。明治初期、
三菱における株式会社設立は、岩崎弥太郎個
人による出資で、いわば株式会社制度を組織
支配の目的に利用した、どちらかというと日
本の場合、株式会社制度がゆがめられた形で
スタートした。圧倒的多数を占める日本の中
小零細企業は、大企業と異なり経営者自身に
よる出資で会社が設立される場合が多く、資
本と経営は分離されていない。長期雇用で会
社と信頼関係を維持し、会社を守ってきたの
は株主ではなく従業員だった。
株主資本主義的な考え方は、実は株主を盾

にした経営者支配の一つの側面で、経営の責
任を実態のはっきりしない株主に押しつけて
いるのではないだろうか。海外の投資家を呼
び込むため、グローバル化政策で株主資本主
義をとり、企業が投機の対象とされる不健全
な株式会社制度が一般化することは、従来の
日本的な経営の考え方の対極に位置するもの
で、非正規雇用の低賃金では生計も立てられ
ず、忠誠心も仲間意識も消え、働く意欲さえ
も失われていく結果となった。問題は従来の
日本的経営では世界の潮流から取り残され、
いままでのような経済や国民生活を維持する
ことは困難であるから、新しい日本企業の経
営理念が必要になったということである。

③グローバル企業ネットワーク
先進国は自国を中心とした世界的サプライ

チェーンを構築して、効率的なものづくりを
行っている。アメリカApple社のiPhoneは日
本、台湾、韓国で部品を製造し、中国で組み
立てている。アメリカではiPhoneを製造し
ていないし、Apple社は工場を持っていない。

このように世界サプライチェーンは、日本、
台湾、韓国などで部品を造り、中国で組み立
てて最終消費地としてアメリカに売却される
仕組みを構築した。その中で日本は、難易度
が高く比較的高品質の部品や技術を供給して
いるが、この仕組みはアメリカが圧倒的に有
利な立場にあり、サプライチェーンを通して
アメリカのアジア支配が行われていると言え
る。世界サプライチェーンはそれぞれの国の
資源や市場、産業のレベルに応じて構築され
るのだが、開発途上国の場合、人件費の安さ
が何より重視される。環境対策を十分に立て
ていない開発途上国で巨大な工場を建設し、
大量の水や資源を使って工場を稼働すること
は、地球規模の環境に計り知れないほどの破
壊をもたらす。日本は世界サプライチェーン
に組み込まれることで、開発途上国の環境破
壊に加担することになる。
日本は国内の工場を海外移転してしまい、
産業全体に占める二次産業の割合は次第に減
少し、以前のような貿易立国ではなくなった。
日本の経済を支えているのは非製造業による
海外投資で、そこから得られる配当金や投資
利益である。投資金額が多ければ多いほど、
利益も当然大きくなる。先進国は投資に必要
な余剰金を探し回り、それを低利で借りてき
て投資に向ける。この分野でもアメリカは日
本だけではなく、中東のオイルダラーや中国
の資金などもアメリカに投資させるための国
際金融ネットワークを構築している。

アメリカ型グローバル化と 
資本主義3

①アメリカ型グローバル化の本質
グローバル化について、ここでは便宜上ア
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メリカが目指したアメリカ型グローバル化と、
国際化が進化した形のグローバル化と、分け
て考察することにする。始まりは1970年代の
アメリカ経済衰退であった。豊かな国の不況
は、従来の経済学で対応することが困難で、
レーガン大統領を支える経済学者は、新自由
主義による新しい経済政策に転換した。レー
ガノミクスの柱は、規制緩和と自由経済そし
て減税で、同盟国に対しても、この政策を強
要し各国とも政府による経済の統制は自粛さ
れるようになっていった。そして世界の巨大
企業は、だれからも規制されることなく、資
本の理論によって世界市場を目指して自由に
経済活動を進め、さらに巨大化してグローバ
ル企業へと発展していった。
世界唯一の基軸通貨国家であるアメリカは

高金利政策で世界中の余剰資本をアメリカに
集め、それを世界中へ投資を行うという手法
を繰り広げ、利益を享受し国際金融システム
の頂点に立ち続けてきた。日本もすでに2011
年以降貿易収支は赤字基調だが、対外資産保
有世界一位で知られるように、日本の経済を
支えているのは金融投資である。グローバル
化は国民の間に格差をもたらしたのと同じよ
うに、国家間においても逆転不可能なほどの
格差を広げてしまった。現在のグローバル経
済システムは、上位の者が下位の富を吸い上
げているということである。この政策はアメ
リカが世界一の経済大国としての地位を維持
し、世界のリーダーであり続けるための政策
だったといえる。規制緩和と、企業が何をし
ても許される全く自由な経済システムを構築
し、だれも追いつくことができない巨大企業
を創り上げ、アメリカ社会に富裕層を激増さ
せた。強者の巨大企業と、弱者である中小企

業が同じ条件でスタートラインからスタート
すれば、巨大企業が勝つのは当たり前である。
それなのに敗者は自己責任として切り捨て、
勝者にすべてを奪われ、巨大企業はさらに大
きくなった。
人類史上かつてないほどの富裕層を作り出
すことに成功したグローバル資本主義は、他
方で多くの貧困を作り出した。富裕層が生み
出された一方で、貧困に苦しむ国々からは国
民が逃げ出し、移民、難民問題を引き起こし
た。規制緩和と自由経済で、先進国や巨大企
業、対途上国や中小企業の競争が何の制限も
なく、敗者が次第に貧困化していく。これが
アメリカ型グローバル資本主義の本質である。

②アメリカ型グローバル化の日本への適用
これからはグローバル化の時代であると宣
伝してきたのは、日本の政府である。グロー
バル言語は英語であるから、英語を一生懸命
勉強しようと小学校からの英語教育を始め日
本文化のアメリカ追随を始めた。英語は、ア
メリカにとって自国の言語であり、自国の法
律やシステムを諸外国に押しつければ、アメ
リカに有利な環境が出来上がり、アメリカの
グローバル企業にとって最高の経営環境が整
備される。
日本のグローバル化に最も熱心だったのは
小泉内閣である。郵政民営化で郵便局が所有
していた340兆円の資金をアメリカに還流し、
労働者派遣法を改正し、それまで厳しく規制
されていた派遣労働者を製造業に解禁し、多
くの非正規雇用者を輩出した。日本では転職
そのものが少なかったため、中途採用の枠が
小さく、同業他社への転職などあり得ないこ
とだった。いきなり正社員を解雇してアメリ
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カ型の雇用を目指しても、労働の背景が全く
異なるので簡単に適応することは出来ない。
さらにアメリカの圧力によって、1991年大規
模小売店舗法を改正しアメリカ型ショッピン
グセンタの乱立で、商店街を一斉にシャッタ
ー通りに代えてしまった。 
この時、アメリカが日本に圧力をかけグロ

ーバル化を進めた理由は、アメリカ企業の日
本への進出を容易にするためで、これにより
トイザらスやコストコなどアメリカの大規模
小売店が日本で安価な労働者を雇って営業す
ることができるようになった。
グローバル化はアメリカ型のグローバル化

ばかりではなく、地球規模で情報を共有し、
共存して相互に幸福度を高めるグローバル化
も存在する。日本が目指すべきグローバル化
の方向は、地球のエネルギー資源を考慮し、
国家間の取引においても共存共栄を前提に働
く人々や、すべての国の人々が真の幸福や豊
かさを共有でき、企業の利益追求ではなく、
社会貢献を企業の目的とし、株主のためでは
なく、労働者や人類のために存在するするグ
ローバル化の道もある。日本が真に求めるグ
ローバル化は、こちらの方である。

③グローバル化と日本的経営の破壊
日本的経営については、封建遺制として否

定的な見解も見られた反面、高度成長期には
積極的に支持する意見も多くみられ、日本的
特質として最近まで残存してきた。問題は受
け皿もないまま経営の根幹である長期雇用や
労働者を大切にしてきた制度を破壊し、多く
の労働者の犠牲と社会的な不安をもたらした
ことである。1990年から2000年までの自殺者
数は毎年3万人を超え 、特に働き盛の中高年

の自殺者が激増した。本来なら、労働組合が
労働者の権利や働き口を守るべき存在なのに、
日本的な企業別労働組合は、会社組織と癒着
し、労働者を守る組織にはなりえなかった。
終身雇用と年功制については中小企業など
では、すでに以前から崩壊していたが、グロ
ーバル企業においても永年維持されてきた終
身雇用制度が維持できなくなり2000年に正規
雇用者3630万人、非正規雇用1273万人だった
ものが、2018年正規雇用者数3476万人、非正
規雇用者2120万人と非正規雇用者数は激増し
た。グローバル資本は、いつでも解雇できる
システム を導入し、終身雇用者も限定正社
員に組み換え、労働者の不安が増すことにな
った。アメリカ的でグローバルな雇用制度を、
日本の企業に都合の良い部分だけを受け入れ
た結果、全体の一貫性が無くなり不安定な形
態になってしまった。 「働き方改革」はこう
した日本的経営の破壊を正当化するために登
場したもので、当初から労働者のためになる
ようなものではなかった。求められるのは、
労働者や環境を大切にする新しい日本の経営
制度を構築することである。

AI時代の働き方と環境問題4

①近未来への危惧
2017年にS・ホーキング氏はAIを導入する
ことで、人類に残された時間は100年と述べ
たことはよく知られている。西澤潤一氏も
「人類は80年で滅亡する」と環境問題の現状
分析の結果から予知している。多くの分野の
研究者がそれぞれの立場で、人類の近未来に
危機感を表明している。原発についても同様
で、どこの国でも原発ごみの処理に困窮して
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おり、廃炉は当然でも廃棄する場所などどこ
にもない。
アメリカ型グローバル企業は株主の要求を

盾に、自社の利益と結びついた事業には、ど
ん欲に投資を行う一方、石炭・石油をはじめ
とする化石燃料は未来の人類の財産として残
しておこうとはせず、未来の利益も先取りし
環境やエネルギー問題、温暖化による地球環
境の変化にも気を留めず、右上がりの発展を
信じ、開発一辺倒の経済活動を進めている。
さらに近年、地球の資源だけではなく宇宙の
資源開発に着目し、地球資源が枯渇するとき
に備える開発が行われている。 　
巨大なグローバル企業は、国家組織と並ぶ

ほどの資産を有し、社会に対する影響力も大
きく、これを「株主のもの」というには、あ
まりにも狭視野的すぎる。環境問題を解決す
るためにはグローバル企業の協力が必要であ
り、現代の巨大株式会社組織には、そのコー
ポレートガバナンスに新しい視点が求められ
なければならない。社会に必要でやらなけれ
ばならないことは、企業の利益に結び付かな
くても、成し遂げられる社会にしなければな
らない。エネルギー、環境や生態系について、
そして人類が平等に幸福になるための方策を
実行することが必要である。

②資本主義と労働（AI時代の労働）
グローバル資本はAIを積極的に導入し、

それによって大きな利益を上げることは確実
であるが、反面これによって失われる職業や
当事者が続出することが分かっているにも関
わらず、その対策を立てようともせず「これ
からなくなる職業」などと労働者の自己責任
に転嫁するつもりなら、それは反社会的な行

為で人々から支持されるはずがない。株主を
優先する企業の理念が、そのような結果をも
たらす。
AIに関しては、自動車の自動運転や過酷

な労働現場など、人の能力より優れた力を発
揮できる部門では、歓迎される場合もあるが、
添えが人々の幸せに結びつくのか、AIの導
入と、人間労働との整合性を考え直すべきで
ある。こうした議論が交わされることなく
AI社会へ突進することになったのは、社会
が複雑に拡大し、専門性は細分化されること
によって、専門家が全体を俯瞰できない状況
に陥りその結果、資本の暴走を止めることが
出来なくなってしまったのではないだろうか。
資本主義社会は、その発足当時から人間労
働を機械によって置き換え、その後も機械化、
合理化、イノベーション、生産性向上を名目
に労働者の仕事を奪いとってきた。その都度
解雇された労働者は、機械化ができない分野
へと移動し、それは社会発展の代償として受
け入れざるを得なかった。またしてもAI化
により、労働者は仕事を取り上げられ、AI
化できない労働に追いやられるようになる。
そして資本主義の最終段階として、オフィス
労働や管理者による管理労働まで機械に奪わ
れることになる。無人工場、無人倉庫、無人
オフィス、そして無人ホテルの出現で、働く
場を失った人間に対する解答として与えられ
るのがベーシックインカムならば、人間は与
えられた資金を消費するためのロボットであ
る。

③環境問題対策の新潮流
さらに民間企業においても大きな変化の時
代を迎えている。仮想通貨やキャッシュレス
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社会の出現で、今までよりも銀行の存在感が
薄くなるとの認識が、銀行経営に大きなイン
パクトを与え、大手都市銀行で数万人単位の
解雇が始まった。追い込まれた銀行は、API 
（Application Programming Interface）戦略
を採用し、異業種連携によるビジネスアイデ
ア共創の場を提供し始めている。銀行のソフ
トウェアを一部公開して、他企業のソフトウ
ェアと機能を共有できるようにして、異業
種・他企業と新しいビジネスを創造していく
契機にしている。ここに環境保護を目指す組
織が参入することで、今までになかった新し
いビジネスや、環境に関するイノベーション
を生み出すことが期待される。
グローバル資本が私欲ではなく、本当の意

味で地球の環境を復活と人々の幸せのために
機能させることが大切である。当然、問題課
題は山ほどある。どのように現在のグローバ
ル資本を環境重視型の企業に代えていくのか、
新たなイノベーションを必要としている。

結論
日本において株式会社制度は人間主体の制

度であったのに対し、アメリカ型のグローバ
ル会社制度は、他国に対して大きな犠牲を払
わせるものだった。それは資本や労働だけで
なく、自然環境に対しても同じである。長い
停滞とアメリカからの圧力で日本の株式会社
制度は大きく傷ついてしまった。

時代は大きく変わろうとしている。このチ
ャンスに日本は現在の会社制度をアメリカ型
グローバル経営から、多くの人々が共感でき
る新しい制度に改革するべきである。必要な
のは破壊した日本的経営を再生するのではな
く、新たな視点で創造するという壮大な目標
を掲げることである。エネルギー資源の少な
い日本にとって、安全で環境破壊の少ない新
たなシステム造りは、絶対必要な要件である。
そのためのイノベーションやスタートアップ
企業には集中的に支援し、日本発の新たなビ
ジネスモデルを構築することが望まれる。
現代社会をすでに資本主義の末期あるいは、
今までとは異なる資本主義体制への転換点な
のではないかと考える。その概念は、エネル
ギー、環境そして社会貢献であり、利益の追
求ではない。新たな社会制度の中に環境問題
を組み込み、現代企業が税金を払うのと同じ
ように、エネルギーや環境の問題について、
果たすべき役割を義務化することである。日
本が手本を示して、格差をなくすことで貧困
問題を克服し、日本の強みである技術力や豊
かな文化をエネルギー、環境そして社会貢献
に向ける理念を構築すること。孤立を避けて
だれもが共感できる理念を打ち立てることで、
同じ思いで後に続いてくる仲間を増やすこと
も必要である。現在の新自由主義的な方向が
行き詰まっていることから考えて、必ず新し
い道が切り開かれると信じている。
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【論文2】
●

原発事故後の財界の 
原子力エネルギー戦略

菊池信輝
（都留文科大学教授）

はじめに

企業経営者及び企業、あるいは業界団体が
形成する経済団体、いわゆる「財界」は、政
界や官僚機構に経済界の意思を伝える圧力団
体として機能し、日本政治に大きなインパク
トを与えてきた（1）。

その範囲は単なる経済政策に留まらず、労
働政策や社会保障、行政改革から政治改革ま
で非常に幅広いものであり、それは当然のこ
とながら環境・エネルギー政策を含んでいた。
日本の原子力事業に日本財界、特に日本経済
団体連合会（以下、経団連。旧経済団体連合
会時代を含む）が大きく関与してきたことは、
経団連の初代会長、石川一郎が原子力委員会
の立ち上げに関わったことに明らかだが、経
団連全体としても、英国型原発か米国型原発
か、あるいは原子力発電事業を国営とするか
民営とするかについて強力な影響力を発揮し
てその帰趨を決して来たこと、安全性を喧伝
して原発建設を加速させてきたことを考えれ
ば、いわば原子力エネルギー政策の主役であ
ったと言っても過言ではないだろう（2）。

しかし、2011年3月11日の福島第一原子力

発電所事故（以下、3.11）によって、原発が
他のエネルギーに比して割安ではないという
批判が一般的になったにも関わらず（3）、最
も生産性やコスト算定に厳しいはずの財界が
原発推進を諦めないのはなぜなのか（4）。

本稿はこの問いに答えるために、3.11後の
財界のエネルギー戦略の方向性とその理由を
明らかにしようとするものである。結論を先
取りして言えば、財界の原子力へのこだわり
は、従来型の経済体制を維持することだけで
なく、自動車や家電輸出などのかつての日本
の成長産業が成熟し、新たに原発を始めとす
るインフラ輸出が財界の成長戦略の根幹にな
っていることから発しているように思われる。
ただし、財界も一枚岩ではなく、逆にSDGs
の観点から、再生エネルギーへの注力を働き
かけるグループも存在する。
それでは以下、その経緯を、経団連の他、

経済同友会（以下、同友会）、日本商工会議
所（以下、日商）、新経済連盟（以下、新経
連）の提言などを元に、3.11直前のエネルギ
ー戦略に遡って探っていくこととしよう（5）。
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原発事故直前の財界の 
エネルギー戦略1

（１）環境税の忌避 ──自主的取り組みで代替？
経団連は、2003年5月12日、時の小泉純一
郎政権に対し、「政策本位の政治に向けた企
業・団体寄付の促進について」を発表し、
1994年以来途絶していた、経団連による政治
献金斡旋を復活させると共に、各政党を評価
するとして、その評価のための「優先事項」
を毎年発表していくとした（6）。

同年9月25日に発表された「優先事項」は、
税制改革や社会保障改革などの新自由主義的
改革を唱えるだけでなく、「エネルギー戦略
の確立と産業界の自主的取り組みを重視した
環境政策の推進」を要求していた（7）。

ここに見られる「自主的取り組み」とは、
経団連は1997年の京都議定書以来、「環境自
主行動計画」で「産業・エネルギー転換部門
からの二酸化炭素排出量を1990年度レベル以
下に抑制する」ので、環境税などの施策には
反対だという意味であった（8）。日商も環境
税導入には反対だったが 、同友会はこの
2004年の環境税のスキームには反対だとした
が（9）、代表幹事の北城恪太郎は、「私個人と
しては環境対策に税という手段を検討するこ
とは必要だと思う」と述べていた（10）。これ
は後の原発事故後の同友会の動向を考えると
注目される事態であった。
とりわけ、2003年に小沢一郎が合流した民

主党が環境税に前向きだったことは経団連の
脅威だったらしく、「優先事項」に基づく民
主党の評価は、2005年は「環境税の導入の主
張が日本経団連と逆行」（11）、2006年は「環
境・エネルギーや雇用・就労などの分野の方

