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敵を望む安倍政治

けるために常に敵を必要としている。

今ではそれがイスラムのテロ勢力とい

うことになるのだろうが、それは自ら

が生み出したものではないのか。

日本においても、まるで今にも戦争

を仕掛けられそうだとか、テロの危険

性があるだとか、敵を望む勢力は敵探

Ａ級戦犯にして首相となった しに余念がない。冷静に考えれば、安

原発の再稼働と輸出も同じ流れのな

目の前で繰り広げられている劇に眼

て、その巨大な歯車を動かし続 い。

（折口晴夫）

めることができないのだ。そし 複合体の芽を摘み取らなければならな

をも破壊する暴虐なのだが、止 それに止まることなく、この国の軍産

と殺戮、自国青年の生命や精神 何としても止めなければならないが、

けている。それは他国での破壊 してはならない。目前の安倍的政治を

動かし、兵器の生産と消費を続 ものたち、利益を得るものたちを見逃

米国では軍産複合体が政治を を奪われることなく、その裏に巣食う

いる。

しての発言権を強めようとして の財界中枢である。

統制から解放されて〝軍部〟と ガバンク、メーカーで構成される日本

外経験を積んだ自衛隊も、文民 同体」は、電力やゼネコン、鉄鋼、メ

るのだ。米軍との共同行動や海 らないのだ。ここに集う「原発利益共

の軍事化に利益を見いだしてい も国内の原発は稼働していなければな

るようなことになっても、生産 輸出先の原発技術者を養成するために

産業は今後、自衛隊員が戦死す な利益を原発メーカーなどにもたらす。

三菱重工業をトップとした軍需 出は関連インフラ輸出も含めれば巨大

武器輸出の解禁を勝ち取った かにある。１基５０００億円の原発輸

の欲望が反映されている。

景とした利益拡大を目指す資本 う。

現ということを超え、武力を背 なら、再び惨禍を見ることのなるだろ

ている。それは安倍の願望の実 いうことを、過去の歴史から学ばない

ふりかまわず成立させようとし る。国益が国民を守るものではないと

長期国会延長で戦争法案をなり を守れ〟といった扇動に乗せられてい

がある安倍晋三首相が、異例の いるのだが、少なからぬ国民は〝領土

岸信介の霊が乗り移ったかの感 倍的政治こそが敵を生み出そうとして

防衛計画大綱で、自衛隊の海外派遣が本来の任務とされ、ＭＤ計画の日米共同研究が進み、武器輸出全面解禁
の衝動を高める日本の軍需産業。
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毎日のように、「ギリシャデフォ
ならない。国庫短期証券も今のとこ

長済みなので、差し迫った問題には

ギリシャとＥＵ危機はどっちだ？
ルトか？」「ギリシャＥＵ離脱へ」
ろ借り換えができているので問題な

他
(方 Ｅ
) ＣＢ＝欧州中央銀行とＩ

と言った国際ニュースが流れてく

МＦ 国
( 際通貨基金 や
) ＥＣＢ 欧
(
ＭＦ＝国際通貨基金に対する債務

い。

州中央銀行 と
) のやりとりについて
は、大半が５年以内に期限を迎える

る。ギリシャの債務返済を巡ってＩ

あらためて、現況を概観してみよ
ので厄介だ。実際、９月末までに
１００億ユーロ分が満期を迎える。

う。
まずは、これまでの経緯を含めて
その上、ＩＭＦとＥＣＢ向け債務

ているのはこのためだ。【ここまで

資金を貸し出すことの是非に集中し

ギリシャが返済義務を果たせるよう

て禁じられている。現在の交渉が、

の返済期限延長は規則や条約によっ

「ロイター」などを参考にまとめて
みます。

■今回の「危機」の経緯
ギリシャの債務は２０１２年の再
ロイター６ １
/ ８】
さらに今回、差し迫った危機が予

編を経て、現在は３１３０億ユーロ

想されているのは以下の理由から

ギリシャ政府は、６月中に予定さ

と、 国 内 総 生 産（ Ｇ Ｄ Ｐ ） の

の低いユーロ圏諸国向けだ。その
れていた４回で合計１６億ユーロの

１７５％相当となっている。その大

上、返済が始まるのは２０２０年
ＩＭＦへの支払いを６月３０日に一

だ。

で、３０年かけて返済すれば良い。
括で実施する方針に切り替えた。

半である約１８００億ユーロは金利

従って、債務の現在価値は額面の公

に対する２７０億ユーロ、国際通貨

えている。欧州中央銀行（ＥＣＢ）

シャはこのほかに４種類の債務を抱

話はここでは終わらない。ギリ

Ｆ 欧
( 州金融安定基金 の
) 管理下に

ている７２億ユーロの融資やＥＦＳ

まう。その場合、ギリシャは中断し

現在の支援プログラムが失効してし

にずれ込むと、６月末を期限とする

融資再開に向けた協議が７月以降

基金（ＩＭＦ）に対する２００億
ある１０９億ユーロの銀行救済の予

式数字を大幅に下回る。

ユーロ、民間債務、そして国庫短期
備資金を受け取る権利などを失うこ
とになる・・。という具合である。

証券だ。
し
( かし 民
) 間債務の大半は期間延

日デフォルトになる」と脅しつけて

済ができなければギリシャは７月１

して強欲なＩМＦのラガルドは「返

ネはない」と話している。それに対

ギリシャの中央銀行総裁も「おカ

率適用の廃止）などを求めている。

観光振興を目的とした島への軽減税

減税率を３段階から２段階に変更、

値税（ＶＡＴ）の大幅な見直し（軽

ＩМＦ・ＥＣＢら債権者側は付加価

鵜を殺す気なの

れ 以 上 締 め て、

飼の鵜の首をこ

取りは、鵜 う
(

る べ き だ。 借 金

した金は当然返

そ も そ も、「 貸

か？

および困窮するギリシャ国民に、大

せ」という単純

つまり、若者の失業率が６０％に

このように国際的金融組織などの
衆課税である、消費税＝付加価値税

いる。

「財政再建」包囲網で、ギリシャで
を強化せよという、ヒドイ話だ。

や支給開始年齢の引き上げを求めて
者側＝借金取りの一方的論法だ。

の 見 方 は、 債 権

)

