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Ⅰ 問題の設定 
（１）ガルシア・マルケスの指摘 
現代ラテンアメリカきっての人気作家、1982 年にノーベル文学賞を受賞したガブリエ

ル・ガルシア・マルケス(1928-)は、1957 年、ソ連・東欧諸国を旅行し、見聞して次のよう

に書いた。 
「いわゆる人民民主主義の中に真の社会主義は存在しなかったし、その道程には今後も

決して存在しないだろう。なぜなら政治支配システムが、各国固有の条件の上に築かれ

ていないからである。それは、教条主義的で想像力を欠いた各国の共産党を通じてソ連

から外から押し付けられたシステムであった１。しかしながら、にもかかわらず、私は、

社会主義には現実的可能性があり、社会主義こそラテンアメリカにとって正しい解決策

であると思っている。それゆえ、われわれはより積極的に社会主義に関わっていくべき

だと引き続き思っている２」。  
ガルシア・マルケスがこの見聞記を書いたとき、キューバ革命(1959 年 1 月 1 日勝利)は、

まだ革命の社会主義的性格を宣言してはいず(1962 年 4 月 17 日宣言)、反バチスタ専制、反

米国の半植民地支配に対するたたかい、いわゆる民族民主革命を遂行している段階であっ

た。ガルシア・マルケスの卓見には驚く次第である。 
 
（２）「現存社会主義」についての様々な規定 
しかし、70 年代、80 年代とソ連・東欧の「社会主義国」の実態が、詳細に報道され、研

究されるにつれて、様々な見解がでるようになった。その代表例をいくつかあげてみよう。

資本論研究の碩学、大谷禎之介教授は、「国家資本主義であった」として、次のような見解

(1992 年)を述べている。  
「ソ連の『社会主義』は、世界資本主義、帝国主義に包囲され、急速に国民経済を発展

させる必要に迫られた後進農業国で、国家という強力による労働者・農民の徹底的な搾

取によって、国民的資本を強行的に蓄積するために『建設』されたシステム、つまり独

自な形態の国家資本主義だった。 
ソ連における国家資本主義の成立の過程は、野蛮で、反人民的で、殺戮的なものであ

った。この過程で労働者民主主義は完全に破壊され、労働者・農民の国家は、党・国家

官僚の国家に転化した３」。 
また、20 世紀最高の歴史家といわれるロシア革命史の専門家、E.H.カー(1892-1982)は、

当時(1978 年)のソ連が、社会主義への過渡期にあるとして、次のように評価している。 
「ロシアは、人口の 80％以上の人がほとんど、あるいはまったくよみかきのできなかっ



た国から、人口の 60％が都市に住み、文盲が一人もいなくなり、国民が都市文化を身に

つけつつある国となった。こうした状況は、資本主義的生産の基準である利潤と市場原

理を拒絶し、共同の福祉を高めることをめざす包括的な経済計画を導入することにより

もたらされた。 
この 60 年間の成果は、社会主義のかかげる経済綱領に向かって大きく前進したことを

意味する。資本主義は解体されて、計画的生産と計画的配分に置き換えられた。社会主

義は実現していないかもしれないが、実現のための条件は、きわめて不完全ながらも創

りだされた４」。 
日本における科学的社会主義研究の第一人者である不破哲三氏は、レーニン死後のソ

連が、社会主義への過渡期の道からも逸脱したものであったと指摘している。 
「スターリンは、レーニンの死後、1920 年代末から 30 年代にかかる時期に、政治と社

会全分野における大転換を強行した。一つは『農業集団化』で、農民の自発的な合意と

いう原則を無視して『上からの全面的農業集団化』を強行した。第二は、外交政策で、

1939 年独ソ不可侵条約を締結し、ナチス・ファシズムと提携し、ポーランドの東部とバ

ルト三国を併合した。第三は、政治体制上の転換で、1937―38 年、スターリン路線に反

対する党・政府・軍幹部、活動家に対する大量テロを行い、スターリンの個人専制体制

が確立した。ソ連は、社会主義あるいはそれへの発展途上の国という実態を失った５」。 
ソ連史研究者の塩川伸明氏は、20 世紀にソ連・東欧諸国に存在した体制は、資本主義と

は顕著な相違がある社会主義体制であったと主張している。 
「ロシア・旧ソ連・東欧諸国が、他の資本主義諸国と完全に同質化したというわけでな

く、依然としてある種の独自性をもっていることは否定できない。その独自性の中には、

地域・民族・文化に固有な事情によって形成された側面もあるが、それだけではなく、

最近まで社会主義国だったという歴史的事情による面もある６」。 
 ロシア史研究家、和田春樹氏は、これらの国々が「国家社会主義」であったと論じてい

るだけでなく、社会主義そのものにも疑問を投げかけている。 
「ソ連の国家社会主義が終わった理由は、西欧が福祉国家に到達したのを見て、ソ連の

人びとは、社会主義福祉体制を維持するコスト(暴力と強制)がかかりすぎると考えるように

なったことである。ソ連東欧の社会主義国が体制転換したあと、いま国家社会主義として

残っているのはキューバと北朝鮮だということになる。 
私のとりあえずの結論はいま思想としての社会主義は難しいということである。しかし、

人類の危機を考えれば、新しいユートピアがどうしても必要だ。その中心的な命題は和解

と共生だと考える７」。 
 この他、これらの体制を、「官僚主義的に堕落した労働者国家」（トロツキー）、一党国家

（スウィージー）、「独特の位階制社会」(聽濤弘)と見る見方もある。以上を整理すると、20
世紀のソ連・東欧諸国、中国、ベトナム、キューバ社会をどう見るかは、次の 4 つの見解

に分類することができよう８。 
① 国家資本主義社会 
② 資本主義から社会主義への過渡期社会  
③ 社会主義社会  
④ 国家社会主義社会  



しかし、周知のように、マルクスは、「大づかみにいって、アジア的、古代的、封建的お

よび近代ブルジョア的生産様式を経済的社会構成体のあいつぐ諸時期としてあげることが

できる」と 4 つの経済的社会構成体を述べており、社会主義(共産主義９)経済的社会構成体

を資本主義生産様式の後にくるものとして考えていた１０。社会主義には、思想として、運

動としての社会主義もあるが、問題が余りにも広範となるので、本稿では、それらは議論

の対象とはしない。では、マルクス・エンゲルスは、何をもって社会主義社会と規定した

のであろうか。次に考えてみたい。 
 
Ⅱ 科学的社会主義と社会主義社会をめざす過渡期の理論 
（１）マルクス・エンゲルスの未来社会論 
マルクス・エンゲルスは、資本主義社会の矛盾の批判的分析に研究の重点をおいており、

未来社会の青写真を作成することを慎んだ。レーニンがいうように「マルクスは将来の革

命家の手をしばらなかった」のである。 
 にもかかわらず、論点を明確にして、同じ認識の上で社会主義論をたたかわすために、

あえて、科学的社会主義の創始者の著作から、社会主義・共産主義社会の要素を抽出して

まとめてみれば、次のようになるであろう。 
① 生産手段の社会化、 
② 階級の廃絶 
③ 労働者階級の権力の確立 
④ あらゆる搾取の廃絶 
⑤ 「自覚した自由人の結合した協同体」による生産活動 
⑥ 生産の社会的・計画的・意識的な調節組織（社会的生産内部の無政府状態に代わる

もの） 
⑦ 商品市場の消滅、労働市場の消滅 
⑧ 国家の消滅 

筆者は、以上の 8 つの要素を前提としたうえで、これまでの歴史の経験から、社会主義

社会の指標として、次のように考えている。 
① 多様な生産手段の所有形態を基礎とする生産手段の社会化 
② 生産手段の真の所有者としてのその使用（生産活動）への国民の主体的、民主的参

加 
③ 労働者階級・農民の権力の確立と政治過程への広範な国民の民主的参加 
④ あらゆる階級と搾取の廃止 
⑤ 貧困の克服 
⑥ 市場経済と結びついた効率ある経済の計画的運営 
⑦ 人種・性差別、民族支配との訣別 
⑧ 持続可能な発展システムであること 