向性は不明確」（12） と民主党を牽制するもの
となっていた。

（２）成長戦略としての環境政策
2007年になると、いよいよ自民党政権は度
重なる首相交代の中で弱体化していき、財界
は単に環境税等の環境規制に反対するだけで
なく、成長戦略とエネルギー戦略をリンクさ
せ始める。
経団連は『希望の国、日本』と題するビジ
ョンを発表し、「新しい成長エンジンに点火
する」とし、成長を制約しない環境・エネル
ギー政策として「資源供給途絶リスクが小さ
い原子力を、安全性の確保を大前提として、
国民の理解を得ながら、原子燃料サイクルを
含めて積極的に活用し、最適なエネルギー供
給を追求すべき」、「持続的な成長は、環境と
両立するものでなければならない」とした（13）。
中小企業を抱える日商こそ温室効果ガス排
出量の削減目標に強く反対するだけであった
が（14）、同友会はより成長戦略という路線を
強く打ち出しており、2008年、いわゆるリー
マン・ショックが発生する中でも「日本が築
いてきた環境分野における高い技術は、自然
との共生という特性に根ざした日本企業の競
争力の源泉の一つとなるのみならず、途上国
への技術支援・移転等を通じて、途上国経済
の発展と環境対応の両立への貢献、更には地
球全体の環境問題対応への貢献を可能にする
ものである」と、環境技術を成長戦略として
推進することを訴えるビジョンを発表した（15）。
こうした成長戦略としての環境・エネルギ
ー政策要求は、いよいよ不況が深刻化し、か
つ新自由主義への反発から民主党政権が成立
していく流れの中で明確なものとなっていく。



論文 2　   原発事故後の財界の原子力エネルギー戦略

15

2009年2月9日、経団連は「日本版ニューディ
ール政策の推進を求める」を発表し、雇用の
維持・安定の取組みとセーフティネットの拡
充とならんで国家的プロジェクトとして「低
炭素・循環型社会の実現」を掲げ、「国際競
争力の強化と新たな産業の創出を通じた内需
拡大を実現するとともに、地球規模の課題解
決にリーダーシップを発揮していく」と、運
輸部門のグリーン化やメタンハイドレートな
どの未利用資源等の開発・有効利用とならん
で、原子力発電の着実な推進を要望したので
ある（16）。

翌2010年には、早くも民主党政権が混迷を
深めて首相が交代する中、経団連は民主党に
対する圧力を強め、1月12日発表の「重要政
策課題」では①公平で実効性あるポスト京都
議定書の国際枠組みの実現と科学的・客観的
分析に基づく温室効果ガス中期削減目標の検
討、②企業活力の発揮・涵養を促す温暖化政
策の推進、③安全を前提とした原子力発電の
着実な推進、④資源国との戦略的な経済連携
等によるエネルギー安全保障体制の強化を訴
え（17）、4月13日に、『豊かで活力ある国民生
活を目指して̶̶ 経団連成長戦略2010 ̶̶ 』

で、成長戦略として、ICT活用やアジア太平
洋自由貿易圏（FTAAP）実現、観光立国な
どとならんで、革新的技術の開発・普及等の
環境・エネルギー大国戦略を位置付け、その
ための規制改革を要求した（18）。

その間、2月23日には、日本経団連、同友
会、日商は３団体連名で、民主党政権の「地
球温暖化対策基本法案」を牽制し、「地球温
暖化対策基本法案に関する意見」を表明し、
国内排出量取引制度や地球温暖化対策税、再
生可能エネルギーの全量固定価格買取制度に

ついては、政策全体の効果・影響を十分検証
した上で、十分な国民的議論を経て法案に盛
り込む必要性を判断する、などの要望もおこ
なっていた（19）。 
重ねて11月16日には経団連が「地球温暖化
防止に向け真に実効ある国際枠組を求める」
と題する提言を発表し、米国や中国などをは
じめとする、京都議定書で削減義務を負わな
い国々の温室効果ガス増大への懸念を表明し、
COP16（国連気候変動枠組条約第16回締約
国会議）にむけ、全ての主要排出国が参加す
る単一の国際枠組にのみ合意する、という立
場を堅持することを強く求めていた（20）。開
発途上国を含めた諸外国とイコールな条件で
なければダメだというわけであり、日本が特
に厳しい環境規制を率先していこうという民
主党の方針に、全財界を挙げて反対したので
ある。
民主党政権の成立で正体を失っていた財界
であったが、3.11の直前にはここまで体制を
盛り返してきていたのである。

3.11と財界2

（１）原発事故
原発創生期の経団連の機関誌、『経団連月

報』には、日本原子力産業会の大屋敦の論稿
のように、楽天的な未来を語る論説が多数掲
載されているが（21）、大蔵省銀行局保険課長
の肩書きで松本十郎（後の衆議院議員）が寄
稿した「原子力保険」と題する論稿は、原子
力災害が発生した際の責任のあり方や民間保
険ではとても賄えなくなくなることなど、警
鐘を鳴らすものであった（22）。

そして多くの財界人の楽観をよそに、それ
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は起こった。
3.11後、経団連は「震災復興に向けた緊急

提言」を発表し、この段階ではもはや当面の
電力供給対策として、既存発電設備の最大限
の活用、環境規制の緩和などによる新規設備
の導入促進、節電と需要平準化、抜本的対策
として原子力発電事故の徹底した原因究明と
再発防止、エネルギー・気候変動政策の国民
的な議論の実施、サマータイム制度やより大
胆なタイムシフトの導入検討、今後のライフ
スタイルの在り方に関する国民的議論喚起な
どと言うしかなかった（23）。

5月6日には菅直人政権が、中部電力の浜岡
原子力発電所に停止要請し、5月9日には経団
連副会長を務めていた東京電力の清水正孝が
辞任し、同日経団連の米倉弘昌会長は6月20
日の記者会見で「国民、特に原発周辺の住民
の理解が得られるよう、政府は全力を挙げて
情報開示を進め、説得に努めるべき」と悲鳴
を挙げ（24）、6月27日には、そうした経団連の
姿勢を批判し、経団連に加盟したばかりの三
木谷浩史社長率いる楽天が経団連を脱会、経
団連は「将来のエネルギー供給についての見
通しが立たなければ、企業の製造拠点等の海
外移転、国内での新規設備投資の抑制など、
日本経済の空洞化の一層の加速は避けられな
い」と政権を脅し出す始末であった（25）。

日商はエネルギーの値上がりに苦しむ中小
企業だけでなく、全国の商工会議所を束ねて
いるだけに、再稼働問題は深刻であり、最初
期に原発再稼働を表明した経済団体となった。
早くも6月10日には、西日本、大阪、京都、

神戸の各商工会議所が関西経済連合会、関西
経済同友会と連名で「電力需給と風評被害に
かかわる緊急提言」を公表、「定期検査を終

えた原子力発電所の安全性について、地元自
治体への政府の説明が尽くされていないとし
て、未だ運転再開が認められ」ていないこと
を問題視した（26）。

日商も「『東日本大震災』の復旧・復興に
関する第三次要望」において、安全確保を条
件として、原発が適切に再稼働できるよう、
事故を踏まえた新たな安全対策について明確
な説明を行い、当面の電力供給の不安を解消
するよう要求した（27）。

これに対し、注目されるのは、同友会が7
月14～16日に夏季セミナーを行い、「縮・原
発」を提唱したことであった。無論、同友会
も再稼働については、安全性を十分検証し、
国の責任において順次再稼働すべきとしてい
たり、地球規模での人口増加への対応のため
に、原発全廃で技術を絶やすのではなく、安
全性の高い原発実用化への努力を続けるべき
とはしているものの、中長期的には老朽化し
た原発を順次廃炉にし、再生可能エネルギー
の推進を目指すべきとしている点で、経団連
や日商と一線を画していたのである（28）。

（２）追い込まれる民主党政権
しかし、9月2日、民主党政権が実に３人目
の首相を繰り出す段階になると、経団連は当
面の電力の安定供給を確保するとともに、中
長期的な視点から、経済成長に不可欠なエネ
ルギーのベストミックスを構築する（29）、定
期点検終了後、停止状態にある原子力発電所
を、周辺地方自治体・住民に十分説明し、理
解を得たうえで、順次速やかに再稼働させて
いくことが重要（30）、など、粛々と原発再稼
働を政府に迫るようになっていく。
翌2012年になると政権に対する圧力はいよ
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いよ強まり、日商は4月19日、「エネルギー・
原子力政策に関する意見」を公表し、電力供
給不安やコスト上昇はその懸念だけでも国内
空洞化を加速させるとして、政府の判断基準
をクリアした原発の再稼働を要求（31）、4月23
日には、経団連は3.11後の状況についてのア
ンケート調査結果を公表し、製造業では大半
の企業が「生産の減少を余儀なくされ、国内
設備投資は減少し、その一部は海外に流出し、
収益は減少する」と回答し、非製造業は「電
力の供給不安と料金の上昇により、収益が減
少または大きく減少する」とする回答が4分
の3を占めたとし（32）、5月10日には日商の岡
村正会長が直接野田佳彦総理大臣に原発再稼
働を強く求めた（33）。

さらに政府が6月29日に「エネルギー・環
境に関する選択肢」でクリーン・エネルギー
へのシフトと原発および化石燃料依存度を下
げた場合のシミュレーションを公表すると（34）、
経団連はシンポジウムや意見書で、実現可能
性が懸念されるとともに将来の成長に必要な
投資を阻害すると烈火のごとくこれを攻撃し
た（35）。

「エネルギー・環境に関する選択肢」につ
いては、日商、同友会も意見を表明しており、
日商は25％の節電と33％の省エネが必要とな
り非現実的だ、再生可能エネルギー比率の実
現のためには高度成長期の大規模電源開発に
匹敵する設備投資が20年間必要になるといっ
て批判した（36）。これに対し同友会は政府に
一定の理解を示し、ゼロシナリオはとるべき
ではないが、Ｓ（安全性）3Ｅ（安定供給、
環境適合性、経済性）あわせた「Ｓ+３Ｅ」
に基づいて中長期的には再生可能エネルギー
や省エネルギーの推進を図りながら原発へ

の依存度を一定水準まで下げる「縮・原発」
の方向が望ましいという立場を維持してい
た（37）。

このように足並みが乱れた日本の財界であ
ったが、9月18日、経団連、同友会、日商は
共同で記者会見を行い、政府エネルギー・環
境会議が9月14日に発表した「革新的エネル
ギー・環境戦略」が提起した2030年代に原子
力発電をゼロにするというシナリオを批判し、
政府の国家戦略会議の成長戦略とも整合がと
れず、さらに核不拡散・原子力の平和利用の
パートナーとして連携してきた米国との関係
にも悪影響を与えるとまで言い放った（38）。

注目されるのは、同友会が経団連、日商と足
並みを揃えたことであった。
エネルギー政策は12月14日の衆議院解散総
選挙に向けた争点のひとつとなった。財界の
期待通り、自民党は圧勝、経団連はこれに気
をよくして、「エネルギー政策の再構築を求
める」を12月18日に発表、再稼働に向けた道
筋を早急に示し、安全性確保を大前提に、可
能な限りそのプロセスを加速化すべきとした
上で、原子力については、安全性確保を大前
提に、引き続きベース電源として活用すべき、
放射性廃棄物の処理のあり方や原子力損害賠
償法改正について、国が責任をもって検討を
進める、火力発電については安価で安定的な
電源として、引き続き活用、再生可能エネル
ギーについては、高コストの機器の普及を急
ぐのではなく、非効率や不安定といった弱点
の克服に官民のリソースを集中することが必
要、省エネルギー政策については、技術に裏
付けられた適切な省エネ基準の認定、研究開
発促進税制の拡充等の支援が必要とした（39）。

ただし、総選挙の結果誕生する第二次安倍
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政権は、必ずしも財界の期待したものとはな
らなかった。

（３）第二次安倍政権の発足と財界の焦燥
第二次安倍政権は、発足と同時にアベノミ

クス、三本の矢を掲げて、経団連の言う「六
重苦」、すなわち「歴史的な円高」、「税や社
会保険料などの重い負担」、「行き過ぎた温暖
化対策」、「硬直的な労働規制」、「経済連携協
定の遅れ」、「電力の供給不安・コスト増」の
うち少なくとも円高をみるみるうちに解決し
ていった。
とはいえ、第一次安倍政権の失敗から多く

を学んでいた安倍首相は、財界と経済成長の
実現という点では協調できたものの、支持率
を低下させる国民に不評な政策については慎
重であった。しかも、経団連の米倉会長はア
ベノミクスのうちの異次元の金融緩和を批判
して、安倍の不興を買ってしまってもいた（40）。
もっとも、それがなくとも政権交代を挟んだ
後の政財関係はかつてのものとは異なってお
り、必ずしも元通りにはならないものだった
のかもしれない。
財界は、経団連の原発再稼働提言である

「今後のエネルギー政策のあり方に関する提
言」（2013年10月15日）（41）、経団連、日本商
工会議所、全国商工会連合会、全国中小企業
団体中央会による地球温暖化対策税反対意見
（2013年11月19日）（42）、同友会の原子力安全
にかかわる技術開発促進などを謳う「エネル
ギー自立社会と低炭素社会の構築」（2014年4
月10日）（43）、経団連、同友会、日商の三団体
がエネルギー安保と地球温暖化への対応を理
由として、安全が確認された原子力発電の再
稼働プロセスを加速すべきと訴える「エネル

ギー問題に関する緊急提言」（2014年5月28
日）など、環境・エネルギー政策に関する提
言を活発化させたが、安倍政権は必ずしも財
界にとって吃緊の課題ではない靖国神社への
参拝（2013年12月26日）や国家機密法（2013
年12月13日交付）、安保法（2015年9月19日）
などに拘泥し、おまけに中国や韓国との関係
も悪化の一途をたどった。
ようやく川内原発が再稼働するのは、同友
会が「わが国における原発のあり方 ̶̶豊
かな国民生活を支えるベースロード電源とし
て社会に受容されるために̶̶ 」（2015年3月
24日）を発表し（44）、経団連が「新たなエネ
ルギーミックスの策定に向けて」（2015年4月
6日）で原子力を2030年に25%とすることを
謳い（45）、日商が4月16日に同じく2030年の原
発の発電割合25％を謳った（46）後の2015年8
月11日のことであった。
財界はこれを歓迎したが（47）、再稼働のペ

ースは財界が期待したほどではなかった。
それでも同年12月13日のCOP21でパリ協
定が採択され、京都議定書と異なり、米国と
中国が批准する見込みが立ったことも含め、
財界はこの線で満足するしかなかったのであ
る（48）。

（４） ポピュリズム時代の原子力政策  

──トランプ政権のパリ協定離脱

財界は、民主党政権に比べれば遥かにまし
ではあるものの、国民の支持率を気にする安
倍首相が次から次へと繰り出す地方創生や女
性活躍、一億総活躍といった標語に振り回さ
れるばかりであった。
それでも財界では、日商が再生可能エネル
ギー固定価格買取制度（FIT）の是正につい
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て提言を行い（2016年3月7日）（49） 、同友会
が「ゼロ・エミッション社会を目指し世界を
リードするために」（2016年6月28日）で再生
可能エネルギーの普及策に対する提言を行い
（50）、経団連がパリ協定で必要以上に環境規
制が厳しくなるのに機先を制する提言「パリ
協定を踏まえた今後の地球温暖化対策に関す
る提言」（2016年10月18日）（51） を発表し、な
んとかエネルギー政策を自身の掌中にしよう
と安倍政権に圧力を掛けた。
しかしながら、日本財界もその一端を担っ

た新自由主義は国家間及び各国家内で格差を
拡大させ、虐げられた人たちはポピュリスト
（大衆迎合主義者）に引き付けられた（52）。

米国ではトランプ政権が誕生し、2017年6
月2日には、公約通りパリ協定を一方的に離
脱すると宣言した。原発再稼働が思うに任せ
ない中で京都議定書同様、自国が国際的な環
境規制にしばられることに、財界は落胆の色
を隠せなかった（53）。

経団連が同年11月14日に発表した「今後の
エネルギー政策に関する提言」は、原子力の
再稼働だけでなく、運転期間の60年への延長
を要望していた（54）。これは財界が厚顔無恥
だというわけではなく、原子力産業を維持し
たいが、安倍政権の前に強く出ることもでき
ない財界の焦燥が現れていると見るべきだろ
う。

おわりに

2018年──原発メーカー日立からの経団連会長の誕生
2018年5月31日の経団連定時総会で会長に

就任した中西宏明は、それまで財界活動から
は距離を置いてきた日立製作所の会長である。
中西会長は、就任会見でSociety5.0を標榜す

ると同時に、官民連携という方針を打ち出し
た（55）。

日立は原発メーカーであり、同業の東芝が
躓く中、日立は英国などに原発を売り込むの
に必死であった。日立が経団連会長に人を出
したのは、おそらくこの官民連携によるイン
フラ輸出という成長戦略に与かるためだった
のだろう。経団連が原発にこだわる理由の一
端がここに明らかになったと言うべきであっ
た。
しかしながら、3.11を起点にした原発事業
のコスト増は、英国でも同じであった。日立
は経産省の支援を求めたが、敢えなくその希
みは潰えたと報道されている（56）。

もともと戦時中の統制経済を忌避し、戦後
も石炭国家管理を拒み、原子力発電事業の民
営にこだわった戦後日本財界は、それである
が故に政治や官僚機構にも自らの要求を強制
できるだけの力を持っていた。
ところが、経団連の最新のエネルギー戦略
である、「日本を支える電力システムを再構
築する」も、新しいスマート社会のインフラ
をつくって欲しいという政府への陳情に近い
ものとなっている（57）。

米国型原発を採用させ、民営原発を実現さ
せ──それであるが故に原発事故に関する官
民の責任を曖昧化させ──てきた日本財界は、
自らも推進者の一人だった新自由主義の反動
としてのポピュリズムの時代において、財界
よりも国民世論を気にし、かといって国家主
義的に他国との契約を取り付けてくれる財力
をもはやもたない政府の前に、ただ焦燥を深
めているだけのように見える。
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【論文3】
●

地方自治体における中小企業振興と 
事業所調査

菊地　進
（立教大学名誉教授）

内閣府のもとに「まち・ひと・しごと創生
本部」が設けられたのは、2014年9月であっ
た。創生本部の名前に冠されているのは「ま
ち・ひと・しごと」である。地域において急
速に人口減少が進むのは、人が外に出ていき、
戻ってこないためである。その理由は地域に
「しごと」がない、地域に魅力がないとみら
れているためである。
大企業や中堅企業の立地する自治体ではそ

れなりに雇用が確保され、「ひと」の集まり
が作られている。しかし、そうした地域は限
られており、多くの場合、中小企業が地域の
産業を形成している。ここでは、そうした地
域を念頭に置き、中小企業振興がいかに進め
られるべきかを事業所調査との関連で考えて

みたい。この点を、筆者が実際に分析に関わ
った愛媛県東温市、宮城県南三陸町、福岡県
田川市の調査を例に、中小企業振興の政策展
開との関係で考えてみることにしたい。

