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企業戦略と金融技術の革新 

 

 

 

柴 川 林 也  
 

 

１．はじめに 

 

 2000 年の終わり頃から 2001 年の初頭にかけ

て、注目すべき現象が起こっている。その第１

に上げられるのは、長期にわたって景気の好調

を持続してきた米国の株価とくにダウ・ジョー

ズ工業株 30 種平均をはじめ、ハイテク株を代表

する NASDAQ の平均株価の下落が見えはじめ

てきたことである。とりわけ、後者はハイテク

関連企業の業績低迷が伝えられるなかで、これ

まではたとえ業績が赤字であっても、その将来

性を評価して株価が値上がりするのが常態で

あった。だが、ハイテク株は一様に株価下落の

傾向が生じている。もしも米国の経済が不況に

転化するような事態にでもなれば、当然に米国

経済に支えられてようやく景気回復の兆しの見

えてきた日本経済に多大な影響を及ぼすことは

いうまでもない。 

 過去10年間、日本経済はバブルの崩壊に次ぐ、

金融の規制緩和を引き金として各種業界におい

ても規制の緩和が急ピッチで進められた。リス

トラによる経営合理化の徹底や外資との提携、

企業系列を超えた国内企業同士の業務提携や、

敵対的な M&A の増加傾向など、これまでの日

本的経営には想像も出来ないような様相が随所

に現れるようになったきたことである。一方、

情報通信技術の進展（IT 革命）は、企業経営に

おける企業間取引の慣行ばかりでなく、消費者

の購買動機や購買行動にも大きな変化を与えて

きている。まさに、ライフスタイルの変化が企

業経営の根幹さえも左右しかねなくなってきて

いるのである。また、それとの関連で見落とす

ことができないのは、金融技術革新（FT）の進

展が企業戦略とりわけ経営者の戦略的意思決定

に顕著な影響を与えていることである。そこで

本稿では、企業戦略との関連でこれらの諸問題

に議論を絞って、若干の考察をしていきたいと

考える。 

 

２．経済社会の変化とライフスタイルの

変化 

 

（１）これまでのライフスタイルの変化 

 

 個人や企業の行動を根底から動かすものは、

個人であれば価値観、企業であれば企業理念で

あるが、その価値観や企業理念の変化によって

総体として個人を含めたグループあるいは社会

の行動の集合に、また企業の場合には企業理念

の変化によりそれに基づく企業行動に変化が生

ずることを、ライフスタイルの変化と定義する。

近年、少子・高齢化、グローバリゼーション、

高度情報化の進展や地球環境問題の顕在化と

いった外部環境の変化により、人々の価値観の

変化は加速されてきており、こうした変化に従

来の経済社会システムが適応できなくなってき

ている 1)。その変化の特徴を個人と企業に分け

てその影響を考えると、それぞれ 4 つに要約で

きる。そしてそれは、以下に述べる如く、企業

戦略の21世紀に向けての転換の糸口をつかむこ
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とにもなる。 

 

① 画一的・標準的から多様化・脱標準化へ 

 右上がりの高度経済成長の時代には、人々は

ものの豊かさを追求することを目指し、低い生

活水準や我慢からの開放、高所得を手にするこ

とで満足する画一的な社会であった。したがっ

て、企業の活動も画一的・標準的な商品やサー

ビスを提供することに主眼がおかれたのである。

しかし、高い所得水準が実現した今、人々は生

活を前向きに楽しく生きるための商品やサービ

スを志向するなど、物の豊かさから心の豊かさ

を重視するように価値観が変化し、製品の多様

化・脱標準化を求める傾向がさらに強まってき

ている。 

 

②「組織」重視から「個人」重視へ 

 高度経済成長の時には、会社の組織を優先・

重視する組織重視型の人間関係が支配的であっ

たが、今日では組織の利益や論理よりも個人の

価値観や欲求を重視し、それに応じた行動をと

るようになった。したがって、「結果の平等」を

確保するために自由な選択を制限するよりも、

多様な選択肢のなかから自らの価値観に合った

ものを自由に選択できるという意味での「機会

の平等」を保証することのほうが、より重要と

の認識が高まっている。 

 

（２）経営行動の変化 

 

 こうした個人の価値観の変化は、その集合で

ある経済社会の変化を促すとともに物やサービ

スを生産し供給する企業の経営行動にも変化を

与えずにはおかない。すなわち、先の個人の価

値観の変化に関わる二つの要因に加えて、次の

二つになる。 

 

③「余暇の充実」、「環境重視」へ 

 このように、人々の価値観が変化したことに

より、余暇の充実やゆとりを重視する方向へ関

心が向かうなかで、ゆとりのある生活環境や豊

かな自然環境を守ることに満足を求める層が増

えてきている。これまでの大量生産・大量消費・

大量廃棄を前提とした企業の生産システムが転

換するなか、近年、資源の有限性、持続的な環

境資源の有効活用等、地球環境問題という大き

な課題への取り組みに向けて、企業、政府、そ

して NPO などの積極的な対応が急務となって

きた。 

 

④「量」より「効率よく選択」へ 

 近年の低経済成長と個人の個性化追求のなか

で、人々は不要な物は削ってでも必要なものの

みを効率よく選択する行動が目立って増えてき

ている。インターネットの普及やグローバリゼー

ションの進展によって、企業は地球規模で低コ

ストの資材や原材料を求めて、地球規模で市場

化・効率化を促進する動きが世界的に見られる。

個人もインターネットを使って、会社等の組織

を通さずに市場と直接接触する機会が増え、い

わゆる中抜き現象が目立ってきている。 

 

３．競争優位と企業戦略 

 

（１）二つの基本戦略 

 

 20年前に出版されたマイケル・ポーターの「競

争の戦略」によれば、「安くて良い製品を作るの

は困難である」という命題は、かれの区別する

二つの基本戦略に関係する。すなわち、コスト・

リーダーシップ戦略と差別化戦略である。コス

ト・リーダーシップ戦略は、他社よりも低い製

造コストを実現し、低価格化によって競争優位

を作り出す戦略である。この戦略は、製品の標

準化を進めて大量生産による規模の経済性を実

現することや、製品・部品の原価管理および工

程管理を徹底して追及し、欠陥品と在庫品の無

駄を排除し効率的な生産体制を構築することが
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重要な活動内容となる。 

 一方、差別化戦略は、自社独自の製品やサー

ビスによって独自の品質やブランドイメージを

売り物とし、そこに競争優位を生み出そうとす

る戦略である。この戦略においては、ある程度

のコスト高は止むを得ないが、他社製品の及ば

ない高品質を実現したり、広告や宣伝により独

自のイメージを形成しようとする。したがって、

これら二つの戦略は、その性格上、同時に追求

することは難しいとされている。 

 なぜこの両方の戦略を同時に追求することは

できないのか。それは、どちらを追求するかに

よって管理の方式や研究開発のおき所、さらに

は市場動向に対する感受性のあり方など、企業

経営の仕組みや考え方が異なるためである。し

かしながら、このポーターの命題は、その後に

起こった情報技術の急速な進展と顧客嗜好の多

様化によって、結果として多品種少量生産とい

う新たな生産システムを促進したことは良く知

られている。 

 メカトロニクス（機械・電子情報技術）の発

達によって、NC 工作機械、産業用ロボットや

自動搬送車など高度のインテリジェンスをもつ

機械が配備され、多様な仕様に応じて部品や設

計の変更に柔軟に対応できる、フレキシブル・

マニュファクチャリング・システム（FMS）が

実用化された。その結果、競争優位を確立する

ための戦略として、製品差別化戦略が企業の生

産システムを変革することになったのである。 

 加えて、この多品種少量生産にジャスト・イ

ン・タイム（JIT）という概念が加わる。いわ

ゆるトヨタのカンバン方式は、「後工程が前工程

に必要なモノを必要なトキ必要なカズだけ取り

に行く」というやり方である。だから、この方

式はバッファー在庫を持たないことを特徴とす

る。流通段階でも、セブンイレブン・ジャパン

のコンビニエンス・ストアは、「売れた品物を売

れた時点で売れただけ注文せよ」という POS

（Point of Sales）で大きな成果を達成したこと

は周知の事実である。この発想は、最終製品で

標準化するのではなく、中間の部品・コンポー

ネントで行い、その組み合わせを変えることに

よってバラェティーのある多種多様の完成品を

作り出していくというものである。こうしたモ

ジューラー・コンポーネント方式は、自動車産

業に限らず、サービス産業やハイテク産業にも

共通して見られる現象であり、コストを低下さ

せながら、同時に製品の差別化を追及しようと

するものである。 

 

（２）オープン・アーキテクチャー戦略 

 

 近年、情報技術の進展は新しい企業戦略の類

型を創出していることに注意を要する。国領二

郎によれば、オープン・アーキテクチャー戦略

とは、本来、複雑な機能を持つ製品ビジネスプ

ロセスを、ある設計思想（アーキテクチャー）

に基づいて独立性の高い単位（モジュール）に

分解し、モジュール間を社会的に共有されたオー

プンなインターフェースでつなぐことによって

汎用性をもたせ、多様な主体が発信する情報と

結合させて、価値の増大を図る企業戦略のこと

である 2)。モジュール化は、企業が得意分野に

経営資源を集中し、それ以外については大胆な

提携によって他社資源を活用する、いわゆるオー

プン型経営を採用することと密接に関連してい

る。それゆえ、日本型経営の囲い込み経営とは

対照的な方式といえよう。 

 1980 年代に、アメリカの製造業が業績悪化に

見舞われたとき、いち早くマサチューセッツ工

科大学（MIT）を中心に多くの学者が日本の製

造業の強みを分析して、その成果が“Made in 

USA”という書物に纏められ、日本語にも翻訳

されて一躍世の注目を浴びることになった。そ

こでは、トヨタのカンバンシステムを始めとし

て、系列取引によるコスト削減効果など、日本

型経営が高い評価を受けたものである。アメリ

カの製造業はこの日本的経営の方式を積極的に
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導入したことはいうまでもない。だが、単にそ

れを模倣するのではなく、情報技術の進展によっ

て新しいコンセプトと方式に作り変えたといっ

てよい。一例を挙げると、日本の製造業の強み

であるデザイン・イン、いわゆる組み立てメー

カー（親会社）と部品メーカー（系列子会社や

協力会社）とが共同で開発する仕組みを、情報

ネットワーク上で実現することを狙いとした

CALS（computer at light）である。それは、

ANX という呼称で、1998 年に実用化の段階に

入った 3)。 

 オープン・アーキテクチャー戦略が無視し得

ない影響を企業経営にもたらしたのには、次の

３つの要因がある。第１に、コンピュータの情

報処理能力が飛躍的に伸びているのに対して、

人間の認知能力には限界があることである。こ

の人間の認知能力の限界を克服し、その生産性

を最大化させるための工夫は、知あるいは知識

をモジュール化し、モジュール同志を結合する

ことが、オープン・アーキテクチャー戦略の優

位性を生み出すことになるのである 4)。 

 第２は情報の非対称性の「逆転」現象である。

情報の非対称性とは、取引主体間に商品の品質

や市場価格などに情報の格差が存在することで

ある。通常は、売り手のほうが買い手よりも豊

富な情報量を有しており、それが取引に影響を

与えてきていた。アカロフ（Akerlof）の中古市

場を例に説明される取引状況を見れば明らかで

ある。ところが、今日インターネットなどの普

及によって、何がどこで、いくらで売れている

かという情報はかなり広範に行き渡るようにな

り、買い手側も重要な情報を持つようになって

いる。 

 第３は、ウイリアム・アパナシーが、「生産性

のジレンマ」と呼ぶことと関連する。あるビジ

ネス・モデルが確立してしまうと、それを前提

として生産性の向上が進み、モデルの完成度が

高くなる。こうなると、潜在的に優れた新しい

モデルができても、完成度が低いために従来の

モデルが凌駕してしまい、新しいモデルが採用

されない。自由化の波に抵抗して古いモデルを

延命させてきたわが国金融業界が、いま変化の

大波に洗われているのは好個の例である。 

 

（３）オープン・アーキテクチャーのビジ

ネスモデル 

 

 トヨタのカンバン方式は、FMS や JIT を生

かしたモジュール・コンポーネントの方式であ

ることを述べた。それは、最終製品の標準化で

はなしに、中間の部品・コンポーネントで量産

化を行い、その組み合わせで多様な最終製品を

生み出すことが可能となる。すなわち、このオー

プン・アーキテクチャー戦略のビジネスモデル

は、生産プロセスにモジュールのコンセプトを

取り込み、情報のオープンな流通と結合するこ

と、換言すると顧客が発信する情報を重視する

ビジネスモデルということができる。このビジ

ネスモデルの特徴は次の通りである。 

 

① 情報優位の顧客と購買エージェント 

 トヨタのホームページを見て分かるように、

そのサイトは、情報化によって顧客に情報がふ

んだんに伝わるようになり、生産者からの単純

なプロモーションには乗ってこないということ

を前提に作成されている５）。ユーザーは、自動

車購入に際してインターネットを活用して、そ

れが実際に購入に結びついている。現実に顧客

の購入は、ネット上で情報検索をしている顧客

を自分の店舗に引き入れるために、ネット上の

プレゼンスが必須であり、これで顧客の流れを

作ってくれる業者に大きな手数料が入る仕組み

になっている。 

 ネットワーク上では、売り手から買い手に流

れる情報だけではなく、買い手が発信した情報

がクチコミで他の買い手に流れる。これをビジ

ネスモデルに取り込んだのが、ネット上でオー

クション形式の個人間売買を行う場を提供して
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いるイーベイ（e-Bay）である６）。同社は中古

品やコレクターズ・アイテムなどの販売で爆発

的な人気と記録を上げることに成功した。 

 顧客が入手する情報は加速度的に増える一方

で、顧客はネットに溢れる情報を処理する時間

も能力にも限界がある。そこで、その役割をに

なって登場してきたのが購買エージェントであ

る。購買エージェントは特定メーカーの傘下に

は入らず、徹底して顧客の利害を代表するもの

である 7)。購買エージェントは顧客に密着して

特定メーカーの商品だけではなく、すべてのメー

カーの商品にまたがった購買記録を管理するメ

リットは大きい。たとえば、製造業から銀行に

例を取ると、銀行の窓口で販売される商品とい

うと、その銀行が開発した商品しか扱わないの

がこれまでの慣習であったが、金融の自由化以

降は他の金融機関の開発した投資信託商品も積

極的に販売するようになってきている。株式、

預金、生命保険、ローンなどの商品を結合して

顧客のニーズに合わせて提供するのが、今日銀

行や保険会社に求められている金融サービスの

実態であるといえよう。 

 

② モジュール化の一層の進展 

 それぞれの会社がシステム全体を開発するこ

とに伴う大規模な投資を避け、自社が付加価値

をつけうる部分のみに注力することによって、

開発投資は節約されかつ効率化も可能となり、

機動的な開発とマーケティングを行うことがで

きるようになる。小さく産んで、大きく育てた

自社製品をデファクト・スタンダード（世界標

準）化することに成功するならば、世界中のシ

ステムに不可欠となるモジュールを提供する大

企業に急速に成長していくことは、米国のマイ

クロソフトやインテル、AOL など枚挙に暇はな

いであろう。 

 モジュール化の問題は、それが最適な全体シ

ステムに必ずしも結びつかないことである。各

モジュールを設計する組織が互いに連携もなく、

勝手に開発を進めることで、全体として無駄の

多い仕組みを作ってしまう場合が少なくない。

しかし、モジュール化が有効なのは、システム

全体の中に無駄を作る余地を残してもよい、い

うならばそのような余剰能力がある場合である。 

 

４．リアル・オプションによる評価 

 

（１）プラット・フォームとネットワーク

型市場の創出 

 

 情報技術（IT）、とりわけソフトウェア技術

は、テクノロジーをデザインし、それに基づい

てさまざまなビジネス活動を調整する。マイク

ロソフトのオペレーティング・システム（OS）

はその典型的な例である。今井賢一によれば、

有力なハードウェアやソフトウェア、およびサー

ビスの集合の組合せは、企業の行動を導く「プ

ラットフォーム」（土台）を構成する 8)。プラッ

トフォームは、コンピュータ業界における標準

とルールを規定するとともに、供給企業にとっ

ては独占力の源泉となる。 

 さらに、情報技術（IT）のもたらす影響は、

不確実性の増大である。情報中心の経済や経営

への転換によって、リスクあるいは不確実性は

減少するどころか、かえって増大している。し

たがって、企業は不確実性やリスクに対して受

動的な対応ではなく、積極的に対処する必要が

ある。金融派生商品を代表するオプションや先

物取引など様々な手法が開発され、リスクに対

する手法は単に金融部門だけではなく、非金融

部門にも応用されるに至っている。リアル・オ

プション・アプローチは、企業の市場における

新しい行動様式を理解する重要なツールとなっ

ている。それは、まさに企業戦略と金融技術と

を情報技術を介して結合するものである９）。 

 ここで、プラットフォーム、ネットワーク型

市場、そしてリアルオプションという新しい概

念について定義しておく。まず、プラットフォー
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ムとは、技術相互間の相互接続のルールや標準

（ときには世界標準）を明示した現実空間ある

いは仮想空間を意味する。例えば、今日、宅配

便が存在することによって、消費者への直販が

できなかった地方の地場の企業が、大都会の消

費者と取引できるようになる。宅配便事業の先

駆者であるヤマト運輸は、オンライン・システ

ムによる宅急便荷物の追跡管理システムを1980

年から開始した。こうしたプラットフォームの

形成は、これまでとは違ったネットワーク型新

市場を形成する。 

 第１図は、消費財のロジスティックス構造の

変化を図示している。日本企業の伝統は、最下 

流まで系列化し卸や専属販社を利用する。多様

な消費者の需要に応えるために、量販店が登場

するが、在庫や輸送に伴うコストが増大する。

量販店にとっては、１つのメーカーの製品がフ

ルラインで入ってくるよりも、商品がメーカー

をまたがって売り場別に仕分けされて届くほう

が、コスト効率がよい。コンビニの店頭に品揃

えする商品は、競争力の高く、回転率の高いも

のでなければならない。コンピュータ・ネット

ワークによって、複数のプラットフォームが形

成され、競争力の強い製品が続々と誕生してい

る。その結果、情報産業にみられるように、収

穫逓増をもたらすような企業が生まれ、マイク

ロソフトの例のように、アーキテクチャーが事

実上の世界標準を勝ち取り、遂に独占的支配を

市場にもたらすことにもなる。それは、プラッ

トフォームのアーキテクチャーが後続投資と成

長機会の獲得を可能にするからである。この成

長機会の評価の手法がリアルオプションに他な

らない 10)。リアルオプションは、金融派生商品

の１つである金融オプションと同様に、行使価

格すなわち予め指定した価格で設備を取得する、

あるいは製品開発をする投資について経営者の

行う裁量的決定の「権利」であるが、決定によっ

て必ずこれを実行しなければならないという「義

務」は全くない。それは金融オプションと同じ

である。リアル・オプションの場合、設備ある

いは開発された製品からのキャッシュ・フロー

の正味現在価値が、リアル・オプションの価値

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出所：新宅純二郎、許斐義信、柴田 高編、「デファクト・スタンダードの本質有斐閣、104頁、2000年） 

第１図 プラットフォームの形成 
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になる 11)。 

 リアル・オプションは、設備の繰り延べ、拡

大や縮小、あるいは廃棄など、経営者の弾力的

かつ柔軟な意思決定を可能にする戦略的な投資

判断のツールを提供する。このうち、相互に関

連する一連のプロジェクトを生み出す初期投資

は、それが将来の成長機会をもたらすという意

味で「成長オプション」といわれる。研究開発、

原油採掘、戦略的買収、情報ネットワークなど

枚挙に暇がないが、これらが将来連続的に投資

あるいは開発に着手されるかどうかは、将来の

市場条件に依存する 12)。成長オプションの核心

は、市場が上方に向かったときは最大の利益を

享受できるのに対して、下方に転じたときは損

失を限定するということである。換言すれば、

その企業戦略的意義は、潜在的な投資利益を拡

大するとともに、投資による損失をできるだけ

縮小する、いわゆるアップサイド・プロフィト

（ upside profit）と、ダウンサイド・ロス

（downside loss）に狙いがある。この両方の非

対称性を活用することにより、従来の伝統的な

投資評価法である正味現在価値法（Net Present 

Value, NPV）を拡張する新しい評価法なのであ

る 13)。これを戦略的 NPV と称するならば、次

式のように表すことができる。すなわち、 

 

 戦略的 NPV＝伝統的 NPV＋成長オプション

の NPV   （１） 

 成長オプションの NPV＝伝統的 NPV－戦略

的 NPV   （２） 

である 14)。 

 成長オプションの一例を挙げれば、IBM のパ

ソコン市場への参入の戦略的意思決定の事例で

ある。IBM はオペレーティング・システム（OS）

の開発のため、マイクロソフト（Microsoft）が

開発したソフトを買い取るという当時誰もが予

想だにしなかった企業戦略を実行し、アップル

社（Apple）を抜き一躍パソコン市場を席捲し

たことは有名な話しである。IBM は自社開発こ

そしなかったものの、パソコンの内部仕様

（specification）の詳細な情報をマイクロソフ

トに提供するとともに、その開発作業を側面か

らバックアップしたことは容易に推察できる。

IBM の当初の調査では、パソコン市場は遅かれ

早かれ 10 億ドルの市場規模に成長・拡大するこ

とが予想された。逆にいえば、IBM がパソコン

市場に参入したからこそ、10 億ドルもの市場拡

大が達成されたともいえる。その当時のパソコ

ン市場は先の見通しは不透明で、かつ中小規模

の企業同士が互いにしのぎを競っていたのであ

る。 

 また、アップルやタンディ社などがパソコン

市場を支配する程度に成長するようなことにで

もなれば、両者の企業戦略は当然 IBM の本体

であるメインフレーム事業を脅かすことになっ

たかもしれないのである。こうした他社の戦略

的価値を見通したが故に､IBM の最高経営者は

パソコン市場への参入を 1981 年に決断し、その

参入によって更に次なるステップとして成長オ

プションの検討に入ることができたのである。 

 ただ今の事例は、情報産業の雄 IBM の情報

通信技術（IT）と金融派生商品の技術（FT）が

統合したリアル・オプションの例である。さき

に紹介した宅急便事業に進出したヤマト運輸も、

またこれに類似した共通点を見出せる。すなわ

ち、1970 年代に同社は東京でのデパート配送を

収益源とする事業から、1976 年２月に家庭から

家庭へ（from door to door）の荷物追跡システ

ムの情報オンライン化、という事業システムの

転換を図ったのである 15)。 

 

（２）オプションが創出する価値 

 

 伝統的な投資評価の方法である NPV 法は、

ある特定の割引率すなわち資本コストで割り引

いた将来のキャッシュフロー合計額が投資額を

上回るか下回るか、すなわち NPV が正か負かで

投資プロジェクトの採否を判断してきた。しか
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も、その前提にあるのは、いったんある投資対

象に投資してしまえば、回収できない。サンク・

コスト、埋没原価とみなしてきた。だから、い

ま投資しなければ、その投資機会は永久に失わ

れるというものである。しかし、投資機会をオ

プションとみなした場合、この前提は意味をな

さなくなる。不可逆性、不確実性、タイミング

の選択といった要素が投資の意思決定を根本的

に変えてしまうからである 16)。 

 投資の意思決定が不可逆性を有する可能性を

認識すると、投資を先送りできるという選択肢

が生まれる。将来の市場環境はつねに不確実で

あるため、早急に投資に踏み切るべき事態があ

る場合と、逆に少々待ってもう少し情報を手に

することで、不確実性を減らすことができるか

もしれない。 

 不可逆性と不確実性の果たす役割に加えて、

どのようにして投資機会（投資のオプション）

を獲得するかを理解することが大切である。電

力会社の場合を例に考えると、企業は自社の設

備投資計画を立案する場合に、大規模な設備に

資金を投ずるのと徐々に規模を拡張して将来の

成長オプションを確保するのと、どちらのメリッ

トが大きいか。大きな工場を一つ建設すれば、

単位あたりの生産コストを下げ、収益性を上げ

ることができる。しかし、需要の増加や燃料の

価格変化が不確定なときには、規模の利益と柔

軟性すなわち小規模な設備増設を数回行うほう

が価格変化の不確実性に晒されなくて済むかも

しれない。投資のオプション評価はこの目的に

適うものである。画期的な事例として、ニュー

イングランド電力システム（NEES）社は、こ

の新しい手法を適用して、NPV 分析ではマイナ

スとなるにもかかわらず、水力発電所の運転再

開に関する投資を先送りすべきだということを

示したのである 17)。 
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都 市 環 境 と 安 全 

 

 

 

佐 貫 利 雄  

 
 

 長野新幹線や東北新幹線が開通することに

よって沿線地域内に立地している都市は一方で

拠点性を一段と強化しているものと、逆に拠点

性を喪失して衰退しつつあるものとに両極分解

パターンをたどりつつある。 

 その結果、市町村にとって第１に 21 世紀社会

へ移行すると高齢社会化にともなう福祉政策－

－介護などの高齢福祉事務が一段と増加して地

方財政は逼迫せざるをえなくなること、第２に

廃棄物処理のために大型焼却施設の新増設とそ

の運営・管理・メーンテナンスが経営効率性を

飛躍的にたかめなければならなくなり、その経

営主体を従来一部事務組合などで運営してきた

システムが崩壊せざるをえなくなる、その結果、

市町村合併によって広域処理システムを選択せ

ざるをえなくなること、第３に排気ガス・騒音・

浄水・排水などの「環境保全」のための行政事

務といったものが拡大する。 

 以上の３点から、1953 年から 1955 年に実施

された大規模な市町村合併に匹敵するスケール

での行政再編成が必要に迫られる。他方、都市

環境整備に対する要請の多元化が一段と進むも

のと考えられる。 

 とすれば、21 世紀における都市環境とはどの

ようなものかを予め予測しておかなければなる

まい。 

 

（１）多元的都市環境論――20 世紀と 21
世紀との比較 

 

 いま 20 世紀後半における多元的都市環境と

21世紀における多元的都市環境とを比較すると、

図－１「多元的都市環境論」のごとくなると考

えられる。 

 まず第１に、都市環境といった場合、自然環

境だけのシンプルなものではなく、多元的都市

環境を大前提にしなければならないことになる。

すなわち、①「経済環境」、②「知的環境」、③

「情報・交通環境」、④「自由時間環境」、⑤「住

宅・医療環境」、⑥「自然環境」というように多

元的な都市環境が複合化されて形成されなけれ

ばならなくなりつつある。 

 すなわち、第１に「経済環境」に焦点をあて

ると、往時のような高度成長の時代にあっては

雇用・所得の量的拡大に焦点があてられたが、

今後はそればかりではなく、質的向上を達成す

ることが重要性をもってくる。21 世紀社会へ移

行すると高齢化・少子化・生産年齢人口減少化

によって、潜在成長力が２％前後にとどまると

予測されるので、雇用環境が悪化するにとどま

らず、本格的な低成長経済によって国家財政・

地方財政も往時のように年々歳々その規模を拡

大しうるような成長パターン――エスカレータ・

パターンからエレベーターンとも称するサイク

ルパターンへと転換し、積極財政を進める推進

力もすでに限界点に達して抜本的な制度改革を

余儀なくされることになる。 

 日本の経済成長パターンを 1960 年から 2000

年までの 40 年間について 10 年ごとに区切って

成長率を算出してみると、1960 年代の 10 年間
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は年率で 10.1％の高度成長が実現された。これ

によって所得水準の上昇がもたらされ、量・質 

ともにあらゆる分野での向上がみられた。1970

年代の 10年間には石油ショックと世界の同時不

況による経済の低迷によって零成長へ転落する

のではないかと懸念されたが、①公害防止投資

10.8 兆円、②省エネルギー技術開発と省エネル

ギー投資、③省力技術開発と省力化投資の積極

的な展開によって 4.4％成長経済にもってゆく

ことができた。80 年代は円高と海外生産にとも

なって日本の潜在成長率が低下して今度こそ「零

成長経済の時代」が到来すると考えられたが、

メカトロニクス革命によってなんとか 4.1％経

済成長が確保されたために、国家財政・地方財

政も赤字国債の発行などによる資金ショートを

回避して収支相償いしうることができた。しか

し、1990 年代へ移行するや、資産デフレによる

本格的な長期デフレに直面した。不良債権処理

をめぐる政策の立遅れ、超円高と海外生産の加

速化、過剰設備除却の渋滞、金融恐慌というよ

図－１ 多元的都市環境論（20 世紀から 21 世紀へ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表－1 年代別・経済成長の特徴点 

      項目 

年代別       

経済成長率 

（90 年価格） 
経 済 社 会 の 特 徴 点 

60年代（昭35～45） 10.1％ 黄金の60年代：重化学工業化・都市化（中進国→先進国） 

70年代（昭45～55） 4.4  激動の70年代：石油ショック・世界同時不況 

80年代（昭55～平2） 4.1  
グローバル化の80年代：240→120→94円（79円95） 

円高水準革命・海外生産・メカトロニクス化 

90年代（平2～12） 1.3  
資産デフレの90年代：PartⅠと PartⅡの狭間（踊場） 

不良債権・円高・海外生産加速化 

前半 1.4％ 資産デフレ（株式・土地価暴落）＝不良資産80兆円・過剰投資152兆円 
90年代 

後半 1.2  金融パニック（北拓・長銀・山一・三洋倒産97/11）・デプレッション長期化 

資料：経済成長率…経済企画庁「国民経済計算年報」から作成。但、90 年代後半佐貫予測 
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うな要因が複合化して、90 年代の平均成長率は

1.3％と限りなく零成長率に近づいてしまった。 

 そして、90 年代の後遺症を完全に回復するた

めには相当の歳月を必要とする。そのような経

済に加えて、前述のように「高齢化・少子化・

生産年令減少化」が 21 世紀社会へ移行すると一

段と進むので先端技術革新PartⅠが進展しても、

日本の潜在成長率は２％前後にとどまることに

なろう。 

 とすれば、個人の家計も、地方財政も、国家

財政も、本格的な低成長経済時代に対応した経

済・財政の運営を好むと好まざるとにかかわら

ず選択せざるをえない。 

 第２に「知的環境」に焦点をあてると、1990

年代は先端技術革新の狭間にあったが、21 世紀

へ移行するにつれて、先端技術革新 PartⅡが加

速度的に展開すると予想される。それだけに、

知識・技術・情報のスクラップ・アンド・ビル

トの時代が加速化し、「知的自転車操業の時代」

が始まるとみられる。21世紀社会へ移行すれば、

一段と都市にあっても知的環境の向上が極めて

重要な課題になる。 

 第３に「情報・交通環境」に目を転じると、

IT 革命によって時間距離零社会化がはじまり、

一方では交通需要の誘発効果が、他方では補完

効果を同時併行的に誘発することになる。さら

に、リニア新幹線やスーパー・テクノ・ライナー、

SST、超電導船等による第３の交通革命が展開

することにでもなれば、在来の情報・交通シス

テムとの分担関係をどのようにするか、さらに

は、都市環境にどのようにビルト・インするか

が大きい課題になろう。 

 第４に「自由時間環境」に焦点をあてると、

往時週休１日制のもとでは、年間休日数は 72

日にすぎず、単休日中心社会であったから休日

は労働の疲れをいやし、リクリエートする休息

のための時間として利用していたが、週休２日

制が実施され、これに 21 世紀には長期休暇シス

テムが導入されることになると、年間休日数は

164日に達し、往時の５日働いて１日休むパター

ンから、1.3 日働いて１日休むパターンへと移

行する。ローマの休日は 172 日であるから、限

りなくこれに近づくわけである。 

 その結果、21 世紀の休日は余暇といったもの

ではなく、拘束時間に対立する「自由時間」と

いった概念の時代へ移行し、そこでは自由時間

を如何に利用するかといったタイム・ゾーニン

グの時代へ移行することになる。 

 そして自由時間のなかで心と心とがふれあう

ヒューマン・コンタクト・ソサイアティ－－友

情社会の形成こそが都市環境形成にとって重要

なポイントになる。これこそは「自由時間コミュ

ニティ」の形成である。 

 第５に「住宅・医療環境」についてみると、

戦後家族制度が占領軍によって破壊された。そ

の結果、核家族化が急テンポで進んだため、「３

世代住宅コミュニティ」（図－２）の形成が困難

となった。本格的高齢化社会にとってこの３世

代コミュニティ形成は極めて重要な課題になる

が、それを実現するためには民法第 900 条「均

分相続の原則」を改正して、両親を扶養した人々

に手厚い配分をする「扶養者相続制度」へ相続

法を改正する必要がある。このためには憲法第

24 条を改正しなければならないが、今日の政治

はこのような難事にチャレンジしようとはして

いない。 

 「法の究極にあるものは政治である。」政治は

力である。法をつくり、法を破る力であるとす

るならば、今こそ 21 世紀社会の都市環境の創造

にむかって政治の力を発動させるべき秋にきて

いる。 

 社会的正義とは、平等である。しかし、平等

には、「悪平等」と「機会の平等」とがある。日

本の憲法第 24条は当に悪平等を連合軍によって

押しつけられたわけであるから機会の平等に改

めるべきものである。このような政治の力が働

くことを期待するのが 21世紀の政治の良識と考

えたい。 



- 14 - 

バリア・フリーの住宅・都市の設計をいくら行っ

ても、家の中での老夫婦～若夫婦～孫といった

３世代にわたるヒューマン・コンタクト・ソサ

イアティの形成なしには安心立命の家庭と都市

環境の創造は不可能である。 

 同様に医療制度自体も非人間的な医薬技術の

みでは患者に満足を与えることができなくなっ

てくる。「手当て」ということは医者と患者の手

と心のふれあいによって初めて真の治療ができ

ることを表現している言葉である。 

 心がふれあわない医療システムこそ「生ける

死屍」を生かしつづけるような制度にしている

わけで、21 世紀における医療環境は当に高齢化

社会における「手当て」こそが最も重要なポイ

ントになると考えたい。 

 このようなことが欠如したために「尊厳死」

こそが高齢者を極楽浄土へ導く唯一の方法であ

るという考え方に説得力がおびてくる。 

 第６に「自然環境」に目を転じると、「緑と太

陽と空間の街」をつくることこそが、大切とす

る考え方になるが、文学的表現としての都市環

境論としては、すばらしいものであっても、都

市工学的視点に立てば、そのような都市政策は

失格ということになる。 

 都市地域における１km２
当りの緑・地表・コ

ンクリートの比率をどのように組合せるか、又、

１km２
当りの CO２、NOx、SO２等の発生量をい

くらに押えるかといった計数的裏付のある自然

環境の創造こそが 21世紀社会にとって重要にな

るわけである。 

 以上の多元的視点に立った都市環境の創造こ

そが 21世紀の高齢化社会における都市計画論の

基盤とならなければならない。 

 20世紀における都市環境を１つの図にまとめ

ると、図－１の白で描いた多元的環境を形成さ

せることであるとすれば、21 世紀は、外環を形

成する斜線のような都市環境を創造することに

ある。 

 すなわち、多少なりとも経済環境を犠牲にし

てでも、知的環境と自然環境とを極大化する一

方、情報・交通・自由時間・住宅・医療環境を

バランスよく向上させることこそ、21 世紀の多

元的都市環境創造の理論でなければなるまい。 

 

 
 

図－２ ３世代コミュニティ・システム（Ｗたすきがけ）社会 
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（２）多元的都市環境とセキュリティ 
 

 図－３「多元的都市環境主軸論」に示すよう

に、多元的都市環境の創造のために厖大なエネ

ルギーを使って実現したとしても、都市におけ

るセキュリティ（安全性）が確保されていない

かぎり、持続力を喪失することになる。 

 都市における安全性（セキュリティ）をかり

に図－２に示すように「都市軸」というように

位置づけ、この都市軸（安全性）を確保するた

めに、多元的都市環境との間に情報ネットワー

クを形成させたとすれば、第１にＧ１＝天災－

地震・火山・洪水・台風・津波などに強いセキュ

リティ・システムを形成させると共に、第２に

Ｇ２＝人災－犯罪・交通事故・火災・暴動・革

命・戦争に強い安全性の確保こそが基本である

といわなければなるまい。 

 そこで、論点を都市化と犯罪との関係に焦点

を絞って都市におけるセキュリティについて若

干の分析を試みることとしたい。 

 ① 都市化と犯罪との地域別相関性分析 

 

 いま、横軸に都市化度を、縦軸に人口１万人

当り刑法犯総数（認知件数ベース）を全国平均

を 100 とした犯罪格差係数として両者の相関関

係をみると、図－４「都市化度と犯罪格差との

相関性」のごとくなる。 

 すなわち、Ａ・Ｂの回帰線が描かれ、いずれ

も右上りの正相関性をもっていることがわかっ

た。都市化がすすめば、犯罪は増加するという

ことである。ただし、地域的特性からみて回帰

線外に位置する県もでてくるわけである。その

代表的地域が福岡・和歌山・滋賀を結ぶ県で、

都市化度が 68.4％で、犯罪格差係数 155.3 と日

本一の高いレベルに達しているのが福岡県であ

る。石炭産業で繁栄し、1955 年には日本列島で

キャデラックの保有台数が最も多かった県が福

岡県であったことでも十分首肯しうるところで

ある。しかし、エネルギー革命によって石炭産

業が 1961年の出炭量 5.541万トンをピークに 

図－３ 多元的都市環境主軸論 
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図－４ 都市化度と犯罪格差との相関性 
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年々歳々減少しつづけ、今日では 300 万 t 台と

16 分の１にまで減少し、21 世紀には出炭量が０

になる可能性が高い。 

 このような基幹的産業の斜陽化によって有効

求人倍率も 0.41 と全国平均 0.58 を大きく下

回って雇用環境が悪いなどが大きく犯罪発生の

インパクトになっている。 

 このような経済環境にあるか、それとも大都

市の郊外地域に立地している県であることが、

都市化度以上に犯罪格差係数が相対的に高く

なっている。 

 これとは逆に都市化度の進展に比較して相対

的に犯罪格差係数が低い地域がある。その代表

的なものが長崎・青森・佐賀・山形・石川など

である。コミュニティが今なお社会的安定性に

大きく寄与しているからである。 

 ところで、Ａ回帰線上にある地域は、右上か

ら左下に向って東京・大阪をはじめとして京都・

愛知などの先進県、広島・宮城・静岡といった

中進県、福島に代表される後進県になり、所得

格差係数が低く、都市化度も低い地域になるに

したがって左下にランクされている。 

 又、Ｂ回帰線上にある県をみると、神奈川・

兵庫・奈良といった巨大都市の近郊県についで

左下に宮崎から島根にいたる各県が配置されて

いる。 

 しかも、Ａ回帰線の都市化度と犯罪格差係数

との相関係数はＲ＝0.9666、Ｂ回帰線にあって

は、Ｒ＝0.9732 といずれも相関関係が極めて高

いということである。 

 

