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世界資本主義フォーラム 2月1日（小林襄治・宇野段階論とアメリカ資本主義） 事後報告 

2020年2月26日 矢沢国光 

●日時 2020年2月1日（土） 午後1時30分～５時 本郷会館  

●講師 小林襄治氏（日本証券経済研究所客員研究員） 

●テーマ 宇野段階論とアメリカ資本主義 ――馬場宏二の所説をめぐって 

  参考文献 小澤 健二, 小林 襄治, 工藤 章, 鈴木 直次著『現代世界経済 馬場経済学の射程』御茶ノ水書房2019.10 

●参加者 15名［懇親会参加者 12名］ 

● フォーラムでしたこと 

 司会 五味久壽（立正大学名誉教授） 

 （１）小林報告 90分 

 －休憩－ 

 （２）質疑 

■小林襄治氏の報告草案  

「宇野段階論とアメリカ資本主義 馬場宏二の所説をめぐって」 

                             小林襄治     

1．宇野理論の歴史化と新段階論の提唱 

  昨秋（2019年10月）、共著（小澤健二・小林襄治・工藤章・鈴木直次）『現代世界経済 ――馬場経済学の射程』（御

茶の水書房）を出版した。「馬場経済学」といっても、おそらく初出であり、殆どの人は初めて聞く名前であろう。馬場の

仕事については、次に詳しく紹介するが、最後の著書『宇野理論とアメリカ資本主義』（御茶ノ水書房 2011年）で、「宇野

理論の歴史化」とアメリカ資本主義を中心にみる「新段階論」を提唱した。 

 宇野理論ないし宇野経済学方法論とは経済学は「原理論―段階論―現状分析」という 3段階に分けて展開される、とい

うものである。この方法は、講座派と労農派の日本における資本主義の発展をいかにとらえるかを巡る対立（封建制を重

視する前者と資本主義の発展を重視する後者）を止揚するものとして登場した。 

宇野の仕事は、マルクス『資本論』を純化し「経済学原理論」ないし「経済原論」とするとともに、資本主義発展の歴史
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を、重商主義から自由主義、帝国主義への発展として解明し、これらから「段階論」の基本的規定を見出し、現状分析に

