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現

主義」への転換

は じ め に

濱田盛一先

濱田先生は，

済や平和の経

育を担当する

味，それにふ

課程教育の再

生には， 年３月末に目出

経済・経営にかかわる法律問

済学の領域とはかなりの隔た

委員会で二年間ご一緒する機

さわしい体制作りを考えるた

設計のためには，コアをなす

たく，定年を迎えられるこ

題の専門家であられ，私が

りがある。ただし先生とは

会があり，学士課程教育に

めに共同作業をさせていた

教養教育の再生と発展がカ

ととなった。周知のごとく，

専門としてきたアメリカ経

，全学の一般教育・教養教

おける教養教育の目標と意

だいた。立命館大学の学士

ギとなろう。教養教育の再

生を願って，

軍産複合体

きっすいの

本論文を先生に捧げたいと思

１．軍産複合

とは

軍人で第２次大戦の英雄だっ

う。

体とそのアメリカ的特質

たアイゼンハワー大統領は， 年１月 日に歴史に

残る名演説を

く事態は，ア

陰の影響力を

と民主主義を

る。この時

たといってよ

行った。大統領退任の記念演

メリカにとってかつてない経

手に入れる事態を阻止しなけ

危険にさらすような事態を，

に「軍産複合体」（

い。

説のなかで「強力な軍主流

験である。……軍産複合体

ればならない。……この軍

決して許してはならない」

）という言葉が

派と巨大軍需産業が結びつ

が意図的あるいは結果的に

産複合体がアメリカの自由

と国民に呼びかけたのであ

，世の中に生み落とされ
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図１ 軍産複

学（第 巻・第５号）

合体―４つの構成要素

ただしこの表

た重要な役割が

現では，軍拡志向の政治家，

抜け落ちてしまう。軍産複

とくに軍需産業地帯出身の国

合体の実相は，「軍部」，「軍需
）

防族議員が果たしてき

産業界」，「政治家 国

防族議員」の三

複合体という表

政治家や地域

を提供してきた

軍産複合体とい

つの構成要素か

ただしこれら

たい。軍部と産

者からなる「アイアン・ト

現を用いたほうがよいという

利害を問題にするならば，い

大学・シンクタンクなどの学

うのは，実際には軍部，軍需

ら成り立っている。

は並列ではなく，相互に独特

業界とが二大主柱であること

ライアングル」（鉄の三角形）

批判が寄せられてきたのは，

ま一つのアクター――軍産複

者や専門家の役割も無視して

産業界，国防族の政治家，科

の位置に置かれている。つぎ

には間違いがないが，そのほ

なのだから，「軍産政」

そのゆえである。

合体に知的エネルギー

はならないであろう。

学者・専門家という四

の図１を見ていただき

かに２つのアクターが，

軍産複合体の運

軍産複合体に技

るのが，軍需地

に，軍拡推進の

アメリカ型軍

外国と比較し

動を支えている。上から支え

術やアイデアなどの知的エネ

域の雇用利害を体した政治家

社会的基盤を形づくっている

産複合体の特質

たばあい，アメリカ型の軍産

ているのが大学の研究者や専

ルギーを提供しているのだ。

国防族議員たちである。彼
）
。

複合体には，どのような特質

門家である。彼らが，

他方，下から支えてい

らが選挙民たちととも

があるのだろうか。

第一に，軍需

で，軍需の９割

走しやすくなる

グ）が進み，こ

第二に，軍事

とえば米国のば

（ 億ドル）に

産業の主要な担い手は民間企

以上を民間企業が担っている

のは，そのためである。軍

の動きにはいっそうの拍車が

技術の巨大な発展の結果，科

あい軍事支出中の研究開発

せまる規模になった。 会

業であることだ。これはフラ

。米国では軍産複合体が，営

需サービスといった分野でも

かかっている
）
。

学技術者や専門家の役割が格

投資は， 会計年度で

計年度で見ると，国防予算は

ンスなどと違うところ

利追求という面から暴

民営化（アウトソーシン

段に大きくなった。た

億ドルと，軍需調達額

史上最高の 億ドル
）

に達したが，研

もし大学におい

第三に，奴隷

いうか，軍国主

のユンカー（土

階級が同様の役

究開発投資は 億ドルと軍

て軍事研究が禁止されたなら

反乱や原住民駆逐の記憶の強

義的なメンタリティが強く残

地貴族）階級が軍国主義の社

割をはたしてきたといってよ

需調達額の 億ドルに匹敵す

ば，軍産複合体は深刻な打撃

い南部や南西部の白人住民の

っている。ドイツでは東方植

会的支柱となったが，米国で

い。じっさい南部の有力政治

る規模となっている。

をうけることであろう。

間では，尚武の伝統と

民の尖兵たるプロシア

はプランター（奴隷主）

家には，軍事基地や軍

（ ）



需産業の誘

上下両院の

つての奴隷制

米国の宇宙と

致に熱心な人が多い（じっさい

議員のなかで軍国主義的志向

的南部」 州の出身だったと

核の覇権と軍産複合体（藤岡）

，アメリカ本土に駐屯する軍人

の強い 名の選挙区を洗い出

いう
）
。

の ％が南部 州にいる）。

したところ， ％が「か

冷戦後にリ

ソ連・東側

獲得するよう

資本主義の

「グローバル

「無責任資本

バイバルした理由

陣営が解体したにもかかわら

になったのだろうか。

構造変化と深く関わっている

資本主義
）
」，北村洋基さんは

主義」（奥村宏
）
），「フリーター

ず，米国では軍産複合体が

と私は考える。たとえば伊

「情報資本主義」という形で

資本主義」（森岡孝二），「ファ

，なぜ再び強大なパワーを

藤誠さんや馬場宏二さんは

新しい特徴を把握された
）
。

ンド資本主義」（武藤泰明）

や「ギャンブ

の側面を鋭く

それでは変

国主義」）から

する歴史的

最新の発展だ

マネーの投

くみが

ル資本主義」（奥村宏）と特徴

突いた指摘ではあるが，変化

化の本質を一言で言いあら

世紀末のような「ピュアな

反動の運動が生まれていると

けに幻惑されていると，こと

機的な国際移動にブレーキを

年以降に徐々に解体され，「

づける向きもある。これら

の本質を突くまでには至っ

わすとどうなるか。「修正資本

資本主義」，「むきだしの帝

私は考える
）
。「国際化」や「情

の本質を誤認することにな

かけ，生産活動に誘導して

はげたかファンド」と「六本

の見解は，変化のあれこれ

ていない。

主義」（外政面では「修正帝

国主義」の時代に戻ろうと

報化」といった生産力の

ろう。

きた「修正資本主義」のし

木ヒルズ族」の支配する

「金融投機型

イル・グル

値上がり益）

このような

格差が拡大し

はない。「む

戦闘様式」

マネー資本主義」の復活が野

ープのように，政治家と内通

を獲得しようとする「グロー

「むき出し資本主義」のもと

，テロの温床が生まれる。石

き出し資本主義」のもとで「

（ ）とい

放図に進んでいる。ブッシュ

して，投機によってキャピタ

バルな金融資本」が再び主流

では，バブルの規模は巨大

油資源の確保のためには，

アメリカ的生活様式」を守ろ

うか，「むき出し帝国主義」

一族と関係の深いカーラ

ル・ゲイン（株式と土地の

に復帰しつつある。

となるし，世界的に貧富の

軍事力にものを言わすほか

うとすれば，「アメリカ的

の棍棒政策が必要となる

のだ。

「かつての

昨年の大統

たいして，共

勝利した政党

ある。どうし

奴隷制的南部」の果たしてい

領選挙で民主党のケリーは北

和党のブッシュは，かつての

は逆になったとはいえ，南北

てこのような事態が起こった

る役割

東部のすべての州と太平洋

奴隷制的な南部 州のすべ

戦争当時の地理的対抗関係

のだろうか。

岸諸州で勝利した。これに

てと内陸部諸州で勝利した。