条例制定の弾みとなる
事業所調査1

2010年代に入り、条例制定に向けいち早く
市内事業所調査を実施したのが愛媛県東温市
であった。2011年の暮れから2012年かけてで
ある。2010年に中小企業憲章が閣議決定され
てから、憲章、条例の勉強を集中的に行い、
翌年末には事業所調査の実施にまでこぎつけ
たのである。しかも、市内の全事業所を調査
するという大変意欲的なもので、その実施と

田川市の地域区分（田川市より） 東温市商工会館（筆者撮影）
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分析は愛媛県中小企業家同友会、同東温支部
と愛媛大学和田寿郎研究室が引き受けた。人
口3万5000の自治体が全事業所調査を実施す
るわけであるから、そこには相当な苦労があ
ったことと思われる。
  しかも、A4で7ページにわたる大変詳細な
調査票であった。市の担当部署と商工会や同
友会、大学研究者で調査の実施が話し合われ，
作成されたのである。そして、その実施と分
析は商工会では難しく、同友会が引き受ける
以外ないということで、東温市から同友会へ
の調査の委託が決まっていった。
こうして、2011年の12月から翌1月にかけ
て実際に調査が行われ、同3月には単純集計
結果が報告された。そしてこれと並行して設
置された条例制定検討委員会で、調査結果を
踏まえた検討が行われ、12月に市長への答申
へと進み、2013年3月に東温市議会で『東温
市中小零細企業振興基本条例』が可決された
のである。
「零細」という言葉を入れるかで大議論に
なったとのことだが、この文言を入れる際の
決め手となったのは、やはり調査結果であっ
た。正社員2名以下で5割を超え、10人未満で
は実に8割以上となっており、50名以上は964
社中わずか3.6％であった。しかも、規模が
小さいほど5年先の縮小見通しが高いという
状況であった。こうした結果に驚き、条例制
定の必要性が庁内全体に一気に広がり、条例
名にあえて「零細」が組み入れられることに
なった。こうして、条例が議会を通過し、経
営者、研究者、金融機関、NPO等の委員か
ら構成される「東温市中小零細企業振興円卓
会議」が設置され、そこでの審議に基づき、
毎年の振興施策が講じられるようになった。

実にスピーディな展開であった。
調査を踏まえて条例制定が進められた例と
してもう一つ、宮城県南三陸町の取組みを挙
げておきたい。2011年3月11日の東日本大震
災で壊滅的な打撃を受けたまちである。多く
の事業所が津波により押し流され、多くの人
名も失われた。町役場も押し流され、公的機
能の復旧もままならない状況であった。事業
所の多くは水産業であり、秋までには事業を
再開しないと取引先自体を失い、事業の継続
自体が難しいところとなる。そうした中で、
国や県の復興資金を活用し、二重ローンに苦
しみながらも事業を再開する経営者が表れて
くるようになる。ここで再開するかどうかは
後々大きな違いとなって表れてくるのである。
 少しずつ立て直しが進んでくると、次は町
の機能の復旧、産業振興策の構築である。そ
の際やはり意味を持ってくるのが、条例制定

津波被害にあった南三陸町防災舎（筆者撮影）
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であり、事業所調査である。南三陸町では、
条例制定を視野に入れて事業所実態調査を実
施することを決め、2015年度の事業として
『南三陸町企業・事業所実態調査』を実施す
ることとした。ここでもまた商工会では担い
切れず、宮城県中小企業家同友会が受託する
ことになった。この調査に当たっては、慶応
大学の植田浩史と菊地進が対応した。宮城同
友会、同南三陸町支部と協議を重ね、調査票
を作成し、同年11月に実施し、翌3月に報告
書を取りまとめた。
調査対象には商工会名簿を利用し、郵送と

電話督促を中心とした。名簿上は477であっ
たが、回収できたのは294であった。事業所
が流され廃業に追い込まれたケースも多く、
この数を集めるのがやっとであった。しかし、
独自に調査項目を設定できたため、町内企業
の状況について極めて重要な情報を得ること
が出来た。この調査結果を踏まえ、2016年に
条例の成文化検討委員会が立ち上がり、2017
年に条例素案の検討が進められた。そして、
2018年6月に『南三陸町中小企業・小規模事
業者等振興基本条例』が議会で可決され、7
月に施行されることになった。このようにま
とまっていくうえで、事業所調査の実施がや
はり一つのキーポイントとなった。

条例制定後にも必要とされる 
事業所調査2

中小企業振興基本条例は理念条例であり、
それ自体振興施策の細部を規定するものでな
い。多くの場合、条例の目的、基本理念、基
本方針、市の役割、事業者の役割、経済団体
の役割、金融機関の役割、学校の協力、市民
の協力を謳った上で産業振興会議の設置を規

定する形をとる。したがって、条例が制定さ
れたのち、まずは産業振興会議が組織される
ことになる。ここに経営者も参加することに
なるが、単にお客様でいるというわけにはい
かない。
ここでは経営者らしく地域の産業ビジョン
が語られるのでなければならない。そういう
意味では、2018年に京都同友会が作成した
『地域経済ビジョン』、宮崎同友会が公表した
『Vision30th』などの取組みは重要で、経営
者の地域ビジョンを語る力をつけていくこと
が大事である。人口の移動などの地域のデー
タは行政から提供を受ければよいが、地域の
産業ビジョンを実感込めて語ることが出来る
のは行政では難しく、やはり経営者がその力
をつけていかなければならない。
とはいえ、地域の事業所・企業の経営状況
が必ずしもわかるわけでない。わかるのは、
せいぜい自業界の動向といったところである。
そこで、条例が制定されたもののまだ独自調
査が実施されていない場合は、調査を実施し、
産業振興会議での議論に弾みをつけていくこ
とが望ましい。きちんと調査をすれば必ず、
取り組みに弾みがつくものである。
福岡県田川市では、条例制定後に調査を実
施した。2015年9月に『田川市中小企業振興
基本条例』が制定され、田川市産業振興会議、
同実務責任者会議が設置された。市内の経済
団体がすべて加わっており、その中で会議の
議論を実質的にリードしたのは同友会であっ
た。この会議において検討を重ね、自前の調
査票を作り、2017年11月から18年3月にかけ
て『田川市中小企業振興基本調査』を実施し
たのである。
調査項目は産業振興会議で作ったものであ
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るから、結果への関心も極めて強いものがあ
った。回収率は35.7％であり、郵送調査とし
ては高い方であったが、これが限界であった。
ただ、驚いたこともある。それは記述による
生の声が非常に多かったことである。しかも
田川が好きだがこのままでは将来が心配だと
する熱い声であった。思い切った発想の転換
を行い、流出一方の若者の流れを変えるには
どうしたらよいかに関心が集まっていた。
記述回答でも指摘されていたが、人の流れ

が変わるには、地域の中小企業観が変わって
いくことが何よりも必要である。こうしたこ
とから、調査の発表会においては、地元高校
生チームにプレゼンテーションをお願いする
ことになった。テーマは、「田川市の経営指
針」である。大変難しいテーマであったが、
市内の若手経営者のサポートがあったことも
あり、実にみごとな発表がなされた。もちろ
ん、高校の先生からの惜しみない協力もあった。
サポートに当たった経営者自身も、高校生

の成長プロセスに目を見張り、その姿に大い
に学んだという。田川市内で初めての取組み
であった。市内の中小企業観の転換、支援計
画の策定にとって一筋の光明が見いだされた
のではなかろうか。大事なことは中小企業観
を変えていくために、事業者自身も行動して
いくことである。

経営力・人材育成力向上の 
視点を持った調査票3

さて、自治体が実施する事業所調査である
が、大切なことが二つある。一つは、母集団
名簿に「経済センサス」の調査票情報を活用
することである。これは、各自治体が全事業
所を対象に苦労して集めた情報である。通常
は、そのまま統計局に集められ、集計結果と
しての統計値が提供されるのみである。しか
し統計法33条で、目的外利用申請を行うこと
によって、事業所名、住所、従業者数、産業
分類コードなどの調査票情報の提供を受ける
ことができる。もちろん、誰でもとはいかな
いが、自治体が申請すると比較的容易に提供
を受けることができる。先の田川市調査では、
この方法で母集団名簿を整え、調査を実施し
た。「経済センサス」の実施時点と独自調査
の実施時点は異なるため、その間の新設事業
所については、目視やハローページで押さえ
る以外ない。それでも、継続事業所について
は、産業分類コードが得られるため、集計・
分析にあたって正確性を期すことができる。
こうした制度については、同友会内でも理解
を深め、調査する際には自治体に要望すべき
であろう。
そしてもう一つ大切なことは、経営力・人

福岡県における田川市の位置（田川市より） 田川市・三井伊田炭鉱二本煙突（田川市より）
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材育成力向上の視点を持った調査票を作成す
ることである。すなわち、業況、売上、採算、
経営上の問題点などに止まるのでなく、経営
指針や社員教育の実施状況などについても聞
いてみることである。こうした取り組みをき
ちんと行っているかどうかで、業績にかなり
の差が出てくることは同友会の調査でもよく
知られている。条例では、多くの場合、事業
者の役割を「自主的な努力及び創意工夫によ
り、経営基盤の強化に努める」と謳っており、
そうした努力の状況を確認し、その大事さに
気づけるようにすることが調査の役割となる。
ただし、通常はなかなか気づけないため、
独自調査でそうした機会を設けることが大事
である。東温市では、2011年に実施した全事
業所調査から5年が経過したことから、2016
年に第2次の全事業所調査を実施した。この
間の総括をし、向こう5年の施策を考えるた
めである。そこでは、次のような設問が設け
られた。①経営理念の外部発信の有無、②中
長期の経営方針の有無、③毎年時の経営計画

の有無、④月次での事業の進捗状況の点検の
有無、⑤経営に関する勉強会に参加する希望
の有無である。
さらには、人材育成に関して、①人材育成
マニュアルや仕組みの有無、②就業規則の有
無、③賃金規程の有無、④雇用環境整備の勉
強会に参加意思の有無、⑤社員研修実施の有
無、この5点である。そして、①他企業や異
業種との連携を図るための会やグループに参
加の有無、②産･学連携等の事業経験の有無、
③地域の社会活動へ参加の有無、④インター
ンシップ受け入れの有無まで聞いた。
こうした項目を加える試みをしたのは、宮
城県白石市での調査である。宮城同友会の役
員が、市に要望し組み入れられた。しかし、
分析者にそうした問題意識がなかったため、
活かすことができなかった。そこで、南三陸
町の調査に際しては、こうした項目を調査票
に加え、結果の確認を行った。この経験に学
び、東温市第2次全事業所調査では、上に見
たような項目を全面採用したのである。結果

図１　人材育成の取り組みの有無別に見た売上高DI

表１　経営指針取り組み別売上高DI等
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は、見事にこれらの大事さが示された。独自
調査は、ここまで進める必要があるのではな
かろうか。
東温市第2次全事業所調査では、「経済セン
サス」の調査票情報を活用したことは言うま
でもない。調査の母集団名簿用のみでなく、
分析用にも追加の申請を行った。独自調査と
「経済センサス」の結果をマッチングさせて
分析したのである。そうしたことが可能なの
にあまりなされていないというのは実にもっ
たいないことである。統計局としても公的統
計についてのそうした活用を推奨していると
ころである。

行政活動の韻を踏む
必要のある条例運動4

条例は議会での議決を経ることでわかるよ
うに、条例に基づく取り組みは基本的には行
政活動である。規模の大きい自治体であれば、
産業振興会議や円卓会議に大きな予算をつけ
ることができ、様々な独自活動を展開するこ
とも可能となるが、規模の小さい自治体では、
大きな独自予算をつけることは難しい。
そうした時に注意しなければならないのは、

事業者も支援団体も金融機関も教育機関も、
条例に基づく取り組みが行政活動としての側
面を持つことを理解し、目的達成にそうした
側面を効率的に活かすことである。どこの自
治体でもそうであるが、中小企業振興は一部
署である商工課が担う。東温市であれば産業
創出課である。自治体は様々な課を擁し、各
課はそれぞれの政策・施策に取り組んでおり、
その全体が当該自治体の政策となる。これは
定期的に見直され、10年程度の総合計画とし
て策定される。

中小零細企業振興を進めようとすれば、こ
の総合計画にしっかり位置付けられ、議会や
庁内での地歩を確立することが大事である。
東温市においては、2015年に『第2次東温市
総合計画』（2016年度から2025年度）が策定
されており、国の創生戦略に基づき、『東温
市人口ビジョン』、『東温市 まち・ひと・し
ごと創生総合戦略』（2015年度～2019年度）
が策定されている。こうした計画の中に中小
零細企業振興基本条例に基づく取り組みがし
っかり位置付けられていくことである。人口
ビジョンを進める取り組みと中小零細企業振
興の取り組みが一体不可分のものとして進め
られていくのでなければならない。
そこで、東温市産業創出課では、第2次全
事業所調査の結果を踏まえて検討を重ね、
2018年3月に『東温市中小零細企業振興「行
動指針」』を策定した。
指針は、次の4つの柱よりなる。①中小零
細企業の経営基盤の強化、②中小零細企業の
人材確保・育成、③中小零細企業による地域
経済環境づくり、④地域経済の活性化に向け
た連携、この4つである。   
指針の特徴を捉えるため、指針01の冒頭項
目を紹介しておきたい。

01： 自社の現状を把握し、経営の基盤強化
に対する取り組み 

現状把握調査によると “ 経営理念の外部発信 ” を
「実施」と回答した割合が33％で、“経営計画”を「作
成している」と回答した割合が 50％と低く、更に
小規模な事業者は低い割合となっている。しかし、
外部発信や作成を「行っていない」場合、「行っ
ている」場合に比べ売上高及び利益が減少傾向と
なっていることから、厳しい経済環境を乗り越え
るためには、経営理念の外部発信及び経営方針、
経営計画等の作成等が必要である。

こうした指針それぞれに、調査結果や事実
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情報をもとに、目標を定め、その目標達成の
ために『中小零細企業』、『市』、『商工会』、
『金融機関』の役割をそれぞれ記しているの
である。そして、数値化できる目標について
は、表２のように数値目標として設定された。
「現状把握調査」の結果をもとにこのような
数値目標が設定できたのは、可能な限り全事
業所を調べるよう調査が実施されたからであ
る。まさに調査に基づく政策展開、EBPMの

実質化ということができる。
2000年の行政評価法制定以来、国や地方自
治体の行政は、こうした韻を踏みながら行政
活動を進める必要がある。条例運動は、こう
した行政の特質を頭に入れながら進めていく
のでなければならない。行政が継続的に中小
企業に目を目けられるようになるかどうかの
大事な分かれ目となる。

文献
南三陸町『南三陸町中小企業実態基本調査等委託業務報
告書』2016年3月。
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表２　東温市行動指針の数値目標

平成 33年に実施する現状把握調査において、以下の数値を目標に取り組みを行う。
項目 現状（平成 28年） 目標値（平成 33年）

① 3年前と比べた売上高（大幅に増加＋増加） 23% 30%

① 3年前と比べた利益（大幅に増加＋増加） 21% 30%

① 01経営理念の外部発信（外部発信を行っている） 33% 40%

① 01中長期の経営方針（経営方針を持っている） 52% 55%

① 01経営計画の作成（毎年作成している） 50% 55%

① 03得意先・販売先（県外） 12% 20%

① 04インターネットサービス（活用している） 44% 50%

② 01経営上の問題点（従業員の不足） 18% 10%

② 02人材育成のマニュアルや仕組み（ある） 35% 40%

② 02従業員を対象とした研修の実施（実施） 44% 50%

② 03職場体験やインターンシップの受け入れ（受け入れている） 17% 30%

② 04後継者（既に決定） 20% 30%

④ 01振興基本条例の認知度（条文を読んでおり知っている） 5% 20%

現状把握調査以外については、以下の数値を目標に取り組みを行う。
項目 目標値

① 02新事業や新サービスに向けた取り組み 8件
③ 01地域資源を活用した取り組み 8件
③ 02起業者の取り組み 8件
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【論文4】
●

日産ゴーン改革と企業の 
株主資本主義化

丸山惠也
（立教大学名誉教授）

はじめに

本稿では、カルロス・ゴーン氏が独裁支配
下で行った日産自動車の「改革」は、企業の
株主資本主義化であり、この株主資本主義化
がいかなる問題を提起し、結果に至ったかに
ついて明らかにしたい。

日産ゴーン氏の 
「奇跡のＶ字回復」の実態1

「ゴーン氏は日産自動車の経営危機を奇跡
的なＶ字回復させたカリスマ経営者であった
が、その後、独裁者になり日産を私物化し転
落した」という評価が一般に流布されている。
しかし、ここではゴーン氏の「奇跡的なＶ字
回復」の実態と同時に経営者として何を行っ
たかを検討したい。

（１）日産西川広人社長が報酬不正で解任
最近、ゴーン氏の報酬不正を先頭で追及し

てきた日産西川博人社長兼経営最高責任者
（CEO）が、今度は自らの報酬不正が発覚し、
取締役会全員一致で事実上解任されるという
事態が起こった。

①西川氏解任の理由と経過
西川氏解任の引き金は報酬不正であるが、　
それは株価連動制報酬の中のストック・アプ
リシエーション・ライト（SAR）を利用し、
確定している行使日を後にずらして、株価上
昇分4700万円を受領したというものである。
解任の理由は、それだけではなかった。西川
氏はゴーン氏から「忠実な部下」として高く
評価され、日産社長兼CEOに昇進した人物
である。とくに、ゴーン氏の側近として独裁
支配を支え、高額報酬の不正や巨額の会社資
金の私物化による流用を、長期間にわたり黙
認してきたことへの社内外の批判は強く、日
産の国内最大株主である日本生命保険や三菱
信託銀行など4社が、6月の株主総会で西川氏
の取締役選任案に反対票を投じている。また、
西川氏社長就任後の急速な会社業績の悪化も
逆風となった。リーマンショック時に相当す
る今般の業績悪化への対応として、西川社長
は、12500人もの従業員解雇を発表した。丁
度、その時期に、西川氏報酬不正の社内調査
結果が報告された。自らの責任と不正には頬
かむりして、従業員にのみ大きな犠牲を強い
ることは、社会的にも、社内的にも許されな
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い事態になった。取締役会は全員一致で西川
氏解任を決めた。
②再びの大量従業員リストラ解雇
日産は本年（2019年）6月期の業績悪化か
ら、従業員の1割にあたる1万2500人を削減し、
生産能力を1割減らすと発表した。本業の利
益を示す営業利益は前年同期98.5％減、過去
15年間で最低の僅か16億円となり、売上高も
12.7％減の2兆3724億円に落ち込んだ。世界
販売台数は6％減の123万1千台。世界販売の
約3割を占める主力の米国販売の落ち込みが
響いた。この日産の深刻な業績悪化は、独裁
支配下で進めてきたゴーン氏の長期間にわた
る拡大至上主義の破綻と、その戦略の迷走が
基本的要因であった。
③ゴーン氏の拡大路線の破綻
ゴーン氏はルノーから日産に派遣されて以

