
３点お話ししたいと思います。最初に「公共性」とは何

か、ということです。国家とは何か、もう絶対に国家に騙

されない、そこを中心に考えてみたいと思います。

私たちは、お国のためということで戦争に駆り出されて、

同じ仲間のアジアの民衆を殺し、自分たちも大量に殺され

た、これがお国のためですよね。だけどいったい誰のため

なのか、どういうことなのか、ということのごく基本の話

をしたい。

２番目は、新自由主義と国家についてです。新自由主義

というのも、内容をきちっと捉えるとたいへんです。オバ

マ大統領が再選されて、ビルマに行って、アウンサン・スー

チーさんと会って「自由と民主主義が普遍の価値観」だと言いました。日本の自民党

の自由と民主主義と同じです。これが普遍の価値観ということになれば、私たちもそ

れを求めていることになってしまう。その中身は何か？ そこにまた「新」がくっつ

いているわけですね。この問題は、今の国家を動かしているのはだれか？ レジュメ

には国家を動かす主役は「金融独占資本」って書いてある。金融独占資本というのは

なかなか、ピンと捉えられないと思いますけど、資本とはいったい何なのかというこ

とを基本に据えながら、お話をしていきたいと思います。

３番目で新自由主義への対抗です。変革、社会を変えることについて述べたいと思

います。その中で私たちの生活にとって絶対の基盤である農業の大切さ、特に農地、

土地を守るということの基本をお話ししたいと考えています。

〔１〕「公共性」とは人間が等しく生きる条件

・憲法における権利の保障と国の義務

本来の意味での公共性とはなんでしょうか？ みんなの利益になることですね。働

く者がきちっと人間らしい生活をする、そのために必要な条件を整える。これが公共

です。それに代わる公共性なんてないですね。それが基本だと思います。

いまの社会制度、政治制度は、一口で言うと資本主義です。日本国憲法を私たちは
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本当に大事にしたいと思います。この憲法は資本主義の憲法でありながら、たとえば

第２５条には最低限の生活を保障することが国家の義務だと書いてある。私たちにとっ

て必要な国家はここですよね。

それから、９条は言うまでもなく戦争放棄、戦争に必要な武力は一切もたないこと

を決めたわけで、平和的生存権が保障されている。私たちにとって本当に必要な公共

性を保障する憲法が日本にあるわけです。

この憲法が成立するまでに、私たちは大きな戦争を２回も繰り返しました。そして

多くの人々がお国のためといって殺されました。そういう悲惨な経験を踏まえながら、

絶対に戦争を起こしてはならない、国家には平和を守る義務がある、そして国民の生

活を保障する義務があるという憲法を、私たちは闘いの成果として実現したと言って

いいと思います。日本の民衆の闘いだけでなく、世界の民衆の闘いの成果がこの９条

や２５条に表れているということですね。だから大事にしたいということです。

・「公共性」を放棄する国家

ところが、今の国家を見てください。今言った公共性を放棄してしまっている。し

かも憲法を改悪するというところまで来ている。９条、２５条、２７条…。２７条は

勤労権です。働く権利を実現するためには、国家は失業者を救済しなければいけない。

仕事を与える義務を負っている。それだけでなくて、２７条の具体的な条件として労

働基準法がある。人たるに値する生活、それを保障するために労働条件を確保しなけ

ればいけない。

ところが今の国家は、この９条、２５条、２７条を次々に形骸化して、本当にもう

無くそうとしています。現にほとんど、無くなったに

等しいような状況になっているわけですね。しかも、

国家の財政が厳しい、破たん状況になっている。

日本の財政は、戦争に敗れて破産状況になりました

が、その時の財政状況に、今の国の借金の状況は、ほ

とんど匹敵します。戦争をやってないのに、なぜそん

なめちゃくちゃな借金国家になってしまったのか。

「社会保障が大きすぎる」「負担が重いからだ」と

言っています。とんでもない話ですよ。社会保障は、

やらなきゃいかん国の義務です。負担が多いから削る？

まったくでたらめです。

それだけじゃないですね。財政危機だから増税だと
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───────────────────────────────────────
■憲法第９条 戦争の放棄、戦力不保持、交戦権の否認