いるのに対し、ギリシャ側は「段階
ＩМＦとＥＣＢは支援融資と、債務

な問題ではない。

的」な給付抑制や支給開始年齢の引
のドラスティックな削減・棒引きを

年金改革についての隔たりも大き

は、銀行からの預金の引き出しが相
次いでいる。一週間だけで、５０億

■ギリシャと国際債権団との
き上げを求めている。また低学年金
実現すべきだ。

このようなもの

対立点
受給者に対して支給する３０ないし
実際、追い込まれたギリシャ側は、

く、債権者側が「即時」の給付減額

ギリシャ側は富裕層や企業への増
２３０ユーロの手当て支給の廃止を

ユーロの預金が引き出された。

税や脱税の取り締まり強化を通じた

ていることは間違いないだろう。 現(

ユーロ廃止やＥＵ離脱も視野に入れ

「緊縮財政反対」というス
時点ではギリシャ国民がＥＵ残留を

債権者側は主張する。

ローガンで政権の座についた
)支持しているが。 )

以上の妥協は難しい。またこ

府の要望を呑むべきだ

■ＥＵとＥＣＢはギリシャ政

ルトラ極右の台頭を許す危険

シリーザを中心とした現左翼政権

酷な緊縮財政の転換をスローガンに

は、ＥＵやＩМＦが要求してきた過

すでに、ギリシャ国民は財
掲げてその地位についた。これ以上

現在では、基礎的財政収支 プ
(
ることもありうるだろう。

い。それならばとＥＵ離脱を選択す

うに、ギリシャを追い込むことで債

他方ではロイターも指摘しているよ

ゆえにＩМＦとＥＣＢはこ
権者が利益を得るどころか打撃を受

ライマリーバランス は
) よう

れ以上の苛斂誅求をあきらめ

やく黒字となってきたのだ。

の犠牲を払ってきた。そして、 の妥協はする必要もないしできな

政の縮小と返済のために多く

なものとなるだろう。

済の衰弱化や、結果としてウ

れ以上の譲歩は国民と国民経

政権だ。債権者に対するこれ

左翼ＳＹＲＩＺＡ シ
( リーザ

税収増加を見込んでいる。対して、

またギリシャ・チプラス政権はロ

けるだろう。１０年ころのギリシャ
危機＝ソブリン危機＝ユーロ危機を
思い起こそう。
【以下ロイター６ １
/ ８】
ユーロ圏諸国が危機の勃発時
２
( ０１０年ころ に
) ギリシャのデ
フォルトをＥＵ全体で食い止めたの
は、デフォルトを放置すればギリ
シャに資金を貸している自国の銀行
も破綻に追いやることになる、との
恐れからだった。つまりギリシャの
苦境を招いた原因と、それを解決す
る責任の一端は彼らにもあるわけ

ＥＵはそもそも二つの悲惨な世界

だ。【ロイターここまで】

大戦の当事者諸国として、安全保障
の観点から統合が推し進められてき
た。もちろんその推進力は大資本た
ちの多国籍化と一体になって実施さ
れたのであった。その結果として、
ドイツを頂点としたＥＵ域内での経
済的優劣関係もまたはっきりしてき
た。
ＥＵはドイツなど大資本・金融資