来、会長職を解任されるまでの約20年間に、
6つの時期の戦略を決め、日産を主導してき
た。この6期にわたる戦略の根底には、一貫
して規模拡大至上主義が流れ、それを達成す
るための目標が数値化されてきた。しかし、
その目標が達成されたのは、わずか2期だけ
で（１）、それも見せかけの会計数値の操作を
含むものであった。今回の業績悪化の原因は
ゴーン戦略が新興国での拡大路線から米国で
の安値飯売へと迷走し、2方向ともに失敗し
た結果である。日産は2000年初頭からインド、
インドネシア、ブラジルなど新興国に工場新
設、合弁設立など拡大増強を進めたが、新興
国の販売は低迷した。日産はこの苦戦を補お
うと、10年代半ば以降は米国での値引き販売
に傾斜した。ライバル企業から短期間にシエ
アを奪うため、販売奨励金を1台当たり4574㌦
（トヨタ2572㌦）まで積み増した。しかし、

これで日産は「安い車」のイメージが定着し、
しかも、モデルチェンジが遅れて車の「高齢
化」も重なり、ブランド力が著しく低下した。
値引き販売への依存により利益が出にくくな
ったため、今度は販売奨励金を抑え収益を上
げようとしたが、価格が上がり客足が遠のく
という悪循環に陥った。日産の売上高営業利
益率は、18年度2.7％と金融危機前の5年間の
平均9％より6.3％も低下させている（２）。な
ぜこのようにゴーン氏は企業規模の拡大にこ
だわったのか。三菱自動車の仏ルノー傘下組
み入れを即断した時に、ゴーン氏は次のよう
に語っている。「私の夢はルノー、日産、三
菱自の3社連合を自動車産業のパワーハウス
（最強チーム）にすることだ（16年12月）。」（３）

しかし、この世界一の自動車メーカーを目指
す野望は自らの慢心により脆くも崩れた。

（2）日産「奇跡Ｖ字回復」といわれる実態　
次に、少し遡ってゴーン氏の日産「奇跡の
Ｖ字回復」と称賛されてきたものの実態につ
いて検討したい。
① 働く者犠牲の「奇跡Ｖ字回復」―大量解雇
と下請け切り捨て
ゴーン氏の「日産リバイバルプラン」によ
る「改革」は次のように強行された。
　大量の労働者解雇　村山工場をはじめ5工
場を閉鎖して生産能力を240万台から160万台
に減産し、2万1500人の人員を削減する。強
引な「人減らし」の強行により、02年までに
１年前倒しで、削減計画は2万9000人と超過
達成した。ゴーン氏はその後も人減らしを進
め、05年にグループ全体で16万9000人いた従
業員を09年には12万5000人へと4万人も減ら
し、この間に非正規労働者を6000人増やした。
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このように、ゴーン改革は最初に労働者の大
量解雇と非正規化を短期間に強行した。
　下請けの切り捨て　1145社の部品メーカー
を、600社に減らし、購買コストを3年間で20
％削減する。ゴーン氏はルノーで実施した
「オプティマ」と呼ばれる方式を、部品メー
カーの「切り捨て」に適用した。この方式は、
ルノーが定めた品質、コスト、研究開発力の
基準をクリアした企業だけをサプライヤーと
して認定するというもので、結果として生産
規模の大きいグローバル・メーカー1社に購
買を集中させ、コストを大幅に削減する方式
で、数多くの零細部品メーカーを切り捨てる
ためのものであった。
　長時間労働と労働強化　ゴーン改革は次の
ような目標を掲げる。「日産の国内生産能力
は、従来、2交代制労働・定時間での設備稼
働時間3660時間をもとに計算し、年間200万
台と発表してきたが、今後はこれを早番30分、
遅番1時間、月に6直の休日出勤を加えた稼働
時間をもとに計算し、生産能力を240万台と
する。販売好調となれば、この生産能力をフ
ルに活用し、短期的には年間5000時間相当ま
で稼働時間を増やすことで対応する。」すな
わち、ゴーン改革は、年間生産額をこれまで
の200万台から240万台に増大するとするが、
こんどの改革で村山など3工場閉鎖により計
75万台が削減され、実際の年間生産台数は
165万台になっていた。それを240万台にする
というのは生産を2倍近くに増加するという
ことである。しかも、この2倍増産計画は非
正規労働者6000人を新たに採用したとはいえ、
熟練労働者など2万9000人もの解雇者を出し
た、人減らしの職場での目標である。このよ
うにゴーン改革は、大量の「人減らし」の職

場で、生産目標を倍増させ、長時間労働と
「死ぬ気でやれ」との厳しい労働強化という
労働者の犠牲によって進められたものである。
　日産「ものづくり技術」の空洞化　2017年、
日産で起こった4度にわたる完成車検査不正
の根本的原因は、「ゴーン改革」による日産
のものづくり現場の空洞化の結果である。検
査不正の原因を調査した最終報告書によれば、
車の安全性に直結する燃費・排ガス測定値の
改ざんは、すでに2000年代以降に「常態化し
ていた」という。上記報告書が不正の常態化
の要因として指摘する「人員不足」は、「ゴ
ーン改革」で大量のベテラン労働者や最終検
査有資格者がリストラされ、その結果を意味
するものである。「ゴーン改革」が「技術の
日産」と誇った技術そのものを空洞化させて
しまったのである。
②会計操作による「Ｖ字回復」の工作
「ゴーン改革」による日産「Ｖ字回復」と
いわれる実態は、会計操作によるところが大
きい。以下、松田真由美氏の研究により、そ
の実態を解明したい（４）。会計操作によって
企業のＶ字回復を図るためには、まず前年に
大幅な財務上の赤字を出す必要がある。日産
は2000年3月期に臨時的な損失項目である特
別損失を7,496億円計上し、過去最悪の連結
最終赤字を出している。この数字は前年1999
年度554億円の13倍、翌年2001年度807億円の
9.3倍という巨額なものである。この特別損
失の内訳には、まだ閉鎖されていない工場・
販売会社の見込み損失、さらに、これらの従
業員に対する早期退職割増金が「事業構造改
革特別損失」として2326億円計上されている。
また退職給付会計の変更に関わる「年金過去
勤務費用消却額」についても1年前倒しで
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2758億円計上されている。以上のように、
2000年3月期決算の連結最終赤字は、将来の
費用・損失を前倒しで計上することによって、
意図的に赤字を大きくしていた。こうするこ
とによって、前年の特別損失は、翌年の決算
では計上されないため、特別損失を前年より
も小さくでき、その分だけ増益となり、形式
上のＶ字回復のベースがつくられた。
さらに、日産は、「連結会計」の対象企業

で業績に貢献しない企業を売却、清算、子会
社の統合などを進め、赤字処理に利用してい
る。連結子会社は2000年度313社から2003年
度186社に減らした。さらに、関連会社は
1999年度73社からの投資損失190億円を、
2000年度には54社に減じ、そこからの投資利
益92億円へプラスに転換した。これもＶ字回
復に貢献している。
③ゴーン氏の独裁と高額報酬
ゴーン独裁体制　外部の有識者からなる

「ガバナンス改善特別委員会」の報告書は，
ゴーン独裁について次のように指摘する。取
締役会はゴーン氏が質問や意見の出るのを嫌
い、20分足らずで終了した。ゴーン氏に反対
や疑義を唱える役職員は退職に追い込まれた。
「何も言わない監査役を探してこい」とまで
社員に指示した。こうして、ゴーン氏の神格
化が進み、社内では誰も彼に異を唱えない風
土が醸成されていった（５）。

高額報酬と隠蔽　ゴーン氏は有価証券虚偽
記載で逮捕されたが、社内調査によれば、彼
は1999～2017年度の19年間に日産からの報酬
が314億5000万円にのぼる。日産の役員報酬
は03年から自分の報酬も含めてゴーン氏一人
で決めていた。彼の報酬は来日した1999年度
は約3億円、02年度からは10億円を超え、08

年度は約26億円に。リーマンショックで09年
度は約14億円に減ったが、17年度には25億円
に増額した。ゴーン氏は1億円以上の役員報
酬が有価証券報告書で個別開示が義務づけら
れた09年度を機会に、「総報酬」を、その年
に受け取る［既払い報酬」と退任後などに受
け取る「未払い報酬」に分け、未払い分は有
価証券報告書に開示せず、隠した。この10～
17年の8年間の不開示報酬額は約91億円とな
る。このように、ゴーン氏は、トヨタ自動車
の社長が報酬2億円程度であるのに、長期間
にわたって10～20億円を超えるという日本の
経営者最高の報酬を得てきたが、これに対す
る批判がなかったわけではない。株主総会で
は、一般株主よりゴーン氏の高額報酬に対す
る批判が何度か出されたが、それに対して彼
は「世界トップクラスの人材を確保するため
には、競争力のある報酬が必要」と答えてき
た。また、ゴーン氏の報酬が2008年度はこれ
までの最高の26億円で、この年の企業実積を
踏まえたものとされた。しかし、この年度、
日産はリーマンショックの影響で赤字決算と
なり、連結の純損失が2300億円を上回った。
赤字無配の責任をとるべき社長が日本最高の
経営者報酬を受けとつたのである。多くの批
判が株主から上がったが、その声は全く無視
した。
「経営者よ、首切りするなら切腹せよ」　ゴ
ーン氏は、働く人たちを人間としてみていな
かった。利益を上げ会社を再興するためには、
労働者や下請け業者などを犠牲にすることは
当然のことであった。しかし、彼の4万人に
も及ぶ労働者の解雇については、日本の経営
者の中にも多くの批判があった。当時の日経
連会長奥田碩・トヨタ自動車会長は、「労働
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力削減は瞬間的には企業の競争力を増しても、
長期的には、簡単に解雇する企業は働く人の
信頼をなくし、やがて競争力を失う」と警告
し、さらに「経営者よ、首切りするなら切腹
せよ」とまで言い切っている（６）。また、「日
本経済新聞」の「大機小機」は次のように指
摘する。「ゴーン元会長は本当に『日産の経
営を見事に立て直した名経営者』なのか。大
胆なリストラや工場閉鎖を断行すれば経営数
値が改善することは誰でもわかる。-----ゴー
ン元会長が実行したのは日本人経営者がため
らうような野蛮な策なのだ。」（７）

④ガバナンスの立直しのために
先の特別委員会は「この委員会は個人の責

任追及のためにあるのではない」として、ゴ
ーン氏追放後の現経営陣の責任を封印した。
しかし、日産の経営ガバナンスが歪んだのは、
ゴーンという独裁者の存在だけに起因する問
題ではない。その体制を支えた側近にも大き
な責任がある。また、4月の株主総会では、
一般株主から「現経営陣は社会的、道義的責
任を取り、総退陣すべき」という声が上がっ
ており、また、株主総会で、国内最大株主の
金融機関4社が西川氏の役員就任に反対して
いるのである。
特別委が「現経営陣の責任」を封印したこ

とが、西川氏の解任騒動を引き起こし、日産
再建をさらに遅らせ、困難にした要因である。
常識的に考えても、ゴーン独裁体制を支えた
「ゴーン・チルドレン」を調査対象から外す
ことは、調査の不十分さを最初から決めてい
るようなものである。日産が多くのステーク
ホルダーをはじめ社会的にも信頼され、支持
される企業として立ち直るためには、社会に
開かれたガバナンスの確立こそが急務である。

ゴーン改革と企業の 
株主資本主義化2

（1）ゴーン改革の特徴と本質
株主資本主義は、Ｍ．フリードマンの「企
業は株主の道具であり、企業の最終所有者は
株主である」とする新自由主義を原理とし（８）、
「企業は株主のために存在する」という基本
理念を有する。ここで経営者は、あらゆる管
理技術や経営制度を駆使して株主の利益を追
求すると同時に、それが自らの報酬の高額化
をも実現する企業経営を行う。ゴーン改革は、
この株主資本主義の特徴をよくあらわしてい
る。それは、ゴーン氏が仏タイヤ大手ミシュ
ランにいた当時、北米事業をリストラで立て
直し、「欧州企業らしからぬ『米国流の合理
性を追求した経営スタイルの持ち主』として、
今でも業界内で語り草になっている」（９）こ
とと無関係ではないであろう。
日本的雇用慣行破壊のゴーン改革　日本企
業は、長い間、いわゆる「日本的経営」の慣
行の中で営まれてきた。しかし、ゴーン氏は、
「日本的経営」とくに日本的労使関係の終身
雇用や年功制という長期雇用の慣行を無視し、
いきなり29,000人もの労働者を解雇し、他方
で6000人もの非正規労働者を採用し、熟練労
働者の非正規化を推進した。このような「ゴ
ーン改革」を見習って日本の経営者も、再建
のリストラや収益改善には、まず多数の労働
者を解雇し、正規労働者の非正規化を実施す
ることから始めるようになった。人件費（固
定費）削減の株主資本主義化である。
ROE最優先経営（短期的利益の確保）　株

主資本主義企業の最高の目標は、「自己資本
利益率」（return on equity＝ROE）の向上
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にある。ROEは株主の資金がどれだけの利
益を得たかを示す指標であるから、経営者は
このROEの向上に最大の努力をする。ここ
にいう「自己資本」とは「株主資本」ともい
い、株主投資の資本額（払込資本）と、これ
に帰属する利益額（留保利益）からなる。日
産2017年3月期のROEは22.5％とトヨタ13.5％、
ホンダ12.0％を上回っている。このROEは、
もともと機関投資家の短期的な資本効率の価
値尺度であった。機関投資家は投資家から資
金を集め、これを一括して投資利益のみを目
的に投資代行する専門的な投資機関であるか
ら、収益の視点はあくまでも短期的である。
したがつて、株主資本主義の下での企業は、
短期的にROE最重要視の経営が求められる。
彼らはもし投資利益が少なければ、より収益
が多く、株価が上がり、株主配当の多い企業
へ直ちに投資を切り替える。
株主配当の高額化（企業価値）　株主資本

主義の下では、「企業価値」が企業発展の重
要なバロメーターである。企業価値の基礎は
株価であるから、企業の株価が上がれば、企
業価値が増加する。したがって経営者は企業
の業績向上はもちろん「自社株買い」などの
方法も駆使することになる。株価が上昇すれ
ば株主への配当が増加すると同時に、業績連
動型報酬などにより経営者の報酬も高額化し、
株主と経営者の利益は一致する。
ゴーン氏は改革に着手以降、株主配当金を

増額し続け、1997～2017年度の20年間に、8
倍の1822億円にまで増額している。日産の大
株主（5位）は、すべて外国人で、全株数の
54.1％を占めている。ゴーン氏自身も日産の
株主で17年度には313万9千株を保有し、1億
6637万円の配当金を得ている。このようにゴ

ーン改革は、自身も含めて株主への配当金を
増大させ、日産の企業価値（株式時価総額）
を高めた。ゴーン氏は次のように述べている。
「上場企業の唯一の使命は、長期にわたり持続
的に企業価値を創造することです。日産も企
業価値創造を使命としており、当社の総額は、
1999年度末のおおよそ1兆2000億円から2005
年度末には6兆3000億円に増加しました。（10）」
ゴーン氏は「唯一の使命」である日産の企業
価値、そして自らへの配当金と報酬額を高め
るために、多くの工場を閉鎖し、大量の労働
者を解雇し、多数の下請け企業を切り捨てた
のである。

（２）経営者報酬の高額化と業績連動型報酬
ゴーン氏の業績連動型報酬の採用　1999年
3月中旬、塙儀一日産社長（当時）は、ド・
ゴール空港内ホテルで、シュバイツァー・仏
ルノー会長（当時）との最終的な提携交渉を
行った。その会議に同席した企画室長鈴木裕
氏は交渉の様子を「当日の会議の9割方は、
カルロス・ゴーン氏の報酬が議題だった」と
述べている（11）。それはシュバイツァー会長
から「ゴーン氏は業績連動型報酬でなければ
日本に行かないといっている」ということで
あった。当時日本では業績連動型報酬は、ま
だ一般的ではなかつた。しかし、ゴーン氏は
「日産に派遣される前の段階から業績や株価
に連動する報酬に強いこだわりを見せてい
た。」（13）こうして日産では、ゴーン氏や西川
氏をはじめ主要な取締役には業績連動型報酬
が採用されたのである。
ゴーン氏は最初から日産改革の目標を、株
主資本主義化による株価上昇に連動する自ら
の報酬の増額と考えていたのである。すでに



論文 4   日産ゴーン改革と企業の株主資本主義化

35

見たように、ゴーン氏は株価上昇を自らの
「唯一の使命」と公言していたが、その本音
は「自らの報酬の増額」にもあった。
規制なしの法的未整備　経営者の業績連動

型報酬には、主な支給形態別で「株式」2種、
「株式購入権」2種、現金3種と数多くの種類
がある（12）。日産が採用し、西川氏が報酬不
正に利用したのは、SARで「一定期間の株
価上昇分を現金で付与」するというものであ
る。西川氏の場合、「行使日」を後にずらし、
受取額を水増しした。米国でもこのSARが
制度化された2000年初頭、同じような不正会
計処理が横行し、刑事事件にまで発展してい
る。米国ではそれに対して、役員報酬に対す
る株主議決の義務付け、個別開示の強化など
で規制を強化してきた（13）。後発の日本は米
国からこの制度を直輸入したものの、不正の
歯止めとなる制度整備はなされなかった。も
ともと、経営者は株価を左右するような重要
な情報をもとに行使日を決定できる立場にあ
る。これは明らかにインサイダー取引規制の
対象になるべきものであるが、しかし、SAR
は「金融債権」としてその対象外になってい
る。日産の調査委員会が「西川氏の違法行為
はない」というのは、法制度そのものの不備
を現すものである。しかし、日本では報酬不
正を野放しにしておいて、経営者報酬制度に
対する税負担の軽減など税法上の各種の優遇
措置を実施している。

（３）経営者報酬と従業員賃金の大きな格差
ゴーン氏は日産からだけでも日本一の経営

者報酬を長期間にわたって得たうえ、多額の
「未払い報酬」を決め、さらに巨額の会社資
金の私的流用もあるという。他方、ゴーン氏

以外の役員報酬では、西川博人氏は18年3月
期4億990万円、役員報酬1人平均2億675万円
とゴーン氏の高額報酬にひっぱられて比較的
高かったが、従業員賃金は一人当たり平均
818万円と他企業と比べても低かった。この
日産経営者報酬と従業員賃金の格差は25.3倍
で、日本の開示上場企業中格差ランキングは
第4位と非常に高い位置にある（14）。

日本の自動車メーカー上場7社の報酬と賃
金の格差（2009～18年平均）をみると、日産
が役員報酬は1位であるが、従業員賃金はト
ヨタ、ホンダに次ぐ3位となり、この報酬賃
金格差は27.7倍と大きく、7社中ダントツの
第1位となっている（15）。

（４） ゴーン改革が日本企業の株主資本主義化
への導火線

ゴーン氏は日産の経営危機をＶ字回復させ
たとして、国内はもちろん国際的にも称賛さ
れ、著名な「カリスマ経営者」となった。日
本では、遊園会に招待され、著名な3大学か
ら「名誉博士号」を贈られた。当時、内閣官
房長官であった安倍晋三氏は、2000年正月、
ゴーン氏と紙上対談をして次のように述べて
いる。「ゴーンさんが果たされた役割は大変
大きいと思いますよ。日産はルノーと提携し、
ゴーンさんが来て、その結果、会社は活性化
し、雇用は守られた」（16）真っ先に雇用を破
壊し、大量の労働者を犠牲にしたゴーン氏が、
ここでは雇用を守った「カリスマ経営者」に
祭り上げられている。日本の経営者も、この
ゴ－ン改革の「成功」を見習い、株主資本主
義化に向かってのガバナンス改革を始めた。
とくに企業のリストラにはまず大量の労働者
を解雇し、さらに、非人間的な労働強化と労
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働時間の極端な延長で労働者を犠牲にするの
は当然の方策とされ、これまでの日本の長期
雇用の慣行を壊してきた。さらに、成立した
安倍政権と財界は、株主資本主義に向かって
の日本企業のガバナンス改革を強引に進めた。

