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経済危機と環境危機
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　マルクス経済学の特徴の一つとして、資本主義経済における経済成長がなぜ経

済危機を伴わずにはいられないのか、ということを考察する点が挙げられる。こ

の分野は恐慌論と呼ばれる。資本主義の確立は、通例 19 世紀イギリスにおいて

とされるが、そこでは 10 年周期で恐慌が発生した。それ以来、1929 年世界大恐

慌や、1970 年代のスタグフレーションなど、資本主義は世界的な経済危機を度々

経験してきた。それに対して、マルクス経済学は独自の分析視座を提供し続けて

きた。

　それに対して、環境危機についてマルクス経済学の視点から迫る研究は圧倒的

に少ない。マルクス主義における環境思想を扱う論考が現れ始めたのはごく最近

のことであり、日本では斎藤幸平『大洪水の前に』（堀之内出版、2018 年）がそ

の最初の包括的な試みとなっている。しかし、経済学的分析は、未だ端緒にもつ

いたとすら言えない状況にある。

　経済成長が環境問題を引き起こしてきたことは常識的に想到されるが、同じく

経済成長の帰結とも目されてきた経済危機が、環境危機とどのような関係にある

のかは自明でない。また、これまでの種々の経済危機と同様に、環境危機の現れ

も様々であり、今般の新型コロナ危機のような、グローバルな感染症問題として

立ち現れることもある。

　経済危機の様相の違いは、その時々の経済社会の特徴を反映している。とすれ

ば、環境危機の現れ方の違いについても、同様のことが言えるのではないか。経

済危機と環境危機、双方の特徴と関連性から、我々の生きる現代をより包括的に

理解する方法がいま求められている。
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 Marxian economics is often characterized by its academic interest in examining 
why the economic growth in the capitalist society is bound to be disrupted by an abrupt eco-
nomic crisis. This field is known as the theory of crisis. It is usually maintained that the capital-
ism was established in the 19th century England, where people were faced with decennial 
crises. Since then, capitalist societies have experienced a number of global economic crises 
such as the Great Depression in the 1930s and stagflation in the 1970s. Marxian economics has 
provided a unique analytical perspective to those phenomena.　    
 In contrast, Marxian economists have paid little attention to the environmental cri-
sis. It was only recently that there emerged some ecological studies from Marxian perspectives, 
and Kohei Saito’s monograph, Karl Marx’s Ecosocialism (Monthly Review Press, 2017 ;  its 
complete edition was released in Japanese in 2019) is one of the few attempts. However, we 
have not yet sufficient economic analysis into ecological issues in Marxian economics.  
 It is easy to observe some relations between the economic growth and the environ-
mental problems. Nevertheless, it must be difficult to answer whether there is the relationship 
between the economic crisis and the ecological crisis. In addition, the environmental issues dif-
fer in various ways as the phenomena of economic crises do. Our current crisis, appearing as 
the COVID-19 infectious crisis, can also be regarded as one types of ecological crises.  
 The economic crises have revealed the historical features of the economy and soci-
ety at the time. Indeed, this relation must be true to the ecological crises. We could obtain more 
comprehensive and consistent understandings of our age through investigating the features of 
and the relationship between the two crises, economic and ecological.
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