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はじめに

近年過剰化社会を彷彿させる状況が地球規模で進展している。過剰化時代の到
来である。そこでは、いつでも、どこでも、誰でもが、どのようにでも、世界の
人はもちろん、経済や社会にも関わることさえ可能である。まさに過剰化時代が
グローバルに展開しようとしている。そこには、使い利用し切れない程、大量の
モノ、人、情報、金や資金が、また環境や地球が持たない程、大量の生産、流
通、消費、廃棄が、しかも格差やその拡大を伴いながら展開している。

しかもそれには、インターネット宜しく、地球的規模で働きかけることが可能
な、かつまた速く容易にできる状況がみられる。したがって、コントロールさえ
できない程、大量の消費、また多様な動きや行動ができる状況が生じ、それに対
処・対応できない事態さえ散見される。

このような過剰化は、さらなる過剰化をもたらし、しかもそれへの関わりは、
広く深く進展し、それを回避しえない状況さえみられる。その一方で、その状況
に主体的にまた率先して関わらない、また関われない人や社会、地域や国をはじ
めとし、その格差が拡大している。

実際資金や資本に関しても、まさに浴びせかける程大量に供給・提供される。
そのようなもとでは、武器も大量に供給され、イスラム国宜しく、国際的には国
をなさないような国でも、新たな宗教、社会や国づくりが、武器を手に、謳われ
展開する状況さえみられる。資本の進出、自由化や規制緩和の展開が、過剰化時
代であるが故に、豊富で過剰な資金や資本を調達でき、しかもそれは、これまで
とは異なり過酷な形で、富を求め、展開 1）するのである。

国民や国家をも巻き込みながら、国内はもちろんこれまで以上にグローバル
に富を追い求め、したがって、安倍政権宜しく、積極的に国際外交を進め、市場
を開こうとするが故に、過剰な競争が国際的にも鎬を削る形で進展せざるを得な
い。まさに企業や資本による国境を越える、飽くなき過剰化社会が国際競争力を
強いるわけである。

会社や企業、資金や資本が、生産や消費が、またそのような社会や地域が、顕
在・過剰化するにつれ、それが生き残り存続するためにも、過剰な形でさらに一
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層展開しようと、人材や、組織さえもがそれを、期待され要請されるのである。
能力や組織的にも、人材が枯渇しつつある中小零細企業や過疎地域においてさ
え、その生き残りと称して、それへの対応やその結果としての過当競争が、国内
さらには国際的競争という形で、求められ迫られる。したがって、そこでは、さ
らなる能力、努力、工夫やアイデアをとばかりに、過度にまで期待され求められ
る。

しかし求められ訓練されても、それらの要求や要請に対応できず、また対処し
切れない状況が、とりわけメンタル面でも多々あるが故に、心理学や心理士が必
要とされ重宝される。したがって大学でも、必要以上に、また時には過剰なまで
人気があり、臨床心理士、臨床発達心理士、学校心理士、認定心理士等の資格ま
でもが、過剰なまでに求められ養成される。

このような状況のもとでは、人材やその養成においても、供給過剰やそのもと
での過度の期待や要請さえみられる。競争が激化するなかで、人材育成や教育、
特に親子関係や子育てにおいても、過剰な関わりや期待のもとで、過度な要請や
要求が課される状況さえみられる。

これは、産業構造の転換、特に企業や資本が、市場を海外に展開するなか、特
にわが国の資本、土地、資産も、なかでも従来型の組織や企業は、知識や技術や
経験は、また少子化時代とはいえ労働力や人材も過剰化し、生き存続するために
も、再編や組織替えも要請されるからである。再編成やそれへの要請のもとで、
これまでしたこともないものへの対処や対応が、十分な訓練や人材養成もないな
かで課せられる。

会社や企業が変われば人や組織が変わるように、人が変われば、組織が変わ
り、家族が変われば、家庭や社会が変わり、構成員が変われば、家族、会社や組
織が、また社会や地域さえもが変わるとばかりに、過大な期待や要請が求められ
る。その期待や要請、その負担が重い場合は、母が重い、ノルマがきつい等と、
したがってその中では居場所が一層見いだし難いものとなる。