 ② 都市化と凶悪犯罪との相関関係分析 

 

 ところで刑法犯罪のなかで、殺人・強盗・強

姦・放火を合計した凶悪犯罪の人口 10 万人当り

認知件数と都市化度との相関関係がどのように

なっているかを検討してみよう。 

 図－５「都市化度と凶悪犯罪格差係数との相

関性」によると、第１にＡ・Ｂ２つの回帰線が

描かれ正相関関係にあって相関性が極めて高い

ということである。 

 第２にＡ回帰線に焦点をあてると、大阪・神

奈川のように都市化度が 90％台まで、極度に進

展してしまっている地域では、凶悪犯罪が比較

的多く発生している。これに対して京都は都市

化度が 82％で凶悪犯罪格差係数は９割台の

95.4％と全国平均以下に低下している。1200 年

の歴史をもった社会的安定性の高い京都は都市

化が進んでいるのにもかかわらず凶悪犯罪の発

生件数が相対的に少なくなっている。さらに都

市化度が６～７割台の愛知・兵庫・広島・北海

道では凶悪犯罪格差係数が 80％台とこれまた都

市化度に比較して相対的に少なくなっている。

凶悪犯罪は巨大都市において多発しており、人

口集積とは逆相関関係にあることもあって都市

化度の低下を大きく上回って凶悪犯罪格差係数

が低下していることも一つの特徴といえよう。

そして、都市化度が 50％以下の地域になると、

凶悪犯罪格差係数は 70％を割って 60％台におち

ている。 

 Ｂ回帰線に目を転じると、都市化度が 70％前

後である福岡と千葉が意外にも凶悪犯罪格差係

数が 150％前後と極めて高い値を示している。

石炭という斜陽産業をかかえている福岡、巨大

都市の郊外ベッドタウンとして新開地である千

葉の両県が凶悪犯罪が相対的に多くなっている。

これと同じ事情にあるのが埼玉である。駐留軍

が多い沖縄は、都市化度は 64.7％とそれほど進

んでいるわけではないが、大都市郊外地域並み

の凶悪犯罪が人口 10万人でみると多発地域化し

ているのは、何故であろうか。 

 さらに、都市化度が 50％を割って 30～40％台

に低くなった地域をみると、巨大都市の周辺県

である茨城・栃木・和歌山・滋賀・群馬の各県

は都市化度が 40～50％と差して都市化が進んで

いないにもかかわらず凶悪犯罪格差係数が 110

前後と相対的に多発している環境条件にあるこ

とがわかった。これに対して都市化度が 30～40％ 
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図－５ 都市化度と凶悪犯罪格差係数との相関性 
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表－２ 地域別・犯罪格差（人口 10 万人当り認知件数） 

犯罪格差（全国平均＝100） 項目 

地域 

人 口 

（1995年) 

都市化度 

（1995年） 刑法犯総数 凶悪犯 粗暴版 窃盗犯 

所得格差 

（1996年） 

有効求人 

倍  率 

（1997年） 

全  国 125,570 千人 64.7％ 100.0％ 100.0 100.0 100.0 100.0  0.58 倍 

北 海 道 5,692   72.7  89.7  81.3 89.4 96.9 88.5％ 0.39  

東  北 12,324   42.5  69.2  62.1 55.8 68.4 87.7  0.75  

関  内 10,020   37.1  84.4  94.1 60.2 88.0 97.3  0.77  

東京都市圏 32,577   80.2  120.8  142.5 144.6 116.9 115.7  0.50  

東 海 14,547   60.6  98.9  71.5 85.4 102.9 107.7  0.44  

近 畿 20,627   79.4  115.3  100.6 89.7 114.9 101.8  0.45  

北 陸 3,130   43.3  60.5  71.7 45.7 61.1 96.6  0.87  

中 国 7,775   47.8  85.8  77.8 87.5 85.5 91.9  0.81  

四 国 4,183   40.2  76.8  79.3 69.2 81.1 84.5  0.66  

北 九 州 8,593   57.1  110.7  114.9 161.0 111.2 85.2  0.45  

四 

地 

方 

南 九 州 4,830   40.7  70.4  66.8 70.1 71.2 76.0  0.46  

沖 縄 1,273   64.7  81.5  131.5 91.7 85.5 68.1  0.20  

関 東 125,570   75.7  112.3  131.1 124.8 110.0 111.4  0.56  

 

表－３ 県別・犯罪格差（1998 年・人口 10 万人当り） 

犯罪格差  項目 

都府県 

刑法犯 

総 数 
凶悪犯 窃盗犯 

少年犯罪 

比  率 
凶悪犯罪 

住宅規模 

(1998 年) 

持家比率 

(1998 年) 

宮 城 103.0％ 56.8 104.6 26.8％ 34.8％ 107.1％ 60.4％ 東
北 山 形 54.8  65.1 51.8 26.6  15.4  133.2  76.4  

栃 木 89.1  108.2 88.8 16.0  25.2  110.3  69.1  関
内 長 野 79.3  68.0 85.1 19.2  20.5  127.9  71.5  

埼 玉 120.6  131.4 116.3 16.5  41.2  93.7  63.1  

東 京 131.7  168.6 124.1 15.9  26.8  71.0  41.8  

東
京
Ｍ
Ａ 神奈川 98.6  108.7 99.4 17.2  36.4  84.4  54.0  

愛 知 116.4  83.4 120.6 15.0  29.9  107.1   57.9  

京 都 116.6  95.4 114.7 20.2  30.6  92.9  59.5  

大 阪 137.9  120.4 136.9 20.9  37.6  80.4  49.7  

京
阪
神 

兵 庫 85.9  82.2 86.3 19.7  33.3  99.2  61.0  

石 川 53.9  55.4 56.1 14.4  11.1  130.2  68.0  

広 島 103.3  82.3 105.2 23.2  37.9  101.4  60.1  

四
地
方 

福 岡 155.3  154.9 158.3 21.5  29.1  92.9  54.0  
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前後の大分・高知など後進県にあっては、凶悪

犯罪格差係数が 80％以下に下り、概ね 70％前後

になっている。これらの地域にあっては地域コ

ミュニティが今日もなお残存していることもあっ

て、凶悪犯罪の発生を抑えているとみられる。 

 以上のＡ・Ｂ回帰線の中間にあって最高の凶

悪犯罪格差係数が 168.6％を示しているのが東

京である。巨大都市に凶悪犯罪が集中している

現実を直視した多元的都市環境を安定的に維持

しうる防犯・治安システムが必要であることを

雄弁にも物語っている。 

 いま、日本列島の地域別都市化度と犯罪格差

との相関性をみるために、作成したものが表－

２「地域別・犯罪格差」である。これによると

都市化が進んでいる東京・京阪神という巨大都

市をもった東京都市圏と近畿が犯罪多発地域と

なっており、とくに、東京都市圏にあっては、

凶悪犯罪格差係数 142.5％、粗暴犯罪格差係数

144.6％、窃盗犯罪格差係数 116.9％と他地域を

大幅に上回って各種犯罪が多発していることを

物語っている。 

 さらに、県別にこれをみると、表－３「県別・

犯罪格差」のように、都市圏内における都心機

能が集中立地し、昼間密度が高い東京都と大阪

府とが群を抜いて犯罪格差係数が高く、かつ、

凶悪犯・窃盗犯といった認知件数が多く、凶悪

な犯罪が多発している。 

 

 ③ 都市化度と窃盗犯罪格差との相関性分

析 

 

 このことについての相関性を分析したものが

図－６「都市化度と窃盗犯罪格差との相関性」

でる。凶悪犯罪のケースと基本的パターンにお

いてはほぼ変っていない。右上りの正相関関係

にあり、相関係数もＡ回帰線 Ｒ＝0.9004、Ｂ

回帰線 Ｒ＝0.8626 と比較的高い。ただその相

関係数が凶悪犯罪のケースよりやや低くなって

いるのは、窃盗という犯罪は都市化度と所得格

差や雇用環境を示す有効求人倍率との関係がよ

り高い相関性をもっているからである。 

 

 凶悪犯罪と住宅規模との関係 

 凶悪犯罪は住宅規模に大きく左右されるので

はないかとの仮説をたてて、一つの図表を作成

したものが、図－７「住宅規模格差と凶悪犯罪

格差との相関性」である。 

 これによると、住宅規模が大きくなる地域ほ

ど、凶悪犯罪の発生率が低くなるといった逆相

関関係にあることがわかった。その相関係数 Ｒ

＝－0.7426で概ね一応の逆相関関係があること

を実証している。ただ回帰線からややはずれて

いる福岡・福井・鳥取・秋田・富山といった地

域は、それぞれのもっている地域の特性からく

るものと考えられる。これに対して千葉・埼玉・

茨城・栃木・滋賀・岐阜は、大都市の周辺地域

であるために地価の上昇率においても又、地価

の絶対水準が高く、かつ、年収の５年分以上の

住宅価格の制約から狭少過密住宅が圧倒的に多

い地域になっている。このことが、実は、凶悪

犯罪が相対的に多い原因になっているのではな

いかと考えられる。総じていうならば、住宅規

模の大小が凶悪犯罪と極めて高い相関関係を

もっているということである。 

 

 外国人犯罪の急増とその国籍構造 

 さらに、巨大都市の業務地域を中心に急速に

国際化・グローバル化が進んでいるが、これに

ともなって、外国人犯罪が急増している。 

 このことを雄弁に物語っているものが表－４

「外国人犯罪の犯種構造と国籍構造・マトリッ

クス表」である。 

 1990 年から 98 年までの８年間に外国人で警

察当局によって検挙された人数は、90 年 17,685

人から 98 年には 44,454 人と 2.5 倍にも急増し

ている。 

 これを罪種別にみると、最も多いのが窃盗犯

で 26,748 人・全体の 60.2％を占めている。最 
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図－６ 都市化度と窃盗犯罪格差との相関性 
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図－７ 住宅規模格差と凶悪犯罪格差との相関性 
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近における集団を組んで、従来型の鍵なら２～

３分で開ける特殊技能をもっているという、下

見調査担当者・鍵を開ける犯人・見張りを担当

するもの・運転して逃亡を助ける担当者という

ように機能分担を行っている共同正犯グループ

が４～５人で形成されているといわれている。 

 第２位は特別法犯で 11,751 人・26.4％で銃刀

法・麻薬大麻等にかかわる犯罪がその中心となっ

ている。 

 では、この外国人の犯罪人を国籍別にみると、

どのような特性があるかを検証してみよう。 

  第１位 南北朝鮮 13,645 人・30.7％ 

  第２位 中  国 12,151 人・27.3％ 

で、この２国で 25,795 人に達し全検挙犯罪人の

６割・58.0％を占めている。 

 これに第３位ベトナム 4,525 人・10.2％を加

えると 68.2％－約７割となる。 

 いま、世界を地域で分けて、外国人犯罪者数

をみると、アジア人 37,621 人でなんと 84.6％

を占めていることに注目する必要があろう。で

は南北アメリカはどうか。ブラジル人の 3,713

人を中心に 6,050 人・13.6％で、アメリカ人は

373 人・0.8％にすぎない。又、ヨーロッパ人は

475 人・1.1％である。 

 とすれば、都市とくに巨大都市における外国

人による犯罪防止――セキュリティの確保には、

国柄や特性の十分な分析が必要になってこよう

し、ビザ・パスポートなどの発行のみでなく、

定期点検システムの確立が緊要である。 

 

むすびにかえて 
 

 多元的都市環境を維持しうるためには、都市

主軸にセキュリティの確保が大前提となること

を述べたが、日本社会が 21 世紀に本格的に①高

齢化・少子化・生産年齢人口減少化に移行する

こと、②リニア新幹線・ＳＴＬ・高速道路・空

港等の交通環境を総合的にみた整備と大都市圏

の整備に重点を志向せざるをえないであろうし、

③多元的都市環境のバランス化と安全性という

セキュリティの確保を大都市とくに巨大都市で

真剣に実行する戦略と戦術との展開が必要であ

ろう。なぜならば、東京を中心に日本の安全性

が往時のアメリカのニューヨークに代表される

ような大都市の『安全性の危機』に直面してい

るからである。 
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市場の選択と政府の役割
1）

 

－ポーランド移行経済10年、市場は何を選択したか？－ 

 

 

 

和 田 正 武  

 
 

１．イントロダクション 
 

1997年 3月から 2000年 3月迄の３年間をポー

ランドの経済省で産業政策の顧問としてすごし

た。 

産業政策はある意味で政府がその国の産業構

造の将来にヴィジョンを持ち、そのヴィジョン

の実現をめざして市場に介入しつつ誘導する政

策であるといえるが、そうした考え方は現在の

ポーランド、そして今日、EU への加盟を果た

そうとしている旧社会主義の中東欧の国々に

とっては決してポピュラーな物ではない。そこ

には市場の選択を最良のものとする考えと、市

場の選択にすべてを委ねるべきではなく、経済

運営に何らかの政府の役割を認めるべきとする

考えの間で、長い経済学上の議論が存在する。

筆者は民間部門が十分に発達していない国にお

いては、その経済の将来をすべて市場にゆだね

ることはできず、ある場合には政府は積極的役

割を果たすべきとの立場をとる。ここでは民間

部門が十分発達した EU や日米などの国々が現

在取っている、規制緩和、自由競争政策とは自

ずから違った経済政策アプローチが有るべきと

考えている。 

1980年の連帯の結成から始まるポーランドの

政治経済改革は、1990年１月からのバルセロビッ

チ蔵相による、いわゆるショックセラピーの採

用により新しい段階を迎えた。1990 年の経済改

革は安定化政策をまず中心とし、自由化政策、

競争政策、民営化政策がとられた。当初産業政

策とは『何もしないことがもっともすぐれた産

業政策である』とされ、政府は個別産業への経

済活動への介入から手を引き、市場の選択にす

べてをゆだねることが良しとされた。これは、

それまでの長い政府統制の時代への反発からく

るものであり、当然の感情でもあったであろう。 

しかし、その後、生産の大きな落ち込み、安

定化政策による緊縮財政、高金利政策での不況

は大量の倒産、失業をもたらした 2）。産業構造

的にはそれまで未発達であった金融・保険、あ

るいは商業などの拡大はあったが、輸入自由化

によって国内市場が奪われた軽工業の縮小、国

_________________________________________________________________________________________

1） 本ペーパーは2000年12月ウイーンで開催された“International Conference on TheTen Year Review of 
Transitional Economies and Challenges in the next Decade”でのプレゼンテーションを元に加筆したもの
である。 

2） 1990年に取られた政策はいわゆるショックセラピーといわれるもので、それまでの物不足とハイパーインフ
レの解消にまず主眼が置かれた。そのため、貿易の自由化、為替の自由化がされ、また消費を押さえ、イン
フレを終息させる意味からも高金利、均衡財政政策がとられた。その結果、インフレ、物不足は急速に解消
したものの、経済は冷え込み、生産は大きく落ち込んだ。鉱工業生産指数は90年－26.1％、91年－11.9％。 

3） ソ連がコメコン貿易をハードカレンシーで決済を行うとしたことから、1991年12月コメコン体制はもろくも
崩壊した。 
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内投資の縮小、COMECON 市場の崩壊 3）など

による資本財産業の縮小があり、厳しいリスト

ラに見舞われる産業への支援対策を含む『産業

政策』の必要性が求められるようになっていっ

た。すでに 1991 年には商工省によって地域企業

へのある種の政府の支援がはじまった。そうし

た中で政府は 1992 年中央計画庁がまず、

“Guidlines of Economic and Social Policy for 

1992”を発表、ここでは産業の将来性をにらみ

つつ４つのグループに分け、それぞれ金融、通

貨、関税などの適切な介入手段を取るべきと提

案している。さらに商工省ではすでに 1991 年よ

り特定地域産業や個別産業のリストラ計画の策

定を始めていたが、更にリストラ支援の組織と

して産業開発公社（Industrial Development 

Agency)、ポーランド開発銀行などが設立され

た。また、1993 年には Industrial Policy を発

表、ここでは産業政策を『市場メカニズムを阻

害するのではなく、市場メカニズムを利用しつ

つ経済政策のゴールに到達することをめざすも

のである。』とし、リストラと民営化プロセスを

連携させつつ重要産業の競争力強化をはかろう

とした。この産業政策では、戦略産業として、

軍需、燃料、電力産業を指定、また、資本集約

型の鉄鋼、造船、化学、セメント、紙パルプを

重要産業として選択している。さらにこの他、

high need, high opportunity sector も選ばれ、

1995年までに各セクター毎の合理化計画が策定

されることとなった。ここで策定された計画の

多くは海外のコンサルティング企業の手になる

もの 4）で、その後鉄鋼、石炭などはこの計画に

そって合理化計画がすすめられることとなった。 

しかし、その合理化計画の実施にあたって、

政府は事業の縮小に伴う雇用対策の支援は行っ

たものの、生産施設の合理化、近代化投資は殆

どがそれぞれの企業の自主的努力 5）にまかされ

たため、計画そのものの一部しか実行できず、

先に設立された産業開発公社、ポーランド開発

銀行等も十分に機能せず、リストラ計画そのも

のも大幅に遅れることとなっている。 

ポ－ランド政府が各産業セクターの合理化計

画を策定しながら積極的近代化投資への支援を

せず企業の自主性に委ねたことについては、1993

年12月発効の EU との Association（準加盟）

Agreement による政府援助（State Aid)の禁止

6）、また GATT(WTO)への加盟、OECD への加

盟7）などにより、民間部門の自由競争をゆがめ

る可能性の有る、国による特定産業への支援は

失業対策を除いてはできないこととされたこと

とも関係がある。EU の準加盟条約中の State 

Aid の禁止条項は2000年に至り国内法としても

確定し、ポーランドは東アジア諸国が行ってき、

又西ヨーロッパでも80年代まで一般的であった。

国による特定産業の支援の方策を失うことと

なっている。 

ポーランドにおける石炭、鉄鋼の合理化計画

は目標としては明らかに将来の国際市場での自

立化、競争力の強化であるにもかかわらず、そ

こで国がとっている政策は生産能力の縮小、非

効率鉱山の閉山、過剰従業員の削減のための一

時退職金、失業保険などの支払い補助などであ

り、生産設備の近代化投資への支援などは殆ど

_________________________________________________________________________________________

4） 例えば鉄鋼の合理化案はカナダのコンサルティング会社により、策定された。 
5） 鉄鋼の合理化計画は97年までに約２億ドルが注ぎ込まれたが、その殆どは自己資金であり、政府からの資金

支援は環境対策などわずかし過ぎない。 
6） 1991年12月に署名、1993年12月に批准、1994年2月に発効した準加盟協定の第63条によれば、『特定の事業、

特定の商品を益することによって競争をゆがめ、あるいはゆがめる恐れが有るような公的支援は本協定に違
反する』とされている。 

7） OECD は1990年12月、ポーランド、ハンガリー、チェコスロバキア３国の将来の加盟を前提にした協力プロ
グラム(PIT)を開始、チェコは1995年12月、ハンガリーは1996年5月、ポーランドは1996年11月に OECD へ
の加盟を果している。GATT については1967年に加盟しているが、その後実質的活動を停止、1980年代から
活動を再開した。WTO へは設立と同時に参加。 
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含まれていない。これは日本が 1950 年代におこ

なった石炭、鉄鋼業復興のための傾斜生産方式、

その後石油との競合の中での石炭産業のスク

ラップアンドビルド政策、70 年代以降のゆるや

かな縮小計画、又、鉄鋼業の 60 年代の幾次かに

亘る合理化計画への政府、政府系銀行による支

援と比べ、大きな違いを示している。日本の場

合、石炭産業については政府による生産活動維

持のための支援策が長く続けられ、そのことは

巨額の財政資金の投入とユーザー産業への負担

を強いるものであり、しかも、その結果として

競争力ある石炭業を維持することはできなかっ

た。このことは政府の支援が早い時期に打ち切

られていれば、その国民への負担はもっと少な

くて済んだとの批判もあるが、他方、一時 50

万人の従業員を抱えた産業を大きな社会的問題

をおこさず、フェーズアウトすることができた

との見方もある。一方、鉄鋼については明らか

に政府主導の合理化計画の実施により、1960 年

代後半には世界一競争力ある鉄鋼業を成立させ

ることとなり、積極的合理化政策は成功であっ

たと考えて良いであろう。 

ポーランドの産業セクター毎の政策は産業調

整政策が中心であり、その意図に反して産業構

造政策、産業高度化政策が欠けていると言うこ

とができるであろう。 

ポーランドにおける産業政策アドバイザーの

３年間を『市場はなにを選択するか？』を知る

ことに努めてきた。仮に市場の選択が国の将来

の経済活動にとって好ましくないもので有れば、

政府はその動きを本来是正しなければならない

であろう。そこに産業政策の意義がある。 

当方の見方ではポーランドはこの経済開放の

10 年、政策にある程度の揺れはあるものの、基

本的には、民間部門が未発達で、企業組織やそ

の経営手法が市場経済に十分アジャストされて

いない段階 8）で、将来の産業構造、産業組織を

市場に委ねるという政策を取りつづけることと

なった典型的例であると考えて良い。統制的計

画経済から個々の企業の自己責任、自己判断に

その経営を任せるという環境変化は当初大きな

混乱を巻き起こした。しかしポーランドでは経

済の縮小、混乱は非常に短期間で終わり、92 年

には経済は回復軌道に乗り、その後概ね好調な

マクロ経済の成果 9）を出しており、中東欧の優

等生といわれる。 

これはポーランド人の、市場経済という新し

いシステムへのアジャストメントの早さの他に、

Paris Club, London Club による多額の負債の

削減 10）、東西ドイツの統一による特需、そして

94年以降の大幅な外国資本の流入に助けられて

いると考えて良いであろう。そして、政府はマ

クロ経済の安定に努力し、民営化、規制緩和を

すすめることにより、国内では急速かつ活発な

構造変化が起こっていった。以下産業政策のア

ドバイザーの立場から、市場の選択に委ねたこ

の10年間にポーランドの経済構造はどう変った

かをいくつかの分野を例にあげて議論すること

とする。 

 

２．産業構造の変化 
 

マクロの経済構造は一言でいえば製造部門の

シェアーが縮小し、それまで未発達であった商

業、金融、保険、対個人・対事業サ－ビス業の

発達がみられた。これらの分野は当然新しい経

_________________________________________________________________________________________

8） ポーランドの民間部門の GDP に占める比率は年々上昇し、1999年には60％を越えている。しかし、企業の
所有形態が変っても企画、販売、研究開発などの機能は弱体で、市場ニーズへの対応も十分とは言えない。 

9） GDP は90年－11.6％、91年－7.0％のマイナス成長の後、92年には＋2.6％とプラスに転じ、94年以降５～７％
の高成長を維持している。 

10）1989年時点で外国債務は GDP の44％、41 billion USD に昇り、すでに80年代から返済繰り延べが行われて
いた。バルセロビッチの努力やポーランドの地勢学上の重要性から、Paris Club, London Club はそれぞれ
92年、94年に約50％の債務削減を決定、それはその後のポーランド経済の回復を大きく助けたと考えられる。
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済体制の中で、大きなビジネスチャンスを持っ

ていたし、金融、保険を除けば比較的参入障壁

も低いと言える。新しく発生した企業の多くは

商業、サービス業に集中しており、それらは新

しい雇用の受け皿をつくり、又、経済活動を弾

力的、効率的にすることに大きな効果をもった。

一方、製造業についてみると、それまでの重工

業に偏重した産業構造が崩れ始めたが、同時に

軽工業も輸入自由化に伴い大幅な縮小をとげ、

また、資本財産業である産業機械セクターは壊

滅的打撃を受けた。当初２～３年は国内に基礎

的ニ－ズがあり、又、外国市場から守られてい

た電力供給、石炭、鉄鋼、食品加工のシェアー

の拡大が起こり、次いで次第に外資企業が消費

財、更には耐久消費財産業への投資を開始する

に及び、新しい経済環境に対応した産業構造が

作られるようになった。しかし、ここで形造ら

れる新しい産業構造はポーランド市場に自由に

アクセスすることができるようになった外国企

業の選択に委ねられていたと言ってよい。ポー

ランド政府は望ましい産業構造のビジョンを示

しておらず、外資企業の選択する産業構造をそ

のまま受け入れることとなった。 

もう少し細かく産業構造の変化を、例えば繊

維産業（グラフ１；繊維製品の貿易構造の変化。）

についてみる。かってポーランドの繊維産業は

綿花、羊毛を輸入し紡績、織布、縫製、染色を

行い、完成品である衣料品を自給、更に輸出す

る一貫生産体系を持ち、かつ紡績機、織機、縫

製機も自給していた。しかし、10 年後の今日で

は、糸、布を輸入し、国内企業は縫製部門に集

中、しかも彼等はブランド力、販売力、したがっ

て商品企画力を持たないことから、外国有名企

業の名のもとで生産機能のみを提供し OEM 生

産を行い、外国企業のブランド名で輸出される

ことが一般化してる。さらに、繊維機械につい

ては紡績機、織機の国内需要はなくなり、又国

内需要のある縫製機械は輸入に頼ることとなり、

殆ど壊滅状態となっている。 

表１ 繊維機械の生産推移 

 1990 1993 1994 1995 1996 

全体（トン） 9180 625 979 882 918 

紡績機械（台） 589 99 58 56 56 
 

この繊維産業に見られる構造変化は、輸入の

自由化、特に原料、中間材への低関税率の適用、

さらにアジア諸国への特恵関税の適用といった

ことと無関係ではないであろう 11）。そして、今

日世界の繊維産業を取り巻く市場環境の中で、

ポーランドの担い得る役割は西側諸国のメー

カーの OEM 企業としてであるというのは厳し

い現実であると言わなければならない。 

なを、戦後日本がとってきた産業構造政策は

産業構造の高度化であり、日用最終製品からそ

れを支える資本財産業としての機械産業、そし

て部品、材料産業の高度化を図り一貫生産体制

を確立することであったことを考えると、ポー

ランドはかって完成していたその一貫生産体制

を自ら放棄し、その極一部、縫製部門に特化し

ていかざるをえなかったということは、産業構

造論的には、発展というよりは退化現象とさえ

言える。それはかっての COMECON 市場にお

けるソ連を中心とした分業体制のなかでも、で

きるだけ自立的経済体制を維持しようとしてき

たポーランドが、新しい開放体制の中で、EU

諸国との新しい分業体制に組み込まれていく姿

を見るものであるといえる。もちろんポーラン

ドの縫製メーカーの中には OEM を通して西側

諸国の技術、経営方式を学び、しだいに自らの

ブランドを確立しつ、国内市場にある程度の地

歩を築きつつあるところも見られはじめており、

それはポーランドの繊維産業にとっての新しい 

________________________________________________________________________________________

11）90 年 1 月の貿易自由化措置の中で、関税は一時停止され、外国品の自由な輸入がはじまった。その後、完成
品を高く、原材料は低くする関税政策がとられた。また、GATT に加盟、特恵関税の供与を行っている。 
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生き方であろう。ただ、彼等はますます原糸、

原布、染色、機械については輸入依存を強め、

国内に再びこれら関連産業を育てることは難し

いように思われる。 

 

３．産業組織の問題 
 

計画経済、統制経済から市場経済に入るにあ

たってもっとも重要な変化の一つは、それまで

の独占的供給体制を改め、競争をどのように導

入するかということであった。計画経済時代、

ポーランドでは生産活動に対して、細かく製品

毎に生産者が決められ、相互の競合が慎重に避

けられるようになっていた。つまり、原則一製

品一生産者の独占生産体制がとられていた。し

かも生産品目は政府により、割り当てられ企業

は関連製品分野への生産の多様化はできず、例

えば家電については掃除機、洗濯機、冷蔵庫な

どがそれぞれ別会社で独占的に造られ、総合家

電メーカーを構成することがなかった。こうし

た非競争、独占、特化生産体制はポーランドに

おいては 80年代はじめの改革から徐徐に変化す

ることとなった。まず、政府の企業統制の組織

であった企業合同 12）が解体され、その傘下メ

ンバーの企業には自主的経営権が与えられ、政

府からの指令にある程度の自由度を持つことと

なっていた。90 年１月よりバルセロビッチの経

済改革で競争政策は確固たるものとなった。す

なわち 1990 年２月、Anti- Monopoly Law が制

定され、Office for Competition が設置 13）され

ている。そして、今日ポーランドは EU 諸国と

比べても進んだ競争法を持っているといわれる

までになった。しかし、逆に今日のポーランド

産業界における大きな問題の１つは産業組織上、

その業界地図が余にも細分化されているという

ことであると指摘する人が多い 14）。例えば、電

力業界は送電部門こそまだ民営化されず、国が

独占を維持しているが、発電部門は発電所毎に

36、配電部門は 33 の小さい地域電力会社に別れ

個々の企業シェアーは小さい。銀行については、

外資の進出によって外資主導の合併が行われつ

つあり、しだいにあらたな再編がおこなわれよ

うとしている。ポーランドの金融業は 1989 年に

国立銀行を中央銀行と９つの地域別のリテール

バンクに解体、さらにいくつかあった貿易、住

宅、農業開発等を担う特殊国立銀行も独立して

おり、また多くの地域信用金庫がそれぞれ独立

している。そのため、個々の銀行の資産額は極

端に小さく、とても大型の長期プロジェクトに

投資することに耐えられず、また、国際化時代

に生き残れるとは考えられない状況にあった。

こうした状況は建設、化学、医薬、酒精、製糖

なども同様であり、企業の規模は西側企業に比

べ格段に小さく、各産業界でリーダー企業不在

の産業組織を形成している。細分化された産業

組織は今では民族系企業の間でも問題視される

こととなり、生き残りの為には相互補完的企業

が合併、提携し、規模の拡大をしつつ事業内容

の多角化を図ろうとする動きも見られる 15）。 

本来こうした産業組織問題は、産業政策上の

重要テーマの一つであり、将来の個々の産業の

ありかたを考えつつ、民営化のプロセスの中で

_________________________________________________________________________________________

12）計画経済の元では、中央の指令を末端の個々の企業に伝え、それを実行させるための仕組みを必要とする。
そのため、各セクター毎に生産工場、販売会社、貿易会社、研究所などが傘下にはいる統制のための業界団
体、企業合同がつくられた。そのなかで、各事業主体の自主性は認められなかった。 

13）1995 年の法改正により消費者保護機能が追加され、Office for Competition and Consumer Protection となっ
た。 

14） 特に1997頃からの世界的大企業の吸収合併劇の中で、ポーランドの個々の企業の規模の小ささ、占有シェアー
は細分化されていることが問題とされるようになり、新聞、雑誌でもそうした記事が多くなった。（ex. Business
Central Europe  Sept.98, Voice 4, April 99 等） 

15）建設業は地域企業に分割され、最大企業でも国内市場シェアーは５％にみたず、大工事の受注ができない問
題が指摘され、地域建設会社間の連携の動きが見られる。 
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十分勘案され解決すべき問題であろう。しかし、

不幸なことにすでに政府のコントロールから離

れた個々の企業経営者は政府主導の再編案に乗

り気にはならず、むしろ独立路線を取ろうとし、

結果的には外国企業に買収されて、そのもとで

業界再編が進むこととなっている。 

一方、ポーランドにおいては、政権の変化の

なかで政策の方向も揺れ動いているように見え

る。かっては政府主導型の業界再編を考えてい

た電力産業は 97 年以降送電、配電、発電の三層

に分割され、送電を除いて民営化プロセスに入

り、そのあとの再編は市場に委ねれば良いとの

結論に達し、経済省の再編案が閣議で否決され

ることとなった 16）。しかし、最近になってみる

と発電会社、配電会社の政府所有株式の売却に

よる民営化では、販売会社を地域的にグループ

化して戦略投資家を探ると言う方向が明確と

なっている。このことは優良企業を選択的に買

収し、その後で合併させようとする外資主導型

の再編劇への、ポーランド側の対抗と見えなく

はないがいずれにせよ、政府における産業組織

上のビジョンには一貫性がない。 

石油部門についても、一時強力な政府主導で

業界再編がされようとした。すなわち 97 年政府

は持ち株会社 Nafta Polska を設立、その傘下

に７つの石油製油所、石油輸送、石油タンク、

ガソリン等の石油製品小売り会社（CPN;中央

石油製品会社）を収め、業界再編をはかろうと

した。しかしそれぞれの会社の思惑が調整でき

ず、また、政権交替後の新しい民営化促進の方

針から、98 年４月の閣議了解では、ガソリンス

タンドなど石油製品の流通をにぎる CPN と、

ポーランド最大の製油所で原油処理能力の 74％

を持つ Petrochemia Plock を合併させ Polska 

Koncern Naftowy ( PKN )を設立、産業界の

リーダーをまず育て、他方第二位の Gdansk 製

油所には外資を導入して、競争環境を維持しよ

うという案にかわった。しかし、この Gdansk

製油所は外資の買い手がつかず、2000 年 10 月

現在証券取引所への上場による民営化が考えら

れている。 

鉄鋼についても業界再編が外資系企業への参

加要請の中で揺れ動いている。政府は大手２社

（高炉中心のカトビッツ製鉄所と下流部門に強

いセンジミール製鉄所）の合併を考えていたが、

それを果たせず、次いで両社に外資一社が同時

に資本参加することによって将来の重複投資、

競合を避けようとした経緯が在るが、結局外資

はそれに関心を示さず、かえって外資側の要請

でカトビッツ製鉄所は３部門に分割されて、外

資導入を図ることとされた。その後、高炉部門

を残し、下流部門には別々の外資企業が関心を

示し提携交渉がすすんでいたが、最近その内の

一社が手を引くと発表、2000 年 12 月現在カト

ビッツ製鉄所は倒産の危機にさらされている。 

細分化されたポーランドの産業地図は、一方

で民族系企業の中から、コンソーシアムを形成、

あるいはグループでの持ち株会社の設立 17）な

どの動きが出つつ在る一方、外資はポーランド

市場での主導権を握る目的で細分化された企業

を複数買収し、新たな業界秩序をつくろうとし

ているといえる。 

 

 

_________________________________________________________________________________________

16）経済省は 98 年、電力業界の民営化戦略に関して、70 の独立した企業体に細分された業界の再編を図るべく、
『電力セクターの企業の統合と民営化について』と言う文書を作成、他のヨーロッパ諸国の業界組織と比較
しつつ、発電会社と石炭会社の連携、グループ化などの提案を経済閣僚会議にしたが、会議はその案を取ら
ず、業界の再編は市場に任されることとなった。結果的には外国電力会社などによる発電会社などの買収、
設立があり、その中で新しい業界秩序ができつつある。 

17）特に旧貿易公社を中心とし、生産企業を傘下におさめ新しい財閥グループを形成しようという動きがある。
ここでは、一時韓国のコングロマリット型財閥グループの形成が志向されていた気配があるが、アジア危機

後はコア事業に集中しようとする動きに変ってきている。Electrim はもともと電気関連機材を扱う貿易公社
であったが電力会社の買収や通信事業への積極的進出がみられる。 
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４．ポーランドのマクロ経済政策と外資
への依存ー外資の業種選択 

 

ポーランドは 90 年代前半、GDP の中で消費

支出比率をそれ以前にくらべ大幅に拡大、投資

支出は縮小した 18）。日本の戦後復興の歴史を見

ると、産業の合理化、近代化の為の資金を国内

での預金でまかなってきた。その時、日本は消

費を押さえ、明日の為の投資に励んだ。しかし、

一般に中東欧諸国の消費性向は高く、投資性向

は低い。長い消費抑圧から開放されたこれら諸

国で消費性向が増大するのは理解できることで

はある。また、ポーランドは安定化政策のもと

で高金利政策を取りつづけたため、長期の設備

投資を借入れでまかなうことは困難であり、ほ

とんどの場合新規投資や合理化投資は大部分を

自己資金でまかなわなければならなかった。産

業の合理化、近代化は本来、EU との市場統合

をタイムリミットとし、そのためにもうけられ

た10年という経過措置以内に完成されるべき課

題であった。しかし、政府は産業合理化、近代

化のために、国の資金を傾斜配分することは無

く、ひたすら年金、社会保障、縮小産業の雇用

対策等消費支出を増大する方向に向けた。 

そうした中では、ポーランドの経済の近代化

は外資の導入、外国企業の投資に大きく依存せ

ざるを得ない 19）。ポーランドでは日本や他のア

ジア諸国がおこなったように資本と技術を分離

し、技術のみを導入 20）するということはせず、

むしろ資本、技術、経営ノウハウ、販売網をパッ

ケージで得られる直接投資こそがポーランドの

経済を早急に活性化する最善の方策であると考

えられている。この考え方は今日、世界的傾向

であるが、それは日本や韓国が国内で不足して

いる経営資源は先端技術であるとして、先端技

術のみを切り離して導入した戦略とは対極をな

している。 

ポーランドへの外資の進出は 90年代初めは中

小企業、特にドイツなど近隣する西ヨ－ロッパ

諸国からが中心であった。しだいに経済が安定

化に向かうにつれ、中東欧の中では最大のポー

ランドの国内市場確保を狙う消費財産業（食品

加工、洗剤、ファ－ストフッドなど）の進出が

はじまり、さらにそれが自動車、家電など耐久

消費財産業、金融、大型商業資本などへと業種

を多様化させていった。そして、ポーランドへ

の外国投資累積額は、先行していたハンガリー

を 95 年に抜き、1999 年末現在約 400 億ドルに

達し、中東欧地域の中では飛び抜けて大きい。 

一方、ポーランドへの直接投資はグリーン

フィールド投資もあるが、国営企業の民営化の

プロセスの中で国有株式の売却に伴うものが多

い。その意味ではポーランドの直接投資は、政

府がどの業種をどのように民営化するかの政策

決定に大きく依存しているところがある。現実

には大国営企業は、事前の合理化が進まず、そ

の民営化は遅れることとなりがちであり、当初

は売り易い部門から売却が進められる。それは

先に述べたように日用消費財から耐久消費財へ

という外資進出のパターンと重なる。この場合

資本財部門には外資は魅力を示さない。(グラフ

2；製造業におけるセクタ－別直接投資累計額）

また、ポーランド側自らの合理化努力もかなわ

ず縮小の一途を辿ることとなっていった。それ

は産業構造の将来を外資に委ねることから生じ

る結果ともいえる。 

_________________________________________________________________________________________

18） ポーランドでは 80 年代からすでに GDP に対する投資比率は 25～６％と高くなかったが 90 年に入り 20％を
割り、94 年には 15.9％にまで落ち込んだ。その分消費性向が高い。最近ようやく投資比率の上昇がみられる
が FDI の増加によるところが大きい。 