 
（２）資本主義から社会主義の過渡期をどうみるか 
 それでは、マルクスがいう 8 つの要素を持った社会を社会主義社会と呼ぶとすれば、そ

れは、人類の発展の中で、どのような道をたどって建設されるのであろうか。一つは、資



本主義から社会主義社会に発展する道がある。さらに、十分には資本主義が発達していな

い後進国(発展途上国)から社会主義に歩み始める道もある。そして、いずれの道においても、

社会変革の時代においては、過渡期が存在することは自明であろう。過渡期について、マ

ルクスは、1875 年に『ゴータ綱領批判』で、このように述べている。 
「資本主義社会と共産主義社会の間には、前者から後者への革命的変革の期間が存在す

る。この期間に、やはりまた政治的移行期（過渡期）が照応する。その期間の国家は、

労働者階級の革命的執権以外のものではありえない１１」。 
 すなわち、革命的な経済・社会変革の期間は、労働者階級が革命の主導権を握るという

政治的移行期(過渡期)でもある。革命論からすれば、当然のことである。そして、さらに突

っ込んでこの変革の時期を分析して、その時に建設される社会の性格について、マルクス

はこう議論を展開している。 
「ここで問題にしているのは、それ自身の土台の上に発達した共産主義社会ではなくて、

まさに資本主義社会から生まれたばかりの共産主義社会であり、したがって、あらゆる

面において、経済的にも精神的にも知的な面においても、その共産主義社会の内臓が由

来している旧社会の特徴を依然としてもっている共産主義社会である１２」。 
続けて、マルクスは、この旧社会の特徴を依然としてもっている共産主義が生まれる過

程を説明している。 
「しかし、これらの欠陥は、長い、痛ましい分娩の後で、資本主義社会から生まれたよ

うな、共産主義社会の第一段階においては避けられないことである。権利は、決して経

済構造よりも、またそれによって制約を受けている社会の文化的発展よりも、決して高

度ではありえない」１３。 
では、この「長い、痛ましい分娩」の期間はどういうものであろうか。『ゴータ綱領批判』

執筆の 4 年前 1871 年に『フランスにおける内乱』を執筆したマルクスは、パリ・コミュー

ンの経験から、資本主義社会から共産主義(社会主義社会)への発展を、長い漸進的な仕事だ

と記している。 
「労働者階級は、彼らが、階級闘争のさまざまな局面を経過しなければならないことを

知っている。労働の奴隷制の経済的諸条件を、自由な協同労働の諸条件とおきかえるこ

とは、時間を要する漸進的な仕事でしかありえないこと（経済的改造）、そのためには、

分配の変更だけでなく、生産の新しい組織が必要であることを知っている１４」。 
 以上のマルクスの主張をまとめると、「労働者階級は革命の主導権を握りながら」、資本

主義から共産主義への、「長い、痛ましい分娩」の過渡期に「漸進的な仕事」で社会を変革

し、「共産主義社会の第一段階」に達するが、その共産主義社会は、「旧社会の特徴を依然

としてもっている社会」である。さらにそのあとに「共産主義のより高い段階」が存在す

るのである。 
 そしてマルクスは、この「共産主義のより高い段階」においては、労働そのものが、生

活の目的となると述べている。 
「共産主義社会のより高度の段階において、すなわち、分業の下への諸個人の奴隷的な

従属がなくなり、それとともに、精神的労働と肉体的労働との対立もなくなったあとで、

労働がたんに生活のための手段であるだけでなく、労働そのものが生活の第一の希求と

なる１５」 



 さらにマルクスは、労働のあり方が変わると、共産主義社会では、「必然の王国」から「自

由の王国」に入っていくと、理念的に壮大な展望を示している。 
「自由の王国は、事実、窮迫と外的な目的への適合性とによって規定された労働が存在

しなくなるところで、はじめて始まる。・・・人の発達とともに、諸欲求が拡大するため、

自然的必然性のこの王国が拡大する。しかし同時に、この諸欲求を満たす生産諸力も拡

大する。この領域における自由は、ただ、社会化された人間、結合された生産者たちが、

この自然との物質代謝を合理的に規制し、自分たちの共同の管理のもとにおくこと、す

なわち、最小の力の支出で、みずからの人間性にもっともふさわしい、もっとも適合し

た諸条件のもとでこの物質代謝を行うこの点だけにある。しかし、それでも、これはま

だ依然として必然性の王国である。この王国の彼岸において、それ自体が目的であると

される人間の力の発達が、真の自由の王国が始まる。労働日の短縮が根本条件である１６」。 
 
（３）社会発展の諸段階と後進国革命論 
 人類が、様々な社会から、社会主義の道に進むことについては、後進国革命論として、

いろいろ議論されているが、マルクスもエンゲルスも、またレーニンもすべての人類が上

記の 5 段階を通るとは考えていなかった。 
マルクスは、晩年の 1877 年、「『オテーチェストヴェンヌィエ・ザピスキ』編集部への手

紙」で、歴史の豊かな現実を語っている。 
「西ヨーロッパでの資本主義の創生にかんする私の歴史的素描を、社会的労働の生産力

の最大の飛躍によって人間の最も全面的たな発展を確保するような経済的構成（フォル

マシオン）に最後に到達するために、あらゆる民族が、いかなる歴史的状況のもとにお

かれていようとも、不可避に通らなげればならない普通的発展過程の歴史哲学的理論に

転化することが、彼には絶対に必要なのです。しかし、そんなことは願いさげにしたい

ものです１７」。 
また、エンゲルスも 1882 年、人類史の発展の多様さについて指摘している。 
「これらの国 〔々半文明の諸国〕が、同じように社会主義的な組織に到達するまでには、

社会的および政治的にどんな諸段階を通らなければならないか、ということについては、

われわれは今日のところではただかなり無意味な仮説を立てることができるだけだ、と

私は思います１８」。 
レーニンも、世界史全体の発展については、柔軟な考えをもっていた。 

「世界史全体の発展が一般的な法則に従うということが、発展の独自の形態なり、順序な

りをあらわす個々の発展の時期をすこしも除外するものではなく、逆に、そうことを前提

としているという考えは、彼らには、まったく縁もゆかりもない１９」。 
 キューバのフィデル・カストロも、遅れたキューバで社会主義革命は可能かと自問し、

後進国キューバにおける革命は可能だと述べている。 
「われわれは、アメリカの入口のところで社会主義革命を行ったので、どうしたらよい

か、マルクスに質問したならば、どう答えただろうか。『そうだね、カリブ海でこんなに

冒険的な弟子達をもつとは嬉しいことだ』と、いうだろうと私は思う。 
 ではレーニンは、われわれにどう答えるであろうか。レーニンは、『現在行っているよ

うにしなさい、現在行っていることを続けなさい』ということは、確実である２０」。 



 すなわち、後進国も含めて、様々な国々が、独自の異なった発展段階、社会事情から、

様々な道を経て（非資本主義的な道を含めて）、過渡期を通じて社会主義に向かうことを、

豊かな世界史の現実は示しているのである。最近のラテンアメリカ、とりわけベネズエラ、

ボリビア、エクアドルで見られる社会主義論、あるいは社会主義的政策の模索は、こうし

た理論的背景の下で正しく理解されなければならない。 
 また、上記のマルクスの 8 つの社会主義社会の指標からすれば、これまで、地球上には

経済社会構成体としての社会主義社会は存在しなかったと筆者は考えている。ソ連・東欧

の自称「社会主義国」は、過渡期社会を逸脱した社会であり、中国・ベトナム・キューバ

にしても社会主義を志向する過渡期社会である。自らを社会主義社会と規定しているから

といって、その社会が社会主義社会に相当しないことは、すでに、1918 年にレーニンが次

のように、的確に指摘している。 

「ロシア経済の問題ととりくみながら、この経済の過渡的な性格を否定した人は、まだ

なかったようである。どんな共産主義者も『社会主義ソヴェト共和国』という表現が、

社会主義への移行を実現しようというソヴェト権力の決意を意味するものであって、け

っして新しい経済的秩序を社会主義的なものとみとめることを意味するのでないとい

うことも、一人として否定しなかったようである２１」。 
 そうでなければ、インドも、憲法で自らを「われらインド国民は、インドを、主権を有

する社会主義的・政教分離主義的・民主主義共和国」と規定しているので２２、インドも社

会主義国となってしまう。しかし、経済社会構成体としてでなくても、インドを社会主義

国と考える人は、ほとんどいないであろう。 
 
Ⅲ ラテンアメリカにおける社会主義の模索 
（１）「時代の変革の中にある」ラテンアメリカ 

2008 年 5 月に開催された、ラテンアメリカの左翼勢力が集まって意見交換を行う第 14
回サンパウロ・フォーラムで、最終宣言は、「われわれは、現在、変革の時代の中にいるの