が見事に再現されたわけで

・ ・ブ

ドランドとい

ま一つの南

以来最初の南

奴隷制の遺

綿花・タバコ

ッシュは，幼児の時代から奴

う町で育ち，テキサス州の知

部の有力州のフロリダ州知事

部保守派の大統領だといって

制を妥協的に解消しつつも民

や石油といった一次産品を供

隷制度の伝統が色濃く残る

事を務めた人であり，実弟

を務めている。まさに ・

も過言ではない
）
。

衆の低賃金と低い人権水準

給してきた「資源植民地」

テキサス州の農村部のミッ

のジェフ・ブッシュは，い

・ブッシュは，南北戦争

については堅持することで，

型の資本主義化の道を支え
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てきた人たち，

営の中核を構成

の「純粋資本主
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軍需産業関係者，保守的で原

した。資源産業や農業の分野

義」の掟に勤労大衆をさらす
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理主義的な南部のキリスト教

で発展途上国と競いあってい

ことで賃金と労働基準を抑制

徒たちが，ブッシュ陣

くためには，むきだし

する必要があり，この

枠組みから脱落

という共通了解

他方，ケリー

「下向き競争」

だという人たち

今回の選挙で

義」と「修正資

ないし抵抗しようとする者に

が，ブッシュ陣営にはある。

の陣営には「修正資本主義

を抑制し，社会資本や人的資

が集まった
）
。

は， 年前のような奴隷制

本主義」との対抗として現れ

は，軍事的抑圧と「心の浄化

」の支持者たち――ハイテク

本の拡充をはかり，社会全体

度と自由労働制との対抗では

，ブッシュの辛勝という結果

」とでのぞむしかない

立国をはかるためにも

を底上げしていくべき

なく，「むきだし資本主

となった。グローバリ

ゼーション戦略

ろげてきた。新

持は不可能とな

戦略防衛構想

は，米国社会を世界との競争

自由主義的なグローバリゼー

る，したがって「むき出し資

２．宇宙・情報ベ

――宇宙・情報ベースの軍産

にさらし，住民を両極に引き

ションを上から強行すればす

本主義」の道を歩むほかない

ースの軍産複合体の出現

複合体の始動

裂き，貧富の格差をひ

るほど，福祉国家の維

と思われたのであろう
）
。

ソ連による人

ら 年の間に

ト科学者の頭脳

他方，反核運

行き詰まり状態

敵の核ミサイル

から今日までに

工衛星打ち上げの衝撃（スプ

１兆ドル以上の公金を投入す

を動員して
）
，宇宙産業を立ち

動の高揚と核戦略の手詰まり

に陥ってしまった。この窮状

を途中でうち落とすという

，「ミサイル防衛」関係の各

ートニク・ショック）をうけて

るとともに
）
，フォン・ブラウ

上げていった。

とをうけて， 年代初頭のこ

を打開すべく，宇宙技術と

「戦略防衛構想」（ ）が

種のプログラムに，合計する

，米国政府は 年か

ンなどナチスのロケッ

ろには，核兵器産業は

技術とを結びつけて，

年に始まった。この年

と 億ドルもの資金

が投ぜられ
）
，ミ

民間営利企業

プロジェクトの

動を始めた軍産

祭の場で暴走す

止めることは難

ところが「敵

サイル防衛ベースの軍産複合

が，莫大な先行投資をおこな

中止は莫大な損失，当該軍需

複合体が死に者狂いの暴走を

る「ジャガノート車」と同様

しくなる
）
。

役」のソ連があえなく解体し

体が自己運動を始めることと

ってミサイル防衛プロジェク

企業の「死」をもたらしかね

続けるのは，そのためだ。イ

，外部から強力なブレーキを

，民需分野ないし軍民両用分

なった
）
。

トを立ち上げた以上，

ない。いったん自己運

ンドのヒンズー教の大

かけないかぎり暴走を

野のハイテク産業を基

盤にし，経済安

名を馳せたレス

スのミサイル防

期を迎えること

保のほうを優先するクリン

・アスピン議員が国防長官に

衛計画は中止された。こう

となる。

トン政権が誕生した。「軍産複

任じられ， 年５月には

して宇宙ベースの軍需産業は

合体」の腐敗追及で勇

「金食い虫」の宇宙ベー

「冬の時代」，雌伏の時

（ ）



ミサイル防

これより先

センター」（

米国の宇宙と

衛の復活へ

，レーガン政権末期の

）が設

核の覇権と軍産複合体（藤岡）

年にフランク・ギャフニたち

立されていた。その後，安全

によって，「安全保障政策

保障政策センターは，ミ

サイル防衛

サイル防衛」

その最初の

防衛の推進」

ミサイル防衛

ならず者国家

ミサイル防衛

推進派のシンクタンクとして

の再生をめざす運動の拠点と

成果が， 年の中間選挙の

を書きこませ，共和党を勝利

の是非を調査するラムズフェ

が５年以内に大陸間弾道ミサ

網を建設すべきだ」という報

大きく成長し，「冬の時代」に

なった。

共和党の選挙綱領「アメリ

させたことであった。第二

ルド委員会を設立させ，

イルを開発して，米本土を

告書をまとめさせたことで

抗して「宇宙ベースのミ

カへの誓約」に「ミサイル

の成果は，議会を説得して，

年７月に「北朝鮮などの

攻撃する可能性があるので，

ある。この第一次ラムズフ

ェルド委員会

防衛を実現

価値の低下

た先例がある

ような復活を

の報告書を根拠にして， 年

させるべし」という法案を可

した戦略爆撃機（ ）の開発

が
）
，ミサイル防衛計画も，軍

とげたわけである
）
。

３．むき出しの「新資

，連 議会は「技術的に可

決した。ミサイル時代を迎え

計画は何度も中止されつつ，

産複合体の強力なバックア

本主義」・「新帝国主義」へ

能な最速の時期にミサイル

た 年代，戦略的

そのつど復活をとげてき

ップのおかげで，不死鳥の

の転換

「新帝国主

年１

・ブッシ

（

源のなかで

（軍事

義」への転換

月の二代目ブッシュ政権の誕

ュをかついだ中心部隊の一

）であ

最強の分野である宇宙覇権を

技術革命）型の戦力を確立する

生とともに，「新帝国主義」

つが，ネオコン（新保守主

った。彼らは次のように論

独り占めし，これを最新の精

とともに，宇宙覇権と

への転換が始まる。 ・

義者）を軸とする

じた。――米国の有する資

密誘導技術と結び付けて

型戦力を敵の攻撃から護

るミサイル防

の戦争は「ワ

争時のような

じっさい今

支出総額の

り，じつに世

これにた

衛網を建設するならば，攻守

ンサイド・ゲーム」となり，

反戦運動再発の心配もないと

日，宇宙活動にアメリカは

％にあたる。軍事関連の宇

界の ％を占めている
）
。

いしてロシアの宇宙産業は失

の両面から米国の軍事力は

アメリカ兵の血はほとんど

。

年間 億ドルを費やしている

宙活動に限れば，アメリカは

速した。 年の宇宙予算は

無敵となろう。またこんご

流れないため，ベトナム戦

。これは世界全体の宇宙

年間 億ドルを使ってお

７億ドル弱にすぎず，日

本・中国に水

かぎれば世界

何とか糊口を

の衛星数でみ

っているのだ

他方，米国

をあけられ，インドと並ぶ水

の３ ４％程度を占めるにす

しのいでいる状態である
）
。こ

てもアメリカの 基に対し
）
。

の覇権確立のうえで「弱い環

準にまで落ち込んでしまっ

ぎず，他国のロケット打ち上

れとは対照的に伸びている

て 基にすぎない。まだ勝

」は，石油資源への支配力

た。軍事関連の宇宙支出に

げ業務を代行することで，

のは中国であるが，運行中

負にならないレベルに留ま

だといってよい。石油や天

（ ）



然ガスの重要性

中国・インドが

したがって米

立命館経済

は， 年前と比べて高くなる

大変なスピードで消費量を増