19） ポーランドの 1999 年の GDP は約 1500 億ドル。一方一年間の外国直接投資額は約 100 億ドルである。投資
比率は GDP の 20％弱であることを考えると、ポーランドの投資活動に FDI が大きな比率を占めていること
が想像される。 

20）1970 年代のギエレク政権時、大量のプラント、技術が西側から導入された。しかし結果的には十分効果的活
用ができず、それが 80 年代の多額の債務となった。 
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97 年の政策交替によって、民営化はあらたな

加速要因が加わった。EU 加盟交渉での EU か

らの要請の他に、石炭産業等のリストラや年金

基金への繰り入れなどの財政支出は増大、それ

をまかなうためには、国有財産の売却加速によ

る収入の確保が必要であった。97 年以降、それ

まで規制緩和、民営化が遅れ、あるいは外資導

入をためらっていた基幹産業も、外資導入を積

極的にすすめることとなった。すなわち、金融、

通信、電力、石油精製、鉄鋼、航空、保険など

それまで国の基幹産業とされていた分野でも外

資に対する株式売却がすすんでいる。その過程

でほとんどの大手銀行が外資系銀行の傘下に

入った。今ではポーランドの銀行資産の 60％は

外資系となったとされる。1997 年からのポーラ

ンドの民営化加速政策は、丁度統一ユーロ通貨

の発足を迎え、各産業の世界的再編がはじまっ

た時期と時を共にし、その世界的産業再編の嵐

の中に身を投じたようなものであった。欧米資

本は世界的市場戦略の中でポーランド市場を見

ており、魅力あるポーランドの産業市場は欧米

大企業に細かく分割され、新しい業界地図がで

きつつある。金融、通信、電力、大型商業、精

糖等でその動きが急速であり、そのことがここ

にきて、『外資によるポーランド経済の支配』に

対する懸念、というかたちで、政府の外資導入

政策、民営化政策に強い批判が表面化しはじめ

ている。2000 年６月の財務省長官の辞任はその

一つの現れである 21）。いずれにせよ、外資にそ

の国の産業、企業の将来をゆだねる場合、外資

の親会社のグローバルな経営戦略の中で、ポー

ランドの工場、事業所にどのような役割があた

えられるかを冷静に見極める必要があろう。そ

してなによりポーランド政府が自国の産業に対

し将来ビジョンを持ち、その実現の為に外資に

対し交渉力を高め、外資の国内での活動が単純

な生産活動から、より高度化した機能へ深化す

るよう誘導策を考えなければならないであろう。

_________________________________________________________________________________________

21）Wasacz(ボンサッチ）財務長官はその積極的な国有企業民営化、外資への売却によって批判をうけ、すでに
２度国会で不信任案が提出され否決されていたが、2000 年６月連立政権がくずれ、後ろだてを失い、2000
年８月 14 日辞任した。(Warsaw Voice 2000/8/27 ) 

グラフ２ 製造業直接投資額業種分布（99 年 6 月末現在） 

累積額 164 億ドル 
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先に述べたように、鉄鋼、石油精製に関しては、

民営化政策は思惑通りにいっていない。それは

政府がこれら産業、企業の合理化を支援せず、

結果的に合理化近代化が遅れ、国際競争力を欠

いているため、外資にたいし交渉力を持ち得て

いないことによるといえる。また、すでに外国

資本の傘下にはいった企業がポーランドで高度

な機能、役割をあたえられるためには、政府と

してポーランドの経済環境を魅力あるものとし、

彼等の経営資源をできる限りポーランドに投下

させる努力が必要である。 

 

５．中小企業の育成 
 

中小企業の育成は今日殆どすべての国で重要

な政策課題となっている。特に中東欧諸国では

それが産業構造を柔構造とし、これまでの大企

業では対応できなかった事業分野を埋め、雇用

機会を生み、新しい先端産業をも切り拓く担い

手として期待されている。また、特定産業分野

への政府の支援が禁止される中で、中小企業政

策という枠組みのなかでは政府支援も許される

ことも中小企業政策に各国政府が熱心となる理

由がある。 

ポーランドは経済改革による中央計画経済の

終焉と市場経済への移行により、大量の中小企

業の発生を見た。ここでは商業を中心とするサー

ビス業の発生が著しかったことが知られる 22）。

この商業分野の中小企業の発生はその後のポー

ランドの経済活動がしだいに再開する上で、大

きな役割を担ったと考えられる。特に国営の流

通経路の混乱の中ではまず、新しい流通部門が

なんらかの再生を果たし、そこで始めて生産が

回復軌道に乗ると考えられるからである。 

製造業についてみると、商業、サービス業に

比べ初期投資が大きく生産技術も必要であるこ

とから、新規企業化の障壁は商業にくらべれば

大きく、国営企業等から機械の払い下げを受け

るといった機会に恵まれた人々による企業化が

中心であったと考えれるが、残念ながら企業発

生のプロセスについての分析は見ていない。 

社会主義国にとって、中小の製造業が発生し、

発展する条件はもともと厳しいものがある 23）。

すなわち、計画経済の運営の中で効率化の観点

から中小企業は排除されていたし、また大企業

は部品、補修・修理といった、西側諸国では外

部よりの供給をうける事業分野についても内部

調達を宗とし、その内部に大きな部品、修理工

場を所有していた。そのことはそもそも中小企

業が得意とする分野で、自由な外部市場が発達

していなかったことを意味する。更に国内市場

は標準化、均一化され、地方色はなく、わずか

にパンや食品加工などローカルマーケットをね

らった産業分野に中小企業の生きる道があった

のみである。そしてなにより、消費者が自分の

ニーズを主張することに慣れていない。 

今日その市場状況は徐徐に変化しつつあると

はいえ、まだ発生したばかりの中小企業が育っ

ていくために良好な環境が実現しているとはい

えない。これは機械工業をささえる鋳物、金属

加工等の産業分野 24）についてもいえることで

あり、この市場構造を変えていかない限り、特

色ある専業の中小企業からなりたつ、強力なサ

ポーティング産業は育たない。しかも、典型的

_________________________________________________________________________________________

22）1997 年末現在 255 万社が登録されている。この殆どは改革後発生した企業と考えられる。この内 39.5％が商
業、20％がサービス業で占められている。製造業の比率は 13.2％である。（Polish SMEs Promotion 
Foundation,1999 版白書） 

23）中央統計局の Dr. Jozf Chmiel の論文に詳しい。計画経済のもとでは政府の指令を末端迄伝え、実行させる
ため、できるだけそのルートを単純化することが効果的であった。そのため、中小企業は統合、排除され、
大企業中心の体制がつくられた。(参考文献リスト参照 ) 

24）鋳物製品の 60％は組立て企業の内製になるもので、専業企業はマンホール、建築鋳物など部品鋳物ではない
ものを主に生産しているようである。 
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組立て産業である耐久消費財産業は殆どを外資

が押さえることとなっており、部品の関税は低

く押さえられてきたため、輸入部品との競争は

厳しく、国産部品を使うかどうかの選択も外資

に任されている。90 年代はじめ独立を遂げた中

小金属加工業者は成長産業である耐久消費財向

けの部品市場になかなかアクセスすることがで

きない。 

本来中小企業政策とは、 

１） 新しい企業の発生をすすめるための施策 

２） 誕生した中小企業を無事育てあげる施策 

 ３）既存の中小企業のさらなる発展を支援す

る施策 などからなるはずであるが、ポーラン

ドでは中小企業が誕生し、そこから生き残り、

有力な企業に育っていくための良好な環境が準

備されているとは必ずしも言えない。たしかに、

すでに市場の成熟した先進国に比べまだまだ参

入の余地はあり、新しいビジネスチャンスは大

きい。しかしその後の資本蓄積と中堅企業への

発展機会は決して多いとは言えないのではない

かと思われる。特に中小企業が新しいマーケッ

トを発見し、発展始めると、当然大企業や外資

企業、あるいは外国製品との競争に曝されるこ

とともなり、このことは折角誕生した中小企業

が大きく育つ時間的余裕を与えない。 

こうした環境を我々は本来各産業セクターの

特殊性を勘案しつつ、整備しなければならない。

例えば、それぞれのサポーティング産業の育成

の為の戦略を策定し、関税政策や金融政策、ま

た、各種の共同事業政策などで対応するべきで

あるが、現在取られている中小企業政策は、各

産業セクターの特殊性は捨象し、水平的な政策

に終始しているように見える。アメリカのベン

チャー企業育成、西ヨーロッパの成熟した市場

における中小企業政策の適用はポーランドとい

う競争の激しい新興市場では自ずから限界が有

ると言わなければならない。ポーランドはもっ

と、製造業に的を絞り、しかも産業セクターの

特殊性をも勘案した中小企業政策を考案するべ

きではないかと思われる。 

 

６．研究開発と技術革新 
 

中東欧諸国で経済改革後の研究開発支出の減

少は目をおおう物がある 25）。経済社会が混乱に

陥った時、研究開発支出は容易に削減の対象と

なる。しかし、むしろここで問題としたいのは、

削減の対象が応用研究の分野で起こっていると

いうことである。ポーランド、ハンガリー、チェ

コの応用研究機関 26）の多くはその活動を中止

し、あるいは経済的困難に陥り活動を大幅に縮

小している。政府は応用研究への支援を縮小し、

むしろ基礎研究への財政支出を維持しようとす

る。この背景には、政府の役割は基礎研究を支

援 27）することであり、民間部門が本来行うべ

き応用研究からは手を引くべきであるとの論理

がある。しかし、ここには市場に何を委ね、政

府は何をするべきかについての重大な誤解があ

ると言わざるを得ない。リストラ、生き残りに

必死な時、民間部門は当然研究活動を自ら行う

ことはない。また、中東欧諸国ではそもそも国

営企業は研究機能を持たず、国立応用研究所に

開発研究を委ねてきたという歴史的背景がある。

国営企業が民営化されても、研究機能を持つと

________________________________________________________________________________________

25）ポーランドでは経済改革以前西側先進国並みに研究開発支出をおこなっていたが、94 年には GDP 比で 0.82、
95 年には 0.74 に減少している。（OECD  Poland , Science and Technology Review 1997) 

26）社会主義国では、教育機関としての大学、基礎研究機関としての科学アカデミーの研究所、それに各省所管
の応用国立研究所の３層構造を取るところが多い。市場経済化の中で、経済官庁の元にある国立研究所への
予算配分が激減し、その機能低下をもたらしている。チェコ、ハンガリーではこれら研究所が民営化され、
多くが倒産、生き残ったところも研究機能を失ったところが多い。 

27）1995 年のポーランドの基礎、応用、開発研究の支出比率はそれぞれ、36.1％,27％,36.9％であり、基礎研究
の比率が大きい。この比率は 94 年より増加している。（Science and Technology for Development  KBN
1997) 
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ころは少ない。こうした状況の中で、政府は応

用研究への支出を削減、むしろ基礎研究支援に

シフトすることとなった。結果は応用研究を担っ

ていた国立応用研究所の機能低下 28）とそれに

代わるべき民間研究機能の未発生。すなわちポー

ランドの研究開発の舞台には応用研究の役者が

いなくなることを意味している。ポーランドで

も技術革新政策の重要性が唱えられているが、

技術革新とは技術のシーズと市場のニーズの結

合により動き出すものであり、技術のシーズを

市場のニーズに合わせて変化させ、市場に移転

する機能が必ず必要である。本来市場ニーズは

民間企業側が熟知しており、それに対応する技

術を自分で開発し、あるいは外部から導入して

製品化する。しかし、この機能を、国営企業か

ら変化したばかりの民間企業に要求するのは難

しいであろう。中東欧諸国でその橋渡しをする

能力を持つものがあるとすれば、かって国営企

業への技術移転を主要な任務としてきた国立応

用研究所であると思われる。しかし、現実の政

策はそうなっていない。ポーランドは今国立応

用研究所 29）の再編プログラムに取り掛かりつ

つある。ここでは一層の基礎研究志向が進む可

能性が有る。さらに、EU の研究プロジェクト

第五フレームワークへの参加を通してポーラン

ドの国内市場ニーズとは離れた研究活動にポー

ランドの研究資源がむかいつつある。この例は、

何を市場に委ねるかはそれぞれの国の民間部門

の発展段階によって異なるべきということを示

唆しているだろう。当然、市場に委ねることが

どんな場合にも有効であるわけではない。 

 

７．結論 
 

ポーランドの経済省は産業政策を『市場メカ

ニズムを否定するのではなく、それを上手く利

用することにより、経済発展を図る政策』であ

るとした。産業政策は市場メカニズムに竿さす

政策ではなく、市場メカニズムのはたらきを、

ある望ましい方向に誘導しようとする政策であ

り、その意味で経済省の認識は正しい。しかし、

今日その政策手段は限られている。かっての1950

年代、60 年代の日本、70 年代の韓国、台湾がやっ

たような、特定産業への強力な政府の支援策は

今日の世界的経済環境からは許されなくなって

いる。あくまで技術革新、中小企業振興、地域

開発といった特定産業支援に傾斜しない水平的

政策が主流となってきている。それは中東欧諸

国の多くがすでに EU への準加盟を果たし、ま

た、加盟交渉を行い、更に IMF、世界銀行、

WTO などの自由経済主義的国際機関の大きな

影響下にあることによってもいる。 

そして、現実には中東欧諸国はその経済状況、

特に市場メカニズムの本来の担い手である民間

部門の発達状況、旧社会主義時代から引き継い

だ市場構造や産業組織構造など、大きなハンディ

キャップを負いつつ、先進国大企業と同じ土俵

で自由競争することを要求されている。先進国

の言う公正な競争は移行経済諸国にとって必ず

しも公正ではない。しかし、今日あるこの状況

はそれぞれの国がその社会的、歴史的背景の中

で選択してきた道でもあり、それを外部の者が

評価することは難しい。他に選択肢は有ったか

も知れないが、その選択肢をとったときその経

済が望ましい方向に向かっていたかどうかは解

らない。多分今の中東欧諸国に日本的あるいは

アジア的産業政策を持ち込むことには無理があ

るだろう。アジアには政府と民間部門との間に

長い協力関係、信頼関係があり、協力して国際

競争力を付けていこうとする意志統一も出来易

________________________________________________________________________________________

28）1990 年 3242 件の特許を出願したが、その後年々減少、1996 年には 1405 件となっている。（産業統計年報 97)
29）例えば、経済省は、傘下に細かい業種に細分化された産業技術研究所を 120 程持っている。業種ごとの統合、

一部民営化、廃止などが考えられているが、まだ具体案はできていない。 
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かった。政府の力は強く、また、政策手段も強

力であった。さらに、長い植民地時代の経験は

外資の経済支配に警戒的である。今日中東欧諸

国はすでに小さい政府を実現しており、政府統

制からの長い間のくびきから離れた民間部門は

政府からの指導を必ずしもよろこばない。とこ

ろで、政府は民間部門の実態についての十分な

情報や民間からの協力なしに適切な産業政策を

取ることはできない。この時、ただ一つだけ言

えることは、市場メカニズムに対しナイーブで

ありすぎてはならず、我々は慎重に、市場は何

を選択するか、その結果が我々の経済にとって

良いことなのかどうかについて、冷静に分析し

見極めていかなければならない。そうすること

によって、我々は新たな政府の役割を発見する

ことになるだろう。 
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島津藩三島方
さんとうほう

砂糖惣買入小論 

 

 

 
酒 井 昌

あつ

 美
み

  
 

 

 島津藩天保改革における『御改革第一之根本

1)』である『三島方砂糖惣買入』の成否いかん

に、封建制の「極北」――唯一ともいえる守護

大名の近世大名化――である島津藩の天保改革

がかかっていた事は、改革後、大阪への仕登高

の九八％を占めた黒糖が、その事実を明証して

いる。 

 

 砂糖惣買入＝專売のために、重豪の改革命令

2)を受けて起用された調
ヅ

所
ショ

広
ヒロ

郷
ミチ

は、一方、大阪

町人出雲屋孫兵衛を中心とする平野屋五兵衛な

どよりなる新組銀主 3)《旧来の銀主は相手にし

ないため》、他方、島津三州の豪商浜崎太平次、

指宿村田良の黒岩藤兵衛、肝屬郡柏原の田辺泰

藏、同郡高山村波見の重平兵衛など 4)との連携

の下に、三島方
さんとうほう

（黒糖專売の主要役所）を設置

する 5)。 

 改革における砂糖惣買入の原基的形態は、享

保（一七一六年－一七三六年）における買重糖
、、、

〔貢納糖の剰余分・餘計糖とも言う〕の定式糖
、、、、

〔貢納糖――延享二年〈一七四五年〉に租米廃

止し、租糖となる。いわゆる換糖上納制〕への
、、

組み入れ
、、、、

に既に見られ、その展開の形態として

の、買重糖（諸事勝手売の砂糖）の山川港にお

ける藩の優先的買入策 6)〔安永六年〈一七七六

年〉〕、これである。 

 藩の危機に対應して、買重糖は、逐次、定式

糖に組み入れられる。正徳三年〈一七一三年〉

――一三〇万斤
きん

は、延享二年〈一七四五年〉―

―買重糖を上納せしめて三五〇万斤。寛政十年

〈一七九八年〉――さらに買重糖一一〇万斤上

納の結果、定式糖四六〇万斤 7)（第一表參照）。

ただし第一表に見られるように、黒糖生産の中

心、奄美大島だけの場合である。 

 

第一表 
  砂糖種別 

島名   定式糖 買重糖  
嘉永２年 

砂糖出来高 

大 島 350

 

110

〔
天
明
８
年
以
降
〕 

〃 700 

喜界島 58
〔
？
〕 

15

 

〃 200 

徳之島 73

〔
明
和
３
〕 

11

〔
天
明
８
年
よ
り
〕 

〃 260 

－県史より作成－ 琉球 450 

〔注〕１．大島－元禄に横目派遣の如し 

２．徳之島享保 20 年黍横目 

３．大島買重糖 110 万斤・定式糖に計 460 万斤 

４．この図表の時期、砂糖収奪にさらに仮屋方・船

頭・水主の定式・買重外の購買あり 
５．文政 12 年總買上になる 

図 1（薩摩藩藩債推移表） 

 

三
島
砂
糖 
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＊   ＊   ＊ 

 改革前においては、勧農使得能通昭（重豪の

代）が、「腰を下して足洗う家もなく民の有様は

朝夕の食に悩み磯の藻屑を食し渇
カツ

さへ濕し難き

程なり 8)」と報じており、同時に、百姓の側に

剰余労働の一部取得〔＝郷士等への上昇〕が見

られるが、「薩藩経緯記」で、その著者佐藤信淵

が、「……甘蔗を作らしめて其味極めて甘く且つ

りうきうを植えれば極く上品にして意外に蕃衍

し……貶島を巡る役人は島人の愚直なるを欺て

一向其産業を価にも当らさる酒漕等を与えて只

奪ふか如き取扱を為すを以て島々衰微の様子な

り……9)」というように、役人と結託すること

によってであるにすぎない。後述するように、

藩権力機構内に組み入れられた郷士資格取得の

若干の奴隷所有者を通して、剰余労働は、市場

目当ての生産として商業的－奴隷的－農業とし

て現象し、収奪される。 

 改革前においては、定式糖、買重糖、さらに、

仮屋方・船頭・水主等による定式買重外買によ

り、前期的舟商人を中心として、必要部分に食

込む剰余残存部分の収奪が強行されたが、改革

後は、調所－出雲屋の線で、商人層の差額利潤

取得の阻止に動いていく。かくして、三島方砂

糖惣買入は、まず、購買独占である。 

 

＊   ＊   ＊ 

 〔補説〕 

（ⅰ）「奄美史談」には、「惣買入以前を交易の

世と稱し人民自由に商業を営み且つ内地

商人數多く入り込み賣買等繁盛、惣買入

と同時に全流通廃し各人の商業停止又払

廃 10)」とあり、「喜界島代官記」には、

浜村氏〔＝出雲屋〕等の砂糖積出しが記

述されている 11)。 

（ⅱ）（児玉幸多「農村社会生活の一面――明治

末年の鹿児島県下の例 12)」には、次のよ

うな薩摩系商船の活動状況が述べられて

いる。「娯樂の歌には『佐渡と越後は舟向

へ橋を架けんね船橋を』（鹿児島郡吉田

村）『行けば佐渡島越後嵐で寒むござる。

抜いて暮す胸身は裸我もうきもありしや』

（同郡吉野村）。これら類似の歌の散在は

兩国の関係をしめす。「即ち維新前に於て

南方貿易に活躍した薩藩の商船は又北方

貿易にも活躍した……代表として浜崎太

平次があげられ、彼の家即ち山川の は

個人にて北方貿易に從事、その北前船は、

山川から砂糖を持って凾館に行き昆布、

數の子、鱈、いりこ等を仕入れて来た。

或は新潟で米をつんで行った佐渡や隠岐

等にも寄港する事があり太平洋へ廻る事

もあり」、「会津戰爭にも參加」と。 

（ⅲ）また前掲の註にある「海上王浜崎太平次

伝」の第五章 13)には、「三島の砂糖を鹿

児島に一旦運送した後、又大阪まで輸送

すべくその事業と秘密貿易事業とを調所

広郷より託せられた太平次はまづ稻荷丸、

観音丸の二隻で薩摩の御用船として、之

を主として海外貿易方面に。他の自家所

有船は悉く砂糖運送或ひは自家用の方面

にあて、事業の拡張を」行なった。指宿、

鹿児島、長崎、大阪、那覇、新潟、凾館、

佐渡、甑島、日向北諸県郡高城等は支那

人店員配置。県史もまた 14)參照。 

 「調所……の三島の砂糖專売業なるも

のは三島のみに限らず琉球国にかけて薩

摩に対する前者と後者は貢物の代名詞た

る上納米の代用として彼の地方の産物の

王者たる黒砂糖をとりたてて居たので、

………業者の船が彼の地方に砂糖をとり

に行き、而して其れを主として大阪迄運

送し、その輸送賃を薩摩よりうる 15)」。 

 同書に―― 

 「三島御用船 

  舟 主 山川    河野覺兵衛 

   〃        田辺泰藏 

  支配人 指宿    浜崎太兵次 
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   〃  柏原     甚兵衛 

   〃  下町    佐藤丑之助 

  舟 主 波見    重平兵衛 

    （安政三年四月朔日 島津家江 

戸詰御側用人 竪山利武の公用控 16)） 

 

 三島上下の御用船は広郷の改革前より

実行されて居た事業である。他国の船舶

を傭った事もある 17)。 

 

 九世太平次 18)には 

 「十一月－十二月に行き黒砂糖製了ま

でまつ薩摩藩に貢物の代用品として上納

の依託」 

 「製糖と同時に一樽一五〇斤の砂糖を

のせる傍、船長、船員も夜ひそかに各自

三〇〇斤なり五〇〇斤なり舟底につみ込

む、これは大阪で賣却、利をうる、帰鹿

は五、六月 19)」 

 

 なお「太左衛門貞章（五世）は、寛政

年度の全国長者二六三人の首班に列して

九州第一の富豪」である。 

 第一位から記すと、①伊勢 三井八郎

右衛門②大阪 加島屋久右衛門③京都 

岩城徳右衛門④大阪 平野屋五兵衛⑤大

阪 鴻池善五郎⑥京都 白木屋彦太郎⑦

千總屋總十郎⑧江戸 中井源三郎⑨大阪 

鴻池五右衛門⑩京都 奥田仁左衛門⑪出

羽 本間主膳⑫薩州 湊太左衛門 とな

る 20)。以下略。 

 この人物は五世であるが、六世太平次

は、「功により斉宣より稻荷丸の手形を受

けしかして海運業の特権を得て大いに

の向上発展と指宿郡全体の海運利便の上

にもこの稻荷丸はのち薩摩の財政経済改

革の……力となりその一面海外貿易の先

駆」となった 21)。 

 

＊  ＊  ＊ 

 惣買入＝專売による掌握は、類型的に、同時

に価値序列的に、間接的購買独占→直接的購買

独占→生産独占として、把えられるであろう。

前者→後者。徳川封建社会の発展〔その労働主

体の歴史社会的諸条件発展〕の基点を近畿にお

ける生産力体系とする時、この改革期に、先の

価値序列、前者→後者への展開は、その生産力

体系と逆比例する 22)〔近畿＝中央地帯、東北諸

藩、西南雄藩の專売仕方〕。 

 薩藩の生産独占〔したがって、堀江氏の如く、

これを直接的購買独占 23)として把握するのは誤

謬〕－生産過程支配による黒糖独占は、奴隷的

労働による。 

 唯一とも言える守護大名の近世大名的変容で

ある薩摩藩の生産過程は、いかに遂行されたか？

島々における社会経済的ウクラードが、奴隷制

的である植民地である事は、その基本的前提で

ある。かかる発展段階においてのみ、以下の藩

権力による強力的行使がなされるであろう。 

 払廃
ハレスタリ

24)〔債務無効宣言－徳政令〕を発令→貨

幣流通禁止＝25)羽書
ハ ガ キ

26)〔五－七月の三ヶ月有効

の小切手〕による餘計糖購買→羽書所有者に対

する島民必要品販賣 27)〔藩によって京阪等各地

で購買された商品の販売〕＝尨大な差額利潤獲

得〔非等価交換〕〈藩という軍事＝暴力機構を支

柱とする島津藩権力による商人資本的機能の行

使〉。 

 それは交換価値獲得を独立的目的（譲渡利潤

獲得）とするのではなく、本質的に、藩権力危

機克服が基本的目的である。 

 生産過程掌握の基軸は、その価値形成過程に

おける強制――三島における「賦役制」にある

（奄美大島・徳之島・喜界島・沖永良部島・与

論島の、いわゆる道之島地方の郷土史料に、後

述のように述べられている）。 

 まず、大島における藩代官は、大島の奴隷所

有者（下人・膝の所有者）を、郷士・郷士格に

上昇させることにより、製糖額増産に努める 28)
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（強制実現機構の完成）《「延享の“換糖上納令”

以前は郷士格は田畑家一家だけだったのに、重

豪の治世に南大島の芝
し

家が藩財政窮乏の補いに

黒糖二〇万斤を献上したので二番目の郷士格に

とりたてられ、天保改革直前には、このような

“黒糖士族”が二〇家にも達し、改革後維新前

までには六六家にも達していた。田畑家をはじ

めいずれも製糖法の改良や黒糖献納に対する豪

農優遇策であった。これらのなかには、その権

限を笠に着て……いつのまにか數村の土地を兼

併し、數百人の百姓を“家人”化して豪富をき

づくものがあった》。 

 

 生産現場については―― 

* 男子十五才－六〇才〔女子十三才－五十才〕

を作用夫とする。耕地割当て分担を定め、

役人が、これを促して甘蔗栽培がなされる。

除草製糖の期日を予定して 28)、「その期ま

で、ことごとく指揮」29)し、もし違反の時

は道路修繕の課役に或いは刑に処し人民は

砂糖一斤も自宅で貯藏は許されず、つくれ

ば直ちに藩の倉庫に、夏秋の朝は、朝夕海

岸から白砂を甘蔗畑に運ばせ黍横目これを

監督して、又黍見廻りは其下役として使用

夫を監視し、栽培に全力をつくした。もし

甘蔗の刈株高ければ、札刑罪を負はせ製糖

粗悪の時は首枷
カ ブ リ

・
・

足枷
シ マ サ

の酷刑を、他藩の人

に密売しては首を失い、蔗苗を他藩に密売

して打首になったもの少なからず 30)（奄美

大島史） 

** 農民十五才ヨリ六十才迄ノ者ハ労力ノ貢ヲ

ナス。役人ノ俸給ヨリ諸普請ニ至ル迄、労

働ノ貢ナラザルハナク、コレヲ夫役トイフ。

サレハ戸籍改メノ際ソノ区別ヲナシ、シフ

シキ（躄者ヲイウ）、カタハ者（不具者ナリ）

等ヲ除ク外ハコトゴトク服役ス。故ニ農民

ハ年内ノ過半ハ此ノ夫役ニ從イ、自己ノ耕

地ニ手入レヲナスノ日數ハ比較的ニ誠ニ僅

少ナリキ 31)（夫役ノホカ、人頭税、牛馬税

――徳之島小史。） 

*** 「奄美大島民族誌」の一節に、郷士資格獲

得の芝・龍・西・林・東氏等は「下人・膝

を頤使して製糖に從事 32)」させたとあり、

奄美大島史〔坂口徳太郎〕に、「明治四年

島中膝
ヒダ

素
ス

立
ダヂ

下人・下女は總て三十才以上は

身
ミ

代
ダイ

砂糖一五〇〇斤にて身請致さしむべき

旨訓令ありおり。大島は旧来の慣習膝素立

と稱し、一家数人より数十人の奴隷を抱へ

置く者ありしか此訓令により一時に膝素立

より身請したるもの   人、……年季奉

公人より身請したるもの
男八一
女五五人……なり

33)」とある。 

 

＊   ＊   ＊ 

 このように薩藩権力による改革において、購

買独占は、生産独占となる。他面、この独占を

維持する排他的方法として、前期的個別資本を

排除しつつ、販賣を独占する《「調所の奔走画策

で当面の基本方針が確立し、それにより新組銀

主も腰を入れて本格的に取組むようになったの

は、〔文政〕十一年だということであろう。しか

もこれには薩摩の特産中の特産である砂糖の利

権に目をつけた出雲屋のアイディアが大きく働

いた。……十二年二月、出雲屋は………砂糖百

万斤の販売取扱いと、一斤に付き二厘の口銭を

保証された。…この二厘を百万斤に掛ける三百

三十余兩となる。これがコミッションとして毎

年しかも永年にわたって保証された」》 

 天保改革の時期は、既に質的に優秀な讃岐な

どの和糖〔白糖〕が量的におよび市場面で、黒

糖を圧倒しつつある時期である 34)〔第二表を參

照〕。かかる歴史的条件下で、流通過程の独占下

が果されなければならなかった。独占のみが、

価格維持政策を相対的に計画しうるからである。

藩の豪商浜崎の買占め 35)〔調所の指令による〕、

あるいは大藏永常の製糖書発行禁止事件 36)など

も、これら砂糖惣買入に関する事件である。 

 道之島等よりの黒糖は、まず島津権力指定の 

男三四七 
女二七五 
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第二表 〔白糖の黒糖凌駕〕 

白下糖産額（斤）【讃岐】 黒糖産額（斤）【大島本島】  

寛政２年 

（1790） 

文政 12 年 

（1829） 

天保７年 

（1836） 

安政５年 

（1858） 

 

500 

821 

2229 

50 

0000 

0300 

0000 

文化２年 

（1805） 

文政 11 年 

（1828） 

天保８年 

（1837） 

慶應１年 

（1865） 

711 

781 

529 

874 

0000 

8099 

3000 

7457 

Ａ 

一
九
世
紀
前
後
の
白
下
糖
産
額
は
、
い
わ
ば

緒
に
つ
い
た
ば
か
り
で
あ
る
が
、
二
〇
年
代

に
は
す
で
に
黒
糖
を
圧
迫
し
つ
つ
あ
り
、
こ

の
段
階
で
は
、
近
畿
な
ど
の
地
帯
で
和
糖
は

市
場
獲
得
に
成
功
し
、
黒
糖
の
市
場
は
、
辺

境
へ
辺
境
（
こ
の
論
文
の
末
尾
に
あ
る
よ
う

に
）
へ
と
追
い
込
ま
れ
る
。
こ
の
性
格
は
、

比
喩
的
に
言
え
ば
、〈
封
建
制
の
極
北
〉
薩
藩

の
性
格
で
あ
る
。
天
保
期
に
す
で
に
質
量
と

も
に
、
和
糖
が
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
を
に
ぎ
る
。 

文化２年 

〃 14 年 

文政７年 

天保７年 

弘化５年 

嘉永５年 

安政３年 

文久１年 

慶應１年 

明治２年 

明治６年 

711 

565 

857 

525 

558 

629 

781 

942 

874 

1105 

685 

0000 

7586 

1000 

0215 

2948 

4087 

4787 

3846 

7457 

2750 

3766 

Ｂ 

〔出所〕 信夫清三郎「近代日本産業史序説」p.184 

  および岩倉市郎「薩州山川ばい船聞書」 

図２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今、第二表の〔白糖の黒糖凌駕〕をグラフ化してみよう 

（外国糖については信夫 214 ページ以下） 



 

 - 44 - 

『管内御用聞』37)（＝いわゆる鹿児島商人）に

より、山川港 38)等経由で上阪し、大阪定問屋・

小問屋に入ったが、專売施行後は、直接大阪藏

屋敷 39)に入る。從来、仕登物は薩州問屋によっ

て 40)賣捌かれており、その賣捌方法は、 

 ○a 全部を問屋に賣捌かしむるもの 41) 

 ○b 一部を藏屋敷で入札に附し、その落札値段

を『御定値』（標準値段）として残部の販売

を所属問屋に委託するもの 42) 

 ○c 全部を藏屋敷の入札に附する 43) 

 最初仕登品は○a 法であり、後、特に黒糖は○b 法

となり、天保改革により○c 法が実行され、黒糖

に関しては、問屋排除、藏屋敷自体が問屋営業

の機能を営む。これは、生産過程および流通過

程の――藩権力と新組銀主による独占的掌握で

ある。 

 改革の基軸＝砂糖惣買入は、讃岐等の和糖生

産高が、既に天保期を劃期として、ますます烈

しく、島津藩の黒糖生産高に差をつけていくの

で、危機に立つ。 

 もちろん、例えば、恐らくその対應であろう

と考えられる大島郡における白糖生産も始まっ

ている。しかし生産関係的には、「大島の四ヶ島

の白糖マニュは夫役によって為され、名瀨町の

マニュは農民の一年の過半數があてられること

になり 44)」、「大島郡状態書」が述べるように、

「其製糖ハ頗ル上品ナリト雖モ広大ナル製造所

ナリシニ供給スル甘蔗及薪炭等ハ之レヲ人民ヨ

リ徴収スルニ道路脩ラス又運搬ニ供スベキモ船

舶乏ク終ニ種々ノ苦情ヲ惹起シ且ツ製造場モ暴

風ノ為頽敗シ 々修繕ヲ要スル事アリテ前途ニ

於ケル困難ナルヨリ數年ニシテ之レヲ廃業スル

事トハナリタリ 45)」。 

 そして、島津藩の黒糖は、日本の中心部から

駆逐されていく。 

 「日本砂糖商組合沿革史」（五一ページ）は言

う。「明治二、三年の頃までは東京を以て第一の

得意とし、これに次ぎては加賀・能登・越中・

越後・佐渡をもって重なる販売先とし、伊勢・

尾張・三河・山城・近江・美濃・丹波・但馬の

各地方これに次ぎ、其他、陸奥・出羽および北

海道の一部・山陽・南海の兩道に至るまで全国

殆ど供給せざるところなかりし」。「しかしなが

ら、黒糖の江戸積が多いのは、江戸よりさらに

東北各地に廻送されていたためで、明治時代に

入って、大阪より東北直通の道が開かれるとと

もに、江戸積黒糖は明治元年の６万 8000 挺→同

五年２万 7000挺へ激減……黒糖は北陸や奥羽等

僻陬の地を需要地と」することとなる 46)。 

 

註 

１）土屋喬雄「旧鹿児島藩の財政」封建社会崩

壊過程の研究に所収 一九二七年 四一〇

ページ 

２）鹿児島県史二巻二五四－二五五ページ 

３）土屋前掲旧鹿児島藩の財政の四〇〇ペー 

ジ。 

  天保改革の調所への指令〔重豪による〕－

右書に掲載されている調所笑左衛門履歴概

略の一部であるが、転載する 

   栄翁様宰相様御両公より広郷へ 

  被命御書 

  一、金五拾万兩 

    右来卯年より来る子年迄相備候事 

  一、金納並非常手当別段有之度事 

  一、古金借証文取返し候事 

    右三ヶ條之趣申付候事 

  年来改革幾度も申付置候得共其詮無之候処、

此度趣意通行届滿足之至に候、就而は何れ

万古不易之備無之候而は実々改革とは難申、

仍而来卯年より来る子年迄十ヶ年之間格別

令精勤申付置候三ヶ條之極内用向浜村孫兵

衛へも申談右年限可致成就事 

   右大業申付候上は為筋之儀は勿論何篇不

差置家老中へ申聞時に無滞其方存慮通取計

可致、尤大阪表之儀は往返致候は及延引候

付、取計置追而可申出候 

   此旨豊後守へも申談急度申付候條異議有
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之間敷、仍而如件 

    天保元年寅十二月 

      栄 朱印 

      翁 

       調所笑左衛門へ 

４）県史二巻四一三ページ 

  海上王浜崎太平次伝 

  岩倉市郎「薩州山川ばい船聞書」〔アチッ

ク・ミュージアム・ノート第一六〕 

５）前掲「海上王……」 

  「調所は宮原源之丞を三島方掛という砂糖

製造運輸等すべて之に関する總指揮者に任

じ次に肥後八郎左衛門を愼密懇到方
シンミツコントウカタ

なる役

目に、兩名を三島へ派遣」とあり、同時に

「調所は太平次等の所有の船舶を藩の御用

船として黒砂糖その他米殻菜種子木蝋の如

き藩営の諸品を江戸大阪長崎芸州肥後日向

大島琉球方面に運送せしめる事を翁等の営

業者に託した」と。「当時薩藩の御用船のみ

にても十餘隻あり」と。因みに、宮原源之

丞に関しては、「調所は就任前より藩の財政

方面に明るかった三原藤五郎、海老原宗之

丞、宮原源之丞等を補佐役として採用云々」

と。「県史」 

６）喜界島代官記 

浜村正三郎「維新前後の糖業」経済史研究

二〇巻一号 

県史二巻三九六ページ 

７）河野信治「日本糖業発達史（生産篇）」昭和

五年四一ページ 

喜界島代官記 

浜村前掲論文を参照 

堀江英一「封建制における資本の存在形態」

社会構成史体系第三回配本の四六･七ペー

ジ所収の薩摩藩輸出入額表を見よ 

県史二巻三九六ページ 

８）茂野幽考「奄美大島民族誌」二三ページ 

９）佐藤信淵「薩藩経緯記」 

薩藩の文化第三第三章一九四ページ 

10）奄美史談 

11）喜界島代官記 

12）社会経済史学十巻 一号昭和十五年四月 

13）前掲「海上王……」 

14）県史二巻七六一ページ 

15）前掲「海上王」 

16）同上 

17）同上 

18）同上 

19）同上 

20）同上 

21）同上。なお西南役以後の同家については前

掲土屋五〇九ページ 

22）前掲堀江七三――四ページ 

「資本論」三巻第二〇章〔岩波版（九）〕一

九三ページおよび一九五ページ 

23） 前掲堀江「封建制における資本の存在形態」

七四ページ 

24）土屋前掲書四六〇ページ 

県史二巻四〇〇ページ 

奄美大島史一四節および大島郡状態書 

25）土屋前掲書四六〇ページ 

奄美大島史一四節 

徳之島小史 

県史二巻四〇〇ページ 

26）県史四〇二－四〇三ページ 

土屋前掲書四六〇ページ以下 

27）土屋同上書四六〇ページ以下 

県史二巻四〇三－四〇七ページ 

28）県史二巻三七九－三九〇ページを參照せよ 

29）奄美史談 

30）坂口徳太郎「奄美大島史」三一一－三一二

ページを見よ 

31）信夫清三郎「近代日本産業史序説」日本評

論社 昭和一七年二一七ページ 

32）前掲「奄美大島民族誌」一三二ページ 

33）三八七ページ 

34）信夫清三郎「近代日本産業史序説」一八四

ページ 
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35）県史二巻四一三ページ 

36）同上四一二－四一三ページ 

37）宮本又次「大阪荷受問屋二番組」経済史研

究四二・三号 

38）同上 

39）同上 

40）同上 

41）同上 

42）同上 

43）同上 

河野信治前掲書 

信夫清三郎前掲書 

44）木村靖二「慶應年間大島郡における白糖の

製造」社会経済史学五巻二号 

45）大島郡状態書一一――一二ページ 

46）信夫前掲書一八五ページ。なお外糖に圧倒

される当時の日本糖業の「近代化の阻止要

因」については、信夫二三〇ページ以下。 

 