第25条 生存権、国の社会的使命
「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」

第27条 勤労の権利および義務、勤労条件の基準、児童酷使の禁止
「すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ」

国と地方の借金は今年度

末には977兆円になる見込

みで1000兆円の大台に刻々

迫る。国内総生産（ＧＤＰ）

の２倍に達し、先進国で最

悪の財政状態が続いている



いう。社会保障の支出を削って、さらに税金を増やすということをやるわけです。と

んでもない国家ですよね。

しかも大きな企業に対しては、国際的な競争力を強めなければ日本経済は沈没しちゃ

う、という理屈を立てて、法人税を引き下げる。それでますますピンチになる財政は

国民負担、こう言っているんですね。それが今の国家です。

しかも税金をまけるということだけでなく、企業にはジャブジャブ、カネををつぎ

込んでいるんです。たとえばＪＡＬ。税金を注入して救済しました。それどころか、

投じたカネを早くとりもどすために、大量のクビを切る。私たちの税金をつぎ込み、

ＪＡＬの労働者のクビを切る。これが今の国家がやっている中身ですよ。

そして人間生活の基盤産業としての農業を破壊している。国策だから農地を取り上

げたって、当然なんだと。理屈が通らなくなると暴力でもとりあげる。しかもＴＰＰ

に代表されるように、日本の農業も国際的な競争力を強めなければならない、そのた

めには農業にどんどん企業を入れて資本主義的経営にするという。

今、アメリカの農業はアグリビジネス、穀物商社が支配している。農薬づけの土地

にして、収穫の後も添加物だらけ。経営者はそういう農産物食わない。輸出してみん

なに食わせ、カネが入ってくればそれでいいんですね。そういう農業に、アメリカは

してしまった。それと太刀打ちしなければならないっていうんですよ、ＴＰＰは。

「日本の農業はたるんでいる」「保護しすぎた」と言ってね。

社会保障制度についてもそうです。橋下大阪市長は、日本の経済がだめになった理

由は弱者を救済する政策をしてきたからだと言っている。自力で生活できない状況を

作ったのは社会の問題です。個人の問題ではない。この経済を動かしている資本のし

わざなんですね。生活できなくなった人の生活を保障し、弱者を救済するのは国家の

責任です。それが社会保障の根本です。それをやってきたから日本経済は弱体化した、

弱者救済が間違っていた、これが橋下市長が公然と言っていることですよね。

そういう方向に、日本の産業のあらゆる分野をつくりかえていこうというのが日本

維新の方向性です。ＴＰＰもそういう方向を目指している。そのために今、大災害を

利用した惨事便乗型の資本主義です。ショック・ドクトリン。ショックを利用して大
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───────────────────────────────────────
■ＴＰＰ（環太平洋経済連携協定）
例外なき関税撤廃を定め、サービスや投資、人の移動を含めた自由化を盛り込んだ多国間

の経済連携協定。06年に４カ国で発効。アメリカなど５カ国も加盟を表明し、カナダとメキ
シコが加わって11カ国で協議が行われている。農業が壊滅的な打撃を受けるばかりでなく、
医療、保険、金融から食の安全まで悪影響は生活のすべてに及ぶ。
■ショック・ドクトリン
災害をビジネスチャンスと捉えて行う過激な市場原理主義改革の

こと。カナダのジャーナリスト、ナオミ・クラインが著した本のタ
イトルである。惨事便乗型資本主義（The Rise of Disaster Capit
alism）とも言われ、ＴＰＰ推進とセットで行われる東北被災地での
「創造的復興」の問題が指摘されている。