行されようとしています。

以上追い込むべきではないだろう。

と考えるのならば、ギリシャをこれ

て世界の信用制度の体制維持が大切

ＥＵやＩМＦは、欧州や米国そし

た。

てゆく、自分たちの居城となってき

本や中国の資本主義的競争に対峙し

のだと思っている。そして、そうす

パイラルから抜け出すことができる

否して初めてギリシャ経済は負のス

債務の一部または全部の支払いを拒

がいることは間違いない。彼らは、

ならないと以前から考えている人々

終的にはユーロから離脱しなければ

学者や政治家の中に、ギリシャは最

ＳＹＲＩＺＡに助言を行っている

が「ＥＵは単一通貨だが財政がバラ

ン危機が叫ばれた当時、出てきたの

１０年ころのユーロ危機・ソブリ

減を実現することだと思われる。

ＥＣＢの債務のドラスティックな削

うだが、本命は、あくまでＩМＦ・

多角的外交を試みようとしているよ

財界の「新経営戦略」。労働法制の

でひねり出されたのが、大資本家＝

低成長に陥った日本資本主義。そこ

八十年代のバブル景気崩壊以後、

る
今からに二十年以上前のこと。

■労働者派遣法改悪に反対す

です。現代を見るとまさにその通り

という経営を実現してきたというの

収益において「低成長でも高収益」

有価証券＝主に株式取引とその配当

たのです。この巨額の内部留保で、

制で内部留保の積み増しを重ねてき

から、低成長でも、節税と賃金の抑

つまり、財界は、二十年以上まえ

て、ずっと、その仕事を派遣に任せ

派遣労働者を３年ごとに入れ替え

取っ払われます。

定されていた無期限派遣の規制も

す。通訳など「専門２６業務」に限

件付きで無期限派遣が可能になりま

「最長３年間」だった派遣期間は条

今回の派遣法改正案で、これまで

しているのだろう。

ギリシャのＥＵ離脱が実現すれ

ることの対価はユーロからの追放に

ることも可能になります。つまり派

■あらためて派遣法改悪とは

ば、これまで拡大一途のＥＵが初め

です。

さらに、ギリシャがユーロから離

実際、ＥＵは 英
( 国を置き去りにし

■ＥＵという「国家」

て加盟国を失うということになる。

悪化に次ぐ悪化の淵源はここにある

脱すれば、新しい通貨は変動相場制

を参考としています。

１(５年３月発売、六百円。本の泉社

費削減の政策を着々と推し進めてき

) 正規ないしはパート職員による人件

以下、『財界戦略とアベノミクス』 流れとして、正規社員を減らして非

た。その結果、２００４年は３８万

派遣期間の上限規制を撤廃しまし

ドイツでは今から１２年前、最長

遣の常態化・普及化です。

バラだ」という議論だ。この矛盾が

が、イタリア、スペイン、ポルトガ

つつ 危
) 機のたびに、統制的国家体

このような「財界戦略」の根本の

なりそうだということも承知してい

ルなどギリシャに類似した財政赤字

制を整備しているように見える。

８８万人に倍以上に増えました。規

を通じてギリシャの競争力回復に役

それによると、財界の新戦略は、

諸国も債券が売り込まれ、かつて

低成長で売り上げが拡大しなくても

制を撤廃すれば、日本でも間違いな

人だった派遣が２０１１年には

たしかに、ＥＵと個々の加盟国と

く派遣が増えて、正社員の求人が減

い出されてしまったのだという物語
を作ることが非常に重要になってく

する欧州市民や労働者の、旧国境を

われわれは、「欧州統合」が促進

長率はマイナス １
( ４年度マイナス

アベノミクス下のこの二年。経済成

たしかにその通りです。とりわけ

営
( 業純益など が
) 拡大したことが

この人件費の減少により企業分配

３・９兆円減少しています。つまり

もすう勢的に増大し、管理職を除く

す。すでに、非正規雇用は、日本で

ります。一生派遣の若者が激増しま

一般庶民は、実質賃金の低下か

労働法制ではとりわけ第二次安倍
内閣において顕著な動きがありま
す。
１つは派遣法改悪、２
つ目は残業代ゼロ法案、
３つ目は年内に審議会で
議論される首切り自由化
法案です。
このうち労働者派遣法
の改悪立法が今日にも強

恐ろしさです。

ます。これがさらに高くなるという

と４７％に達するという指摘があり

１％ な
) のに大企業を中心に「経常

ら、消費も低迷し生活の低下してい

長期の大資本による「作戦」が

好著です。

あったのです。この本の副題が、「内
部留保はどう使われる」です。

わかります。

利益は過去最高を更新中」なので

本書によれば、９８年から０７年
消は、欧州という官僚的国家が、さ 「儲かる」経営の実現を目指したと。 ま で に 大 企 業 の 付 加 価 値 は

いう固有の「二重国家の矛盾」の解

１２・５兆円増大したが人件費は

たのです。

ＹＲＩＺＡはユーロ残留のために真

らに進化する場合、避けては通れな

また「欧州市民」を標ぼうする

従ってギリシャ政府としては、Ｓ

が欧州全体→全世界に信用の収縮と

摯に努力したものの、ドイツ人を筆

い問題ということになる。

立つかもしれないと思っている。

して作用することもあり得ないとは

頭とする理不尽な外国人によって追

Ｅ

燃することも否定できないし、それ

言えない。

１
( ０年当時 の
) ソブリン危機が再

中では取るに足りないものではある

ギリシャは人口も経済力も欧州の

【ファイナンシャルタイムス】

ルケル首相（2015 年 6 月 25 日撮影）

ようなのです。

本にとっては金城湯池 き
( んじょう

テオ・レンツィ首相、ドイツのアンゲラ・メ

再び論じられることになるだろう。

シアや中国の支援も引き出すための 雇用政策 あからさまな財界路線

アレクシス・チプラス首相、イタリアのマッ

る。

とうち だ
) 。米国をはじめとして日

開始前に言葉を交わす（左から）ギリシャの

越えたアソシエーションの拡大を支

籍企業のプチ・グローバル化や、ま

ます。これがどんなメカニズムで発

る。

に
U とって、ギリシャは欧州的文

して目の当たりしているような官僚

生したのか。

化や民主主義制度の発祥の地である

的国家統合の動きを支持するもので

す。

しかし、実際にユーロを廃止した

はない。

１７ここまで】

ようするに、ギリシャ左翼政権

りＥＵ離脱することは、慎重である

これらの社会変動がもし不可避の

【 フ ァ イ ナ ン シ ャ ル タ イ ム ス ６ / 持する。しかしながら大資本・多国

は、経済関係では劣弱な立場であっ

べきだ。ドラクマ 前
( のギリシャ固

とい歴史事実も、政治的打撃を強め

ても、政治的な広い視野から見れ

有の通貨 の
) 復活も、可能であって

ものであっても、その過程の中で、

るだろう。

ば、けっして一方的に不利ではな

もそれにより簡単に問題を乗り越え

本書は、そのからくりを解明する

い。交渉のカードはまだあるのであ

労働者・一般市民の不利益や犠牲を

)

最小限にすべきと言うのがわれわれ
佐
( 々木

てゆけるとは思えない。むしろギリ

の基本的立場である。

シャの勤労者の被る経済苦境も尋常

だから現実にギリシャ政権側も、

なものではないだろう。

る。

弱気ではない。離脱も視野に交渉を

2
3

ベルギー・ブリュッセルで、欧州首脳会議の

派遣労働者は４０、５０代になる 遣法が制定されるまでは、「職業安
と賃金が下がっていく。受け入れ先 定法」によって厳格に禁止されてい
も減ってくる。人生設計が成り立た た。歴史的に見ても派遣労働のよう
ない。だから、なかなか結婚もでき な間接的な雇用形態は、中間搾取
ないんです。半年先、１年先の生活 （ピンはね）が横行し、労働者を酷
が不安定であれば、求婚できない。 使し使い捨てにされてきた苦い経験

)http://toyokeizai.

人口減に拍車がかかり、社会が荒廃 があるからだ。【東洋経済オンライ
】 抄
6/17
(
全文はこちら
net/articles/-/73553

許すべきではないし、労働者の生活

やっていたもの。こんなピンハネを

業」というのは町の顔役やヤクザが

そもそも江戸時代など「口入稼

から

することになります。【日刊ゲンダ ン
イ
参照しました】
3/23

)

■そもそも労働者派遣自体が
違法であった
戸
( 舘 圭之弁護士談
派遣労働とは派遣元と労働契約を を守るべき労働法制が突き崩されよ

では１９世紀、１８世紀の格差社会

ピケティは、資本主義はこのまま

結びながら、実際の勤務は派遣先で うとしているのを黙視できません。
行うという間接的な雇用形態であ
り、派遣先とは雇用関係がない。

す。たしかに王侯貴族やお殿様時代

必然的に不安定で低賃金を強いられ に逆戻りすることを警告していま
やすい。
この働かせ方は構造上、必然的に の、人権や労働権のない時代に逆戻
雇用が不安定となり、低賃金を強い りする動きからして、的外れではな