でなく、時代の変革の中にいるのである。それは、このフォーラムに参加している革新勢

力による政権の掌握が、この地域で 13 カ国に達していることに現れている」と誇り高く宣

言した。ラテンアメリカ・カリブ海地域、33 カ国のうち、実に 40％が革新政権であると自

ら規定したのである２３。さらに、「社会・市民運動及び組織は、新自由主義政策に対するた

たかいを通じてますます影響力を拡大している。われわれ諸国民の決定的な解放を達成す

るため、また社会主義の実現のためにたたかう不屈の意思を、次回メキシコ市の第 15 回会

議で再確認しよう」と呼びかけた２４。こうした地域の 40％の国が革新政権で、しかも社会

主義が問題とされる地域は、地球上で他には見当たらない。いったいそれはどういう理由

からだかろうか。 
 現在、ラテンアメリカにおいて、社会主義をめざすと述べている政権は、キューバ、ベ

ネズエラ、ボリビア、エクアドルの四カ国である。本稿では、これらの国に絞って社会主

義論を検討し、それ以外の国々の社会主義論は、検討しない。それでは、まず、1961 年に

最初に革命の社会主義的性格を宣言したキューバは、どのように自分たちを規定し、また

社会主義の道を歩もうとしているのであろうか、見てみよう。 



 
（２）キューバのおける社会主義の模索 

1961 年 4 月 15 日、米中央情報局（CIA）に指揮された傭兵により、サンティアゴ・デ・

クーバ、サンアントニオ・デロス・バーニョスの革命軍基地が爆撃された。翌 16 日カスト

ロ首相(当時)は、爆撃の犠牲者の追悼集会で、「この革命は、貧民の貧民による貧民のため

の革命である。この社会主義革命をアメリカの侵略から守ろう」とキューバ革命の社会主

義的性格を宣言した。憲法では、1976 年に制定された憲法第 1 条において「キューバ共和

国は、労働者・農民及びその他の手工業労働者並びに知識人の社会主義国家である」と規

定している。この憲法の規定は、1992 年に改訂された憲法第１条においても、「キューバは、

勤労者の社会主義国家、独立した主権国家である」と維持されている。 
 しかし、経済社会構成体の観点からは、1975 年に制定したキューバ共産党の政策綱領で

「現在のキューバ社会は、社会主義（社会）の建設期にある。そのための目標は、マルク

ス・レーニン主義の科学的基礎の上で社会主義建設を継続し、共産主義の第一段階に到達

することである２５」と述べている。86 年の第 3 回党大会で制定されたキューバ共産党綱領

でも同じような規定を行っている。キューバ共産党の綱領は、1991 年の第 4 回党大会で国

際情勢の変化から廃止された以後、制定されていないが、共産党幹部や知識人の間でキュ

ーバ社会を過渡期と見る規定は変わっていない２６。 
過渡期の権力についても、同政策綱領は、「この期間には、歴史的にはプロレタリアート

が権力を握る必要がある。その権力は、少数の搾取者に対する多数の労働者の権力によっ

て、またすべての勤労者、知識人を含む一層拡大される民主主義によって支えられる２７」

と、オーソドックスに規定している。 
 科学的社会主義の創始者たちが考えた、社会主義・共産主義社会の概念的骨子は、先に

述べたが、では、キューバ共産党はそれらをどう考えているのであろうか２８。75 年政策綱

領および 86 年綱領を総括すると、次のような指標となる。 
① 基本的な生産手段は、全国民が所有するとともに、協同組合も所有する。 
② 諸階級が次第になくなっていき、最終的には階級のない社会となる。 
③ 市場は、初期の段階には存在するが、次第に消滅していく。 
④ 経済発展は、計画にしたがって推進される。 
⑤ 「各人は、能力に応じて働き、各人はその労働に応じて受け取る」という原則か