クラブ活動で、お稽古ごとで、練習で、その居場所づくりが求められるのであ
る。家庭、学校、会社や企業、また社会や地域で要請される過剰なまでの、勉強
や仕事、またスポーツや余暇活動、さらにはボランティアや社会貢献等まで期待
や要請が求められ課せられる。大人や地方や田舎でさえ、引きこもりや転職が、
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それ故にも自分探しや職探し、とりわけ居場所探しが後を絶たないわけである。
このように近年、国際化やグローバル化、なかでも商品経済や資本主義経済化

が、従来とは異なり広範に深化・浸透する形で世界を席巻し、それへの対処や対
応が欠かせない。実際投機的金融資本主義化とも言える状況が、国家権力や国際
機関に裏打ちされながら、自由化とりわけ規制緩和や金融自由化を背景に、バブ
ルを伴う形で世界をバーチャルに駆けめぐり、利益が利益を生む状況が展開して
いる。国家が、低利の融資制度や金利政策を展開し、金融資本や投資家、なかで
も機関投資家をして、世界の市場、とりわけ株式市場に金や資本が流れ駆けめぐ
る状況を呈している。

このように、国さらに国際的に、金融や国際機関を巻き込む形で、国内はもと
よりグローバルに、富をバブル的に生み出す状況が散見される。まさに国家や国
際機関は、それを保証するものとして機能し、それが強化される。事実安倍政権
は、景気浮揚化や経済成長政策を展開すべく、また日本銀行は、貸し出し増の青
写真を掲げ、緩和によるさらなる効果の押し上げを狙い、2013 年 4 月の過去最
大の金融緩和政策に続き、2014 年 2 月には、効果を疑問視する声も虚しく、さ
らなるカンフル剤とも言える、低利融資制度の金融政策の 1 年延長と支援枠の
2 倍化を打ち出した。この融資の緩和化を受け、東京証券市場は、一部上場の
日経平均株価が、前日比 500 円を超える値上がりをみせ、2014 年 2 月には 1 万
4,843 円 2）、2014 年 12 月 4 日には 1 万 7,887 円と 7 年 4 か月ぶりの高水準を、
さらに 2015 年 6 月 24 日には 2 万 868 円へと大きく上昇したのである。

資本主義は、自由や規制緩和を展開しようとするように、本来各自が利益を
求め自由に選択する社会を志向するものである。いつでもどこでも誰でもが、モ
ノ、人、情報、金等を自由にどのようにでもと、例えば、国を問わずミャンマー
で生産されたワイシャツ（記憶形状）が、中国製パソコンが販売されるように、
買物、投資、納税、住む国や地域も自由にしようとする。そのための規制緩和や
自由化であり、資金や資本も、金や利益を求め、投機化、マネーゲーム化を強め
る。そのために、さらにマネー資本主義 3）宜しく、それを支え時には保障すべ
き、景気対策や振興策と称して、低金利による円安、また低金利による融資とそ
れによる株価上昇政策がとられるのである。

このような状況のもと、例えば 2012 年 10 月 12 日に、資金 78 億円を持って



ii

いる人は、この時の円相場は 1㌦＝ 78 円であり、1 億ドル買うことができる。
この人は、2 年後に円安が進み、2014 年 11 月 25 日に円相場が 1㌦＝ 118 円と
なれば、入手した 1 億ドルを単に円に換金（とりあえず今は手数料や税等は考
慮しない）すれば、118 億円を入手することができる。その差額 40 億円を利益
として入手できる。このように、金を投資できれば、その差額を入手できる。そ
のような機会があれば、さらには為替相場を動かせたりそれに関与できれば、も
うけを得たり、さらに大きなもうけさえ期待できる。

このように為替相場や投資に関われるかどうかで、新たな格差が社会的にも展
開・拡大する。黒田日銀総裁が発言するように、デフレ解消等インフレ・景気対
策として、できることは何でも 4）する、というような意向の日銀総裁がいれば
なおさらそうである。それを進める政策に関われば、確実に利益を得ることは間
違いない。彼は、為替相場や株価により利益を得ようとする機関投資家や金融資
本に利益をもたらすし、そのための要員や請負人なわけである。「あなたは貯蓄
派、それとも投資派？」、それは、マネー資本主義がもたらす格差社会において
は、極めて重要なことである。