〔付記〕 

この小論は、「幕末政爭序説――島津藩の天保

改革」（一九五二年に執筆）の「五章 三島方砂

糖惣買入――改革の基軸――」と、その草稿だ

けを基礎にしている。ただし、《……》の箇所は、

黒糖士族に関しては、昭和四八年の原口虎雄「鹿

児島の歴史」の一九二ページ、出雲屋について

は、昭和五五年の芳即正「島津重豪」（二三六ペー

ジ）という概説書によっている。他は一切かえ

りみられていない。 
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税 金 論 叢 

 

 

 

川 崎 昭 典  

 

 

一 給与所得控除は大きすぎるか 

 １ 給与所得控除制度の意味 

  (1) 所得控除と給与所得控除 

  (2) 必要経費とは何か 

  (3) 給与所得控除額の計算方法 

  (4) サラリーマン・契約事業者論 

 ２ 賃銀と報酬 

  (1) 賃銀課税について 

  (2) 報酬に対する課税 

 ３ 源泉徴収制度について 

 

 

二 相続税と事業承継について 

 １ 遺産課税方式と取得相続財産課税方式 

 ２ 相続税の総額という概念 

 ３ 事業承継 

 ４ むすび－農業と中小企業の差異 

三 課税の原理について 

 １ 課税の原理 

 ２ 租税原則 

 ３ 公平ということ 

 ４ 世紀転回点の思想 

 

 

一 給与所得控除は大きすぎるか 

 

 １ 給与所得控除の意味 

 

日本のサラリーマンは、標準世帯で 330 万円

程度まで非課税になっている。この課税最低限

は世界的にみても著しく高いものである。イギ

リスは 170 万円程度であるし、アメリカは 220

万円程度である。このように、サラリーマンの

課税最低限が非常に高くなったのは、クロヨン

問題に端を発して、サラリーマンだけが源泉徴

収制度の犠牲とされているというような酷税論

に対応した結果だとも見られるし、度重なる景

気刺戟のための減税の結果とも見られるもので

ある。 

2000 年６月の総選挙では、民主党はこの課税

最低限を引き下げよという主張を出した。選挙

にあたって政党が増税を主張したのだから、こ

れはかなり珍しい現象だったが、選挙結果にこ 

のことは格段の影響を及ぼさなかったように見

える。給与所得控除が高いかどうかを検討する

ためには、まずその制度の意味を検討しなくて

はならぬ。 

 

（１）所得控除と給与所得控除 

給与所得控除は、いわゆる所得控除という多

くの控除の中の一つのものではない。所得控除

とは、個人の担税力の減少となるような個別的

な事情に着目して、所得額の減少を認めるもの

である。例えば医療費が沢山かかったというよ

うなことである。給与所得控除は、これにはあ

たらず、必要経費に相当するものだとされる。

しかし、必要経費そのものではない。 

所得税額の計算式を要約すると、次の二つと

なる。 

 収入－必要経費＝所得    …① 
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 所得－所得控除額＝課税所得 …② 

この式で表現されるように、所得税の課税標

準（税率をかけると税額が計算される数字）は、

課税所得ということになっていて、所得ではな

い。つまり所得から諸々の所得控除額を差し引

いたものを課税所得（課税標準）と構成してい

るのである。所得控除とは、例えば医療費のよ

うに個人の財力を減少させるような事情を考慮

して定められているものだから、個別的な事情

の考慮という趣旨からか、この課税所得のこと

を主観的所得とよび、所得のことを客観的所得

と名付けている人があるが、このような表現は

誤解を招くもとになるだろうから適当ではない。

個別的ということと主観的ということは全く違

う概念である。強いて言えば、一般的所得が所

得であり、個別的所得が課税所得というふうに

考えてもよいかと思われる。ちなみに、課税所

得というかわりに、純所得という用語を使って

いる人もあるが、これは全く不適当である。第

一にわが国の税法上、このような用語はないし、

net  income という英語の訳語だとしても、所

得のことか課税所得のことか分らないし、通常

net  income というのは、税引き後の手取り額

を言うのであるから注 1)49 頁。 

いわゆる所得控除のなかで、基礎控除だけは、

個別事情を考慮したものではないので、本来は

①式に入れられねばならぬものかも知れない。

まあ万人共通の個別事情とでも考えておくのだ

ろう。 

ここで問題としている給与所得控除も①式に

入るべきものである。だから必要経費に当たる

ものだと説明され、サラリーマンの必要経費は

算定しにくいものなので、給与所得控除として

一律に定めたものだと通常は説明されている。

公式の説明としては、まだいくつかの説明の仕

方があるがここではとりあげない注 2)49 頁。必要

経費とみることには相当な無理があることを指

摘するにとどめておこう。 

 

（２）必要経費とは何か 

先の①式にみるように、収入から必要経費が

さしひかれるのであるが、まず収入があって次

に必要経費があるのではない。必要経費が先に

支出されて、その結果として収入が得られるの

である。収入を得るために必要な経費というこ

とである。取引の実際としては、まず売上原価

（必要経費）が支出される。そしてその仕入商

品（必要経費）を売ることができれば、収入（売

上）が得られる。したがって、必要経費（仕入）

が増えれば増えるほど収入（売上）も増え、結

果として利潤（所得）も増えるという関係にた

つものである。 

給与所得控除というのは、このような関係に

たつものとは考えられない点がまず問題である。

次には収入（月給）を得たのちに支出されるこ

ととなる基礎的生活費的なものと漠然と考えら

れている。これが基本的な問題点である。租税

論からみれば、消費支出いわゆる家事関連費は

絶対に必要経費ではない。したがって認められ

ることのできない考え方であって、サラリーマ

ンには必要経費はないというのが正論だという

ことになってしまう。 

 

（３）給与所得控除額の計算方法 

給与所得控除は定額控除ではなくて、月給が

多いほど給与所得控除も多くなる計算方式に

なっている。結局３割近くも控除されることに

なるので、必要経費相当分というのであれば一

定水準のものでよい筈ではないかという疑問を

生むのである。以下計算実例をみてみよう。 

 

平成 11 年分 給与所得の速算表 

収入額 180 万円から 359 万 9999 円まで 

収入額 350 万円の場合、収入額を先ず４で

割る。 

350 万円÷４＝87 万５千円  

ついで次の算式による。 

 (875 千円×４×70％)－180 千円＝65 万円 
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この一例で分るように、年収 350 万円のサラ

リーマンの給与所得控除後の給与所得というの

は 65 万円となるわけである。そこで扶養家族が

あれば、先ず税金はかからない。この個別に定

められている算式で計算すると、年収 1000 万円

の人の給与所得は、780 万円となる。 

給与所得控除の計算の仕方は、月給が増えれ

ば給与所得控除も増える、しかし比例的にでは

なく、かなり下に厚い制度になっている。とこ

ろで年収 1000 万の人が、年に 220 万円の必要経

費がいるということの説明はできないわけであ

る。かと言って所得控除のなかの一つの制度と

することもできないヌエ的な存在だということ

になる。ここに、収入を得るために必要な経費

とみれば、そんな多額を必要とするわけがない

という考え方がでてくるのである。 

 

（４）サラリーマン・契約事業者論 

サラリーマンを個人の請負事業だと仮定して

みて、その収入から事業所得を計算してみよと

いう議論がある。この場合、家事関連費は一切

必要経費にならないので、電話とか文房具を自

弁するとすれば、その費用だけが必要経費とな

るとする議論である。たしかにこのように考え

てみると、現在の給与所得控除は極めて過大な

ものということになる。 

しかし、議論というものは何とでもできるも

のであって、自己の労働を売るという賃銀労働

者の労働再生産の費用だとみれば、自己の体力、

智力を維持するに必要な経費は必要経費ではな

いかという議論も十分成り立つと思われる。労

働再生産に必要な経費ということになれば、食

費も家賃も洋服代も教養費もすべてが必要経費

となってくるだろう。この場合、家事関連費だ

のという観念はすっかり消えてしまうわけであ

る。 

傭われている者を独立契約の請負事業者と考

えるのも現実的な考えではないのだから、この

ような考え方から、給与所得控除が多すぎると

いうのも、あまり当を得た考えとは思われない。

ではどのように考えたらよいのか。 

 

２ 賃銀と報酬 

 

サラリーマンの月給は利潤ではない。事業者

の利潤に課税するのとは、根本的に違っていて

もよいと思う。一口に給与というが、給与には、

賃銀と報酬の２種類があると私は考える。この

二つは元来性質の違うものである。 

 

（１）賃銀課税について 

所得に課税すべきであるという思想がようや

く定着しかかった時代になっても、賃銀に課税

するのは無理ではないかという考え方が一般的

であった。賃銀は生活に必要な最少限度の金額

しか支給されていないのであるから、労働者が

納税する余裕などあるはずもないので、賃銀に

課税をすれば、それは全額雇用主が負担せざる

を得ないだろうというのが、アダム・スミスの

意見であった。 

現代社会は、賃銀といえども生活維持に精一

杯というよりは、かなりの余裕をもっている。

したがって、課税できる社会的状況にはあるの

だが、血と汗の対価である生活維持に必要な最

少限度の金額は課税の対象からはずすべきであ

ろう。その意味で、サラリーマンのうち、低所

得者層にとっては、基礎控除や給与所得控除は

絶対必要な制度と言える。しかしその額はどれ

くらいが適当かとうことについては、判断の分

れるところであろう。 

政治的にみれば現在の比較的高い課税最低限

の設定は、直間比率の是正という趣旨で消費税

率引上げを前提とした所得税恒久減税であった

ように思える。したがって、消費税引上げを行

なうようであれば、給与所得控除は切り下げる

べきではないという結論になる。消費税引上げ

は、実際問題としては簡単には実現しないだろ

う。もしそうだとすれば、やりすぎた減税をど
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こで取り戻すか、これは決断のいる政治問題で

ある。 

法人税は一般消費者に転嫁される。それは製

品価格に法人税相当分が上のせされているから

だと説明する人が多い。ところが、所得税につ

いては、雇用主つまり会社に転嫁されると説明

する人はいない。会社と組合との賃上げ交渉を

みると、常に税引後の手取額が問題となってい

て、交渉がまとまったり、決裂したりする。現

実には、会社経営者は所得税込みで月給を支払

わねばならぬのである。私には、法人税の転嫁

というより所得税の転嫁という方がまだいくら

か理由のある議論であるように思えるが、法人

税の転嫁を説く人は多いが、所得税の転嫁を言

う人はいない。考えてみればこれは奇怪なこと

である。転嫁というのは、間接税についての制

度的なもので、直接税について転嫁を議論する

のは誤っていると私は考えているが、サラリー

マンは企業活動の中にその所得の源泉を得てい

るわけであって、憲法でいう健康で文化的な生

活を営む最少限のものは、課税対象外として獲

得できなければならないと思われる。 

したがって、一口に給与といっても賃銀の対

価であるものについては、相当の給与所得控除

額をみとめてよいと思われるが、日本の現在の

給与所得控除額が、消費税の値上げを前提にし

ていたものであったとしたら、それは財政の失

敗、いわば自殺行為であったと言えるかも知れ

ない。減税と増税、同時に行なうべきことを減

税だけ先に行なったのであるから。 

次に所得税の減税ということは、累進税率の

最高のところだけを少なくするというのではな

く、いわゆるブラケット、累進税率の適用区分

帯の改正を同時に行なうべきであろうと思われ

るが、わが国では一切そのようなことが行われ

ていない。ということは、わが国中堅クラスサ

ラリーマン（年収 1000 万円前後つまり 700 万～

1300 万の人々）にとっては、現在の程度の給与

所得控除額がなかったら、大変は高税になると

いうことを忘れてはならない。現在の給与所得

控除の制度は、最低限のサラリーマンには甘い

ように見えても、それを若干上まわる人々にとっ

ては、決して甘くないのである。平成７年に 900

万円超 20％、1,800 万円超 30％と設定されて以

来、最高税率は改正されてもこのブラケットは

改正されていない。 

 

（２）報酬に対する課税 

同じく給与といっても、報酬と賃銀とは全く

その性質が違う。報酬とは成功報酬というよう

に、労働の対価ではなく成功つまり会社経営に

より黒字を出すことに対する謝礼金のようなも

のである。したがって必要経費は皆無と考えて

よいし、給与所得控除というような制度そのも

のを適用する余地はない。一応このように考え

るのが、理論的というものだろう。しかし現実

にはそうはいかない次の２つの理由がある。 

（イ）重役になり経営者になったといっても、

サラリーマンが段階的に出世しただけの

ことで、実際は多少多い賃銀を得ている

にすぎない。 

（ロ）累進税率の下では、株式配当が分離課税

で30パーセントが最高になっているのと

バランスがとれない。高い給与に高い累

進税率がそのまま効いては非常に酷なこ

とになる。 

結局のところ、報酬とみられる給与所得につ

いても、それなりに給与所得控除は必要である

ということになる。現在の制度は、給与が多く

なるにつれて、給与所得控除額も多くなるので

あるが、それは累増的でも比例的でもなく、む

しろその逆である。したがって、現在の制度は

ほぼ妥当なものと言うことになろう。問題はむ

しろ配当所得課税の制度の方にあるということ

になる。 

しかし、事業所得者が法人に衣替えして、事

業収入は配当とし、自らは給与所得者として月

給を貰う。あるいは、法人としなくてもこの頃
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の税務の取扱いでは、専従者給与が認められて

いる。このような場合、賃銀労働者でない人が、

大きな所得控除を受けて所得税額を減少されて

いるという事実がある。これらのことについて

は、世間でも同情はないし、私自身も同感はで

きない。つまりこれらの給与所得といわれてい

るものは、完全な報酬であって給与所得控除と

いう制度そのものを適用する必要はないと考え

てよいものなのである。 

結論として言えば、給与所得という税制は改

正すべきであろう。傭われる労働者の賃銀所得

と、役員報酬として自己の所得に対して自己が

決定権をもつ報酬所得との二分割である。日本

の社会には、中間的なタイプの人々も相当に多

い。そこのところこそきめ細かい担税力に応じ

た税制が必要だということになるのではないか。 

わが国の所得税制の歴史をみても、昭和 15

年の税制までは、まだ勤労所得軽課、資産所得

重課という思想が残っていた。分類所得税とい

う考え方である。 

 

３ 源泉徴収制度について 

 

給与所得控除という制度は、現実問題として

は源泉徴収というわが国の特別な制度との関連

において考えなければ、十分な意義が理解でき

ないであろう。この種の議論は政府税調の見解

でもある。事業所得者は何と言っても期限の利

益を享受している。あるいは申告の正当性につ

いて保証がない等々の議論である。これはサラ

リーマンの源泉徴収の制度をやめて、すべて申

告納税としたらどうなるかという反省でもある。

やはり相当な混乱と税収減が生ずるのではない

かという感じがする。このことは実証的な議論

ではないが、極めて重要なことと思われる。 

もう一つの問題は、賃銀給与を労働力の対価

であると考えると、ほとんどの給与所得という

ものはなくなってしまうのではないかというこ

とである。労働再生産に必要な経費はすべて必

要経費と考えざるを得ないからである。食費も

家賃も洋服代もすべて家事関連費ではなくて、

必要経費となってくるのではないか、もしそう

なれば、給与所得という税収のおおむねが失わ

れ、所得税収入額は極端に減少することになろ

う。このように考えてみれば、給与所得控除と

いう制度は、源泉徴収という制度に必然的に関

連づけられた制度であると考えなくてもよいだ

ろう。源泉徴収という制度をやめて、サラリー

マンの給与所得を申告納税制だけにしたと仮定

しても、給与所得控除という制度を設けて、限

界を設定しなければ、すべての消費支出が必要

経費ということになって収拾のつかないことに

なるだろう。 

 

注１）(46 頁)純所得という用語は、中国経済学

においては付加価値額の総和とか、付加価

値総額といった意味で用いられている。こ

れは、賃銀分配率を出すための概念である。

中国国営企業は、利潤を生むという考え方

ではないが、収入金額から必要経費（これ

には労働者の賃銀はふくまれない）を差引

いたものを付加価値の総体ととらえ、その

中から、経営者の賃銀（報酬にあたる）と

労働者の賃銀（わが国の企業会計では人件

費とみて損金にあたるもの）及び国家への

上納金（税）が配分されると考える。この

三者を純所得として構成している。課税所

得ということとは、全く別の概念である。 

日本語で純資産と言えば、負債を控除し

たのちの資産を意味するが、純所得という

用語はない。常識的な用法では、税引き後

の手取り収入を意味するが、財政学や租税

法学上の用語として課税所得（課税標準）

のことを純所得というのは誤った語法であ

ろう。 

注２）(46 頁)給与所得控除の内容として通常説

明されている事項に次のようなものがある。 

(1) 必要経費の概算的な控除である。 
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(2) 他の所得との担税力の調整である。給

与所得は、事業所得などのように相続とか、

事業承継できる性質の所得ではないので、

担税力補充額相当額を配慮しなくてはなら

ない。 

(3) 他の所得との所得捕捉率の格差を調整

するものである。給与所得は、農業所得な

どと違って、把握される割合が高いから、

税負担軽減分を考慮すべきである。 

(4) 源泉徴収によって先取りされるから、

利子額相当分は減額されなければならない。 

 

二 相続税と事業承継について 

 

１ 遺産課税方式と取得相続財産課税方式 

 

相続税の課税方式には、通常二つの型がある。

一つは故人の残した遺産を課税物件とするもの

で遺産課税方式という。これはいわば故人に課

税するものである。戦前のわが国は、この方式

によっていた。そのことは戦前の相続法が長子

単独相続を原則とするものであったから、相続

税法もこれにならっていたものと考えてよいだ

ろう。 

わが国には「家」の制度があり、相続とは家

督の相続つまり戸主権の相続と財産の相続の両

方があると考えられ、家の制度を維持するため

には、家督を長男が相続するという制度がよい

と考えられたわけである。天皇家の場合の皇統

も単独相続で維持されるわけだが、諸大名もそ

の地位と財産を長子単独制で維持してきた。庶

民の家も同様で、今日の用語で言えば、事業承

継には複数の相続人を排して単独相続とするこ

とが最も適していたということであろう。 

遺産に課税するということは、いわば故人に

課税するわけだが、死人が納税できないので、

相続人がかわって納税するというような考え方

である。 

戦後民法の大改革を行い家の制度を廃止し、

子供は皆平等の相続権を持つことになった（妻

にも相続権が認められたが、現在の 1／2というよ

うになったのはずっと後になってからである）。

このことが事業承継に悪い影響を与えるという

ことは、立法者も十分予想していたのであるが、

事業承継よりは個人の尊厳、個人の家からの解

放、特に女性の解放ということが念頭にあった

と思われる。 

相続法が平等相続に改められた以上、税制も

それにならって相続人が相続した財産について

相続税の課税をうけるということになるのは当

然であるが、その際法定相続人が法定相続分ど

おりに相続するということは比較的少なくて、

相続人が相続を放棄して長男に単独相続せしめ

家産の分割を防ぎ家業を継続するというケース

が比較的多く起った。このような社会的事象に

配意して工夫されているのが、わが国の現在の

相続税法である。 

 

２ 相続税の総額という概念 

 

遺産について、法定相続人が法定相続分どお

りに相続し、それぞれが支払うべき相続税額を

計算し、それを合計したものを「相続税の総額」

とよんでいる。 

遺産相続という形で単独で相続すれば、相続

税は累進税率であるから相当の高率で課税され

ることになるが、分割された取得相続財産は遺

産の何分の一かになるので税率もぐっと下がる。

税額は少なくてすむ。計算例をみてみよう。相

続人を３人とする。 

遺産の課税対象額を 30 億として、単独で相続

すると累進税率が 70％である。 

30 億×70％＝21 億……相続税額 

３人が 10 億ずつ相続したとき、相続税率は

60％である。 

(10 億×60％）×３＝18 億……相続税額 

この場合、３人のうち２人が相続放棄をし、

長男が単独で相続したとしても、相続税の額は



- 53 - 

21 億ではなくて 18 億でよいとするのが現在の

わが国の相続税の制度である。つまり遺産課税

方式を排除して、取得相続財産課税方式を事実

に反してまでも貫くという姿勢をとっているの

である。このことはわが国社会の実情に照らし、

相続税制が家業の承継に相当の配慮を加えたも

のとみることができよう。 

ところで、このやり方をどう理解したものか、

わが国の相続税は取得相続財産課税方式に遺産

課税方式を加味したものであると解説した書物

注 1)52 頁があるために、多くの人がこの加味とい

うのを拡大して、わが国の相続税は遺産課税方

式と取得相続財産課税方式の折衷であるという

説明をするようになっている。これは正しくな

いだろう。 

相続税の基礎控除額を 5000 万円＋（1000 万

円×法定相続人数）とし、これを遺産から
、、、、

控除

するとしている点で、強いて言えば、遺産課税

方式が加味されていると言えないことはない。

課税対象額の計算が遺産をもとにしてなされる

からである。しかし、これとても、基礎控除額

を設けるならば、遺産から控除するのが当然で

ある。そして残った遺産が課税標準となる扱い

ならば遺産課税方式が加味されているといえよ

う。しかし、課税標準は、残った遺産額ではな

くて、分配相続された遺産額なのである。取得

相続財産がそれぞれ課税対象額（課税標準）と

なるのであって、決して遺産ではない。 

現在の取得相続財産課税方式は、上述のよう

に事実上の単独相続者に過酷な税負担にならな

いように配意したものであるが、その反面、例

えば沢山の養子をつくって相続税を無にしよう

とする者がある場合を防止する役割をも果たし

ているのである。いくら養子をつくっても、「相

続税の総額」に等しい税額だけは、実際の相続

人に割りあてて徴収しようというものだからで

ある。もともと養子については、身分上の制度

であるのでむやみに否認できないということで、

わざわざ改正して実子あるときは１人、実子な

きときは２人までと法定された。それ以上の養

子を民法上でつくってみても、相続税額は軽減

されないのである。 

 

３ 事業承継 

 

民法が事業承継の困難性を招来することは承

知で、家の制度を廃止した。このことは忽ち農

業の相続について問題となった。現在、わが国

における農業保護のため、農業承継者について

は、事実上相続税はかからないような仕組みと

なっている。 

中小企業にも事業承継の困難を訴える声がか

なり大きい。特に地価が高騰した都市部に工場

や資産を有する中小企業に相続がおきたとき、

相続財産の評価が異常に高くなり、単独相続し

ようが法定相続しようが相続税額が多額になり、

事業承継が困難になるという声が強い。 

このことは次のように分析できる。 

(1) 相続税率がそもそも非常に高いということ。 

相続税が累進税率で最高が 70％（ドイツな

どは 30％）と非常に高い上に、適用ブラケッ

トが比較的小さい相続財産額から既に高率と

なっている。 

(2) 地価が非常に高騰したため、使用価値以上

に名目価値が高騰し会社財産が名目的に増加

したこと。 

(3) 財産評価方法、特に上場されない株式に財

産が化体されている場合、国税庁通達による

株式評価方法が極めて高額なものになり、納

税者側に納税の困難と事業承継の困難をよん

でいるという事情。 

ここで問題にしたいのは、主に(3)の点である

が、会社財産が株式に化体されている以上、そ

の株式の評価としては会社財産の時価を基準に

考えてゆかざるを得ないことは当然といえよう。

そしてこの当然の結果が、納税困難という結果

になっていることもまた事実であろう。そして、

その評価方法にはいろいろと工夫もされ、また
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特に意識的に算出された額の70％とするという

ような、かなり大雑把な軽減措置とみられるよ

うなものまである。しかし、ここで議論したい

のはその評価方法がいいか悪いかという技術的

な問題でなく、事業承継ということをどう考え

るかというスタンスの問題である。 

 

４ むすび－農業と中小企業の差異－ 

 

事業承継とは世襲ということである。農業に

ついては、細分化を防ぐということからも単独

相続がよいし、社会的に「なりて」がないとい

うことから世襲が歓迎されているといってよい。

世間全般が農業世襲制ということを是認してい

る。国家はむしろ奨励しているということであ

ろう。 

中小企業についてはやや事情が異なるのでは

ないか。誰も相続が起ったときに中小企業が倒

産してもかまわないとは思わないのであるが、

事業承継と事業存続とは別のことなのである。

中小企業は世襲制とし、社長の子が社長となっ

て繁栄を続けるように、相続税法はそのように

改正されねばならぬというのは当事者の一人よ

がりの主張ではないだろうか。事業が存続すれ

ば、社長には誰がなってもよいのではないか。 

公開されないといっても、株式とした以上は

株式がそれを保有している者の責任となるのは

当然である。中小企業ももっとひらかれた社会

になるべきだし、株式もできるだけ従業員に与

えるようなことを考えて、必ずしも世襲制を前

提としない事業存続を考えるべきではないだろ

うか。 

所得税の最高税率も下がったから、相続税も

思いきって軽減すべきである。そのことが景気

回復にもつながるし、中小企業の事業承継にも

好ましいことであるというような議論が多い中

で、野口悠紀雄氏の次のような議論は、非常に

めあたらしいと同時に本質をついていると私は

思う。 

高齢者福祉が問題とされ、その財源に消費税

という考えが一般にあるが、消費税よりも相続

税が一層高齢者福祉の財源にむいている。財産

を多く残したような人は、高齢者だからといっ

て特に援助する必要はないだろうが、その人の

残した財産から多額の相続税をとり、財産や所

得のない高齢者の援護にあてることは理にか

なったものと言える。相続税は軽減ではなく増

税すべきものである……注 2) 

この人の議論は、100％相続税ということも辞

さないというもののようであるが、およそ中小

企業の事業承継のためというような議論とは正

反対の立場の議論であろうと思う。私もむしろ

この意見に共感を覚えるのであって、世襲を念

頭においた税議論などは、全く値打ちがないよ

うな気がする。長い眼でみれば、世襲制を明る

く透明に排除していく社会が発展する社会なの

である。 

 

注１) 51 頁『日本の税制』大蔵省主税局調査課

編 

注２）52 頁『日本経済再生の戦略』野口悠紀雄

著 中公新書 1999．10．25. 

 

三 課税の原理について 

 

なぜに国家は国民に対して課税できるのかと

か、なぜ国民は税金を払わなければならないか

といった議論を課税の原理というわけであるが、

日本語の用語としては、租税の原理ともいうし、

一方で租税原則という概念もあり、このことを

課税原則とも言ったりして判然と区別して用語

が用いられることはないように思う。私はこれ

を少し整理したいと考える。租税は、いかにあ

るべきかということを考えるために必要なこと

だと思うからである。 

歴史的にみて大まかに言えば、最初に課税の

原理（principle of taxation）を解説したのはリ

カードウであり、租税原則をまとめたのはアダ
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ム・スミスと言ってさしつかえあるまい。リカー

ドウ（1772－1823 年）はその主著『経済学及び

課税の原理』（1819 年）で課税の原理を述べた

が、ここでは principle という語が用いられて

いる。そこでは今日的な感覚で言えば、なぜ課

税できるかという課税の原理よりは、むしろい

かに課税すべきかという租税原則的な議論がな

されている。彼は資本に課税するのはよくない

ことで、所得に課税すべきことを課税の原理と

して説明したのであった。金の卵を生む鶏を殺

してはならないという有名な言葉がある。アダ

ム・スミス（1723－1790 年）は、その『国富論』

（1776 年）第５編、第２章、第２節において租

税原則として、当時いろいろと議論されつつあっ

た議論や意見を、先ず公平（equality）を筆頭

に４原則としてとりまとめた。この二人の大学

者のことは、私が説明するまでもないが、リカー

ドウは株式仲買人だったし、スミスは大学教授

であった。 

課税の原理と言い、租税原則と言っても何も

この二人の学者がはじめて議論をしたというの

ではなく、経済学や財政学の創成期にいろいろ

の議論や見解を述べた人は多いが、この二人を

代表的なものととらえてよかろうということで

ある。またその後にもいろいろの有力な学者達

の意見がでてきて現代の租税学説は形成されて

きたのである。この種の議論において、用語が

英語であれ、ドイツ語であれはじめから統一的

に用いられたわけではなく、とりわけ日本語で

言うとなるとまちまちである。課税の原理も租

税の原則も全く区別しないで同じような意味に

用いている人もいる。勿論それで誤りではない

が、考え方を整理する場合に、私は次のように

区分して用いた方がよいと考える。 

             課税の原理 

 課税の原理       reason why 

 Principle of taxation  租税原則    

             rule how 

まず狭い意味で、課税の原理とは、なぜ税金

をとることができるか、なぜ税金を納めなけれ

ばならないかという理由（why, reason）に関

する議論である。応益説とか応能説とかいわれ

るものがこれにあたる。次に租税原則というの

は、どのように税金をとるのがよいか、課税は

どのように行なわれるべきであるかというhow

の議論である。これは rule にあたると考えてよ

いと思うが、ヨーロッパでも日本でも租税原則

というとき rule of taxation という語は一般的

に使われていないようである。principleと言い、

Grundlage といっても実体的には rule をさし

ていると考えてよい内容の議論なのである。 

次にこの二つを統合する概念としての「課税

の原理」がある。これはリカードウの用語例に

ならって principleと考えておいてよいと思う。

このように整理しておくと理解するのに便利で

あるし、公平とはどういうことかといったこと

を考えるのにも有益であろう。 

 

１ 課税の原理（why の議論） 

 

なぜ国家は課税できるかという国家の課税権

の由来を説明するためにいろいろの議論がなさ

れてきたが、現在では二つの主要な学説が生き

ていると考えてよい。応益説と応能説である。

応益説というのは、国家の一員として国家より

種々の利益をうけているから、税金を払わなく

てはならないというもので、国家より受ける利

益にこたえるものが税であるとする。国家から

受ける最大の利益は、生命と財産の安全の保障

ということである。応能説というのは国家の一

員である以上、能力（財産力）に応じて納税す

べきはいわば当然というものである。この二つ

の考え方は、ともに現代にも生きている思想だ

が、現代はむしろ応能説が主流となっていると

言えるだろう。応能説は、「担税力あるところ

課税あり」というような表現となって、あらゆ

る租税の根本原理のような扱いを受けている。
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払える人が負担するのが税というものだという

考え方である。 

そもそも財政というものは、国家のはじまる

と同時にはじまっていた。むしろ財政がはじま

るとともに国家は成立したとも言える。国家費

用をその構成員が拠出する体制がととのわな

かったら国家はあり得ないのだから。一方で原

始国家はいずれも宗教をその基盤にもっていた。

一人の偉大な人物が忽然とあらわれて王となり、

人々はその王の命令を守るようになったという

のではなく、神の声を伝える者が人々におされ

て王となり、いわば神へのささげ物として人々

は税を拠出したと思われる。つまり財政のはじ

まりは宗教にあったとする見解を私は抱いてい

るが、そのような見地にたてば、課税の原理を

云々する以前にすでに納税はあったということ

になろう。 

したがって、課税の原理というのはいわば哲

学的な議論であって、現代の租税は、応益論で

も応能論でもいずれによっても説明ができるも

のである。また法理論的に言えば、納税義務が

憲法に現定されているから納税しなくてはなら

ないのだ、と言ってしまえば極めて実際的なこ

となる。義務説といわれるような課税の原理論

はこれに近いものだが、課税の原理というもの

が本来、なぜこのように納税の義務があるのか

ということの説明を求めるものであるから、単

に義務であるというだけでは説明にならぬだろ

う。宇宙はなぜ存在するのかというような問い

かけではなく、租税という人間のつくった制度

がなぜなければならないかという問いかけであ

るから、「なぜならそこにあるからだ」という

ようなことでは答えにならない。課税の原理と

いうのは、従来の哲学的な議論ばかりでなくて、

もっと歴史的な議論がでてきてもよいように私

は思っている。なぜ税を納めるかではなくて、

納めることによって人類の歴史は国家という形

をとって、進展してきたのだというような説明

である。 

ところで、現実の租税がなぜ実施されねばな

らぬかという説明には、応益説でも応能説でも

何とでも言えるという実例を一つあげておこう。

固定資産税という税は、土地や家屋にかかる物

税だとされているが、所得にかかるのではなく、

保有するという事実に課税されるものだから、

退職後のサラリーマンのように、所得がなくなっ

ても課税されるものである。したがって財産税

の一種であって、基本的には悪税と考えるべき

ものである。面積に応じて課税額がきまる外形

標準課税であるから、応益課税か応能課税か

ちょっと説明のむずかしいところがある。常識

的に考えると、かなりの家や土地を持つ人は、

それだけの財力のあった人だから担税力がある

だろうとして課税する応能課税とみるのが自然

であると思う。 

ところがこれは応益説でずっと説明されてき

た。市町村税であるから、その財産の所在する

市町村から各種の便益を受けているのだからそ

れに見合うものとしての租税だとする説明であ

る。また一方で、固定資産税は財産そのものを

食いつぶす財産税ではないと通常説明されてい

る。固定資産は利益を生むものであるから、そ

の利益に課税しているのであって、一種の所得

課税であるという説明である。なるほど、家を

持っていて貸家として家賃収入を得ている人に

はこの説明が妥当するだろう。しかし自分の家

に住んでいる人は、この説明では納得できない

のではないか。自分が自分の住む自分の家に家

賃を払っていると考えよということのようであ

る。 

わが国の現在の固定資産税は、国税たる地租

と地方税であった家屋税が合体されて出来たも

ので、市町村の基幹税、つまり最重要の財源で

ある。この現在の制度は、昭和 25 年のシャウプ

勧告により実施されることになった税制である。 

シャウプ勧告において、real estate tax（固

定資産税）は、たいていの国で地方政府の大き

な財源となっているもので、それは他の租税よ
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り運用が比較的容易で、地方行政費を負担する

住民の能力にも大体つり合っているものである

と評価され実施に移された。 

しかし考えてみると、固定資産税は大衆課税

の最たるものである。一見、家を持たない人に

は課税がないから有産階級だけに対する課税の

ように思われるが、決してそうではない。家を

持たない人は、借家をして家賃を払わなくては

ならない。固定資産税は、間違いなく家賃に転

嫁されているわけである。つまり国民全般の住

そのものにかかる大衆課税の最たるものである。

このことは勿論、当局者にも十分理解されてい

て、家屋については究極のところ借地借家人の

負担とされるし、事業の所有者にとっては、個

人の支払能力と事業への総合課税となることが

予定されていた。実質的には固定資産税が大規

模な大衆課税になることの弁護として、応能原

則によるものであることを知りながらも、応益

原則であるということを強調したのである注）58

頁。 

 

２ 租税原則（how の議論） 

 

租税原則については、いわば税務行政的なあ

るいは徴税技術的な問題が盛んに論ぜられてき

たので、財政学説史として実に沢山の議論をあ

とづけることができる。それは経済の発展、社

会の進展に応じて租税原則もかわってくるので

あるが、潮流としては大きな流れが二つあると

見ることができる。大きな政府のための租税原

則論と小さな政府のための租税原則論である。

アダム・スミスの租税原則はこのうち小さな政

府論にたつ代表的なものである。 

歴史的にみるとまず重商主義的国家の官房財

政学において出現したのが、大きな政府論的租

税原則であった。これは租税原則というより、

いかにすれば王室を豊かにできるかという租税

政策論的なもので、ユスティの課税の六原則

（1766年）といったものがある。これに続いて、

後世夜警国家論と揶揄されたスミスの小さな政

府のための四原則（1776 年）がでる。19 世紀に

入って、ドイツのワグナーの租税九原則（1890

年）が出るに及んで大きな政府論ははなばなし

く復活する。そうしてさらに 20 世紀になると、

租税原則論も社会政策的要請をふまえて、大き

な政府論として装いを新たにして登場する。ノ

イマルクとかマスグレーブとか著名な学者の租

税原則である。 

これらの租税原則の内容を解説するのが本稿

の目的ではないので、資本主義の変遷に応じて

租税原則の内容がかわってきたということと、

財政政策の採用とともに、租税政策の新たな展

開が国家的必要と考えられ始めたこととを述べ

ておくにとどめる。ここで注意をしておきたい

のは、これらの租税原則といわれるものは、も

はや原則というより租税政策というようなもの

に変容しているということである。そうであり

ながらも、それらは正しく how rule とも言う

べき内容を備えていること、how ということに

ついて言えば、小さな政府論でも大きな政府論

でも同様で、どのように課税すべきかというこ

とである。そこに課税の原理とは違った租税原

則の意味がある。課税の原理ということと、租

税原則ということとは、はっきりと区別して考

えた方が理解しやすいということを特に指摘し

ておきたいのである。 

 

３ 公平ということ 

 

18 世紀から 20 世紀にかけて、それぞれの世

紀を代表する３人の財政学者は、それぞれに租

税原則をたてた。アダム・スミス、ドイツのア

ドルフ・ワーグナー（1835－1917）、アメリカ

のリチャード・マスグレーブ（1910～）である。

これら３名の学者は、その租税原則の冒頭にい

ずれも公平を置いている。しかし、その意味す

るところは同一ではない。租税原則に言われる

ところの公平ということの意味は、課税の原理
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と不可分に関係しているのである。 

日本語で公平ということも、かなり多様な意

味を持つが、公正（fairness）ということとは

違う。公正ということは、透明性ということも

あって、裁判のように公開性の尊ばれるときに

最重要とされる理念である。公平とはもともと

は、等しいとか均等とかいうことでイクオール

というような意味であったと思う。税の思想で

言えば、各人同額つまり人頭税のようなものが

原始的に公平と考えられたのであろう。この公

平の意味、内容が次第にかわってくる。 

アダム・スミスは、当時の課税の原理であっ

た利益説に対応して、公平とは所得や財産の大

きさに比例して税負担をするのが公平であると

説いたのである。つまり比例税率をもって公平

な課税であると考えた。しかし、彼が租税原則

を説明するに用いた用語は equalityというので

あって、equity ではなかったのである。比例税

制をよしとしながらも、均等割的な用語を使っ

ているのは、まだ十分に概念が成熟していなかっ

たとしか思えないが、このような未分明は、J. S.

