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■講師の報告は、スライドに沿って、行われました。 

 

■フォーラムの記録 質疑の部分■ 

 

北原 グローバル金融危機・経済危機は、「グローバル成

長連関」そのものが出現・発生させた危機とされています

が、むしろ、金融の膨張・肥大化・暴走が生み出したもの

で、「グローバル成長連関」はその余波を受けたと見るべ

きではないですか？ 

 

河村 ［グローバル成長連関の概念図］ グローバル連関と金融膨張の関連ですが、ドルが

基軸通貨となっていて、ＮＹはその決済センターです。ドル建てで決済すると、米国は経常

収支赤字が続いているが、ＮＹにドル残高が積み上がる。対中国の赤字も、ＮＹ残高となる。

このドル残高をベースとして、ＮＹの金融機関、とくにシャドウバンキングが信用膨張する。
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■2021年 9月 25日 河村哲二オンライン・フォーラム■ 

バイデン下のアメリカ資本主義の歴史的位相 

――パックス・アメリカーナ段階の変質局面の視点から 

●主催 世界資本主義フォーラム 

●日時 2021年 9月 25日(土) 午後 1時 30分～4時 30分 

●開催方式 ＺＯＯＭによるオンライン 

●講師 河村哲二氏 法政大学経済学部教授。 

●主 旨 バイデン政権下の経済政策の特徴も含め、グローバル資本主義化の変質の問題を中心

に、パックス・アメリカーナ段階の変質局面の現状の歴史的位相を論じる。  

●参考文献 

河村哲二「グローバル資本主義と段階論 : グローバル金融危機・経済危機の解明の理論と方法」（I）･

（Ⅱ完）『経済志林』87巻 1・2合併号、2019年 9月。 

https://hosei.repo.nii.ac.jp/?action=pages_view_main&active_action=repository_view_main_item_

detail&item_id=22361&item_no=1&page_id=13&block_id=83 

および 

https://hosei.repo.nii.ac.jp/?action=pages_view_main&active_action=repository_view_main_item_

detail&item_id=22362&item_no=1&page_id=13&block_id=83 
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2 

 

そのけっか、2007年の金融危機が発生した、ということです。 

 

北原 ドルが基軸通貨になっていて、対外決済のドル残高がＮＹに積まれる、ということが

2000 年代の住宅バブルには、直接結びつかない。証券化では、ヨーロッパなどから資金が

アメリカに入ってきている。 

 

河村 ＮＹ連邦準備制度の資料にシャドウバンキングの詳細が出ている。それをみればわ

かる。 

 

北原 わたしもそれは見ているが、… 

 

司会（矢沢） グローバル成長連関についての関連質問があるので、さきに、それに答えて

もらいましょう。 

 

青山 グローバル成長連関についてですが、アメリカの経常収支赤字のファイナンス問題

としては、最大の赤字部門は政府財政と個人消費ではないでしょうか。企業部門はむしろ貯

蓄している。経常収支のファイナンスは、一つには海外民間部門からの投資でしょうけれど

も、財政赤字は、ドルペッグをしている中国をはじめとするアジア諸国の為替介入によるド

ル準備のアメリカ国債購入というように思います。それとグローバル・シティをエンジンと

する国際資金循環とが自分にはうまく結びつかないのですが、なにか思い違いがあるので

しょうか。 

 

河村 中国がドル残高を米国債で運用するのは、あとの話。米国の貿易収支赤字は、グロー

バル企業の企業内貿易の赤字が最大です。｢赤字をファイナンスする｣というが、（貿易収支

が）赤字になれば、自動的にＮＹのドル残高が増える。 

 

青山 政府なら国債で入った資金を運用する、ということはありますが…。 

 

河村 累積したドルを使って為替介入するというメカニズムがグローバル成長連関です。

為替介入のけっか、中国のドル保有が増えるが、そのドルは、自動的にＮＹに置かれる。直

接投資や間接投資も、似たような形――ＮＹで決済される――になる。すべてＮＹに自動的

にドルが流入して、そこからまた出ていく。 

 

青山 グローバル・シティは、米国内でみたばあい、資金の余剰部門ではないか。そのばあ

い、グローバル・シティはその余剰資金を､租税回避地に置くこともあるのではないか。 
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河村 各企業が、その収益をどう処分するかで、ちがってくる。かりに、租税回避地に置い

ても、決済はＮＹだから、ＮＹのドル残高となる。 

 

司会（矢沢） アメリカの経常赤字を埋めるのに、一つは、日本や中国の米国債の購入があ

ったが、もう一つは、海外投資のリターンがあった。1980 年代には、ラテン・アメリカや

東南アジアに、10％もの高利回りの投資をして、ラテン・アメリカ諸国の政府の支払い不能

や 1997アジア通貨危機が起きた。アメリカに資金の還流をもたらしたのは、どこへの投資

だったのか? 

