[書 評]
転換 20 年を経て本格的な体制転換論

されている「変化と継続」と現在のハンガリー

盛田常夫『ポスト社会主義の政治経済学』を評す
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それはもはや「国民経済」とは言い難いものだ、
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が、近年の経済成長方式の根幹に関わるものが

殆ど手付かずに居残ったから、旧時代を「国庫

含まれているだけに、その難しさが思いやられ

社会主義」とすると、現在の経済体制は「国庫

る。ここには著者の重要な貢献があるが、これ

資本主義」とも言えるもので、これはプーチ
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ン・メドベージェフ双頭政権ロシアの「国家資
本主義」と対比される。ここからは中国も視野

第 6 章と第 7 章にかけて論じられているカー

に入れて、さらに議論を広げることが可能とな

ダール政権の「歴史的評価と正統性」
、
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りそうだ。

力下の個人と倫理」は、ハンガリー動乱後の粛
清と治安警察の問題と絡み、極めて重い問題で

本書が並みの体制転換論と違うところは、社

ある。カーダール政権の「実体的正統性」につ

会規範・倫理や官僚・一般市民の行動様式、広

いては既に触れたが、だからといってナジ・イ

く社会のモラル的側面にも大きく目配りをし

ムレの処刑がそのまま正当化できるわけでも

ていることだ。しかし、それは決して「エピソ

ない。著者がここで書いているように、フルシ

ード的」ないし単なる例証として挙げられてい

チョフの意向に反してまでナジ処刑に踏み切

るのではなく、著者の基本的な体制転換論と首

った「カーダールの決断」から、皮肉なことに

尾一貫して論じられている。

カーダール政権の「対ソ自立」が始まり、63 年

著者によると、
「社会主義」40 年間に社会的

以降の「宥和政策」の下地が用意された、とい

規範の著しい「劣化」が進行したという。エリ

う歴史の『弁証法』に眼を向けるに止めて置こ

ート層と一般市民は、今日でも「平時化」され

う。カーダールの墓碑銘には「私はいるべきと

た社会主義時代の「行動規範」を共有している

ころにいた、私はするべきことをした」とのみ

から、一方は際限のない腐敗・汚職まみれとな

あって、名前は書かれていない。その「含蓄」

り、他方は「役人主権」を黙認する受動的な社

だけは理解してやっても良いのではなかろう

会規範が存続する。ここからすると、体制転換

か。

は社会のモラル的側面も含めた、経済社会の全
体的な転換となり、市場経済の導入はその一部
に過ぎないことが分かる。
20 年前には「現存する資本主義」がモデル化、

著者が 100 ページ冒頭で書いているように、
この 20 年の体制転換から「経済的利益」を得
た「勝者」は、旧共産党の「比較的若かった指

理想化して捉えられていた。このように考えて

導層（党エリート）」と「新旧両体制にわたっ

くると、同じ『問い』が資本主義にも投げかけ

て官僚体制の中枢部に居座ることができた高

られることになろう。現在の資本主義にも似た

級官僚エリート」だったことは、疑いを入れな

ような社会的規範の『劣化』は、果たして無い

い。これに政財界入りした一部の学者たちを含

だろうか。著者の厳しい体制転換後社会の認識

めると、旧ソ連・東欧諸国の全てに共通する現

は、そのまま資本主義にも跳ね返ってくるので

象である。だが、その中には思わぬ脚光を浴び

はないか。

たものもいれば（ハンガリーの場合にはホルン
やネーメット）、歴史の舞台から消えたものも

体制転換を経済社会の全側面に広げた著者

いる（同じくポジュガイ）。大きな歴史の転換

の批判が厳しいだけに、転換の困難さは重い問

期に広く見られる現象ではあるが、「使い捨て

いとなって残る。ハンガリーの場合、「他力依

られていった」人たちを思うと、私の耳には”Sic

Transit Gloria Mundi” （
「世の栄光の移ろうや
かくの如きか」）という言葉が、聞き慣れた歌
のリフレーンのように聞こえないでもない。
社会的規範や個人倫理の問題まで視野を広
げた本書は、体制転換後 20 年にして、ようや
く出るべくして出た本格的な体制転換論であ
る。しかし、それが投げかけた問題は大きく重
い。多くの読者とともに再思考を続けることを
今後の課題としたいと思う。
（さとう・つねあき 横浜市立大学名誉教授）

