
比較、「社会主義」をめざす国々―中南米におけるエコ型社会主義の探求― 

新藤通弘 

 

 皆様のお手元にあるレジュメのタイトルは、比較社会主義とありますが、間違いで、比較、『社会主義』

と直してください。「比較社会主義」という社会主義があるわけではありませんので。中南米のエコ型社

会主義、これは主催者が付けられたものですが、本当はエコロジカル社会主義としたほうがいいかもし

れません。しかし、エコのほうが本当にエコ節約となりますから、エコロジカル社会主義でなくて、エ

コ社会主義と、２つの文字でそのまま採用しました。 

 かつて、歴史学者の犬丸義一さんから「新藤さんは経済学者ですか、専門は」と聞かれました。もち

ろん「そのような経済学を研究するような能力はありません。歴史学です」と答えました。私は歴史学

現代史専門ですが、犬丸先生からしたら歴史学者としてはレベルが低いなと思われて、経済学者と思っ

て聞かれたのかもしれません。宮川先生から見ると経済学を分かっていないなと言われるかもしれませ

ん。いずれにしても、どちらもあまり分かってはいないかもしれません。 

 

社会主義はどう考えられているか 

今日は、だいたい２１世紀の社会主義というものを中南米で、とくにベネズエラ、ボリビア、エクア

ドルの３カ国で、どういう形で追求しているかという話ができればと思っています。その前に社会主義

というものを一体どういうようにいろいろな人が見ているのか、というのを簡単に紹介しておきましょ

う。ここでは、単純に社会主義国であり、現実に合わず崩壊したという一般によくある考え方は省略し

ます。 

まず、コロンビアのガブリエル・ガルシア・マルケスという作家がいます。この人は、まだ生きてい

ます。中南米の人びとの考え方や文化を知りたい方は、この人の小説、

『１００年の孤独』（新潮社）を読んでみてください。全世界で３６０

０万部も売れた大ベストセラーです。どこまで本当か嘘かわからない

虚構の世界を描き、中南米の文化を示しています。彼は、１９８２年

にノーベル文学賞を受けています。 

キューバ革命が勝利するのが１９５９年ですが、彼はソ連・東欧諸

国をその前に旅行して帰って来て、それを見て「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。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」と言いました。 

マルクス経済学の泰斗である大谷禎之介先生は「ソ連の『社会主義』は、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」といっています。 

 ２０世紀で 大の歴史家、ロシア革命史の専門家、Ｅ・Ｈ・カーは「いろいろあ

ったが、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」と述べています。 

次に、ロシア史の専門家の歴史家の和田春樹さん。この方は「ソ連は、国家社会主義であった。今や、
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中国もベトナムも国家社会主義をやめてしまって、国家社会主義として残っているのはキューバと北朝

鮮だけだ」といいます。キューバと北朝鮮を同列に扱うのはどうでしょうか。 

今回の北朝鮮のヨンピョン島の砲撃事件でキューバは、「すべての責任は韓国にある、韓国が北朝鮮の

領海に砲撃をしたのでその反撃として正当に反撃をしたのだ」と北朝鮮寄りの報道をしています。そこ

だけ取ると同列ということになるかもしれませんが、しかし、金一族の専制王朝と、少なくとも現在の

ところ社会主義をめざそうとしている国と同列とするのはどうでしょうか。和田さんは、かつては、社

会主義は全くダメだとは言っていなかったと思います。 

和田さんは、もともとマルクス主義ではありませんが、江口朴郎さんの門下の方で、社会主義に対し、

一定の理解をもっていました。しかし、今は、「思想としての社会主義は難しい。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」と結論

づけています。しかし、和解と共生でどういう未来社会が築けるか、私には分かりません。 

 

社会主義についての諸側面と諸学説 

 社会主義にはいろいろな側面があります。学説もあるし、理論もあるし、体制として問題もあるし、

いろいろな側面があります。それを整理すると、いろいろな説がありますが、ともかく社会主義社会だ

というのがＥ・Ｈ・カー、塩川伸明、井出啓二さんたち。 

それから国家社会主義。ナチスと国家社会主義はどう違うかというのは別として、そんなことはこの

人たちは考えていない。和田春樹さんとか、アメリカのディビット・コッツ。国家資本主義だというの

は大谷禎之助さんとか大西広さん。 

それから、いや、資本主義から社会主義への過渡期社会だと、マルクスが言った過渡期社会でしょう

というのがベトナム共産党、キューバ共産党、日本共産党の社会科学研究所所長の不破哲三さんです。 

中国は、自分たちでは社会主義の初級段階だといっています。社会主義に入っているが、初級段階だ

といっているのです。しかし、非常に長くかかる初級段階だといっています。いろいろな都合で初級段

階といっていますが、長いというのは１００年、２００年単位で中国は見ています。とすれば、中国も

実際は過渡期社会でしょうか。 

マルクス、エンゲルスはどういっているのでしょうか。その要素として次の

ように挙げておきました。 

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結合体」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 