軍が有する無敵の戦力を使っ

学（第 巻・第５号）

一方である。石油の埋蔵量は

やしているからだ
）
。

て，中東の石油，中央アジア

限界にきているうえに，

の天然ガス資源をアメ

リカン・コント

欧州の喉もとを

的要点だとネオ

上の路線を推

む）を要職に就

調達担当国防次

関連の調達担当

ロールのもとに置くことがで

抑えることができ，世界覇権

コンは論じたわけである。

進するため，ブッシュ政権

けた。エドワード・ピート・

官に，ピータ・ ・ティーツ

の国防次官補に，ジェーム

きれば，自前のエネルギー源

の再建は揺るぎないものとな

は， 名もの兵器企業のトッ

オルドリッジ（アエロスペース

（ロッキード・マーティン社の

ズ・ロッシェ（ノースロップ・

をもたない東アジアや

る――これこそが戦略

プ層（重役や大株主を含

社の最高経営責任者）は

最高業務責任者）は宇宙

グラマン社の重役）は空

軍長官に任命さ

（先の 名のリス

これより先

れていたが，

「報告書」を提

であった（ただ

あったが）。

「報告書」の

れた。ミサイル防衛推進を

トと一部重なるが），政権の要職

「米国の宇宙覇権の軍事戦略」

年１月に「宇宙への兵器

出した。委員会の 人のメン

し彼らのほとんどは軍務を早め

提出直後に，ミサイル防衛・

呼号する「安全保障政策セン

に任命された
）
。

を策定すべく，第二次ラムズ

配備」や「独立した宇宙軍」

バーのうち７人が宇宙分野の

に退役し，軍需企業に「天下り」

宇宙覇権という二つのラムズ

ター」の関係者 名も

フェルド委員会が作ら

の設立などを提言する

軍事企業のトップたち

した「もと将軍」たちで

フェルド委員会報告書

の「提言」を自

また少し前まで

ヤーズ将軍が制

ブッシュ政権

る「フル・スペ

てきたが，「宇

明確にしたので

ら実行する使命をになって，

全米宇宙軍司令部（

服組トップの統合参謀本部議

は，陸上，地下，海上，海中

クトラム・ドミナンス」（全

宙覇権
）
」（宇宙の軍事的占領を婉

ある。

委員長のラムズフェルドが国
）
）の司令官を勤め

長に抜擢された。

，空中，宇宙をふくめ，あら

方位の軍事的圧勝）態勢の構築

曲に表現する用語）の確立をと

防長官に任命された。

ていたジャック・マイ

ゆる部面で敵を圧倒す

を戦略目標として掲げ

りわけ重視する姿勢を

攻勢的抑止

この戦略の具

ービルは崩壊

地球戦争」の開

きろうとした。

にじる「侵略行

戦略への転機となった９月

体化を目論んでいた 年９

した。ブッシュ政権は，「絶

戦を宣言し，先制攻撃をかけ

これはまさに， 世紀的な帝

為」であった。

日事件

月 日に無差別テロ事件が起

好のチャンス」とばかりに

ることで，イラクの旧政権の

国主義的行動の復活であり，

こり，世界貿易センタ

「テロとの永続的な

転覆 体制転換にふみ

国連憲章を乱暴にふみ

米国の核戦略

いる。彼は，最

シュ政権はこれ

ブな抑止 威嚇

定（ 年８月

たな抑止戦略の

の変化を追跡してきたデンマ

近「抑止の失敗に備えて」と

までの軍事戦略を転換し，

（ ）戦略を策定しつ

に公表予定であったが，遅れてい

一環として理解されるべきだ

ーク出身の若手研究者にハン

いう論文を書き，９月 日事

世紀の帝国主義時代を思い起

つあること，新たな「統合核

る）も，海外基地の全面的な

と述べている
）
。

ス・クリステンセンが

件を口実として，ブッ

こすほどにアグレッシ

作戦ドクトリン」の策

再編の動きも，この新

（ ）



ソ連など国

は，核兵器を

封じ込め，長

米国の宇宙と

際共産主義勢力がヤルタ会議

含むあらゆる手段を用いて反

期の時間をかけて自壊させよ

核の覇権と軍産複合体（藤岡）

で合意した勢力圏を越えて

撃するという姿勢を明確に

うというのが，冷戦期の「

外部に侵攻してきたときに

し，敵を現存の勢力圏内に

核抑止戦略」の特徴であっ

た。冷戦期の

ところが

ができないこ

国家」や「テ

従来型の核抑

含む大量破壊

ある。

ソ連のように「合理的な思

年９月 日に生じた無差別テ

とを劇的に示したとブッシュ

ロリスト集団」を想定したば

止では制止が効かない可能性

兵器を手に入れたばあい，こ

考」をする敵には，「核抑止の

ロ事件は，従来型の想定に

政権中枢は考えた。新しい

あい，彼らは自殺・自滅覚

が出てきたからである。と

れを用いて，自滅覚悟で米

戦略」は有効であった。

頼っていては，米国の防衛

敵――狂信的な「ならず者

悟で攻撃をかけてくるので，

くに狂信者たちが核兵器を

国を攻撃してくる恐れさえ

旧ソ連との

ト集団にたい

答えというの

兆候が現れて

両兵器を組み

要がある。「

先制的に「予

全面戦争を想定した重厚長

する抑止力としては不十分で

は，次のようなものであった

きたならば，その段階で，地

合わせつつ先制攻撃（より厳

大量破壊兵器」を開発・所持

防攻撃」をかけるという，攻

大型の核戦略によっては，「な

ある。どうすればいいのか

。核兵器のみならず他の大

球上のどこであれ，電光石

密に言うと「予防攻撃」）をかけ

しようとする兆候が感知され

勢的な抑止戦略をとるべき

らず者国家」やテロリス

。米軍指導部が導き出した

量破壊兵器の開発・保持の

火のスピードで核と非核の

ることを明示しておく必

たならば，双葉の段階で

だと彼らは論じたのである
）
。

「全米戦略

新たな攻勢

軍基地内に設

宇宙軍司令部

に設置された

遂行する段に

「戦略軍司令

軍司令部」の設置

的抑止を支える基幹的戦力と

置された「全米戦略軍司令

（宇宙を活用する作戦を担当）

司令部であって，常設組織と

なると，陸海空軍・海兵隊の

部」の統合的指揮下で，作戦

して位置づけられたのが，

部」（ ）で

と戦略軍司令部（核戦争を担

しては「頭脳」（司令部）だ

必要な部隊を「戦略軍」の

を遂行させるのである。

ネブラスカ州オファット空

あった。これまでの全米

当）とを統合して， 年

けを設けておくが，作戦を

実戦部隊として選び出し，

全米戦略軍

「テロリスト

核の兵器を

の作戦計画を

略を継続す

ル防衛網を構

というもので

の使命とは何か。米国が有す

組織」に攻撃命令が下ったと

用いて，電光石火のスピード

と呼ぶ）， 核

る（これまで と呼ばれてき

築し，敵のミサイル攻撃（

ある。

る宇宙と核の覇権を活用し

きには，敵が地球上のどこに

でもって精確に攻撃し，粉砕

大国にたいしては，戦略核兵

た作戦計画は，

より正確にいうとミサイルを用い

て， 「ならず者国家」や

隠れていようと，核と非

してしまうこと（そのため

器をもちいて抑止する戦

と改称された）。 ミサイ

た敵の反撃）を阻止する，

全米戦略

地球を攻撃す

核の覇権を活

命がみごとに

軍司令部のロゴマークを見て

るというメッセージが明確で

用して，電光石火のスピード

表現されている。

いただきたい（図２）。宇宙か

ある。敵が地球上のどこに

で敵に壊滅的な打撃を与え

ら鉄拳と稲妻とを用いて

隠れていようとも，宇宙と

る，という全米戦略軍の使

（ ）
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図２ 全米戦

学（第 巻・第５号）

略軍司令部のロゴマーク

「宇宙・地球

全米戦略軍司

撃するという

規模攻撃軍司令部」の設立

令部の３つの任務のなかで，

任務を担うために組織された

）である。全米戦略軍

第１の任務――敵を電光石火

のが，「宇宙・地球規模攻撃

司令部の下部組織となるので

のスピードで精確に攻

軍司令部」（

，同じオファット空軍

基地に司令部を

ークスデイル空軍

と核の覇権を背

する， 各部隊

名の態勢で

長崎に原爆を

げ式典が行われ