資本が国家のカネをどんどん引き出し、そして儲けができるような企業をつくろう、

農業にしよう、こういうことになります。

・金融独占資本に奉仕する国家

「金融独占資本」は難しい言葉ですが、ごく簡単に考えてみます。いま主要な産業

といえば、鉄鋼とか電気とか自動車ですが、それは産業を支配する産業独占資本、産

業独占体ともいいます。それに対して金融というのは、銀行、証券会社をイメージし

てもらえばいいと思います。

もともと銀行とか証券会社は、産業企業におカネを融資したり投資したりしてきま

した。株を引き受けておカネを投資するわけですね。そのおカネを使って、産業企業

は設備投資をしながら、生産を拡大していく。産業の基盤と金融が結びついていたん

です。

ところが、現在の証券・金融機関のいちばん大きい投

資先は何か？ 産業企業ではないんです。証券分野です。

２００８年のことでしたが、サブプライムローン。アメ

リカから始まった大きなバブルの崩壊が起きましたね。

全世界が、ガタガタになりました。失業者が激増しまし

た。ギャンブル金融。おカネがジャブジャブあるんです。

そのうえ不況対策だということで、政府は日本銀行の印

刷機をジャンジャン回して、銀行券をどんどん増やして

いる。

安倍さんは、これでも足りないからもっとおカネを増

やせと言っている。白川日銀総裁は「安倍さんはなにも

歴史をしらない」と言っている。戦時財政、国債を大発

行したらどうなるか、物価だけが上がっちゃう。超イン

フレになるわけです。もっと重要なことは、安倍さんが

発言したことに株価が即座に反応してバーッと上がっちゃ

う。何もしてないんですよ。まだ政策担当者でもなんで

もないんですから。だけど現実に株価が上がる。しかも

円安になっちゃうんです。今の経済は言葉だけでも動く

経済。これはギャンブル、賭博と一緒なんです。

金融機関のいちばん大きな融資先は、証券売買、国債
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───────────────────────────────────────
■第２次安倍内閣
シンポジウムの時点（11・25）では、野党自民党党首。野田内閣解散後の総選挙で、有

権者総数のわずか24％の得票で294議席を獲得し、12月26日政権に返り咲いた。政権につ
くやデフレ脱却と称して金融緩和に走り、紙幣の大量増刷と日銀による国債引き受け、大規
模公共投資で、国の借金をさらに広げ、インフレで生活苦を引き起こす政策に走っている。

サブプライムローンがもた
らした住宅バブルの崩壊はア
メリカ社会に深刻な信用不安
を引き起こし、2008の年リー
マンショックで世界を長期不
況にたたきこんだ。"We are
the 99%"はウォール街占拠
のオキュパイ運動のスローガ
ン。1パーセントの富裕層が
冨を独占するアメリカ社会は
究極の格差社会だ