原理論を媒介する基準とした。なかでも、現代に直接つながる現状分析には、「帝国主義論」が不可欠であり、この点はレ

ーニン『帝国主義』を継承しつつ、『経済政策論』（1954年初版、弘文堂。なお、戦前に部分的に出版）において明らかに

された。 

1950 年代の宇野の旺盛な活躍もあって東大を中心に宇野派が形成されることになる。日本のマルクス経済学者の多数派

というわけでないが、1960～70年代に一定の影響力を与えることになる。しかし、早くも1964年に岩田弘『世界資本主

義』（未来社）が登場し、内部から「段階論」や「純粋資本主義」を否定する動きが始まり、宇野派は「段階論」派と「世

界資本主義」派に分裂する。この分裂以降、しだいに宇野派と言っても、個々の学者の個性が強く出て、〇○派というよ

り、人脈ないし個人的関係が外部からは宇野派とされる傾向が強いようである。この過程を整理する能力はない。興味の

ある人は、『経済学批判』（臨時増刊号1977年）の『宇野弘蔵追悼号』、櫻井毅・山口重克・柴垣和夫・伊藤誠編著『宇野

理論の現在と論点』（社会評論社2010年）などを参照されたい。 

なお、本稿とも直接に関連し（後に紹介・コメントする）、「段階論」にかかわる宇野派の議論を整理し、かつ独自の視点

を提起しているのは、河村哲二「グローバル資本主義の段階論的解明――現代資本主義論の理論と方法」『季刊 経済理論』

第53巻第1号2016.4 

「宇野理論の歴史化」とは、宇野の理論形成の背後にある時代認識ないし歴史認識を抉り出し、問題点を指摘したことで

ある。具体的には、とくに帝国主義段階以降というより、第一次大戦以降の資本主義を「社会主義に対立する資本主義」

として、現状分析の対象としたことである。大内力「国家独占資本主義論」や東大社研グループの「福祉国家論」はこの

ような現状分析の試みともいえる。しかし、20世紀のアメリカを中心とする資本主義の展開を「社会主義に対立する」視

角を軸に把握するには無理があるし、社会主義圏の動揺と崩壊、市場経済化の進む中では、とりわけ説得力に欠ける。ま

た、これでは媒介規定としての「段階論」の意義ないし役割も不鮮明になってくる。 

このため、さまざまは段階論の再構成の試みが展開されることになる。多様な試みがあるが、後述するように、馬場は変

貌を重ねつつ、新段階論を提唱することになる。その特徴は、20世紀からの資本主義の発展を主導するアメリカ資本主義

に注目し、原理論と段階論の改造を主張したことである。マルクス資本論や宇野原論においては、19世紀（あるいは産業

革命後）のイギリスの資本主義の発展を背景に理論が形成されている。とくに宇野では、資本主義の純粋化傾向が強調さ

れる。ここから帝国主義段階における「不純化」や「固定資本の巨大化」が強調され、「段階論」が必要とされる一つの根
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拠となる。だが、アメリカ資本主義の発展過程をみると、先住民の排除・殲滅といった「原罪」があり、さらに労働節約

的・資源浪費的大量生産、早くからの株式会社の存在や農民の土地取引に由来する投機性、といった特徴のもとで、高成

長を遂げつつ、19 世紀末以降には最高の生産力を誇るようになる。これらは、原理論にも取り込める要素であり、「段階

論」においてもアメリカ的要素を軸に展開できるし、とくに 20 世紀以降にもなれば、アメリカが世界経済の中心国ない

し主導国になっている。 

 

２．馬場理論の形成、展開、深化・逍遥 

 馬場の主要な著作を5点あげておこう。 

・『世界経済―基軸と周辺』東京大学出版会1973年。 

・『現代資本主義の透視』東京大学出版会1981年。 

・『富裕化と金融資本』ミネルヴァ書房1986年。 

・『新資本主義論――視角転換の経済学』1997年。 

・『宇野理論とアメリカ資本主義』御茶の水書房2011年。 

 『新資本主義論』を除いて、馬場の著書は論文集的性格が強く、多様な要素が含まれている。繰り返しや重複と思われ

るが、よく読むと修正があり、真意をつかみにくい点もある。ここに挙げていない著書や共著、編著にも参照すべき点が

多いが、本稿では馬場が「段階論」や「世界経済論」の関わる主要論文を上げた。 

 研究生活に入った1950年代末から亡くなるまで50年以上あり、問題意識や考え方の変化があるが、筆者は3つに分け

て、馬場の研究をまとめておきたい。 

 

１）金融資本的蓄積の一般論 

1980年頃までの馬場の研究では、戦間期のアメリカ農業と貿易、国際金本位制の成立と崩壊についての実証的（歴史）研

究もある。しかし、筆者がここで取り上げる馬場の主張は、宇野原論を現代（第一次大戦以降の）資本主義に結ぶには多

くの媒介が必要であるとして、原理論に資本の商品化の規定を加えて補正された金融資本論と、宇野『経済政策論』を補

充した国家論を提起した（国家論とされているが、実体は、関税政策など通商政策を超える、財政・金融政策を含む国の

経済政策一般の意味のようである）。「金融資本論」については、宇野『経済政策論』、大内力『農業恐慌』、岩田弘『世界
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資本主義』、戸原四郎『恐慌論』を検討した。宇野の曖昧さと難解さ、大内の独占＝停滞説の一面性、岩田の国際的景気循