置くかたちで， 年１月

基地を拠点とする第８空軍司令

景として地球規模攻撃を立案

のあいだの任務の統合と同

出発したが， 年末には 人

投下されて 年目の 年の８

たが，その席上「全米戦略

日に設立された（梅林宏道さ

官のチルトン中将が，司令官を

し実行する， 日々の軍事宇

期化を行うことが使命となる

に増員される。

月９日に「宇宙・地球規模攻

軍司令部」のジェームズ・カ

んによるとルイジアナ州バ

兼務するという）。 宇宙

宙作戦を統合的に実施

。司令部スタッフ数は

撃軍司令部」の立ち上

ートライト司令官は，

「地球規模攻撃

は，冷戦後に求

の抑止力は，運

や宇宙利用）の

リストのような

だけの抑止力を

土の安全を保障

」の目的に触れてつぎのよう

められるようになった『新し

動エネルギー兵器（核戦力と

能力の双方から形成されるで

勢力であれ，わが国の敵を恐

備える必要があります。…こ

することができるのです」と

に演説した。「宇宙・地球規模

いタイプの抑止力』を作り出

通常戦力）の能力と非運動エ

しょう。……旧ソ連のような

怖の淵に沈め，わが本土に侵

のような質の戦力を提供する
）
。

攻撃軍司令部の役割と

すことにあります。こ

ネルギー兵器（情報戦争

国民国家であれ，テロ

攻する意志を失わせる

ことによって，わが本

「宇宙・地球

作戦計画は遂行

妻」（

をもちいて，敵

が「統合任務部

（ ）は

規模攻撃」の作戦計画として

可能かどうかを検証するため

）演習が実施された。

の標的を攻撃するものであっ

隊」として動員された。この

「用心深い防壁」（

， が策定さ

に， 年 月１日から 日に

この演習は，宇宙覇権をバッ

た。それゆえ陸軍ではなく，

演習と連携するかたちで，北

）演習を実施した。その結

れたのであるが，この

かけて「地球規模の稲

クにして核と通常戦力

空軍と海軍の該当部隊

米航空宇宙防衛司令部

果，１週間後の 月

（ ）



日に宇宙・地

ができた
）
。

ソ連の解体

米国の宇宙と

球規模攻撃軍司令部は「初期

をうけて 年以降，核搭載

核の覇権と軍産複合体（藤岡）

段階の作戦能力」を獲得し

の戦略爆撃機の常時警戒態

たという判定を受けること

勢は，解除されていたが，

ン司令官が

全米戦略軍の

はならない

画に編入さ

る。最近は敵

するという
）
。

の策定をうけて，戦略爆

指揮するルイジアナ州のバー

統合任務部隊に編入されたば

という。大西洋・太平洋を遊

れたばあい，搭載しているト

地近海で遊弋することになっ

撃機は常時警戒態勢に復帰し

クスデイル空軍基地に駐屯す

あい，常時警戒態勢に就き

弋する戦略原子力潜水艦も，

ライデント 核ミサイルを

ているので，核ミサイルは

ている。たとえばチルト

る 機の 爆撃機は，

，１分間隔で離陸しなくて

の作戦計

敵の目標に放つことにな

― 分後には標的に着弾

イランの

能性がある

模攻撃軍」司

演習は，イラ

核施設・軍事施設を米軍が電

という報道がしきりであるが

令部がその中軸を担うことに

ン攻撃の予行演習だったこと

４．泥沼

撃的に（ばあいによると核をも

，もしこの作戦が敢行された

なるのは間違いない。その

になろう
）
。

と化したイラク戦争

ちいた）先制攻撃を行う可

とすると，「宇宙・地球規

ばあい「地球規模の稲妻」

急増するイ

このような

思惑どおりに

最近，イラ

の政策研究所

論するヴァー

した『イラク

ラク戦争の戦費

状態のもと，ブッシュ政権は

は，ことは運ばなくなってき

ク戦争の人的・社会的・政治

と「フォーリンポリシー・

チャルなシンクタンク）という

の泥沼』（

イラクに対する戦争に踏み

た。

的コストを算出した報告書

イン・フォーカス」（インター

二つの進歩的なシンクタンク

）というレポートがそれであ

込んだのであるが，米国の

が出版された。ワシントン

ネットを介して外交政策を評

が 年８月に共同で作成

る。

それによる

であったのが

年の１ ５

米軍の投入

から，２万人

白兵戦となら

るようになっ

と，イラクにおけるレジスタ

， 年７月には 回に増えた

月期には月平均 件のペース

数は 万人であるが，そ

から 万人が参戦している

ざるをえない。その結果，ベ

てきた。帰還兵の３割は精神
）

ンス派による攻撃数は，

。自爆攻撃数は， 年には

となった。

のほかに「有志連合」軍が

。市街戦では 型の戦力

トナム戦争と同様に，米兵

病にかかり，陸軍士官の離

年７月には１日平均で 回

月平均で 件であったが，

万人，民間契約企業 社

は使いにくく，いきおい

は深刻なトラウマに囚われ

婚率は平時の 倍にはねあ

がっていると

「地獄の戦

標を ％下回

結果，新規志

ざるをえない

本土の警官

いう。

場」の実態が明らかになるに

り，州兵にいたっては，総数

願数は目標を ％も下回る事

という皮肉な事態が生まれて

・消防士・救急医療要員が多

つれて，志願兵不足が深刻に

万人のうち 万人がイラ

態となっている。民間契約

いるのはそのためだ。

数，イラクに派遣されてお

なってきた。陸軍では目

ク・アフガンに派兵された

企業に労働力調達を依存せ

り，自然災害の救援活動に

（ ）



は大きな穴があ

ケーン・カタリ

国民の『人間的

立命館経済

いている。「米国民を脅かす

ーナの襲来から米国民を防衛

安全保障』のために，連 政

学（第 巻・第５号）

最悪の敵は，イラクではなく

するために，州兵をニューオ

府は全力を尽くせ」という声

カリブ海にいる。ハリ

リンズに呼び戻せ。米

が響きわたってくるの

も当然である。

イラク戦争に

月から 年６月

用を貧困対策に

を半減させる役

ドルのレベルで

沼化し，こんご
）

伴う財政コストは，ベトナム

までに 億ドルが支出さ

使うならば，貧しいエイズ患

に立ったはずである。ベトナ

あったが，イラクの戦費は毎

も同レベルの支出が続くなら

戦争当時を上回るスピードで

れ，それ以外に 億ドルが追

者へのエイズ薬を行きわたら

ム戦争の戦費は，今日の時価

月 億ドルのペースとなって

ば， 年後の戦費総額は

増えつつある。 年３

加補正された。この費

せたり，世界の貧困率

に換算すると毎月 億

いる。イラク戦争が泥

億ドルを超えるといわ

れる。ベトナム

るのだ。

宇宙の軍事化

「宇宙の軍事

ものではない。

衛星）は，

も，「宇宙の兵

戦争の戦費総額（時価換算で

の第２段階への突入

化」（宇宙空間の軍事的利用）と

宇宙空間への兵器システムの

年代から配備されてきた。し

器化」ではなかった。

億ドル程度）を上回る勢い

「宇宙の兵器化」（宇宙空間へ

周辺機器（たとえば偵察衛星

かしこれは「宇宙の軍事化」

で，軍事費が増えてい

の兵器の配備）とは同じ

や早期警戒衛星，軍事通信

の第１段階ではあって

それでも宇宙

を掌握でき，米

２度にわたるサ

化にもとづく戦争

しかしクリン

込むことには慎

義」のしきたり

衛星を使って戦争を指揮で

軍を圧勝に導くかは，湾岸戦

ダム・フセイン退治の戦いは

）にほかならなかった。

トン政権は，「宇宙の軍事化

重な姿勢を崩さなかった。

をそれなりに尊重していた

きれば，いかに「制情権」（戦

争と最近のイラク戦争の経緯

，まさに「宇宙戦争」の幕開

」は推進したが，「宇宙の兵器

経済覇権の再建を優先し，外

からだ。 （ミサイル防衛）

場情報を独占する権利）

でみごとに実証された。

け（第１段階の宇宙軍事

化」の段階にまで踏み

政面では「修正帝国主

開発についても

（弾道ミサイル迎

る。

ただし宇宙軍

不足であること

世論の制約をう

のように宇宙に

から発射されるレ

撃制限）条約の規定に従い，

事化の第１段階のレベルでは