結び─株主資本主義は
社会を分断3

　米国経営者団体、「株主資本主義」と決別
宣言　2019年8月米企業大手の経営トップで
構成する経済団体「ビジネス・ラウンドテー
ブル」は、これまでの「株主至上主義」を見
直し、従業員や顧客、取り引き先、地域社会
を含むすべてのステークホルダーの利益を重
視する新たな行動原則の声明を発表した。こ
の声明には、会長の金融大手JPモルガン・
チェースのダイモンCEOを始めアップル、
GM、アマゾン・ドット・コムのCEOら合計
181人の経営トップが名を連ねている。この
経済団体は97年には「企業は主に株主のため
に存在する」とのガバナンス原則を発表して
いた。しかし、その後、米国では、金融資本
の投機的暴走によりリーマンショックが起こ
ったが、それへの施策がさらなる金融緩和、
減税であった。それが株価や土地などの資産
価値を高めて富裕層をおおいに太らせ、企業
に高収益をもたらした。さらに、企業はトラ
ンプ政権の減税政策による収益を自社株買い
に投じて株価をさらに上げ、業績連動の経営
者報酬をいっそう高額化した。他方、企業は
ROEを引き上げるため労働者数を減らし、
賃金を引き下げた。企業トップの報酬総額が
中央値で従業給与の200倍を超え、なかには4
万倍もの企業も現れた。このように、今日の
米国社会は極端な経済格差で社会の分断が深

まり、社会不安が広がってきた。企業に対す
る社会の厳しい批判がいろいろな形で起こり、
企業もこれを無視出来なくなった。このよう
な米国社会の矛盾が、この経済団体の「株主
至上主義」の見直し声明の背景にある。
　英政府「労働者尊重のガバナンス改革」　
英国では2019年ガバナンスが改められた。そ
の主たる内容は、労働者を企業の利害関係者
として重視し、その声を経営に取り入れるこ
と、役員報酬の公正性と透明性の向上を求め
るというものである。英国の企業統治は伝統
的に株主を優先してきた。今回、労働者重視
を掲げた背景には、欧州連合（EU）からの
離脱をめぐる国民投票がある。高額な経営者
報酬に象徴される経済格差への労働者の不満
がEU離脱決定の一因となったとの認識から、
メイ首相は労働者の権利を重視し、経営者報
酬についても厳しくする方針を企業統治の改
革に盛り込んだ。このように英国でも、社会
の関心が経営者報酬の高額化により経済格差
を著しく拡大してきていることへの危惧が、
賃金を含めて労働者の処遇改善の政策になっ
てきたといえよう。
　「すべてのステークホルダーへの奉仕」の
実現　先の米経営者団体の声明では、「企業
の存在意義はステークホルダーへの奉仕であ
る」とし、顧客には価値あるものを届ける、
従業員には公正な賃金を支払い、彼らの技術
や能力の向上に努める、サプライヤーには公
正な取引をし、地域住民には貢献し、企業活
動が長期的に維持できるかんきょうをまもる、
株主には長期的価値を生み出し、透明性のあ
る効果的な関係を維持する。こうした全ての
ステークホルダーに価値を実現することによ
って、企業、地域、国の将来的発展が保証さ
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れるとする。ここに示されているような企業
存在理念への転換が、大企業の経営者から声
明という形で示されたことの意味は重要であ
るが、「すべてのステークホルダーへの奉仕」
をどのように実現するかの方策については何
も示されていない。社会の分断・不安を生み
出す最大の要因は、株主・経営者と労働者の
経済格差の拡大である。株主配当・経営者報
酬に対する規制と労働者に公正な賃金保証に
対する具体的方策や経営者の高額報酬への見
解を示すべきである。
　株主資本主義企業の危険性－General Elec-

tricの場合　GEは世界最大の総合電機メーカ
ーで、航空機エンジンから医療機器まで幅広
い事業を手掛ける多国籍企業である。そして、
高い格付けを利用した高レバレッジの金融事
業を営み、高いROEと株主配当を誇り、投
資会社並みのM＆Ａを繰り返して事業を広げ
てきた株主資本主義の象徴的な企業であった。
80～90年代には、10万人もの従業員を削減し
て株主価値を高めた。しかし、リーマンショ
ックを契機に、金融事業から主力の電気事業
までの損失が深刻化し、現在は従業員の削減
と事業部門の売却などで凌いでいる（17）。

2019年、不振の電気事業で、従業員の15％に
あたる1万人削減のリストラを発表し、さら
に、従業員2万人の年金積み立て不足270億㌦
（約2兆9000億円）から支払いを凍結せざるを
得なくなっている。ラリー・カルプGE会長
は、ラウンドテーブルの会員であるが、「宣
言」には署名をしなかった。GEが特殊なケ
ースとは必ずしも言えない。企業の株主資本
主義化は社会を分断と不安に陥れるだけでは
なく、企業自身の事業を空洞化させ、自らの
社会的存在意義すらも失わせる危険性がある。

日産もその危険性があった。
　経済格差と企業の社会的責任　日本企業は、
米国企業の「株主至上主義」をグローバル企
業のガバナンス・モデルに仕立て、政権、財
界、マスコミぐるみの支援で、完全に一周遅
れで「米国に向かって」走ってきたが、その
米国では「株主資本主義」が社会の分断を深
め、社会不安を広げていることへの認識から、
その根本的見直しが始まっているのである。
当然のことながら日本の政府・財界も、これ
までの米国追随と株主資本主義化の誤りを認
め、日本企業がその社会的存在ふさわしい役
割と責任を果たすことできるように取り組む
べきである。政権の大企業、富裕層への優遇
政策を止めさせ、経営者報酬の高額化を規制
し、国民大多数の人が豊かに暮らせる社会構
築こそ緊急の課題である。
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【エッセイ1】
●

安全神話崩壊と原子力平和利用
鈴木壯吉

（元八戸高専教授）

安全神話 ― 3.11の前と後

21世紀に入り、地球温暖化防止の世論を追
い風にして「原子力のルネサンス」が叫ばれ、
野党民主党も原発増設を目標に掲げる一方、
小泉政権下では、原発の安全性に疑問を抱く
福島県知事が国策捜査と思しき逮捕劇で退任
に追い込まれ、原発拡大の既定路線は阻むも
のがないような勢いでした。私は当時八戸に
また3.11の前年には郡山にいましたが、車の
運転時や室内作業中にラジオをつけると頻繁
に電事連のコマーシャルが入り、双葉町の国
道を横断して掲げられていた「原子力明るい
未来のエネルギー」という標語が今や全国を
制覇したかの感覚に囚われ、原発に反対する
者は、非国民のレッテルが貼られるのかと錯
覚に陥るほどでした。
3.11の激しく長い揺れの数時間後に菅首相

がテレビから福島第一原発の異常と避難指示
を伝えたとき、安全神話の崩壊と今後の新た
な安全神話との闘いということを瞬時に強く
思いました。当時の安全神話の典型は、「原
発は核物質を外部に漏出しない5重の防護装
置があるから大丈夫、事故で放射能漏れを起
こす確率は、小さい数（例えば千分の一）を
少なくても5回かけたくらい小さいので、殆

どゼロ、だから事故の心配はいりません」と
いうようなものでした。独立事象の積事象の
確率は、各事象の確率の積に等しいという定
理を使った議論ですが、この議論が成り立た
ないことは事実をもって明らかにされました。
確率統計論的には、防護システムの各要素は
決して独立なものではなく、例えば電源喪失
という事象が起こると他の防護的要素は芋づ
る式に作動しなくなり、現実には防護システ
ムは簡単に突破されてしまうということです。
確率統計論が間違っているのではなく、相関
のある事象間に独立事象であるかのように積
の法則を使ったことが間違いだった訳です。

もう一つの楽観論 ― 3.11後も続く　
低線量被曝に関連して、意識的な安全神話
ではないかも知れないもう一つの楽観論に触
れる必要があると思います。「内部被曝も外
部被曝と同じように扱えるのであって、内部
被曝が特別に危険というわけではない」とい
う議論です。体内に取り込まれた放射性物質
を線源とする被曝が内部被曝ですが、広島、
長崎またビキニでも内部被曝が健康被害を及
ぼしているかというのは、核推進・核容認の
人たちと被曝被害を訴える人々との大争点で
あり、また3.11以後の福島や日本で放射線被
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曝による健康被害は無視してよいのかどうか
という争点にもかかわります。この問題に関
する長期の運動と研究から分かってきたこと
は、内部被曝と言っても一様ではなく、取り
入れられた放射性物質の集合状態によって異
なっており、個々の放射性原子がバラバラ
（水分によく溶けた状態）で体内でよく流れ
ているなら、外部被曝とあまり変わりなく線
量評価もできますが、多数の放射性原子が固
まりになって微粒子を形成している場合には
単位面積当たりの線量は距離の2乗に反比例
して強いため、体内で臓器などに付着して蓄
積していると、近傍の細胞や組織は被曝効果
を強く受けるということです。前者の場合、
放射性原子は様々な距離で様々な方向に放射
線を発射するのに対して、後者では、近距離
から連続的に（ベクレル数に比例して）発射
される放射線を浴び続けることになるからで
す。事故の確率評価の際の事象の独立性と相
関の問題と類似の観点からも議論できます。
上のようなことからベクレル数やシーベル

ト数だけで被曝効果を評価することは適当で
なく、内部被曝では放射性物質の原子の集合
状態を把握することが必要になります。例え
ば人体中にも広く含まれているK（カリウム）
40は血液中でよく溶け原子はバラバラな状態
で体内を移動しているので被曝効果は小さい
のですが、福島でも事故後に大量に飛散した
セシウムボールなどは、1～10億程度の多数
の放射性原子が他種の原子とともに塊になっ
ているのが観測されています。チェルノブイ
リでは、被曝して内臓疾患などで死亡した被
災者の病理解剖により、甲状腺や脾臓には特
にセシウムボールが蓄積しやすく、臓器障害
の原因になっているとの所見が得られていま

した。こうした効果の説明はホットパーティ
クル説とも呼ばれ、それが自然な説明である
ことは、逆2乗の法則に関するガウスの法則
を知っていると理解し易いのですが、「放射
線被ばくの理科社会」（かもがわ出版）の執
筆者は、その第一章でその点を理解しないま
まに的を外した反論を試み、「内部被曝特に
危険でない」論を述べており、同意できるも
のではありません。それでは、広島、長崎、
ビキニの内部被ばく者の晩発性の健康被害に
ついても正しく理解できないことでしょう。
また、K40は人体中約60Bq／㎏含まれていて
障害をおこさないのだから、10Bq／㎏の基
準値以下の食品なら全く問題ない、というの
はチェルノブイリ以前なら素朴な誤解で済ん
でいたかもしれませんが、上記のような知見
が得られている現在ではそれも一種の安全神
話と言われても仕方ないでしょう。

脱原発と技術論　　
3.11後原発事故の現実を経験した国民の意
識として、古い安全神話は崩壊し、代わって
脱原発を志向することとなり、それが多数の
民意であると言ってしかるべきでしょう。物
理系科学者も、ほぼ同じように脱原発をはっ
きりさせた人が多かったものと思います。た
だ、物理学者の多くは放射能の危険も一旦原
発事故が起こった場合の取り返しのつかない
怖さは以前から知っていた筈で、その観点か
ら住民運動とも協力したり、裁判で科学論争
に積極的に関わった方も少なからずいました
ので、なぜもっと早く脱原発を明確にしてこ
なかったのかという忸怩たる思いが私にはあ
ります。勿論脱原発への政策的提起は物理研
究者の集団だけでできるものではなく、多く
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の協力によって追求されるべきものではあり
ましょうし、チェルノブイリ以後、「原子力
発電技術は社会的技術たり得ない」との論証
をしていた物理学研究者・技術論者はいまし
た。しかし、大部分の研究者がそこまで至ら
ず三原則を守って安全性を担保するという所
に留まっていたことは、当初から公開も自主
も民主も吹き飛ばされて運営されてきた原子
力行政の下では、限界があったし、核兵器か
ら派生して軍事との関連を断ち切れない技術
という土俵の枠を越えられないものだったと
思います。
技術論的な観点からすると原発は熱機関で

あり、熱機関と言えば普通動力源としてのボ
イラーと熱を仕事に変換する蒸気タービン、
発電装置としては、タービン出力を電気エネ
ルギーに変換する発電機といった部分からな
りますが、これは火発と原発で変わりなく、
ただボイラーの燃料が石炭、石油から核燃料
に変わっただけです。発電出力も100万kW
程度と変わりません。熱機関もSLのような
蒸気機関から、内燃機関、蒸気タービンのよ
うにボイラーの出力を大きくすることで仕事
率（パワー）の上昇に見合う装置が作られて
きました。原発では核燃料の単位燃料当たり
の仕事量は通常燃焼燃料より100万倍程度大
きいのに出力パワーは革新していません。出
力を控えめに抑えて使うことで、設備費やウ
ラン濃縮費用を別として純燃費としては効率
よく運転をしているともいえますが、運転中
の暴走や、余熱による空焚き（メルトダウ
ン）には大きな設備と細かい神経を使うとい
うことになります。技術史においては、革新
的な動力装置も作業または制御装置の革新の
結果から必要になってはじめて生産システム

に導入されてきたことが指摘されていますが、
原発の場合は、核兵器のための核物質の余剰
生産物を有効活用させるために旧来の熱機関
のシステムに新規動力装置が組み込まれると
いう逆転により、様々な歪みを当初から持つ
ことになっていました。

脱原発時代に原子力はあり得るか 　 

いずれ政権が変わり、民意に従って脱原発
政策が採用されれば、発電についても地球環
境にやさしい、自然エネルギーの地産地消と
いう方向は進められるでしょう。地球内部の
エネルギーや太陽から地球に供給されるエネ
ルギーの豊かさから、その方向で十分にやっ
ていけることは間違いないと思っています。
しかし、その時代に原子力平和利用は過去の
こと、なかったことのように消えていくので
しょうか。この点について何かノスタルジー
を持っているわけではないのですが、技術論
的考察を続行させることでいくらかの想像を
めぐらすことはできると思います。
核のエネルギーを利用する発電装置を考え
るとしても、旧来の熱機関でタービンを回転
させて発電機を作動させるなどという方式に
全くとらわれず、新しい制御方式で原子核の
エネルギーを取り出して活用することができ
るかという問題です。その場合に核反応生成
物の放射能に悩まされないことが条件にもな
りますが、巨大技術である必要はなくむしろ、
「スモールテクノロジー」である方が現代的、
将来的であると言えるでしょう。そのために
は制御の概念が革新されなければなりません。
そのような技術の必要にして十分な条件を提
出することは難しいですが、一つの十分条件
として「原子核と中性子のミクロ的制御」あ
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るいはその技術という概念を提案したいと思
います。
ミクロ的制御という言葉は、制御という工

学的概念にミクロという物理学の用語をくっ
つけているもので全く一般的ではないですが、
ミクロというのはここでは原子、分子あるい
は原子核、素粒子といった普通にミクロの世
界と呼ばれる対象のことだと考えておきまし
ょう。ミクロ的制御というのは、ミクロの粒
子や粒子間の反応を制御する、またはミクロ
の粒子を通じてシステムを制御するという風
に考えられます。具体例としては電子を制御
する技術としてのエレクトロニクスがありナ
ノテクノロジーとしても力を発揮しています。
簡単な例としては、太陽電池では光の粒であ
る光子1個が原子に吸収され電子1個が飛び出
してきます。化学反応における触媒や、生物
界における酵素などのたんぱく質は生体内の
化学反応を速めたり、遅らせたりの制御に役
割を果たしており、これもミクロ的制御と言
っていいでしょう。後者はナノワールドより
大きいスケールで作用していると言えますが、
逆に原子、分子よりはるかに小さい原子核を
制御するのもミクロ的制御です。では原子核
のミクロ的制御のためのどういう科学・技術
が考えられるかというと大変難しいですが、
二つの方向性が考えられるのではないかと思
います。一つは、エレクトロニクスが固体物

性の物理学に立脚しているのに対応するよう
により下層階層の核物質（巨大原子核）のエ
ネルギー準位構造の解明により、中性子の核
物質内外の運動を制御し、これと通常のエレ
クトロニクスをリンクさせる（核物質-固体
エネルギー変換）ことと思われます。大変難
しく、将来的にも至難の業と思われます。も
う一つの可能性は、固体物質が原子または電
子の周期系でありますが、そのままの原子配
列で原子核の周期系でもあるという事実を利
用する可能性です。核融合反応を利用する可
能性がありそうです。普通の核融合は超高温
のプラズマ状態を実現し核融合反応を持続さ
せるというものですが、これは完全にマクロ
的な制御で、そこには原発以上に困難・無理
が伴います。そのような核反応の連鎖反応で
一挙に大きなエネルギーを取り出すのではな
く、常温の触媒反応で、非常に緩やかに反応
を継続させるのです。そのような可能性を示
す例としては、1989年に発見された常温核融
合と呼ばれる反応があります。紙面が尽きま
したが、この方向では、最早原子力＝アトミ
ックパワーという必要もなく、ミクロ制御に
よる小規模発電の一種ともなり得るかも知れ
ません。いずれにしても、科学が技術を決定
する訳ではなく、社会的需要に技術は従うも
のではないかと思われます。
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【エッセイ2】
●

すぐそばにあるファッショ的排外主義　 
―「嫌韓」の世論―

小西一雄
（立教大学名誉教授）

韓流ブームから嫌韓への急転
この原稿を執筆している2019年10月現在、
日韓関係は1965年の日韓基本条約締結以降で
最悪の関係にある。戦後最悪という表現をす
る人もいる。少し前に韓流ブームがあった同
じ国とは思えないほどの世論の豹変、嫌韓の
広がりがある。一国の外交方針が変わり、政
府が演出し、マスメディアが躍る時、かくも
短期間に、かくも簡単に世論が変わるという
こと、このような経験は、私にとっても初め
ての経験である。
かつて学生時代に、社会心理学の古典であ

るE.H.フロムの『自由からの逃走』を読んで
強烈な印象をもった記憶がある。ヒットラー
をいかに人々がすすんで受容していくように
なったのか、封建制下の共同体の紐帯から自
由となったはずの人々が、今度はその自由か
ら逃げだして、いかにして第三帝国になだれ
込んでいったのか、その社会心理が描かれて
いる。ファシズムとか軍国主義とか独裁とか
は人々が強権のもとで嫌々ながらおしつけら
れているものだと思いこんでいたところ、民
衆がある意味では嬉々としてそれらを受容し