ミル（1806～1873 年）にも見られるところであ

る。彼は議会政策的配慮の必要を説き、犠牲平

等説というような、社会のために自己の富を犠

牲に供するその心の痛み（痛税感）が等しくな

るような所得税制が必要だとしたから、後世の

学者から累進税思想の創始者という風に見られ

ているのであるが、彼自身は、税制は比例税率

でよいとしたのである。 

ワグナーの説く公平は、はっきりと累進税制

を前提とした公平であったが、それは社会政策

的原理からのものというよりは、後進国ドイツ

を産業政策的に先進国なみに持っていこうとす

る大きな政府の財政需要をまかなう必要から説

かれたもので、租税収入十分の原則といった租

税原則に対応する考え方である。 

マスグレーブに到って、公平という語の内容

はすっきりと確定される。それは累進税率とい

う構造をもった所得税制こそが、真の意味での

公平だという思想である。公平とは所得の多い

者（上の者）と少ない者（下の者）との間の関

係のことだとした。彼はこれを垂直的公平

（vertical equity）と名付け、この垂直的公平

こそが、本当の意味での公平ということで、公

平とは累進税率的な公平を基本としなくてはな

らぬと説明したのである。日本語で垂直的公平

といっても、少しピンとこないが、上下間の公

平と訳したら理解しやすいだろう。この上下間

の公平こそが公理として設定されるべき公平の

意味であって、この垂直的公平が実現されたら、

当然の結果（系
けい

）として水平的公平（horizontal 

equity）が実現されるとした。水平的公平とい

うのは、横ならびの公平ということで、同じ所

得の人には同じ税額をということになる。 

マスグレーブのこの徹底した公平観は必ずし

も正確に理解されずに、一般消費税のように一

律５％ということは水平的に公平な税制である

といった解説をする人が我が国には多いが、本

来的な意味では間違っている。消費税は同じ所

得の人に同じ税額ではなく、同じ支出額に対し

て同じ税額というに過ぎないからである。しか

しどちらにしろ横ならび公平ということは、い

ろいろの人がいろいろの意味に使っても別段さ

しつかえはないだろう。公平ということが、そ

こまで正確に議論されなくても事は足りるであ

ろうから。 

ここで重要なことは、垂直的公平という公平

思想は、課税の原理としては応能説に対応する

ものだということである。すなわち、担税力あ

るところ課税ありという原理に対応する考え方

として、垂直的公平こそが本当の意味での公平

であるという思想が生れたということである。

課税の原理が、公平概念に影響を与え、租税原

則の公平の意味を変えてきたというところに歴

史的な重みをみなければならない。 

 

４ 世紀転回点の思想 
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20 世紀もおわり、遂に新しいミレニアムを迎

えることになった。社会的な不安がなくなった

わけではないが、20 世紀の間に生じた社会保障

政策、社会福祉国家政策は相当に功を奏して、

今や極端な貧困階級はなくなったように思われ

る。こういう状況にあって租税思想にもかなり

大きな変革が起りつつあるようである。これを

変革ととらえるか、思想の混乱とみるか、それ

は意見の分れるところであろうが、次のような

三つの大きな傾向の抬
たい

頭である。それが課税の

原理に変更を迫るものか、租税原則に変更をせ

まるものか、私にはどうもはっきり断定できな

いが、次の三つのうねりである。 

 

（１）間接税の逆進性という思想の埋没 

これは一般消費税の全世界的な導入をもっ

て、公平な租税の実現とする傾向である。従

来から物品税などの間接税は、一般大衆の負

担を強化するもので、間接税には逆進性があ

るといわれて、物品税などは贅沢品や奢侈
し ゃ し

品

に限るべきであるとされてきた思想の著しい

後退である。 

（２）公平に加えて、公平と中立という思想

の抬頭である。租税原則に中立という要素を

加えたのはマスグレーブであったが、それは、

Ａの物品には課税するがＢの物品には課税し

ないというようなことがあってはならない。

租税は市場に対して中立であるべきであると

いう考え方である。 

 このような中立という考え方は、間接税に

は必要なことであろうし、法人税などの場合

にも、ドイツやわが国で盛んに行なわれた産

業援助税制、いわゆる租税特別措置などは、

アメリカ人の眼からみれば正当な租税のあり

方ではないと考えられていたようである。し

かしこの中立思想を極端にまで進めていくと、

累進税率などはもってのほかということなる

のではないか。財政の最も重要な機能である

富の再分配ということが危うくなるのではな

いか。本来は間接税について述べられた中立

という租税原則を直接税に及ぼすというのは

新しい傾向であるがいいことだろうか。 

（３）中立思想の広汎な適用と深い関係があ

るが、累進税率の緩和を求める動きが一段と

活発になったことである。 

 フラット税制の主張にみられるように、比

例税あるいは単一税率への回帰を求める意見

が続出している。これらの意見は、ほとんど

アメリカから起っている。貧富の差が解消さ

れたとするならば、これらの意見は十分傾聴

に価しようが、アメリカは日本などよりはる

かに貧富の差のはげしい国家であり、各地の

スラムは全然解消されていない。これはある

意味で有産階級の反撃とみることもできよう

が、私には思想的混乱のように思えるもので

ある。 

 

さて以上のような世紀末から新世紀へむけて

起ってきた新しい三つの大きなうねりは、課税

の原理 principle の中でどのように整理すべき

ものだろうか。一体それは、課税の原理（why）

に属することなのか、租税原則（how）に属す

ることなのか。一応は租税原則（how）――課

税はどのように行われるべきか――に属する議

論のように思える。しかし、公平と中立という

二つの理念は、果たして両立できるものだろう

か。どうも私には両者はトレード・オフの関係

にあるように思える。租税が国民生活に対して

中立であるなら、社会政策はありえないのでは

ないか。 

このことは、租税原則だけの問題としては解

決できないものをふくんでいると私は思う。や

はり課税の原理に思いを致さねばなるまい。国

民は何のために納税するのか、納税すべきなの

かを深く考えてみなくてはならない。富の再配

分のためなのだから、担税力あるところに課税

ありだからといって、納税が一部の者だけの重

い負担であってよいのかという基本にまで逆
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上って考えなければなるまい。 

民主主義社会において、全国民に選挙権があ

るのに、納税は一部の者だけの重い負担となっ

ているとか、特定の法人には頭から非課税とか

免税とかという制度があるのが万人平等な良い

制度だと言えるだろうか。 

納税とは、本来全国民が参加すべき国家的事

業なのではないか。そうしてこそ、法の下での

平等であり民主主義ではないのか。税制という

ものは、全国民参加型でなければならないだろ

う。近時、赤字法人が多すぎるのはおかしい。

外形標準でもってそういう法人にも課税すべき

だいう議論もあるが、私が言っているのは、所

得のない人にも納税させよというのではない。

多かれ少なかれ人や法人は担税力を持っている。

勿論ごく少しは全く担税力のない人もいるが、

国民すべてが、何らかの形で、担税力（所得）

に応じて納税に参加するような税制をつくるべ

きだということであり、多くの担税力がありな

がら納税しない人や法人を放置して、国債ばか

り発行している国家は崩壊するだろうというこ

とである。そのためには、課税の原理（why）

も租税原則（how）も新しいミレニアムにふさ

わしいものに考え直さなくてはならないと言い

たいのである。課税の原理として責任というこ

とが考えられねばならぬだろう。 

 

注） 55 頁『現代日本地方財政史』藤田武夫著 

日本評論社 1976．４．30. Ｐ.222－Ｐ.223

参照。 
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中国の社会主義市場経済 

 

 

 

高 橋   満  

 
 

はじめに 

 

 中国の社会主義市場経済 Socialist Merket 

Economy という概念は正式には「社会主義市

場経済体制」といわれ，中国の経済改革の過程

で生まれた，改革の目標モデルとされる「新し

い概念」である。というのは，中国ばかりでな

く，一般に市場経済は資本主義的市場経済であ

ると理解されてきたから，市場経済が社会主義

と結びついて，一つの経済体制をなすとは考え

られなかったからである。 

 中国共産党は1992年 10月の第 14回大会にお

いて，改革の目標として「社会主義市場経済体

制」を確立することを決定し，78 年の 11 期３

中全会以来の改革・開放政策の展開の中で，「計

画と市場」をめぐる目標モデルの論争と対立に

決着をつけた。社会主義計画経済体制を市場経

済化して，2000 年には初歩的に社会主義市場経

済体制の基礎をつくり，2010年にそれを確立し，

更に 20～30 年かけて完全なものにすると構想 

されてきたのである。 

 更に同党は鄧小平の逝去，香港返還後の 97

年９月第 15 回大会を開催し，マルクス・レーニ

ン主義，毛沢東思想に並べて，鄧小平の「中国

の特色を持つ社会主義建設論」（以下中国型社会

主義）を党の「指導思想」として「鄧小平理論」

を定立した。「鄧理論は毛沢東思想の継承・発展

であり，中国人民を指導して，改革・開放のな

かで社会主義近代化を実現する正しい理論であ

り，現代におけるマルクス主義の中国での発展

の新しい段階である」と規定した。そして，こ

の鄧理論の核心をなす理論が「社会主義市場経

済体制」である。 

 その後改革・開放政策はいわば最終段階に入

り，1998 年から３年間で，国有企業改革，金融

制度改革，行政改革の３大改革を完成させると

し，市場経済に見合った構造調整に邁進した。

その結果を踏まえて，2000 年 10 月に開催され

た，中共 15 期５中全会は「社会主義市場経済体

制は初歩的に打ち立てられ，明らかに市場メカ

ニズムが資源配置の中で日毎に基礎的役割を果

たし，経済発展の体制環境に大きな変化が発生

した」ことを宣言した。1) 

 以下次のような順序で，中国の社会主義市場

経済とはどんなものかを考察する。 

 Ⅰ．社会主義市場経済概念の成立過程 

 Ⅱ．社会主義市場経済の論理構造 

 Ⅲ．社会主義市場経済と市場社会主義 

 Ⅳ．社会主義市場経済と毛沢東経済建設体制 

 Ⅴ．社会主義市場経済体制の歴史的位置 

 

社会主義市場経済概念の成立過程 

 

 中共11期３中全会を契機としてはじまった中

国の経済改革は当初は計画経済をどの様な経済

体制に改革してゆくのかについて，明確な目標

モデル（模式）がなかった。2) 中国の経済改

革が「漸進的改革」といわれるように，目標モ

デルもいわば経済改革の実際の進展にあわせて，

変化・発展し，その過程は３つの時期に分けら
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れる。第１の時期は 78 年から 83 年までの「調

整，改革，整頓，向上」の８字方針による「経

済調整期」の「計画経済を主とし，市場調節を

補助とする原則」モデルが目標とされた時期で

ある。この時期は主に農村改革が中心で，小商

品経済と市場の復興が大きな比重を占めていた。 

 第２の時期は 84 年から 91 年までの時期であ

り，「社会主義商品経済体制」とか「計画的商品

経済体制」モデルが目標とされた。この時期は

改革が都市ないし工業改革に重点が移るととも

に，国営企業部門には一部「自主権，分権の強

化，利潤の留保」政策が採られ，価格と企業管

理制度の面で「二重体制」が併存するとともに，

各種の経済形態，とくに「郷鎮企業」などの非

国営企業と開放経済が著しく発展し，各種市場

の発展が促進された。しかし，88 年には経済過

熱からインフレが昂進し，人々が預金を引き下

ろし，物に換える現象が広範に生じ，「通貨信任

の危機」に到り，「経済の整理・整頓，改革深化」

の調整政策を余儀なくされた。翌年６月には「天

安門事件」が発生し，国際経済制裁も課され，

改革政策も後退し，「計画経済と市場経済を結合

させる」方針の下，計画手法による再調整が行

われた。 

 第３の時期が，92 年以後現在に到る「社会主

義市場経済体制」モデルの確立とその方向に沿っ

た改革・開放政策が展開され，その目標モデル

が初歩的に形成される時期である。３年にわた

る再調整期に，10 年の改革の経験を総括し，「改

革深化」の具体的モデルとして，市場経済を全

面的に取り入れた社会主義市場経済モデルの概

念を確立するとともに，92 年の鄧小平の「改革・

開放，成長の二つの加速」の大号令の下，高成

長政策が採られた。92 年から再び２桁の高成長

を達成するとともに，本格的に「国有企業改革」

を中心とする所有制改革に取組み，この最後の

難関を克服して，2000 年に社会主義市場経済の

一通りの基礎を据えることになったのである。 

 計画と市場をめぐる問題について，最初の議

論は 78 年７～９月にかけて，国務院が開催した

理論検討会において「計画経済と市場経済を相

結合する」という言い方を提起したことにはじ

まる。そして，同年 12 月の党 11 期３中全会で

は，周知のように「経済建設を活動の重点とす

る」基本路線の転換が行われたのである。「新し

い歴史の条件と経験に基づいて，一連の重大な

経済的措置をとり，経済管理体制と経営管理方

法に対し，真摯な改革に着手すること」を宣言

し，「経済法則に基づいて，事を行い，価値法則

の役割を重視する」とし，経済改革がスタート

したのである。 

 この段階では，目標モデルは明確ではなく，

計画と市場にかんする論争や討論が非常に活発

に行われたが，政策として結実したのは，陳雲

の「計画経済を主とし，市場調節と補助とする

原則」であり，82 年９月の党第 12 回大会で目

標モデルとして定式化され，82 年憲法に明記さ

れた。これは，基幹企業には指令性計画を実行

し，その他の一般企業には指導性計画を実行し，

各種の生産額が小さく，品種が多く，計画管理

ができない小商品に対しては市場調節を行うと

いうものである。指令性計画と指導性計画には，

価値法則を意識的に運用し，小商品には自然的

な価値法則によって調節するとされた。具体的

な改革としては，農村改革がまず実施され，人

民公社が解体された。１億 8000 万戸に及ぶ農業

小経営，商業，輸送，飲食その他のサービス業

の小経営の激増，数百万の社隊企業が郷鎮企業

として発展し，都市でも商業，サービス業を中

心に個人経営が増えた。78 年には僅か 16 万戸

まで減少していた個人経営は瞬く間に解放初期

の１千万戸以上に回復していった。また，小商

品生産の急成長に伴って，全国津々浦々に大小

の「自由市場」が形成されたのである。中国の

生産，価格の市場化は市場の場の形成が意識的

に追求されたところにも特徴があった。 

 更に，目標モデルを新しい段階に引き上げた

のが，84 年 10 月の「経済体制改革にかんする
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中共中央の決定」と 87 年 10 月の党第 13 回大会

における「社会主義初級段階論」と「国家が市

場を調節し，市場が企業を誘導するメカニズム」

論の提起であった。 

 「決定」文書は「社会主義経済は公有制に基

づく計画的商品経済である」とし，初めて目標

モデルとして「社会主義商品経済体制」を提起

し，50 年代以来の指令性計画経済体制の理論と

モデルを超えて，公有制を基礎とし，国家所有

権と企業経営権を分離し，全体として指導性計

画の計画的商品経済を実行する理論とモデルを

確立したとされる。そして，企業経営自主権（利

潤留保，生産，流通，販売等）と価格の自由化

の拡大，市場体系の整備，間接管理を主とする

マクロ・コントロール体系への移行など市場メ

カニズムの作用範囲が拡大した。 この結果，

「二重制（双軌制）」となって，新旧体制併存状

態が現出し，一面では経済を活性化したが，他

面では計画管理の弱化，企業の予算制約のソフ

ト化による問題や市場の分割化（諸侯経済）に

よる競争的市場の形成の困難が現れた。 

 こうした実態を踏まえて，87 年 10 月の 13 回

党大会の改革・開放政策は「決定」文書の改革

モデルと原則をより精密化したものである。中

国の社会主義形成時には，生産力水準が低く，

後れていたため，相当長い初級段階が必要であ

り，公有制を主体としつつも，各種の所有形態

の経営を共に発展させる経済制度をとらねばな

らないとする「社会主義初級段階論」を打ち出

すとともに，「国家が市場を調節し，市場が企業

を誘導する」市場メカニズムの作用する範囲を

広範化し，生産財，金融，技術，労務，債券，

株式等の市場を発展させることを提起した。ま

た，計画管理の重点を産業政策の制定に転換す

ることがすでに謌われており，国家の産業育成

誘導政策が意識されてもいた。 

 この 87 年段階では，開放政策の面でも新しい

戦略が形成される。「沿海地区経済発展戦略」が

それである。開放政策は 79 年の経済特区の設置

に始まり，特に 84 年から開放地域の拡大や外資

の積極的導入政策が採られてきたが，時の趙紫

陽首相は「原料と市場を外に求める」という輸

出志向型発展戦略を打ち出した。内外両域への

市場化政策の発展である。 

 「放権譲利（権利を下ろし，利益を譲る）」政

策による双軌体制はインフレと腐敗を伴い，そ

れによって社会的格差をもたらした。それによっ

て，88 年の経済危機から翌年の天安門事件とい

う政治経済危機が生じたことは周知の通りであ

る。 

 88 年９月から 91 年９月までの３年間，再び

直接的な統制手段を強化し，経済の整理・整頓

を進めたが，しだいに信用収縮や利潤変動制な

どの直接・間接制御を結びつけた貨幣政策によっ

て，総供給の不均衡を緩和し，経済調整を実現

した。この過程で，計画と市場をめぐる議論が

活発に行われ，その中から新たな展開が生まれ

る。 

 そこから目標モデルとしての「社会主義市場

経済体制」概念が確立するのである。この言葉

が最初に使われたのは，92 年６月９日江沢民の

中共中央党校省・部幹部学級での講話において

であったが，この概念が目標モデルとして確立

するのに，決定的影響を与えたのが，鄧小平の

「南巡講話」である。「計画が多いか市場が多い

かは社会主義と資本主義の本質的区別ではない。

計画経済は社会主義に等しくない，資本主義も

計画がある。市場経済は資本主義に等しくない，

社会主義も市場がある。計画と市場とも経済手

段である」と述べ，社会主義と市場経済が結合

可能であるとし，伝統的な社会主義経済理論の

枠に囚われず，飛躍的な理論の発展をもたらし

たとされている。しかし，論理的にみると，鄧

小平の社会主義市場経済論は社会主義を経済制

度，市場経済を経済手段（メカニズム）ととら

えているが，それが経済全体を統合メカニズム

になっているのか或いは部分的な価格システム

にすぎないのか，は実は曖昧である。社会主義
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も市場経済をやることができるというのはサブ

システムとしてのものと考えられるからである。

江沢民の社会主義市場経済は「市場が基礎的な

資源配分の役割を果たす体制」であるとされて

おり，鄧小平にはこの点の言及がない。たしか

に鄧小平は社会主義市場経済体制の概念の成立

に決定的役割を果たしたが，唯一の契機ではな

い。それまでの計画と市場をめぐる政策の論争・

対立に終始符を打ち，政策モデル論争に政治的

決着をつけたという意味で，大きな役割を果た

したといえるのである。4)  

 もう一つの契機は市場の資源配分作用に着目

して，計画経済から市場経済への転換の理論を

展開した改革派の議論である。その代表的な論

文が呉敬璉「資源配分方式としての計画と市場

を論ず」（『中国社会科学』1991 年第６期）であ

る。3)これは資源配分方式に理論的，歴史的な

検討を加え，「要するに，理論と国際経験が証明

しているように，市場配分を基礎とする商品経

済運営方式は社会化大生産に適合し，効率的に

成長を保証する経済体制であり，したがって，

その確立は不可逆的な歴史の趨勢である」とし

た，市場の資源配分機能に着目した早期の論文

であり，社会主義市場経済概念の成立に大きな

影響を与えたとみられるのである。こうした二

つの契機と共に，実態経済の発展が有って，社

会体主義市場経済概念が成立したのである。つ

まり，88 年からの調整期には，不況に伴う全般

的な価格低下が二重価格制を解消する条件を生

み出し，構造調整が改革深化を促したのである。 

 中国の経済改革の目標モデルとして正式に提

起されたのは，92 年 10 月の第 14 回党大会の江

沢民政治報告である。社会主義市場経済体制と

は，「社会主義公有制を主体とし，多種の所有制

経済とからなる基本経済制度」と「社会の資源

配分に対して基礎的な役割をはたす市場メカニ

ズム」，「市場の失敗を補正する国家マク・ロコ

ントロ─ルと社会保障制度」，「共同富裕をめざ

す分配システム」が統合された単一の経済体制

であるとされたのである。 

 こうして，新旧体制の併存状態から社会主義

市場経済体制への転換の過程が進んだ。従来の

商品経済体制が市場経済体制に発展し，価値法

則による調節が市場メカニズムによる調節へ，

計画経済によるコントロールは，「市場の失敗」

に対処するマクロ・コントロールの確立へと認

識が変化したのである。これは理論的認識では，

商品経済論から市場経済論へ，価値法則から市

場メカニズミムへと変化したことを含んでいる。

これには価値法則が中国ではスタ─リン的に商

品経済の法則と理解されて来たから，市場経済

への志向と共に価値法則概念は廃棄の運命と

なったのである。 

 これによって，中国の経済改革は 10 数年の改

革の実践を経て，究極の目標モデルを確立した

わけである。この目標モデルは 2000 年までに初

歩的に基礎を築き，2010 年には比較的完全な体

制を確立するとされ，21 世紀中葉までの社会主

義初級段階の目標モデルとして設定された。 

 その後，同体制への転換に向けて，改革・開

放政策が進んだ。93 年 11 月の中共 14 期３中全

会で「社会主義市場経済体制設立の若干問題に

かんする決定」を行い，市場経済に基づく総合

改革方案が提起された。その主たる内容は，第

１に企業の経営メカニズムを転換し，近代企業

制度を確立すること，所有と経営を分離し，企

業は法人実体となって，有限責任会社とする，

第２に市場体系を育成，発展させる。この市場

体系は全国統一開放市場であると同時に，国外

市場と連結する，第３に政府機能を転換し，マ

クロ経済コントロール体系を確立し，健全化す

る，というものである。その後，社会主義市場

経済化の実際的展開において，具体的な中国市

場経済像が次第に明確に成っていった。その一

つが国有企業の地位と役割の変化である．国有

企業の改革を進めれば，国民経済におけるその

地位は低下していく。そうすると，社会主義の

基礎とされる公有制の地位が低下して行く。 
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最初は，国家資本が過半を占めれば良いとされ

たが，次第に「国民経済と人民生活」に重要な

部門で優位を占めればよいとされる方向にある。

こうして３大改革の基本的な完成を経て，社会

主義市場経済の初歩的成立となるのである。 

 このように，社会主義市場経済概念の成立に

は，社会主義初級段階といわれる中国的事情が

大きく作用しており，「市場による効率的資源配

分」にかんする新古典派，「市場の失敗」に対処

するマクロ・コントロールにおけるケインズ理

論，社会保障制度による社会公正を重視する厚

生経済学などを踏まえて，何よりも改革・開放

の実践過程の「プラグマチック」な政策の積み

重ねがあったのである。 

 

社会主義市場経済の論理構造 

 

 社会主義市場経済体制は社会主義の経済体制

であると定義されている。果してそういって問

題がないのであろうか。 

 まず，社会主義市場経済における社会主義の

意味についてみよう。中国の社会主義は「中国

の特色をもつ社会主義」であることはいうまで

もないが，社会主義とは「公有制を主体とし，

多種の所有制を含む基本経済制度」である。「公

有経済は国有経済と集団経済を含むばかりでな

く，混合所有制経済のうちの国有分と集団分を

を含む。公有制が主体だというのは，公有資産

が社会総資産のうちで優勢を占めていること，

国有経済が国民経済の命脈を握り，経済発展に

対して主導的な役割を果たすことに表される」。

「株式制は現代企業の資本組織の一形式で，所

有権と経営権の分離に有利で，企業と資本の経

営効率の向上に有利で，資本主義でも，社会主

義でも用いることができる。株式制は公有か私

有かと一概にいうことはできず，鍵は株の支配

権が誰の手に握られているかによる。国家と集

団の支配株は明らかに公有性をもち，公有資本

の支配範囲を拡大するのに有利で，公有制の主

体的役割を増強する」とされている。しかし，

所有と経営の分離した国有企業の場合，任命す

る経営者はテクノクラート的経営者であろうし，

それを所有権管理者が株主資本家として管理で

きるであろうか。ここで想定されるのは企業経

営者層の企業の意思決定権の強化であり，公有

制は名目的所有権と配当収受権に後退していく

のではないか。かっての公有制が利潤の収受権

と計画配分というシステムであったことと比較

すれば，「公有株式資本制」は法律的名目制度と

なって，はるかに所有権が希薄化しており，分

配面での機能に縮小して行くとみてよい。これ

は農業生産責任制における土地公有制に比定で

きる。つまり，土地は村管理の公有制であるが，

農業経営は家族小経営が経営主体であり，請負

権の譲渡も認められているので，土地公有は名

目化し，請負契約，税・公共積立金の納付とい

う限りで作用するにすぎないのである。 

 第２に，これが最も重要な点であるが，鄧小

平によれば「社会主義の本質は生産力を解放し，

生産力を発展させ，搾取を消滅させ，両極分化

を除去し，最終的には共同富裕に到ることであ

る」。ここでいう搾取の消滅や両極分化の除去は

毛沢東のように階級闘争や革命によっておこな

うのではなく，「先に富裕になった地域が利潤や

税を多く納め，貧困地域の発展を支えること」

によってであり，政府の所得再分配政策による

のである。つまり，ここでは社会主義は「共同

富裕」である状態を指すのであり，とりわけ「共

同富裕」な分配を意味するのである。「公有制」

も公正な分配に役立つかもしれない。 

 第３に，社会主義の根本的任務が社会の生産

力を発展させることであると規定されている問

題である。この論理の前提は中国は非常に後れ

た低開発状態にあり，こうした後々発国家の発

展にはまず「社会主義」によって生産力を発展

させねばならないという経済発展戦略があるこ

とである。いずれにせよ，資本主義の高度な発

展の次にくるべき生産様式として，マルクスに
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よって構想された本来の社会主義ではないこと

を確認しておかねばならない。 

 このことは，社会主義概念の再検討を要請す

る。つまり，３種類の社会主義を区別して考え

る必要がある。5) 第１は，低開発社会主義で

ある。大きく言えば，ロシア革命後の「社会主

義圏」の国々の経済開発体制を意味する。プレ

オブラジェンスキ─の「社会主義的原始蓄積論」

やブハ─リンの「過渡期経済論」などに示され，

代表的にはスタ─リンによって実行された国家，

社会による資本・資源動員体制である。後進資

本主義における国家の役割を遙に超えて，国家

が権力的に計画制度を作り，資本蓄積を加速す

る。計画経済は必ずしも公有制を前提にしない。

計画経済は国有経済を一つの拠り所としつつも，

非国有部門を国家権力で統合するシステムであ

る。中国の計画経済は人民公社のような資源の

社会的動員の要素が大きな比重を占めていたが，

戸籍制度，統一購買販売制，財政集中制によっ

て，ヒト，モノ，カネを集中する制度を持って

いたのである。しかし，この資源の集中動員体

制は，このシステムの内に持続的な生産力発展

の契機を持たず，技術革新による発展を導くこ

とが困難となる。つまり，近代化（工業化）の

原蓄過程のシステムに止まる。これが次に市場

経済化を求める所以である。第２は，特にヨ－

ロッパで追求された社会主義である。第２イン

タ─の社会主義の考え方がそうであり，社会民

主主義といってもよい。つまり，「公正な分配」

を実現することである。マルクスが批判した「ド

イツ労働党のエルフルト綱領」に示されている

「公正分配」に縁源する社会主義である。中国

の社会主義市場経済の社会主義もこのような社

会主義の性格を持っているというべきである。 

  第３は，マルクス・レ─ニンの社会主義であ

る。資本主義の矛盾，経済的不平等，貧困など

を解決するものとして，資本主義私有制の廃止

による生産の社会化，経済民主主義の実現を目

標とする思想であったが，その具体的な社会主

義経済像はむしろ断片的で，科学的社会主義と

いわれるが，必ずしも明確ではなかった。確か

にソ連や中国の社会主義経済形成の指針になっ

たが，それは「初期社会主義」の段階であった。

それは，マルクスの社会主義は資本主義の生産

力の高度な発展による矛盾の止揚としての社会

主義が年頭におかれ，生産力の発展の内的メカ

ニズムを欠くものであったといえよう。「初期社

会主義」が「高度社会主義」に発展しえなかっ

たことがそれを示している。こうして中国の社

会主義は低開発社会主義から社会民主主義型市

場経済へと展開していると考えられるのである。 

 次に，社会主義市場経済の概念において，社

会主義は経済制度であり，市場経済は経済手段

（メカニズム）であるから，両者は統合して一

つの経済体制を形成するという論理は成立する

かどうか見なければならない。 

 この場合，おそらく２つの市場概念を区別す

べきである。一つは財・サービスの売買が行わ

れる場所としての市場である。中国の経済改革

の例に則していえば，小商品経営が大量に生ま

れ，多くの商品がそこで取引される「自由市場」

がそれである。この市場経済は社会主義経済の

補完として社会主義と結びつく。 

 もう一つは，価格形成システムとしての市場

である。価格形成システムとしての市場が社会

的生産と流通において，部分的であるか，全体

を統合する作用をもっているかどうかによって，

市場経済の意味が異なる。封建制その他の非市

場経済には多かれ少なかれ，必ず市場経済が随

伴しており，不可欠な補完物であるが，部分的

に止まる。社会主義計画経済も市場経済が部分

に止まるかぎり，社会主義計画経済の基本に変

化は起こらない。 

 価格システムが経済全体の統合機能をはたす

場合はどうであろうか。ここでは，価格変動を

シグナルとして，個別企業は利潤の極大化を求

めて投資や雇用など資源配分を決定する。した

がって，資本，労働力，土地資源が商品化し，
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各部門内外に移動できなければならない。つま

り，このような市場経済は生産要素の商品化を

前提にするのである。社会主義市場経済の市場

経済は「資源配分に基礎的役割をはたすもの」

と規定されている。基礎的役割とは，主要な役

割ということであり，ここでは，各種資源が商

品化，私有化していなければならないのである。

事実，今日の中国は資本，労働力，技術，土地

等の生産要素市場の重点的発展を計っている。

このような要素市場の発展と整備があって，国

有企業改革などの所有制改革を推進することが

できたのである。 

 以上のような部分毎の分析を総合してみると，

中国の社会主義とは，公正分配を意味し，生産

様式を意味しないし，市場経済と結合した社会

主義市場経済は我々が目の当たりにする「現代

資本主義」となんとよく似ているのではなかろ

うか。したがって，大きな枠としては「資本主

義」の範疇に入る経済体制であるといえる。中

国の社会主義経済は内容が変質しているのであ

る。もちろん，資本主義といっても，中国でよ

く言われる「無政府的生産，両極分化」の 19

世紀的資本主義ではない。「市場の失敗」に対処

するマクロ規制装置を持ち，後れた，貧しい地

域や人々を支援する国家の再配分機能が充実し

た，「社会主義」型資本主義が想定されるのであ

る。 

 したがって，21 世紀に入って確立するとされ

る中国の「社会主義市場経済体制」は近代化さ

れた新しいタイプの資本主義発展モデルとなる

と考えられるのである。 

 

社会主義市場経済と市場社会主義 

 

 中国の社会主義市場経済が新しいタイプの経

済発展モデルであるというのは，すでに見たよ

うに，経済改革が順調に展開したことによるば

かりでなく，改革・開放政策の実施後現在まで，

およそ 20 年間 10％近い高成長を実現すると同

時に，独自の成長，蓄積様式を構築したことが

不可欠な要因であるとみなければならない。 

 中国は改革・開放政策とともに，第６次５カ

年計画初年度の81年から2000年までの20年間

に国民所得を４倍とする長期経済発展構想を立

案し，改革と成長が協調的に発展することを目

標とした。事実，中国のＧＮＰ成長率は 1981

年から 96 年の 15 年間で年率 10.0％を達成し，

とくに 91 年から 96 年の最近５年間では 11.2％

の高率となった。同時に，15 年で 4.2 倍とＧＮ

Ｐの４倍増を達成している。最終年の 2000 年に

は，ＧＤＰ１兆ドル，一人当りＧＤＰ800 ドル

を達成し，その高成長は日本やＮＩＥＳの高成

長を超えるものといってもよい。 

 しかし，現段階で中国が近代的工業先進国に

発展したとはいえない。ＧＮＰは 2000 年約１兆

ドルに達し，世界第７位であるが，一人当りで

は 800 ドルで世界 100 位以下である。工業生産

はＧＤＰの 50％を占めるが，就業人口は 24％で

あり，農業就業人口はなお 50％近くを占めてい

る。 

 問題は今後も成長が見込まれ，成長を通じて

社会主義市場経済体制が確立し，近代工業国家

として発展する展望があるかどうかにある。そ

のための中国独自の蓄積様式の基礎が形成され

ていることが重要な要素となる。 

 とくに，中国は 90 年代の高成長を通じて，人

口が多く，比較的資源に乏しいという国情に合っ

た蓄積構造が成立した点に注目すべきである。

まず，比較優位の資源を活用した労働集約的な

工業の発展とその輸出の拡大である。軽工業品

を主体とした輸出は対米・対日・対ＥＵの対先

進国貿易を黒字化し，貿易全体の黒字体質を決

定づけ，外貨累積の基礎となるとともに，後発

利益を享受するための外国資本や技術の導入の

保証をなすものとなった。99 年で貿易黒字は約

300 億ドル，技術導入と結びつくことの多い直

接投資は 400 億ドルに達している。中国の蓄積

率は既に改革・開放以前から 30 数％に達してお
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り，その後はそれをやや上回るが，それ以上に

導入技術の革新効果によって，成長が押し上げ

られているとみてよい。貿易依存度は 40％前後

に達し，軽工業品輸出を環とする国際市場循環，

国内の重化学工業を中心として内部市場循環の

二つの循環を核とした蓄積様式の基礎が確立し

ていると考えられるのである。この蓄積様式は

産業内国際分業を基礎としており，中国にとっ

ては後発国利益を十分に利用するシステムを意

味する。 

 このような中国の経済実績は，同じ「社会主

義計画経済」の改革をめざした，旧ソ連・東欧

の展開と著しく異なった相貌を示している。両

者の比較を通じて，中国の社会主義市場経済モ

デルを考察する。 

 明らかに，中国と旧ソ連・東欧との違いは前

者が共産党の一党支配体制の下に改革・開放を

進めたのに対し，後者は 89～91 年にかけて，社

会主義政権が崩壊し，政治改革が一挙に進み，

経済改革も「急進的改革」が採られた。つまり，

ロシア・東欧等の経済改革は初めは市場社会主

義をめざしたが，政権崩壊後は「再資本主義」

化というべき方向に進んでだ。この地域の社会

主義経済改革も「資本主義」に帰結しているの

であり，中国の社会主義市場経済が「一種の資

本主義」であるとすれば，同一の性格をもって

いるといってよい。 

 旧ソ連・東欧の経済改革は佐藤経明氏の総括

によれば，80 年代には「第３波」の時期に入り，

「市場社会主義」が追求された。その先頭に立っ

たのがハンガリーであり，ゴルバチョフ政権下

のソ連であった。中国の「計画的商品経済体制」

モデルも共通の枠組みをもつものとして把握さ

れる。 

 市場社会主義は「一党支配＋国有セクターの

優勢＋市場機構の大々的採用」と定義づけられ

ている。つまり，伝統的な社会主義（「一党支配

＋国家的所有の支配＋中央集権的計画」）から所

有制の再編成，市場化が大幅に進んだものであ

る。第１に，非国有セクターが拡大し，国有支

配が後退し，「混合経済体制」が志向されはじめ

た。第２に，市場化が消費財，生産財ばかりで

なく，金融・資本・労働等生産要素に及び，労

働所得以外に資本所得やレント所得が容認され

るようになった。第３に，市場化が「予算制約

のハード化」，企業の淘汰をもたらす方向性を

もってきた。第４は，「資産権」問題が自立的な

経営主体の確立という観点から問題となった。

第５に，価格改革による市場価格論，公共サー

ビス，企業内福利等の公的分配シテスムの見直

し論。第６は国によって程度の差はあれ，国際

市場への統合が志向された。6) しかし，この

市場社会主義モデルは「未完の接近」におわり，

ソ連・東欧の「政治革命」によって「中断」さ

れ，幻想に終わったとされる。市場社会主義は

「一党支配による集権的国有支配」との矛盾の

ために，実体化されなかったといわれる。果し

てそうであろうか。中国の場合は一党支配の下

で，前記の６カ条を実施に移し，「社会主義市場

経済」に接近しつつあるのである。むしろ一党

支配の崩壊は市場社会主義の実質を劇的に進め

たというべきである。その後の「民主化政権」

によっていわゆるビッグバン方式とかショック

療法とかいわれる方法で，中央集権システムと

国家セクターの解体，全面市場化，国際自由貿

易の即時導入が行われた。しかし，旧ソ連・東

欧の何処でも現れたのは，超インフレと「大不

況」であった。ロシアは 89 年から 90 年代の半

ばにかけて，国内総生産がおよそ 30％低下し，

1930 年代の世界大不況に匹敵する程であった。

その後はポーランドをはじめプラス成長に転じ

てはいるが，中国の高成長と明確な対照をなし

ている。無統制で，暴力的な市場調整が進行し，

成長のための体制と蓄積方式がいまだ形成され

ていない。この「再資本主化」も一党支配の崩

壊と私有セクターの拡大という点では，80 年代

の市場社会主義と異なっているが，擬制資本と

いうべき国有セクターの優位，市場メガニズム
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の部分性という点では連続性を示しており，市