竜
(）

られやすい。派遣先にとっては、雇 いでしょう。今からでも断固反対し
用責任を回避できたり、あいまいに ましょう。
したりできるというメリッ
トがある。労働者にとって
は、派遣元との間で労働契
約を結びながら、実際には
派遣先で働くという形式か
ら、何らかの問題が生じた
場合に責任追及が困難にな
るなどの不利益が生じる。
今では、日常用語として
も定着している派遣労働
は、１９８５年に労働者派

骨太の方針

将来像に目を背けた軍事優先政治だ

後は野となれ式の糊塗策は、確かな

先行きの見通しをごまかしながらの

借金頼みの財政運営を続けている。

起になっている。が、その足元では

安倍政権は、戦争法案の成立に躍

ているが、１８年度までの中間目標

を２０年度に黒字化する目標を掲げ

支（プライマリー・バランス＝ＰＢ）

た。その安倍内閣は、基礎的財政収

面で表明していた「公約」でもあっ

１０％への引き上げを先送りする場

だった。これは、安倍首相が消費税

安倍内閣の無責任な軍事優先政治

といわざるを得ない。

２０１４年の合計特殊出生率 化対策の強化について（地方創生担

（１・２６）以来９年ぶりで、 ていく・・・全国知事会が「少子化

る の は 過 去 最 低 だ っ た ０ ５ 年 携を図りながら少子化の対策を図っ

された。（図参照）前年を下回 きれてしまった。『地域企業とも連

ポイント下回ったと、先月発表 たが、なんの具体的な政策もなくあ

自治体や商工会

機会を提供する

で は、 出 会 い の

社会対策大綱」

定 し た「 少 子 化

年３月に閣議決

さらに政府が今

る。

穏 や か に 回 復 傾 向 だ っ た が ブ 非常事態宣言」を発し、日本経済団

議所などにノウ

は１・４２で、前年を０・０１ 当大臣 石破茂）』が掲載されてい

きる水準（２・０７）とは 待ったなし」との提言を行った。国

レーキがかかり、人口を維持で 体連合会が「人口減少への対応は

な課題の解決に向けて取り組んでい

口減少が続いていく見通し の関係者と力を合わせて、この困難

かけ離れており、今後も人 においては、地方公共団体や経済界

ら驚く、こんなことを決める閣議の

することを盛り込んだというのだか

ハウなどを提供

が、昨年の出生率は前年を しようとしない若者たちの非正規雇

「１・８」を示したようだ 将来の見通しが立たないから結婚を

た場合の出生率」として したくても経済的に不安を感じて、

で、「国民の希望が実現し 的な政策を出すべきだ。例えば結婚

月にまとめた人口減対策 ら国民の希望が実現するように根本

ごと創生本部」が昨年１２ 他力本願だろう！１・８を示したな

政府の「まち・ひと・し く決意である』と、まあなんという

を上げようとはしないし、下がった

行しようとする政府は本気で出生率

ろう。労働法制改悪や戦争法案を強

何年経っても出生率は上がらないだ

の少子化対策は口先だけでこれでは

はこんなものに過ぎないのだ。政府

れている人たちが考える少子化対策

品性を疑ってしまう。経済的に恵ま

だという。

下回る１・４２で遠く及ば 用を無くして、正規雇用にするとい
こともあまりニュースにしなかっ

このまま少子化が進んで人口が

なく、政府が行ってきた少 う制度や規律を法律で定めるよう法

いことが分かる。また、出 やっていることは真逆で、派遣法と
減っていくと労働力人口は大幅に減

た。

生率が発表された同じ日 基準法を改悪して正社員ゼロと残業
少していくことが問題視され、そこ

子化対策はなんの効果がな 制化するべきだ。ところが、政府の

に、創生本部のトピックス 代ゼロの労働を導入しようとしてい

に『地方創生における少子

として、ＧＤＰ比で１％（ほぼ５兆 つ、それを１８年度まで継続して
円）の赤字に抑えるとの目安も盛り いく、とされた。これまでの歳出抑

える社会保障費を１・５兆円程度の

は１８年度までに２・４兆円程度増

まとめた。それによれば、見込みで

指針」（骨太の方針）の「素案」を

の指針となる「経済財政運営の基本

会議は、当面の予算編成や税制改正

６月２２日、政府の経済財政諮問

記には慎重だったからだという。歳 権の無責任ぶりが露骨に現れてい

再生相や民間議員が、数値目標の明

いう安倍首相の意を汲んだ甘利経済

再生なくして財政健全化はない」と

て銘記しないことになった。「経済

拡げられ、結局首相の意向を斟酌し 決着となったわけだ。

務省と内閣府の間でつばぜり合いが 数値目標は盛り込まれず、玉虫色の

総額の目安を明記するかどうかで財 妥協が図られ、歳出削減の具体的な

込まれている。この素案には、歳出 制を「目安」として盛り込むことで

増 額 に 抑 え、 年 度 単 位 で は

出の「天井」をつくると機動的な財 る。

の課題であるはずだ。ところがこの

世界一の借金大国での財政運営を

今回の「素案」を見ると、安倍政

◆砂上の楼閣

５０００億円の増加にとどめるとの

政出動が出来なくなりデフレ脱却も

結局、社会

目安を示した。この骨太の方針は、

拡大、年金給付額の抑制、介護サー

保障費につい

おぼつかない、というのが理由とさ 考える時、恒常的な赤字解消は焦眉

ビスの引き下げなどだ。これまでと

ては３年で

６月末に閣議決定する予定だ。具体

同様に、財政再建の鍵は社会保障費

１・ ５ 兆 円、

れた。

の削減だとのペテンを前提として、

円におさえた

一般歳出は３

今年の「骨太の方針」の最大の

こ と を「 基

削減対象は社会保障費に集中してい

テーマは、２０２０年度に向けた財

調」としつ

年で１・６兆

的には、ジェネリック薬品の使用率

◆数値目標はナシ

産業競争力会議であいさつする安倍首相

で女性の労働力が必要となった。
家庭にいた女性たちが労働へ行く
ためには誰でも入れるこども園が
必要不可欠で「子ども・子育て支
援制度」が作られた一つの目的だ。
だが、支援制度を作っただけでは
問題の解決にはならない。女性も
男性も今のような低賃金や長時間
労働等の働き方では、労働力人口