ら、しだいに「各人は、必要に応じて受け取る」という原則に移っていく。 
⑥ 国家の政治・経済・社会生活の決定において、大多数の住民がより一層民主的で、

広範に、意識的に参加する。 
⑦ 地球環境を維持した開発をめざす。 

これから見ると、理論的には、マルクスとエンゲルスが考えていたことと、ほぼ同じ内

容である。 
一方、マルクスは、「社会主義社会では、生産力の発展から労働日が短縮され、人間は

自由にできる時間が増えて、いろいろな生産物を利用でき、生活と余暇を楽しみ、『必然

の世界』から、人間的な諸能力を発達させる『自由の世界』に入っていく」と壮大な人類

史のロマンを語っている２９」。この観点からすると、社会主義社会は、実に豊かなもので

あり、キューバで現在観察される社会は、それとは程遠いものといえよう３０。 



かつて、レーニンは、ソ連の社会主義社会の初期において（1918 年）、過渡期社会の経済

の性格を次のように述べたことがある。 
「移行というばあい、現在の体制のなかに、資本主義と社会主義との両方の諸要素があ

るということを意昧する。これらの要素としては、①現物的な農民経済、②小農や零細企

業の活動、③私経営的資本主義、④国営企業が進める資本主義、⑤社会主義、が存在する」、

と５つの要素を挙げ、「そこで問題になるのは、どの要素が優勢か、ということである３１」

と過渡期の社会の性格を分析する視点を指摘している。 
それでは、現在のキューバでは、どういう生産制度の要素が存在するのか。キューバで

は、現在次の生産制度が存在している。①自営農民（2 万人）、②自営業（15 万人）、③農

業・漁業・建設協同組合（1,102 組合、25 万人）、④国営企業（国営農場、製造業、サービ

ス業企業、商業、金融、建設業、運輸、通信など合計 2,732 企業、420 万人）、⑤外国資本

との合弁企業（237 企業、数万人）、⑥請負制農民(土地国有、経営は個人、数万人)、⑦本

年から認可されたバス運転手、タクシー、理容院、美容院などの請負制自営業（設備は国

の所有、経営は個人）。③、④、⑥、⑦は社会主義的要素であり、①、②、⑤は資本主義的

要素である。この中で優勢な要素は、⑤である。ニッケル生産、石油生産、通信、観光、

製造業などは合弁企業で支えられている。つまり、キューバ社会は、過渡期の中でいろい

ろな生産制度が入り混じっている社会といえよう。 
 
（３）キューバの過渡期の特殊性 
これに加えて、キューバの場合、歴史の現実の中で、この社会主義社会を建設する過渡

期の間、つねに革命政権を打倒しようという米国の強い干渉を受けている。そのため、恒

常的な干渉と圧力に対処する必要から、総動員(総力)体制が導入された結果、共産党の一党

制が敷かれ、法律上、集会、結社、出版の自由が制限されている。そしてこの総動員体制

の中で、キューバの生産力の発展水準からすれば、異常に国有化率が高く、国家所有によ

る企業の経営は、過度の中央指令型計画経済の中で、低い生産性、非効率な経済運営とな

っている３２。また、市場機能が、市場＝資本主義という誤った観念のもとで、著しく抑え

られている。本来なら、過渡期であれば、市場機能を利用して経済の効率を図らなければ

ならないはずである。こうした経済構造が、自由な生産力の発展を妨げる桎梏となってい

ることを、革命指導部はようやく気付き、現在、構造的改革に取り組もうとしている。し

かし、米国の干渉を恐れて、また現実に米国政府から国内の反政府勢力に資金援助もあり、

緩慢にしか改革が進まず、経済の困難はより深まりつつある。ここにキューバ革命のジレ

ンマがある。 
86 年の同党綱領は、「過渡期は、社会発展の客観的法則に従うものであり、それに違反し

たり、間違って解釈したりすれば、社会発展が中断したり、逸脱したりする危険をおかす

ことになる」と警告している。社会主義社会は、現実の歴史の中で作るものであり、社会

主義工房で理論的青写真に従って作るものではない。間違いや、試行錯誤や、後退もある

であろう。しかし、国民を信頼して、間違いを恐れずに、改革に早急かつ大胆に踏み出さ

なければ、困難な生活を早急に解決してほしいという国民の期待に応えられないであろう。 
 
Ⅳ 新自由主義政策の結果の克服をめざして 



（１）新自由主義政策の導入とその悲惨な結果 
ラテンアメリカでは、各国政府は、1980 年代の対外債務危機をきっかけとした、経済危

機の打開策として新自由主義政策を国際通貨基金(IMF)や世界銀行、米国政府によって押し

付けられた３３。その結果は、実に悲惨なものであった。なお、新自由主義政策の詳細につ

いては、紙幅の関係で、ここでは、その概要を述べるにとどめる３４。 
80 年代当初、対外債務危機に端を発した経済・財政危機に直面して、ラテンアメリカ各

国政府が取った政策は、いわゆる構造調整政策であった。基本的にはマネタリストの政策

である。それは、総需要抑制、小さな政府、膨大な公務員の首切り、社会福祉予算の削減、

貿易の自由化、金融の自由化、赤字公営企業の民営化、諸規制の撤廃であった。その結果、

インフレ抑制に成果はあったものの、経済は停滞し、貧困人口は増大し、所得格差も拡大

した。経済水準は、70 年代にもどり、「失われた 10 年」と呼ばれた。 
90 年代に入ると、一層厳しい新自由主義政策が実施された。サプライ・サイド経済学の

政策である。付加価値税（消費税）の導入、あるいは税率の大幅な引き上げ、法人所得税・

個人所得税・資産税の累進税率の引き下げなどの税制改革が進められた。また、民営化が

一層進み、生活インフラの公営企業まで民営化されるにいたった。多くは多国籍企業が買

収した。「解雇」の自由が進められ、国際競争力を高める名目での低賃金雇用、建設業界、

清掃業界での正社員雇用の削減、長期雇用の削減、長期契約に伴う労働者の保護条件の廃

止（解雇条件の大幅緩和、退職金の廃止）、契約社員、パートタイマーの増加を内容とする

労働条件の柔軟化がすすめられた。その結果は、経済、社会に劇的な結果をもたらし、多

くの国民が、国の経済発展の枠外に排除された。「絶望の 10 年」と呼ばれた。 
 こうした新自由主義の本質については、すでに 80年代初期にスウィージー・マグドフが、

警告していた。 
「供給の経済学は、貧しい人びとの犠牲において富裕な人びとのために所得と富を再分

配する政策をおおい隠す皮肉なイチジクの葉である」３５。 
端的にいえば、新自由主義、とりわけサプライ・サイド経済学の本質は、国内政治的に

は弱肉強食、国際的には強国による弱小国の支配、経済的には徹底した剰余価値の追求、

文化的には社会的公正の廃止である。サプライ・サイド経済学は、剰余価値を極限まで追

求する思想である。極端なまでの利益追求主義は、経済のみならず、価値観の退廃、大き

な文化的変容をももたらすものでもあった。実際、新自由主義政策の結果は、（表 1）（表２）

が示すような実に悲惨なものとなった。 

（表１） 



年
対外債務
億ドル

経済成長
%

一人当た
りGDP
USドル

総人口に
おける貧
困人口

総人口に
おける絶
対的貧困
人口

個人所得
のジニ係
数

失業率
都市部
％

実質平均
賃金

%
1995=10

0

都市イン
フォーマ
ル・セク
ター(%)

1970 208 6.0% 1,434 40% 19% 0.58 6.2% --

1980 2,571 1.1% 2,416 41% 19% 0.54 5.8% 102.7 29%*

1990 4,753 3.1% 2,621 48% 23% 0.58 8.9% 96.2 43%

2000 7,417 1.5% 3,940 39% 18% 0.58 10.4% 49%

2002 7,279 -0.6% 3,380 44% 19% 0.53 11.0% 47%

2004 7,735 4.6% 3,576 42% 17% 0.52 10.3% 96.8 49%
 

  出典：各種資料より、筆者作成。 

 

（表２） 

１９８０年－２００６年ラテンアメリカ貧困・極貧数 
 

年 

人口％ 

貧困ライン以下 極貧ライン以下 

合計 都市 農村 合計 都市 農村 

1980 40.5 29.8 59.9 18.6 10.6 32.7 

1990 48.3 41.4 65.4 22.5 15.3 40.4 

2006* 36.5 31.1 54.4 13.4 8.6 29.4 

 

年 

人口 １００万人 

貧困ライン以下 極貧ライン以下 

合計 都市 農村 合計 都市 農村 

1980 135.9 62.8 73.0 62.4 22.5 39.9 

1990 200.2 121.7 78.5 93.4 45.0 48.4 

2006* 194.4 127.6 66.8 71.3 35.2 36.1 

  

  出典：ECLAC, A Decade of Light and Shadow: Latin America and the Caribbean in 
the 1990s, Santiago, 2003. 
(*)CEPAL, Panórama Económico Social, 2009. 
 

こうした、新自由主義政策の結果を、ノーベル経済学受賞者で、世界銀行の副総裁を務

めた、恐らくはもっとも日本で読まれている経済学者の一人である、スティグリッツが、

1989 年のワシントン・コンセンサス３６の否定的影響と関連させて鋭く指摘している。 

「東アジアはワシントン・コンセンサスと著しく異なる方向性で成功を収めた。市場原

理主義の（政府の役割の）最小化政策に反し、はるかに大きな役割を政府が果たしたの

だ。ちょうど同じ時期、ラテンアメリカは世界のどの地域よりも忠実にワシントン・コ



ンセンサスを実行していた（当初ワシントン・コンセンサスは中南米向けの政策を指す

言葉だった）。ラテンアメリカの失敗と東アジアの成功をセットにすると、ワシントン・

コンセンサスにたいする最強の反証ができあがる」３７。 
 
（２）ラテンアメリカにおける左翼政権の輩出 
こうした、社会経済状況を反映して、90 年代後半から、ラテンアメリカの各地で 21 世紀

の社会主義論がたたかわされるようになった。1999 年に成立したベネズエラのチャベス政

権は、農業改革、識字運動、無料診療政策、食料費補助などの社会政策を推進する中で、

2004 年の 12 月からは、公然と社会主義を目指すと述べるようになった。 
チャベスに続いて、ラテンアメリカの大統領選挙において、新自由主義政策を批判する

候補者が、次々と勝利を、それも圧倒的な大差で勝利を収めることが相次ぐようになった。

それらを列記してみると次のようになる。 
• 1992 年、ベネズエラでウーゴ・チャベス、大統領に就任、ボリーバル革命を開始。 
• 2002 年 11 月ブラジルで労働党のルイス・イナシオ・ルーラ、飢餓ゼロ計画を掲げ、大

統領で史上最高の得票率で大勝。ブラジルの変革開始。 
• 2003 年 5 月アルゼンチンでネストル・キルチネル，新自由主義者のカルロス・メネム

元大統領に決戦投票出馬を断念させ、大統領に就任。アルゼンチンの変革開始。 
• 2004 年 5 月、パナマで、運河返還条約（トリホス＝カーター条約）を締結したオマー

ル・トリホス将軍の息子、マルティン・トリホスが大統領選挙で勝利、新自由主義政策

反対を表明。対米自立路線を推進。 
• 2004 年 10 月、ウルグアイで革新統一戦線、「拡大戦線」のタバレ・バスケス、大統領

に当選。 
• 2005 年 12 月、米国のラテンアメリカでの反共政策推進の橋頭堡、ホンジュラスで、マ

ヌエル・セラヤ（中道右派）、右翼候補を破り大統領に当選。08 年、自主的立場を取り、

ALBA(米州ボリーバル的対案同盟)に加盟。 
• 2005 年 12 月、ボリビアで社会主義運動（MAS）の先住民候補、エボ・モラーレス、

大統領に当選。革新的政策推進。 
• 2006 年 1 月、チリで、社会党のミチェル・バチェレ中道政権発足、民主化の過程を堅

持。 
• 2006 年 2 月、ハイチで希望党のレネ・プレバル、大統領に当選。自主的外交を追及。 
• 2006 年 7 月、メキシコ、革新候補、民主革命党のロペス・オブラドール候補、新自由