ていくことを見せつけられて、大いなるショ
ックを受け、かえってファシズムの怖さが身
に染みたのであった。しかも、ヒットラーの
台頭は、もっとも進歩的な憲法といわれたワ
イマール憲法の下で実現したのであり、さら
に当時ヨーロッパ最強といわれたドイツ共産
党が存在していたもとで起こったのである。
短期間に世論は豹変した。そしてその過程で
は国会議事堂放火事件のような、大嘘、デマ
が活用された。これはナチスが自ら国会議事
堂に放火をし、それを共産党の仕業とでっち
上げた事件であり、ヒットラー独裁成立の画
期となった事件である。ヒットラーは『我が
闘争』のなかで有名な「テーゼ」をはいてい
る。民衆は小さな嘘には気づくが、大きな嘘
にはだまされる、と。国会議事堂放火事件は
まさにこの「大きな嘘」の実践のひとつであ
った。

安倍首相の大嘘
安倍首相の大きな嘘は、韓国は「国と国の
約束を守らない国だ」というデマである。徴
用工についての韓国大法院の判決が妥当かど
うかという問題以前に、1965年の日韓請求権
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協定によっても個人としての請求権は消滅し
ないというのが、歴代日本政府と韓国政府の
「常識」である。これはそれほど難しい法理
ではない。「国と国との約束」といってもさ
まざまな領域がある。たとえば、平和条約締
結によって戦争が終結した後に、いや私個人
としては承服できないので戦闘行為を継続す
る、などということは個人の権利として認め
られるはずがない。しかし、個人が外国（国、
法人、自然人のいずれであれ）から受けた経
済的損害、肉体的損害、精神的損害、それら
を国が代表してすべて解決済みにするなどと
いうことは不可能である。だから国と国では
「最終的に」「不可逆的に」合意しても、個人
の請求権は残るのである。もちろん、個人の
請求権が一方での「国と国との約束」との関
係でどう処理され、調整されるかは難しい問
題をはらんでいる。しかし、当該企業が話し
合いにも応ぜず、日本政府もその請求を国際
法違反であるかのように振舞うことが許され
ないことは確かなのである。
ところが、安倍政権は個人としての請求権

を認めないという「新解釈」を、なんら説明
することなく、自明のこととしてデマ宣伝を
し、それをマスメディアが日々拡散している。
この間のマスメディアの登場人物、コメンテ
ーターと称する人物には国際法の専門家は、
私見の限りでは、一人もいない。文政権は革
新政権であるとして、それが諸悪の根源であ
るかのように語るいかがわしい上から目線の
元駐韓大使とか、輸出管理の専門家と称する
元経済官僚とか、安倍側近とか、安倍官邸の
御用評論家とか、右翼気質丸出しの元外務官
僚の民間研究所研究員などのオンパレードで
ある。私は、彼らの「傾向性」をあげつらっ

ているのではない。私自身も「傾向的」な人
間である。問題なのは、マスメディアが、安
倍官邸の支配の下で特定の傾向しかとりあげ
ないということなのである。こうした傾向の
なかで、よくテレビに登場する韓国籍の評論
家たちも、実に窮屈そうに喋っている。

なぜ韓国の対応は下手なのか？
もっとも、韓国の文政権も、イライラする
ほど、振舞い方が下手である。「一度合意し
たからといって、一度謝ったからといって済
む問題ではない」などという発言は、安倍官
邸の思うつぼである。文政権の韓国は「国と
国の約束を守らない国だ」というキャンペー
ンを、勢いづけるだけである。慰安婦問題を
めぐる財団の解散過程も拙速であった。
おそらく、文政権の思いは、指摘されてい
るように、日韓基本条約と日韓請求権協定は
「不平等条約」だったという意識であろう。
つまり、朴軍事政権のもとでの、日本の植民
地支配の反省とか謝罪とかが全くないなかで、
日本が札束で黙らせて国交を樹立する条約で
あったとの思いである。この札束は「漢江の
奇跡」の原動力のひとつであったが、だから
といって全面肯定などできるはずがない、と
いう思いであろう。この点筆者も同感である。
つまり日韓基本条約と日韓請求権協定は守る
が、これで植民地支配の問題が終わっている
わけではない、したがってまた、徴用工問題
にしても、これを解決済みとするわけにはい
かないし、ましてや個人としての請求権は残
っているのだという立場である。しかしこの
ような立場を文政権が国の内外に説得的に発
信しているとは到底思えない。それは、ひと
つには、かつての日本の民主党政権と似て、
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文政権が官僚組織をうまく利用できていない
のではないか、という問題と繋がっているよ
うにも思う。しかし、韓国政治に詳しくない
私にはその理由は分からない。そして分から
ないのでイライラしている。

「文政権を相手にせず」の狙いは？
昨年（2018年）の暮れに、韓国海軍の駆逐

艦が海上自衛隊の哨戒機に火器管制レーダー
を照射したという報道が飛び込んできた。こ
れはおそらく事実なのだろうし、この問題で
は日本政府の説明のほうが事実に近いのだと
思う。しかし、忘れてならないのは、このニ
ュースの初期には指摘されながら、その後ま
ったく影を潜めた問題である。それは事件の
翌日に日本政府がこれを公表したことである。
当時いわれたのは、この種の事件が現場で生
じた際には、当事者同士が水面下で話し合い
解決をさぐるのが通常のやりかたであり、即
座に公表するのは異例であり、そこには安倍
官邸の強い意向があった、というものである。
安倍官邸はこの時期には、「文政権を相手に
せず」という方針を固めていたのではないだ
ろうか。それから半年後の対韓輸出管理問題
をめぐる対応は、その最終的表明とでもいう
べきものであろう。
しかし、このような「文政権を相手にせ
ず」はどのような展望のもとで出てきたのだ
ろうか。「国と国の約束を守らないからだ」
などというのは先にみたようにデッチアゲの
理由である。この対韓政策の転換はおそらく
対北朝鮮外交をめぐる米韓の変化、簡単にい
えば日本が蚊帳の外に置かれたという問題と
関連しているのではないだろうか。「北シン
パ」の文政権への不快感と不信感、トランプ

のアメリカへの疑心暗鬼、このなかでアメリ
カの出方を注視しながら日本の出番を探ると
いったような貧しい下心と嫌韓キャンペーン
は繋がっているのではないだろうか。しかし、
私は米韓の対北朝鮮外交の変化と安倍官邸の
嫌韓政策との関係を解説したものを知らない。
知らないので、ここでもまたイライラしてい
る。
とはいえ、私にもはっきりと断言できる事
柄がある。それは安倍官邸が日韓関係の悪化
もまた、改憲運動に利用しようとしているこ
とである。国際情勢の不安定こそ改憲運動の
最大の支援者なのだから。

「反日」と「嫌韓」は、植民地と宗主国
の対立の現代版である

内政の困難から国民の眼をそらすために外
交問題を利用するということはどの国でもや
ってきた。だが時おり頭をもたげる韓国の反
日感情はこのような一般論で処理されていい
のであろうか。保守政権であろうが革新政権
であろうが繰り返し起こる反日的政策は韓国
国民の底流に根深い反日の感情が流れている
ことを示している。それは、いうまでもなく
1905年に韓国の外交権を奪い、1910年から45
年までは植民地支配を続けてきた日本への
「恨み」である。なぜこの「恨み」は晴れな
いのか。歴代日本政府の多くが、反省も謝罪
もしていないからである。河野談話（1993年
8月）や村山談話（1995年8月）も事実上否定
する「日本会議」嫡流の安倍首相とその官邸
は、この反省も謝罪もしない政府の典型であ
る。何度誤ればすむのだとか、土下座外交だ
とかいう評論家の桜井某女史も、その無反省
ぶりにおいて同様である。先に言及したよう
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に、日韓基本条約そのものが反省なしの条約
だったのである。この無反省で上から目線で
朝鮮半島を見る連中の嫌韓運動と韓国の反日
運動は、宗主国と植民地国の対立の現代版な
のではないだろうか。私たちは韓国併合の歴
史を深く学ぶことによって、安倍官邸のよう
な歴史修正主義者を知的にも道義的にも圧倒
していかなければならないと思う。
領土問題は排外主義が発火するもっとも典

型的な火種である。最後にこの問題に触れて
おきたい。日本はいま三つの領土紛争を抱え
ている。この三つはすべて性格が異なってい
る。北方領土問題は戦争で奪われた領土を回

復するという問題である。尖閣列島の問題は
ひたすら中国の無理筋にすぎない。対して竹
島問題（韓国名、独島）はやっかいである。
日本政府のいう、国際法に則って日本領土に
編入されたというのは事実である。しかし、
その時期に韓国は外交権を奪われていて、事
実上日本の支配下にあって、それに対抗する
ことはできなかった、というのも事実である。
さあどうするか。この短文では論じることは
できないが、こうした経緯を日本国民が知る
ことが大切であろう。日韓関係では、歴史を
探求し、歴史を知るという作業が、本当に切
実で重要な問題となっている。
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【エッセイ3】
●

ソウルで過ごした3ヶ月
円谷　恵

（国際基督教大学職員）

本年3月に選択定年により、勤務していた
大学を退職し、非常勤のアドヴァイザーとい
う契約にしてもらった。実は以前から個人的
に先生について勉強していた韓国語を現地で
学ぶという夢を叶えることも、今回退職を決
心した理由の一つだった。韓国語研修のため、
６月から約3か月間過ごしたソウルでの日々
は、長いようで短い、しかし、とても有意義
な毎日だった。
まず、一番の目的であった、延世大学語学

堂での語学研修は、予想を遥かに超えた厳し
いもので、予習、復習や宿題にとても時間が
かかり、１日の大半を使っても終わらないほ
ど、勉強に追われる毎日となってしまった。
授業は生徒数が最大12人のセクションに分か
れて行われ、私のセクションは約半数が中国
人の若い学生たちで、そのうちの半分は韓国
で大学や大学院に進学することを目指してい
た。最年少の19歳の女子学生は、9月から高
麗大学に入学することになり、その他、延世
大学の大学院進学を考えている学生が２人、
残りの3人はあまり真面目に勉強する気がな
いようで、EXOなどK-POPのコンサートに
行く話ばかりをしていた。日本人は私を含め
て3人（全員女性）、若い大学生と、一度社会
人になってから仕事を辞めて留学してきたと

いう20代後半の方だった。あとは、韓国系ア
メリカ人の男子の大学生、タイで外国人にタ
イ語を教えているという20代後半の女性、そ
して、公務員を早期退職して来たという、私
とほぼ同年代の香港の女性が一人。この方と
は年齢も境遇も似ているので、一番親しくな
り、助け合って勉強していた。授業は朝の９
時から午後１時までだが、私は週に二回午後
に発音の選択科目も取っていた。初級から上
がって来たクラスメートが当然のように知っ
ている文法や単語を私は知らないことが多く、
また、授業で先生が質問しても、若い学生た
ちはすぐに答えられることが、私にはなかな
か出来ず、初めはそれが焦りやストレスとな
ってしまった。しかし、学生として、授業を
受けたり、学内の寮で過ごす生活はとても新
鮮で、クラスメートと食事をしたり、大学で
のキャンパスライフを体験出来たことは貴重
な経験であり、また長年大学に勤務してきた
者としては、大変興味深いものがあった。
延世大学は私の勤務していた大学と40年以
上学生交換を行っている大学でもあるため、
知り合いの教職員とお昼を食べながら話すこ
ともあったのだが、韓国の大学も日本の大学
と置かれている状況はかなり似ているという
印象だった。少子化で国内学生確保が難しく
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なっていることから、グローバル対応に重点
が置かれており、留学生受け入れの観点から
語学教育の果たす役割の大きさも感じた。語
学堂３級以上に在学中の学生には大学本科へ
の推薦入学の制度もあった。国からの財政支
援は年々減少し、しかし、ソウル市内の大学
は学生数を増やすことが禁じられているとい
うことで、外部資金の導入に腐心している様
子が伺われた。隣の梨花女子大学も同様だが、
建物の名前にはSKやLGなどの冠がついてお
り、奨学金も卒業生や父母の寄付などがクロ
ーズアップされていた。一方で、現在の韓国
の新卒学生の就職率は60％とも言われている
そうで、授業の担任の先生によると、「最近
の学生は就職が心配なあまり、サークル活動
なども昔のようにスポーツや音楽などを楽し
む学生は激減し、英語やITスキルを身につ
けるサークルなどが人気を集めている」とい
うことで、延世大学国際交流室のスタッフか
らも「就職が心配で留学に関心を持つ学生が
減っている。インターンシップという形でし
か海外に出ていかない」というゆゆしき事態
であることを聞いた。
語学堂での学習は、文法の力不足が最後ま

でたたって、結局一科目落第点を取ってしま
った。しかし、日常会話はまずまず身につい
たと思われ、何よりも、授業の中で、あるい
は街中で、韓国の文化や社会について学ぶ機
会が多くあった。まず、韓国は、今や日本で
は失われてしまった「情」を大切にする社会
だと感じた。もちろん、私は今東京に住んで
いるので、日本でも場所によってはまだその
ような文化が残っているだろうし、ソウルの
ような都会では、孤立してしまう人々もいる
のだろうとは思うが、少なくとも私の周囲の

韓国の人々の間ではコミュニケーションがと
ても豊かだと感じた。家族や友人と食事を共
にしたり、一緒に過ごす時間をとても大切に
しているし、市場で買い物をする時も、寮の
地下の食堂やお弁当屋さんでも、いつも何か
話しかけてくれる。バスを待っている時に突
然近くにいる人に話しかけられてびっくりす
ることもあったが、常に自分を表現し伝える
ことは、他者を尊重することにも繋がるので
はないか、と感じた。この「繋がり」という
のは、私が今回ソウル滞在の間に考えさせら
れた中で一つのテーマとなった。日本で様々
な問題に取り組んでいても、拡がりがないこ
とをいつも嘆いていたが、そもそも自分が人
と繋がる努力をしていないのに、拡がりを期
待することは無理なのではないか？その一方
で、SNS などでは、根拠のない誹謗中傷な
ども多発するという韓国社会の負の面も改め
て認識した。授業の中で先生が「韓国の
Webでニュースなど情報を見る時は、本文
は読んでも、そこに書き込まれているコメン
トは読んではダメです。あんなものは、夜中
にお金で雇われた人が、意図的に一方的な意
見を書き込んでいるだけだから。まともな人
はあんなところに書き込みしたりしないで
す」と言っていたのが印象に残った。
また、3ヶ月滞在してみて、ソウルは実に
暮らしやすい場所だと感じた。私が渡韓した
頃は特にレートも円に有利だったし、私は寮
に入れたので、通常の住居費よりも安くすん
だため、それも幸運であったとは思うが、と
にかく物価は安く、食堂で食事をしたり、市
場で買い物したり、という場合にも一度に1
万ウォン（日本円で千円弱）使うことはほと
んどなく、果物野菜なども5千ウォン出せば、
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山ほど買えた。また、地下鉄やバスなどの公
共の交通機関の料金が安いので非常に助かっ
た。大学の寮の最寄駅である地下鉄２号線の
梨大駅から毎日曜日に通っていた教会まで６
駅であったが、100円ちょっとだった。また、
地下鉄からバスに乗り換えても、距離が合算
された料金となる。だんだんと慣れてきて、
大学から金浦空港まで行くのにも路線バスを
利用したが、200円程度で行けた。昔は、バ
スは時間があてにならない上に、どこで降り
たらいいのか分かりにくいので、ほとんど使
ったことはなかったのだが、今はバス専用レ
ーンが設けられ、事故がない限りほぼ時間通
り運行されている。しかも、停留所毎に電光
掲示板があり、あと何分で到着するか、空い
ているか混んでいるかが表示される。車内で
も、次の停留所は英語、日本語でもアナウン
スと表示があるので、安心して乗っていられ
る。民主政権になって以来、「公平な社会を
作る」ということが一つの重要な目標として
掲げられているということだが、例えば、最
低賃金が上がったことは授業の中でも話題と
なり（ただし、そのせいで雇用主が人件費を
増やさないために人手を減らし、結果として、

アルバイトの労働条件が悪化しているという
側面もあるとは聞いた）、今、保育料や授業
料の無償化にも取り組んでいるという。
もう一つ興味深かったのは、滞在中に通っ
ていた教会の方が、以前から患っていた膵臓
癌が肝臓に転移したことがわかり、抗ガン剤
治療を始めたのだが、郊外にある癌治療中の
人が暮らせるケアセンターにしばらく滞在す
るという話を聞いた。身体によい食事の提供、
散歩や体操など適切な運動の指導など、抗ガ
ン剤投与による副作用が少しでも軽減される
ような生活が送れ、家庭の主婦の場合など、
家事の負担による疲労もなく治療に専念でき
るという。同じようにガンと闘っている人同
士の交流もあり、とてもよい施設だという話
だった。もちろん、費用はそれなりにかかる
が、ガン保険特約の対象にもなっているとい
う。帰国後、ネットなどで調べてみたが、日
本で同様の施設があるという情報は見つけら
れなかった。
不幸なことに、私がソウルに滞在している
3ヶ月間に日韓関係は悪化の一途を辿ってし
まった。「大変な時期に行って、大丈夫だっ
た？」とは帰国後に耳にタコが出来るくらい

私が住んでいた延世大学の学生寮SKグローバルハウス延世大学のシンボルである、創始者アンダーウッドを記
念した建物と銅像
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聞かれた質問である。答えは「何一つ影響は
なかった」である。少なくとも私の周辺では、
人々は前と同様に親切であり、店には日本製
品もあり、たまに日本人同士で日本語を話し
ながら店に入っていっても、嫌な顔をされた
ことはなく、逆に「私の子供は日本に留学し
ていた」「私は横浜にいたことがある」など
と話しかけてくれる人も多かった。むしろ、
日本に親しみを感じている韓国人は多いので
はないかと思う。野次馬の私は、一度、韓国
の友人と一緒に日本大使館前の蝋燭集会にも
出かけてみた。「安倍政権を糾弾する」とい
うプラカードを渡されたが、それ自体には何
の異論もないので、素直に受け取って参加し
た。その日はちょうどホワイト国リストから
外された日だったのだが、まるで「お前は信
用できないやつ」と言われたようなものなの
で、それに対する猛烈な反発があったことは
確かだ。安倍政権の根底にある韓国を見下す
態度に、かつての日本帝国主義を重ね合わせ
ているようにも思われた。だから、自分たち
はそういう日本の政策には屈しない、むしろ
この機会に経済的な自立を達成するべきだと
いう論調であったが、全体に落ち着いた集会

であり、もちろん危険なことなど何もなかっ
た。むしろ、自国の政策を批判的に検証する
こともなく、嫌韓を煽るような報道を繰り返
す日本のマスメディアには本当に呆れた。
この集会の途中で、「日本にも良心的な仲

間がいる」としてスクリーンに流された日本
の市民運動の映像に一瞬目が釘付けになった。
それは「名古屋三菱朝鮮女子勤労挺身隊訴訟
を支援する会」の様子だった。この団体が支
援している元女子勤労挺身隊のヤンクムドク
さんとは一度光州でお会いしたことがあり、
それが縁で私が通う日本の教会でこの支援会
の会員になっているからだ。ヤンさんは、
「日本に行けば、お給料ももらえて、お腹い
っぱい食べられる、学校にも行ける」と日本
に連れて来られたが、実際には学校に行くど
ころか、朝から晩までお腹をすかせながら厳
しい労働を強いられ、敗戦後、着の身着のま
ま国に返され、あとから送ると言われた給料
も手にすることはなかったと語っていた。賠
償してほしいというよりは自分の受けた苦し
みをなかったことにしないでほしい、という
願いからこの訴訟を起こしたという。他の徴
用工の場合が具体的にどうだったのかは分か