都道府県別では沖縄が１・８６

も子どもも増えてはいかない。

で最も高く、宮崎１・６９、長崎
と島根１・６６、熊本１・６４。
最 低 は 東 京 の １・ １ ５ で、 京 都
１・ ２ ４、 北 海 道 と 奈 良 １・
２７、宮城１・３０。出生率は沖
縄や九州などの暖かい地方が高
く、地域協同社会が子育てをしや
すい環境なのかもしれないが沖縄
でも年々出生率低下しているのだ
から、働き方そのものが変わる社
会にならなければ出生率は上がら
ない。

ても、誰からも賞賛されず、利権確

（美）

保に熱心な官僚にはそっぽを向か
れ、関連業界などから反感を買うだ

素案には、財政改革などどこ吹く ◆軍拡政治

長年続けた放漫財政で、国の借金

たとえば政策経費を税収で賄うと

しまい、この１０年では３００兆円

る。１年前より２８兆円も膨らんで

国の借金は１０５３兆を超えてい

のテコ入れと称して財政の大盤振る

つかない旗を掲げつつ、逆に景気へ

健全化を掲げているが、実現がおぼ

政府は、国の借金が増え続けてい

舞いを続けているのだ。むしろ、当

支持率を背景に自身の野望としての

２０年度にＰＢの黒字化を目指すと

軍拡を進めたい、ということなの

面の経済を官制相場で維持しながら

１兆円程度、この３年間では年間

だ。

るのは社会保障費の増加などだ、と

政府が上記の目標のために前提と

５０００億円程度に抑制されている

している。しかし、この見込みが

している経済成長率は「名目３％、

のだ。この程度の増加では、１年間

内閣支持率を維持したい、それに

実質２％以上」だ。この数字を前提

結局、財政再建を掲げてはいる

よってなんとか維持している底堅い

とすれば、ＧＤＰが年間で１００兆

で２８兆円、１０年間で３００兆円

が、やる気はまったくない。ばらま

して、消費増税を強行した。が、社

円増え、税収は国・地方で２２兆円

もの借金の増加は説明できない。む

会保障費の増加は、国家財政で年間

以上増えることになる。しかし、こ

くのは税金や借金で、他人のカネ

いて人気取り（支持率）を続け、自

だ。それを節約して支持率が落ちる

分がやりたい軍拡政治を推し進める

しろ景気対策だとして大盤振る舞い

アベノミクスで目先の経済の好調

だけ。これが安倍政治の本性だ。そ

を続けた公共事業費などの増加によ

を演出することと同じように、財政

の間の「失われた２０年」で名目成

れ、現に最近１０年間の実質平均成

再建は二の次、借金が膨らんでも公

のことがまたまた露わになった今回

長率が３％を超えた年はない。現在

長率は０・６１１％でしかない。後

共事業などの大盤振る舞いは続いて

の「素案」でもある。

ぐらいなら、ドンドン財政をばらま

発国の追い上げや人口減少時代の到

いる。政治家は誰も歳出カットを言

る影響のほうが遥かに大きい。

来などで、高成長はとても見込めな

い出さない。いくら財政再建を進め

（廣）

いにもかかわらず、高めの経済成長

が実情だ。

標の達成などとてもおぼつかないの

表されている。現実的にみれば、目

７２％で実施されなかったことも公

修正され、中小零細企業の賃上げは

金は、対前年度でマイナスだったと

出しているとはいえ、４月の実質賃

クスによる官制相場で株価上昇を演

が前提になっているのだ。アベノミ

の日本の潜在成長率は１％未満とさ

まったく砂上の楼閣なのだ。

安倍首相は経済成長による財政の

いうプライマリー・バランスの見通

近くも膨らんでいるのだ。

けだからだ。

しだ。政府は１８年度でＰＢの赤字

も膨らみ続けている。１４年度末の

を国内総生産（ＧＤＰ）の１％、

ないものだ。

化するために出したとしか受け取れ

風、これまでの財政垂れ流しを正当

色
鉛
筆

4
5

る。

政健全化の具体的な道筋を示すこと

権、甘い想定で総崩れ

歴代政
の指針、名目３％を前提

財政再建
高成長頼み、失敗の過去

「出生率１・４２」９年ぶりに低下

国と密接な関係にある外国に対する

者は憲法第９条の「改憲」さえ視野

度解釈を変更することに疑問を持つ

制約や整合性を繕うため、その都

るもので、イラクが武装解除義務の

１４４１（イラクの武装解除を求め

拠 」 を 示 し、 国 連 安 保 理 決 議

量破壊兵器を保有している」と「証

人種・民族や宗教差別を無くし、

全てと言って良い。

“自衛”もしくは“防衛”行為が

手の脅威から自分を守るという

戦争を行う大義は、双方とも相

武力攻撃を、自国が直接攻撃されて

に入れた動きを加速しつつあり、９

チェイニー副大統領が「イラクは大

や憲法第１３条が「生命、自由及び

いないにもかかわらず、実力をもつ

性は開くばかりで、理解しがたい。

幸福追求に対する国民の権利」を守

て阻止する」集団的自衛権と、自国

自衛権そのものについては、「自

二次世界大戦後、

る為の自衛の手段が必要である事

憲法前文の「国民の平和的生存権」

再び戦争の惨禍を

と、第二次世界大戦後の１９４５年

日本国は、「第

繰り返すことのな

平等な経済交流を広げ、国際間に

いよう決意し、平

おける紛争の解決手段については

重大な不履行を続けていると判断
し、さらなる情報開示と査察の全面
軍事的手段は極力避ける政治姿勢

条改憲論は一層高まるだろう。

受入れ求めた安保理決議）に違反す
こそ今求められているが、実際に

に対する侵害を排除するための行為

ると「戦争の大義」を主張、戦闘終
は「自主防衛」のための軍事力強

（昭和２０年）１０月に発効した国

鮮の核武装やミサイル技術向上な
結宣言後、「証拠」は虚偽だったと
化はその経済的（利益を得ようと

和国家の建設を目

ど・・その脅威をあげて憲法解釈の
判明。

安倍首相は中国の尖閣諸島や南沙

的自衛権は“専守防衛”としてのみ

変更と集団的自衛権の必要を強調す