が分かってきた。ハイテク戦

けざるをえない。ハイテク戦

雄飛させたい。宇宙衛星か

ーザー光線）や「神の棒」兵

地上基地からの迎撃に限って

，イラク・アフガンの「敵」

力や核エネルギーというもの

力と核エネルギーを地上的制

ら「神の光」兵器（ 線レーザ

器（劣化ウランやタングステン

いたのはそのためであ

を完全殲滅するには力

は，地上では国際法や

約から解放し，孫悟空

ー衛星＝通称「死の星」

製の数メートルの長さの棒

状の兵器）を地

事覇権は真に無

これを実現しよ

２」（第２段階）

上ないし地中深くひそむ「敵

敵となるというのが，宇宙軍

うとするのが「宇宙の兵器化

の幕が開くことになる。

」に放つ態勢を整えたい。そ

司令部と宇宙ベースの軍需産

」の段階であり，これととも

うなればアメリカの軍

業の積年の夢であった。

に「宇宙戦争・パート

（ ）



宇宙からの

じっさいイ

つある。『ニ

米国の宇宙と

地球規模攻撃の態勢

ラク占領の次には「宇宙の軍

ューヨーク・タイムズ』の

核の覇権と軍産複合体（藤岡）

事的占領」をめざす姿勢を

年５月 日号にティム・ワイ

ブッシュ政権は明確にしつ

ナ記者が署名記事を書き，

宇宙への兵器

統領命令は当

すでに触れ

宙覇権を背

器・非運動

「地球規模攻

この態勢を

配備を承認する大統領命令を

初，数週間以内に出されると

たように，全米戦略軍司令部

景として，地上・地中・空中

エネルギー兵器（サイバー・電

撃」（ ）の態勢を

強化するために「ファルコン

空軍が要求しているという

報道されたが，政治的理由

は，傘下の「宇宙と地球的

・宇宙のいかなる目標であっ

磁波・情報かく乱攻撃など）を

確立してきた。

計画」と呼ばれる計画が進

スクープをものにした
）
。大

で延びている模様である。

攻撃軍」を尖兵として，宇

ても，核兵器・在来型兵

用いて，攻撃するという

められている。 年３月９

日の下院軍事

の「巡航宇宙

ルコン」とい

の態勢ができ

空といった国

ョン」の極致

報・監視用の

れこそ新世紀

委員会で空軍宇宙軍司令官の

飛 体」を開発し，３万メー

う名称の無人の「共通宇宙

ると，地球上のどのような地

家主権空間を完全に無視する

だといってよい。ファルコン

軍事物資を世界のどこへで

の「アメリカ的戦闘様式」な

ランス・ロード少将がおこ

トル上空の成層圏を飛行さ

飛 体」（

点でも２時間以内に攻撃で

わけだから，まさに「上か

計画は「海外の前進基地へ

も急速に配備する能力を格段

のだ，とロード司令官は述

なった証言によると，有人

せておき，そこから「ファ

）を発射するという。こ

きるようになる
）
。領土・領

らの軍事グローバリゼーシ

の依存を減らしながら，諜

に引き上げてくれる」，こ

べている。

なぜ宇宙の

１千億ドル近

宙進出を阻止

から」である

すでに宇宙

イル防衛庁長

痺させる能力

兵器化が必要なのだろうか

い資金を投入しても，地上配

し，わが宇宙覇権を確固とし

と
）
。

の兵器化の試行が始まって

官のトレイ・オベーリング准

をもった超小型衛星」であっ

。ロード司令官はこうも証言

備の方式に拘泥しているか

たものにすることは難しい

いる。 年４月にうちあげら

将によると「他国の探索・

た
）
。

している。「 年の歳月と

ぎり，敵の核ミサイルの宇

ということが判明してきた

れた 衛星は，ミサ

通信用軍事衛星の機能を麻

宙の兵器化に

ゴミ）の破砕

たからだ
）
。当

トを使って

年に打ち上

の報道による

（

むけての本格的な突破口と

を当面の目的にするにせよ，

初は 年６月にもヴァージニ

打ち上げられる予定であった

げが予定されており， 会計

と批判の高まりをうけて，殺し屋

）衛星（短波長放射光赤外線実

なると考えられている。宇宙

この衛星には「殺し屋飛 体

ア州のワロップス発射基地

が，「政治的配慮」のためか延

年度に 万ドルの準備予算

飛 体の搭載を断念したという

験衛星）の打ち上げが，宇

をただようデブリ（人工の

」の搭載が予定されてい

からミノタウルス・ロケッ

期された。今のところ

がついている（ただし最近
）
）。

海外基地の

軍事的に占領

びついて進行

この動きは

兵器の第１世

弾ではなく核

再編を含む「戦力の再編」（

し，ここに無敵の基地を設置

していることに注目してほし

，第４世代の核兵器を開発し

代とは原子爆弾，第２世代と

弾頭という形になった。宇宙

トランスフォーメーション）が

し，宇宙から地上を支配し

い。

ようという動きとも連動し

いうのは水素爆弾であった

時代に対応して弾道ミサイ

現在進んでいるが，宇宙を

ようとする構想と密接に結

ている。周知のように，核

。第３世代になると，核爆

ルの先端に装着すべく軽量

（ ）



化・小型化され

地中貫通型のミ

タイプの第４世

立命館経済

，出力（爆発力）をおさえた

ニ・ニュークなど，実戦に使

代の核兵器の開発が検討され

学（第 巻・第５号）

核弾頭が主流となったのであ

用できるように出力の量と質

ている（かつての中性子爆弾な

る。そのうえで現在は，

とを自在に調整できる

どは， 世代の核兵器の

試作であったと

索されていると

軍事予算の急

米国の軍事支

年度には，

ドルに増大し，

考えられる）。「宇宙・地球規模

いってよい。

膨張

出額は，支出額ベースでみる

億ドル， 年度には，

ついに 年度には 億ド

攻撃」戦略に役立つような新

と， 会計年度には 億

億ドル， 年度には 億ド

ル， 年度には 億ドルと

型の核弾頭の開発が模

ドルであったものが，

ル， 年度には 億

なった（国防総省関係の

億ドルとエ

衛支出は除外して

間接分もふく

どの試算にもと

上記の 億

として 億ドル

援助・開発支援

として 億ド

ネルギー省の核兵器関連の 億

いる
）
）。

めた本当の軍事支出総額は

づき，最新の 会計年度のデ

ドルのほかに，航空宇宙局

，本土安全保障省予算の半

）の 億ドルが軍事関連であ

ルを付け加える必要がある。

ドルの合計。アフガン・イラク戦

もっと高額になるといわれる

ータをもとにして推定してみ

（ ）予算のなかに隠され

分を軍事関連とすると 億ド

る。別枠としてイラク・アフ

そのほかに，過去の軍事費の

費の追加補正額や本土防

。「戦争抵抗者同盟」な

よう
）
。

ている軍事関連支出分

ル，国際的安保（武器

ガン戦費の追加補正額

付け払いとして 億

ドル（退役軍人

の他 億ドル

以上を合計す

信託基金勘定

総額（２兆

世界の軍事支

恩給として 億ドル，過去の軍

が付け加わる。

ると，総額は１兆 億ドル

（年金・医療保険など）を除外す

億ドル）の ％を占めるとこ

出再膨張の引き金に

事支出支弁のための国債の利払

となる。米国の連 予算のな

れば，広義の軍事支出は，連

ろまで復活してきたのである

いとして 億ドル），そ

かで独立採算制をとる

基金にもとづく予算

。

世界の軍事支

所の調査による

には１兆ドルを

ドルだから世界

シリア，イラン

国（ ，オ

軍事支出は，世

出の再膨張の引き金を米国は

と，世界の軍事支出は 年

超えて１兆 億ドルとなっ

の ％を占める。第２位のロ

，イラク等々）の総額の 倍以

ーストラリア・カナダ・イスラエ

界全体の３分の２を超えてい

引く形になっている。ストッ

度に 億ドル， 年度に

た
）
。狭義の軍事支出だけをと

シアの６倍以上，７つの「な

上。国連と国際機関の年間予

ル・日本・韓国）の軍事費をあ

る
）
。

クホルム国際平和研究

は 億ドル， 年

っても米国は， 億

らず者国家」（北朝鮮，

算の 倍となる。同盟

わせると，米国陣営の

軍需契約企業

この間に軍需