レジュメで、社会主義・共産主義と見出しで書いておいたのは、マルクス、

エンゲルスは社会主義社会と共産主義社会を区別しておらず、あるところでは

社会主義、あるところでは共産党といっているからです。しかし、『共産党宣

言』は「社会主義党宣言」とは言いませんでした。１８４０年代当時は、社会主義者は、オーエンやフ
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ーリエなどの空想的社会主義者を指し、共産主義者は、フランスのカベーや、ドイツのヴァイトリンの

空想的共産主義者を指したからです。しかしその後、マルクス、エンゲルスは、いろいろなところで共

産主義、社会主義と並べて使ったりしています。 

 

共産主義を分配方法で二つに分けたレーニンの誤り 

それを２つの段階に分けたのはレーニンです。レーニンは、分配の問題から分けました。よく知られ

ている『ゴーダ綱領批判』の中でいっている「労働に応じて受け取る」と「必要に応じて受け取る」と

いう社会の段階の違いです。 

少し付け加えますと、共産主義の「第一段階」とその後の共産主義の「より高

い段階」は、宮川先生が先程言われた必然性の王国と自由の王国に分けても良い

でしょう。その２つに分かれるところについては、マルクスの『ゴータ綱領批判』

（新日本出版社）を読んでください。「第一の段階では」については、マルクス

は、６ページにわたり、どういうものを資本主義から引き継いで、どういうもの

を償却して、どういうものを留保するなど、実に具体的かつ詳細に労働と分配の

あり方を述べています。しかし、「より高い段階」のことは１０行くらいで、さ

らっとしか言っていません。これは、当時、フランスのカベーが、共産主義社会では、必要に応じて受

け取ると理想社会を描いたことに対応して、「それは、生産力がはるかに発展するずっと先の先の問題で

しょう」とマルクスはいったように、私は解釈しています。マルクスは、すぐそのあとで、分配の問題

で社会主義を描くのは正しくないと戒めています。 

上の 8要素の中で、 近強調されているのは、宮川先生たちが一生懸命言われているのだと思います

が、「自覚した自由人の結合した結合体」、そういう生産活動です。国営企業の共同体、マルクスはそう

いう言い方はしていません。「自覚した自由人の結合した結合体」の生産活動が重要です。これはなぜか

というと、ラテンアメリカで２１世紀の社会主義を追求している人々は、国営ということを言わないか

らです。やはり、自由な人びとの共同体ということを言っているのです。 

私はその８つの中でどれも除くということはしませんが、はっきりとここに市場経済というものを入

れておいた方がいいと思います。また、民族支配からの決別というものもいっておいた方が良いかなと

思います。更に 後に、持続可能な発展システムです。これを現代の私達としては、社会主義社会とし

ては入れなければならない要素だと思います。その原理的なものとしては、さきほど宮川先生が説明さ

れたことで良いと思っています(*)。 

（*）合目的意識的な人間労働は、「人間と自然とのあいだの物質代謝」を「媒介」する。人間労働が

自然に対して働きかけ自然を変えることができる。そして、人間労働は同時に、「人間と自然とのあ

いだの物質代謝」を「規制、管理」するものでもある。合理的に規制し、管理することで、人間と自

然とのあいだの物質代謝がバランスよく維持され発展される。このマルクスの思想は、環境問題を考

えていく上でも、もっとも普遍的で重要なカギを提供してくれる視点となりうる。宮川彰「環境問題

とマルクス主義」、日中学術交流『市場経済と環境文明』２０１０年、１０月２０日発表レジュメ。 

 

「現存社会主義」をどう見るか。 

 では、ソ連などは社会主義といったではないか。キューバの憲法には社会主義だと書いてある、ベト

ナムだって中国だって書いてある、と反論される方もいるでしょう。しかし、それらは社会主義かとい

うと、そうではありません。レーニンは「それは社会主義へ移行するという自分達の決意を示しただけ
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なのだ。経済的秩序が社会主義になったわけではない」と言っています。「憲法に書いてあるではないか、