を行う権利である個別的自衛権とを

認め、集団的自衛権は憲法上許され

るが、脅威とは相対的なもので、互

際連合憲章（国連憲章）第５１条「個

ないとしてきたのが、今までの経緯

指して努力を重

生存権という憲法と国連憲章を持

であった。

区別し、交戦への制限を設けた個別

ちだして、憲法は「自衛のための」

保理決議はなく、「大量破壊兵器を
私たちは、単に戦争の悲惨さや脅

別的又は集団的自衛の固有の権利」

願」として、日本

活動までは否定していない、した
いの経済進出や軍事力の増大が、無
開発している」とする虚偽「証拠」
威に反対するだけでなく、「戦争

ね」「恒久の平和

国憲法第９条に戦

現安倍政権はこの解釈を変更し、
制限の軍拡競争を生み、悲惨な戦争
による、先制的自衛権行使の戦争
とは他の手段をもってする政治の

諸島への介入と海軍力の増大 北
･朝

争放棄、戦力不保
がって「合憲」だとするのが今日の
昨年の７月、閣議決定で集団的自衛
への道へと進んだ歴史を繰り返して
『大義』が時の政治指導者によって

いる。

圧力によって脅威を増大させれば、

権益を守り拡大するために軍事的な
国際連合憲章（国連憲章）第５１
に、（戦争に至る）経済的背景と

である。

持、交戦権の否認
憲法「解釈」論であり、防衛省や自
権も認められるとして、今国会に、
はならない。

安倍首相は「パワーバランスの変

は、日本国民の念

に関する規定を定
衛隊の存在が憲法（第９条）に対す
集団的自衛権の行使容認を盛り込ん

する）影響もあり、益々増大して

め た が、 現 実 に
る合憲性の証明となっている。

武力行使を明確に容認する国連安

は、防衛のための
日本政府はこの 「急迫不正の侵害

化や技術革新の急速な進展、大量破
その政治を変えていく活動をしつ

継続である」というように、武力

を排除するために、武力をもって必

条「個別的又は集団的自衛の固有の

都合よく使われたという事実もあ

交戦権と戦争遂行

要な行為を行う国際法上の権利であ
どちらから一発の銃弾の発砲によっ
つ、安倍政権の憲法第９条の解釈

外国への経済進出が拡大し、その

能力を維持する為

壊兵器などの脅威などによりわが国
て「防衛」という名の戦争が起こり、 権利」も時と場合によっては都合よ

だ安全保障関連法案を上程した。

に、自衛隊という
り、自己保存の本能を基礎に置く合
を取り巻く安全保障環境が根本的に

等に依存した政治を無くすため

“防衛軍”とその
理的な権利」を 国際法上認められた
変更と改憲策動に反対していこ

る。

戦力を持ってい

う。！

は、マルクスの表現に置き換えれば

「経済成長」＝付加価値の増大と

とりあえず、前回の結論です。

) 販売できればこの「差額」は特別剰

間の半分の時間で、同じ製品が製造・

れ、Ｂ、Ｃ、Ｄ等の平均的な労働時

Ａ企業において技術革新を取り入

済評論家などが使用している「付加

ここで、まえに進む前に一般の経

の中心的テーマはいかにして「労働

研究やコメントを発信している。そ

低下」に毎日頭をいためて、様々な

しかしながら、こ

の絶対的縮小は、現実の社会的富の

不生産的労働の拡大と生産的労働

長は低迷し続けては

ず、その間に経済成

者の減少にも関わら

働部門が、社会に重くのしかかるだ

幹として存在する生産的労働の問題

生産を低減させるのはあきらかであ

長」はつまるところ、経済学者たち

と言い換えてもよいのだ。もっと言

のような生産的労働

えば、社会的に不必要な不生産的労

が見えてくる。現代資本主義は、必

この視点から考えれば、別なこと

で、考えるべきなのである。

プすることが核心となる。この視角

そうすれば、絶対的にも相対的に

た不生産的労働とみなしてみよう。

電気・運輸業、料理店など お
) おか

いちぶ生産的労働をも含むが ガ( ス・

とみなしうる。他方、第三次産業は

二次産業はおおよそ「生産的労働」

である。

済成長は、こうして低下してゆくの

は、日本だけではない。先進国の経

地があったことがあげられるだろ

く、「特別剰余価値」を生み出す余

うに日本企業の生産性が比較的高

意味」で指摘したよ

「付加価値の第二の

それは第一に、前記

うしてなのか？

にマイナスが続いて

ずしも「生産的ではない」と。むし

も、不生産的労働部門の多くを抱え

はいない。それはど

ろますます不生産的な経済構造に移

る第三次産業の拡大が明白である。

) うな要因も加わる。
六月九日に公表された「十四年度

大雑把であるが、第一次産業と第

行しつつあると言わざるを得ない。

見
( にくいですが赤線が第三次産業

版ものづくり白書」にはこう記され

下の図を見てみよう。

たとえばトヨタ自動車などの個別

何度でも言いたいのだが、富の唯一

不生産的労働もあるので注意 は
)極

企業が、「生産性向上」「節エネ」

の源泉、そして「経済成長」の唯一

は結びつかないということだ。

余価値は増大しないし、経済成長に

サービス業が拡大するばかりでは剰

資の呼び込みを謳うが、非生産的

関連産業等々、生活の変化や格差社

画産業、福祉産業、外食産業や遊興

フト作成。不動産業、映画産業、漫

持ち物や家具。ＩＴ企業のゲームソ

値」として、デザイン化した衣類や

ところが先進国では「高付加価

いた。かくして国内の製造業従事者

各地に生産拠点を移動する動きも続

国など安い労働賃金を求めてアジア

はじめた。そればかりではなく、中

見つからない過剰資本が海外流出を

続いたことなどで、国内の投資先が

が製造業は九十年代より、不景気が

Ｐ の
) 二割弱を占めている。ところ

製造業は日本の国内総生産 Ｇ
(Ｄ

生産 に
) は統計上直接は反映されな

ただしこの黒字はＧＤＰ 国
( 内総

が国内に回帰しているからだ。