取引です。だから、おカネを日本銀行がジャブジャブ注入しても、そのカネは、絶対

に経済の基盤には流れて行かない。経済の根拠に流れていくということになれば、一

定程度、雇用が増える、それよって、生活基盤産業が生産を増やすことができるよう

になる。ところがいまそのおカネが産業に流れない。結局、株取引などに流れる。し

かも日本国内だけでなく全世界規模で。株価が高くなったら、あっという間に儲けを

増やす。でも根拠がないですからね。たちまちのうちにバブルが破裂しちゃうんです

よ。破裂したら大変だということで、さらに大規模に銀行券の注入をやるんですね。

それがいまの国家と中央銀行なんです。

農業もそういう状況の中に組み込まれようとしているわけですよね。私たちの生活

の基盤としての農業を、維持するのではなくて、儲けを獲得する農業、全世界のギャ

ンブルの中に入り込む農業、こういう方向でしかありません。

〔２〕新自由主義と国家

・新自由主義とは何か

そこでそれを動かしている資本の本質の問題に入りたいと思います。

新自由主義とは何か、ということです。自由とは何のための自由でしょうか。私た

ちの自由か？ 人間にとっての自由か？ そうじゃない。資本にとっての自由です。

しかも零細な資本は関係ない。経済を動かす大資本、大企業の自由だ。これをとこと

ん保障するというのが新自由主義です。

「新」をつけていますが、自由主義は１９世紀イギリスが大本だった。そこでは確

かに自由競争が行われました。その当時は、でっかい巨大な資本と、弱小の中小企業

があったわけではなかった。みんなどんぐりの背比べで、お互いに競争しあっていた。

だから競争を通して、けっこううまく経済が動いていた。

それをいまやろうというんです。しかし基盤がまったく違っているんですよね。巨

大な企業と、ギャンブルであっという間にカネを設けられるような金融資本がいる。

そして小零細企業、そして農業経営。そういう圧倒的な格差があるなかで、自由を保

障するという。じゃあだれがこの自由を享受するか？ ひとにぎりの巨大な資本の自

由にしかならないですね。

資本主義は、小零細企業や農民の経営を維持するために、大資本の自由勝手を規制

していたんです。農業を一定程度保護してきた。ところが大資本にとって、これは自

分の行動の自由の邪魔、経済が活性化しなくなった原因だという。中小企業の保護、

農業の保護政策、全部とっぱらっちゃえ、これが規制緩和です。

それだけではないんです。労働者に対する規制の緩和・撤廃です。労働条件、これ

は人間としての生活を保障するのに絶対に、必要な条件です。２４時間、ロボット並

みに働けと言ったって、そういう強制を受けたら人は死んでしまいます。労働時間を

短縮するけど、それに代わって労働強化、密度を強めろ、これも結局、人間を破壊し

てしまいます。だから労働基準法で少なくとも法律的に規制し、労働者を保護した。
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ところが今は労働基準法をなくしてしまいます。労働者を人間として扱うのではな

くて、原料や材料と同じように、モノ並みに扱うのが、労働基準法の今の考え方。改

悪し、なくしちゃえという、そういう考え方なんです。

これが新自由主義なんですね。これを推進していく主体は大資本。現在は金融独占

資本ですね。

・資本とは何か

では資本とはいったいなんなんだ？ ここが分かっているようで、なかなか捉えに

くいんです。

資本とはこんなものだ、とか、こいつがいけないんだ、この経営者が悪玉だといえ

ば分かるんですけど、経営者を悪玉にしている大本がじつは資本なんですよね。それ

は見えない。じゃあ、資本とはなんなのか？ 資本論が初めて明確にしたと言ってい

いんだと思います。

私たちはおカネでモノを買います。私たちの場合は生活に必要なモノを買うための

おカネ。資本はおカネを増やすためにおカネを使っている。これが利潤追求というこ

とです。投資してできるだけ多くのおカネを増やす。それを何度も何度も繰り返し行

う。どこまで儲ければそれで終わりということにはならない。ここまで儲けたら、次

はもっと儲けてやろうというのが資本の本質です。

投資をして、生産をして、それを売って、儲けを獲得する。その儲けをさらに投資

して、儲けをどんどん繰り返しながら、自分たちだけの利益を拡大していきます。

ところが現代の資本は生産をやるんじゃない。儲ける分野であれば、それが生活に

必要な分野であれ、生活を破壊する分野であれ、どういう分野でも利潤追求の場とし

ます。原発を造った資本、東電などの電気を売っている

資本、ものすごい金儲けの場になっているわけで、それ

をきちっと規制しなければ大変なことになると分かって

いながら、規制するコストは利潤を減らしちゃいますか

ら、事故が起こってから考えればいいなんてことになっ

ちゃう。事故が起こっても責任とろうとしないですね。

「みんなの責任」という方向になっちゃう。これが資本

なんですね。

ですから資本とは、まずは自分だけの私的利益を追求

する。しかも弱肉強食で、弱いから救済するというよう

な人間的本質を発揮したら、これは資本にとっての落第

です。弱い者を打ち負かして、強大な資本をさらに強め

て、利益を独占しようというのが資本。人間は利潤追求

の手段になる。社会がどうなれ、環境がどうなれ、後は

野となれ山となれ。

しかも今、こういう資本は国境を越えて世界中を利潤
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福島第１原発の大爆発は私
たちに価値観の転換を迫って
いる。４号機の火災で放射能
が大量放出したことを報じる
号外（2011年3月15日）