びを記録してい

受注の絶対額

けるハリバート

の盛衰

企業の受注総額は， 年の

る。

ではなく増加率のデータをと

ン社。チェイニー副大統領が

億ドルから 年の 億

ると，第１位は，基地の建設

直前まで社長をしていた会社

ドルまで， ％近い伸

から油田開発まで手が

であるが，４億ドルか

（ ）



米国の宇宙と核の覇権と軍産複合体（藤岡）

ら 億ドルに

社を合併す

マーチン社

（ミサイ

ブッシュ政

返しとして，

大幅アップした。第２位は

ることで，受注額は 億から

で 億から 億ドルへと上

ル防衛）関係が多いという特徴

権は，第１期の就任時に 人

昨年の大統領選挙と上下両院

ノースロップ・グラマン社。

億ドルへと倍増した。３位

昇している。中堅企業で伸び

がある。

の軍需企業の経営陣を政府

選挙で軍需企業全体の献金

ミサイル防衛に強い

は最大手のロッキード・

がめだつ企業をみると，

の要職に任命した。そのお

額は 万ドルにのぼった

が，うち ％

けられた。

民主党のケ

やハイテク兵

したからだ。

いうわけであ

それでも

が共和党への献金であった。

リー陣営に軍需産業が冷淡

器開発を抑制し，逆にテロ対

これでは宇宙・情報・核関連

る
）
。

イラク作戦の必要上，実戦に

例のハリバートン社のばあ

だったのはなぜか。ケリー候

策に役立つ陸軍兵員４万人

のハイテク兵器づくりを目

関連した分野を優先せざるを

い献金の ％が共和党に向

補は， （ミサイル防衛）

増や反テロ特殊部隊を重視

論む大手企業は損をすると

えない。そのため 関

連のハイテク

契約額の比較

ミサイル防

ミサイル防

の最後の年で

は 億ドルと

兵器への投資額は， 年以

は，次の表１を参照していた

衛関係の財政支出

衛関係の支出は，予想通りブ

あった 会計年度の支出額

，ブッシュ政権最初の２年間

降やや減速している。なお

だきたい
）
。

ッシュ政権になって急増し

は 億ドルであったが，

で ％も急伸した。 年度

年と 年の軍需企業の

ている。クリントン政権期

年度は 億ドル， 年度

には 億ドル，そして 年

度には 億ド

戦費の圧迫

年度と比

そのほかに

部分が 億

ドルが研究開

ルというピークに達したのち

とハリケーン・カトリーナの

べると２倍を超えている。

軍事予算には，別枠で黒塗り

ドル
）
， 会計年度のばあいは

発関係の機密支出だとされる）存

， 年度は 億ドルという

被害対策支出に挾み撃ちされ

の機密支出の部分がある。

億ドル（うち 億ドルが機

在するとされるが
）
，ミサイル

レベルに減少した。イラク

たとされるが，それでも

会計年度のばあい黒塗り

器やサービスの購入， 億

防衛関係に，どの程度支

（ ）

表１ 国

順位 企業名

ロッキード・マーチン
ボーイング
ノースロップ・グラマン
ゼネラルダイナミックス
レイセオン
ハリバートン

防総

ユナイテッド・テクノロ
サイエンス・アプリケー

ジー
ション

省の契約企業 （

年契約額 年契

億ドル

約額

）

コンピュータ・サイエン
ヒューマナ社

（出所） （

シズ

）および



立命館経済学（第 巻・第５号）

出されているか

ミサイル防衛

表２は，ミサ

トアップしたも

ロッキード・マ

ン社（ 億ドル

はよく分からない。

の受注企業

イル防衛プログラムの主契約

のである。それによると，第

ーチン社（受注額 億ドル），

）の順に大手企業が軒並み上

企業を 会計年度の

１位がボーイング社で受注累

レイセオン社（ 億ドル），

位を占めている。 万ドル

累計受注額の順にリス

計は 億ドルに達し，

ノースロップ・グラマ

以上を受注した企業は

社に達した

ると，総額の

大プログラムの

宇宙兵器開発

ン社・ボーイン

から 年の間に

治献金総額（３

が，その総額の ％が先の上

％を集中していることが分か

ばあい，ごく少数の軍需大企

に従事する軍需企業の代表は

グ社・ ・ゼネラル・ダ

，１億 万ドルの政治献金

億 万ドル）の ％を占め

位４社に集中していること，

る。ミサイル防衛といった先

業が受注額のほとんどを独占

，ロッキード・マーチン社・

イナミクス社であるが，これ

を行った。この額は，同期間

ている
）
。宇宙覇権の確立とミ

対象を上位 社に広げ

端技術の粋を集める巨

することになるのだ
）
。

ノースロップ・グラマ

ら５社だけで， 年

の軍需産業界による政

サイル防衛が，軍事予

算の中軸になる

みとれる。

このような動

）が結成

説によると，こ

とを目的とし，

員が中心となっ

とともに，これら企業が議員

きと連動して， 年に連

された。発起人代表を務めた

の議員連盟は，「軍事宇宙計

宇宙産業の集積地のカリフォ

ている
）
。

への献金攻勢を強め，政治力

議会内に「宇宙パワー促進

コロラド州選出のウエイン・

画の重要性を明らかにし，同

ルニア・テキサス・フロリダ

を高めていることが読

議員連盟」（

アラード上院議員の解

僚議員を啓蒙する」こ

・コロラド州などの議

日本・東アジ

米国は，経済

うとしている。

デント核ミサイ

に打ち込むことが

アへのインパクト

的なライバルに成長しつつ

それに伴い，米軍は東アジア

ル 基（１基あたり８個の核弾

できる）を搭載する戦略原子

ある中国と 諸国とを

，とくに中国シフトを強めて

頭を積んでいるので，１隻から

力潜水艦の配属先をみると，

危険視し，封じ込めよ

いる。たとえばトライ

合計 個の核弾頭を敵地

年には大西洋に

（ ）

表２ ミサイル防

．ボーイング
．ロッキード・マーチン
．レイセオン
．ノースロップ・グラマン
．コンピュータ・サイエンシ
． システムズ
．スパルタ

衛の

ズ

． ３社
．テレダイン

主契約企業上位 社
（ 会計年度の合計

億ドル

額）

．

上位 社計

（出所）



隻，太平洋に

したのにたい

平洋，とくに

米国の宇宙と

８隻が配置されていた。８年

して，太平洋には９隻配置さ

東アジアにシフトしつつある

核の覇権と軍産複合体（藤岡）

後の 年になると，大西

れた。米軍の核戦略の重点
）
。

洋には５隻と配置数が半減

は，明らかに大西洋から太

年と

（ ）４個

搭載のイージ

（戦

国向けなのか

自衛隊が迎

同盟の一体

は，日本版の 網づくりが

高射群がまもなく地上配備さ

ス駆逐艦４隻も 年には横

域ミサイル防衛）を に統合

日本向けなのかが分からなく

撃するほかなくなってしまう

化が完成するわけだ。 と

本格化する年である。ペィ

れ，開発中の改良型スタンダ

須賀と新潟に配備される予

したので，北朝鮮や中国が打

なる。したがって日本の国

。まさに 参加をスプリン

は，ブッシュ政権のもとで，

トリオット３型ミサイル

ード・ミサイル３（ ）

定だ。

ち上げるミサイルが，米

外を標的とするミサイルも，

グボードにして日米軍事

宇宙への兵器配備を不可

欠とする「宇

サイルから守

宇宙占領態勢

と同時に北

米国の「宇宙

ろまで事態は

発事業団法の

決議（ 年

宙の軍事化」の第２段階突入

るものというよりも，中国・

を維持し防衛するための「ト

東アジア・中国から中央アジ

覇権を背景とする地球規模攻

来ている。日米安保条約の極

成立にさいして日本の国会が

５月）にも抵触する事態にな

を前提とした計画に変質し

ロシアのミサイルの宇宙進

ロイの木馬」計画に変質し

アを経て中東にいたる「不

撃」態勢の前線基地として

東条項の空文化の危機が来

行った「宇宙開発を平和目

っている。

た。国民の命を北朝鮮のミ

出を阻止し，アメリカ軍の

たわけである。

安定の弧」地帯をにらんだ

，日本が組み込まれるとこ

ているだけでなく，宇宙開

的に限定する」とした国会

宇宙の軍事