環論の魅力と一面性（不均等発展の無視）、戸原のドイツ典型論の論理性と閉鎖性を指摘しつつ、各氏の議論を取り込みつ

つ、「金融資本的蓄積の一般論」を定式化する必要を訴えた。とはいえ、金融資本的蓄積を一律に定型化できないとも述べ、

馬場自身がその後自ら実証することもなかったので問題提起に終わる。 

学説史的整理ともいえるが、注目すべき点は「大型公共の可能性」を指摘し、独占的な金融資本の蓄積は、独占であるが

ゆえに停滞的で不況の長期化につながる、という説を批判し、商品市場、労働力市場、資金市場の制約が小さく、かつ産

業連関の範囲も広い（多様な産業を取り込める）として、大型の好況や長期の持続的好況も示唆した。しかし、停滞局面

もありうるとして、宇野や戸原の「外部的好況要因」も取り入れ、とくに大内の国家独占資本主義論に注目する。大内の

命名を厳しく批判するが、これを現代資本主義と読み直す。そして、大内のインフレによる実質賃金切り下げ論を批判す

るが、金本位制放棄が財政金融政策の裁量化を可能とし、金融資本的蓄積と結びつく点に注目した。したがって、馬場に

とって、停滞的長期不況の側面も、持続的好況の側面も生じ、且つ財政金融政策と結びついた金融資本的蓄積が、現代資

本主義の特徴となる。だが、同時に、スタグフレーションで揺れる先進資本主義国の動向を眺めつつ、自身の研究を「崩

壊期資本主義」の証明とも述べている。 

 

２）「富裕化」、「会社主義」→『新資本主義論』 

1980年代にもなると、自身が主催する「ブラウン研究会」の現状分析（『シリーズ 世界経済 Ⅰ～Ⅳ』御茶の水書房1986

～89）や日本経済へのコメント等が増えてくる。論文というより、エッセイが増えたと揶揄できるかもしれないが、この

過程で新たな視角を提起する。 

一つは、「社会原則」（「『社会』主義的原理」ともいわれる）が強調される。資本主義的原理（経済法則）だけでは、社会

は持続できない。常識的だが、家族、近隣・地域（共同体）関係、組合等の相互扶助、宗教団体・国家等の慈善・救済事

業等が存在する。現代資本主義では資本主義的原理に限らず、社会原則も無視できず、福祉国家化はその現れと見る。ま

た社会原則の浸透・拡大（民主化・労資同権化、所得再分配、失業救済等）が大衆の富裕化と資本主義的規律の弛緩をも

たらすともいう。馬場流の「社会主義に対抗する資本主義」なのかもしれない。 

いま一つは、日本マルクス主義の伝統的パラダイムの崩壊が進んでいる。すなわち、窮乏化論、日本後進国論、社会主義

優越論の否定である。代わって、「富裕化論」と「会社主義」が登場する。前者は窮乏化論への反発であり、後者は日本先
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進国論でもある。 

そして、宇野は生産関係を重視しすぎるとして、生産力重視の観点を強調し、とくに第一次大戦以降のアメリカの生産力

に即した段階論の見直しを提起するようになる。 

 

富裕化 

生産力の累積的発展・大衆の富裕化願望 

第二次大戦後の経済成長と福祉国家の共棲→富裕化・過剰富裕化 

   一部産油国・NICｓ等の追随 

 過剰富裕の「定義」：（『新資本主義論』で、1982年価格1人当たりGDP5000ドル、 

    エンゲル係数30％、2500カロリー、過半数世帯自動車保有 

  ：窮乏化論への反発、常識的に言って成長・富裕化の実感 

            基礎的な衣食住の供給が満たされている状況 

反面：社会（家族・共同体・教育等）や自然の崩壊 

 

会社主義 

 日本資本主義の成長・強さの特徴の一つ：労働者の忠誠心確保 

   小池和男の研究の取り込み 

   日本的経営：企業別労働組合、年功序列賃金、終身雇用 

長期相対取引、株式相互持合い、 

     →現場主義、カイゼン、カンバン、長時間労働等、会社への忠誠（帰属意識） 

 

『新資本主義論――視角転換の経済学』ミネルヴァ書房1997年 

 Ⅰ部 基礎理論：異常に高い成長率、経済が目的となった社会、経済学原理論、 

段階論としての資本主義の歴史： 

発生期（重商主義時代） 
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    確立期（18世紀末から19世紀末）:第一次産業革命 