場社会主義は過渡的モデルであるといってよい。 

こうしてみると，旧ソ連・東欧の経済改革は市

場社会主義から再資本主義化の移行経済の時期

にあって，目標モデルとしての資本主義像も蓄

積様式の軌道も明確ではないが，中国との大き

な違いは市場メカニズムが機能する市場装置を

国家の誘導で形成してこなかったことであり，

市場システムの形成を市場それ自身にまかせた

ところにあった。 

 いずれにせよ，旧ソ連・東欧の経済改革は市

場社会主義から「再資本主義への移行」へと発

展し，行き着く先は「一種の資本主義」であっ

て，中国の経済改革が「社会主義市場経済体制」

という「社会（民主）主義型資本主義」モデル

を目標とする移行過程にあるのと同一の過程を

異なった形で進んでいるのである。しかし，ロ

シア・東欧等は冷戦体制の負の遺産（国防・宇

宙産業の肥大化と収縮，生産力資源の偏在）が

あまりに大きく，後発利益を得る蓄積軌道を設

定しえていないのである。7) 

 

社会主義市場経済と毛沢東経済建設体制 

 

 社会主義市場経済への転換以前の毛沢東の時

代は，どういう性質の社会と規定されるであろ

うか。江沢民報告は，「11 期３中全会以前，社

会主義建設で誤りが生じた根本原因の一つは提

起されたいくつかの任務と政策が社会主義初級

段階を飛び越えたところにある」とし，社会主

義初級段階はすでに 40 数年が経過し，最近 20

年は大いに進歩したが，依然として初級段階に

ある」と述べている。社会主義初級段階が 100

年続くとされているから，ある意味では毛沢東

時代も社会主義と考えるのは当然であろう。し

かし，社会主義市場経済を「一種の資本主義」

とみる我々の立場からすれば，毛沢東時代の「社

会主義」はむしろ「一種の資本主義」に発展す

る前段階の社会動員型開発体制であったと見る

べきであろう。農村人口が 85％を占めるが，食

糧自給もままならない低開発の，人口 5.5 億の

貧困農業国を引き継いだ革命中国は第１次５カ

年計画でソ連の援助による重工業部門の創設も

あったが，中ソ対立，冷戦の激化によって一国

社会主義開発戦略を余儀なくされた。その代表

的な組織が人民公社である。中国の農業は土地

改革によって生まれた農民経営では，工業化の

基礎となる原料，食糧の供給に限界があり，後

れた農業の生産力基盤を人民公社という人的組

織でつくり出すことが必要であったのである。

つまり，資本ストックの少ない中国の唯一の利

点は豊富な労働力であった。この労働力を社会

的に組織して，農業と農村工業の発展をはかり，

工業は二本足で歩く戦略が採られたのである。

更に一国社会主義建設の必要は重工業優先政策

を必然化し，後発利益の享受を限定的なものと

した。この時期の中国の経済成長は 53 年から

78 年までの統計では，工農業総生産で 8.1％，

工業総生産 10.2％，農業総生産 3.8％である。

蓄積率は 57 年が 24.9％，65 年 27.1％，78 年

36.5％である。この数値は決して低い水準では

ない。10 年で所得倍増以上である。蓄積率も 70

年代には 30％を越えている。問題なのは「大起

大落」といわれるように，58 年は前年比 32％増

なのに，61 年は同じく 31％減，67 年 9.6％減，

70 年 25.7％増と変動が激しいことである。これ

は計画経済といっても，超過達成が常に目標と

されているように，かなり大まか体制にすぎず，

しかも大衆生産運動型の体制に依存する部分も

多く，安定した経済制度がなかった。しかも政

治第１，価格第２といわれたように，価格メカ

ニズムがなく，経済全体を統合する制度に欠け，

効率を促すシステムを欠いていた。したがって，

この時期のシステムは過渡的な性格を持つ社会

に過ぎなかったのではないか。国家に資本を集

中して，工業に投資する一方，労働力を社会的

に動員して生産基盤を創設する方式が毛沢東時

代の「社会主義建設」であった。これは，1970
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年代になって行き詰まり，必然的に市場による

統合の段階に進む基礎過程であったというべき

である。 

 この問題はロシアや東欧諸国にもある。ロシ

ア革命後の 70 年や東欧の戦後 40 年は「資本主

義発展の中断」であったとすれば，「中断期」は

何であったのか。「大いなる失敗」といって済ま

すわけにはいかないのである。 

 こうしてみると，中国の社会主義市場経済の

確立が 21 世紀に展望されるとして，建国以来

50 年の中国の経済発展は「新しいタイプの近代

経済発展モデル」（私はそれを中華新経済体制と

名づけている）を提起しているといえるであろ

う。8) かってＩ．ウォーラーシュティンは「社

会主義圏」は資本主義的近代世界システムの一

部であって，それを超えるものではないと述べ

たことがある。正に炯眼というべきである。9) 

 

中国の社会主義市場経済の歴史的位置 

 

 これまで見てきたように，1917 年のロシア革

命以後，第２次大戦を契機に中国をはじめとす

るアジアと東欧に拡大した「社会主義地域の諸

国家」は国家的，社会的資源集中方式（「社会主

義的原始的蓄積」）によって，工業化を加速する

戦略を採った。しかし，この集権的システムは

どこでも一定の時点で，経済を硬直化させ，成

長を阻害する段階を迎え，集権体制から市場メ

カニズムの導入へと改革を進めてきた。このよ

うな改革はいずれも「一種の資本主義」モデル

に結実していったのである。中国の社会主義市

場経済モデルは，改革と成長を同時に成功させ

たという意味で，「社会主義的」経路をとった「資

本主義化」モデルの典型であるということがで

きる。それに対して，ロシア，東欧諸国は「再

資本主義」化に移行しているが，長期マイナス

成長にみられるように，安定した蓄積軌道をもっ

たモデルに達していない。その意味で負のモデ

ルともいえる。 

 中国の社会主義市場経済体制について代表的

な幾つかの見解を紹介し，私見との対照を通じ

て，社会主義市場経済の歴史的位置をより明確

にしょう。 

 王 元経済体制改革研究所長は「中国特有の

社会主義の実質は非資本主義的発展の道を歩み，

一般的な法則に従えば，本来ブルジョア階級と

資本主義制度によって完成すべき歴史的任務を

完成し，国家の経済と社会の近代化を実現する

ことにある。」と述べ，それが中国的経済発展モ

デルであるとしている。また，中国は典型的な

後発国の社会主義であり，それは封建社会から

資本主義への転換過程で生まれ，小生産を主体

とし，商品生産が未だ一般的でない条件の下で

生まれたものであり，マルクスのいう発達した

資本主義から生まれた社会主義と比べると，経

済発展段階に質的違いがある。この王氏の規定

はいま一歩で私の規定に近づくが，初級段階の

社会主義市場経済が発展すれば，高度に発達し

た社会主義に発展するとして，中国の公式見解

の枠内に止まっている。10) 

 渡辺利夫教授は，「社会主義『先送り論』もし

くは『棚上げ論』が社会主義市場経済論であっ

て，社会主義市場経済の『社会主義』にはさし

あたりは意味がない。」とし，専ら市場経済化と

いう点で社会主義市場経済をとらえており，資

本主義的市場経済化に進むとみているといえる。

ただし，同教授にあっては，社会主義の基準と

される「公有制が主体」と「労働に応じた分配」

が実際すでに意味を失っている現実から，「意味

がない」としたのである。公有制はその主体た

る国有企業の工業生産はすでに 92 年から 50％

を割り，労働分配も配当や土地リース代などの

その他の分配形態が大きな割合を占めるにい

たっているというのである。11) 

 社会主義市場経済を経済実体からみて，「官僚

金融産業資本主義」と呼ぶのが，小島麗逸氏で

ある。社会主義とは具体的には官僚支配ないし

官僚資本と理解しているようであるが，社会主
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義市場経済を資本主義の「官僚金融」タイプと

みなしている。12) 

 この他中国の経済の実態や企業行動などから

みて，「赤い資本主義」とか「中国資本主義」と

いう言葉が使われ，実態面からみれば，全面的

に資本主義化や市場経済化が行われているとい

う見方の方が多い。 

 このように，中国の公式見解による中国の経

済学者を除いて，中国の社会主義市場経済は事

実上「資本主義体制」であるという見方が圧倒

的に多いが，必ずしも論理的に整合的な議論に

なっていない。そして，いずれも，最大の欠点

はどうして改革・開放以前の社会主義経済が社

会主義市場経済という「資本主義」に転化する

のかという問題に答えていないことである。 

 市場化以前の集権的計画体制はいわゆる「社

会主義的原蓄」の過渡期（初期社会主義）と考

えるべきで，「初期社会主義＋社会主義市場経

済」が「社会主義型資本主義発展モデル」を形

成するのであり，欧米・日本の帝国主義支配下

から離脱した第３世界から生まれた近代化モデ

ルなのである（但し，ロシアは帝国主義の「弱

き環」が戦争によって崩壊したので，一部異なっ

た性格をもつ）。ヨーロッパ資本主義が「頭から

爪先まで，あらゆる毛孔から血と汚物を滴らし

つつこの世に生まれた」ように，「社会主義型資

本主義」もスターリン主義や文革による血塗ら

れた「社会主義的原蓄」の過程から生まれたの

である。 

 もう一つの第３世界から生まれた近代経済発

展モデルがＮＩＥＳ型モデルであることはいう

までもない。このモデルは「輸出志向型」とい

われるように，労働集約的な工業品に特化し，

生産財原料，市場をアメリカ・日本と結びつけ

て，経済成長の蓄積軌道を構築したのである。

戦後国際分業システムが農工間国際分業から産

業内国際分業へと発展したことを基礎とした新

しい蓄積モデルであるといってよい。しかしこ

のモデルは比較的規模の小さい経済のモデルと

言える（アジア４小龍）。何故なら，重化学工業

財を先進国に依存しつつ，国際市場との相互依

存の中で自立的な蓄積軌道が形成されているか

らである。 

 こうして，21 世紀世界経済はアングロ・サク

ソン，日本，ドイツ，スウェーデン等異なった

タイプの資本主義やＮＩＥＳ型，中国型市場経

済を含んだ多様な資本主義類型を統合した資本

主義世界となることが展望される。従って，マ

ルクスの「科学的社会主義」は再び「ユートピ

ア社会主義」へと転化したようにみえる。 

 しかし，21 世紀資本主義は市場メカニズムで

地球的規模の問題を効果的に対処しうるのか。

「市場の失敗」領域が益々広がることが見通さ

れる今日，マクロ・コントロールで制御できる

のか。確かに 20 世紀資本主義は進化し，一国的

「市場の失敗」を制御するシステムを創り出し

たかにみえる。13) しかし，国際経済面では「進

化」の装置を備えていない。おそらく 21 世紀資

本主義は各種，各層の「進化国際経済システム」

の構築が課題となる。ロバート・ハイルブロー

ナーは「21 世紀には，さまざまな資本主義が併

存することとなろうが，ある資本主義は成功し，

またある資本主義は成功しないだろう」と 21

世紀資本主義の見通しを述べているが，14) 中

国の「新資本主義」はその一つとしてその大き

な一席を占めることになるであろう。 
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矛盾を深める財投改革 

 

 

 

加 藤 喜 教  

 

 

はじめに 

１．特殊法人改革基本法の衝撃度 

２．財投機関債、財投債のジレンマ 

３．財投機関の政策コスト分析 

４．総務省と郵貯民営化の課題 

おわりに 

 

はじめに 
 

 財政投融資制度の改革が 2001年度からスター

トした。財務省の資金運用部が廃止され、郵便

貯金、厚生年金、国民年金などの年金積立金は、

郵政省、自治省、総務庁を統合して発足した巨

大官庁、総務省のもとで、全額自主運用される。 

 財投改革の最大の狙いは、巨額の郵便貯金を

原資とした財政投融資を通じて肥大化した公的

金融に市場経済の規律を働かせ、財投のスリム

化を図る、特殊法人の整理、統合、改革を促し、

行財政改革の牽引役を担わせることにある。特

殊法人などの財投機関は、必要とする資金は、

財投機関債を発行して、市場から調達すること

を求められる。 

 2001 年度の財政投融資計画は、2000 年度当初

計画に比べマイナス 15.0％の 32 兆 5430 億円と

なった。この削減率は 1954 年度の 12.6％を上

回り、過去最大となった。しかし、財投機関が

自ら財投機関債を発行して、市場から直接、資

金を調達する分は、住宅金融公庫、商工組合中

央金庫、日本道路公団など、財政投融資の対象

となっている 33 機関のうちの約６割の 20 機関

にとどまる。発行額も全体で１兆 1058 億円で財

投計画総額に対して約３％にすぎない。 

 特殊法人の大半は、市場から直接、資金を調

達する自信も意欲も持ち合わせていないのであ

る。ではどうするのか。財務省が、かっての資

金運用部に代わって設けた財政融資資金特別会

計を通して財投債を発行して資金を調達、自己

調達できない特殊法人に回す仕組みをつくった

のである。 

 財投債の発行予定額は 43 兆 9000 億円で、こ

のうち、33 兆 4000 億円は、経過措置として、

郵便貯金、公的年金が市場を経由せずに直接引

き受ける。 

 財投改革によって、郵便貯金、公的年金の資

金が資金運用部特別会計を通じて特殊法人に

“自動的”に流れる仕組みは断たれた。しかし、

財務省の発行する財投債が、市場で直接、資金

調達できない特殊法人を救済する、いわばセー

フティ・ネットの役割を務める。郵貯、公的年

金も、財投機関の資金繰りに配慮して当初７年

間は、新規財投債の２分の１を直接引き受ける

ことにしている。預託制度は廃止されたが、郵

貯、公的年金が特殊法人を支える仕組みは、実

質的に温存された。 

 郵便貯金を通して集まった巨額の資金は、い

ぜんとして、市場原理ではなく、政治的、行政

的判断によって民間に配分され、事業が実施さ

れることになる。 

 郵便貯金を含む郵政３事業を担う郵政事業庁

は 2003 年中に郵政公社に移行するが、国営銀行
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としての機能はそのまま残る。公社化や郵便貯

金の全額自主運用への移行は、財政投融資制度

と市場原理との“調和”を志向するが、前途は

不透明のままだ。個人金融資産残の約２割、個

人預貯金残高で３分の１を上回る 260 兆円の残

高を持つ郵便貯金の存在が、確固とした公的金

融の枠組みを形成しているからだ。 

 財政投融制度改革の評価と今後の課題を、以

下に検討する。 

 

１．特殊法人改革基本法の衝撃度 
 

 政府は 2000 年 11 月、今後５年間の行政改革

推進を目指す行革大綱を閣議決定、その中核に

特殊法人の抜本改革を打ち出した。行革大綱は

2001 年１月からの中央省庁再編を引き継ぎ、こ

れまで、かけ声だけで終わってきた特殊法人の

整理、合理化を推進する、としている。このた

め、2006 年３月までの時限立法として、特殊法

人改革基本法を成立させ、現在 78 の特殊法人、

８４ある認可法人の全部の組織形態を見直す。

内閣に首相を本部長とする特殊法人改革推進本

部を設置し、法施行後１年以内に、整理計画を

策定して、存続させるか、廃止するか、の方針

を決める。整理計画では、78 の特殊法人を①廃

止②民営化③独立行政法人④その他の形態に移

行させることを決め、2005年度末までに実行し、

処理することにしている。 

 特殊法人が、所管官庁の官僚の天下り先とし

て既得権益化されていることや、業務の非効率

性が各方面から指摘されてから久しい。事業内

容が民間と競合するものなど、存在自体に批判

や疑問を生じさせているものも少なくない。こ

れまでも特殊法人の整理、合理化はしばしば、

政治課題とされてきたが、既得権益の擁護に懸

命の所管官庁、さらには官僚と提携した族議員

の反対によって、みるべき成果を挙げることは

できないでいる。 

 与党三党は、特殊法人改革を中央省庁再編後

の行政改革の柱に据え、財政再建に向けた歳出

カットにつなげたい、としている。自民党行政

改革推進本部が検討している特殊法人改革五原

則は、多分に夏の参院選を意識した面はあるも

のの、政治の責任で永年の課題に取り組む決意

を示したものとして、注目したい。①特殊法人

の個々の事業の必要性をゼロベースから見直す

②組織形態そのものを見直す③出資会社など連

結ベースで透明化、減量化、効率化していく④

民営化、独立行政法人化、統合化などによる予

算削減と事業評価メカニズムを導入する⑤重複、

類似している事業を減量化する――の原則を厳

格に適用して、実効を挙げることを望みたい。 

 平成 13 年度からスタートした財投改革は、改

革五原則を市場経済メカニズムの活用によって

軌道にのせる役割を担うべきだ。 

 特殊法人改革の動きは、バブル崩壊の不況局

面でかえって後退し、事業を拡大している。民

間金融機関の貸し渋りに直面した中小企業の支

援、政府の景気対策を補完するなどの名分で、

事業を増やし、組織を膨らませてもきた。政策

金融のパイプを太くする措置も緊急避難として

は容認できる。しかし、拡大した事業規模、組

織は、市場の規律が作動しないところでは、自

己増殖の過程をたどる。歴史的にすでに役割を

終えた特殊法人が、いぜんとして存在感を強め

ている。これも郵便貯金や年金積立金の資金を

原資として活用するルートが確立されていたか

らである。 

 2000 年５月 24 日に成立した「資金運用部資

金法等の改正法」によってスタートした財投改

革は、特殊法人の多くが依存してきた安易な資

金調達の道を塞ぐ格好になる。 

 特殊法人が事業を拡大できたのはひとえに財

投制度のおかげである。一般会計の窮迫によっ

て予算措置できない分を財政投融資で肩代わり

する。本来ならば、一般会計予算に計上すべき

公共事業、生活基盤整備の分野などにも、特殊

法人への安易な貸付けで対応する小手先細工が
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長期間繰り返された。膨大な赤字を抱える国鉄

清算事業団、国有林野事業特別会計への財政投

融資も、郵貯の原資が潤沢に得られたからであ

ろう。 

 財投改革は、第一に、特殊法人に対して市場

からの資金調達の自助努力を求める。大蔵省が

まとめた財投制度の抜本改革案は、その基本的

考え方を以下のように記している。 

 

基本的考え方 

 郵便貯金・年金積立金の全額が資金運用部に

預託される制度から、特殊法人等の施策に真に

必要な資金だけを市場から調達する仕組みへと

抜本的な転換を図る。これにより、財政投融資

制度の市場原理との調和が図られるとともに、

特殊法人等の改革・効率化の促進にも寄与する。 

 財政投融資の対象分野・事業については、政

策コスト分析などの適切な活用を図り、民業補

完、償還確実性等の観点から不断の見直しを行

う。 

 問題はこの基本的考え方が、2001 年度財投計

画で早くも形骸化されていることである。 

 

２．財投機関債、財投債のジレンマ 
 

 財投改革によって、2001 年度から財政投融資

の仕組みが、図１のように変わる。郵貯は、特

殊法人を支える資金調達の役割を担ってきた。

財政改革はこのルートを断つことを志向したは

ずである。特殊法人は必要とする資金を基本的

に金融、資本市場から調達するという自助努力

が求められる。 

 先の大蔵省の財投改革案は、財投機関債、財

投債の発行と役割を以下のように記している。 

 財投機関債 

 特殊法人等については、財投機関債の公募発

行により市場の評価にさらされることを通じ、

運営効率化へのインセンティブが高まる。この

ため、特殊法人等は、まず、その資金を原則と

して自己調達することを検討し、各機関は財投

機関債の発行に向けた最大限の努力を行う。 

 政府保証債 

 政府保証債については、財政規律の確保等の

観点から、直ちに政府保証なしで財投機関債を

発行することが困難な機関等について、個別に

厳格な審査を経た上で限定的に発行を認める。 

 財投債 

 （財投機関債、政府保証債の）いずれによっ

ても資金調達が困難であったり、不利な条件を

強いられる重要施策実施機関や超長期資金を必

要とする事業等について、国の信用で一括して

市場原理に即した財投債によって調達した資金

の貸付けを受ける方式を認める。 

 財投改革の狙いは、郵貯、年金の資金が自動

的に特殊法人に流れる仕組みから、各特殊法人

がその信用力に応じて、財投機関債を発行し、

市場から財源を調達するものに切り替えること

である。それができない特殊法人は廃止に追い

込む。 

 2001 年度財投計画では、この期待は大きく後

退するものとなった。政府系金融機関の首脳が、

異口同意に述べるのは、「長期、固定金利、低利

融資」を業務とする政策金融の枠組みのもとで

は、財投機関債だけの資金調達には限界がある、

というものであった。 

 市場は財投機関債を発行する特殊法人の事業

や財務内容を厳しく吟味するであろう。民間企

業並みの情報開示も求められよう。その経営実

態によっては、調達コストも重くなる。市場で

それなりの評価を得ようとすれば、情報開示が

不可欠となり、業務の効率化を促す契機ともな

る。それだけに、各特殊法人は財投機関債の発

行で、最大限の努力、検討を行うことが求めら

れていたのである。宮沢財務相も 2001 年度予算

編成作業の過程で、再三このような趣旨の発言

をしてきた。 

 しかし、2001 年度に財投機関債の発行を予定

している特殊法人は、対象となる 33機関のうち、 
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図 1 
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郵貯・年金 

預金者 

外国政府など 

企業 

国 

地方公共団体 

 

市場 
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財政融資資金 

特別会計 

財投債 

政府保証債 

財投機関債 

国債 

地方債 

地方債引き受け 

財投債引き受け 

社債 

外国債 

預金者貸付け 

財投機関債の 

発行計画（億円） 

（特殊法人名） 

商工組合中央金庫      2249 

住宅金融公庫          2000 

日本道路公団          1500 

日本政策投資銀行      1000 

国際協力銀行          1000 

公営企業金融公庫      1000 

新東京国際空港公団     500 

帝都高速度交通営団     439 

都市基盤整備公団       300 

農林漁業金融公庫       150 

首都高速道路公団       100 

阪神高速道路公団       100 

水資源開発公団         100 

地域振興整備公団       100 

日本鉄道建設公団       100 

社会福祉・医療事業団  100 

電源開発                100 

日本育英会              100 

日本私立学校振興 

共済事業団               
60
 

運輸施設整備事業団      60 

合  計           11058 

財務省「財政投融資制度の改革について」など 
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20 機関にとどまっている。これまで独自に債券

を発行して市場から資金を調達したことがない、

その知識、金融手法を備えていない、という事

情を勘案しても、発行に向けた意欲の乏しさが

目立った。 

 財投機関債の発行は、特殊法人の存在価値を

改めて厳しく問う機会となる。市場が先行きの

経営に懸念を抱く非効率の特殊法人は、財投機

関債を出しても買い手がつかない。こうした特

殊法人は市場で淘汰される。生き残るために経

営効率を高め、市場の評価を得なければならな

い。そこに生ずる緊張感が改革を促す。 

 財投機関債は容易に発行できる“良い特殊法

人”にもジレンマはある。効率的な経営を進め、

財務内容も秀れている。市場から必要とする資

金調達もできる。そうした法人ならば、なぜ民

営化に踏み出せないのか、と問われる。効率的

な経営を維持すると、民営化の圧力が高まる、

というジレンマである。 

 企業経営には健全な赤字部門が必要である、

と述懐していた財界人がいる。赤字部門を抱え

ていることで経営に緊張が持続する。赤字に耐

えて、次の成長商品を培うことで社員が結束す

る……。 

 民営化を敬遠し、回避したい特殊法人は赤字

を厭わない、積極的に新規事業への参入をめざ

し、組織の拡大を図る。公共的使命を標榜し、

事業の採算性には乏しくても、プロジェクトを

拡大する。好業績をあげて、民営化を迫られる

よりは、赤字を出し続けることが、組織の温存、

拡大につながる。なまじ黒字を出すと、その余

剰金は国庫への納付を強いられる。それぐらい

ならと赤字を放置し、事業拡大を狙う……。そ

の結果は、政府のコントロールも及ばない強大

な存在にも転化する。 

 強大となった特殊法人に市場規律を課すため

に、財投機関債への政府保証は厳格に審査し、

極力、絞り込むべきである。財投機関債は、原

則として政府保証なしで、特殊法人の自己責任

で発行する。それだけに、経営が行き詰まり、

債務不履行のような事態になったとき、どう対

応するのか、大きな課題を残している。 

 特殊法人改革基本法による特殊法人の整理計

画が動き出せば、特殊法人の解散も検討される

ことになる。特殊法人とは、各々、特別の法律

により特別の設立行為をもって設立された公法

人と位置付けられる。この設立根拠法では明確

な解散の規定を備えていない。これまで定説や

判例もない。特殊法人が債務不履行を起こした

り、破産と認められた例もない。 

 特殊法人の破産が認知されれば、財投機関債

を評価する市場の目は厳しくなり、消化を難し

くするかもしれない。また、民営化の検討が始

まった特殊法人の出す財投機関債には投資家も

敬遠する事態も考えられる。 

 特殊法人が杜撰な経営で危機に追い込まれた

とき、所管官庁の対応が改めて問われる。所管

官庁は責任問題と絡んで放置できない、と救済、

支援に努める。その結果、実質的に政府保証が

あるのと同じ処理になりそうだ。つまり、財投

機関債が実質的に政府保証債と同じ扱いを受け

ることになれば市場による選別、の意味は薄れ

る。 

 財投債という太いパイプを特殊法人に残した

ことは、特殊法人改革基本法の具体化を抑え込

むことになりかねない。機関債発行を断念した

り、それだけでは、必要資金を市場から調達で

きない特殊法人には、財務省がこれに見合う財

投債を発行して、まとめて面倒をみる。 

 財投債は国債と同類の国家の借金に当たる。

2001 年度予算の一般会計の総額 82兆 3180億円

に対し、税収不足を補う新規国債発行額は 28

兆 3180 億円となる。これに償還を迎えた国債を

借り換える借換債 59 兆円が加わる。2001 年度

初めて発行する財投債の総額は約 43兆円と見込

まれている。このうち 33 兆円は、郵貯、公的年

金が市場を経由せず直接引き受けることになっ

ている。市場に与える影響を配慮した激変緩和
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の経過措置をとるためである。従って、市中消

化を見込む国債発行総額は、新規財源債、借換

債の合計 88 兆円に、市場で売却を予定している

財投債 10 兆 5000 億円（財投債の発行総額から

郵貯などの直接引受け分を差し引いたもの）上

乗せした 98 兆 5037 億円まで膨らむ。 

 国債の市中消化額が実質10兆円膨らんだこと

で、需給悪化の懸念から長期金利の上昇を招く

事態にも備えなければならない。2001 年度末の

国債発行残高は 389 兆円に達する。国、地方を

合わせた長期債務残高は同年度末で 666 兆円と

国内総生産（GDP）の 128.5％になる見通しで

ある。 

 大量の国債発行は長期金利上昇の誘因を潜め

ている。2001 年度財投計画の作成に当って、財

務省が特殊法人に対して業務の大幅な見直し、

絞り込みを求めたのも、国債と同じ類の財投債

発行をできるだけ圧縮し、市場の波乱要因を最

小限に抑えるためであった。 

 財投機関債も財投債も、特殊法人のセーフ

ティ・ネットとして機能する。国の実質的借金

は膨らむ。 

 財投改革で何が変わるのかが、改めて問われ

ることになる。 

 

３．財投機関の政策コスト分析 
 

 財投改革で第一に求められていたのは、特殊

法人の事業をゼロから見直し、公共財の整備と

いう名分のもとに拡大してきた財政投融資計画

を圧縮する契機とすることである。 

 2001 年度予算では一般会計 82 兆 3180 億円に

対し、財投計画は 32兆 5472億円となっている。

これは前年度比 15.0％減と、過去最大の減少と

なった。日本政策投資銀行など政府系金融機関

の計画額は今年度当初比10～23％の大幅減とな

り、住宅金融公庫も約 20％減となった。 

 しかし、この減少は、財投改革の“成果”と

いうよりは、民間金融機関の貸し渋り対策とし

て緊急避難的に積み増した融資枠を、元の水準

に戻したことに由来する。景気対策の柱として、

財投を膨らませた貸し渋り対策融資が一段落し

たことによる。 

 財政投融資が日本の産業育成に果してきた役

割は大きい。全国に展開する２万 4000 の郵便局

を通じて集めた資金を、大蔵省が政策判断した

分野に配分する。財投機関は、日本政策投資銀

行商工組合中央金庫、住宅金融公庫などの政府

系金融機関と呼ばれる「政策融資機関」と日本

道路公団、住宅都市整備公団などの「事業実施

機関」に区分けできる。 

 財政投融資計画が発足した 1953 年度の当初

計画額は 3228 億円（対 GNP 比 4.3％）であっ

たが、その後、一貫して拡大し 2000 年度の当初

計画額は 43 兆 6760 億円（対 GDP 比 8.8％）と

なり、資金運用部の資産残高も 1998 年度末で

436 兆円と、対 GDP 比 87.7％となっている（平

成 12 年版経済白書 261 ページ）。また、この間、

財政投融資の中身も、運輸、通信などの社会資

本整備や産業政策の割合は低下し、住宅、生活

環境整備など生活関連分野のシェアが高まって

いる（表１）。 

この間、民間から集めた資金を市場原理では

なく、政治的要請と行政判断で傾斜配分する仕

組みが整い、自己増殖を重ね、定着する過程で

もあった。 

 年々、拡大する郵政資金が財投計画の肥大化

を促す要因になっている。財政当局は、一般会

計の財源不足を補うために、財投による資金配

分を活用する。資金運用部から出資、融資を受

ける財投機関は1954年の14から一時 61にも膨

れ上がった。特殊法人見直しの批判もあって、

その後、整理、統合も行われたが、政府による

資金配分が、金融資本市場で大きなシェアを占

めることになる。 

 「財政の財投化」の現象がそれを加速する。

本来ならば、一般会計に計上すべき公共事業、

福祉分野に財投資金が投入される。国鉄清算事
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業団、国有林野特別会計など大幅な赤字分野に

も資金が投入される。財投の原資となる郵貯資

金は有償のものであり、預金者には利子、元本

を返済する。その点では融資先の厳しい審査が

必要のはずである。財投機関への融資が焦げ付

きかねない状況になっても、決定的な破綻に至

るまで表面化することはなく、融資が拡大する。 

 中長期にわたる社会資本整備には、長期、固

定、低利の資金が必要になる。民間では採算に

合わないプロジェクトであったり、リスクが多

く手が出せない分野であったりする。 

 市場原理になじまない「公共財」の整備を目

的とするならば、本来、一般会計予算で計画的

に対応すべきである。予算の制約がいつも壁に

なる。このとき、財投は第二の予算として、重

宝な役割を果たす。財投資金を配分することで、

プロジェクトは息を吹き返す。2001 年度予算で

北陸、九州両新幹線をフル規格で建設すること

を決めたのも財投による融資を見込んでのこと

である。 

 安易な「財政の財投化」は、財政規律を歪め、

特殊法人肥大化の元凶となってきた。財投頼み

の予算編成を脱却すべきだ。 

 財投に全面的に依存する格好で進めてきた高

速道路や空港の建設など公共事業のあり方も抜

本的に見直す時期なのである。 

 2001 年度予算で特殊法人に初めて、無利子融

資、税金を投入する措置がとられた。本州四国

連絡橋公団の有利子負債を圧縮するため、800

億円の無利子融資を実施する。揮発油税などを

財源とする道路整備特別会計から振り向ける。

一時的には、国の負担は重くなるが、特殊法人

の借金依存を改めさせるきっかけになる。 

 本州四国連絡橋公団の抱える有利子負債は

1999 年度末で３兆 8300 億円になる。利払い費

が、料金収入を大きく上回り、赤字の累積が続

いている。本四連絡橋は 1999 年に３ルートがす

べて開通しているが、予想交通量は、当初の目

標を大幅に下回っている。総務省が平成 12 年８

月にまとめた高速道路に関する行政監察は、こ

表１ 財政投融資使途別分類の推移（一般財政投融資・当初計画ベース） 

（％） 

年   度 1953 55 65 75 85 96 97 98 99 

住 宅 5.3 13.8 13.9 21.4 25.4 35.6 35.3 35.6 32.7 

生 活 環 境 整 備 7.7 7.7 12.4 16.7 15.7 17.5 18.5 17.5 17.1 

厚 生 福 祉 1.6 2.1 3.6 3.4 2.9 4.3 4.2 4.0 3.8 

文 教 4.5 4.5 3.0 3.0 3.6 2.0 2.0 2.1 2.1 

中 小 企 業 7.9 8.1 12.6 15.6 18.0 13.3 13.0 16.8 16.1 

農 林 漁 業 11.2 8.9 7.2 4.1 4.3 2.9 2.6 2.4 2.2 

小 計 38.2 45.2 52.8 64.2 69.8 75.6 75.7 78.3 74.0 

国土保全・災害復旧 14.1 7.7 3.1 1.2 2.3 1.5 1.4 1.5 1.7 

道 路 3.7 3.7 7.9 8.0 8.8 8.3 9.7 9.1 8.6 

運 輸 通 信 11.3 12.2 13.9 12.7 8.5 5.2 4.2 1.7 1.9 

地 域 開 発 3.7 8.5 6.9 3.3 2.5 2.8 2.7 2.9 3.5 

小 計 32.7 32.1 31.9 25.2 21.9 17.9 18.0 15.2 15.7 

産 業 ・ 技 術 29.1 15.7 7.8 3.0 2.9 2.5 2.4 2.4 3.6 

貿 易 ・ 経 済 協 力 0.0 7.0 7.5 7.7 5.3 4.0 3.9 4.1 6.8 

計 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

財政投融資規模（兆円） 0.32 0.32 1.62 9.31 20.86 40.53 39.33 36.66 39.35 

平成 12 年版経済白書 
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のままでは、返済に行き詰まる、と指摘し、一

段の合理化努力を求めている。無利子融資は有

利子負債の拡大を抑え、公団の経営を立て直す

ことを狙いとしている。揮発油税などを財源と

する道路特定財源から 2001 年度から 10 年間、

毎年 800 億円を無利子融資する。公団には、無

利子資金を含めて借入金の新たな償還計画の作

成、事業計画の修正、さらには経営形態の見直

しなどを本格化させる意図もある。 

 日本道路公団、関西国際空港会社についても

無利子資金の投入が検討された。利用料収入で、

道路、空港建設のために行った借入金の元利を

償還する、という目論見は外れ、いずれも返済

のメドが立たず「第二の国鉄」の危機も懸念さ

れるからだ。 

 日本道路公団の借入金残高は 2000 年度末で

24 兆 9000 億円となり、利払い負担が経営を圧

迫している。それでも高速道路の未事業化区間

1235 キロメートルの整備を計画している。その

大半は採算性に乏しく赤字が予想されている。

財投投入は工事を早める効果はあるが、その返

済と利払いは、将来の国民負担となってはね返っ

てくる。財政当局は、未事業化区間を一般国道

並みに国と地方負担で建設する方途を検討して

いる。このため高速自動車国道法などを改正し、

道路特定財源を投入して、国の直轄事業として

整備する方策を探っている。 

 二本目の滑走路建設を進めている関西国際空

港会社も、赤字経営に転落したまま、借入金の

元利返済の重圧にあえいでいる。世界一高い着

陸料を徴入しても、2000 年３月期決算は 238 億

円の赤字で、累積損失は 1500 億円に拡大した。

開港後５年で単年度黒字、９年で累積赤字を解

消、23 年で借入金返済の収支見直しは、大幅に

狂っている。空港建設に投入した１兆 5000 億円

の７割を財投などの借り入れで賄ったため、金

利負担は年間 400 億円を上回る。需給の見込み

違いに加え、非効率的な経営が赤字拡大を招い

ている、と指摘もされている。 

 その中で、沖合にさらに１兆 5600 億円を投じ

て第二滑走路を 2007 年までに建設する。成田国

際空港の滑走路も 2002 年に完成、中部空港も

2005年開港が予定されている。わが国周辺では、

韓国、香港、シンガポールなど大規模空港が航

空便誘致を競っている。先行きの経営環境も厳

しくなるうえでの拡張である。 

 関空会社は、国が事業費の 20％、地元自治体

と民間企業が 10％を出資、空港建設に初めて株

式会社方式を取り入れて発足したが、実体は財

投頼み、その結果として利子負担が重くのしか

かっている。関係者には、国からの利子補給、

さらには滑走路の買い取りといった財政支援策

への思惑も見え隠れする。 

 道路公団、関空会社への無利子資金投入は、

地元負担の増大を強いる、という反対論に遭っ

て先送りになったが、財投依存の公共事業の進

め方は、いずれ壁に突き当たる。潤沢な財投資

金を引き出して、事業化したツケが、将来の国

民負担の増大となってはね返る。甘い需給見通

しによる採算割れでそれが現実化している。前

記の総務省行政監察は、道路公団が管理する東

京湾横断道路（アクアライン）で、交通量は１

日平均 9996 台で当初目標の 35％にとどまり

（1998 年度）、100 円の収入を得るのに 316 円の

経費がかかっていることを指摘し、借入金の返

済計画の要となる目標交通量の修正、事業計画

の見直しを求めている。 

 公共事業について、着工前に費用対効果分析

を徹底することや、すでに事業が進行中のもの

についても、中止、継続を判断する「再評価シ

ステム（時のアセスメント）」の導入が課題になっ

ている。 

 財投の対象となる特殊法人には、一般会計か

ら出資金、補給金などが出ている。2000 年度の

財政負担は約７兆 6000 億円になる。民間にはで

きない「公共財」の整備を行う、という政策目

標を実現するためのコストとして容認されてき

た（図２）。 
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 国民の住宅取得を容易にするため、住宅金融