 

河村 それは、グローバル成長連関とはちがう問題です。日本から東南アジアへの投資も、

ドル建てなら、ＮＹを経由する。（ユーロ・ダラーはロンドンだが）。 

 

矢沢 ＮＹ経由でも、投資の収益は、日本に入る。 

 

河村 ちがう問題だといったのは、（矢沢さんのいうのは）国民経済の収支の問題だ、とい

うことです。ラテン・アメリカの危機のような｢ゆがみ｣はある。それは、各国の国際収支の

問題で、グローバル成長連関とは別の問題だ。 

 

矢沢 米国の投資会社も、投資先の破綻で困難に陥った。 

 

河村 投資先､例えばメキシコがデフォルトすると、メキシコから投資資金を回収する義務

がある。米政府は、債権化とかリスケジュールとかして、回収しようとした。これは、各国

の国際収支の問題だ。「グローバル成長連関」は、ドルの流れが問題で、ＮＹの銀行のマネ

タリーベースとしてのドルは増える。 

 

矢沢 ｢投資→リターン→ＮＹへの還流｣ではないのか? 

 

河村 個々の企業を見れば、そうなるが、グローバル成長連関では、企業のグローバル化、

ＮＹの位置、メカニズムについて話している。国民経済的総括は、切り離せないが、別の問

題だ。グローバル成長連関の図の｢資金流入｣には、自動的な流入と個々の企業の投資のリタ

ーンによる流入の二つを含んでいる。 

 

矢沢 グローバル成長連関は､国民経済の収支とは別の問題? 

 

河村 国際決済のメカニズムの問題です。 
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矢沢 ドルが国際決済通貨になっている、ということですね。 

 

河村 そういうことです。アメリカは、レバレジド・ファイナンスで、M＆A､ジャンク・ボ

ンド、LBO［レバレジド・バイアウト］などの投資をさかんにしたが、それを可能にしたマ

ネタリー・ベースの膨張が、アメリカの経常収支の赤字によって膨張したＮＹのドル残高を

原資としている。こうしたメカニズムが、グローバル成長連関だ。 

［※矢沢：アメリカが経常赤字だから、ＮＹのドル残高が膨張し、それによってＮＹの銀行

信用の拡張が可能になった。赤字による資金流入の増加という逆説的なメカニズム］ 

 

伊藤誠 河村報告は、スケールが大きい。グローバル成長連関の変質によって経済危機がも

たらされ、これを第二局面として捉えている。その由来が、グローバル成長連関の基盤その

ものの変化にある－－このように受けとめた。 

 グローバル成長連関は、第一局面では、米景気後退の成長を媒介したのに、第二局面では、

実体経済との乖離を拡大し､米のGDP成長率は低下した。サブプライム危機以降の米国は、

日本の失われた 30年に似ている。21世紀後半の米国経済は浮上しない見通しだ。その変化

の要因は、何か。 

日本の失われた 3０年は、日銀の異次元金融緩和でも回復せず、これに対する野党の批判

には、わたしも賛成だ。日本の経験が、米欧等先進国全体に波及している。 

これに対して、途上国は急成長しており、そのちがいの基は何か。北原さんの質問も、こ

うした問題にからんでいるように思う。 

グローバル成長連関が成長をもたらさなくなり、金融と実体経済の乖離を生ずるように

なったのはなぜか、聞きたい。 

 

河村 第一局面では、グローバル危機を境に、NYの金融拡張メカニズムが大きく棄損し

た。そのため、連邦準備制度の信用拡張が支えたが、これは野放図にはできない。かつての

グローバル成長連関をエンジンとする経済拡大は不可能になった。 

現在の第二局面では、コロナ禍もあって、実体経済の側から破壊されている。グローバル

な資本蓄積体制が棄損されている。 

もう一つは、［アメリカ大統領選挙の図を示して］バイデン支持の地域は、グローバル・

シティと重なる。国内成長の軸は、グローバル・シティに移行している。日本でも同じだ。

東京は成長しているのに、地方がダメになっている。コロナがこれを直撃している。 

グローバル・サプライチェインも、コロナで寸断されている。グローバル成長連関は、こ

こからも危機になっている。 

途上国も、かなり危ない。典型は中国だ。2011 年に中国に行って調査したとき、国家開

発委員会［かつての計画経済の担当部署］に聞くと、デジタル人民元によってミニグローバ

ル成長連関をつくろうとしているようだった。沿海部中心にグローバル・シティを全国につ
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くろうとしている。これは、［第一局面に成長した］都市地域を鉄道、高速道路、デジタル

通信網で結んで、内需連関の核にし、一帯一路構想で外に出ていくことだ。 

歴史的には、第一次大戦前にパクス・ブリタニカの変質局面で、ドイツがマルク決済圏を

形成したと、侘美光彦さんの研究にある。それから、1920 年代、ポンドとドル圏が分裂し

た。こうした歴史とも重なる。 

東南アジアは中国との連関で成長してきたが、中国には恒大集団の破綻危機があり、将来

については疑問だ。先進国もアジアも停滞しそうだ。 

 

伊藤 現在のグローバル状況は、大戦間の国際危機と重なり合う。侘美光彦さんの研究に

は説得力がある。 

 