イラク占領

費のほうはこ

５

的占領のためのコスト

のためにすでに大変な浪費が

れから本格化するであろう。

．展 望

進んでいるのであるが，宇

たとえば商業衛星は１基あ

宙の軍事的占領のための浪

たり 万ドルほどだが，

軍事衛星の場

先のティム

スの防衛シ

セ弾頭をば

な地球資源を

ない。仏教で

帯」にする

合は平均で３億 万ドル

・ワイナー記者によると，数

ステムを構築するには，

らまかれたらお手上げなので

「宇宙の穴」に際限なく放り

いう「餓鬼道の世界」だとい

条約を結ぶことができれば，

（ 億円）もする
）
。

発－ 発程度の敵のミサイ

億ドルから１兆ドルかかると

，「安心料」は青天井で上がっ

こんでいくのに，いつまで

ってよい。南北朝鮮と日本

無料で（紙代だけ！）はるかに

ルを打ち落とせる宇宙ベー

いう。「敵」におとりのニ

ていく恐れもある。貴重

たっても安心立命は得られ

とを「非核・非ミサイル地

深い安心が得られるとい

うのに，であ

宇宙に十分

科学者団体の

しても，衛星

ルの値段は

星編隊から

る。

な数の迎撃衛星を打ち上げる

「懸念する科学者の会」は推

から１つの標的を破壊する費

１基あたり 万ドルだから，

なる「未来の画像衛星システ

コストだけでも － 億

計している
）
。仮にレーザー

用は１億ドルと見積もられ

トマホークの 倍もかかるわ

ム」構築の値段は，すでに当

ドルは必要となると米国の

衛星が宇宙に配備されたと

ている。トマホークミサイ

けである。新型スパイ衛

初見積もりの３倍の 億

（ ）
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図３ 米ハ

学（第 巻・第５号）

イテク製品の貿易収支

ドルに達してい

う。なぜなら

れらが日々目指

懸かっている」

年までの

トは，総計

（出所） 米商務省調べ。「

る。にもかかわらず先のロー

「宇宙覇権の獲得は米国の生得

すべき責務である。なぜなら

からだ（ 年９月の空軍の会

年間に，世界各国は 基

億ドルというから，１基あた

日経」 年８月 日。

ド司令官によれば，価格の暴

の権利であり，わが明白なる

わが国の未来は，宇宙覇権を

議におけるロード司令官の発言

の軍事衛星を調達すると予想

りの平均価格は 億ドル。う

騰は問題ではないとい

天命。宇宙覇権は，わ

確立できるかどうかに
）
）。

されている。調達コス

ち欧州の購入予想数は

基，その他の

さまざまな規

直したいという

える「宇宙・核

はお釈迦様の手

癌で死ぬ人が

空間が核戦場と

大多数は米国が購入すると見

制のある地球を脱出して，宇

のが，「 世紀の孫悟空」な

ベースの軍産複合体」の野望

のひらで踊っているにすぎな

世界的に増えている。これま

なれば，放射能汚染が地上を

積もられている
）
。

宙で存分に羽を伸ばし，地上

らぬ「全米戦略軍団」の目標

なのだ。「宇宙の支配者」き

いのだぞ」と分からせ，「成

での核実験との関係を私は疑

襲い，コンピュータは動かな

を支配する体制を建て

であり，その背後に控

どりの孫悟空に「お前

仏」させる必要がある。

っている。もしも宇宙

くなるし，癌で死ぬ人

が激増するであ

っているのであ

光旅行などは

宇宙の平和利

道派のシンクタ

きではないと提

器化を前提とし

ろう。すでに センチ以上

るが，宇宙空間で戦争がおこ

「夢のまた夢」になってしまう

用条約を強化して，あらゆる

ンクであるヘンリー・スチム

言している。カナダ政府も

たものになっており，国是

の宇宙のごみ（デブリ）が 万

なわれると大変な数のデブリ

であろう
）
。

兵器の宇宙配備の禁止を明文

ソン・センターも，宇宙への

， 年の２月 日，現行方

である宇宙の兵器化拒否に抵

個以上，地球周辺を回

が生まれ，宇宙への観

化する必要がある。中

兵器配備に踏み切るべ

式の は，宇宙の兵

触するなどの理由で，

への参加を

の要因に，カナ

れている。軍産

ハイテク製品

なりつつある
）
。

産業界も分裂し

拒否した。カナダがミサイ

ダにはまだ本格的な航空宇宙

複合体筋からの圧力は，カナ

の貿易収支のデータ（図３）

このまま推移すると，商業用

ていくであろう。

ル防衛に参加しないと決める

メーカーが出来ていないとい

ダのばあいはそれほど強くな

をみても，ブッシュ政権にな

のハイテク産業・宇宙産業と

ことができたもう一つ

う事情があったといわ

かったわけである
）
。

ってから大幅な赤字に

の矛盾が明確となり，

（ ）



もう一つの

現下のアメ

である。言う

米国の宇宙と

世界――「ディープな修正

リカ主導のグローバリゼーシ

ことを聞かない者は，トッ

核の覇権と軍産複合体（藤岡）

資本主義」の可能性

ョンというのは，垂直型と

プ（宇宙）から制圧するという

いうか，トップダウン方式

タイプであって，無理や

りに国境を低

だけを突出さ

ーバリゼーシ

これに対し

ば相思相愛型

ような道を歩

のとれたグロ

めていくという暴力的タイプ

せ，自国利益を優先させる。

ョンは，本当の平和をもたら

てもう一つのグローバリゼー

で，お互いの合意と互恵を大

むためには，地域レベルでの

ーバル化を進めることが必要

だといってよい。しかも，

こうした，バランスを欠い

すとはいえない。

ションは，水平型というか

切にしながら，国境を引き

共同を積み重ねながら，ヒ

である。

マネーと軍事力の自由移動

た，暴力的スタイルのグロ

，各国が対等平等で，いわ

下げていくタイプだ。この

ト・モノ・カネのバランス

世界社会

成が重要な

権ある経済」

のである。世

経済ボイコ

ブッシュ

するには，北

フォーラムで強調されていた

のだ。「自給自足経済に戻れ」

のはずであり，主権者の判断

界社会フォーラムに結集する

ット運動の可能性

政権の最大の潜在敵は北朝鮮

朝鮮では決定的に役不足で

ように，「ソブリン・エコノ

と説くのではない。独立国の

で国と国との経済関係を自

社会運動は，この方向をめ

ではなく中国である。宇宙を

あるからだ。 に参加し（

ミー」（主権ある経済）の形

国民経済とは，本来「主

主的に築いていこうという

ざしている
）
。

ベースとする を推進

さらには憲法第九条を廃止し

て），アジア

的支配につ

めて高い。

ろう。

米国の強み

の最大の弱み

ある。「むき

の新しい平和づくりに背を向

ながる」とアジアの民衆が警

参加は「アジア市場で日

が，軍事力と知的財産権の独

は，経済面――とくに貿易競

出し資本主義」のドルではな

けていくと，「日本製品を買う

戒心を高め，「日貨排斥」運動

本製品を売れなくさせる反経

占，それに石油支配力にあ

争力の衰退と財政赤字を自

く「修正資本主義」のユーロ

ことは，日米の帝国主義

を展開する可能性がきわ

済的な行為」となるであ

るとすると，ブッシュ政権

国で穴埋めできないことで

で，石油を買おうという

運動が本格化

イラクの戦費

は不可能にな

地球政策研

が現われてい

し，マクドナ

完全に撤退し

し，マクドナルドやコカコー

調達のために発行される米国

るであろう。

究所をたちあげたレスター・

るという。ドイツにおけるコ

ルド社の欧州全体での売上

，海外売上高の ％下落の一

ラなど米国系多国籍企業の

国債の購買ボイコットが広

ブラウンによると，すでに

カコーラの売上高は前年同

の伸びはストップした。流通

因となったし，パリ郊外に

購買ボイコットが広がり，

がれば，イラク戦争の遂行

中東や欧州では，その予兆

期比で ％の下落になった

業の 社はドイツから

あるディズニーランド・パ

リは，入場者

るウォルマ

もフォード社

イラクのサ

米国によるイ

石油代金を