主義を進める保守政党の与党側の不正選挙により僅差で惜敗。しかし、実質的には勝利

していた。 
• 2006 年 9 月、ガイアナでマルクス主義を唱える人民進歩党のバーラト・ジャグデオ、

大統領選で圧勝。 
• 2006 年 10 月、ブラジルでルーラ大統領再選される。 
• 2006 年 11 月、ニカラグアで、サンディニスタ民族解放戦線ダニエル・オルテガ、大統

領選で勝利。1990 年の選挙でチャモラ候補に敗れて下野し、苦節 16 年ぶりに大統領に

復帰。 
• 2006 年 11 月 エクアドル、「祖国同盟」のラファエル・コレア、大統領選で大勝。 



• 2006 年 12 月 ベネズエラ、チャベス大統領、大差で再選。 
• 2007 年 10 月 アルゼンチン、クリスティーナ・フェルナンデス、新自由主義反対のキ

ルチネル路線を継承し、大統領に当選。 
• 2007 年 12 月、グアテマラ、左派「国民希望同盟」のアルバロ・コロン、保守派を破り

大統領選で当選。 
• 2008 年 4 月、パラグアイ、新自由主義反対を強く唱える「変革のための祖国同盟」の

左派、フェルナンド・ルーゴ、大統領選で大勝。 
• 2008 年 8 月、ボリビア、モラーレス大統領、国民投票において大差で信任される。 
• 2008 年 9 月、エクアドル、国民投票で圧倒的多数で革新的な憲法を承認。 
• 2009 年 3 月、エルサルバドルで左翼のファラブンド・マルティ民族解放戦線(FMLN)
推薦のマウリシオ・フネス、大統領に当選。  

• 2009 年 5 月、ボリビアで革新的な憲法承認される。 
• 2009 年 11 月、ウルグアイで拡大戦線のペドロ・ムヒカ候補当選し、革新政権を維持。  
• 2009 年 12 月、ボリビアでエボ・モラーレス大統領、大差で再選される。  

 こうした結果から、ラテンアメリカでは、各政府の性格を、新自由主義政策反対、対米

自立の二つのキイワードを使って、政治的に分類すると現時点では、下記のようになる。 
左翼政権：6 カ国 （明確な新自由主義政策反対、対米自立） 
 キューバ、ベネズエラ、ウルグアイ、ボリビア、ニカラグア、エクアドル、 
中道左派政権：5 カ国 （新自由主義政策反対、対米自立） 
  ブラジル、アルゼンチン、エルサルバドル、ガイアナ、ドミニカ、  
中道政権（新自由主義政策反対を明確にしない、対米自立）：14 カ国  
チリ、パラグアイ、ハイチ、ドミニカ共和国、セントビンセント及びグラナディーン