公庫の貸出金利を政策的に低く抑えてきた。景

気対策の観点から対象を広げる措置もとられて

きた。70年代から 80年代前半の高金利の際も、

公庫の貸出金利を低く抑えたことで、貸出金利

が預託金利を下回る逆ザヤになった（図３）。こ

の分は一般会計からの補給金で補うことになる。 

 問題なのは、一般会計から投入される補助金

などの政策コストが一体、将来にわたってどの

くらい膨らむかが不透明になっていることであ

る。特殊法人の情報開示がこの点で不十分だっ

た。 

 特殊法人の「政策コスト分析」は、その費用

対効果を明らかにする役割を担う。投入するコ

ストに比べ、便益に乏しいものには、事業の見

直しを迫る。財務省は 2000 年９月、14 の特殊

法人を対象とした「政策コスト分析」を公表し

ている。特殊法人が事業を継続した場合、将来

にわたってどのくらい補助金などの財政資金の

投入が必要になるかを試算している。特殊法人

がいまの規模で事業を進めた場合、必要となる

国からの補助金などを現在価格に割り引いたも

のを政策コスト（国民負担額）として示してい

る。 

 日本道路公団の政策コストは、今後 48 年間で

４兆 2965 億円が見込まれている。高速道路の建

設、維持管理のうち、料金収入で賄えない分が、

事業の継続に必要な政策コストとして試算され

た。住宅金融公庫（32 年間で 7820 億円）、日本

政策投資銀行（31 年間で 1384 億円）、国際協力

銀行（25 年間で 1487 億円）、本州四国連絡橋公

団（37 年間で 314 億円）など、事業の実現に向

図２ 財政投融資に対する一般会計からの補給金等 
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図３ 住宅金融公庫基準金利と預託金利の差 
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けて巨額の政策コストが予測されている。その

中で、中部国際空港会社だけは、出資金配当な

どで国庫への還元が税金投入額を上回る、政策

コストのマイナスを見込んでいる。国からの財

政支援 341 億円に対し、配当、法人税などによ

る還元分がこれを110億円余上回る。もっとも、

この試算には需要予測が甘すぎる、の批判もあ

る。 

 「政策コスト分析」は金利、事業見込など前

提条件の置き方で、大きく変動する。まだ、確

立した手法には至っていない。それでも事業に

よって期待される経済波及効果、国民が受ける

便益と将来の税負担を比較、検討する機会をつ

くることになる。政策コストと照らして、事業

が妥当なものか、厳しく吟味することを求めた

い。財投対象の 33 の特殊法人すべてに、政策コ

スト分析の対象を広げていくべきだ。 

 政治には、この政策コストの妥当性を厳しく

吟味し、客観性と一貫性のある大局判断とリー

ダーシップが求められる。 

 

４．総務省と郵貯民営化の課題 
 

 中央省庁再編で誕生した総務省は、郵政、自

治省などを統合し、28 万人の郵政職員、合計 360

兆円の郵便貯金、簡易保険資金を引き継ぐ。 

 財投改革で、総務省の権限はさらに強まる。

これら資金を全額自主運用できるからである。 

 財務省が特殊法人に資金配分するために発行

する財投債は市場消化を原則としているが、当

初７年間は、発行額の二分の一を郵貯・公的年

金資金が引き受けることで合意している。さら

に残りも、独自の判断で市場から購入すること

を財務省から期待されている。 

 郵便貯金の自主運用額は現在、約 60兆円だが、

2001 年度以降、資金運用部からの返済と郵貯の

新規増加を見込むと年々、規模は拡大する。総

務省の 2001 年度から 2005 年度までの郵貯の資

金運用計画によると、80％は国内債券、10％は

株式、５％を短期債、５％を外国債券で運用す

る。 

 財政悪化の目立つ地方自治体も郵貯資金を当

てにしている。自治省当時は、大蔵省と交渉し

財投計画も勘案して、地方債引き受け額を定め

ていた。統合された総務省は郵貯資金の運用で

権限と自由度を強め、地方債発行をコントロー

ルできる体制となる。地方交付税（2001 年度１

６兆 8230 億円）も所管する。 

 2001 年度予算では、郵政資金の地方債引き受

けは２兆 6000 億円とする上限枠が定められた。

総務省が郵政資金による地方債引き受けなどを

通じて、地方自治体に大きな影響を及ぼすこと

が可能になる。それだけに総務省の自制が求め

られる、内部の部局間のチェック機能を強め、

権限を分断する措置も検討すべきである。 

 さらに重要なのは、郵政事業庁から 2003 年に

郵政公社に移行する郵便貯金の制度、設計、経

営形態を民営化も含めて広く検討し、効率的な

金融市場の形成を目指すことである。 

 第一は、郵便貯金制度に与えられている特典、

特権をなくし、民間と同一の条件で競う制度に

改めることである。郵貯は事業税、固定資産税、

印紙税、預金保険料、準備預金などの負担を免

除されている。全国銀行協会の試算によると、

郵貯は民間金融機関と比べ、1994～1998 年の５

年間で、２兆 7374 億円にのぼる負担を免れてい

るという（表２）。 

 郵貯は 80 年代以降、「非営利事業による先導

的・牽制的機能」（郵政省・「郵便貯金に関する

調査研究会報告 1980年９月６日）を標榜して、

業務を拡大してきた。確かに民間金融機関の小

口預金者を軽視する経営への牽制役としての役

割を演じてきた。 

 郵貯金利は「経済生活の安定と福祉の増進」

の独自の視点から、長期固定金利商品でかつ高

い流動性を持つ商品特性と民間よりも有利な金

利設定が容認されてきた。 
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 金利自由化が進む中で、定額貯金金利は、1993

年６月以来、銀行の三年物定期預金金利の 90～

95％程度の水準とする新しい金利決定方式とな

り、相対的にその有利性はなくなっている。 

 しかし、金融ビッグバンの試練は民間金融機

関の淘汰を迫る一方で、郵貯の安全性をクロー

ズアップすることになった。郵貯にとって、有

利な金利に代えて、安全性を最大の売りものに、

再び拡大の機会を迎えている（図４）。金融広報

中央委員会が毎年実施している「貯蓄と消費に

関する世論調査」によると、金融商品について、

安全性を第一に考えて選択する、の回答が年々

増えている。これからは元利金の支払いを国が

保証していることが、最大の武器になる。 

 全国銀行協会、生命保険協会など民間金融１

３団体が 2000年11月 30日にまとめた意見書は、

郵貯の拡大を抑える観点から、郵貯の預け入れ

限度額を現行の1000万円から 300万円程度に引

表２ 郵便貯金が民間金融機関と同等の税負担等を行った場合の負担額 

（単位：億円） 

年     度 1994 1995 1996 1997 1998 

事業税・固定資産税・印紙税等 1,425 1,863 1,219 1,701 1,337 

預 金 保 険 料 220 1,660 1,793 1,889 2,021 

準備預金相当分 の運用利子 1,029 847 847 698 514 

法 人 税 ・ 住 民 税 0 3,021 4,540 750 0 

合   計 2,674 7,391 8,399 5,038 3,872 

経済広報センター「郵貯・簡保への提言」 

図４ 郵便貯金残高と個人金融資産に占めるシェアの推移 
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き下げることを主張している。 

 2002年４月のペイオフ解禁を前にした民間金

融機関の危機感がそこに窺われる。民間金融機

関の経営動向いかんでは、郵貯への資金シフト

の事態も考えられる。郵貯の預け入れ限度額は

1988年に当初の 300万円から 500万円に引き上

げられ、1990 年に 700 万円、1991 年に 1000 万

円に各々引き上げられている。 

 民間から郵貯への資金シフトは、グリーンカー

ド制導入騒動の 1980 年、また高金利がピークと

なった 75、91 年に起きている。1980 年には１

年間で約 10 兆円も郵貯に資金が流入した。最初

の預け入れ金利が 10 年間適用され、しかも６か

月後にはいつでも自由に引き出せる郵貯の主力

商品の定額貯金が人気を呼び、民間金融機関を

圧倒した。民間金融機関が業界横並びの護送船

団金融行政に安住し、金融の新商品開発を怠っ

てきた結果でもあった。金融界では体質強化の

ため、合併、業務提携、業務見直しなど大規模

な再編が進んでいる。民間金融機関には一段の

経営努力が望まれる。預金者の信頼を取り戻す

ことが緊急の課題となる。 

 前記の意見書は、郵政公社の具体的なあり方

を議論する公の場を設けることを求めている。

民間との競争を対等にするために、預金保険へ

の加入の義務付けや免除されている租税負担額

に見合うものを国庫に納入することなど制度改

正を要求、その審議を公社を管轄する総務省と

は別の、首相直轄の第三者機関で審議すること

を主張している。郵貯の運用、情報開示、制度

の見直しなどを総務省内だけで進めた場合、身

びい気な行政判断が優先される心配は確かに残

る。こうした疑念を払しょくするためにも第三

者機関の審議に委ね、具体的な制度設定の作業

で透明性を確保すべきである。 

 郵政公社の将来像はまだ不透明である。その

中で、郵貯が金融市場でさらにシェアを伸ばす

可能性が高い。突出したその存在が、日本の金

融資本市場の攪乱要因にもなる。 

 高金利時代に集中した郵貯の定額貯金が満期

となり､2000 年度以降２年間で元利合計で 106

兆円に達すると見込まれている。この間の利率

は 5.0～6.33％。いまの銀行定期預金 0.1％の

50 倍以上に相当する。この大量の資金がどこに

向うかは、今後の債券市場にも影響を与える。

国内金融機関の経営にも波紋を投げる。 

 郵貯の収支は 99 年度で１兆 8650 億円の過去

最大の赤字になった。これは 98 年度の赤字の

6100 億円の約３倍。2000 年度も１兆 2000 億円

程度の赤字が見込まれている。高金利時代に集

まった定額貯金の支払利息が大きな負担になっ

ているためだ。これは資金運用部に預けて運用

していた預託金が、超低金利で再預託している

ため、貯金の支払金利と、資金の運用利回りを

比べると逆ザヤになったことによる。2001 年度

は、この負担が減り、黒字転換できる、と見込

んでいるが、経営の効率が改めて要請される。 

 郵貯のロットは大きいだけに、金利変動のリ

スクはそれだけ強まる。長期金利の動向にも大

きな影響を与える。自主運用では、株式などリ

スクの高い証券も対象にしている。リスク負担

にどう対応するのか、責任体制のあり方も含め

内部規定の整備が不可欠となる。 

 郵貯に対する検査、監督にも新しいルールが

必要になる。行政的な裁量を排除し、実効の上

がる検査、監督体制とするうえでは、金融庁が

担当し、金融行政を一元化し、財政、金融分離

の理念を具体化すべきだ。 

 活力ある金融資本市場の形成には、公的金融

の整理縮小が不可欠となる。その観点から郵政

三事業の分離民営化を展望した組織改革にいま

から取り組むことを求めたい。 

 

おわりに 
 

 財政投融資制度のスリム化、特殊法人の整理

合理化には、政治の決断とそれを補完する市場

原理の貫徹が重要な役割を果たす。 
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 財投制度は、郵貯、公的年金という潤沢な資

金を取り込むことで、わが国の金融システム全

体の中で大きな地位を占めてきた。国内の貯蓄

の大部分が市場原理とは異質の行政判断、政治

的要請に沿って民間に配分される格好になって

きた。「政府の役割」を重視する慣行、制度が公

的金融の肥大化を招いてきた。公的金融に依存

した非効率な経済部門が温存され、金融資本市

場のダイナミックな競争を通した新規産業の発

展を阻んできた。公的金融の拡大は、市場を通

じた金融仲介機能の範囲も量も、制約すること

になる。 

 確かに、市場にすべてを委ねることはできな

い。十分な客観性と一貫性を備えた判断基準に

基づく財政の資源配分機能が発揮されるべきだ。

安易な「財政の財投化」は、この機能を歪め、

特殊法人の既得権益を増幅させ、「政府の失敗」

にしばしばつながる。財投依存の予算編成、経

済運営を脱却することが緊急の課題である。 

 いま、必要な施策は市場原理を機能させて特

殊法人を整理、統合に追い込むことである。市

場の規律を最大限に活かすことが、財投制度の

純化につながる。特殊法人の事業分野は市場に

委ねることの難しい公共性の高いものに限定す

る。将来にわたる国民負担、政策コストを明ら

かにし、政策判断の材料を提示する。特殊法人

の事業に対する情報のディスクロージャーを早

急に進める。 

 財投制度、特殊法人を支えてきた郵貯は、将

来的に分割民営化を目指すべきである。公社化

された郵貯が、自主運用の対象として、安全資

産の国債、それに類する財投債などに逃げ込む

ことになれば、非効率な経済部門をそのまま残

すことになる。財政再建に向けての歳出削減、

国債圧縮の努力を削くことにもなる。 

 反面、郵貯がいまのまま、株式市場で大がか

りな運用にのり出すのは、リスクが大きすぎる。

精緻なリスク管理策が整っているとは思えない。 

 突出した郵貯の存在が、公的金融を拡大させ、

効率的な金融資本市場の形成を遅らせてきた。

市場志向型の財投改革が、郵貯の民営化も展望

した金融システムの活性化を促す端緒となるこ

とを望みたい。 
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欧州石炭鉄鋼共同体とベルギー 

～Ａ.Ｓ.ミルワードの「国民国家のヨーロッパ的救済」：事例研究Ⅰ～ 

 

 

 

白 石 義 樹  

 

 

はじめに 

 

 ミルワードはこの事例研究において、解明す

べき課題として次の２点を挙げている。まず第

１点として、ベルギー石炭業が 1958 年石炭危機

に伴う崩壊メカニズムに至るまで、1920 年代の

生産・雇用水準を維持しつづけたこと、次いで、

第２点として、ベルギー石炭業の雇用・福祉問

題が戦後だけにとどまらず、ベルギー石炭業の

崩壊に至るまで中心的課題として論じられてき

たわけであるが、この問題の解決手段として雇

用・福祉政策の国際化がとられたこと、につい

てそれぞれ解明されるべきである、と述べてい

るのである。そして、ミルワードはこれら解明

を通じて、自らが欧州統合論展開の要としてい

る作業仮説、すなわち「国民国家のヨーロッパ

的救済」の具体的事例をわれわれに提示してい

るのである。そこで、われわれもこれらの課題

設定に留意しつつ、ミルワードの論述をみてい

くことにしたい 1)。 

 

Ⅰ．保護、福祉、雇用 

 

 ベルギー石炭業は第２次大戦後、欧州の他の

諸国の石炭業と比較して、保護政策、雇用・福

祉政策において際立った特徴を示すことになっ

たが、それは特に雇用・福祉政策において際立っ

た特徴を示すことになったのである。前者の保

護政策に関しては、すでに戦前においてもベル

ギー石炭業の生産性の低さゆえに、政府による

保護政策が実施されていたので、ことさら目新

しい特徴といえるものではないが、戦後の世界

的な「石炭不足」を反映して、ベルギー石炭業

の保護政策が政府によって、一段と強化されて

実施されたのである。そこでまず最初に、戦前

のベルギー石炭業の保護政策について、ミルワー

ドの述べるところをみておくことにしよう。 

 

（１）戦前ベルギー石炭業の特徴 

 

 まず最初に、ベルギーの石炭業は 18 世紀以前

から採掘されてきた南部炭田地域、と 1920 年代

に新たに採掘されてきた北部炭田地域、の２つ

の炭田地域から構成されていた。南部炭田地域

は炭坑としては古く、採掘条件は北部炭田地域

はいうまでもなく、欧州の他の炭田地域と比べ

ても最悪の条件のもとにあった。一方北部炭田

地域、カンピーヌ炭田地域は南部炭田地域とは

比較にならないほど生産性も高く、またその収

益性も高かったのである。しかしながら、北部

炭田地域と南部炭田地域を市場競争に委ねて、

ベルギー石炭業の生産性を高める、というわけ

にはいかなかった。というのはベルギー国家の

言語的分裂を再び引き起こしベルギー国家の統
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一を危うくするおそれがあったからである（カ

ンピーヌ炭田地域：フランドレン語、南部炭田

地域：フランス語）。次にベルギー石炭業が 1930

年代不況に直面して、国内カルテルを推進した

のであるが、このカルテル化の後ろ盾は北部炭

田地域と南部炭田地域の両地域に投資を行って

いたベルギー巨大投資銀行であった。さらに、

ベルギー石炭業はこの不況を乗り切るために、

国際カルテル協定の成立を目論んだが、それに

失敗すると、ベルギー石炭業は積極的に国家の

力を利用することになった。1931 年、ドイツの

ダンピングに対しては、石炭輸入の割り当てを

導入し、続いて、1933 年には輸入関税の引き上

げを実施し、1935 年には輸入関税収入が石炭輸

出の補助金として利用され、1935年－1936年間、

ベルギーに貿易黒字をもたらすことにさえなっ

たのである。その結果、ベルギー石炭業は第２

次大戦前夜、工業労働者総数の 10％以上を雇用

し、そして、工業生産総額の 12％に上り、全産

業の中でもかなりのポジションを占めることに

なった。 

 以上のように、ベルギー石炭業は戦前、保護

主義的な政策のもとにあったが、戦後石炭業が

おかれていた状況はドイツ占領の影響や10年以

上にわたる投資の欠如もあって設備の老朽化、

炭坑労働者の高齢化・労働意欲の減退、そして、

ベルギー人炭坑労働者の大量流出、といった諸

問題に見舞われていたのである。それゆえに、

戦後ベルギー政府は世界的な「石炭不足」のも

と、これら問題を解決し、早期の経済復興を計

ることが最優先課題となっていた。 

 

（２）戦後復興期のベルギー石炭業：ファ

ン・アケル連合政権の石炭政策 

 

 1945 年２月 12 日発足の第１次ファン・アケ

ル連合政権はアケル自らが石炭大臣を兼ねて、

政府の最優先課題として「石炭闘争」を掲げ、

果敢に石炭増産問題と安価な石炭供給問題に取

り組むことになった。 

 第１表からわかるように、石炭産出量は 1938

年、295 万 8,500 トンから 1946 年、228 万 5,200

トンへ、と 67 万 3,300 トンの減少となっており

戦前の水準に復帰するのは1949年になってから

である。このような石炭産出量の減少は解放後

のベルギー人炭坑労働者の大量流出のためで

あった。ベルギー人炭坑労働者に関しては、す

でに亡命政権のもとで、社会党系・キリスト教

党系の労働組合、経営者と政府の３者間で合意

された「1944 年社会保障法」で、事故保険・退

職保険の優遇規定、高額の初任給、無料乗車券

給付、低利の住宅貸付、軍務の免除、石炭の無

料給付、不定期の水道・電気の無料措置などの

特典が与えられることになっていたにもかかわ

らず、ベルギー人炭坑労働者、約３万人が辛い

地下労働を嫌って、1944 年の解放から 1945 年

の初めにかけて山を去ったのである。そこで政

府はドイツ人捕虜（1947 年３月まで、約 64,000

人が炭坑労働に従事していた）と外国人労働者

募集によって、その不足を埋め合わせることに

なったが、ドイツ人捕虜の解放後は専ら外国人

労働者募集によって埋め合わせることを追求す

ることになった。1947 年以降、地下労働に従事

する炭坑労働者の約３／４は外国人労働者であ

り、そのうちの約３／４は圧倒的にイタリア人

労働者であった。なお外国人労働者の多くは生

産性の高い北部炭田地域、カンピーヌ炭田では

なく、生産性の低い南部炭田地域、ボリナージュ

炭田で雇用されていた。 

 政府はまた低炭価政策押し付けの代償として、

石炭業に対する手厚い保護制度を導入した。す

なわちそれは「炭鉱間の補償金と政府の補償金

からなる制度」の導入であった。「炭鉱間の補償

金制度」は、炭田地域間並びに炭鉱間の利潤・

投資の均等化をはかるために、国有化問題の妥

協として 1947 年８月設立の「全国石炭評議会」

の協議から生まれたものであった。「全国石炭評

議会」のメンバーは政府、企業と労働組合の３
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者から選ばれた24名の代表者から構成されてい

た。メンバーの任務は石炭業の長期目標と長期

政策の決定に関して全般的な監督を行うととも

に、今後 18 ケ月以内に、生産性改善のための炭

鉱再編の提案を提出する、というものであった

が、後者の任務に関しては実施されることはな

かった。というのは企業は、限界炭鉱の閉山に

も企業合併にもほとんど関心を示さなかったし、

労働組合はいうまでもなく炭坑閉山には強力に

反対したからである。それゆえに、「全国石炭評

議会」の協議は不採算炭鉱の経営さえも維持さ

れるような制度の導入に落ちつくことになった

のである。 

 「炭鉱間の補償金」はマーシャル援助の見返

り基金の一部と新規に導入された石炭販売税に

よって賄われた。石炭販売税は利潤・投資の地

域間の均等化のために、生産性も高く採算炭鉱

の多い北部炭田地域（カンピーヌ炭田）の方が

生産性も低く不採算炭鉱の多い南部炭田地域よ

りも高かった。すなわちカンピーヌ炭田の石炭

はトンあたり、45 ベルギー・フラン、平均販売

価格に対して 6.5％の課税であったが、一方の

南部炭田地域の石炭はトンあたり 35 ベルギー・

フラン、平均販売価格に対して 5.1％の課税で

あった。このように徴収された税はマーシャル

援助の見返り基金の一部とともに、不採算炭鉱

の金融（ファイナンス）のために充当された。

この結果、例えば、1949 年には、政府の補助金

受領後の採算炭鉱の利潤の80％以上が不採算炭

鉱の金融のために充当されることになったので

ある。これでは石炭業の生産性改善どころでは

ないということはいうまでもないが、この期の

政府の石炭政策の主眼が石炭増産と安価な石炭

供給にあったということからすると、これも致

し方なかったと解すべきかもしれない。それは

ともかく、政府は低炭価政策の代償として、1944

年９月１日－1949 年９月末間に、石炭業に対し

て総額、95 億 3,500 万ベルギー・フラン（２億

3,700 万ドル）にのぼる資金をつぎこんだので

ある。当然のことながら、このことは政府の財

政を圧迫することとなり、その後の政権交代を

もたらす原因ともなった。 

第１表 ベルギーの石炭・コークス：産出量と消費量（1000t） 

 （Ａ） 

石炭産出量 

（Ｂ） 

石炭消費量 

（Ｃ） 

コークス産出量 

（Ｄ） 

コークス消費量 

（Ｅ） 
冶金用 

コークス産出量 

1938 29,585  5,106  4,398 

1946 22,852  3,900  2,840 

1947 24,436  4,793  3,535 

1948 26,691 29,102 5,629 4,537 4,481 

1949 27,854 26,257 5,034 4,189 3,788 

1950 27,321 26,069 4,598 4,034 3,564 

1951 29,651 30,905 6,096 5,553 4,783 

1952 30,384 28,014 6,407 5,549 5,055 

1953 30,060 26,670 5,945 4,953 4,629 

1954 29,249 27,554 6,146 5,245 4,884 

1955 29,920 28,946 6,597 5,964 5,346 

1956 29,461 29,979 7,270 6,404 5,912 

1957 29,001 28,908 7,156 6,230 5,839 

1958 27,062 24,025 6,906 5,906 5,595 

1959 22,757 24,891    

1960 22,469 25,024    

＊産出量＋輸入量－輸出量－山元貯蔵 

（出所）A.S.Milward, The European Rescue of the Nation-State, P.59 より。 
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 ところで、上述の石炭業に対する手厚い保護

は鉄鋼業の利害に適っていたことはいうまでも

ないところである。復興期、ベルギー鉄鋼業は

輸出産業の花形であった。ベルギーの鉄鋼輸出

は周辺諸国が深刻な鉄鋼不足に陥っていたこと

もあって、1948 年には外国貿易の 40％以上を占

めるに至っていた。このような鉄鋼輸出ブーム

は当然、冶金用コークスの需要を高めることに

なった。ところが、ベルギー炭鉱では、鉄鋼生

産に必要な良質のコークス炭を産出する炭田は

南部炭田地域のボリナージュ炭田のみであった。

ボリナージュ炭田は18世紀以前から開発されて

きたこともあって、その採掘条件は劣悪であり、

設備の老朽化も進んでいた。一方北部炭田地域

のカンピーヌ炭田は1920年代に開発されてきた

こともあって、その生産性は南部炭田地域に比

べると、格段に高かったが、そこで産出される

コークス炭は冶金用コークスには適していな

かったのである。それゆえに石炭業に対する保

護制度導入の必要性が鉄鋼業界によっても強く

要請されることにもなったのである。 

 ところが、1949 年８月誕生のキリスト教社会

党＝自由党連立政権はこれまでの石炭業に対す

る手厚い保護制度を変更した。政府の制度変更

の基本的動機は石炭産出量を削減することでは

なく、補助金の節約、効率的な炭鉱に対する投

資誘因を高めること、そして、鉄鋼業の利害を

追求することにあった。「炭鉱間の補償金」は撤

廃されるとともに、「政府の補助金」はバラマキ

的なものから選別的・逓減的なものに変更され

ることになった。すなわちボリナージュ炭田の

良質のコークス炭を産出している炭鉱はこのよ

うな制度変更から免除され、政府との特別協定

によって従来通りの補助金をうけとることに

なったが、コークス炭を産出しない南部炭田地

域のその他の不採算炭鉱は制度変更の適用をう

けることになっていた。しかしながら、制度変

更は厳密な意味では、南部の不採算炭鉱に適用

されることはなかった。というのは1950年５月、

シューマン・プラン（欧州石炭鉄鋼共同体計画）

が発表され、ベルギーの石炭政策もこの枠組の

もとで処理されることになったからである。パ

リ条約（ECSC 条約）交渉はベルギーの政策作

成に介入することになったのである。パリ条約

が発効するや否や、価格統制は ECSC に移るこ

ととなり、ベルギー政府の補助金制度を再度変

更することになった。パリ条約は石炭業に対す

る新たな補助金を供与する一方、一時引き上げ

られていた炭価を旧水準に戻すことになったの

である。それはともかく、シューマン・プラン

は政府が戦後一貫してとってきた石炭の自給自

足体制に対する挑戦として登場してきたのであ

る。 

 

Ⅱ．ＥＣＳＣ加盟交渉とベルギー 

 

 ECSC 条約交渉を巡る経過については第２表

の年表に示されているとおりであるが、シュー

マンとモネによって提案されたECSCプランは

独仏の将来の枠組のために、ベルギー石炭業に

犠牲を強いる内容であった。モネの当初の構想

によれば、ECSC は最高価格と最低価格を決定

し、その間で自由競争に委ねる、といった単純

な価格政策であった。モネはこのような価格政

策によって、ベルギーの石炭産出量を年あたり

500 万トンだけ削減し、その削減分をドイツの

石炭輸出によってカバーすべきである、という

ことを目論んでいた。それはまさに、ドイツ連

邦共和国の条約調印を促す「餌」でもあった。

もちろん、モネはこのようなあからさまなやり

方を糊塗するために、自国フランスも同量の削

減計画を提案したが、この提案は朝鮮戦争勃発

に伴う石炭需要の増大と国内の政治的圧力の前

に取り下げられた。それはともかく、モネ構想

はベルギー政府にとって全くもって受け入れが

たいものであった。 

 ベルギー政府の ECSC条約交渉にあたっての

立場は明瞭に、外相パウル・ファン・ツェーラ
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ンドと交渉代表団団長マックス・スエテンスの

見解に示されていた。外相ツェーランドは次の

ように述べた。「政治面は経済的に達成される結

果であり、その逆ではない」2)。また、「モネに

よって要請されている国家主権の移譲は必ずし

も、石炭問題を調整するために必要でない」3)。

交渉代表団団長マックス・スエテンスはモネに

次のように述べた。「あなたは最高機関を通じて、

我々の問題に対する解決を理解する。われわれ

は我々の問題とその解決を通じて、最高機関を

理解する」4)。そしてベルギー交渉代表団は交

渉に臨んで、最高機関の権限問題については、

オランダ交渉代表団がベルギーと同様の見解を

有していることがわかるや否や、その問題につ

いてはオランダ交渉団に任せて、ベルギー交渉

代表団は専ら、国内経済問題並びに石炭業に対

する脅威を跳ね退けることに専念することに

なった。 

 ベルギー石炭業界はなによりもベルギー炭の

高価格を遺憾ともしがたい問題である、と捉え

ていたので、ECSC 交渉については大いなる懸

念を抱いていた。因みに、ドイツ炭とベルギー

炭との価格比較をみておくと、1950 年、ドイツ

の石炭の卸売価格はトンあたり 7.10$であった

のに対して、ベルギーのそれはトンあたり14.7$、

と約２倍の高さであった。さらに、同年１月以

降のコークス炭の価格動向をみておくとルー

ル・コークス炭の価格はトンあたり 32.5DM－

－37.00DM（7.62$－－8.80$）間であったのに

対して、ベルギー・コークス炭（グラスＡ・粘

第２表 パリ条約交渉経過 

 

1950年５月９日       シューマン・プラン発表 

    ５月23日       独仏会議 

    ５月24日       ベネルックス３ケ国外相とモネとの会談 

  （５月23日～６月３日  英仏会談（英：ＥＣＳＣ不参加）） 

    ６月15日       ベルギー経済省総局長スノア：「スノア・ノート」提出 

    ６月20日       シューマン・プランを巡る国際交渉開始 

    ６月24日       モネ、条約草案と作業文書提出 

  （６月25日 朝鮮戦争勃発） 

    ７月１日       ベルギー、「経済調整会議」 

    ７月３日～８月10日  条約草案作成 

    ８月10日       条約草案、原則合意 

    ９月27日       条約草案公表 

    11月         イルシュ・ヴィンク協定 

    12月７日       モネ条約案（「１２月案」） 

    12月         ベルギー、「経済中央審議会」：シューマン・プラン検討調査会設置 

1951年２月～４月      国会審議（ベルギー） 

    ３月19日       パリ条約仮調印 

    ４月18日       パリ条約正式調印 

    ５月         ロビンソン報告リーク 

  （夏～52年２月）    ベルギー石炭連盟「反シューマン・キャンペーン」 

1952年２月５日       上院、条約批准可決 

    ６月12日       下院、条約批准可決 

    ７月25日       ECSC 発足 

 

（出所） Alan S.Milward, The European Rescue of the Nation-State, pp.64－83、小島 健、「ヨー

ロッパ石炭鉄鋼共同体の誕生」、『土地制度史学』第134号（1992年１月）、２～14、より作成
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土質Ａ）のそれはトンあたり 640 ベルギー・フ

ラン－－670 ベルギー・フラン（12.75$－－

13.35$）間、と約２倍弱の高さであった。それ

ゆえに、現状のままでの共同市場加盟はベルギー

石炭業を壊滅的な崩壊に導くことになろう、と

ベルギー石炭業が判断したのも当然であった。 

 ベルギー石炭業界の代表者はベルギー炭の高

価格が地質上の問題であり、このことが生産性

の改善を阻害し、それゆえに解決困難な問題で

ある、と捉えていたが、ベルギー炭の需要見通

しについては、朝鮮戦争の勃発に伴う需要増大

を背景にして、強気の見通しをもつと同時に、

欧州の貴重な資源として今後も利用されること

になろう、という判断をしていたのである。し

たがって、ベルギーの ECSC 加盟に際して、石

炭業がとるべき道は次のどちらかの道しかない、

と判断していた。すなわちまず第一の道として、

ベルギー炭の高価格の原因となっている賃金・

社会保障コストが現状のままであるとするなら

ば、ベルギー石炭業は共同市場において、「永続

的な保護形態」を獲得しなければならないか、

それとも、第二の道として、ドイツなどの炭鉱

労働者の賃金・社会保障コストがベルギーのレ

ベルにまで到達するまで、共同市場の創設を見

合わせるか、のどちらかの道であろう。しかし

ながら、第二の道を選択することは共同市場開

始前に、長期の過渡期間を必要とする、という

ことである。それゆえに、ベルギーの交渉の焦

点はベルギー石炭業が当初、石炭共同市場に含

まれるべきでない、ということに移ることになっ

た。 

 第二の道は実際、ドイツとオランダの強力な

反対によって拒絶された。共同体炭鉱労働者の

生活水準の平準化を目論むベルギーの考えはモ

ネの最初の作業文書において表明されている社

会的野心と一致していることを示そうとしたが、

それも 1950 年９月までに拒絶されたのである。

それにもかかわらず、条約草案は結局、最高機

関に次のような賃金に関する権限を授与するこ

とになった。すなわち、賃金の引き下げは一産

業分野の国際競争力改善のために用いられるべ

きでない、という１項目が入ることになったの

である。それはともかく、第二の道を閉ざされ

たベルギーとしてはベルギー炭の価格競争力を

つけるためには、生産性の改善を通じた価格の

引き下げによって共同市場価格に近づけるしか

道がなかった。この選択は前節でみてきた 1949

年８月発足のキリスト教社会党＝自由党連立政

権の新石炭政策とも合致するところであったが、

1949年以降の石炭需要の改善は炭鉱の閉山を伴

う石炭業の再編・合理化に反対する企業と組合

の立場を強めることになった。そこで交渉の進

捗を計るためにはなんらかの打開策が示される

必要があった。 

 モネはいうまでもなく、ドイツの交渉代表団

団長Ｗ・ハルシュタインも共同市場の早期創設

によって「独仏合意の実現」として象徴化する

ことが政治的にも重要である、と考えていた。

それゆえにその早期実現のために、ベルギー石

炭業に対する経済措置が講じられることになっ

た。またしてもベルギー石炭業に対する多額の

補助金制度が導入されることになったのである。

一方、このような制度導入によって多額の資金

分担を強いられることになるドイツ・サイドも

この資金分担に応じる用意ができていた。但し、

ベルギーの石炭共同市場参加までの過渡期間の

限定、そして逓減的な補助金制度、という留保

条件を付けて。ところで、ベルギー政府は自ら

の石炭政策の変更となるだけに、次のような理

由を付けて批判の鉾先をかわすことになった。

すなわち多額の補助金が石炭業の生産性改善の

資金供与となること、さらに共同市場参加の過

渡期間短縮となる、ということである。 

 補助金協定はフランス側、イルシュとベルギー

側、ヴィンクの両者によってとりまとめられた。

この合意内容は次のとおりであった。まず第一

に、最高機関は補助金を調達するために、平均

石炭生産コストが共同体の加重平均石炭生産コ
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ストよりも低い諸国に賦課金を課すことができ

る、ということが合意された。このことはドイ

ツとオランダの両国に賦課金が課せられること

を意味し、さらにオランダよりも遥かに多い石

炭産出量を誇るドイツが賦課金の大部分を支払

うことを意味した。実際、この制度の期間中、

5,660 万 ECSC 計算単位の賦課金が支払われた

が、その内、5,209 万 ECSC 計算単位はドイツ

の支払分であったのである。第二に、賦課金は

過渡期間、５年間課せられること、そして、賦

課金の上限は初年度、共同市場で販売された石

炭、トンあたり収入の 1.5％に設定されるとと

もに、賦課率はその後、毎年１／５ずつ引き下

げられる、と決められた。最後に、賦課金の使

用目的はベルギー炭の価格を共同市場価格に近

づけること、ベルギー鉄鋼業に対するベルギー

炭の価格引き下げ、そして、ベルギー炭の共同

市場での販売損失を埋め合わせること、の３点

であった。 

 ところで、イルシュとヴィンクはこの協定を

どのように見做していたのであろうか。イルシュ

はベルギー炭鉱の閉山に対するベルギー国内の

強い反対を認識していたけれども、結局、ベル

ギー市場でのベルギー炭とドイツ炭の代替を実

現する方法としてこの協定を見做していた。一

方のヴィンクは 1949 年秋、政府が打ち出した新

石炭政策の代替策としてこの協定を見做してい

た。しかしながら、新石炭政策は石炭の自給自

足体制維持を掲げていただけに、イルシュの思

惑とは必ずしも一致するものではなかったが、

両者の間にはベルギー石炭業の生産性を改善す

ることには共通の利害を見いだしていた。それ

ゆえに上述のような合意に達することができた

のであろう。 

 さて、両者は賦課金の規模の見積りについて

も協議し、次のような合意にも達した。共同体

はベルギーのコークス・プラント、鉄鋼所、輸

出と炭鉱によって消費されるベルギー炭、すな

わち国内産出量の総消費量の41％にあたるベル

ギー炭を補助金の対象とし、補助金総額は最高

機関作成による販売価格表と会計価格表との差

額を支払うために必要とされる金額となる。そ

して、この必要金額はドイツとオランダの石炭

販売額から徴収される。結局、初年度運営のた

めに必要とされる賦課金の金額はベルギー炭、

トンあたり 29 ベルギー・フラン（0.58$）平均

と算出された。さらに、共同体の補助金の対象

外のベルギー炭、すなわち家庭用炭、暖房用炭

と一般産業用炭は産出量とは関係なく、共同体

の補助金と同額の補助金がベルギー政府によっ

て交付されることになった。政府の補助金は５

年間の過渡期間中、近代化・合理化計画の資金

として利用されることになった。しかしながら、

イルシューヴィンク協定は良質のコークス炭を

産出するボリナージュ炭鉱が 1949 年、政府と結

んでいた特別協定に代替するものではなかった。

ボリナージュ炭鉱は特別協定に基づく補助金に

加えて、共同体の補助金も交付されることになっ

た。それはともかく、この新たな補助金体制が

ベルギー石炭業の再編・合理化の芽を摘むこと

になったことは否めない事実であろう。 

 イルシューヴィンク協定を巡る政府部内での

論議はいかなるものであったか。交渉の埒外に

いた閣僚たちはこの協定について、次のような

理由で声高に異議を申し立てた。なるほど、５

年間の過渡期間は石炭産出量の急激な削減を阻

止するけれども、５年間というのはあまりにも

短すぎると。彼等はまた、５年間の過渡期間終

了後、ベルギー炭の価格がどのようになってい

るか、をヴィンクに尋ねた。ヴィンクは彼等に

次のような推計を示した。共同市場と補助金制

度が条約批准後直ちに開始した、と仮定した場

合、ベルギー炭の平均販売価格はトンあたり

12.85$に下がるであろう。しかしながら、ヴィ

ンク推計のベルギー炭の価格引き下げをもって

しても、ベルギー炭とルール炭との価格格差が

縮小する、と考えることは不可能であった。た

とえドイツの今後の経済動向と西欧の再軍備化
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によって石炭に対する高需要が持続すると仮定