の減少によって収益が悪化し

ート社も，ドイツで大幅な損

も欧州での販売台数は低迷し

ダム・フセイン政権が 年

ラク政権つぶしを招く重要な

ユーロでも受け取るという政

，親会社の救済を仰いでい

失に直面している。自動車産

，経営危機に直面するに至

に石油代金をユーロで受け

原因となったが，こんどは

策転換をおこなった。さらに

る。世界最大の小売企業た

業に目を移すと， 社

っている，等々
）
。

取る新政策をとったことが，

イランが， 年半ばから

イランは 年に独自の

（ ）



「石油取引市場

が高い
）
。ベネズ

イラク戦争に

立命館経済

」を開設しようとしているが

エラのチャべス政権も，この

突入した 年度に新規に

学（第 巻・第５号）

，決済通貨はユーロ（オイル

動きに追随するであろう。

発行された米国の国債の

・ユーロ）となる可能性

％を日本が， ％を中

国が購入し，イ

かかわって，こ

国・中国・日本

権がいま一番恐

かつて 年

（ファシズム）陣

を鮮明にするよ

ラク戦争の遂行を経済面から

のような破格の買い支えがい

が米国の国債を買い支えない

れていることであろう。

代に，世界の民衆運動の力に

営と「修正資本主義」（英米）

う迫られたことがあった
）
。

支えてきたのであるが，この

つまで続くのか，見通しは不

姿勢を明確にすること――こ

押されて，世界資本主義は

陣営とに分裂し，多国籍企業

年をへて同じ事態が生まれて

間のドル安の進行とも

確実である。中東産油

のことが，ブッシュ政

，「むき出し資本主義」

もどちらにつくか旗幟

いる。現在は国連とい

う組織があり，

主義・帝国主義

各国の が

押しし，北東ア

性も生まれてい

の陣営と「修正

いく――そのよ

じっさい国連

トービン・スパン税や国際炭

ではない「もう一つの世界」

にかわ役となって，地域紛争

ジアではかなり具体的な動き

る。このような動きが高まる

資本主義」の陣営とに分裂し

うな時代の予兆を感じないわ

の場などを見ていると，欧州

素税といったアイデアが議論

を模索する動きが現われてい

を解決する枠組みをつくろう

になりつつある。経済ボイコ

ならば，世界資本主義は再び

ていき，多国籍企業もどちら

けにはいかない。

連合・非同盟諸国とアメリカ

され，むき出しの資本

る。 といって，

とする動きを国連が後

ット運動の新しい可能

「むき出し資本主義」

側に付くかを迫られて

とのつばぜり合いにな

っている。

ットが開かれた

となった。トー

エイズ問題など

経済学の歴史

「ディープな

年９月に「世界の貧困の半減

が，やはり「むき出し資本主

ビン税などの合意はできなか

を解決する財源として，国際

――ケインズとアダム・スミ

修正資本主義」を構築するに

」をめざす「ミレニアム・プ

義」陣営と「修正資本主義」

ったが，フランスとブラジル

航空券への連帯課税の導入が

スから学ぶ

は，ケインズのいい面，アダ

ラス・５」の国連サミ

陣営との間の全面衝突

とが主導するかたちで，

決まった
）
。

ム・スミスのいい面を

きっちりと再評

一定の条件の

的であったキリ

な動機のひとつ

競争が保障され

していること，

トに算入されて

価し，これからの経済政策に

備わった市場経済は道徳律を

スト教会を説得すること――

であった。その一定の条件と

ていること， 資本の所有者

市場外に及ぼしているコ

いること， 人間の生存・発

活かしていく必要があろう。

破壊しないことを証明するこ

これが，アダム・スミスが

は何か。 独占がなく，企業

と経営者とが一致しており，

スト（外部不経済）は，すべて

達に不可欠な「人権」財の分

とで，市場経済に批判

『国富論』を書いた重要

には機会均等，公正な

資本が地域経済と密着

内部化され，生産コス

野は市場化しないこと，

だ。このような

感じることにな

遂げた。スミス

市場経済を制

機マネーを国際

らしたことを反

条件があれば，平等互恵の商

るし，公害問題もおこらない

の設けた条件を，どのように

御する必要を唱えたケインズ

的に野放しにしたため，未曾

省して，ケインズはマネーの

取引が行われ，資本家は地域

であろう
）
。しかしその後，資

創造的に復活させたらよいの

の提言からも，学ぶべきこと

有の「バブル経済」が生まれ

運動を社会と国家によってコ

経済の発展にも責任を

本主義は巨大な発展を

かを考える必要がある。

は多い。 年代に投

，大恐慌と戦争をもた

ントロールする方策を

（ ）



考えた。彼の

策が講じら

ービン税（な

米国の宇宙と

提言を受けて，戦後，投機マ

れるようになった。「マネーの

いし平常時にはごく定率を課税

核の覇権と軍産複合体（藤岡）

ネーを国家的に管理し，生

国際移動の車輪に砂をかけて

し，為替投機の嵐が生まれた時

産的な投資に導くための施

減速させよう」というト

期には高率の取引税を課する

という二段構

具体化だとい

追記

イランの核

この戦略

略」（『核兵器

えのしくみを構想する「トービ

ってもよいであろう。

施設が「宇宙・地球規模攻撃

の詳細については，梅林宏道

・核実験モニター』 号，

ン・スパン税」）のアイデアは，

」戦略の最初の舞台となる

「グローバル・ストライク―

年１月 日）が示唆的である。

ケインズの思想の一つの

可能性が出てきた。

―形を見せ始めた米新戦

またジャーナリストの新

原昭治さんの

）

） この

ページ

） 本山

ご教示をえた。記して感謝し

あたりの詳細は，拙稿「米国に

を参照。

美彦『民営化される戦争』

たい。

注

おける冷戦経済の形成」『立命館

年，ナカニシヤ出版。同書が明ら

経済学』 ， 年，

かにしているように，民営化

には二

どの分

このよ

ある。

た人た

）『赤

）

つのタイプがある。一つはアメ

野におけるアウトソーシング。

うな国では，軍隊も破綻してし

需要に応えて働いている人たち

ちである。彼らが軍隊時代の経

旗』 年 月 日付け。

リカのような強大な国家が行う民

もう一つは，「破綻国家」といわ

まい，「傭兵」を用いて軍隊を再

の多くは，冷戦が終わって，軍隊

験をもとにして，軍事サービス業

＃

営化であり，軍需サービスな

れる国で起こっている事態だ。

組織するほかなくなったので

や軍需産業からリストラされ

や警備会社をおこしたのだ。

） 伊藤

好奇心

） 北村

） 奥村

） この

） マイ

） ロバ

洋経済

） 詳細

誠『逆流する資本主義』

』 年，お茶の水書房，

洋基『情報資本主義論』 年

宏『無責任資本主義』 年

点の先駆的指摘として，伊藤

ケル・リンド『アメリカの内戦

ート・ライシュ『アメリカは正

新報社を参照。

は，藤岡 惇「ブッシュ再選が

年，東洋経済新報社，馬場宏二

， ページ。

，大月書店。

，東洋経済新報社。

誠，前掲書， 年を参照。

』 年，アスコム（原著は『メ

気を取り戻せるか――リベラルと

示すもの――米国の大統領選挙結

『もう一つの経済学――批判と

イド・イン・テキサス』）。

ラドコンの戦い』 年，東

果を考える――」『立命館経

済学』

）

） ブル

月号，

）

） デー

５・６， 年２月，

ース・ギャグノン（藤岡 惇訳

岩波書店， ページ。

タは少し古いが，宇宙の兵器化

ページ。

）「危険な宇宙レースの道を歩み

へのいち早い警告として，

だした日本」『世界』 年７

（ ）



生命の惑

） 経済優

立命館経済

（ロザリー・

星』 年，緑風出版の２章・３

先度評議会（藤岡 惇ほか訳）『

学（第 巻・第５号）

バーテル『戦争はいかに地球を
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