何言っているのだ」と私にさらに反論した人がいますが、憲法に書いてあるからといって、社会経済制

度上で社会主義制度になったということをいっている訳ではありません。更に間違っていることには、

キューバの場合、憲法第５条で「キューバ共産党は社会の 高指導勢力だ」と書いてあります。しかし、

そのようなことは、自分が言うのではなくて国民が決めることです。国民がそれを認めなければ、成り

立ちません。そういう間違った規定を引きずっています。ベトナムの憲法でも第4条で、「ベトナム共産

党は社会の指導勢力」と述べておりますし、中国の憲法でも前文で「中国共産党の指導の下に社会主義

を建設する」となっています。 

私は、これまでの社会主義社会というのは、自分たちはどう言ったかということを別にして、社会構

成体としてこれは過渡期社会ではないかと思っています。では過渡期社会とは何でしょうか。もう皆さ

ん、いろいろなところでいろいろな物を読んでご存知の通りですが、『ゴーダ綱領批判』では、このよう

に述べています。 

「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」。 

 

過渡期社会とは何か 

それでは、この過渡期の時間を、マルクスはどう考えていたのでしょうか。『ゴーダ綱領批判』ではあ

まり長くないような表現に見えますが、『フランス内乱』では非常に長い期間だといっています。それで

も『ゴーダ綱領批判』でも「長い産みの苦しみ」といっています。しかし、『フランス内乱』ではもっと

はっきりといろいろな課題を遂行するには長い期間が必要がと言っています。それからさきほど宮川先

生の話とも関わりますが、「資本と土地所有の自然的法則の自然的な発生」から「自由な協同労働の社会

経済の発展法則の自然発生的な作用」と置き換える、そういう長い過程なのだと強調しています。 

そのような難しいことを、すばらしい方が言っていることを引用しなくても、あらゆる社会の変革とい

うものを考えたらわかると思います。封建社会が昨日で終わりました。今日から資本主義社会ですとい

うわけにはいきません。あるいは、３年前に封建社会が終わりました。今年から資本主義社会ですとい

うわけにはいきません。世の中の体制変化、制度の変化というものは、ものをつくる制度、ものをつく

る体制、ものをつくるあり方、いろいろなものがその社会にありますから、一挙に１つの生産体制にい

きなり統一されるというようなことは余りにも単純すぎます。あらゆる過渡期というのは長いものだと

いうのは常識ではないでしょうか。マルクス自身が、封建制社会から資本主義社会に発展を数百年とい

う尺度で見ています。 

 

中国、ベトナム、キューバの自己規定 

自分たちはどう言っているのでしょうか。さきほどもいいましたが、中国共産党は７８年以来、社会

主義の初級段階だといっています。しかも彼らは社会主義市場経済というもので、それを追求していま

す。 

ベトナム共産党は、「ベトナムは、貧しく遅れた社会であり、長い時期、長い道のりを経過していかな

ければならない。現在ベトナムは、なおも社会主義への過渡期にある」と述べています。ただ、少し私

は気になったことがあります。この前、ベトナム共産党が新しい綱領を討議して、ベトナムでは２１世

紀の半ばに過渡期が終わるという言い方をしています。過渡期がそれほど早く終わるのか、今まで彼ら
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が言ってきたことはどうなのかなと思っています。 

キューバ共産党も同じように、キューバ社会は、長い過渡期にあると述べています。 

 