追求の場にしつつあるわけです。だからＴＰＰもアメリカの資本がド～ンと入ってき

ます。そして日本の資本と大競争戦になるでしょう。ところが儲からなくなれば、サーッ

と逃げますよ。あとはもう崩壊ですよ。これが資本の仕業なんです。

金融ギャンブルを基盤とする一握りの金融独占資本、これが経済を動かし、政治を

動かし、国家を動かしている。このことを明確に捉えなければならないと思います。

・規制の撤廃と闘う組織の破壊

こういう新自由主義を徹底していこうとすれば、闘う労働組合、闘う組織、これを

暴力的に破壊することになります。日本でこの新自由主義が台頭していく重要な契機

になったのは国鉄分割民営化だった。そこで国労をつぶし、総評をつぶし、そのこと

によって巨大な資本が自由に搾取を展開する、そういう場にしていこうというもので

した。

ところが人間をモノ並みに扱うということになれば、いろいろな反発が生じます。

もうやってられないよ、といってサボる、ぽかーんと休暇をとる、これだって反抗の

一つのしるしですよね。そうなると、ほかに雇う人はたくさんいる、ということでク

ビを切る。しかし、どんどんそれをやっていったら、さらに大きな反発が起きる。む

しゃくしゃした殺人、これだって一種の反発ですよね。社会がつくった殺人ですよ。

どうにもならなくて自殺する。そういう方向に追い込まれていくということもありま

すよね。

日本はこのかん、１４年間、毎年３万人以上の自殺者を出している。お隣の韓国は

自殺率で言えば世界でトップ。日本を越して

いるんですね。新自由主義のしわざです。

しかし消極的な、後ろ向きの反抗から展望は

生まれません。やはり目標を明確にして、民

衆の力で実行、実現することによって、初め

て展望が開かれて行くんです。それは資本に

とってはいちばん困るから、そういう方向が

出てくると、どんどん暴力をふるって、弾圧

する。これが資本の自由を保障する、という

ことになるわけですね。

・経済、政治、社会を動かす多国籍金融独占体

新自由主義は、人間能力を破壊し、自然環境を破壊してきた。人間生活の基盤であ
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───────────────────────────────────────
■国鉄分割民営化
1987年中曽根内閣が実施した政治改革。国鉄をJRとして6つの地域別の旅客鉄道会社と

1つの貨物鉄道会社などに分割し民営化。そのねらいは闘う組織の解体。最大組合であった
国労が、1983年から民営化が強行された1987年までのわずか4年間で、224,000人から
44,000人まで減少し、130,000人の国鉄労働者が職場を追われた。