事実日経平均株価は、2012 年 11 月に 8,661 円であり、株を 8.7 億円分入手す
るか持っていた投資家や人は、株価を上昇させる政策が推進され、実現したら、
事実 2 年後の 2014 年 11 月 27 日には株価は 17,249 円と 2 倍になり、彼の株は
17.2 億円となった。したがって、彼はただ持株を換金すれば 2 年間でその差額
8.5 億円（今は手数料や税は考えずゼロとする）を得ることができる。さらに儲
けたり利益を得るためには、投資家や金融資本が多額の資金を低利で融資される
政策が必要である。自民党安倍政権の政策は、また日銀の金融マネー供給政策 5）

は、まさにこれを約束し保障するものに他ならない。
このように、安倍政権の政策に乗じる形でそれを利用したりできなければ、豊

かさやうまみなど入手できない。多くの庶民は、それとは無関係の仕事や生活を
続けるが故に、その豊かさを入手したり享受できない。インフレ政策による株価
上昇が目的であり、金融機関による設備投資や証券市場や住宅市場に金が回り活
性化すること、さらにそれよりも、金融機関は、時には危険なく国が保障する金
利つまり国債等をも購入するのである。

事実日銀の低金利政策が実施され、円安でもあり、企業業績は好調であるが、
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民間投資はわずかで投資拡大は慎重なものに留まっていた。このような状況のも
とでは、空前とも言える利益は、金融機関や投資家への利益や内部留保として展
開するものの、設備投資等景気や GDP の約 6 割を占める個人消費の拡大に繋が
る労働者給料の増大には十分結びつかなかった。

実際 2014 年 10 ～ 12 月における国内総生産の実質成長率は 2.2％、国内設備
投資額は前期から 0.1％と微増するに留まり、売上高総額は 341.0 兆円で 2.4％
増に、企業の経常利益総額は 11.6％増で 18.1 兆円と四半期としては過去最高
に、2014 年末の企業余剰金は 332 兆円に上るものとなった。一方、労働者の
2014 年における 1 人あたり現金給与総額は月平均 31.7 万円で 0.8％増に留ま
り、物価上昇の伸びを勘案した実質賃金では 2.5％減と 3 年連続の減少に留まっ
ている。したがって、2014 年 10 ～ 12 月の労働配分率は 60.4％と、過去 20 年
で最低水準となり、1990 年代初めの水準のものとなった。なかでも円安により
輸出で好況を呈する製造業では、その値は 54.8％で、1980 年代以降最低水準 6）

のものであった。
このような状況は、これまでにも散見される。バブル期においてはもちろん、

国やその経済に関わる日本銀行やその総裁さえ、利益を得る状況さえ展開した。
事実かつて福井日銀総裁がヘッジファンドに託した金、つまり村上ファンドに
1999 年 11 月に預けた 1,000 万円は、2006 年 6 月 20 日にはその保有株価とし
て 3,024.5 万円 7）へと増大した。普通、多くの庶民がするように、貯金し保持
しても、銀行に預けた場合、実際当時の金利状況では大口の定期の場合、その金
利は年 0.40％（1999 年 10 月 1 日の場合）で、6 年 9 か月後（つまり 2006 年 6

月 20 日）には、その金は利子を加えても（日銀総裁が得た金額 3,024 万円では
なく）1,027 万円に過ぎない。

しかも従来にも増して、資本、金融資本、投資家の力は、拙著 8）でも指摘し
たように、国や国際機関等をも動かし関われる程絶大である。事実投資家、企業
や資本のその所得や資産は、かつてとは異なり、例えば世界 1 位の億万長者（個
人資産番付）ビル・ゲイツの 2014 年の個人資産は 760 億ドルに及ぶのをはじめ
として極めて大きなものがある。これは、人口 5,326 万人のミャンマーの国内総
生産 594 億ドル（2013 年）のほぼ 1.3 倍に当たる程大きいのである。

このように大きな資産や力を持つ先進国とその投資家や企業等により、1997
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年のタイの通貨（バーツ）危機をはじめ、また 1999 年のブラジル等にみられる
ように、その投資や儲けの対象として標的とされた国は、ヘッジファンド等投資
家や資本による通貨等への浴びせかけにもより、国家経済さえ破綻するという危
機に瀕したのである。