新自由主義政策の導入と悲惨な結果 

それではなぜラテンアメリカの中で今、社会主義を探求していこうという傾向が出てきたのかという

と、少し歴史的に遡って見ていく必要があります。 

新自由主義がラテンアメリカで政策として 初に適用されたのは１９７３年のチリのピノチェット軍

事独裁政権、７４年のウルグアイのボルダベリ政権、７６年のアルゼンチンのビデラ政権においてです。

いずれも正当に議会で民主主義的に選ばれていた大統領を軍事クーデターで放逐し、そのあとで新自由

主義政策を実施します。この事実の中に新自由主義の考え方がよく出ています。つまり弱肉強食という

ことです。軍事的にもそうだし、経済でもそうです。ガキ大将が、人が食べているものを「おれによこ

せ」と取り上げて食べてしまう光景を子どもの頃よく見かけましたが、そういうのが新自由主義の基本

です。この時の軍事政権の新自由主義というのは、マネタリズムという、あらゆる経済のいろいろな現

象を通貨の量ではかり、政策を決定するものです。 

その上に、７０年代に他のラテンアメリカの諸国は、輸入代替工業化が失敗して膨大な対外債務をか

かえていきます。そこで、その対外債務を貸し付けたＩＭＦだとか、世界銀行だとかアメリカの国際金

融機関などが、支払繰延の条件として押し付けたのが新自由主義の構造調整という政策です。８０年代

の初めは構造調整として、緊縮財政が強制されます。要するに「貧乏人は贅沢するな」という形です。

身の丈に合った経済をやりなさい。雇用を削り、福祉を削ります。更には貿易の自由化、金融の自由化

をやりなさい、赤字の公営企業は民営化したらどうだと、押し付けました。その結果、経済は停滞し、

貧困は増え、格差が拡大しました。しかし、ラテンアメリカの経済は一向に良くなりません。「失われた

１０年」と呼ばれるゆえんです。 

そこで９０年代になると、サプライサイドの経済学、供給経済学を出してきます。これは、なまじっ

かの反動経済学ではありません。アメリカの、よもや革新的とはいえない新古典派総合学派の創始者、

ポール・サミュエルソンさえ、いみじくも述べたように「極右」の経済学なのです。 

サプライサイド経済学では、モノやサービスをサプライする側、すなわち個人の富裕層、企業の大手

企業が、投資して生産を推進し、生産物やサービスをサプライして経済を活況にすると考えます。従っ

て、彼らに有利なように税制を改革します。個人所得税の累進税率を下げ、法人所得税を安くしてしま

います。減った分を、付加価値税、つまり消費税を大幅に値上げして、減収分を補います。付加価値税

は、間接税で貧富の差を問わずすべての人びとにかかりますので、増税は、貧しい人びとに重くのしか

かります。税制では一部の少数の人々に利益を与え、大多数の国民には不利益な政策です。しかも、緊

縮財政ということで社会福祉が切り下げられています。したがって当然貧富の差が開くし、貧困人口が

増えます。そしてどこの国でも、ラテンアメリカもだいたいＧＤＰの６０％は個人消費ですから、ＧＤ

Ｐの６０％の個人消費、そこが打撃を受けるますので、経済が停滞するのはわかりきっています。日本

だって同じですね。しかも、ラテンアメリカは、間接税主体の税体系なのです。 

８０年代以来の貿易の自由化、金融の自由化は一層進められ、競争力のない国内の中小企業は淘汰さ

れます。さらに、９０年代には国営企業の民営化も赤字国営企業というよりも生活インフラ関係の国営

企業、つまり電気、水道、ガス、通信、鉄道、天然資源企業などが民営化されます。民営化されると、

当然、新しい経営者は、雇用者数を大幅に減らし、労働組合が切り崩され、組織率は半減し、失業者が

増えます。また、労働条件の柔軟化という美名のもとで、派遣労働者、契約労働者などの非正規雇用が
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増えます。エクアドルでは７５％程度まで達しました。 

そうした結果、都市のインフォーマル・セクターが激増します。インフォーマル・セクターというの

は、５人以下の零細企業、あるいは行商、露天商という不安定就業者です。これが都市では６割以上に

なります。６割というのは半数以上、２人に１人は不安定就業者です。このような歪んだ社会は、継続

不可能です。 

もともと、植民地制度の遺産で、歴史的に貧富の差が大きかったラテンアメリカですから、貧富の差

が一層拡大したのは大変なことで、一握りの富裕層だけが生活を享受することとなります。国民の６～

７割は、貧困層ですから、これらの人々、大多数の国民が国の経済政策から排除されてしまいました。

そういう人々が、自分達の生活を守るにはどうしたらいいのか、これは今の政策が、つまり新自由主義

という政策が悪いのではないか、それも根本の資本主義が悪いのではないかということに気がつき始め

たのです。 

 