    爛熟期（19世紀末から20世紀末）：第二次産業革命  

          産業連関の濃い構造、重工業、電力・電機、金属、機械・自動車 

          金融資本支配（大株式会社：資金調達、買収・合併、独占 

合理的意志決定、経営者資本主義、テーラー主義） 

ドイツ典型論の限界、アメリカの優位 

 Ⅱ部 現代資本主義概論：第一次大戦後の資本主義（ないし世界経済）発達史 

     戦間期、戦後史44年、世界的経済成長、スタグフレーション、大衆資本主義 

地理的障壁の溶解、会社主義、過剰富裕化時代の往来 

 

３）学史探索・逍遥と新段階論の提唱（『新資本主義論』以降） 

  「批判と好奇心」という副題がついた3つの本：『マルクス経済学の活き方』2003年、 

  『もう一つの経済学』2005年、『経済学古典探索』2008年（いずれもお茶の水書房）         

・語源探索：資本・資本家、企業、会社、経済 

・アダム・スミス批判：スチュアート、チュルゴ隠し等 

→（『宇野理論とアメリカ資本主義』）→ 

 ・過剰富裕論の深化・徹底→アメリカ（資本主義）批判と近代思想批判、 

 ・新段階論の提唱：生産力の発展からアメリカ中心、 

「グローバル資本主義段階」（世界の資本主義化） 

 

 

３．多様な「段階論」 

 １）宇野『経済政策論』の段階論 

    

時期         発生期       確立期       爛熟期 
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支配的資本      商人資本      産業資本      金融資本 

産業         英羊毛工業     英綿工業    独重工業・英資本輸出・米トラスト 

経済政策       商人資本による   自由貿易     関税・植民地領有 

原蓄促進                 資本輸出 

 

―→１次大戦後は、「社会主義に対抗する資本主義」の現状分析が課題 

 

２）馬場段階論 

 馬場宏二・工藤章編著『現代世界の構図』ミネルヴァ書房2009年、 

      序章馬場論文より小林作成。 

 

        16～18世紀  19世紀 1870~1914  1918~1989   1990～ 

 段階     重商主義   自由主義  帝国主義 大衆資本主義 グローバル 

                                  資本主義 

基軸産業     羊毛     綿     鉄鋼   耐久諸費材   IT 

支配資本    商人資本   産業資本  金融資本  経営者資本    株価資本 

政策      保護主義   自由貿易  保護貿易  財金政策   市場原理 

        貿易独占  英海洋覇権  帝国主義  雇用・福祉  米単独覇権 

    

 

３）加藤栄一「組織化資本主義」の段階論 

 「福祉国家と資本主義」工藤章編『20世紀資本主義Ⅱ 覇権の変容と福祉国家』東京大学出版会1995年。 

   P204 図―1 資本主義発展の概念図 

＜前期資本主義＞ 

       1770年代初     1820年代初    1870年代央 
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 萌芽期    ｜   構造形成期  ｜  発展期   ｜  解体期 

（重商主義段階）  （産業革命期）   （自由主義段階）  （大不況期） 

 

  ［純粋資本主義化傾向、自由主義国家、パクス・ブリタニカ］ 

 

＜中期資本主義＞ 

1890年代央 第１次大戦初    第2次大戦末     1970年代央 

 萌芽期    ｜   構造形成期  ｜  発展期  ｜ 解体期     

（帝国主義段階）  （大戦・戦間期）  （高度成長期） （スタグフレーション期） 

  

［組織資本主義化傾向、福祉国家化、パクス・アメリカーナ］ 

＜後期資本主義＞ 

        1980年代初 

          ｜ 萌芽期 

           （構造調整期） 

 

純粋資本主義化傾向→組織資本主義化傾向 

 ・パクス・アメリカーナの衰退と世界システムの解体→福祉国家の解体・過渡期 

 

 

4）柄谷行人段階論 

 『世界史の構造』岩波書店2010年、表１。 

   

        1750-1810  1810-1870 1870-1930  1930-1990  1990～ 
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世界資本主義   重商主義  自由主義  帝国主義  後期資本主義 新自由主義 