本企業による資本投資の利益の一部

外流出の結果でもある。これらの日

額なものだ。上述した日本資本の海

２０兆円弱の黒字だった。これは巨

加。 １ ４ 年 度 は １ ０ ％ の 増 加 で

示す第一次所得収支は６年連続の増

よう。海外からの利子・配当収入を

５月１３日の財務省発表をみてみ

一次所得収支の増加である。

さらに第二に、経常収支における第

価値を生み出してきたこと。

う。つまり第二の意味での高い付加

「効率化・迅速化」を追求し続けて

ている。

それどころか政府自体は「成長」

会に合わせた産業化が進む。経済構

は１９９３年から２０１３年の２０

い。旧ＧＮＰ 現
( ＧＮＩ に
) はこれ

産業構造の変化にはさらに次のよ

いる。個別企業としてはグローバル

の現実的基盤は生産的労働である。

の逆方向を向いていると言わざるを

造のサービス化、金融化等々不生産

年間で３２％の減少となったと「白

ら海外からの所得が反映されるが。

もそうではない。現に政府が資本投

だ。

得ない。安倍内閣がご執心なカジノ

的部門に食い尽くされ、生産的労働

書」は指摘している。全産業に占め

しかし、社会全体としては必ずし

誘致もそうだし、ＱＱＥ＝量的質的

はどんどん小さくなってきているの

い。・・・ 後
( 者が 外
) 国で運用さ

目ＧＮＰのほうがわずかに大き

「一般に日本の名目ＧＤＰよりも名

金融緩和もそうだ。経済の金融化を

このような先進国の経済構造の変化

の空洞化」だ。

推し進めている
現代資本主義は、「成長」とは逆
方向に進んでいるのだ。不生産的労

本来その拡大がなければならないの

な競争に巻き込まれており、生産性

力削減し、生産的労働の比率をアッ

いるが、右肩下がり

けだ。

に信じたのが英国であり日本だった。

働 介(護労働など社会的に有用だが、 ろう。

がほとんど無視している、経済の根

関係も、CIA による捏造だった。それを無条件

（光）

く使われ、大国による戦争容認の言

日中戦争（支那事変）の直接の導

い訳ともなっているのである。

火線となった盧溝橋事件（１９３７

平和という願いも吹き飛んでしまっ

る武力攻撃であったとしても、その

年（昭和１２年７月７日、中国では

た歴史は幾度となく起こっている。

目的、規模、態様などによっては、

変容し、変化し続けている状況を踏

必要最小限度の実力を保持すること

わが国の存立を脅かすことも現実に

まえれば、今後他国に対して発生す

こうした矛盾を

は、憲法上認められる」とし「わが

「主権国家としての固有の自衛権」

正当化するための

国は、憲法のもと、専守防衛をわが
七七事変）もその一例だが、先制的

「その行使を裏づける自衛のための

根拠として持ち出

起こりえる」『国際情勢に目をつ

る。

されているのが、
国の防衛の基本的な方針として実力
自衛権の行使として行われた

り）は、イラクのフセイン政権打倒

ぶって従来の（憲法）解釈に固執す

を目的に、米英主体の有志連合が軍

組織としての自衛隊を保持し、その

当化したが、６月４日の衆議院憲法

事作戦を開始した。

２００３年３月から５月のイラク戦

しかし、憲法第９条に記されてい

審査会で憲法学者三人が、解釈変更

争（背景には石油権限を巡る争いあ

る「戦争放棄、戦力不保持、交戦権

を「憲法違反」と指摘したように、

だ』とも言い、憲法解釈の変更を正

の否認に関する」規定は重く、その

整備を推進し、運用を図って」きた。 るのは政治家としての責任の放棄

制約から絶えず論議を巻き起こして
憲法第９条と安保関連法案との整合

「生産的労働の行使」が 絶( 対値で
余価値 ｍ
(’ と
) なる。または、同

この意味での付加価値は＝剰余価

価値」には、また別の意味が混在し

人口を増加」させ

しかし、経済学者たちの上記の一

戦前、米国のブッシュ大統領や

きた。

増えること な
( いしは減ること と
)
じ労働時間でも、あるいは斬新なア
イデアの下で、優れた特徴を持つ製

り明確にし、その上で先進国におい
値 ｍ
( ＋
) 特別剰余価値 ｍ
(’ ＋
)労

品などに発生するものだ。

て「成長率低下」がなぜ不可避的な
働力費 Ｖ
( と
) なる。

■生産的労働の行き方

成
-- 長率

の低下と格差の拡大の因果関係に

少しも生産的でない資本主義

て、 ピ
-- ケティの指摘する
迫ってみましょう。

ているので注意しなければならな

「生産性」を上げ「資本の投資」を

経済学者たちは、「成長 率
( の
)

い。「高付加価値の商品」などとい

誘引できるかに絞られているといっ

■付加価値の第二の意味

う場合だ。

対して、それを超えるものを指す。

般的通念は「遠からずも当たらず」

てまちがいない。

これは、マルクス的に置き換えれ

と言える程度のもの。少なくとも核

つまり、通常の平均的付加価値に

ば、平均的剰余価値に対する、特別

何度でも強調したいが、「経済成

心ではない。

器は無かったし、国際テロ組織アルカイダとの

である。 サ
( ービス業全体が不要で る割合も同じ期間に約２３％から
ある、と言っているのではない。 ) １６％に低下した。いわゆる「産業

-- 追及は第一命題だ。

のかを考えます。そのことを通じ

ティの『ｇ』 成
( 長率 の
) 概念をよ

今日は、やや寄り道ですが、ピケ

いうことです。

労働価値説から考える“
低成長”
とは

上藤 拾太郎

『２１資本』を読んだら…③

もしマルクスがピケティの

的自衛の固有の権利」から問う！

剰余価値を含むものとして考えられ
る。

イラクへの武力侵攻の理由とされた大量破壊兵
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コラムの窓… 戦争の大義、国連憲章第５１条「個別的又は集団