新自由主義を批判する左派政権が輩出 

そこで１９９８年から選挙が行われると、今まで考えられなかったような人が大統領に当選してしま

います。 

初にベネズエラでチャベスという人が大統領に当選しました。選挙前には全然勝算などありません

でした。ところが勝利してしまったのです。通ったら何か左翼的な

ことを言っているなと、外国の人は気がつき始めました。しかしあ

れは突然変異ではないか、と思うひとがほとんどでした。そうした

ら２００２年になると、ブラジルでルーラという労働党の党首が大

統領に当選しました。これもちょっと違うなと思っていたら、それ

こそ雨後の筍のように左翼的なことをいう大統領がどんどん出て

きました。 

２００３年にはアルゼンチンでネストル・キルネルという人が出てきました。２００５年にはボリビア

でエボ・モラーレス、ニカラグアでダニエル・オルテガ、エクアドルでラファエル・コレアが大統領選

で勝利しました。それぞれが、新自由主義を厳しく批判しました。６～７割の人が新自由主義はもう勘

弁してくれと思っていますので、そこを批判すれば、多くの票が集まります。それもいずれも考えられ

ないくらい大勝してしまうのです。 

一般の新聞は、そこがわかりませんから、「また南米に反米政権出現」などと、書きますが、これらの

政権は、反米政権でも何でもありません。国民の方を向いて、国民本位の政策、つまり反新自由主義政

策を主張しているのです。そうすると、新自由主義政策を押しつけてきたアメリカのいうことを聞くわ

けにはいきません。アメリカから自立ということになります。アメリカから自立した、国民の方を向い

た政権ができると、左翼政権といわれ、反米政権いわれますが、反米政権ではないことをよく知ってお

いてほしいと思います。 

 

では、新しく政権についた人たちは、何をいっているのでしょうか。 

 チャベスは、ベネズエラの変革を「ボリーバル革命」だと呼んでいます。レジュメに書いておきまし

たが、「現在の深刻な諸問題（不安定、大多数の貧困、不平等、個人主義、利己主義、連帯の欠如、憎悪、

すべての商品化、商品への崇拝）は、資本主義では解決できない。それは、社会主義でもってのみ解決

できうる」とのべています。 
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それからやはり、「新自由主義のもとで平等とか公正とか愛とかそういうものがなくなってしまった。