河村 現状は、［大戦間よりも］むしろパクス・ブリタニカの変質期の 19世紀末から第一

次大戦にかけての状況に似ている。中国の人民元には、［大戦間の米ドルほどの］力はない。 

 

司会（矢沢） 伊藤先生の二つ目の質問「米中摩擦に資本主義対社会主義の抗争の要因は

ないか」について補足してください。 

 

伊藤 現在の状況は、大戦間の危機と重なり合う。大戦間には､資本主義の内部矛盾が恐

慌から戦争へと変化し、それが人類に大きな災厄をもたらした。宇野弘蔵は、大戦間につい

て、資本主義の危機に対する「社会主義・ファシズム・ニューディールの三類型」の対応を

論じた。河村さんの国際緊張［の見方］は、「資本主義世界システムそれ自体の危機だ」、と

聞こえる。そうか?途上国の反乱にも、反米帝・反資本主義､アメリカの軍事支配への反発が

ある。アメリカの支配に反発したベトナム戦争に続く諸国の反乱やイスラム原理主義も、資

本主義への違和感を含んでいるのではないか。アメリカのアフガニスタン撤退は、アメリカ

の敗北と見ることもできるのではないか。 

 

矢沢 米中対立をどう見るかですが、バイデン大統領は｢新冷戦を求めず｣とも言ってい

る。かつての資本主義対社会主義という対立はなくなったのか。寺沢さんからの質問「中国

の TPP参加はその基準をクリアーすることと習近平の社会主義の思想締付めと相反してい

るようにみえますが、本当の中国の経済的政治的狙いはどこにあるのか」への回答も含めて、

お話しください。 
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河村  伊藤先生の指摘は重

要。米中の対立軸は、資本主義対

社会主義（共産主義）ではなく、

覇権争いになっている。中国も

市場経済に移行し、もはや社会

主義ではない。冷戦時のような

イデオロギー対立（ソ連の封じ

込め…）ではなく、資本主義自体

への疑問・反対が広がっている。

（４）のコミュン主義（＝共産主

義）だ。資本主義と共産主義のち

がいは、資本主義の本質的矛盾は（１）と（４）の矛盾――対抗運動だ。中国は（２）権力・

主権の論理――戦狼外交――を前面化しているが、これは市場ビジネスにそぐわない。中国

は、バイドゥや仮想通貨を禁止しており、（２）が前面化している。中国では土地接収への

抵抗が広がり、民族問題が重なって出ている。その意味では、｢資本主義対共産主義｣が出て

いるのは事実だが、（１）と（４）の対立だけでなく、（１）～（５）のすべてを見る必要が

ある。 

 

河村 TPP については、外需連関を維持したいのでは。台湾の TPP 申請に先制攻撃し

た、というのはあたっている。 

 

伊藤 中国は競争力では負けないと考えている。 

 

寺沢 経済官僚と政治官僚の対立もあるのでは?TPP 参加を通して経済改革したいという

のもあるのでは? 習近平の政治思想派と李克強首相（経済官僚の長）の間に利害の違いが

あることはよく言われていることだ 

 

河村 習近平は（２）｢権力｣の論理が強い。それに対する（１）の論理もある。（１）と

（２）の対抗関係。 

 

岩田昌征 河村氏の「近代社会の構成の異なる五つの基本ロジック」は、まことに生産的

である。私＝岩田は、５つの基本ロジックが相乗的に作用して、最初に近代資本主義産業社

会を成立させた地域は、ヨーロッパ西北部と北米の白人ヨーロッパ人であるという自明の

事実を指摘したい。黄人・アジア人も黒人・アフリカ人もほとんど全て白人資本主義に服従

し、自分たちには近代産業・近代科学を担う能力が欠けていると思い込むほどに自信を失っ

ていた。自分達は資本の産業的自己増殖運動の人格化に本来不適なのか？そしてアジアの

★近代社会の構成の異なる 5 つの基本ロジック スライド 107 より 

(1) 市場・資本（ビジネス）： 商品経済の基本ロジック＝資本の論理➟Capitalism 

(2) 権力・主権： 権力・主権の基本ロジック＝軍事・支配の論理➟Nationalism 

(3) 宗教： 超越神的基本ロジック＝現世を超えたイデオロギー的世界認識の論

理➟Religiousism 

(4) コミュニティ： 共生の基本ロジック：共同態の論理➟Commune-ism 

(5) 科学： 事象の客観的認識の基本ロジック：自然科学と技術、社会科学➟

Science＆Technology 

➱近代資本主義社会・国民国家は、（1）が支配的ロジックとして、(2）～（4）を

従属的に組み込んだ社会：「段階論」・現実資本主義の制度構造分析の基本 
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一角から日本という新興資本主義国が登場して、ロシアなる、白人世界では後進的であると