また近年は、富や所得、また税の国際的移動や国外流出化も顕著である。タッ
クスヘーブンに象徴されるように、国や地域を豊かにしようと、政府に金や資金
等を預託すれば永住権を与える等、金持ち等富裕層、また起業家や投資家、企業
や資本を呼び込もうとする動きがみられる。わが国においても、移住セミナーに
参加者が殺到 9）したり、海外への居住がみられる状況も進展したのである。

タックスヘーブン企業の株主の所在地である国や地域は、近年成長が著しく、
また政権や政局からその将来性に自分自身や家族、またその資産やその確保に懸
念を抱く中国、次いで台湾をはじめとして、シンガポール、アメリカ合衆国、ロ
シア、インド等、世界的に桁違いの富裕層を輩出する国でもある。これらの国の
企業や富裕層が、税が安く、また居住環境がいい国や地域を求めて、グローバル
に展開するわけである。

またこのような状況のもとで、世界各国・各地域で税金を回避しようとするア
メリカ合衆国をはじめとする国際・グローバル企業に対して、「スタバ、グーグ
ル税金を払え」と、デモをはじめとして批判が集中し止まない 10）ゆえんである。
自由を標榜し自由化や規制緩和等と称しそれを推進してきた先進主要国や地域を
はじめとして、税の回避に対して、それを防ぐべく、連携や協力を、国際的にも
推進せざるを得ないわけである。

近年、このように、国際・グローバル化が急速に進展するに伴い、解決すべき
新たな課題が展開するも、それへ対処や対応ができない状況も散見される。事実
領土・領海問題においても、日韓、日中問題等をはじめとして、またエネルギー
や漁業資源等資源をめぐる課題、地域や地球環境問題、格差問題、なかでも地
域・社会・経済的格差（南北、南南等国家間や都市・農村間をはじめ国内外の地
域間、所得、社会階級や階層、とりわけ経済格差）や地域問題等が、対処や対応
のみならず、なすすべもないままに顕在化しようとしている。グローバル化に必
然的なその顕在化は、格差問題や環境問題をはじめとする課題に、人や人類、社
会や国家、さらに世界や地球が、その存続に関わる大きな課題として、対処や対
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応をまさに求められている、21 世紀の姿そのものに他ならない。
このように近年の国際・グローバル化は、これまでの商品経済や資本主義経済

の進展、したがって、それを可能としてきた古い従来からの慣習や束縛等、人や
人間関係、また組織や団体、地域や社会からの解放をはじめとして、もはや自由
や基本的人権やそれらの問題を標榜し、その確保を課題としたり、それへの対処
を論議するようなものではない。それらは、マネー資本主義に典型的にみられる
ように、資本や特に世界資本にとっては、国際・グローバル化のもとで、世界化
した資本主義経済や社会システム、またその地球体系化の貫徹のもとで、展開が
みられるものに他ならない。

したがって、その課題も、情報化やそのユビキタス化等への動きをはじめ新
たな時代の到来とともに、従来の束縛をはじめ、モノからの解放、貧困等からの
解放等が謳われ期待されるものとは大きく異なる。実際、国際化やグローバル化
への対応として、とりわけ教育では、英語教育や国際教育化が声高に謳われ実施
されようとしている。実際わが国の小学校でも英語教育が実施されたが、日本の
国際化の実状は、そのようには進展していない。このようにしてわが国の国際化
を、貿易、観光、留学生の受け入れ国状況からみれば、例えば貿易では、その相
手国は、もはやかつての欧米先進国、特にアメリカ合衆国を主体としたものでは
なく、多元化し、なかでもアジア、とりわけ東アジアの中国等を中心とするもの
へと大きく変わっている。

このような状況のなか、自由化や規制緩和が標榜され進展すればする程、それ
は、自由という名の、とりわけ国際競争力という、なかでも企業間や地域間競争
等、まさに競争原理が展開し、企業や資本、特に大企業や大資本、なかでも大国
や国際企業等にとっては、資本の論理が展開する、またとない大きなチャンスや
意味を持つのである。事実それは、富の蓄積はもちろん、税制面でもそれを顕在
化させ、投資家、また企業や資本が、納税地域や国を求め、それに応じる企業、
地域や国をも展開させる。事実資本は、例えばカンパニー企業という形で、税制
面での免除や回避等税制優遇を求め、税率が低きに流れるように、国際的に展開
する。