考えてみれば自分たちはキリスト教のカトリックの国だが、聖書を読んだらいいことを言っている。原

始キリスト教の教えは愛が非常にあふれているではないか。それを大切にしていこうではないか」とチ

ャベスは主張しています。 

それから、キューバへ行って帰って来た人びとが、「いや、帰ってきてほっとするよ。あんなガチガチ

の経済の自由のない国は窮屈だ」というのをチャベスは聞いていますので、「市場経済がないとだめなの

だ、われわれがめざすのは市場経済というものをもっと活用していかなければならない。そして国が基

幹産業をコントロールすればよい」という、当たり前のことを言っています。 

生産手段の所有の形も、「国家所有が必要なものもある。国がきちんとコントロールして、基幹産業を

握り、レーニンがいう『瞰制高地』を握っていることも必要だろうが、その他多様な所有があってもい

いのだ」と言っています。そして、はっきりと今まで社会主義は存在しなかったと言っています。ベネ

ズエラで２０世紀の「現存社会主義」でもって、現在の問題を解決すると言ったら、国民にソッポ向か

れてしまいます。だから、今までの社会主義とは言わないで、自分たちは２１世紀の社会主義をめざす

のだと言っているのです。チャベスによれば、「キリストは 初の社会主義者だった。われわれの社会主

義は、先住民的、キリスト教的、ボリーバル的社会主義で、平等、公正、愛、ラテンアメリカの統合の

実現をめざすものである」と性格づけています。しかし、「キリストが 初の社会主義者だが、マルクス

主義というのは も進歩的な、総合的なものである」と彼は認めています。 

また、チャベスは、社会主義になって初めて「正義の王国」、「人間の王国」を実現できるといってい

ます。願わくば、「自由の王国」といってほしかったですが、そこまで彼は言っていません。そして彼は

もちろん、自分はキリスト教徒であり、マルクス主義者だと公言しています。 

 そしてエボ・モラーレス。ボリビアに出てきたこの人は、チャベスとは違ったことを言い出しました。

自分たちの革命は「住民共同体社会革命」であると。なぜ、住民共同体なのでしょうか？ エボは、い

います。「人類は、『母なる大地（パチャママ）』を大切にした『安らかな生活』をめざさなければならな

い。「より良い生活」を追求してはだめだ」と言います。今日は薄型テレビを

買う。明日はプリウスを買うとか、そのように望むときりがありません。貧困

をなくすことは必要だが、後進国の革命は、いつこうした物質水準の要求で先

進国に追いつくことができるのでしょうか。追いついて社会主義を実現したこ

ところで地球はもつでしょうか。地球を破壊しても、社会主義というのは存在

するのかという根源的な問いをそこに出してきています。 

エボにいわせるよ、「自分たちはいつも両親から「『より良い生活』ばかりめ

ざしていてはだめだ。その考えは、人間性を破壊するし、自然を破壊する」と

指摘します。焼畑というのは彼らが伝統的に持っている生活の知恵で、どれくらいなら焼いてもいいけ

どそれ以上はだめというのがあります。それを考えてちゃんとやっていくというのが焼畑農業です。そ

ういうのを考えていこう。エボは、「資本主義社会の搾取、自然の掠奪はいけません」と資本主義の害悪

を述べつつ、「資本主義は人類 悪の敵」と手厳しく資本主義を断罪します。チャベスは、一般に激しい

口調で、厳しいことを言いますが、エボはやさしい口調ですが、非常に厳しいことを言います。アメリ

カ人から見たら、もうこの人は、悪魔の国から来たようだとしか見えないでしょう。 

エボは、はっきりと自分はマルクス・レーニン主義者だということも言って、しかもボリビアの変革

は、社会主義への過渡期だと言っています。 

エクアドルでもコレア大統領が、２１世紀の社会主義を唱えています。この人は学者出身です。チャ
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ベスは軍人、軍事大学出身です。モラーレスは先住民のコカ栽培農家出身で高等学校までしか行ってい

ません。コレアはベルギーの大学で学んでいます。ドクターコースまで学んだなかなかの学者です。学

者出身らしく、言うことが慎重で、また理念的な問題を提起しま

す。彼は「新自由主義の時代のエクアドルは、本当に長く悲しい

夜だった」と回想しています。資本と労働という点では、資本に

対して労働が優越するような、そういう社会ではないとダメだと

主張しています。しかも宮川先生が「そうだ！」といわれるかも

しれませんが、「交換価値よりも使用価値を優先させる社会でな

いと社会主義社会はだめではないか」とまで述べています。これは、チャベスもエボも言っていません。

ただチャベスは、直接には言っていないが、「連帯的交換制度」として、パイロットプランを４か所で、

地域通貨計画を実験的に進めています。詳しくは、拙稿「ベネズエラ再訪（下）」雑誌『経済』２００７

年６月号を参照ください。コレア大統領は、エクアドルの資本主義の悲惨な現実を見て、生産と所有の

民主化とか、富の分配の民主化とかを提起しています。 

 

ベネズエラ、ボリビア、エクアドルがめざす社会主義 

そこでレジュメにあるように、「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

とめてみました。それらは、次のようになります。 

 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。 

 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。 

 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）。 

 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。 

 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）。 

 「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）。 

 多様な所有制（私的所有、国有、共同経営、集団所有―自営、共同経営、協同組合、社会生産

企業、市民生産企業、市民サービス企業、市民流通企業―）の並存を重視する。 

 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＝ベネズエラ、エ

クアドル、 低賃金の引き上げ、税制の民主化）。 

 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）。 

 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）。 

 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。 

 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
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ビア、エクアドル）。 

 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）。 

 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、ニカラグア）。 

 使用価値（価格）と交換価値の関連を再考し、「母なる大地」を大切にして、持続可能な発展に

より地球環境の維持を追及する（ベネズエラ、ボリビア、エクアドル）。 

 

２１世紀社会主義論をめぐる様々な問題 

これらは、いろいろな問題を含んでいます。では後進国で社会主義をめざす革命は可能なのか、とい

う問題がそこに出てきます。また、革命の方法は、武装闘争なのか、少数者の革命なのか、多数者の革

命なのか、議会を通じた平和的な闘争なのか、という問題もあります。かつて６０年代のラテンアメリ

カでは、少数者による武力革命が強く追及されたことがありました。フィデル・カストロとチェ・ゲバ

ラの武装闘争路線は、良く知られているところですが、たとえば、ゲバラのボリビアでのゲリラ戦は、

キューバが干渉した政策であったことは明らかで、ボリビアには武装闘争の条件はなく、みじめな失敗

に終わったわけです。革命の輸出というものは、成功するわけがないのです。しかし、ラテンアメリカ

における武力革命の問題は、曲りなりにでも選挙が行われ、議会制度が機能していること、現在の問題

が大多数の国民の生活全般に関わる国民的な規模を持つ問題であることから、少数者による武力革命で

は解決できなことは、すでに歴史的な決着がついています。ペルーの「輝ける道」、コロンビアの「コロ

ンビア革命軍（ＦＡＲＣ）」、メキシコの「サパティスタ民族解放軍（ＥＺＬＮ）などは、結局広範な国

民の切実な課題とはかけ離れて、現実政治を動かすたたかいとはなりませんでした。 

 