ヘゲモニー国家        イギリス        アメリカ  

経済政策    帝国主義的  自由主義的 帝国主義的 自由主義的  帝国主義的   

資本       商人資本  産業資本   金融資本 国家独占資本 多国籍資本   

世界商品     繊維産業  軽工業    重工業  耐久消費財   情報  

国家     絶対主義王権  国民国家  帝国主義   福祉国家  地域主義 

５）河村哲二段階論 

 「グローバル資本主義の段階論的解明――現代資本主義の理論と方法」 

      『季刊 経済理論』第53巻第1号 2016.4． 

 ・大内力『国家独占資本主義論』（＋「福祉国家論」）批判 

   資本主義が自立性喪失の段階、過渡期として財政金融政策重視、段階論の適用否定 

国民経済モデル 

  ・侘美光彦「景気循環論アプローチ」：批判と摂取 

    恐慌を含む景気循環過程が、資本と賃労働の価値関係の（＝総需要・総供給の） 

調整メカニズム――資本主義の自立性 

    1929年世界大恐慌： 

国際金本位機構の衰退、独占の進展→資本主義の自立機構の喪失 

    現代資本主義:自立性の喪失、国家・政府が資本蓄積を支える「大恐慌回避体制」 

   ＊景気循環の変容（恐慌の形態変化）を規定する、世界編成を含む資本蓄積の構造と 

     メカニズムの解明に役立つ、「段階論」にもなる 

   

・加藤栄一「組織資本主義論アプローチ」（福祉国家システム論） 

    ヒルファディング→コッカ 「組織された資本主義」 

    純粋資本主義→組織資本主義：①産業構造：棉・鉄→重化学工業 

                  ②産業組織：個人企業→寡占支配の市場組織化 



10 

 

                  ③労使関係：単純労働化→団体主義的労使関係 

    自由主義国家→福祉国家：④政治機構：制限選挙（有産者独裁）→大衆民主主義 

                ⑤国家の役割：小さな政府→大きな政府（通貨管理・財政政策・経済成長・景気調節、

福祉国家化） 

                ⑥社会理念：経済的自由主義→ケインズ的介入主義 

    ⑦世界システム：パクス・ブリタニカ→パクス・アメリカーナ 

   ＊前期から中期の移行期を19世紀大不況期に：「純化」傾向の反転、「不純化」に 

？→原論体系の原理像と現実資本主義、「純化・不純化」論批判 

   ・原理論体系における資本主義の諸カテゴリーは、現実の資本主義ではそのまま 

「純粋な」形では存在しない。現実の資本主義はすべて「不純」 

宇野の議論にある、資本主義の歴史過程は多かれ少なかれ、「異質的なるものに対する支配を通して実現される発展であ

る」。 

原理論諸カテゴリーの生成の論理に内在する「制度生成」論 

？段階論の構成方法と段階規定  

  「景気循環アプローチ」と「組織資本主義アプローチ」の統合 

    ――資本の「現実態」としての「企業論」の重要性 

   侘美批判：戦後現代資本主義の景気循環の態様の変容を「自立機構」の欠如に見て 

段階規定から外す 

  馬場の取り込み：生産力基準でみて、アメリカの中心性 

          企業の内部経営組織を重視した金融資本概念 

    ＊原理的根拠や意義は示さず、が、企業「概念」を軸に現実資本の資本蓄積の構造とメカニズムを捉え、政府・

国家機能もその一部を構成 

  加藤の取り込み：7 つの指標にしたがう、産業組織・政策。政府機能、諸制度など制度的・組織的発展が、戦後資本

主義の「高度成長」をもたらすものとして分析 
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  侘美と加藤の統合＋アメリカの中心性（馬場） 

   段階規定：資本蓄積の総合的過程である景気循環の世界的統合機構である 

        国際通貨・金融システムの在り方の相違を最大の基準 

 