バブル崩壊後の不景気によって大手金
融機関が軒並み倒産したの1997年から9
8年にかけて自殺者が急増し、以後毎年３
万人を超えている。



る農業・農地を破壊してきた。じつは資本論は、そういう側面をはっきり書いている。

資本主義において機械が導入されカネ儲けがどんどん進めばどんなことになるか。人

間が破壊され、自然が破壊される。こういうことをはっきりと述べています。

現在の経済を動かし、社会、政治を動かしている主役は多国籍金融独占資本。アメ

リカでもヨーロッパでもそうです。

ＥＵの中でいちばん競争力の強い金融独占資本の国はドイツです。ドイツがヨーロッ

パの弱い国を徹底的に収奪しまくっている。そのもとでギリシャの大変な経済危機が

ひきおこされています。ギリシャでも、スペインでもイタリアでも、たいへんな生活

難が起きています。

じゃあ、日本の私たちの生活を破壊している主役は何か？ 多国籍企業、日本の金

融独占資本であると同時にアメリカの金融独占資本です。

その金融独占資本は利潤追求にとって都合のいい国家を選んでいる。ちょっとでも

労働者が反抗し、それを国家の政策に反映して、資本の自由に対して一定の制約にな

れば、そこから逃げちゃう。労働組合運動が強くなると、多国籍企業の利益が保証で

きない、ということになるからです。

アメリカと韓国が、自由貿易協定を結びました。その中

に、たいへんな中身が入っている。多国籍企業の利益を損

なったら、韓国の国家に対して賠償を請求するんです（Ｉ

ＳＤ条項）。そういう権利を韓国に認めさせたうえで、自

由貿易協定を結んでいるんですね。

日本に対しても、ＴＰＰの狙いはそこにあるわけです。

ところがＴＰＰに対して日本の財界は、推進しようと言っ

ている。日本の立場でＴＰＰをなぜ推進しようとするのか？

日本を支配している資本も、多国籍金融独占資本だから

です。経団連前会長・御手洗のキャノン、これはほとんど

外資の企業です。いま日本の大企業も、ほとんどもう外国

資本が入っている。それだけでなく、日本国内で儲からなくなれば、どんどん外へ出

ていく。アメリカ行って、アメリカの弱小企業を買収しています。ガビロンという第

２位の穀物商社が、アメリカにあります。それを日本の丸紅が、そっくり買収しまし

た。円高を利用して金儲けになりそうな企業をつぎつぎにねらっている。これがこの

時代なんですね。つまり資本というのは、利潤が得られれば、どの国でもどんどん進

出していきますが、利潤を規制する国、あるいは規制を強めようとする国を放棄して
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───────────────────────────────────────
■ＩＳＤ条項
「投資家対国家間の紛争解決条項」(Investor State Dispute Settlement)の略語。国の規
制によって相手国の企業や投資家が損をした場合、国際機関に仲裁を申し立て、国に賠償を
求めることができる取り決め。米国が他国と結ぶ自由貿易協定(FTA)では、この条項を使っ
て米企業が相手国に巨額の賠償を求める事例が多発している。
2012年３月に発効した米韓ＦＴＡ（自由貿易協定）にも盛り込また。

米韓ＦＴＡを発効させた
米大統領オバマと前韓国大
統領のイ・ミョンバク



しまう。あとはほんとうに焼野原。これがＴＰＰの行く末を明確にしめしています。

・偏狭な国家主義

そして「偏狭な国家主義」。一方で新自由主義を、推進しながら、他方で日本の右

翼、財界もそうですが、国家主義ですね。ものすごく狭い目でしか見られない国家主

義です。単に国益が大事だとかというのではないんです。「偏狭」という意味は、歴

史認識まるでなし。日本が過去にアジアの民衆に対して何をやったか？ それについ

ての反省、なにもない。相手の立場、相手のこと、何も考えない。

今の国家主義は資本とまったく同じように、独りよがりの国家主義です。独善です。

そういう国家主義が、今、急速に台頭しつつあります。これと新自由主義とドッキン

グし一体になって推進されつつある。

現在の政治状況をみますと、太陽だとか維新だとか、それが合体しちゃうとか、み

んなの党とか、だれのためのみんなの党なんですかね（笑）。もう全体をあげて、民

主党にしてもほとんど中心部隊がそうですし、自民党の安倍さんが典型的にそうです

が、日本の右翼は、新自由主義と国家主義のドッキングですね。どちらかのウエイト

を強めますと、対立が生じますから、全体を通して言えば、新自由主義を推進してい

くための、国家主義なんです。その国家主義は、石原みたいなまったく暴力的な国家

主義、安倍のような旧態依然の明治憲法を復活させようという国家主義といった若干

の違いはあるけど、まさに偏狭なナショナリズムと社会排外主義だと思っています。

・主権の喪失とアメリカのアジア戦略

そういう偏狭な国家主義を通して、国民大衆を統合しようとしているんですけど、

彼らはアメリカ国家に主権を奪われていることに対して無自覚、あるいは自覚しても

当たり前のように捉えている。

たとえば軍事権、あるいは通貨の権利。オスプレイ

の配備を「マンデート」、アメリカは命令だと言って

いるんですよ。その命令に日本は従っている。自主権

を奪われている。奪っているのはアメリカ政府と軍。

ところが日本の右翼は自民党を含めて、何の自覚もな

い。当たり前のように従っている。これが今の新自由

主義、国家主義を推進しようとしている日本右翼の特

徴です。

こういう偏狭な右翼、国家主義のもとで、今、中国

との対抗がものすごく煽られていますね。北方領土問

題もそうです。それから独島、竹島もそうです。そし

て焦点になっているのが尖閣です。その歴史的背景も

なにもわきまえずに、日本の領土だと言い張っちゃう。

そこにあるのはアメリカのしわざです。ポツダム宣
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「空飛ぶ棺」と言われるオスプ
レイの配備は、主権喪失の象徴だ