はいえ、紛れもなく白人軍事大国に勝利した。この事実は、事実として、黄人・アジア人と

黒人・アフリカ人の再生の大きな刺激となった。産業社会以前の歴史的に似た事例を見つけ

るとすれば、無敵モンゴル軍がシリアからエジプトへ侵攻しようとしてエジプトのマムル

ーク軍に敗北し、モンゴル帝国の無敗性神話に終止符が打たれ、中近東やヨーロッパの人々

に自信を回復させることになった歴史的事件が思い浮かぶ。 

今日の中国の党資本主義強国化は、この大日本帝国が切り開いた道を更に広げさらに先

へ進もうとしている面がある。かつて日本は ABCD（米英中蘭）包囲網に直面した。今日中

国は米豪印日包囲網に悩む。中国とアメリカは、太平洋と南シナ海で対峙する。白人に続い

て黄人が資本主義強国を作るのに成功した。その事実は、必ずや黒人・アフリカ人に強烈な

刺激を与え、 半世紀の視界で考えれば、アフリカ大陸に黒人資本主義諸強国が産業的にも

軍事的にも科学的にも実力を発揮するに違いない。アフリカ資本主義諸国は、アメリカとヨ

ーロッパに対抗して、大西洋と地中海で対峙することになろう。 

四半世紀の視界で考えてみよう。それは南米大陸における資本主義諸国の形成である。彼

らは、グローバリゼーションを大航海時代に切り開きながら、後発のイギリス・アメリカの

ように近代資本主義産業強国に脱皮できず、ヨーロッパ人白人の世界では 2 級白人の地位

に甘んじてきた。スペインとポルトガルの後継者たちが 南米において資本主義的軍事諸大

国を築き上げた時、北米と南米の力関係は激変する。第 3 次世界大戦は、旧大陸において

は、二度の大戦の経験があるので、ぎりぎりのところで防止できよう。しかしながら、新大

陸においては、19 世紀の南北戦争の他に、凄まじい激戦の経験はない。小戦争ばかりであ

った。したがってアメリカ合衆国と南米の軍事大国が紛争過程に入れば、第三次世界大戦と

呼べるような大戦争が新大陸で起こるかもしれない。アルゼンチンとイギリスのフォーク

ランド戦争は、そんな大不幸の予兆だったかもしれない。白人世界における一級回復又は一

級保守の小競り合いだった。 

そうなってしまった場合、今日ますます進化していく日本自衛隊と米軍の一体化が近未

来にも続いているとすれば、日本はアジア諸国の中でただ一つ米軍と一緒になって南米諸

国と交戦する不幸な国になってしまう。 
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河村 今日の話は、第二局面にしぼっ

ており、アフリカやラテン・アメリカにつ

いての岩田昌征さんの話は、もっと具体

的な動きが出てこないと、言えない――

可能性としてはあるかもしれないが。 

将来について言えば、資本主義自体が

別の段階に移行しているかもしれない。

その先どうなるかは、｢エトニ｣の問題も

からむ。 

｢エトニ｣というのは、アントニー・スミ

スの言う｢原型＝プロトタイプ｣で、これ

が国民国家システムの特性を決める、と

される。 

 

司会（矢沢） アメリカは、現在、ラテン・アメリカに介入する余力がないのか? 

 

河村 トランプがなぜ壁をつくったか?アメリカでは、2040年代に、白人が少数派化す

る。ヒスパニックは、先住民との混血で、文化的思想的に、直接ラテン・アメリカの先住民

に結びついている。（トランプ支持者の）白人至上主義は、これに対する危機感だ。 

｢アメリカ対ブラジル・アルゼンチン連合｣の以前に、アメリカ自体が先住民（インディオ）

のベースに染められるのではないか。先住民を殺戮してつくった白人の社会・国家が危機に

瀕している。アメリカには、先住民のベース――イロコイの政治システム――がベースとし

て残っている。 

 

寺沢 先ほどの｢5 つの論理｣に「（３）宗教」が入っているのがおもしろい。カトリック

のフランシスコ法王が、｢共生｣の立場で、資本主義を批判している。宗教は「グローカル」

つまりグローバルでありローカルでもある、という立場だ。これについてどう思うか。 

 

河村 わたしは第二次大戦の政治体制を研究していて、宗教の問題の重要性に気づいた。

日本は国家神道で国民統合して総動員した。アメリカは、パクス・アメリカーナの軸が大き

く転換している。トランプ（共和党の一部も）は福音主義だ。 

 

寺沢 確かにパックスアメリカーナにはキリスト教が大きく関与している、“アイゼンハ

ワーの敬虔”というぐらいビリーグラハムの福音主義がそれを国民的に政治的に高めた。 

民主党は、社会福音主義でかつてのラウシェンプッシュの社会福音、ニーバーのキリスト

教社会主義、またキング牧師の社会的キリスト教、リベラルカトリックだ。今のバイデンは

スライド107より ～アントニー・スミスの近代国民国家論＝

“エスニック・オリジンズ・オブ・ネイションズ”論 

国民国家の原型としての「エトニ」：エスニックな共同体 

• 共通の祖先・歴史・文化／ある特定の領域との結びつき／内部での

連帯感／特定の名前をもった人間集団 

• 原型型的な特徴的構造をもつ➱「原型」として作用➱特定の歴史的

経緯を通じて、近代国民国家ネイションを形成 

～「エトニ」自体が、「5つの基本ロジック」の作用のダイナミズム

による合成的な組み合わせによる特定の「型」をもつ：自然条件、歴

史的経緯とのさまざまな諸条件の相違 

Cf. Anthony D. Smith[1986], Ethnic Origins of Nations, John Wiley & Sons（巣山靖

司・高城和義訳 

『ネイションとエスニシティ――歴史社会学的考察』名古屋大学出版会、1999年) 
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カトリックのリベラル社会派だ。 