    「パクス・ブリタニカ」段階：生成局面――重商主義段階、 

確立局面――自由主義段階 

                  変質局面――帝国主義段階 

    「パクス・アメリカーナ・段階：確立期――1950/60年代 

変質局面――1970年～グローバル資本主義 

   ①戦後アメリカの産業編成の基幹を担う大企業・巨大企業を中心に確立した 

「成熟した寡占体制」・「アメリカ型大量生産システム」・「戦後の伝統的労使関係」 

 による経済拡張の基本連関 

②国家機能――「福祉国家」、「軍産複合構造」が副次的連関     

③アメリカの圧倒的優位を背景とする、世界政治経済フレームワーク 

 ――IMF＝ドル体制、GATT自由貿易通商体制 

   東西冷戦体制としての世界的政治・軍事秩序 

グローバル資本主義は変質局面 

50・60年代の「持続的成長」をもたらした戦後資本蓄積体制が1960代末から衰退、「グローバル成長連関」も金融危機・

経済危機に 

 

 ＊＊なぜ戦後アメリカにこだわる。衰退の根拠は？ 

     アメリカ1強体制の衰退（日欧の復興・成長）、 

スタグフレーション 

 

６）レーニン『帝国主義』論の回顧 
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 宇高基輔訳、岩波文庫版 

  副題：資本主義の最高の段階としての 

  7章：資本主義の特殊の段階としての帝国主義 

 7章は、それまでの総括： 

    資本主義からより高度の社会・経済制度への過度時代へ諸特徴が形成 

5つの基本的特徴 

・生産と資本の独占（1章―生産の集積と独占、2章－銀行とその新しい役割） 

・銀行資本と産業資本との融合、金融寡頭制（3章－金融資本と金融寡頭制） 

・資本輸出が重要な意義（4章―資本輸出） 

・国際的資本家の独占団体の形成と世界分割（5章－資本家団体の間で世界分割） 

・資本主義列強による地球の領土分割の完了（6章‐列強の間での世界分割）  

→カウツキー批判 

  カルヴァー『世界経済入門』にしたがって、世界は5つの経済領域（含む植民地） 

   中央ヨーロッパ、イギリス、ロシア、東洋―アジア、アメリカ 

    面積・人口（植民地分も）、鉄道・商船、貿易、石炭、銑鉄、綿紡錘数 

   ・発達した資本主義地域３つと世界を支配する3つの国 

      ドイツは領域も狭くて植民地がない、中央ヨーロッパは政治的分裂 

      イギリス・アメリカ地域の政治的集中、アメリカの植民地は小さい 

      経済的・政治的条件の多様性、発展速度の不均衡、帝国主義諸国家の競争 

    →力関係の変化、力による解決しかない 

   ・鉄道の発達（過去30年の）→資本主義は植民地と海外諸国で急成長 

     新帝国主義国の出現（日本）、金融資本の植民地・海外企業からの貢物増加 

   ・一方における生産力の発展・資本蓄積、他方の植民地や金融資本の 

勢力範囲の分割都の不均衡→戦争 

 ＊＊段階論としての規定（産業・銀行の独占、金融資本・寡頭制・資本輸出） 
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    と世界の分割（独占団体と列強）： 

   不均等発展→戦争 

   段階論としても世界経済論（現状分析）としても読める 

          世界経済論は主要国の勢力図でもある。 

 