諸島 、アンティグア・バーブーダ、グアテマラ、他カリブ海諸国(7)カ国  
対米従属政権(新自由主義政策推進、対米従属)：8 カ国 

ベリーズ、コロンビア、コスタリカ、ホンジュラス、メキシコ、パナマ、ペルー、ス

リナム 
ラテンアメリカ 33 カ国のうち、対米自立の立場を取る国は、25 か国、75％に達し、長

い間米国の裏庭、勢力圏、国連での投票機械といわれた地域が大きく様変わりしているの

である。皮肉なことに、ラテンアメリカの深刻な経済危機の切り札として、各国政府に押

し付けた新自由主義政策そのものが、その支配体制への反発を広範な国民の間に呼び起こ

したのである。以下、その代表的な主張を、ベネズエラ、ボリビア、エクアドルにおいて

見てみよう。 
 

（３）ベネズエラにおける「ボリーバル革命」の発展 
チャベスは、ベネズエラの変革を、「ボリーバル革命」と呼んでいる３８。独立の父のボリ

ーバルの思想の中に、民族的自立、民主主義、社会的公正・平等、文化的独自性の思想が

含まれており、ボリーバルの思想の実現と一層の発展によって、ベネズエラ社会の危機を

切り抜け、新しい社会を建設できると考えているからである。チャベスは、キリストは、

最初の社会主義者であり、マルクス主義は、キリスト以来最も進歩的な提言であると考え、

自らをキリスト教徒であり、マルクス主義者であると述べている３９。 



そうした思想的基盤に立って、チャベスは、現在の深刻な問題として、社会の不安定、

大多数の国民の貧困、不平等、個人主義、利己主義、連帯の欠如、憎悪の一般化、すべて

のものの商品化、商品への崇拝が見られるとし、これらは、資本主義では解決できないと

考えている。彼は、ベネズエラは、社会主義への過渡期にあり、社会主義への道を討議し

ている段階であり、討議し、かつ建設する必要があると述べる。 
チャベスが党首（議長）を務めるベネズエラ社会主義統一党は、2010 年 4 月臨時党大会

で、規約と綱領（原則宣言）を制定し、ボリーバル革命の戦略を一層発展させた。それら

の文書によれば、革命の目標は、ボリーバル的社会主義を建設するために、帝国主義、あ

らゆる形の外国支配を打破し、反資本主義的たたかいを進めるとともに、ボリーバル的、

参加型、国民が主人公の民主主義を強化することである。  

同党は、社会主義社会は、資本主義制度を克服する唯一の選択肢であると明確に社会主

義を規定し、革命の主要敵を、①資本主義帝国主義、特にアメリカ帝国主義と米国政府、

多国籍独占資本、②反革命の教会上層部、寡頭制勢力、無国籍のブルジョワ、帝国主義あ

るいはわが国民を支配する外国勢力に奉仕する勢力と定めている。そのたたかいの形態は、

社会主義への過渡期においては、選挙による、平和的、立憲的、民主的、広範な国民が主

人公となって参加するたたかいであることを明確にしている。 

そして、社会主義の建設の原則として、次の 4つを挙げている。 

① 他人の労働の搾取、労働搾取にもとづく資本の私的蓄積過程の漸進的廃止  

② 主要生産手段の私的所有の廃止  

③ マルクスにより創られ、マルクス主義の先人達により発展された理論に基づき、過

渡期の経済政策を進める。  

④ 協同組合的、連帯的、自発的労働の形態を推進する 

 めざす社会主義社会の所有面では、次の 6つの所有制が並存する経済を考えている。 

① ベネズエラ人及び外国人の独占的私的所有の廃止  

② 社会的機能をもった非独占的な私的所有の推進 

③ 国が過半数を所有し、労働者が漸進的に管理権をもつ合弁企業の推進  

④ 地域住民の集団的所有（使用権を付与される）  

⑤ 国家所有（集団所有の間接的な形態として） 

⑥ 個人及び家族の資産である個人所有（他人労働の搾取に使用されない） 

 
（４）ボリビアの「住民共同体社会主義」 
 次に、ボリビアのエボ・モラーレス大統領の社会主義論を見てみよう。エボは、ボリビ

アの革命を「民主主義革命」と規定し、その革命がめざすものは、「住民共同体社会主義」

だと述べている４０。エボも、自らを「マルクス・レーニン主義者」と認め、マルクス主義

の諸原則は、解放、平等、土地の回復を求める先住民運動の一部であると述べている４１。

その立場から、エボは、資本主義は人類最悪の敵だとみなし、資本主義を終焉させること

が必要であると強く訴えている４２。先住民であるエボは、先住民が人口の半数以上を占め

るボリビア社会では、共同体の慣習、文化、考え方が農村はもちろん、都市部にも強く残

っている現状から、住民共同体の連帯、協力、互恵、平等、双方向性、全員の協調と同意

の重視といった要素を重視し、これらを基礎に社会主義を追求すると述べている。 



 この点について、学者でもある理論家のアルバロ・ガルシア・リネーラ副大統領は、意

欲的に次のように、住民共同体社会主義論を展開している。 

「ボリビアは、資本主義世界の中で、共同体構造が、農村でも、都市でも、低地でも、

高地でも存続してきた。この共同体が、社会主義社会の建設に役立つであろう。それは、

マルクスが述べた、より高い形態でのアルカイック（前古代的な）条件での共同生産で

ある。60 年代にあった、非資本主義的要素をすべて消滅して社会主義に向かうべきとい

う議論は間違いである。 
マルクスは、社会主義は、農村共同体の前古代的な型のより高い一形態、集団的な生

産と占有に復帰することと述べている４３」。 
このガルシアの考えは、マルクスがザスーリッチへの手紙で次のように述べたことを理

論的基礎としている。 
「協同生産でもって資本主義生産にかえ、全古代的（アルカイック）な型の所有の最高

形態すなわち共産主義的所有をもって資本主義所有にかえることによって、その鉄鎖を

うちくだくことにほかならない４４」。 
 ガルシアは、社会主義を建設するたたかいは、資本主義を克服し、資本主義的搾取を廃

止し、自然と命を破壊するのを阻止し、人種差別、植民地主義、帝国主義を終わらせ、社

会福祉及び普遍的兄弟愛を実現し、善良な生活をするためのたたかいであると要約してい

る。 

 そして、実現されるべき住民共同体社会主義は、次のような内容をもっていると述べる。 

「経済面では、資本主義の特徴である、利潤獲得のための財の生産、少数者による多数

者の搾取、グローバル化され、発展の地域格差がつけられた経済に決別する。生産は、

人道的な必要性を満足させる水準でよく、人の能力の自由な発展の条件を作り、科学技

術は、生活、人類、自然に奉仕するものとする。  

政治面では、住民共同体にもとづく民主主義、市民社会に政治的社会を改編する。国

は行政手続に携わるのみとする。都市と農村では、労働者・住民の共同体政府が樹立さ

れる。住民は、行政当局の罷免権をもっており、権力は、住民共同体に移譲される。 

社会面では、ブルジョワジー、大地主、勤労者（労働者、農民、地域住民）、中間層（小

企業家、知識人、商人、小地主）に階級分化している資本主義と決別する。  

倫理・道徳面では、資本主義社会では、利潤への物神崇拝、個人主義、人種差別、自

然の強奪的利用、物象化が見られるが、これらを克服し、人の命と自然を最高に尊重し、

共同体の発展とともに個人の発展をはかる４５」 

  

（５）エクアドルの「市民の革命」 
次に、エクアドルの学者でもあるラファエル・コレア大統領の社会主義論を見てみよう。 
コレア大統領は、現在の変革の過程を、「市民の革命」と呼んでいる４６。これは、一般の

普通の市民が主人公として参加する参加型民主主義を推進するもので、従来の代議制民主

主義にとって代わるものだと位置づけている。コレア大統領は、「市民の革命」は、破壊さ

れてしまった政治、経済、社会制度の急進的、徹底した、急速な改革であると定義してい

る。また、市民の革命は、「新自由主義の長く、悲しい夜」と決別するたたかいであると述

べている４７。 



コレアは、解放の神学、科学的社会主義の影響を受けたと述懐しているが、21 世紀の社

会主義について、次のように明快に述べている。 
「この新自由主義の悲惨な結果を克服するために、21 世紀の社会主義は、公平、社会正

義、人道主義に基づいた急進的な民主主義である。従来の社会主義の成果を引き継ぐも

のの、教条主義を批判し、それぞれの社会と文化の独自性を認識し、一般的な標準化さ

れた方策を拒否する。21 世紀の社会主義は、資本よりも、生産自体を目的とした人間の

労働を優先するものである４８」。 
コレアは、21 世紀の社会主義においては、個人主義を克服し集団的な行動が重要であり、

市場を利用するが、市場よりも社会を優先しなければならないと強調する。また、国が経

済の指導・計画を行い、生産と所有の民主化と富の分配の民主化を進めると主張する。そ

して、「新しい社会では、交換価値（価格）よりも、使用価値を優先させなければならない、

経済発展も重要だが、母なる大地（パチャママ）を尊重し持続可能な発展でなければなら

ない、そのためにはより豊かな生活を追い求める生活から、「善き生活」（スマク・カウサ

イ）に変える必要がある」と強調する。 
 理論家でもあるリカルド・パティーニョ外相は、市民の革命と社会主義について次のよ

うに述べている。 

「民主主義については、現在の民主主義では、政治参加は、投票行為のみに堕している。

しかし、民主主義の問題は、市民が政策決定に参加することである。社会主義への道に

ある市民の革命は、こうした市民性を確立しなければならない。  

経済発展のモデルでは、市民の革命において社会主義への道は、連帯経済にもとづき、

より公平な富の分配を実現しつつも、しかし、公正は、分配過程よりも生産過程でより

強いものでなければならない。さらに、生産においては、資本の人間への従属が重要で

あるとともに、共同体のアソシエートされた集団意識を強化する生産形態を導入する必

要がある。 

所有の問題については、生産手段の私的所有を基盤とする社会主義を建設するが、共

同体が生産手段を共有して所有する形で社会主義を建設する４９」。 

 また、元経済政策相のペドロ・パエス氏は、現在の資本主義の危機の本質と、それを克

服する方法として、「善き生活」という新しい生活概念にもとづいた社会主義の建設を提案

する。 
「現在の問題の核心は、過剰生産と低消費である。そのため利潤が低下し、資本主義的

解決策は、より安い価格の追求であり、資源の浪費、賃金水準の切下げ、低賃金国への

生産シフトである。他方、資本は投機的となっており、現実の生産と需要から切り離さ

れた膨大な資金が蓄積されている。この資本主義の危機は、資本主義自体から脱出する

ことなくしては脱出できない。  
こうした資本主義のモデルから、人と自然の関係を再考察しなければならない。この

モデルを早急に変えなければならない。そのためには生活の概念の問題における矛盾を

考えなければならない。正しく要求する、正しく考える、正しく行動するという、先住

民の『善き生活』（スマク・カウサイ）の理念が重要である。この理念は、これまでの一

般の社会主義の生産理論、政治闘争の理論とはまったく異なるものである５０」。  

 



（６）21 世紀の社会主義の諸要素 
 以上に見てきた、ベネズエラ、ボリビア、エクアドルがめざす社会主義の諸要素をまと

めてみると、次のようになる。 
1. 20 世紀の「現存社会主義諸国」を否定し、市場要素を重視し、中央指令型経済のキ

ューバ型社会主義を模倣しない。 
2. 国の発展政策から排除された国民を再び国の発展の中に包摂するため、政治、経済、

社会制度に国民が主体的に参加する参加型民主主義を推進する。 
3. 各国独自の条件に応じて社会主義を建設する（多くの先住民の存在＝ボリビア、エ

クアドル、巨大な石油産業依存経済＝ベネズエラ）。 
4. 現在は、資本主義の大海の中で、社会主義的要素を建設している過渡期であり、こ

の過渡期は長期にわたる変革の時期となる。 
5. 90％がカトリック教徒であることから、キリスト教と協調する（ベネズエラ、エク

アドル）。 
6. 「できあいの（旧）」国家機構を、新しい改革の推進に応じた国家機構に変革する（ベ

ネズエラ、ボリビア、エクアドルの新憲法の制定）。新しい省庁の設置。 
7. 多様な所有制（私的所有、国有、共同経営、集団所有、共同体所有、協同組合所有

など）の並存を重視する。 
8. 拡大した格差を是正するため分配の平等性を重視する（社会福祉制度の回復、最低

賃金の引き上げ、税制の民主化）。 
9. 国の重要な資源を外国資本の支配から国民の手にもどし、経済主権を回復する（石

油＝ベネズエラ、天然ガス＝ボリビア、ドル経済からの脱却＝エクアドル）。 
10. 国の経済管理の主導権を回復するため基幹産業を再国有化する、あるいは新たな国

営企業を設立する（ベネズエラの電気、エネルギー、ボリビアの天然ガス、エクア

ドルの国立銀行など）。 
11. 市場経済を尊重しつつも民主的な管理を行うとともに経済の計画化を進める。 
12. 貧困問題を根本的に解決するために所有と生産の民主化を追及する（ベネズエラ、