 

河村 アメリカでは、イ

ンディオの世界観が若者

に影響している。シェール

オイルガス反対運動では、

｢聖地をおかすから反対｣

と言っている。 

５つの基本論理の統合

が重要だ。 

晩期のマルクスは宗教

観をもっていた。初期マル

クスは、宗教やエスニック

の問題を捉え切れていな

い。 

 

対抗諸運動の意義（再

論）スライド 110 にある

ように、｢プロレタリア階

級｣や｢労働運動｣といった「階級闘争｣がどう変わるか。グローバル資本主義の圧力に対する

さまざまな抵抗運動――反グロ－バリズムと対抗的諸運動（多様かつ多角的）――が重要に

なる。 

 

伊藤 大統領選でのバイデン勝利の一因として（前回は棄権してヒラリーに投票しなか

った）サンダース支持の､左派の若者たちが､バイデンに投票したことがあったといわれる。

こうした､（バイデンを勝たせた）社会政治改革の潮流を､どう位置づけたらよいか。 

1930年代には、ファシズムの道か左派の道か、の選択が問われていた。 

いま米国内で、｢ブラック・ライブズ・マターズ｣に立ち上がるような動きもある。こうし

た動きが左派に統合される可能性は、あるのだろうか。 

 

河村 コミュニズムの原理は、ファシズム・ナチズムも含めて、古典的な｢エトニ｣の原理

に訴えることにある。日本では、鎮守の森の自然集落［大字・小字の「字（アザ）」の集落］

を統合することがコミュニズムの課題となる。 

米国のばあい、｢エトニ｣は、原住民（インディアン）になるが、これは、たどり着けない。

若者のベースは、先住民との混血であるヒスパニック［＝ラティーヌ］で、自分の祖母の出

身はどこそこと、即座に出てくる。米国の｢エトニ｣は、せいぜい家族までで、それ以上さか

スライド110より 対抗諸運動の意義（再論） 

グローバル資本主義のインパクトによる変容圧力と対立・軋轢・対抗 

●グローバリゼーションによる変容圧力：企業・金融・市場主義のイ

ンパクト➱ 世界的な「融合」・「一様化」･「変容」の圧力： 既存の経済・

政治、社会関係・ローカルコミュニティ／文化・思想・学問（文学、芸術な

ど）のあらゆる部面 

←→各国･各地域の多様性： 政治・経済・社会･文化のコンテキスト、

歴史的経緯：それぞれの諸条件の相違と多様性➱ グローバル化インパ

クトへの抵抗・軋轢・対立 

・伝統社会の解体の促進による伝統文化や生活価値を際だたせる役割 

・エスニシティ（民族）・ナショナリズムの喚起 

･･･➱ 反グロ－バリズムと対抗的諸運動（多様かつ多角的） 

Cf. James H. Mittelman, The Globalization Syndrome: Transformation and Resistance, Princeton 

University, 2000（田口富久治他訳『,グローバル化シンドローム―変容と抵抗』法

政大学出版局、2002年）、etc. 
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のぼれない。そこに変革・オルタナティブが出てきにくい事情がある。 

 

河村 最後に一言。今日は未だ明確な方向が出し切れていない。あと数年すれば、コロナ

後の先行きも見えてきて、もっとたしかなことが言えるかもしれない。 

 

■終わりの挨拶 世界資本主義フォーラム顧問・伊藤誠 

世界資本主義フォーラムは、岩田弘さんの世界資本主義論の意味内容を現代的に考える

フォーラムとして立ち上げられた。今日の河村さんの｢バイデン下のアメリカ資本主義の歴

史的位相｣の報告は、まさにその趣旨に合った報告だった。 

岩田弘さんはスケールの大きな理論を展開したが、河村さんの仕事も、それに劣らぬ壮大

なスケールだ。物事を大きなスケールで総合的に捉えるところがマルクス派のよいところ

だと思う。今日の報告は、こうした期待に応えてくれた。とても参考になった。 

河村さんには、今後もフォーラムへの協力をお願いしたい。 

参加者のみなさんにとっても、意見を交わす貴重な機会であったと思う。 

河村さん、ありがとうございました。 

■講師（河村哲二）の補足（未） 

■司会者（矢沢国光）の感想 

（１）講師の講演を､例によって、前半・後半に分けた。スライドが 110枚と膨大にあっ

たのに、河村さんが前半だけで話し終わったのには、慌てた。事前の打ち合わせ不足で、

河村さんが持ち時間を前半だけと考えたためだった。おかげで、休憩後の質疑の時間がた

っぷり取れた。ケガの功名。 

 