４、段階の基準 

 段階論は、原理論と現状分析の媒介規定と言われる。が、「媒介」の意味は多様である。 

 原理論は資本主義の基本的諸カテゴリーを明らかにするものであり、具体的に特定産業を前提とはしない。国家も存在

しない。しかし、現実の経済は具体的産業をつかむ現実資本の運動として展開され、また必ずしも資本の運動に包摂され

ない「周辺」が存在し、国家の存在と政策が介在する。「段階」が意味を持つのは、特定の産業ないし諸産業（商業・金融

を含めて）を支配する資本が世界経済ないし世界史を動かす主因となるからである。この判定（特定産業）は歴史認識の

問題であり、実証にかかわる。原理論が嫌いで苦手な者なので、原理論と段階論の関係について省くが、原理論への疑問

だけ述べておく（別紙） 

 これまでに、何人かの論者の段階論を紹介してきたが、各氏の資本主義像（歴史認識と将来展望を含む）の相違を反映

して、多様となる。 

 「段階論」を提起したのは、宇野であるが、第1次大戦以降を現状分析が課題とすることで、その後の「段階」を否定

した。「社会主義優越論」に基づくようであり、「社会主義主に対抗する資本主義」段階になるのであろう。この議論は、

「資本主義の自立性ないし自立的発展」の否定としても多くの論者に受け入れられ、ケインズ的財政政策や福祉国家に支

えられた資本主義として、現状を分析することになる（大内力「国家独占資本主義」、侘美光彦「大恐慌回避体制」）。この

要素を現代資本主義から否定することはできないが、国家の「介入」と言っても公有、「計画」、インフラ建設・産業育成、

産業・銀行救済、景気調節等から、救貧事業、失業保険、保険、年金、普通選挙・労使同権化等、多様な面がある。反面

国債の累増がもたらす問題（時期、国によって異なる）もある。これらをすべて、資本蓄積促進策と見るのには無理があ

ろう。とくに、大規模な景気対策や公共事業が展開されたのは、限られた時期である。また、一国主義的分析となり、「世

界経済」（諸国・地域の関係・対抗）が見にくい。 

 加藤の組織資本主義論は福祉国家論ともなるが、純粋→組織資本主義、自由主義→福祉国家、イギリス→アメリカのシ
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ェーマは分かりやすく、魅力的になる。しかし、誰が（産業・国）が推進しているのか分かり難く、および世界経済の構

図を描きにくい。とくに現在を福祉国家の解体期・構造調整期、ないし後期資本主義（これも良くわからない）の萌芽期

という「願望」でとらえる視点は疑問である。 

 河村は、侘美の景気循環アプローチを引き継ぎ、加藤の産業組織や国家の変貌にかかわる「組織化」の論点を取り込み、

加えて馬場のアメリカ的生産力も取り込む。これによって、パクス・アメリカーナ段階として、1950・69年代に確立した

「寡占体制」・「大量生産システム」・「労使関係」を基本的な成長の蓄積構造とみなす。そして、福祉国家体制や IMF/GATT

体制がこれを補完としたとみなす。 

 河村の議論は多くの論点を取り込み、力強いのが魅力である。ただ、段階規定を景気循環の要としての国際通貨・金融

システムの在り方に求めるため、「段階」が生きてこない。1970 年以降のグローバル資本主義は「変質局面」とすること

で、その意義が不明となる。また「確立期」が20年足らずと短いが、この大企業体制は、アメリカでは少なくとも19世

紀末より、1930年代の「混乱」を経ても、進化してきたものである。70年以降を変質局面とする理解は分かりやすい（ニ

クソンショックや変動相場制）が、1960年代以降のアメリカの特徴の一面は、ドル危機と言われたが、その大きな要因の

一つが、アメリカ大企業の直接投資の拡大である。また、ユーロダラー市場（実体は米系銀行のロンドン店でのドル取引）

が拡大してくる。戦後のアメリカ大企業体制は「確立」と同時にグローバル化（昔は国際化と言われた）も始まったとみ

ることができる。 

 なお、戦間期のアメリカをどうとらえるかも問題になるが、この点は思いつくまま、いくつかの点を指摘しておく。 

自給的な経済構造（貿易依存度が低い。工業国かつ農業国という性格）、 

脆弱な金融システム（小規模銀行の乱立、個人投資銀行の「支配」する証券市場 

→30年代の改革：銀行と証券の分離、証券法（ディスクロジャー）、証券取引法（公正な証券取引、監督機関SEC）、1914

年創立の中央銀行システムの威信なさ等）、 

ヨーロッパ政治との希薄な関係（国連に加盟せず）、国内優位の政治 

米英の世界での政治・経済的対抗関係 

 

 馬場の「グローバル資本主義段階」は筆者流の解釈では、2つの意味がある。1つは世界が資本主義化し、アメリカが1

強になり（単独覇権）、世界のアメリカ化を目指しているという認識である。社会主義圏の市場経済化であり、多くの「新
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興国」の登場である。いま１つは、ITないし情報通信産業が基軸産業として、支配的資本を株価資本として描いているこ