各種労働団体や市民団体、報道機関の旗がひしめいて
いる。

すっかり定着した蝋燭集会。「ノーという市民たち」と書
いてある。
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らないが、ヤンさんの例は明らかに人権問題
であり、請求権で片付けられることではない
と考え、この訴訟を微力ながら支援してきた。
思いがけず、このことが紹介されているのを
見て嬉しく思った。
3ヶ月暮らしてみて、私は日本での人々の
暮らしが韓国の人々の暮らしよりも豊かで幸
せだとはとても思えなかった。むしろ、地下
鉄の駅で、赤ちゃんを連れたお母さんの荷物

を当然のように持ってあげるソウルの人々か
ら、私たちが学ぶべきことが多くあるのでは
ないかと感じた。そして、たとえ一部ではあ
っても、大好きな韓国の人たちが「日本には
行かない、日本の製品も買わない」という横
断幕を掲げているのを見るのはやはりとても
悲しかった。早くこのような事態を解消する
ために、これから、今回のソウルでの学びを
少しでも活かしていければと考えている。 
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【エッセイ4】
●

イノベーションは人間を幸福にするのか？
村田浩司
（編集者）

「ロボット社会主義」と編集業務
私は大学生時代（今からおよそ30年ほど
前）に、遅ればせながら「軟弱な（？）」学
生運動に取り組んでいたが、一緒に活動を行
っていた某理系大学の友人が、「ロボット社
会主義」なるものを提唱していた。いわく、
「科学が進歩して、これまでに人間が担って
いた労働をロボットが肩代わりするようにな
れば、人間は搾取的な労働から解放され、社
会主義が実現する」というものだ。「階級闘
争もないのに社会主義が実現するのか？」と、
私はその論に反論した記憶があるが、まあい
ずれにしても、お互いに、20歳前後のざっく
りとした粗い議論だったことは否めない。た
だ、薄らぼんやりとではあるが、科学技術の
革新が、格差の是正や労働環境の改善など、
何かしら人類の幸福に貢献するであろうこと
は、当時の多くの人は夢想していた。
その後私たちは、PCやインターネットの
飛躍的な発展により、90年中盤以降にIT革
命が実現、仕事の環境やライフスタイルのド
ラスティックな変化を経験することとなるが、
私が中堅出版社の雑誌編集部に就職した90年
代初旬はまだ、アナログの最後の時代であっ
た。OA機器といえば、編集部に1台ずつあ

るワードプロセッサーと、フロアにはファッ
クスとコピー機があるのみ。雑誌の組版は当
然活版写植で、再校以降の修正は、次ページ
に被害が及ばないように文字を数えながら調
整を行うという配慮が必要であった。著者が
再校ゲラを真っ赤にして戻してきてしまうと、
印刷所の怖い活版職人のおじさんから電話が
かかってきて、「現場がどれほど苦労するの
か、わかってやっているのか！」とこっぴど
く叱られたことを覚えている。
また、雑誌のゲラの著者校正は、当然、持
参か郵送で、時間がない場合にのみファック
スでの確認が許された。校正の締め切り日前
後には、いろいろな著者から電話がかかって
きて、著者校戻りゲラの回収に、著者の務め
る大学や自宅を行脚する日々が続いていた。
その後、数年を待たずにPCが普及し、Eメ
ールの「添付ファイル」によって、原稿は編
集部に居ながらにして入手できるようになっ
た。
組版も、長年の経験を経た職人の仕事であ
ったものが、2000年代初頭には、MACの低
価格化とアプリケーション（QuarkXPress）
の普及により、少し訓練を積んだ者が簡単に
担えるほどにハードルが下がった。いずれに
しても、これまで時間と費用をかけて行って
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いたものが、誰でも簡単に行えるようになっ
たのだ。イノベーションの勝利である。では、
「ロボット社会主義」は実現したのだろうか？　
その答えは、「否」である。技術革新は、さ
らに我々の労働を増やし、日常の細部に至る
まで管理する（される）環境を構築してしま
ったことは皆さんも体感されているはずだ。

「オムニチャネル」の功罪
さて、前置きはこれくらいにして、本稿の

本題は、物流革命と言われている「オムニチ
ャネル」に関してである。オムニチャネルと
は、「実店舗やオンラインストアをはじめと
するあらゆる販売チャネルや流通チャネルを
統合すること、および、そうした統合販売チ
ャネルの構築によってどのような販売チャネ
ルからも同じように商品を購入できる環境を
実現すること」である。またオムニチャネル
は、市場優位性を確保すべく、きわめてユー
ザーフレンドリーに物流を再構築するのも重
要な要素だ。このことをエンドユーザー・サ
イドから簡単に説明すれば、「欲しいものが」
「欲しい時間と」「欲しい場所で」手に入るシ
ステムがオムニチャネルである。
企業サイドは、顧客の消費を喚起すべく、
あらゆる個人情報を吸い上げ、個々人の嗜好
や趣味を精緻に把握し、ITメディアを駆使
して、TPOに応じた情報をプッシュ型で提
供する。たとえば、通勤の電車のなかでは、
仕事で使える便利グッズやランチの弁当情報
などをスマートフォンなどに提供し、簡単な
操作さえ行えば、適切な時間と場所にその商
品を届けてしまうわけだ。
アマゾンの「プライム会員」は、まさにこ

のオムニチャネルの一端を担うサービスとし

て多くのユーザーに利用されている。「欲し
いものが」「欲しい時間と」「欲しい場所で」
受け取れるわけだ。居ながらにして、あらゆ
る欲求を満たしてくれるミラクルワールドで
ある。しかし、これは、ITと物流をマッチ
ングさせた「イノベーション」の勝利なのだ
ろうか。「ロボット社会主義」なのだろうか。
答えはやはり「否」である。アマゾンの物
流を担っていたヤマト運輸は、加重な残業労
働と人材不足を理由に「当日配送」からの撤
退を表明した。これを前後して、ヤマト運輸
は労基署の是正勧告を受け、ドライバーを含
む7万人超の従業員への未払い残業代の支払
いを余儀なくされている。
一方で、アマゾンの物流倉庫においても、
非常に過酷な労働が強いられている。詳細な
実態は、「Mother Jones」誌の記者、マック・
マクリーランド氏のルポ「I was a Ware 
house Wage Slave」に詳しい。
非常に厳しい「ブラック」労働にさらされ
ている労働者は、社会総体から見れば、アマ
ゾンでの「オムニチャネル」のサービスを享
受している人々と同じである。タコが自分の
足を食う（食うことを強いられる）地獄のな
かで、資本主義は延命を図っているのだ。

「欲望の無間地獄」にいる私たち
一方で、デジタル社会が私たち市民を「丸
裸」にしているのもまた事実である。
ある物流コンサルティング会社を経営する
トップマネジメントは、私の取材に対して、
「デジタル情報の7割はまだ個人のPCの中に
眠っている。これでは宝の持ち腐れだ。これ
らの情報をいかに吐き出させ、マーケティン
グ戦略や物流戦略の基礎データに利用してい
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くのかがこれからの課題だ」と語っていた。
また、別のドミナンス戦略を立案するコン

サルタントからは、「ある通信キャリアから、
膨大にある顧客情報をどのように活用してい
けばいいのか、という相談があった」という
話も聞いた。
いま私たちは、自分たちの家族構成や年収、

仕事、趣味、嗜好など、あらゆる個人情報が
吸い上げられようとしている。そしてそれら
の情報は「ビッグデータ」に集積されて、分
析され、「買わなくてもいいもの」「欲しくも
ないもの」「身の丈にあわないもの」まで購
買させられてしまうような、「巨大な罠」に
利用されている。
宮崎駿監督の『千と千尋の神隠し』という

アニメ映画があるが、このなかには、資本主
義を体現したような「顔無し（かおなし）」
という妖怪が出てくる。「顔無し」は、普段

は大人しい妖怪であるが、あることがきっか
けでその欲望に火がついてしまうと、あらゆ
るものを飲み込んでも、まだまだ乾きが癒え
ずに、食べ・飲み続けるような暴走に陥って
コミュニティを破壊してしまう。
仮に私たちが「顔無し」だとすれば、「オ

ムニチャネル」や「デジタル社会」は「顔無
し」を暴走させるための装置である。「食べ
ても飲んでも乾きが癒えない」のは「無間地
獄」であり「餓鬼地獄」だ。こんな場所に、
私たちの幸せがあるはずはない。

イノベーションはあくまでもツールにすぎ
ない。「誰が」「何のために」それを利用しよ
うとしているのか。そこを私たちは見極めな
ければならない。そして、「時代遅れ」であ
ることを選択する勇気も時として必要なのだ。
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【エッセイ5】
●

研究者泣かせの天才マルクスの筆跡
前畑憲子

（立教大学名誉教授）

天才、カール・マルクスの悪筆はつとに有
名である。
近年、MEGA（ Marx/Engels Gesamtaus-

gabe［マルクス＝エンゲルス全集］）が刊行
され、そこにはマルクスの草稿の鮮明な写真
がその諸巻のところどころに掲載されている。
それらに写されているマルクスの筆跡を改め
てみると、どのようにしてこの文字を解読す
るのか、不思議にさえなる。多分、文字を書
く手の動きがついて行けないほど，彼の頭に
は書くべき事柄が次々と押し寄せていたので
あろう。
現在刊行されているマルクスの主著『資本

論』の第2部および第3部は、マルクスが残し
た諸草稿からエンゲルスが編集したものであ
る。印刷・出版できるようにその編集を任さ
れたエンゲルスは、マルクスの筆跡を評して
「あの有名な、ときには書いた当人さえ読め
ない筆跡…」（『資本論』第2部序文）といっ
ている。「当人さえ読めない筆跡」の草稿を
エンゲルスは「できるだけ原文のとおりに再
現」することに心がけたとその序文で述べて
いる。その苦労はいかほどであっただろうか。
ところで、MEGAは4つの部門に分けられ

ているが、マルクスの主著『資本論』関係の
マルクスの草稿はMEGAの第Ⅱ部門に収め

られている。この第Ⅱ部門は、1976年に第Ⅱ
部門第1巻第1分冊が刊行され、2012年にこの
部門の最後の巻、第Ⅱ部門第4巻第3分冊の刊
行によって完結した。実に、36年の年月を要
したのである。大学院時代に，これらの諸草
稿出版の事業が始まっていて、いずれ『資本
論』関係の諸章稿も・・という話はゼミで聞
いてはいた。しかし、私にとってはまだまだ
実感を伴った話ではなかった。2012年は私が
大学を退職した年であるから、今考えると、
大学院時代にそのような年月を想像できるか
と言えば、実感の伴った話ではなかったのは
当然だった。しかし、今はマルクスの草稿を
見ることができる。まだ、翻訳は部分的にし
か出版されていないので、独語が堪能でなけ
れば充分に読みこなすには大変であるが・・。
MEGAの刊行まで、『資本論』は、エンゲ
ルスが編集した現行の『資本論』、すなわち、
エンゲルス版で読むほかはなかった。しかし、
MEGAの刊行によって、エンゲルス版では
充分に明確にならなかったところや、エンゲ
ルスが編集の際に施した節区分や、そこに付
した表題などが見えるようになった。エンゲ
ルスの編集はマルクスの考えを正しく伝える
ものであろうか、それともマルクスの考えと
は異なったものになってしまっているのだろ
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うか、と考える仕事が増えた。『資本論』研
究はMEGAによって、もっと面白くなった。
もちろんエンゲルス版がなければ『資本論』
の第2部、第3部を読むことができなかったし、
各国での『資本論』研究も進まなかったであ
ろう。そして、MEGA版の刊行の意義も現
在のものとは大きく変わっていたことであろ
う。エンゲルス版の意義はいまでも失われて
いない。今後、エンゲルス版とマルクスの草
稿との比較検討，そして何よりもマルクスの
『資本論』諸草稿の研究が進み、『資本論』研
究は新たな段階に至ることは明らかである。
ところで、マルクスの「書いた当人さえ読

めない筆跡」の話である。
エンゲルスといえども、編集の際にその解

読を誤る場合があるであろうことは想像に難
くない。エンゲルスによる解読のあやまりに
ついて、最近指摘されたもののひとつは、
MEGA 第Ⅱ部第11巻（2008年刊行）のなか
にある『資本論』第2部第2稿（第2部のマル
クスの8つの草稿のうちの一つ）の本文の中
の一語である。この本文の一部が、エンゲル
ス版（現行『資本論』）では第2部第2篇の
「注32」として独立化されている。その文章
の中にあるエンゲルス版では“nie”（…では
けっしてない）となっているところがマルク
スの草稿では”nur”（…でしかない）となっ
ていたのである。この違いは、MEGA第Ⅱ
部門第11巻の編集者（リュドーミーラ・ヴァ
ーシナと大谷禎之介）が明らかにした。この
一語の誤読はたんなる一語のそれでは済まさ
れない問題をもっている。それは、“nie”と
読んだ場合と”nur”と読んだ場合とでは、文
意が大きく異なるものとなるからである。
その内容の概略に少し立ち入ろう。関係す

る文章の全体を掲げるわけではないので、こ
の問題の「流れ」が分かっていただければと
思う。
エンゲルス版『資本論』第2部第2篇にある

「注32」では、いわゆる資本主義の「内在的
矛盾」が述べられていて、この「内在的矛
盾」は「次の篇」つまり第2部第3篇「社会的
総資本の再生産と流通」で「はじめて問題に
なることである」とされている。「内在的矛
盾」とは、資本主義的生産は一方では、それ
自体がもっている生産の制限を突破してどこ
までも生産諸力を発展させようとする衝動を
もっている。しかし、他方では資本主義的生
産に特有な分配関係は消費を狭い範囲に限定
する、という矛盾のことであり、一般に「生
産と消費の矛盾」と言われてきたものである。
一語を“nie”と書いてあるエンゲルス版では、
このように読むほかはなく、恐慌の問題にと
って重要なこの「内在的矛盾」は第2部第3篇
で論じるとマルクスが考えていた、というこ
とになる。
では、「内在的矛盾」の問題は第2部第3篇

でどのように論じられているのか？実は、エ
ンゲルス版でも、第2部第3篇自体をよく読め
ば、内容的にはこの問題は論じられていない
と考えるのが自然なのである。しかしマルク
スは論じると言っている。こうして、この問
題は「難問」となったのである。この「難
問」に対して、研究者たちはさまざまな「回
答」を与えようとして長年苦闘した。ロシア
における資本主義的発展が可能かどうかをめ
ぐってのレーニン、ナロードニキ、そして合
法マルキストたちの論争を始め、ローザ・ル
クセンブルクとツガン・バラノフスキーの相
対立する資本蓄積にかんする見解、また、我
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が国では「内在的矛盾」は第2部第3篇に属す
るという山田盛太郎氏の見解をはじめとして
展開された、いわゆる「再生産表式論と恐慌
論との連携をめぐる論争」など。これらは多
かれ少なかれ、第2部第3篇で論じられている
はずの「内在的矛盾」の問題に関連している。
しかしこの「難問」は、エンゲルス版が“nie”
（…ではけっしてない）としているところを
マルクスの草稿どおりに”nur”（…でしかな
い）と読めば、問題自体が氷解するのである。
マルクスの草稿どおり”nur”（…でしかな
い）とした場合には、その文意は、資本主義
では「生産力の充用は、剰余価値の実現（つ
まり狭い消費力）によって限界づけられてい
る」という再生産の条件を述べるにとどまっ
ていることになる。再生産を貫く条件・法則
を明らかにする第2部第3篇では、生産の諸制
限を突破してどこまでも生産諸力を発展させ
ようとする資本主義的生産の衝動はまだ問題
にならない。「内在的矛盾」という場合に問
題となるのは、一方での生産力を無制限に発
展させようとする資本の衝動が、他方での資
本主義的分配関係に規定された狭い消費力と
いう制限と衝突するということである。しか
し、この生産力の無制限的な発展の衝動につ
いては第2部第3篇では論じられていないし、
草稿の文章もそのようなことを書いてはいな
かったのである。
「内在的矛盾」は第2部第3篇に属するとい
う見解に対して、この一語に注目した議論を
はじめて提起したのは、大谷禎之介氏である。
氏は，すでに1983年にこの点を指摘していた
のである（『経済志林』第51巻第2号）。そし
てまた、後には、第2部第2稿の当該部分を含
む一定の範囲にある「nie」15回・「nur」162

回・「nun」25回のマルクスの筆跡を比較検
討して、マルクスの草稿にあるのは「nie」
ではなく、「nur」であることを明らかにし
たのであった。
エンゲルスが「nur」を「nie」と解読した
が故に、「内在的矛盾」は第2部第3篇で論じ
られている、論じられるはずだとして、それ
ではどのように論じられているのか、これを
めぐっての研究者間のさまざまな形での長い
論争が生じ、多大な労力が費やされたのであ
る。もちろん、これらの論争の中で、それぞ
れの研究者の第2部第3篇に対する、そしてま
た「内在的矛盾」についての認識も深まった、
という側面があったことは言うまでもない。
しかし、もし、マルクスがこのような研究者
泣かせの「ときには書いた当人でさえ読めな
い筆跡」ではなく、誰が読んでもその解読に
誤りがないような「筆跡」であったなら…と
思わざるを得ない。
上記の問題に関する大谷の仕事は、2019年
10月に刊行された，大谷禎之介・前畑憲子共
編『マルクスの恐慌論』（桜井書店）の第16
章「「ではけっしてない（nie）」か「でしか
ない（nur）」か」に上記の筆跡比較も含め
て詳論されている。なお、大谷は，「注32」
にあるこの一語の相違に気づく前には、そこ
で問題にされているのは通例いわれていた
「内在的矛盾」であるという理解のもとで，
この矛盾が論じられているという「次の篇
（Abschnitt ）」とは，通常理解されている第
2部第3篇ではなく『資本論』第3部のことな
のではないかと疑問を提起していた。そして、
マルクスの篇別構成の変遷を，すなわち、
部・篇・章の構成の変化をつぶさに研究し、
「次の篇」という用語だけでそれが第2部第3
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篇を指すものとは断定できないこと、「内在
的矛盾」の問題がどこで論じられるかは、内
容的吟味によって決せられるべきであること
を論じていた（この論考は、上記『マルクス
の恐慌論』の第7章に収録されている）。しか
し、この論考の後、草稿研究の進展は、「注
32」にあった「次の篇（Abschnitt ）」とは、
大谷が主張した第3部ではなく、従来読まれ
ていたとおり2部3篇を指すのだということを
明らかにした。しかし、草稿研究は，先の“
nie”と”nur”の問題によって、第2部第3篇で
「内在的矛盾」が論じられているわけではな