しても、1958 年にルール炭のシャルルロワでの

引渡し価格が 1950 年水準よりも 40％以上上昇

する、ということは考えられなかった。このこ

とはドイツ代表団も十分に熟知していた。した

がって、ドイツ交渉団は５年間の過渡期間終了

の暁には、ドイツが自動的にベルギーにおいて、

年間 500 万トンの石炭市場を有することになる

協定である、とイルシューヴィンク協定を解釈

した。このような解釈があるにもかかわらず、

ヴィンク自身は年間 500 万トンの石炭産出量削

減がベルギー石炭業の近代化・合理化にとって

必要である、と考えていた。しかしながら、協

定で示されている目標設定は若干の閣僚にとっ

ては、単に努力目標と見做していたにすぎなかっ

たのである。それゆえに、彼等の反対は石炭業

界の反対声明が出されるとともに一層強まるこ

とになった。 

 このような反対に直面した外相ツェーランド

はイルシューヴィンク協定に次のような２条件

を加えて、条約交渉に臨むことになった。まず

第１の条件として、共同体の究極の機関である

閣僚理事会が過渡期間の延長を認めるかどうか

の権限を所持すべきである、ということである。

第２の条件として、ベルギーが共同市場からの

一時的離脱を認められるべきである、という緊

急避難条項である。1950 年 12 月前者に関して

は、ベルギー石炭業に対しては過渡期間の３年

間延長を認める、という条項が条約草案に追加・

承認され、後者に関しては論議は長引いたが、

ベルギー石炭業が「明白な危機」に陥ったなら

ば、ベルギー石炭業は共同市場からの一時的離

脱が認められることになった。 

 上述のような合意に漕ぎつけたが、共同体の

将来に対するベルギー政府の姿勢は依然として

曖昧なままであった。ツェーランド外相はパリ

条約の対外政策的意義を十分に認識していたけ

れども、彼にしてもベルギー金融トラストとの

密接なコネクションの故に、その意向を無視す

るわけには行かず、イルシューヴィンク協定の

その後の修正に応じたのである。但し、イル

シューヴィンク協定のコアを守るために。一方、

露骨に愛国主義的姿勢を示したのは通商大臣、

ジョゼフ・ムウリスであった。彼の見解は石炭

業の見解そのものであった。ボリナージュ炭田

の産出量は過渡期間中維持されるべきである、

ということはいうまでもなく、さらに、限界的

な炭鉱を多く抱えているシャルルロワ炭田とリ

エージュ炭田も大量の雇用吸収力を有している

がゆえに、維持されるべきである、と彼は強く

主張した。鉱山省総局長の見解も同様であった。 

 政府部内よりももっと深刻な見解の分裂は最

高機関のメンバーとなる予定である若き経済閣

僚で、且つ、経済学者でもあるコッペと経済省

の燃料・エネルギー局長であるヴィンクとの間

のベルギー石炭業の問題を巡る見解の相違で

あった。コッペはベルギー石炭業の問題を循環

的問題として捉えるのに対して、ヴィンクは構

造的問題として捉える。コッパの見解は自らの

研究、すなわち 1939 年に発表した「30 年代の

ベルギー石炭業の価格・需要弾力性のインパク

ト」の研究に基づいている。コッペの研究によ

れば、ベルギー石炭業も外国石炭業もいずれも

需要変化に対して低い生産弾力性を示した、と

いうことである。すなわち低需要期の石炭業保

護は国内の石炭価格を上昇させることがなかっ

たが、高需要期には、国内の石炭価格は急激な

上昇を示した、ということである。そこでコッ

ペは石炭価格の安定化のためには、欧州石炭業

の競争規制と循環的政策の全ての国での採用に

よって「欧州石炭市場の共同管理」を達成する

ことが必要である、という 1939 年には現実的な

視角ではないが、理想的な視角を提示していた

のである。そして、このような理想的視角が若

干形を変えて、共同体にも持ち込まれることに

なったのであるが、それはともかく、コッペに

とって、ベルギー石炭業の問題は低需要期に石

炭備蓄を強いられる炭鉱に対する金融問題、す
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なわち季節的・循環的支援問題として捉えられ

ていたのである。一方、ヴィンクはベルギー石

炭業の問題を構造的問題として捉える。ベルギー

石炭業は欧州の３大炭田地域の一つであったけ

れども、その生産性は他の炭田地域と比べると、

格段に劣っていたし、石炭価格も高価格であっ

た。とりわけ南部炭田地域は 18 世紀初頭の開発

であったこともあって、限界的な炭鉱を多く有

していたのである。それゆえにヴィンクはこれ

ら構造問題を有するベルギー石炭業の生産性を

改善するためには、産出量の削減を含む石炭業

の再編・合理化を遂行するしかない、と捉えて

いたのである。このような両者の見解の隔絶は

共同体発足後のベルギー石炭業の再編・合理化

問題にも多大の影響を及ぼすことになったので

ある。なおこの点については後程みていくこと

にする。 

 ところで、共同体の将来展望に対する曖昧な

姿勢は政府だけに限ったことではなかった。政

党並びに労働組合においても同様であった。自

由党党首、Ｒ．モッツは共同体が北部地域と南

部地域間の民族対立を煽り、不測の深刻な政治

的・社会的問題を引き起こすことになるであろ

う、と述べる一方で、シューマン・プランが自

らの手で解決することができない無秩序を解決

することに役立つであろう、と楽観的な見通し

を述べていた。野党の社会党に関しては、シュー

マン・プランに強く反対していた元首相、ファ

ン・アケルもいれば、一方熱烈な欧州統合論者

であるスパークもいる、といったように党内に

は様々な見解をもつ人々がいた。次に労働組合

に関しては、条約が企業経営における労働者の

地位を認知していること、また、賃金引き下げ

を競争手段として用いない、ということを規定

していることについて評価する一方で、石炭業

の再編・合理化に伴う雇用喪失については懸念

を表明していた。では最後に、当該の石炭業界・

鉄鋼業界の反応はどうであったのか。 

 石炭共同販売機関であるコベシャールはパリ

条約に関して、それが政府の 1949 年新石炭政策

の影響を緩和することになるであろうが、条約

に規定されている超国家機関である最高機関の

権限に関しては、それが裏口からの国有化につ

ながるものである、と批判した。この批判に関

しては、鉄鋼業界も同様の見解であったので、

石炭業界としてみれば、鉄鋼業界と共闘して条

約反対運動に取り組むことができる、と考えて

も無理からぬところがあったといえるであろう。

しかしながら、この戦略は鉄鋼業界の反対運動

の真の狙いを理解していなかった、ということ

で弱点を有していた。コベシャールに金融して

いる金融トラストの狙いは石炭業界を救済する

ことであったよりもむしろ条約の鉄鋼業界に対

する最高機関の権限を修正することにあったの

である。したがって、石炭業界の反シューマン・

キャンペーンは鉄鋼業界にかかわる条約修正の

ために利用されることになった。鉄鋼業界はそ

の輸出依存率の高さからいっても、また、安価

な石炭の入手からいっても共同体の創設に反対

すべき立場にはなかったのであるが、反シュー

マン・キャンペーンは一時的とはいえ、石炭業

界と鉄鋼業界の共闘関係が樹立されたことに

よって盛り上がることになった。 

 パリ条約に対する鉄鋼業界の懸念は共同体に

よる価格統制、生産統制、そして、市場統制が

企業の自律性を損なうことになるのではないか、

ということであった。しかしながら、この点に

関しては、オランダ、フランス、ドイツ、イタ

リアの鉄鋼業界がすでに 1945 年以降、公的管理

の枠組に従っているだけに、ベルギー鉄鋼業界

もこの点を正面だてて、反シューマン・キャン

ペーンをはるわけにはいかなかったのである。

そこで上で述べたように、石炭業界の反シュー

マン・キャンペーンに便乗することによって条

約の修正に取り組むことになったのである。条

約は石炭業に対する産出量の削減、失業創出、

そして、残酷に占領・搾取してきたドイツへの

依存を迫っているだけに、国民の目には条約の
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本文も脆弱な目標の如く映っていたのである。

それだけに、反シューマン・キャンペーンは鉄

鋼業界にとっては非常に展開しやすいもので

あった、といえるであろう。 

 石炭業界と鉄鋼業界は 1950 年 12 月初めに共

闘関係を結成し、次のような共同ポジションに

合意した。鉄鋼業界は共同体の恒久的な補助金

を含む石炭業の交渉目標に対して完全な支援を

約束する一方、石炭業界は鉄鋼業界の関心事で

ある最高機関の権限規制に対して完全な支援を

約束したのである。反シューマン・キャンペー

ンは石炭業に対する同情的なキャンペーンとし

て、1945 年以降労働者が獲得してきた福祉の後

退を阻止するキャンペーンとして、また、国民

のドイツに対する反感を利用した露骨な盲目

的・愛国主義的なキャンペーンとして展開され

ることになったが、鉄鋼業界の反シューマン・

キャンペーンの狙いはとりわけ12月条約案の第

60 条（「集中の禁止」）と第 61 条（「カルテルの

禁止」）の修正が眼目であり、また、鉄鋼業は石

炭業とは違い、自らの雇用と福祉が脅かされて

いたわけでもなかったので、あくまでも反シュー

マン・キャンペーンの立場を貫き通す、という

わけにはいかなかった。そのうえ、政府自体も

鉄鋼業界の頑な姿勢について非常に早い時期か

ら批判を展開していた。政府は最高機関に対し

て鉄鋼業の民間投資計画の情報と決定を報告す

ることが共同体での同等の権利を獲得すること

になる、と認識もし、この点についてはすでに

1950年クリスマス以前に交渉団団長とも合意し

ていたのである。したがって、政府は条約の第

60 条と第 61 条が修正されるならば、直ちに条

約を受け入れるべきである、という立場にあっ

た。1951 年 3 月、当該条項が修正されたとき、

政府は修正条項の受け入れをアメリカ・サイド

によって強要されていたドイツとともに、修正

条項を受け入れることになったのである。この

ことを受けて、鉄鋼業も第 60 条と第 61 条を民

間企業に対する厚かましい押しつけと見做して

いたけれども、直ちに条約を受け入れることに

なった。この結果、石炭業界の反シューマン・

キャペーン運動も急速に力を失い、条約批准時

には、石炭業界に対する支援は雇用と福祉が脅

かされている南部炭田地域以外には見いだすこ

とができなくなっていたのである。 

 以上のように、ミルワードは公文書等を通じ

て、パリ条約交渉から批准までの過程を振り返っ

ているわけであるが、ミルワードはこのような

整理を通じて、次の３点を確認している。まず

第一に、ベルギー政府はパリ条約を巡る国内論

争を巧みに利用して、交渉相手から「緊急避難

条項」や「過渡期間の設定」等を引き出し、自

国の利害、すなわちベルギー石炭業の利害を損

ねないようにしたこと、第二に、ベルギー政府

は最高機関にも責任を分担させて、1949 年の新

石炭政策＝石炭業の再編・合理化計画の実施を

計ることになったこと、最後に、ベルギー政府

はパリ条約交渉を通じて、混合経済体制が戦後

世界の趨勢であること、を確認することになっ

たのである。 

 

Ⅲ．ベルギー石炭業と共同体 
 

 ベルギーはパリ条約付属議定書 5)により、第

25 条の過渡期間条項か、それとも、第 26 条第

３項の緊急避難条項のどちらかを選択すること

ができたが、実際には、ベルギーは第 25 条の過

渡期間条項を選択し、共同市場参加のための条

件を整備することになった。この規定によれば、

ベルギーは共同体並びに自国の補助金制度に

よって、自国石炭業の生産性改善に努めること

になった。第３表をみるとわかるように、補助

金は1953年２月10日－1958年12月31日間に、

共同体と政府によってベルギー石炭業には１億

4,142 万$が交付された。その内訳の主要項目を

みておくと、過渡規定の調整金、7,626 万$が

ECSCとベルギー政府の折半によって、ベルギー

石炭業に交付された。ECSC の負担部分の大部
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分はドイツの拠出によるものであった。限界的

炭鉱に対する補助金、4,954 万$が交付された。

さらに、1954 年には、支援基金、360 万$が交

付された。最後に、輸出補助金が 1953 年 6 月以

降交付され、その金額は 103 万＄に上った。だ

が、これら補助金の交付にもかかわらず、ベル

ギー石炭業の生産性は改善せず、ベルギー石炭

業は 1958 年、石炭危機に陥ることになったので

ある。それはともかく、ここでは ECSC 加盟以

後のベルギー石炭業の動向についてミルワード

の整理をまずみておくことにしよう。 

 石炭の需給動向について。1953 年２月の共同

市場開始と同時に、石炭消費は需要停滞のため

に、1951 年水準から 1949 年水準に低下した。

一方、ベルギーの採炭量は 1939 年－39 年の再

軍備ブームの水準を越え、山元貯蔵が３月以降

累積しはじめた。1954 年１月１日には、山元貯

蔵は 300 万トン以上に上った。しかしながらそ

れも1954年の需要回復に伴って減少に転ずるこ

とになり、1956 年には、逆に石炭の国内消費量

が国内採炭量を越えることになった。その不足

分を補ったのはルール炭ではなく US 炭であっ

た。このことはシューマン・プランの想定とは

全く異なっていた。 

ベルギー炭の輸出動向は国内需要の低迷期と

海外市場の活況期に増大しているが、特に 1954

年－56 年間に急増した。この要因は ECSC に

よる輸出補助金（1953 年６月－1955 年３月）と

大西洋間の輸送コスト上昇（1954 年２月－1956

年末）に伴う US 炭の価格上昇によるものであっ

た。しかしながら、1957 年以降になると、様相

は異なることになった。大西洋間の輸送コスト

が低下するとともに、US 炭卸売価格の長期的

低落傾向が現れることになった。US 炭価は US

炭鉱の生産性改善、すなわち機械化の進行と露

天掘り炭鉱への転換、さらには石炭から石油へ

のエネルギー転換によって下落することになっ

たのである。その上、炭価の暴落は欧州産業の

生産性改善も一役買うことになった。というの

は鉄鋼業や電力業などの産業用石炭消費量は生

産性改善によって急速に減少することになった

からである。例えば、電力業では、１キロワッ

ト／時の電力を生産するためには、戦後直後に

は１キログラムの石炭を要したのに対して、1950

年末には 350 グラムにすぎなくなっていたので

ある。同様のことは鉄鋼業のコークス消費量に

もみられた。このような石炭消費量の減少は

ECSC のエネルギー構成を大きく替えることに

第３表 ベルギー石炭業に対する補助金 1953 年 10 月 20 日～1958 年 12 月 31 日 

（単位:100 万 U.S.ドル）   

 ベルギー ECSC 合計 

協約第 26 節第２項（ａ）による援助 

協定補助 

補完的協定援助 

支援基金 

輸出補助金 

38.13  

43.64  

0.86  

3.56  

5.15  

―― 

91.34  

―― 

38.13  

5.90  

0.86  

0.04  

5.15  

―― 

50.08  

―― 

76.26 

49.54 

1.72 

3.60 

10.30 

―― 

141.42 

―― 

（出所）A.S.Milward, op.cit., p.86. 
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なった。ECSC の固形燃料は 1950 年、主要産

業のエネルギー消費量の 82％を担っていたが、

1960 年になると、48％を担うにすぎなくなって

いた。なかでも、ベルギーの変化は石炭資源国

であるにもかかわらず急激であった。ベルギー

の固形燃料は1950年、88％を占めていたが、1960

年になると、ECSC 平均よりもはるかに低い数

値、34％を占めるにすぎなくなっていた。同じ

ような石炭資源国であるドイツやフランスより

も低い数値であった。このことは1958年ベルギー

を襲った「石炭危機」の結果でもあったのであ

るが、それはともかくベルギーではこれ程まで

の数値にまで落ち込んでしまったのはなぜか。

これが次の課題である。ミルワードの言をみて

いくことにしよう。 

 ベルギー石炭業の近代化・合理化計画はパリ

条約の課題であったにもかかわらず、それは果

たされず、ベルギー石炭業は結局、「1958 年石

炭危機」に見舞われることになった。この原因

究明については、すでに古典的研究として W.

ダイボルトの『シューマン・プラン』6)（1959

年）と J.ミード他の『欧州経済同盟の事例研究』

7)の２著があるが、ミルワードはこれら２著の

研究結果について批判し、そして、自らの見解

を展開している。２著ともベルギー石炭業の近

代化・合理化問題に関して苦々しい失望の念を

表しているが、なによりもベルギー政府の誤っ

た支援がベルギー石炭業の問題解決を遠ざけ、

結局「1958 年石炭危機」に陥らせることになっ

た、という結論を引き出しているのである。し

かしながら、このことはベルギー政府のみの責

任に帰せられることであったのであろうか、と

ミルワードは問う。そこでミルワードはこの点

を明らかにするために、歴史的事実の確認に向

かう。 

 1953 年発足の ECSC は石炭の需給見通しに

関して、US 炭輸入が前年の 2,040 万トンから

750 万トンに急減したこともあって、今後とも

欧州の石炭不足が継続することになろう、と考

えていた。というのは石炭不足の問題はコーク

ス炭不足の問題として捉えられていたからであ

る。実際、1953 年のコークス消費量は前年と同

レベルであった。それゆえに、最高機関はベル

ギー石炭業の任務が欧州鉄鋼業の US 炭依存を

削減することにある、という姿勢をとり、ベル

ギーの共同体以外へのコークス炭輸出レベルを

1953 年第１四半期レベルに凍結する、という措

置さえとったのである。ところが、ベルギー炭

の山元貯蔵が 1953 年中に累増してくると、ベル

ギー炭の採掘量削減圧力が強まることになった。

しかしながら、この問題を巡っては構造的問題

として捉えるべきか、それとも、循環的問題と

して捉えるべきか、ということで政府部内の見

解は分裂していたのである。1953 年 10 月、経

済大臣ジャン・ドゥベザールは国会において、

山元貯蔵に対する財政的援助をECSCに要請す

ることを表明するとともに、ベルギー石炭業の

問題が構造的問題であるか、それとも、循環的

問題であるかどうかについて決着をつけるよう

に、ECSC の閣僚理事会と最高機関に要請した。

その際ドゥベザールは次のような脅迫めいたこ

とを仄めかしていた。「もし最高機関と閣僚理事

会がこの問題が構造的問題であると決めつけ、

山元貯蔵に対する補助金を拒絶したならば、こ

のことは路頭に迷うことになる17,000人の配置

転換のために、再適応基金の適用を余儀なくさ

せるであろう」8)。しかしながら、再適応基金

はパリ条約ではこれだけ大量の失業者への適用

については検証されておらず、ドゥベザールの

脅しも根拠の薄いものであった。またベルギー

政府自体もこのことを真剣に考慮していたわけ

でもなかった。その意味ではドゥベザールの脅

迫は実際には二重の虚仮威しといったもので

あった。それはともかく、ドゥベザールの問題

提起を受けて、ECSCとベルギー政府はベルギー

石炭業の問題が構造的であるか、それとも、循

環的であるか、について決着をつけるための共

同調査委員会設置に合意した。 
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 ところで、山元貯蔵問題の解決に関しては共

同調査委員会報告に先だって、次のような提案

もなされた。まず第一に、循環的問題として山

元貯蔵問題を論じていこうとするならば、ベル

ギー炭が欧州資源として認められる必要があろ

う。このことが認められるならば、ECSC は石

炭に関する共通輸入政策を使って、第３国、と

りわけ US 炭の輸入を阻止することによって、

ベルギー炭の優先的利用を可能にすることにな

ろう。だが、パリ条約には共通輸入政策の規定

は一切なかったし、そもそもベルギーはたとえ

共通輸入政策が自国の利害に適うにしても、パ

リ条約交渉の際、最高機関の権限拡大に関して

は強力に反対してきただけに、ベルギー政府に

とっては痛し痒しのところがあったといわざる

をえないであろう。また、共通輸入政策の導入

については石炭輸入国であるイタリアとオラン

ダの強力な反対を考慮にいれる必要があったが、

それにもまして戦後の欧州復興の後ろ盾である

USの反対も無視するわけにはいかなかったであ

ろう。第二に、山元貯蔵の主たる構成が低質な

産業炭であったので、最高機関はこの産業炭の

需要を喚起するために、ベルギー南部地域に４

ケ所の石炭火力発電所の建設計画を立てた。な

お、その資金はモネプランを支持する US 政府

の仲介によってウォール・ストリートからの貸

付額、1,400万$によって賄われることになった。

この計画の取りまとめによって、最高機関はそ

の権限を強化することになったが、それは限定

的なものに留まった。 

 共同調査委員会の構成は 1954 年２月 17 日に

なって合意に達し、同年８月にその報告内容が

明らかにされた。同報告はシューマン・プラン

交渉時と同様に、石炭需要の上昇という背景の

もとで記述された。ベルギーの代表者はこのよ

うな石炭需要増大を背景にして、ベルギー石炭

業の問題が循環的問題である、ということを執

拗に主張した。委員会もその影響を受けて、ロ

ビンソン報告と同様に、ボリナージュ炭鉱に対

する支援の継続を勧告したが、その支援にあたっ

ては1949年協定で約束されていた計画を上回る

合理化計画の履行を強く要請した。その内容に

ついて簡単にみておくと、1949 年協定で補助金

を交付されている４企業によって採掘されてい

る20炭鉱の内、９炭鉱のみが採算可能であるが、

９炭鉱の内の２炭鉱は問題企業とされている

レ・シャルナボナージュ・ベルゲス社所有であ

るために、同社単独では操業可能ではない、と

いう報告を提出し、第３企業のレバント・エ・

ブロドゥイ・フレニュ社との合併を勧告した。

報告は 11 炭鉱の閉山によって、25－30％の労働

生産性の上昇を期待した。さらに、報告はその

履行のために、33 億 4,900 万ベルギー・フラン

（6,632 万$）の投資を計上するようにベルギー

政府に要請した。その要請額は政府予想を相当

に上回るものであり、その実行可能性は皆無に

近いものであった。なお、この報告で述べられ

ている 11 炭鉱の閉山さえも 1958 年「石炭危機」

を振り返ってみれば、報告内容は余りにも楽観

的すぎたといわざるをえないものであった、と

ミルワードは述べているがそれはともかく、報

告のもう一つの重要事項はコークス炭以外の石

炭に関する取扱であった。 

 報告は、ECSC のいずれの政府も鉄鋼生産の

維持には強い決意を有していたので、コークス

炭については増産されるべきであるが、低質の

産業用炭と電力用炭については減産されるべき

である、と勧告した。さらに、報告は 1953 年の

山元貯蔵の石炭並びにカンピーヌ炭田の低質

コークス炭・ガスＢに対する補助金廃止、とい

う補助金制度の改正を勧告した。なお、コーク

ス炭の増産見通しについては、報告発表の２年

後には US コークス炭の価格下落が起こること

になるのであるが、報告はこの点で甘い見通し

であった、といえるのであるが。それはともか

く、このような勧告を受けて、ベルギー政府は

勧告に従う姿勢を示していたが、ベルギーの石

炭業界は条約不履行だとして共同体裁判所に訴
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えた。しかしながら、共同体裁判所は最高機関

支持の決定を下し、補助金はそれ以降、コーク

ス炭採掘企業維持のために使用されることに

なったのである。 

 ところで、最高機関との上述の合意パッケー

ジが決着をみたのは再度、社会党－自由党連合

の首相として復帰したファン・アケル政権下で

あった。アケル政権は痛みを伴う石炭業の合理

化計画に関しては、国内政治動向並びにベルギー

炭を上回る US 炭の価格高騰のゆえに、ベル

ギー・ペースで遂行することができるものと見

做していた。それゆえに、合理化計画は共同調

査委員会の勧告から後退していくことになった。

シャルボナージュ国民議会はボリナージュの閉

山数を８炭坑に縮小する代替案を提起し、最高

機関にこの代替案を認めるよう要請した。最高

機関は当然のこととして、ベルギーの代替案に

対して厳しい批判を展開し、第３次年報におい

て次のように述べた。石炭業の「予測は市場条

件の許容限度、すなわち最も有利なピーク期を

充たす最大限のキャパシティを追求している。

しかしながら、そのような解決は生産コストの

上昇と競争力の弱体化をもたらすだけであり、

限界的な炭坑の温存は雇用の維持となるのでは

なく、かえって雇用の喪失をもたらす結果とな

ろう」9)と。これに対して、ベルギー石炭業界

の反論は次のようなものであった。「石炭価格の

規制が石炭業の正当な収益を奪っていること、

合理化計画よりも産出量こそがより重要である

こと、このことが共同体の石炭輸入国の期待に

も応えていること」10)を強調した。コベシャー

ルにいたっては現下のブーム到来を前にして、

コークス炭の価格引き上げさえ要求した。さら

に、鉱山行政機関は「現在のようなアメリカ炭

の過剰は恒久的だとは考えられず、アメリカ鉄

鋼業が石炭業の大きな弾力性にもかかわらず、

自国の石炭産出量の全てを飲み尽くしてしまう

であろうというリスクがある」11)、と反論した

が、これにはさすがのミルワードも石炭業保護

のための反論のなかでも最大のこじつけである、

と述べている。 

 ところが、最高機関はベルギー石炭業の合理

化計画を遅延させる大きな過ちを犯すことに

なったのである。最高機関は 1955 年４月 26 日

に、ベルギーに対する合意パッケージの詳細を

決定しなければならなかったのであるが、この

決定に際して、最高機関の各メンバーは忠実に、

本国政府の立場を代弁することになった。石炭

輸入国であるイタリアとオランダのメンバーは

US 炭の価格上昇を緩和するために、共同体の

石炭価格に対する補助金増額を提案した。フラ

ンス、ドイツ、ルクセンブルクのメンバーはベ

ルギーとの合意パッケージに対するより一層の

介入としてその支援のための補助金の必要性を

訴えるとともに、彼等メンバーは共同体とベル

ギーが必要とするならば、ベルギー炭の価格引

き上げを認可する、という提案も行った。これ

ら提案－ベルギーとの合意パッケージ、より一

層の介入、それからベルギー炭の価格引き上げ

－の採決に際して、ベルギー代表メンバー、コッ

ペは棄権したが、議長のモネはフランス、ドイ

ツ、ルクセンブルクのメンバーに同調して、こ

れら提案に賛成票を投じた。このような諸決定

に関して、ベルギー炭坑行政局長、ヴィンクは、

諸決定が一方ではボリナージュ炭田地域の合理

化推進の決定をしていながら、他方ではベルギー

炭の価格引き上げを認可するといった合理化計

画そのものを腰砕けにする決定をしている、と

いったように矛盾したものであるとしてモネの

対応を厳しく批判した。その後、実際、ベルギー

石炭業の合理化計画は大幅に後退していくこと

になったのである。 

 ファン・アケル政権は上述の諸決定に基づい

て、石炭業の生産性改善計画と合理化計画に取

り組むことになったが、いずれもめぼしい成果

をえられず、その後政権の座を追われることに

なった。1957 年７月 12 日のベルギー法はボリ

ナージュ新投資計画を公布した。この投資計画
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には、23 億ベルギー・フラン（455 万$）が最

高機関との取り決めに基づいてボリナージュ企

業に供与された。しかしながら、生産性改善計

画は失敗に終わった、といわざるをえなかった。

1957 年、ボリナージュの坑夫１人あたりの年採

掘量は 1954 年と比較して、わずか３トン増大し

たにすぎなかった。南部炭田地域の石炭、１ト

ンあたりの資本支出は 1956 年には、1951 年と

比較して増大したにもかかわらず、コストは依

然として高いままであったし、人／１交替あた

り採掘量は他の地域よりも低いままであったの

である。さらに、政府の合理化計画の取り組み

も弱いものであった。炭坑の閉山は３炭坑に縮

小した。しかし、1956 年末、山元貯蔵が再び増

大すると、最高機関はベルギー政府に対して圧

力を加えた。ベルギー政府は最高機関の強い要

請のもと、急遽ベルギー炭坑の分類を実施した。

その分類は次のとおりであった。第１グループ、

当時すでに採算がとれているカンピーヌ炭坑、

第２グループ、過渡期終了後には採算がとれる

炭坑グループ、第３グループ、過渡期間終了後

も採算がとれない炭坑グループ。だが、政府の

対応はこのような分類実施に留まり、真剣に合

理化計画に取り組む姿勢は全くみられなかった

のである。ところで、ECSC の補助金は 1957

年２月をもって終了することになっていたが、

ベルギー政府自体の補助金を禁ずる手立てはな

にもなかった。ただし、ボリナージュ炭坑の場

合には、最高機関の認可という条件がついてい

たけれども。なお、ベルギー政府はボリナージュ

企業との協定によって、1956 年、３億 9,600 万

ベルギー・フラン（806 万ドル）から 1957 年、

６億 6,700 万ベルギー・フラン（1,275 万ドル）

へ、補助金を増額させ、ボリナージュ炭坑の生

き残りを計っていたのである。このような政府

の姿勢は当時カンピーヌ炭坑業者によるコーク

ス炭の価格引き下げを却下したことにも明白に

現れていた。だが、このような石炭業の保護政

策は間近に迫っていた石炭危機を増幅させる結

果をもたらしただけであった。 

 1958 年に入ると、ベルギー政府は南部炭田地

域の経済的・社会的危機に対処するために、執

拗に最高機関に様々な共同行動を求めた。しか

しながら、このようなベルギー政府の要請は石

炭輸入国であるオランダやイタリアからみれば、

石炭価格の引き上げの企て、また、ドゴールや

その閣僚たちからみれば、欧州統合のより一層

の段階、すなわち望ましくない段階への危険な

扇動と見做されていたのである。1958 年５月 14

日には、閣僚理事会はベルギー政府の要請、す

なわち循環的支援と一方的な保護措置導入のい

ずれも否決した。そこで、ベルギー炭坑行政機

関はより劇的な合理化計画を作成した。この計

画は共同調査委員会の指摘に基づいた内容であ

り、ボリナージュ４企業それぞれの炭坑を１炭

坑に集約する、という大胆なものであった。こ

のような大胆な計画はベルギーの政権交代を反

映したものであった。夏央の総選挙によって、

これまで政権の座にあったファン・アケル政権

に替わって、キリスト教社会党単独政権、エイ

スケン政権の登場がこのような劇的な合理化計

画の作成を可能にしたのである。しかし、エイ

スケン政権はその実施にあたって、ベルギー独

自の政策的枠組ではなく、共同体的枠組のなか

で推進することを望んでいた。というのも合理

化計画は1958年不況のもとで推進せざるをえな

いという状況にあったので、ベルギー政府はそ

の計画推進ペースの緩和を望んでいたからであ

る。この点については、最高機関も同様の見解

をもっていた。ベルギー政府も最高機関もその

緩和のための政策として、共通輸入政策の導入

を考えていた。 

 1958 年秋、最高機関は臨時の石炭輸入割り当

て、すなわち輸入量を前 12 ケ月間と同量とする

提案、そして、ベルギー自らの山元貯蔵のため

のファイナンス提案をもって閣僚理事会にアプ

ローチした。これら提案はベルギーにとってい

ずれも強力な支援となるものでないと見做して
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いたけれども、結局最高機関の諸提案を支持し

たのはベルギーだけであった。ドイツはベルギー

と同様に、一方的な輸入割り当てを実施してき

ただけに、1958 年レベルでの域外輸入に賛成し

たが、山元貯蔵ファイナンスに関しては、ドイ

ツ石炭販売シンジケートは強く反対した。石炭

輸入国のオランダとイタリアは石炭価格の引き

下げを望んでいただけに、両国は代替策として

山元貯蔵に対するファイナンス支援を主張した。

フランスは共同体の石炭産出量削減を主張した

だけであった。そこでなんらかの妥協の道を探

らなければならなくなったが、閣僚理事会は1958

年秋、最高機関の資金でもって、ベルギー炭坑

に対する補助金を継続して交付することを認可

することになった。しかしながら、補助金は共

同調査委員会によって、閉山を勧告されている

炭坑には交付されなかったが、これら炭坑にベ

ルギー政府による補助金を交付することは1955

年合意によって、ベルギー政府の自由裁量に委

ねられていた。したがって、鉱山行政機関作成

の劇的な合理化計画実施は政府の姿勢にかかっ

ていたが、当然閉山の危機に曝されているボリ

ナージュ炭坑は 1958 年－1959 年冬、その計画

阻止を狙ってストライキに打ってでた。しかし

ながら、ストライキのスローガンは1953年－1954

年冬のそれとは大いに異なっていた。その要求

はベルギー救済のための地域開発政策であった。

その時、最高機関はベルギー労働組合代表、ポー

ル・フィネットが議長を務めていた。エイスケ

ン首相は 1959 年２月、フィネットと交渉し、最

高機関に対して地域開発政策を要請する一方、

フィネットは炭坑労働組合に対して合理化計画

の受け入れを要請した。地域開発政策に関して

は、閣僚理事会の受け入れ態勢ができていなかっ

たこともあって、その時には実を結ぶことには

ならなかったが、1960 年代に入ると、共同体の

共通政策として定着することになった。それは

ともかく、エイスケン政権は 1959 年 11 月、ベ

ルギー石炭業のキャパシティの約２／３に削減

する合理化計画に着手した。炭坑労働者は前年、

1958 年に 16,000 人が離職していたが、計画発

表後の翌年にはさらに 25,000 人が離職した。そ

の結果、ボリナージュ炭田地域では、石炭産出

量は 1957 年－1960 年間に、400 万トンから 200

万トンに減少し、1961 年末には炭坑数は５炭坑

に集約された。また、独立系炭坑の多い南部炭

田地域のセントル、シャルルロワ、リエージュ

では同期間中、500 万トンを産出する 28 炭坑が

閉山されることになった。 

 

Ⅳ．福祉合意の維持 

 

 1958年の石炭市場崩壊はベルギー国民国家の

危機、具体的には雇用に関する戦後合意の危機、

それも共同体を通じた戦後合意の国際化の危機

でもあった。だがベルギー政府にとって幸運で

あったことは高度成長の扉がまさに開かんとす

る時に、石炭危機に直面したことであった。こ

の点について、ミルワードの言をみていくこと

にしよう。 

 1958 年初め、ベルギー政府は一方的に、エネ

ルギー輸入・石油消費の抑制措置を発動し、合

理化政策の引き伸ばしを計ったが、このことは

ベルギー政府に幸運な結果をもたらすことに

なった。石炭危機、すなわち石炭産出量並びに

雇用の急落は 1958 年秋以降に開始したが、その

時にはベルギー経済は活況局面に入っていたの

である。そして、第１波の閉山は他の経済部門

との活況と一致していただけではなく、イタリ

ア経済の活況とも一致していたのである。それ

ゆえに、ベルギー炭坑労働者の雇用問題はベル

ギー経済の活況だけでなく、イタリア経済の活

況によってもそれ程問題なく解決されることに

なったのである。1958 年－1960 年８月間の失業

者のうち、53％は外国人労働者であり、なかで

もイタリア人労働者が大部分を占めていたが、

イタリア人労働者は好景気に湧く本国に帰国す

ることになったのである。この間、19,086 人の
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ベルギー炭坑労働者が失業することになったが、

1958 年－1960 年４月末間の長期失業者数は

4,412 人にすぎず、他の失業者は他の経済部門

の活況もあって、容易に転職することが可能で

あったのである。因みに、ボリナージュ地域の

失業率は全国平均が4.8％であったのに対して、

わずか 1.6％にすぎなかったのである。 

 さらに、合理化計画に伴って生じた失業者に

対しては、社会補償金が国家並びに共同体機関

の両者から給付された。最高機関は１年間、ボ

リナージュ炭坑の失業者に対して再適応手当を

支給した。失業者は従来と同一の賃金を保障さ

れ、さらに新たな任地に向かうためにの運賃手

当と定住手当を受け取った。共同体は 1959 年４

月－1960 年９月末間、職業再訓練センターのコ

ストも賄った。その結果、石炭危機にもかかわ

らず、ベルギーの戦後合意である福祉政策はそ

の国際化を通じて維持されることになったので

ある。 

 

（注） 

１） Alan S. Milward, The European Rescue 

of the Nation-State, pp.46-118, Rout- 

ledge, 2000. ところで、ECSC そのものの

成立に関する背景については、ミルワード

の次の文献を参考されたい。 Alan S. 

Milward, The Reconstruction of Western 

Europe 1945-51, pp.362-420, Methuen & 

Co. Ltd, 1984. ところで、我国では ECSC

研究として島田悦子氏の研究が有名である

が、1970 年出版の『欧州鉄鋼業の集中と独

占』（新評論）と 1999 年出版の『欧州経済

発展史論』（日本経済評論社）の二著によっ

て、われわれは ECSC 成立の「歴史の連続

と断絶」を知ることができる。なお、本稿

をまとめるにあたって、ベルギー石炭業の

補助金制度の詳細については、次の文献を

参照した。小島健、「ヨーロッパ石炭鉄鋼共

同体とベルギー石炭業」、広田・森編著、『戦

後再建期のヨーロッパ経済』、日本経済新聞

社、1998 年、pp.205-235. ここに記して

感謝の意を表したい。 

２）３）４）Alan S. Milward, The European 

Rescue of the Nation-State, p.65． 

５） EC, Treaties establishing the European 

Communities,  pp.191-196, 1976. 

６） W. Diebold, The Schuman Plan:A Study  

in Economic Cooperation 1950-1959, 

Council on Foreign Relation, Inc., 1959. 

７）J. E. Meade, et. al., Case Studies in 

European Economic Union, 193-416, 

Oxford University Press, 1962. なお、最

近の ECSC 研究としては、次のような文献

がある。D. Spierenburug and R. Poidevin, 

The History of the High Authority of the 

European Coal and Steel Community, 

Weidenfeld and Nicolson, 1994. 加藤浩

平、「欧州統合と独仏の経済関係－ヨーロッ

パ石炭鉄鋼共同体の成立」、『社会科学年報』

（専修大学）第 29 巻、1995 年。古賀和文

著，『欧州統合とフランス産業』（九州大学

出版会），2000 年。 

８）Alan S. Milward. op. cit., p.96. 

９）10）11）Ibid., p.104. 
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