（２）質疑はまず｢グローバル成長連関｣に集中した。 

｢グローバル成長連関｣の図を見ると、「アメリカ」と｢EU、アジア、その他世界｣（海

外）に分かれている。アメリカと海外とのあいだには｢財・サービス・資金のクロスボー

ダー取引｣がある。資金面では、アメリカに海外からの｢資金流入｣があり、アメリカから

海外へ｢投資｣がある。｢資金流入｣と｢投資｣がセットになっていることがわかる。さらに、

アメリカの中では｢NY金融市場｣と｢グローバル・シティ｣が分かれていて、NY金融市場

は、アメリカ国内のグローバル・シティ（グローバル企業の本社とローカルな金融センタ

ーがある）に対する金融センターであるだけでなく、海外に対する金融センターにもなっ

ている。 

河村氏によると、こうした｢グローバル成長連関｣が、「1970年代半ばを境とした第二次

大戦後のパックス・アメリカーナ段階の変質局面における，グローバル資本主義化のプロ

セスを通じて，1990年代に出現した」という。 
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そして、質疑を通してわかったことは、｢グローバル成長連関｣は｢制度｣であって、（途

上国へのハイリスク・ハイリターンの投資、工場の海外移転、アジアからの消費財輸入の

増加、経常赤字、日本・中国の米国債購入によるドルの還流といった）経済現象ではな

い、ということだった。 

そして、制度としての｢グローバル成長連関｣は、①グローバル・シティ、②帝国循環、

③NYのグローバル金融センター、の３つからなる。｢グローバル成長連関｣が制度であっ

て現象ではないことを端的に示すのは、河村氏の「（貿易収支が）赤字になれば、自動的

にＮＹのドル残高が増える」という説明だ。日本の企業がアメリカに財を輸出してドルを

稼いでも、ドル札を持ち出すことはできない。アメリカの銀行においた日本企業のドル預

金残高が増えるだけ。貿易がドル建てで行われるかぎり（ドルが国際決済通貨として使わ

れるかぎり）、そうなる。これは、｢グローバル成長連関｣が成立する以前も以後も変わら

ない国際決済通貨制度のしくみだ。（1970年代半ば以降のグローバル資本主義化のプロセ

スを通じて 1990年代に出現した）｢グローバル成長連関｣になって、それ以前の国際決済

通貨制度と異なるのは、先の説明によれば、①グローバル・シティ、②帝国循環（NYへ

の資金流入とアメリカの海外投資）、③NYのグローバル金融センター（ドル預金の増加を

原資とし、さらにシャドウバンキングや金融改革による新たな信用膨張のしくみ）、の３

つだが、これらは、たんなる｢制度｣ではなく、経済現象のように思われる。 

｢グローバル成長連関｣を｢制度｣としてみるならば、1970年代の金・ドル交換停止、その

けっかとしての変動為替相場制への移行によって、それ以前の国際決済システムと異なる

制度が誕生したということだ。 

河村氏の説明では、｢制度としてのグローバル成長連関｣が（不変のまま）あって、その

制度によって、カジノ的投機や ITバブル、住宅バブルが発生したように聞こえる。 

［※これについての疑問は「参加者アンケート」に書きます］ 

 

（３）なぜ｢資本主義の段階論｣を設定するのか?資本主義を､その発生にさかのぼってま

るごと認識し、｢資本主義はどこへ行くのか｣を知るためだと思う。いいかえれば、｢オル

タナティブ｣（｢共産主義｣［社会主義］｣）を展望するためだ。9月 25日のフォーラムで

は、段階論と資本主義のゆくえについて、少ししか論議できなかったが、伊藤先生が「マ

ルクス派のよいところ」と言われた「（世界の）まるごとの把握｣が政治経済学の目的であ

ることが、あらためて再確認できた。 

 

 

 

■参加者アンケートから 

［2］9.25のフォーラムの進め方について 
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 （１）事前の案内、資料の送付について、何かありましたら書いてください。 

 ●古林恒夫 膨大でしたが、事前に資料を送っていただけて良かったです。 

  

 （２）当日の進め方、時間配分について 

 ●中瀬勝義 質問時間が多かったのが良かった感があります。● 

  

 （３）講師の）プレゼンテーションの仕方について（よかった点、わかりに 

くかった点、改善を要望する点など） 

●小澤健二 プレゼンテ－ションは良かったと思いますが、テ－マが大きいので、問題の

焦点をもう少し絞り込む必要を感じました。 

 

●古林恒夫 もう少しゆっくり、はっきり話していただけば、さらに良かったと思います。 

 

●中瀬勝義 枚数が多すぎて少し減らしてはと思います。 

  

 ［3］河村氏の報告について 

（１）共感できる点、できない点、疑問点等、感想を書いてください。 

●小澤健二 グロ－バルな成長連関の説明が、金融システムに過度に重点を置きすぎて

いるような印象を持ちました。生産システムとの連関性に関する説明も必要ではないか。 

 