ボリビア、エクアドルの農業改革、協同組合の推進、非正規社員の正規社員への復

帰＝ベネズエラ、ボリビア、エクアドル）。 
13. 社会化された生産手段の真の所有者として国民の積極的な参加を進める（協同組合

生産の重視＝ベネズエラ、地域住民の協同生産＝ボリビア）。 
14. 無料医療制度・識字運動、教育改革を推進する（ベネズエラ、ボリビア、エクアド

ル）。 
15. 使用価値と交換価値(価格)の関連を再考し、使用価値を重視し、「母なる大地」を大

切にして、地球環境の維持を追及しつつ、持続可能な発展を図る（ベネズエラ、ボ

リビア、エクアドル）。 
 
（７）ラテンアメリカにおける変革の進め方 
 こうした変革の進め方については、現在のラテンアメリカでは、客観的な情勢から、す

でに、武装闘争の条件はないとして、政治的なたたかい、議会を通じた平和革命という点

で、ラテンアメリカの左翼の見解は、一致している。 



かつて、60 年代にはキューバは、議会を通じた平和的な手段での闘争は例外的にしか可

能ではないと主張し、ベネズエラ、ボリビアなどにいわゆる「革命の輸出」を行った。し

かし、ラテンアメリカにおける武装闘争の可能性については、90 年代には、ほぼ存在しな

いとみなされるようになった。当時例外的に存在していたコロンビアにおけるコロンビア

革命軍（FARC）及び民族解放軍（ELN）メキシコのサパティスタ民族解放軍（EZLN）の

武装闘争について、2007 年度のサンパウロ・フォーラムでは、賛成派、条件付き賛成派、

反対派が存在することが並記された。しかし、翌年の 2008 年からは、フォーラムでは武装

闘争については、一切触れられなくなった。 
 本年 8 月に開催されたサンパウロ・フォーラムの最終宣言では、ラテンアメリカで唯一

行われているコロンビアでのFARCの武装闘争について、「軍事的解決は、数十年にわたる

紛争の解決にはならないし、まったく逆にコロンビア国民が苦しんでいる人道的危機を増

大させるだけである５１」と厳しく指摘している。したがって、現在の諸変革は、選挙と議

会を通じて進められているのが特徴である。 
 しかも、その変革は、選挙と議会を通じたものであるから、必然的に多数者革命の形と

なる。三か国の与党とも、2007 年のベネズエラの憲法改正国民投票を除いて、60－80％の

高い国民の支持を得ている。これは、新自由主義政策のもとで国の政策から排除された多

数の国民を再び国の経済発展、社会政策に包摂する政策を提起しているので、その大多数

の国民が政策を支持するからである。なお、キューバの場合についても、1959 年 1 月に 7・
26 運動がバチスタ独裁政権に勝利した際、その軍事的側面を見ると政府軍 2 万 5000 人に

対し、「反乱軍」は 3,000 名程度であったが、7.26 運動自体は、全国にわたり広範な国民の

支持者を有しており、革命勢力は政治的には国民の大多数を形成していた。政治的にはキ

ューバ革命もまた多数者革命だったのである。  
 
Ⅴ 発展のあり方についての問題提起 
（１）先進国を凌ぐ発展を指標とすることへの疑問 
 四か国の変革の中で、最も特徴的なことは、社会主義をめざす発展のあり方について、

従来の社会主義建設理論の再検討を促すような画期的な問題提起を行っていることである。

発展途上国のキューバ、ベネズエラ、ボリビア、エクアドルにとって、経済を発展させ、

消費水準において、先進国を上回ることは可能であろうかという疑問である。また、個別

にそれは可能であるとしても、中国、インド、アフリカ諸国も含めて、世界的に先進国の

経済発展を上回ることが可能であろうかという疑問である。 
 すでに、1987 年、フィデル・カストロ議長（当時）は、キューバの経済発展を討議する

中で、先駆的に次のような問題提起を行っている。 
「依然として共産主義社会は、存在していない。われわれは、モノ及び物質的富の無限

の豊かさのために共産主義を建設することができるという、少し馬鹿げた、三流の考え

にもとづいては、共産主義社会を建設できないと提起しているのである。 
 ・・・というのは、モノの無限の豊かさは、決して存在しないし、環境汚染、循環不

可能な資源、鉱物資源、エネルギー資源の枯渇という問題が生じるからである５２」。 
 その後 20 年が経過し、地球環境問題は一段と厳しくなっている。大気など地球環境とい

う生命維持装置の維持、人間そのものの再生産を可能とする地球環境の維持を、社会主義



はどうするかという問題が、われわれに鋭く提起されるようになった５３。マルクスが『資

本論』を出版した時代(1867 年）は、世界のエネルギーの消費量は原油計算で約 1 億 1,900
万キロリットル、二酸化炭素排出量は 4 億 8,000 万トンであったが、現在では原油計算で

130 億 4,000 キロリットル、二酸化炭素排出量で 293 億トン、それぞれ 110 倍、61 倍とな

っている。一人当たりエネルギー消費量は 21 倍、二酸化炭素排出量は 12 倍である５４。マ

ルクスは、地球大気の変動までは予見していなかったのであった。  
 
（２）消費主義社会の否定と搾取の廃止の重視 
かつて、発展のあり方について、社会主義の生産力は資本主義を凌駕すると一般には考

えられていた。スターリンは、このように述べている。 
「社会主義は、資本主義経済制度よりもいっそう多くの生産物を社会に与え、いっそう

富ませることができる５５」。  
しかし、それは、スターリンだけの問題ではなかった。1959 年のソ連共産党第 21 回臨

時党大会で、フルシチョフは、「1970 年ごろには、ソ連は工業生産でも、人口一人あたり生

産高でも世界第一位となり、資本主義との平和な競争において社会主義が勝利するであろ

う」と演説した。さらに 1961 年のソ連共産党第 22 回党大会で採択された党綱領では、「1980
年にはソ連で基本的には共産主義社会が建設されるであろう」規定した５６。 
また、1950－60 年代、中国で代表的な史的唯物論の教科書とされた艾思奇編集の『史的

唯物論』でも、「共産主義社会では、社会の生産力がひじょうに高い水準に達したとき、そ

のときには、社会的生産物はありあまるほど豊かになります５７」と述べている。つまり、

生産力が先進資本主義国を凌駕し、物質的に豊富な社会が社会主義社会の条件とされたの

である。現在の社会主義論は、こうした生産力発展第一主義に再検討を迫るものである。 
確かに、マルクスは、より高度の共産主義社会において、生産物が豊富になり、必要に

応じて必要物資を取得することを描いているように見える。 
「共産主義社会のより高度の段階において、すなわち、分業の下への諸個人の奴隷的な

従属がなくなり、それとともに、精神的労働と肉体的労働との対立もなくなったあとで、

労働がたんに生活のための手段であるだけでなく、労働そのものが生活の第一の希求と

なったあとで、諸個人の全面的な発展にともなって彼らの生産諸力も増大し、協同組合

的富のすべての源泉がいっそうあふれるほど湧きでるようになったあとで、――そのと

きはじめて、ブルジョア的権利の狭い限界が完全にのりこえられ、そして社会はその旗

につぎのように書くことができる。各人はその能力に応じて、各人にはその必要に応じ

て！５８」。 
 この部分は、ゴータ綱領草案では「労働収益を公益のために使用する」ことが書かれて

いなかったことから、「長い生みの苦しみののちに資本主義から生まれたばかりの共産主義

社会(低い段階の共産主義社会)」では、協同組合の構成員は、労働生産物から、生産のため

の直接・間接的諸費用、社会の管理費用、社会保障引いた収益から取り分を分配されるこ

とを忘れてはならないことを縷々説明した箇所である。さらには草案にある「労働収益の

公正な分配」といっても、労働者の労働能力の個人的差異があるので、行われた労働に応

じて受け取るのが不平等ではあるが、公正な分配であると、マルクスは主張する。そして、

分配の分量や方法は生産と社会的組繊との進歩につれて変化するので５９、「共産主義(社会



主義)を、分配を中心に叙述することは間違いである」とマルクスは指摘している６０。 
実際、マルクスは、低い段階の共産主義社会については、日本語翻訳書においても約 6