いという大谷の主張を別の形で裏付けるとい
う、さらなる展開を遂げたのであった。

大谷禎之介先生は2019年4月29日に亡くな
られた。しかし亡くなられる直前まで、『マ
ルクスの恐慌論』の原稿の整理といくつかの
「補論」の執筆に没頭されていた。本書は、
大谷先生の研究テーマへの一貫したこだわり
と、その研究スタイルとを、われわれに示し
ている。これもまた、天才マルクスの悪筆が
われわれにもたらしたプレゼントかもしれな
い。
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【書評 1】
●

冷泉 彰彦著 
『自動運転戦場「ルポ」： 

ウーバー、グーグル、日本勢――クルマの近未来』 
（朝日新書、2018年）

青田　孝
（日本記者クラブ会員）

東京・池袋で87歳の運転する乗用車が暴走
し母子2人が犠牲になるなど、近年、高齢ド
ライバーのよる事故が多発している。一方で
自動車の自動運転の話題が媒体等を賑わして
いる。そこでは環境、エネルギー問題の一助
となり、過疎地域の交通弱者への対策、運送
業等の人手不足への対応に加え、「全世界で
年間130万人とも言われる交通事故による死
者をゼロに」と、自動化への期待は膨らむ。
では本当に高齢者の悲惨な事故を防げるのか。
ことはそう単純ではないようだ。自動運転を
めぐり「一大商機の到来」と勇み立つ、アメ
リカのシリコンバレーに代表されるコンピュ
ーター産業と、既得権益を守りたい自動車産
業との間には大きな「落差」がある。本書は
これらの「落差」を論点としながら、アメリ
カを中心に、開発の状況を丹念に取材し、浮
かび上がった数々の問題点を整理する。
自動運転車（AV）と一口に言うが、完全
自動化に向け各段階がある。別表のアメリカ
運輸省の「道路交通安全局（NHTSA）」の

定めたものが一般的で、日本をはじめ各国政
府、多くの企業がこれに従っている。
では「レベル5」を達成すると、どんな世
界が訪れるのか。AVは「所有」するもので
はなく、「共有（シェア）」することを前提に、
まず環境、エネルギーで大きな効果が生まれ
る。アメリカには自動車通勤を行っている膨
大な人口があり、ほとんどが1台の車を1人で
運転をしている。だが、同じ地域の居住者4
人が1台で通勤すれば、エネルギー消費も、
排出ガスも4分の1になる。またタクシーもコ
ンピューター配車が可能になるため「流し」
が不要になり、走行距離は削減できる。
節約できるのはエネルギーだけではない。
通勤や子供の送り迎えなど、これまで運転に
費やされていた年間400時間あまりを、新た
に手にすることができる。さらに「お金」も。
車の購入から点検、自動車税、ガソリン代な
ど、アメリカの平均的な家庭が支払ってきた
年間約6000ドル（約64万円）が不要に。そし
て世界で年間約130万人と言われる交通事故
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による死亡者がゼロになる可能性を秘める。
しかし完全自動化を意味する「レベル4」

「レベル5」への壁は高い。2018年3月、アリ
ゾナ州でAVによる初の歩行者死亡事故があ
った。事故そのものは午後10時に自転車を押
した女性が横断歩道のないところを横断、自
動車がそれに気づかず衝突と、さほど珍しい
ケースではない。しかし完全自動運転の技術
を確立することの難しさが浮き彫りに。現場
では自転車を押している女性の身体全体が事
故車から見えず、「何か丸いものが、ゆっく
り移動している」としか認識できない状態だ
った。それでも人間ならば「道路の上なのだ
から自転車では」と推測できる。これに対し
AVを運転しているAI（人工頭脳）は、無限
とも言える、運転中に遭遇するであろう自転
車画像認識パターンを記憶している。しかし
車輪1つの物体を自転車と「推測」する論理
的な判断が難しく、「止める」という判断が
できなかった可能性が高い。
またこの事故の原因車は「システムから要

請があれば人間が運転する」ことが義務づけ
られている「レベル3」で、監視の要員が同
乗しているが、事故時にハンドル操作をして
いない。しかしここでAIが「判断不能」とし、
人間に運転を求めたとして、要員はとっさの
判断で自転車を避けられただろうか。これ以
外でも、高速道路でAIに任せ他の作業をし
ている時に、突然「代わって」といわれ、直
ちに状況を判断し対応できるのか、この事故
はこうしたさまざまな課題を問う結果に。
さらに本書は過渡期の問題も。しばらくは

AVと人間が運転する車が混在する期間が続
く。人間は、狭い車間距離でも独自の判断で
無理矢理割り込む。さらに飲酒運転や高齢者

の運転による事実誤認や判断ミスなども多発
する。これは前述のようにあらかじめ無数の
画像認識を記憶し，運転中もカメラ、レーダ
ー、超音波センサーで周囲の状況を確かめつ
つ運転しているAIにとっては、もっとも予
測のつかない、かつもっとも邪魔な代物にな
る。このため自動運転を推進する側は「早く
人間から免許を取り上げろ」という。
これに対し既存の自動車メーカは「自動運
転の時代になっても、個人が所有し、車のデ
ザインや乗り心地など残したい」という思い
は強い。
著者は双方の考えをまとめた上、「この自

動運転という問題は、既存の技術との衝突や
矛盾、それだけではなく機械と人間の複雑な、
そしてしばし対立的な関係を引きずりながら、
それが徐々に変化していくという途方もない
難題であることが分かる」と結論づけている。

自動運転に向かう 6段階

アメリカ運輸省道路交通安全局

レベル 0
（自動運転化なし）

運転者がすべての運転を操
作する

レベル 1
（運転支援）

責任は運転者。システムが
前後・左右各方向のいずれ
かの車両制御を行う

レベル 2
（部分運転自動化）

責任は運転者。システムが
前後・左右両方の車両制御
を行う

レベル 3
（条件付き運転自動

化）

限定されたところではシス
テムがすべて運転するが、
システムから要請があれば
人が運転する

レベル 4
（高度運転自動化）

限定条件下ではあるが、シ
ステムがすべて運転する

レベル 5
（完全運転自動化）

無条件ですべての運転をシ
ステムが行う
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【書評 2】
●

本田 浩邦著 
『長期停滞の資本主義 
――新しい福祉社会とベーシックインカム』 

 （大月書店、2019年）

北川和彦
（立教大学名誉教授）

 本書は、現在の経済と社会は「二重危機」
を抱えているという現状認識から出発してい
る。第一の危機は資本蓄積にともなう所得格
差・貧困の拡大、第二の危機はネオ・ファシ
ズム、ポピュリズムの台頭に見られるような
社会的分裂の深化であるとしてこれらを著者
は資本蓄積と社会構造の「二重危機」と呼ん
でいる。
これまでの賃金・社会保障制度のもとで新

自由主義的な政策を採り続けることは格差、
貧困を拡大させていくことにならざるをえず、
この危機を一層拡大深化させるとともにこの
停滞から抜け出すことも出来ない。この認識
にもとづいて長期停滞を打開するためにはこ
れまでの新自由主義的な政策とは真逆の方向
性――まず先駆けて所得格差・貧困を是正す
る方向性――をもつ政策の必要性を著者は訴
えている。すなわち賃金・社会保障制度を全
面的に改め、ベーシックインカム（社会成員
に無条件で支給される社会的給付）を制度と
して導入するというのがこの政策である。

1970年代以降、経済成長は失速し先進資本
主義国の経済成長率は長期的に低迷しその動
きと踵を接して一般国民の雇用と生活保障が
大きく損なわれている。著者は、停滞の原因
についての議論を幾つかを紹介しているが、
その中で、収益性確保を目的とした寡占企業
の行動様式を基軸に説明するハイン（Hein, 
Eckhard）の議論を支持する。ハインは潜在
的供給力の過剰を抱えた寡占企業の投資抑制
による投資需要の低迷、それにともなう賃金
抑制による消費需要の低迷によって停滞を説
明している。とりわけ著者はハインの議論の
中で、企業収益の追求という個別の企業行動
がマクロ的には有効需要を抑制するという点、
有効需要の中で、消費需要の「戦略的重要
性」を観ている点に着目し、著者自身の「停
滞」の原因把握の柱とすべき論点として位置
付けている。
著者は日本における「賃金と社会保障制

度」の特徴は「二重構造」が埋め込まれてい
る点にあるとしている。「二重構造」は「大
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企業と中小企業の賃金格差」を含め大企業と
中小零細企業の非対称的な企業間関係とその
支配構造を示すものであるが著者によれば、
この「二重構造」がもたらす問題――とりわ
け下位所得層の保障からの排除――を一層拡
大させたものは90年代以降の非正規雇用の進
展であるという。著者は「より不安定な低賃
金労働者を広範な分野で伝統的な二重構造の
それぞれの層の底辺に大量に組み入れること
によって労働市場の裾野が劣化した状態で拡
がっている」（p.106）という現状認識を示し
ている。
日本の財政金融政策についても著者は所得

格差を拡げる方向に機能していることを指摘
している。財政赤字、長期債務残高の膨張に
対する対処策として「社会保障給付の削減」
と「消費税による財源確保」が実施されてい
るが、いずれも所得格差を拡げ、下位所得層
の貧困を深化させるものとして捉えている。
赤字財政のもとで一般庶民の納税額が国債保
有者である大企業・富裕者に流れる仕組みが
形成されていることも指摘している。
低所得層も利用できる医療、教育、交通、

介護、育児等、生活に必要な基本的な財やサ
ービスの供給を著者は「社会的共同領域」と
呼んでいる。現在は「民営化」「民間委託」
等によってこの領域の「市場化」の拡大が進
められており、本書によれば、この立場から
「ベーシックインカム」を現行の社会保障制
度にそっくり置き換える形で導入すべきとす
る議論も存在している。いずれも社会保障費
を削減し、この領域を圧縮しようとする主旨
であり、新自由主義的政策の延長上にあるも
のと捉えられる。著者はこのような新自由主
義的政策とは正反対の方向性 ――「社会的共

同領域」を市場から切り離すこと、それを拡
大すること――によって、ベーシックインカ
ムがその本来の主旨を持つことができると主
張する。「ベーシックインカムは人々に経済
的自由度を与えることによって市場と「共同
領域」の分離を促進する」（p.83）と言及し
ている。
ポイントだけの指摘になってしまったが、
以上が本書の主旨の概略である。大企業によ
り高い国際競争力を持たせることを政策目標
にしている新自由主義的な政策は所得格差・
貧困を拡大させることになり、そのことがさ
らに停滞を深化させるという負のスパイラル
の構造が本書によって示されている。長期停
滞を打開するためには低所得層を引き揚げ、
貧困・格差を是正することが喫緊の課題であ
り、「社会的共同領域」を拡げ、内容を充実
させる方向性のもとでのベーシックインカム
制度の導入が必要であるという本書の主張は
説得的であり同感できる。現行の社会保障制
度からベーシックインカムを導入した制度へ
移行する際には個々の制度改変について立ち
入った検討が残されていると思われるが、そ
の際の基本的な視点――格差・貧困の是正―
―を著者は示していると言える。
評者は本書の読了後もベーシックインカム
が導入されるに至る過程において大きな困難、
「壁」が横たわっているのではないかという
懸念を払拭することが出来ない。評者の頭に
浮かんだ「懸念」を二点だけ挙げておきたい。
第一の懸念はベーシックインカムの制度を
導入するに際しての企業とりわけ大企業の対
応である。ベーシックインカムのように所得
再分配によってマクロ的に有効需要を増加さ
せる政策は大企業にとっては、短期的には収
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益の減少となって表れることを示している。
例えばより累進性の高い税率制度を導入した
場合、高い収益を上げている企業の税引き後
の収益は減少せざるをえない。将来有効需要
が増加するという予測がかりに立ったとして
も、企業経営者は目先の収益の減少を指をく
わえて黙認することは制度的にも許されない。
企業とりわけ大企業は目先の収益を減少させ
る制度変更には抵抗し、反対することになる
のは必定である。もしこれが実施されるに至
った場合は、資本の海外への移動などの対抗
措置を取ることになる可能性が大きい。税率
の低い海外へ資本を移動させるであろう。タ
ックスヘイブンへの資本移動といわれるもの
がこれである。ベーシックインカムに十全な
所得再分配の機能を持たせるためには資本の
海外への流出についての規制をかけるか、ピ
ケティが言うような「世界的な累進課税制
度」が必要となる。しかしこのいずれも現時
点ではただちに取り組むことは難しい困難な
課題と言わざるを得ない。
恐らくこのような大企業の抵抗や対抗策と

しての資本の海外流出の可能性について著者
は十分認識しているはずである。本書でこの
「懸念」に関わる議論に立ちいらなかったの
は恐らく、資本の海外流出といった問題が含
まれているとしても、まず国内でベーシック
インカムを制度として発足させることが必要
でまた可能であるという著者の認識を示唆し
ているのではないかと推測する。
第二の懸念は、新自由主義的政策と正反対

の方向性をもつ所得再分配の政策が採用され
実施されるに至るには、人々の思想、社会的
価値観の転換が求められるがそれが可能なの

か？という懸念である。
現在の日本では、新自由主義的な政策を推
し進める政治勢力が政権を維持しているが、
このことは、目先の収益追求を課せられて
いる大企業の経営者や富裕層だけでなく下位
所得層も含めた多くの人々が新自由主義的政
策を支持しているということを意味している。
かつて「大企業の収益力・国際競争力を引
き上げること」と「庶民の生活が豊かになる
こと」が等号で繋がるとする議論は本書で示
されている長期停滞における事実――大企業
の収益は維持され、内部留保が増大する一方
で、貧困・格差は拡大しているという事実―
―によって、「幻想」に過ぎないことが今や
明確になっている。しかし、にもかかわらず
新自由主義的な政策が現時点でも支持されて
いるということは、この「幻想」が現在でも
人々の意識の中に根強く生き続けているとい
うことにほかならない。新自由主義を支持す
る人々の意識の転換を促すことができるか―
―これがベーシックインカム実現に至る最大
の「壁」と評者は考える。改めて本書の主旨
を振り返ってみると、人々の意識の中に残っ
ている「資本依存」「大企業依存」の「幻想」
を打破することが本書執筆の目的の一つであ
るかもしれないと推察するに至るが、もしこ
の推測が妥当していれば上記の懸念は既に本
書に織り込み済みということになるかもしれ
ない。
現在、新自由主義の方向性を支持している
多くの人々が本書の読者になり、著者の指し
示すベーシックインカム実現の方向について
理解してもらうことを期待したい。
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１　総会
　◦第5回総会
　　日時：2019年5月12日（日）14：00～15：00
　　会場：立教大学12号館2階会議室

２　理事会の開催
　◦2018年度
　　（2019年）
　　第9回理事会：3月17日 （日） 14：00～15：00　立教大学12号館2階会議室
　　第10回理事会： 4月7日 （日） 14：00～15：00　立教大学12号館2階会議室

　◦2019年度
　　第1回理事会：5月12日 （日） 14：00～15：00　立教大学12号館2階会議室
　　第2回理事会：6月2日 （日） 14：00～15：00　立教大学12号館地下1階第4会議室
　　第3回理事会：7月7日 （日） 14：00～15：00　立教大学12号館2階会議室
　　第4回理事会：9月1日 （日） 14：00～15：00　立教大学12号館2階会議室
　　第5回理事会：11月3日 （日） 14：00～15：00　立教大学12号館2階会議室
　　（2020年）
　　第6回理事会：1月12日 （日） 14：00～15：00　立教大学12号館地下1階第4会議室
　　第7回理事会：2月2日 （日） 14：00～15：00　立教大学12号館2階会議室
　　第8回理事会：3月14日 （土） 14：00～15：00　立教大学12号館2階会議室（新型コロナウイルス対策のため中止）
　　☆ ROAEEの事業年度、会計年度は4月～3月ですが、理事会記録は総会から総会までを区切りと

して回数を数えています。

３　研究会の開催
　◦第9回未来社会研究会
　　2019年3月17日（日）14：00～15：00　立教大学12号館2階会議室
　　講　師：小西一雄氏（ROAEE副理事長、立教大学名誉教授）
　　テーマ：分裂するアメリカ資本主義―トランプ現象の経済的背景を考える

　◦第11回環境問題研究会
　　2019年4月7日（日）15：00～17：00　立教大学12号館2階会議室
　　講　師：金田正夫氏（無垢里一級建築士事務所主宰・法政大学デザイン工学部大学院兼任講師）
　　テーマ： 機械や工業材料を極力使わないすまいづくり」―自然と正面から向き合ったときに見

えてくる世界―

　◦第5回総会記念講演
　　2019年5月12日(日)15：00～17：00　立教大学12号館2階会議室
　　講　師：八木正則氏（朝日新聞東京本社社会部次長）
　　テーマ：原発が止まった日―揺れる司法判断　悩む自治体

活動日誌（2019年3月～2020年3月）
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　◦第12回環境問題研究会
　　2019年6月2日（日）15：00～17：00　立教大学12号館地下1階第4会議室
　　講　師： 小阪　隆秀氏（ROAEE副理事長日本大学商学部教授（元））田村八十一氏（ROAEE理事、日

本大学商学部教授）
　　テーマ： 近年の多国籍企業の展開をどう見るか―デジタル多国籍企業やトヨタの事例を素材として

　◦第11回エネルギーシフト研究会
　　2019年7月7日（日）15：00～17：00　立教大学12号館2階会議室
　　講　師： 松野光伸氏（福島大学名誉教授・NPO法人「かーちゃんの力・プロジェクトふくしま」理事長）
　　テーマ：「までい」な村と原発事故

　◦第12回エネルギーシフト研究会
　　2019年9月1日（日）15：00～17：00　立教大学12号館2階会議室
　　講　師：菊地進氏（ROAEE副理事長、立教大学名誉教授）
　　テーマ：同友会景況調査DORの30年―運動における調査の役割とは

　◦第10回未来社会研究会
　　2019年11月3日(日)15：00～17：00　立教大学12号館2階会議室
　　講　師：小栗崇資氏（駒沢大学経済学部教授）
　　テーマ：デジタル多国籍企業（プラットフォーマー）の経営・財務構造をどう見るか

　◦第11回未来社会研究会
　　2020年1月12日（日）15：00～17：00　立教大学12号館地下1階第4会議室
　　講　師：湯川順夫氏（翻訳家）
　　テーマ：フランス「黄色いベスト運動」とは何か―貧しい人々の怒りは届くのか？

　◦第12回未来社会研究会
　　2020年2月2日（日）15：00～17：00　立教大学12号館2階会議室
　　講　師：小西一雄氏（ROAEE副理事長、立教大学名誉教授）
　　テーマ：資本主義の成熟と「転換」―いま私たちはどこにいるのか

　◦第13回環境問題研究会
　　2020年3月14日（土）15：00～17：00　立教大学12号館2階会議室
　　講　師：谷崎敏昭氏（会員、上武大学大学院教授）
　　テーマ：資本主義と環境問題―新しい社会の新しい理念を求めて― （注）新型コロナウイルス対策のため中止

４　ニュースレターの発行
　　・第25号　2019年5月25日
　　・第26号　2019年8月30日

５　年報の発行
　◦『新しい社会に向けてVol.3』（2019年3月31日発行）
　◦『新しい社会に向けてVol.4』（2020年3月31日発行）