社会主義社会の実現と経済発展 

２１世紀に社会主義が追求される中で、さらに大変なことが問題とされ始めました。なぜかというと、

オゾン層破壊、地球温暖化、森林破壊、水不足、食料問題、資源問題という地球環境の問題は、このま

ま放置できない緊急の課題となってきているからです。ボリビアとエクアドルでは、国の経済発展のあ

り方そのものが問われ、憲法で、母なる大地（パチャママ）を大

事にして維持し、「安らかに生活する」（Vivir bien）ことが必要

と定められました。不破哲三さんは、「マルクスが『資本論』を

出版した時代（1867）年、世界のエネルギーの消費量は原油計算

で約1億1900万キロリットル、二酸化炭素排出量は4億8000万

トンであったが、現在では原油計算で130億4000キロリットル、

二酸化炭素排出量で293億トンで、それぞれ110倍、61倍となっ

ている。マルクス、地球大気の変動までは予見していなかった」と問題の深刻さを指摘しています。  

かつては経済発展のあり方を考えたら、社会主義の生産力は、資本主義を凌駕するという言い方をし

ていました。たとえば、スターリンは、「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」と述べていましたし、いろいろなマルクス主義・レーニ

ン主義教本を読んでみると、社会主義社会ではものがあふれるように生産されると解説していました。

こうした説明に、資本主義の中で貧しい生活をおくっている私たちは、夢をもって社会主義をめざしま

しょうと励まされたかもしれませんが、では、いつ、ボリビアだとか、エクアドルとか発展途上国の国々
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は社会主義社会に到達できるのでしょうか疑問が湧いてきます。アメリカ、日本、ドイツなどのような

先進資本主義の物質的な豊かさをいつ超えるのでしょうか。それとも社会主義社会というものは、望み

えないのかという疑問が出できます。これをどう考えたらよいのかという根源的な問題が出てきます。 

それは、経済発展一般の否定でも、工業化一般の否定でもありません。あるいは貧困のまま平等な社

会を建設するというものでもありません。そこは、彼らもそういう言い方はしていません。しかし、と

もかく人による人の搾取はよいとはいっていません。搾取を廃止することを主張しています。その中で、

発展のあり方、生活のあり方を考えてみようと、問題が提起されているのです。 

つまり、毎日「より良い生活」をめざすのではなく、このパチャママ、自然、母なる大地を大切にし

て、安らかに生活をしながら社会主義をめざしていこうではないかという言い方をしています。 

 

アルバロ・ガルシア・リネーラの議論 

 ボリビアにアルバロ・ガルシア・リネーラ副大統領がいます。この人もベルギーの大学を出ています。

８０年代、一時期、武器を持ってゲリラ戦をやりましたが、すぐそのような条件が

ないとわかって止めました。この人は、なかなかの理論家です。この人が非常にお

もしろいことを言っています。彼は、６０年代にラテンアメリカにかつてあった資

本主義的でないもの、非資本主義、資本主義的な発達が不十分なものは全部廃棄し

て、それから出発して社会主義へ向かう、つまり、完全に資本主義にまで発達して、

それから社会主義をめざそうというのは間違いではないかということを言ってい

ます。 

彼は、「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」と指摘しています。これは、マルクスが「ヴェラ・ザスーリッチへの手

紙草稿」や『資本主義的生産に先行する諸形態』で次のように述べたことに依拠しています。 

「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 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」。 