言で北方領土も、竹島も尖閣も基本的に日本の領土じゃなくなっているんです。とこ

ろがサンフランシスコ全面講和でアメリカは意図的にぼやかした。だから尖閣は、ア

メリカ自身はどっちの領土でもないなんて言って中立を装っていながら、安保条約適

用だなんて言っている。実際はアメリカが、紛争を起こすような仕掛けを残したんで

すよ。そして煽って煽って煽って日本の領土なんだ、中国は脅威だ、朝鮮と一体の脅

威だと騒いでいる。だから国家にみんなまとまって戦争をやる気概をもたなければな

らないと…。

アメリカは日本をけしかけながら、中国と本格的に戦争しようなどとは思っていま

せん。日本にやらせる。アメリカは今、財政が非常に困難です。「財政の崖」なんて

言っています。財政の大赤字。そこで軍事費を減らさなきゃあならないとなっている

んですよね。だけど、アジアにおいて中国に対抗する、朝鮮と対抗するために、軍事

力を強化しなければいけない、というのがアメリカのアジア戦略です。

〔３〕新自由主義国家への抵抗・変革を

・資本も国家も民衆の敵

「資本も国家も民衆の敵」だ、と

ズバッとレジュメに書いておきまし

た。大資本は自分自身で自分の性格

を変えることは絶対にありません。

なにか資本に期待感を抱いている党

が、革新政党の中にもあります。こ

んなギャンブル資本は資本としても

困るので、より健全な資本にもどる

のではないかと期待しているんです

が、これはぜんぜんダメですね。資

本は費用、コストを費やすことなく、あんまり努力しないでも、あっという間に儲け

を獲得する手口があれば、絶対に手放さない。とことんそれを利用していくのが、資

本の資本としての本質です。

それから国家は、ほんとうに一握りの巨大資本の利益を維持し推進するための国家

になっていることは明白です。その国家に期待するものは、われわれには何もない。

だからわれわれにとって資本も国家も敵だ。その認識が基本だと思います。

・始まりがあって終わりがある

なぜ革新の側が弱体なのでしょうか？ 決定的な認識欠如があります。特に資本の

本質についての認識が決定的に欠けているんじゃないかと思うんです。

この世の中変えられるんだ、資本主義には歴史があって、始まりがあって、必ず終

わらせることができる。こういう捉え方をわれわれは確立しなければいけないと思い
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ます。