れている日本資本の受け取る金利
配当も含むからである。日本は、対
外債権国であるため海外へ支払う金

れ！」の怒りの声、さらに会場内外

般出席者から「おい、戦争屋は帰

ある。

るのか。沖縄県民が怒るのは当然で

いる訳で、なにが負担軽減につなが

引に拘束しながら建設しようとして

いつまでも日本の経済を支え続ける

海外流出資本からのバックなどが、
〈ＮＯ．１３〉
★沖縄「慰霊の日」、

た。

怒号が行き交う異例の雰囲気となっ

られるのだ。

の複数場所からも「帰れ」「うそ言

･ 長の下降を一定阻止していると考え

うな」などのヤジが飛び、会場内に

エイジの沖縄通信

しかし、少しでも歴史的視野を持

利 配
･ 当のほうが多い。このため日
とは考えないだろう。後進諸国の

スも、何らその流れを理解していな

存在しない。歴代政権やアベノミク

化・金融化が生産的労働の縮小に帰

米軍専用施設が全国に占める面積は

と強調し、「『嫌なら沖縄が代替案

６月２３日の沖縄「慰霊の日」、

「沖縄全戦没者追悼式」が、糸満市

を出しなさい』との考えは、到底県

わずか０・７％しか縮小されない」

摩文仁の平和祈念公園で行われた。

民には許容できるものではない」と

２０万人を超える戦没者を追悼する

沖縄戦では住民の４分の１が戦死

起こり、翁長知事を多くの県民がさ

言い放つと、会場から大きな拍手が

した。その惨禍から県民は「命どぅ

さえているという空気に包まれた。

し、遺族にとっても深い深い傷を残

宝」「軍隊は住民を守らない」など

この日は朝早くから、戦後７０年

あった。強行する辺野古基地建設に

県民にはまったく心に届かぬ内容で

一方、安倍首相の来賓挨拶は沖縄

の節目に戦争体験を引き継ごうと、

はまったく触れず、「基地負担軽減

の教訓を学んだ。

多くの家族が３世代・４世代で平和

に全力を尽くす」と述べただけであ
る。これに対して、会場内の一

の礎を訪れていた。
この追悼式における翁長雄志県知
事と安倍晋三首相
の２人の言葉は極
めて対照的なもの
であった。また、
それに対する沖縄
県民の反応も対照

くの市民団体メンバーが安倍首相の

さらに、平和祈念公園入口前で多

つ研究者なら、「生産性の優越」や

本ではＧＮＰのほうが多くなる。一

キャッチアップは年々背後に迫って

利 配
･ 当よりも海外から受け取る金

方で、中南米諸国などの対外重債務

経済の金融化をやめ、無駄なサー

しかし、ここで注意すべきは、統

いで「成長戦略」を叫んでいる。資

着すること。 は
) 、その随伴物とし

的であった。
来賓席の安倍首
相が間近に着席す
る中、翁長知事が
「嘉手納より南の

ある。また、那覇港湾施設や浦添補

年そのまま空家になっている住宅で

家族はこの住宅から出てしまい、長

題」が起こり、危険を察知した米兵

この西普天間住宅で「アスベスト問

全力を尽くす」と述べたが、県民は

れた」ことを例に挙げ「負担軽減に

西普天間住宅地区が３月末に返還さ

る。挨拶で「米軍キャンプ瑞慶覧の

シであることを県民は見抜いてい

いと言うことになる。

だ。もう、沖縄県警を信用していな

機動隊が動員され配置されたよう

倍首相の警備のために東京の警視庁

聞くところによると、なんとこの安

組み抗議者を缶詰状態にしていた。

備車や柵を並べ、機動隊員が隊列を

抗議者が車道に出られないように警

般歩道にすべて柵をめぐらし、また

れた。安倍首相が入ってくる道の一

今までにない猛烈な警備体制が引か

「負担軽減に全力を尽くす」と言

に４月末から悪性リンパ腫治療のた

「反戦集会」が開かれた。この集会

同日午後、魂魄の塔近くで恒例の

最後に嬉しい報告を一つ。

いながら、辺野古に超大型軍事基地

（富田 英司）

びかけた。

を止めよう」と呼

る。必ず基地建設

元気になって戻

する。それまでに

が埋め立てを強行

「夏以降、政府

元気に療養報告をした。

が、入院後初めて皆の前で

離れていた山城博治さん

め辺野古抗議行動の現場を

を国家権力を総動員して抗議者を強

まっているのだ。

給地区などももうとっくに返還が決

安倍首相の言う事がウソとゴマカ 「慰霊の日」参加に抗議していたが、

国は、外国へ支払う金利が多いた
きている。後発の韓国や台湾、さら

ビス業を削減し、生産的労働を拡大

計上「海外からの所得」が直接には

本主義経済の腐朽化は、かくして不

このようにグローバル化時代の先

て労働者の搾取の強化と企業・資産

演繹的にこの事実を示したが、われ

安倍首相に「戦争屋帰れ」の罵声！

め、ＧＮＰよりもＧＤＰが多い。」

え優越している。先進国日本の余禄

には中国の一部企業は、先進国にさ

そ
( れゆえ、日本のような対外債権

(Wikipedia)
が巨大な国は、ＧＤＰではなくＧＮ

：実質
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そう長くはないだろう。

よ
( ろく か
) ら得られる富の運命は、

Ｉで示すべきだ、という「説」も登

ＧＮＩが示す日本経済の高成長＝竹

場する。ロイターコラム

国内総生産＝ＧＤＰの規模に反映さ

可避的に進行している。そしてそれ

することなくして「経済の拡大」は

れなくとも、国内に持ち込まれた海

は同時に不可避的に格差社会を強化

中正治氏参照

外からの富は、それが国内で使用さ

)

れるのであれば国内の消費を刺激し
するものだ。

つまり経済の腐朽化と衰退 グ
(

生産をその分促すに違いないのだか
ら、間接的にはＧＤＰの増大要因と

進国、特に日本は、海外からの流入

家の富の拡大をもたらす。

ローバル化の中での経済のサービス

所得が大きく、海外の生産的労働者

つまり私がここで指摘したいこと

われは労働価値説からその内在的連

米軍基地の整理縮
小がなされても、

平和公園前の警備」

なるのは明白だろう。

からの収奪がＧＤＰの低下を緩和し

は、先進国の不生産的経済構造の固

関を追求してみたらどうなるだろう

ピケティは膨大な統計に基づいて

定化も、一直線のマイナス成長には

か。次回はこの本題に入ってみよ

ていることを忘れてならない。

ならず、生産性の向上及び海外から

)

う。

つ
( づく

の富の移転 回
(収 に
) より、経済成

「６・２３沖縄慰霊の日・平和の礎の前で」
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