●古林恒夫 アメリカが中国の民主化を期待して中国を育てた・・という議論があります

が、これは後付けの議論だと私は思います。日本は戦争で多大の被害を与えたことに対して

の償いの気持ちが多少ありましたが、アメリカは純粋に経済的なメリットの観点から中国

に進出して貿易を拡大してきたと思います。結果として中国は大きく成長しましたが、アメ

リカが民主化を期待して育てた・・というのは無いと思います。その意味で河村先生の議論

の方が腹に落ちました。 

 

●中瀬勝義 バイデン勝利は、サンダーズ派が投票したからという解説に共感しました。

日本の総選挙に市民の声が公平に届くためにはメディアの課題が大きいと感じますが、ど

うすれば一歩前進するでしょうか。 

 

●寺沢邦彦（米国ワートバーグ大学） よくアメリカ社会をご研究されておられると思う。

マルクス経済者であるのに５つの構成要素に宗教と指摘されたのはおもしろい。 

 

●青山雫 グローバル成長連関について。アメリカの膨大な経常収支赤字はそれにほぼ

対応した資本収支の黒字＝対米投資によってファイナンスされている。それはおおむね、ア
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メリカ経常収支赤字相当額がニューヨーク決済銀行の経常収支黒字国法人口座に発生し、

それが対米投資として運用され、直接間接のルートを通って政府財政赤字や家計赤字のフ

ァイナンスとして機能しているからだろう。 

ニューヨーク決済銀行のドル残高は、銀行による信用創造機能を通じて自動的に赤字フ

ァイナンスされるというよりは、様々な高利回りの証券投資として運用されることによる

のではないか。 

従ってこうした高利回り証券の供給が細ってくると、ドル残高はオフショア市場へ向か

ったり、他国通貨に変換されて他地域への証券投資として向かうこととなろう。もちろん他

国通貨変換されても、それを通じてドルを入手した法人は再び米国内での運用を行うので、

このルートを通じてのニューヨークからのドル流出は発生しないが、ドルが他国通貨に対

して売却することによるドル安が生じてくる。 

現在までのところは高利回り証券の供給が続き（その一つがサブプライムローン証券だ

った）、それへの投資が継続していることと、中国や東南アジア諸国がアメリカへの輸出促

進による経済成長を目指しているなかにあって、ドル安がある程度進むとドルの買い支え

を行い、それで積みあがったドル準備を米国債などで運用しているので、アメリカ経常収支

のファイナンス循環とそれと表裏の対米投資が維持されている。もちろんアメリカの対外

投資も相当な規模で行われているのは間違いないが（資本収支の赤字要因）、それをはるか

に超える資本流入が続いている。 

アメリカ経常収支の大宗を構成する貿易赤字＝輸入超過が中国などの輸出産業の成長ド

ライバーとなってグローバル経済拡大を支えているように思う。ただ自分としてはこの問

題についてまだ考え始めたばかりで今後もっと勉強していく必要があると思っている。 

 

（２）河村氏に質問したかったこと、質問したがさらに突っ込んで聞きたか 

ったことがあったら、書いてください。 

●小澤健二 (3)と関連しますが、グロ－バルな成長連関がリ－マンショックで崩れつつ

あるとすれば、それは先端産業の成長連関＝世界的な生産システムも崩れつつある過程と

理解してよいだろうか。IT・通信機器などの先端産業の成長連関は、アメリカを中心に考え

れば、水平貿易（国際的な工程間分業）に支えられると考えられる。しかし、先端産業にお

ける中国の台頭、躍進によって、工程間分業による先端産業のアメリカ主導の成長連関が崩

れつつある。そのことがトランプ政権のアメリカファ－ストに帰結し、バイデン政権も製造

業の国内回帰に有効な対応をとれていないと理解してよいだろうか。 

リ－マンショック以降のアメリカ経済はサ－ビス部門を中心とする個人消費に支えられ

る。それは財政支出增（社会資本の整備拡充による内需拡大）、金融緩和、通貨膨張と一体

である。この問題は日本経済のほうがより深刻であると考えられるが、財政出動、金融緩和

に支えられる経済動向は、何時まで持続しうるものであろうか。この際に、現代通貨理論を

どのように評価するか。 
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●古林恒夫 アメリカが中国の民主化を期待して中国を育てた・・という議論について、

どう思われるでしょうか？ 

 

●北原 徹 

報告資料 24ぺージのスライド 94には、今回のコロナパンデミックで「「グローバル成長

連関」崩壊の危機」だとされています。確かに、サプライチェーン等に問題が発生し、見直

しが行われていますが、「グローバル成長連関」のトップランナーである GAFA 等は、コロ

ナ禍の中で史上最高益を続けています。「グローバル成長連関」は、崩壊の危機ではなく、

健在で、発展し続けているのではないでしょうか。 

 

