第 13 回：強制的に無償で調達する貨幣を租税という
財政学的 に言え ば、近 代国家 は、国 王が所 有し ていた領 土や領 民を放 棄させ て誕生 したも
のです。「 家産国 家」か ら「無 産国家 」への 相 転移です 。歴史 学的に 見れば 、 “近 代国家 と
は、中世 末期の 封建国 家の崩 壊後に 絶対主義 下 の近代の ヨーロ ッパに 成立し た、領 土・国民 ・
主権を備 えた中 央集権 的な国 家。広 域の地 域社 会に排他 的な国 家主権 を初め て宣言 した。 日
本では幕 藩体制 の崩壊 と明治 維新に よって 樹立 された中 央集権 的な天 皇制統 一国家 である 。
なお、市 民革命 を経た 市民国 家・国 民国家 、そ して現代 の大衆 国家を 含める 場合も ある（ 出
典：フリ ー百科 事典『 ウィキ ペディ ア（Wikipedia）』）” と定義 されま す。
ま、簡 単に 言っ てし まえ ば、 大衆 が目 覚め て革 命を起 こし たわ けで す。 何に 目覚 めた か。
重税と圧 政でし た。
「国 王に好 きなよ うに搾 取 されるの はイヤ だ」、
「 国王の 奴隷と して仕 える
のはイヤ だ」と いうこ とに目 覚めた のでし た。
目覚め た原 因の 一つ に、 グー テン ベル クに よる 印刷機 の発 明が あり ます 。情 報が 文字 で簡
単に大量 に伝達 できる ように なった のです 。ゲ ーテが、 今まで 難解な ラテン 語で書 かれて い
た書物を はじめ て文章 を口語 文で書 いたこ とに あります 。聖書 も口語 文で易 しく書 かれる よ
うになり ました 。その 結果、 何が起 こった か。 聖書の場 合です が、神 父様が 説教し てくれ た
内容と、 聖書に 書かれ ている ことは 違って いる ことに気 づいた のでし た。
今日と同 じよう に情報 がオー プン化 された ので した。情報 がオー プン化 された ことに より、
もう一つ の事実 が顕在 化した のでし た。
しかし、目覚め たもの の、国王 の権力 に刃向 か えるとは とうて い思っ ていな かった。
「仕方
がない」 でした 。あき らめで した。 それが 、あ るときか ら少し ずつ変 わった のでし た。国 王
たちが対 外戦争 に疲弊 し始め たこと もある ので すが、国 王の臣 下の反 乱も頻 繁化し ました 。
今まで絶 対だと 思って いたも のが少 しずつ 揺ら ぎ始めた のでし た。制 度疲労 といっ てもい い
でしょう 。ある 一面で は、現 代社会 とよく 似て いるので す。
今まで 信じ てい たも のが 少し ずつ 揺ら ぎ始 めた のです 。自 己崩 壊し 始め たの です 。と にも
かくにも 「時の 権力＝ 国王」 と戦っ て勝利 した のです。 しかし このと き、「時 の権力 ＝国王 」
がどうし て誕生 したか 、その 過去の 経緯を すっ かり忘れ てしま ったこ とも事 実でし た。
はじめ は、 国王 も領 民も なか った はず でし た。 狩猟採 取の 時代 、計 画狩 猟採 取の 時代 、そ
して農業 社会の 時代、 と時代 が進化 してい く過 程で冨の 蓄積が 偏在化 したの でした 。知恵 を
知識にし て冨を 蓄積し た国王 もいま した。 武力 で富を蓄 積した 国王も いまし た。武 力で冨 を
蓄積した 国王は 、はじ めは、 私たち を守っ てく れた英雄 だった かもし れなか もしれ ないの で
す。知恵 を知識 にして 冨を蓄 積した 国王は 、私 たちに余 剰生産 物をも たらし てくれ た画期 的
な農法を 発明し た国王 だった かもし れない ので す。時が すべて の事実 を飽和 させ、 そして 過
飽和させ るので す。見 えにく くして しまう ので す。
国王が 君臨 して いた 頃は 、私 たち は、 私と のこ とだけ を考 えて いれ ばよ かっ たの でし た。
「国王が 何とか してく れる」 でした 。その 国王 がいなく なって しまっ たので した。 とりあ え
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ず、土地 は自分 たちの モノに なった 。収穫 は自 分たちの モノに なった 。モノ を売買 しても す
べて自分 たちの 利益に なった 。
とりあ えず 「嫉 妬し てい た心 」は 収ま った ので した。 しか し、 同時 に自 分た ちで 何と かし
なければ ならな い状況 になっ たので した。 私に プラスし て、私 たちの ことを 考えな くては な
らなくな ったの でした 。隣の 国が攻 めてき たら どうしよ う。あ の川が 氾濫し たら今 年の収 穫
は望めな くなっ てしま う。ど うしよ う。隣 村 の A さん がケガ をした らしい 。動け ないか ら収
穫を手伝 ってあ げなく てはい けない 。どう しよ う。「どう しよう が山積 み」さ れたの です。
そして、あたり まえの ように、あたり まえの 動 きが生ま れまし た。
「み んなで お金を 出し合
って、そ のお金 でみん ながよ くなる ように しよ う」。「こ れはみ んなの ためな んだか ら、文 句
を言わず に出す ように しよう じゃな いか」。「お 金の出し 方は、 みんな がそれ ぞれ持 ってい る
土地の広 さに応 じて出 そうじ ゃない か」。「 土地 を持って いない 人は、 お金の 代わり に働く と
いうのは どうだ」。「そ のお金 はいっ たい誰 が管 理するん だ」。「 そのお 金の使 い方は どうや っ
て決める んだ」・ ・・。
財政学用 語で定 義すれ ば、税金 、ここ では租 税 と言い直 します が、
「 政府が 、財・サ ービス
を無償で 供給す るため に、強制 的に無 償で調 達 する貨幣 を租税 という（ 神野直 彦 著：財政学 ）」
という問 題が、 顕在化 したの です。

※ 次回 掲載 予定 ・・ ・第 14回： あち らた てれ ば、 こち らが 立た ず。
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