この体制は変えられないというふに考えちゃうから脱出の方向が見えないんです。

資本は変えられる、変えなければいけないんです、もう。

資本のもとでは人間が人間らしく生存できない。そういう状況を突き付けられてい

るんですね。そこを明確に捉えたいと思います。

それから「労働者民衆の社会的位置の認識の欠如」です。私たちはいま、どういう

社会的位置にあるのか？ 私たちはほんとうに現実の主人公として、現代社会を動か

しているのか？ 経済社会を動かしているのは、一握りの巨大な資本ですよね。労働

者はそれに支配されている。現在、労働者も農民もこの一握りの巨大な資本、そして

その利益を擁護する国家、それに支配されている。支配されている階級。だからこの

支配をうちやぶらければいけいない。そういう認識を確立する必要があるんですね。

ところがそれがマスコミのいろいろな宣伝によってぼかされています。

・働く者の価値観を確立する

私たちは自分の労働力をもっています。その働く力を売らなきゃいけない。これは

商品ですね。労働力の商品化です。

雇用されて資本のレールに乗ったら、労働者は支配されている。労働者は商品を売

る主人公ではあるけれど、商品を売った後は資本の支配下にあるんです。社会的立場

というのはそういうことです。

ということで、私たちは、自分自身、私たち自身の社会的立場、社会的位置につい

ての認識をはっきりさせなければいけないと思います。

そしてそれを基盤にしながら、働くものの価値観を確立しよう。それがいまは資本

の価値観といいますか、資本の行動基準といいますか、まさに「競争で勝つ」「自己

責任」「弱肉強食」──そういう価値観に流されています。とりこまれている、と言っ

た方がいいと思います。

働く者は共同し連帯し合って、一握りの資本とそれを擁護する国家に対決していか

なきゃいかん。そういう価値観を確立しなければいけない。その基盤にすえる価値は

人間の命です。命こそ絶対に失ってはならないもの。それを維持する力は民衆の連帯

する力、それしかないんだという、これが私たちの価値観です。

・抵抗と創造

最後に抵抗と創造についてです。私たちは資本に、国家に抵抗しなくちゃいけない。

これはいやだとか、きらいだとか個人的な好みの問題じゃない。抵抗するには根拠が

ある。かんたんに言うと生きるための根拠を奪われているから抵抗する、ということ

です。

私たちは生きる基盤を確立したいんですね。それが根拠です。生きる根拠を確立す

るために抵抗しなければならない。その生きる根拠を拡大していく、生活の基盤を社

会的に拡大していく、これが創造ということです。抵抗と創造。
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そのなかで本当に重要だと思うことは生存根拠、これは農業の論理といっていいと

おもいます。「人間が人間として生きる基盤」「生きる基盤を担う農業」というふう

にレジュメに書いておきました。

農業は自然の環境があって、そこに自然法則が働いている。農業で土地の養分を吸

収する、その作物を食ってわれわれは消化する、そして人間が生きる、それが循環す

る。自然の循環法則。農業生産の主体である労働者が土地の主体にならなければなら

ない。土地の主人公として、土地を自分の生きる基盤として確保する。ということを

やっていくことによってしか、農業は維持発展しません。

典型的な資本主義農業には地主がいる。その地主は高い地代をとるだけです。ある

いは土地の売買で、不動産バブルで儲けようというのが地主です。その地主から土地

を借りて資本家的経営をしている。農業の資本主義的経営ですね。これをやるのが資

本家的農業です。ところが経営者はみずから土地に働きかけ、労働するわけではあり

ません。労働するのは雇われた賃金労働者。その労働の目的は何か？ 農業資本家が

いかにコストを少なく、いかにカネ儲けを増やすか、その意図のもとに労働者を労働

させることになるんです。

ですから農薬漬け、添加物だらけ、徹底的にコストを低めようとする。資本が自然

力を収奪する。まさに資本家的農業経営では、資本主義のもとで、資本の利益追求の

もとで、人間の能力が奪われる、土地・自然力が奪われる。ですから、直接に私たち

自身、労働者自身が土地の主人公にならなければいけない、ということです。初めて、

自分の土地と、労働者自身が主体的に対応できる、そういう関係をつくっていかなけ

ればならないということです。

実際は農業だけでなく、すべての産業において、すべて人間に必要な生産物をつく

る生産の場において、労働者自身が、主人公なんですね。少なくとも人間が人間とし

て生きる基盤を担う農業、土地の主人公、労働者がほんとうに主人公になっていく。

土地との主体的なかかわり、これを作り出していく必要がある。

「自然法則の認識と法則への主体的な対応」と書いておきましたが、目的は人間の

生活生命の維持、発展に不可欠な生活資料の生産供給です。そして生産における、共

同、連帯です。各分野の労働者、そして消費者との連帯を目的意識的につくりだして

いく。その基盤を絶対に確保すると同時に、拡大していく、ふやしていく、それが私

たちの確実な展望になると思います。

そしていま資本の側は、もう自分たちの独りよがりの利益追求のために、超国家的

に全世界を動き回っていますけど、そのもとで全世界の労働者の生存、生活が破滅さ

れつつあるわけですから、私たちは新たな基盤の上で、労働者のインターナショナル、

国際的な連帯がいま絶対不可欠です。それを踏まえながら抵抗し、人間生存の基盤を

意識的に創造していく、そういう方向を、めざさなきゃいけない。確信をもたなけれ

ばならないと思います。
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