●寺沢邦彦（米国ワートバーグ大学） ５つの近代国家の構成要素に宗教を挙げられたの

はマルクス経済学者では斬新です。ただ国家神道が総動員体制に使われたことは事実であ

り、パックスアメリカーナにキリスト教福音主義が使われているのも事実だが、抵抗勢力に

宗教があるのも事実。アメリカでの社会福音やキング牧師の社会的キリスト教が民主党の

進歩派を作っている。日本でも戦前、妹尾義郎の仏教社会主義や中島茂の社会的キリスト教

が抵抗勢力である。河村氏がアメリカインディアンの宗教性を指摘されたのは結論的に慧

眼である。ただ資本主義に疑問を掲げているキリスト教の社会進歩派の貢献も公平さを期

してご指摘してほしい。 

 

●矢沢国光 （１）「グローバル成長連関」が「制度」だということには、違和感があ

ります。それは、｢ドルによる国際決済システムという制度｣それ自体が、1990 年代以降、

つまり、グローバル成長連関の成立以降、変質しているからです。どう変質したかという

と、アメリカが｢双子の赤字｣を放置したまま、それこそ｢帝国循環｣によって、消費主導の

景気を維持してきた。そのけっか、ドルが減価した。ドルの減価は、日本円やヨーロッパ

通貨に対する為替の減価だけではない。金に対する減価（金価格の上昇）は、実体経済に

はほとんど影響を及ぼさないが、原油価格の上昇（石油ショック）は、先進諸国の国内生

産コストの上昇→途上国への工場移転による先進国産業の空洞化をもたらした。アメリカ

の｢金融と実体経済の乖離｣もその延長線上にある。2008 年金融危機に行き着くさまざまな

経済現象は、｢制度｣自体の変化に大きく依存していたのではないか。 

（２）「グローバル・シティ」とは何か？サスキア・サッセンの本を読んだが、なぜ河

村氏がこれを取り入れたか、わからなかった。金融やサプライ・チェインの国際連関の結

節点を「シティ」として「国家」から区別する意味は何か？金融のグローバル化によっ

て、もはや金融の国際連関が、国家を越えたグローバル企業どうしの連関になった、とい

うことか？1980年代、欧日や途上国の一部も「資本の自由化」によって、資本の国境を越

える流出・流入が自由になった。しかし、肝心の中国は、未だに資本の自由化をしていな
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い。なのに中国でも「グローバル・シティができつつある」という。 

 

●中瀬勝義 サンダースとトランプの共通点が多いとの解説は、アメリカの分断の是正

が今後期待されることに繋がるのでしょうか？ 

デンマークやスェーデン等北欧のような「人権・民主主義」が進んだ国にアメリカも日本

もいずれはなるのでしょうか。期待と願望を持って質問します。 

 

［3］●高原浩之(１)(２)をまとめて 

報告と議論の中心は、アメリカを軸とする｢グローバル資本主義｣or｢グローバル成長連

関｣がどう成立しどう展開しどう危機となっているか、であったようです。｢パックス・ア

メリカーナ段階の変容｣という主題からして当然でしょう。 

しかし、私としては、｢従来の『段階論』の段階規定をパックス･ブリタニカ段階とパッ

クス･アメリカーナ段階に再規定｣するという、その根拠とか基準とかを説明してほしかっ

た。実は、それに対しては疑問、というより否定的で、パックス･ブリタニカもパックス･

アメリカーナも、共に資本主義の帝国主義=金融資本の段階であって、そこにおける情勢

推移である、と考えます(宇野経済学的には｢現状分析｣？)。 

①19世紀後半～20世紀前半。イギリス覇権にドイツが挑戦し、結局はアメリカが覇権

を確立したが、同時に植民地が民族的国家的に独立した(ロシア革命もブルジョア革命=資

本主義化に終わったのでこれに含まれる)。②20世紀後半～21世紀。①の継続として、ア

メリカ覇権に対して、後発資本主義から後発帝国主義が登場し、まずソ連が挑戦して敗北

し、続いて中国が挑戦している。 

経済学方法論であると同時に、歴史観であると考えます。①は植民地独立をもたらし

た。②は帝国主義から社会主義への移行となるだろう。そういう意味で、河村さんの報告

も、それに基づく参加者の議論も、最後は｢オールタナティブ社会｣となった。 

①→②を、河村報告はアメリカを軸とするグローバル資本主義の側から見ていますが、

同時に、ソ連や中国の官僚制国家資本主義(両者の差異は市場経済化の成否)と韓国･台湾

やＡＳＥＡＮの開発独裁を２つの典型として、世界資本主義の中に登場した後発資本主義

の側から見ることも必要だと考えます(それがフォーラムで連続する中国論)。(おわり) 

  

 ［4］その他 フォーラムの進め方、取り上げてほしいテーマ・講師など 

 ●●寺沢邦彦（米国ワートバーグ大学） ただ質問者が感情的になるのはやめてほしい。

普通の学会にはないことだ。理性的に尊敬心をもって質疑応答してほしい。 

 

 ●古林恒雄 できれば、過去のセミナーの録画が視聴できるようにしていただければ

ありがたいです。 

 



16 

 

 ●中瀬勝義 コロナ禍や私の住む江東区などの「江東 5区マイナス地域防災」問題 

  は、東京一極集中が大きな原因と感じていますが、対策案を知りたい。 

 