 では社会主義建設のためにどういうことを行うかというと、ガルシア・リネーラは、「資本主義を克服

し、資本主義の搾取を廃止しなければならない。そして資本主義が自然と命を破壊するのを阻止しなけ

ればならない。そして安らかな生活をおくらなければならない」と主張しています。ですから、文明に

無縁だとか、経済発展、工業化の発展をやめるとか、そのようなことは言っていません。資本主義の搾

取制度をやめて、住民共同体社会というものを作っていくのだということを言っています。そして、そ

の経済面では資本主義の特徴である利潤獲得のための財とサービスの生産、少数者による支配、グロー

バル化され、発展の地域格差がつけられた経済と決別することが必要と主張しています。これは経済発

展を単に逃避するとか、全面的に否定するとかそういう書生っぽい意見ではありません。そこでは、「自

分たちの特殊な条件である、非常に遅れた地域、先住民の共同体が残っている。それを生かしていくと

ころは生かしていって、今度はその意識というもの、その生活習慣というもの、共同体の生産、組織化

された自覚的な共同者が共同して集まる、その共同生産を、社会の発展に使えるのではないか」とガル

シア・リネーラは言っているのです。 

 

リカルド・パティーニョの議論 

エクアドルにリカルド・パティーニョという外相がいます。この人は、メキシコの国立自治大学（Ｕ
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ＮＡＭ）で経済学を、さらにスペインのアンダルシア国際大学の大学院で経済開発学び、グアヤキル大

学の教授を務めたなかなかのマルクス主義の理論家です。コレア大統領よ

りも左翼といって良いでしょうか。彼もおもしろいことを言っています。

彼は、「エクアドルで建設しようとしている社会主義は、急進的な民主主義

的社会主義であり、自由に導かれた社会主義である」と述べています。パ

ティーニョは、特に国民の民主主義についての意識の問題を重視していま

す。「民主主義は、投票行為の形式的民主主義ではなく、広く国民が政策決

定に参加する参加型の民主主義が重要」と指摘し、民主主義のあり方を具体的に展開します。また、彼

は、経済開発では、「人間を重視したモデルでなければならない」とし、「資本の人間への従属」を主張

し、「生産においては、共同体のアソシエートされた集団意識を強化する生産を導入すること、生産手段

の私的所有の社会主義を建設するが、生産手段の共同体所有の形で建設する」と述べています。 

 

２１世紀の社会主義は空想的社会主義か 

以上、ベネズエラ、ボリビア、エクアドルの三か国で論じられている２１世紀の社会主義論の一部を

紹介しました。彼らが弁解をしていえば、これを空想的社会主義といって大きく括れば括れるかもしれ

ません。いずれも社会主義論として体系的に整理できたものではないでしょうが、では、空想的社会主

義というものをマルクス・エンゲルスはどう見ていたのでしょうか。 

エンゲルスは、『空想から科学へ』で次のように述べています。 

「三人の偉大な理想家が現れた。・・・サン・シモン、フーリエ、およびオウエンがそれである。わ

れわれは、いまではただ微笑をさそうだけの夢想についてもったいぶってあらをさがしてまわったり、

このような「妄想」に比べて自分たちの気のぬけた考え方の優位性を主張したりすることは、三文文

筆家にまかせておけばよい。われわれはむしろ、夢想の外皮の下からいたるところで姿をあらわして

いるが、あの俗物どもの眼にはいらない天才的な夢想の萌芽や思想をよろこぶのである」。 

ところで、この『空想から科学へ』（ドイツ語版１８８２年）は、１８８０年のフランス語版でも１８

８２年の英語版でも、『ユートピア社会主義と科学的社会主義』という題で出版されています。「から」

「へ」というように前者から後者への発展」がドイツ語版のようには強調されず、前者と後者が対照さ

れているのです。また、Utopiaは、トマス・モアの造語で、U(ない）topia(場所）という意味です。私

がスペイン語で聞く語感も、空想というよりも「理想」と聞こえます。とすると、「理想的社会主義と科

学的社会主義」と訳してはどうでしょうか。 

私たちは、ラテンアメリカの２１世紀の社会主義論で、ひとつひとつ言われていることが、すべて正

しいとか、すべて優れていると考える必要はありませんが、これを空想的な考えと片づけるのも適切で

はないと思います。いろいろな国々で、その国々の固有の条件を考え、また歴史的な流れを考慮して社

会主義を建設していこうとすると、どういった形で２１世紀の社会主義論が論じられているのか、それ

を科学的に見てみる必要があります。そしてそれらの努力は、科学的社会主義を一層豊かにすることに、

必ず役立つものと、私は思っています。 

（本稿は、２０１０年１１月２７日に首都大学東京宮川研究室・ＮＰＯアジア現代経済研究所主催で開

催された『資本論』セミナーで講演したものを加筆訂正したものです） 

 

 11