ページにわたり具体的かつ詳細に論じているが、高い段階での共産主義社会の説明は、わ

ずか 8 行で済ましている。すなわち、この必要に応じて受け取るという分配の方法に、マ

ルクスがさほど重きを置いていないことが伺われないだろうか。恐らくは、当時議論され

ていたエティエンヌ・カベーが、『イカリア旅行記』で掲げたスローガン「各人はその能力

に応じて。各人はその必要に応じて」に言及する形で、それは、原理的には共産主義の高

度な段階でのみ可能になるのだ、と述べたように思われる。科学的社会主義の卓越した研

究家である不破哲三氏の次の指摘は、問題の本質を明らかにしたものである。 
「マルクスは、社会をとらえる基本的な見地として、分配と生産の関係では、生産の主

導性をいつも主張していました。社会主義への移行にあたっても、社会主義的生産を組

織して、物質的生産力の優位を達成してこそ、社会主義的な分配関係の本格的な確立が

問題になります６１」。 
 すなわち、当然、当該社会の貧困６２は克服しなければならないが、物資が豊かに供給さ

れる環境の中で、物質的消費生活を何不自由なく享受するという目標は、そもそも科学的

社会主義の概念にはなかったものであり、現実的にも 21 世紀の社会経済発展は、そうした

生活を許すものではない。やはり、社会主義社会は、階級支配による搾取の廃止というこ

とが基本であろう。 
 
（３）持続可能な発展のあり方と新憲法 
 こうした生活の在り方、共同体内での公正な分配のあり方は、ボリビアやエクアドルの

先住民共同体に歴史的に見られるものである。ボリビアでは、「スマ・カマニャ」、エクア

ドルでは「スマク・カウサイ」(ともに、「善き生活をおくる」という意味)ことが重要であ

ると考えられている。この考えは、両国の新憲法に組み込まれている。 
ボリビアの憲法(2009)は、前文で、次のように述べている。 
「国は、すべての人々の間の尊重と平等を基礎として、社会的生産物の分配における調

和と平等を原則として、善良に生きることを追求することを優先して、経済、社会、法

律、政治、文化の複数主義を尊重する」 
さらに、第８章、「善良に生きる」では、次のように先住民の言葉を入れて規定している。 
「国は、複数社会の倫理的・道徳的原則として、アマ・キヤ（怠けるな）、アマ・ユヤ（偽

るな）、アマ・スワ（盗むな）、スマ・カマニャ（善良に生きる）という原則を定め、推

進する」。  
エクアドルの憲法(2008)も、前文で、次のように述べている。 
「自然と母なる大地（パチャママ）を祝福して・・・」 
さらに、第２篇：「善良に生きる権利」の第 14 条でこのように規定している。 
「住民は、健康的で環境的に均衡がとれた環境の中で生活する権利を認められ、環境の

持続性と善良に生きる(スマク・カウサイ)ことが保障される」。 
憲法第 71 条は、母なる大地（パチャママ）に関して、次のように述べている。 
「自然あるいはパチャママは、再生され、命を生み出すものであり、その存在は統合的

なものとして尊重されるべきである」。 



 このように、母なる大地（パチャママ）を大切にして、「善良に生きながら」、相互に助

け合って、公正な分配を行い、新しい社会の建設を目指そうとしているのである。 
 
Ⅵ ４カ国の社会主義運動の今後の課題： 
（１）反動攻勢の対決の中で 

しかし、キューバは、生産手段の社会的比率が極めて高い中で、市場要素の極端な制限

により、経済が停滞している。ベネズエラ、ボリビア、エクアドルは、なんといっても依

然として資本主義経済体制であり、公的部門のGDPの参加率は、最高のベネズエラでも

30.3%６３である。つまり、資本主義の大海の中で社会主義的要素を建設しているところで

ある。したがって、キューバを除いて三国は、社会主義をめざす革命といっても、新自由

主義資本主義からの脱却を図っている段階で、マルクスのいう過渡期社会にも入っていな

いことを認識しておかなければならない。国内では、大手資本家勢力、大土地所有者勢力、

保守的軍部が、外国勢力の支援を受けつつ、革新政権の転覆をねらっている。その反転攻

勢は、2008 年当初から始まっている。また、経済政策などで重大な失策があれば、国民は、

選挙で革新政権の退場を選択することもありうる。 
 
（２）長期にわたる平和革命の追求 

3 国がめざす革命自体は、議会を通じた平和革命という性格から、かなりの長期的な漸進

的なものとなる。したがって、革命路線の強化のためには、確固としたよく練られた原則

的かつ柔軟な政治・経済・社会・文化政策が必要であるとともに、革命を担う主体である

革命政党の設立が必要不可欠である。それは、革命の後継指導部を育てるとともに、集団

指導を保障するものである。 
キューバでは、一党制が維持されており、1997 年以来 12 年間も共産党の大会が開催さ

れていない。次第に複数政党制の問題が議論されざるをえないであろう。ベネズエラでは、

本年 4 月ベネズエラ社会主義統一党が設立され、677 万人が党員登録した。同党は、綱領と

規約を制定し、革新政党として出発している。ボリビアでは、与党の社会主義運動(MAS) は、

国会 130 議席中 88 議席(68％)を占めているが、統一戦線党であり、革新政党として脱皮で

きるか、今後の課題である。エクアドルでは、与党の祖国同盟（Alianza País）は、現在の

ところ、あくまで選挙同盟であり、国会 124 議席中 80 議席（65%) を占めている。祖国同

盟は、2010 年まで定期的に会議が開催されていなかったが、革新政党の必要性が議論され、

本年統一戦線の結成を目指している。祖国同盟の中核は、威厳ある主権国家運動

(Movimiento País)で、これは統一戦線党である。全国指導部も結成され、定期的に会議を

開催しているが、本年になって、政党として結成される予定である。 
 
（３）21 世紀社会主義の発展をめざして 

以上見てきた、ベネズエラ、ボリビア、エクアドルで追求されている、21 世紀の社会主

義は、基礎的な社会主義論ともいえる。マルクス・エンゲルスは、『共産党宣言』において、

空想的社会主義者たちは、ブルジョワ社会以前への回帰を主張する時代逆行的な「反動的

社会主義」、ブルジョワ社会の存続を願う「保守的社会主義またはブルジョワ社会主義」と

違って、「批判的・空想家的な社会主義および共産主義」であり、「本来的に社会主義的お



よび共産主義的な諸体系」であるとみなした。さらに、マルクス・エンゲルスは、「彼らの

著作は、現存社会を批判し、未来社会に関するそれらへの積極的な諸命題、都市と農村の

差異・家族・私的個人の利益のための諸産業の経営・賃労働の廃止、社会的調和の宣言、

生産のより良い管理への国家の転化などは、階級対立の除去を表現するものであった。創

始者たちは多くの点で革命的であった」と評価している。同時に、科学的社会主義の創始

者たちは、空想的社会主義者たちの「未来社会への幻想的な叙述は、プロレタリアートが

まだきわめて未発展の段階であり、自分自身の地位を幻想的に理解している時代の制約を

もっていた」と適切に指摘している６４。また、エンゲルスも、1882 年に、18 世紀前半の

初期社会主義、いわゆる空想的社会主義を、次のように暖かくみている６５。 
「われわれは現実における弁証法の実証の証人として現在自然科学を呼び出す必要にせ

まられているのであり――われわれドイツの社会主義者は、サン・シモン、フーリエ、オ

ウエンの系統をひくだけでなくて、カント、フィヒテ、ヘーゲルの系統をもひくもので

あることを誇りとするのである６６」。 
 ベネズエラ、ボリビア、エクアドルに見られる 21 世紀の社会主義は、社会変革の実践の

中で、提起され、討議されている理論である。それは、20 世紀の社会主義の追求の失敗を

学びつつ、世界的な地球環境問題をも考慮して、21 世紀の各国の具体的な課題と取り組む

中で、大胆に社会主義の要素を提起している。まさに新自由主義の実験場から、社会主義

の実験場となっているのである。これらの理論は、革命の推進の中での試行錯誤であり、

誤りも生まれたり、後退したりすることもあるであろう。これらの試みを絶対視したり、

美化したりすることは厳に慎まなければならないが、21 世紀の初期社会主義を暖かく見つ

めるだけでなく、その発展に積極的に参加することも重要であろう。 
 また、21 世紀の社会主義を議論する中で、キューバも含めて、科学的社会主義の古典の

学習、研究が十分に行われているとはいいがたい。社会主義思想の豊かな宝庫である古典

を、他人の叙述を通してからでなく直接読み、現在の状況に創造的に適用して、21 世紀の

社会主義の理論的基礎を強化することも必要であろう。 
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