自由化や規制緩和は、インフラの整備、またそれを推進する上でも安全性等と
同様に、資本や富の蓄積において重要な意味を持つ。それは、開発や整備過程に
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おいて資本の論理がまかり通るのはもちろん、整備後も、地域の資源は、遺産、
なかでも自然遺産や文化遺産、また施設を含め、環境や自然、文化や歴史のみな
らず、労働力をはじめ人材も、時にはただ取りという形でさえ、利用し、できる
限り富を蓄積しようとするし、それはその一連の展開によりさらに増大するので
ある。

またそのような状況や力は、グローバルになればなる程、またその力が大きけ
れば大きい程、その手口は巧妙で、その利益も大きい。自由化や規制緩和のもと
で展開される、国際競争力の強化戦略、成長政策は、それをまさに実現するもの
に他ならない。政府が掲げる成長や拡大路線やその戦略は、そのための予算や人
員をまさに拡大するものである。

それはまた、それを展開する資本やそれにサービスを提供する民間、またそれ
に関わる官僚組織をも潤し拡大するものとその論理に他ならない。このような成
長や拡大路線は、財政支出面でも、企業や資本、とりわけ大企業や国際資本が、
とりわけ国家独占的、また国際・グローバル的色彩を強めれば強める程、米国で
破綻した GM（ゼネラル・モーターズ）の救済でみられた、自動車産業の再生や
拡大への繋がりにみられたように、国家や国際戦略として機能させ、資本そのも
のを発展させ展開させるものに他ならない。

マネー資本主義が本格化するもとでは、国際資本家や資本、とりわけ金融大資
本に、規制緩和、超低金利市場や政策を提供・展開しようとする。それは、労働
者、市民や国民、また民間の中小の商工業者の、雇用や労働賃金、また幸せや利
益よりも、法人税や所得税や相続税が緩和・低減化され、その削減を埋め合わす
べく、消費税が増大されてきたよう、優先される。

事実、とりわけインフレを進展させる金利等の金融や景気政策が推進され、世
界のへッジファンドの運用資産残高は、リーマンショック後には大きく落ち込
み 2009 年には 1.3 兆ドルであった。しかし超低金利が続くなか、へッジファン
ドへの規制強化にもかかわらず、利回りやより良い運用先を求めてマネーが、年
金基金までもが、流入し、それは 2014 年 5 月末には 2.1 兆ドル（212 兆円）と、
過去最大 11）となったのである。

これは、金融資本主義による、国家債務危機以降の資本主義の展開そのもの
を体現するものに他ならない。それは、国家、国民を介した、負債の政治経済
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学 12）の展開そのものである。まさに金融資本による、国家、グローバルな、負
債による支配化とその展開に他ならない。それは、膨大な公的資金の注入とそれ
がもたらす債務危機という悪循環が必然化するものでもある。したがって、それ
がもたらす富や豊かさは、資本家、とりわけ金融資本家、なかでも金融資本や
企業等ごく一部を利するのみである。しかし多くの場合、時には 9 割や 99％は、
そのためにそれに関わらさせられるように、それは、経済的にのみならず政治的
にも、国家や国際機関までもが関わらされるものやシステムに他ならない 13）の
である。

このような状況にもより、資本主義、また自由化や情報化の本格的なグローバ
ル化とそのもとで、貧困化が深く広範に展開することにもより、今までとは違う
事態が、なかでも金の入手や獲得や時にはそれを巻き上げること自体さえもが、
金融資本や国家と同様、目的化している実態も散見される。そこでは、国際的に
は、臓器の提供や売買はもちろん、従業員や亭主をも殺害するような保険金詐欺
やオレオレ詐欺等騙してまでして金を巻き上げることさえ目的化している。しか
もそのためのマニュアル、人材や組織、またその教育や養成までもが中国への進
出化等国際的にも展開しており、新たな対処や対応が、個人的にも社会的にも求
められ迫られている。

このような状況のもとで、人や人類の活動の基盤そのものである自然や環境
も、これまでの地域経済や地域環境問題としてではなく、国際・グローバルな地
域問題や環境問題、さらには地球環境や地球そのものの破壊、世界の崩壊化へと
繋がる状況が懸念される様相さえ呈している。それは、これまでのそれへの懸念
や警告ではなく、もはやそれは先延ばしにできない段階にあり、対処や対応その
ものが今まさに求め迫られているのである。
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