とである。宇野の発展段階論における、支配的資本や基軸産業を踏襲しているといえ、分かりやすい。だが、「覇権」の定

義の問題は別にして、世界の勢力図の変遷を見る段階と、基軸産業や支配的資本の後退を見る段階、区別できるかもしれ

ない。 

 大衆資本主義、株価資本と言った表現も感覚的には理解できても、曖昧な表現である。1918～1989年を一つの段階と見

ることには、違和感も残る。 

 なお、コスタス・ラパヴィツァス（斉藤美彦訳『金融化資本主義』日本経済評論社 2018年）や北原徹〈「ポスト・リー

マンの米国金融」『立教経済学研究』71巻2号2017年10月〉などのように、1970年代以降の金融資産・負債の拡大、金

融部門の利潤増大を捉え、金融資本主義の段階を主張する者もいる。これらの議論では、金融に消費者も巻き込まれるよ

うになった段階を重視する見解でもある（住宅金融が大きな比重、年金を通じて家計も金融に関与）。さらに、株式市場の

拡大傾向や国債の累積、金融システムの変貌を重視する見解もある。 

 

 話が拡散してしまったが、問題は段階規定が多様な基準でなされていることである。 

・基軸通貨ないし国際金融システムの中核を重視するのが河村である。 

・曖昧だが、覇権国ないし中心国を見つけようとする点は多くの論者に共通する。ただし、この場合には対抗関係をどう

見るかに、相違がある。宇野は「金融資本の諸相」で「類型」を重視している、といえるが、戸原は典型を重視する。レ

ーニンは類型をどこまで意識しているかは分からないが、主要国金融資本の競争を重視する。 

・支配的資本と基軸産業の捉え方、伝統的には（自由主義段階や初期帝国主義段階）特定産業で支配的資本を確認できた

といえるが、20 世紀のアメリカともなると、産業構造が複雑化し、産業の特定は難しい。とはいえ、IT 産業に注目すれ

ば、伝統的（固定資本の巨大化に伴う）大企業と異なる蓄積様式であり、段階足り得ると考える（注目されているが、た

いしたことはないとする見解もある）。 

・この点は金融資本概念の再検討と結びつく。銀行による支配は別にしても、経営者支配論、最近のガバナンス論（株主

主権、ステークホールダー論）、資金調達よりも自社株購入等の企業金融等、株式会社論を含めた再検討が必要である。 

・段階規定に絡む、国家の政策の問題である。宇野では主に対外政策が問題とされた。その後では、馬場の「社会原則」

や加藤の「労使関係」、福祉国家、そして多くの論者も意識する財政金融政策。これらが段階規定にどのように取り込める
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のか。 

・金融資産・負債の動向・水準、金融システムの変貌も段階規定にかかわるのか。レーニンは資本輸出を重視したが。 

・段階としては、意識されていないが、馬場の富裕化論の背後にある思想は、資本蓄積の進展（経済成長）に伴う、自然

（環境）や社会の破壊である。常識的には環境問題である。柄谷等でも意識されているが、この問題を取り込むことも、

課題となろう。 

 

総じて、事実認識では大きな相違はないが、何を重視するか（理論やイデオロギー的背景に基づくか？）で、段階規定や

シェーマが異なるようである。 

筆者としては、段階規定の確立を理論化するというより、世界史ないし世界経済史の展開過程を見るなかから、段階論＝

世界経済論となるようなシェーマないしイメージを作りたい。 

 

■参加者の主な質問･意見（｢参加者の感想｣にあるものは除く） 

⚫ 馬場の段階論には（｢社会主義｣になるというような）｢上がり｣があるのか？ 

⚫ 現状分析はどこで（年代的に）区切るのか？ 

⚫ 宇野が段階論を第一次大戦で打ち切りにしたというのは、本当か？ 

⚫ ｢段階論｣という考え方を維持するのか？ 

⚫ ｢支配的資本の政策｣は、｢国家の政策｣と同じか？ 

⚫ 馬場は、段階論に観念的領域（上部構造）を取り入れたのか？ 

⚫ 河村段階論をどう評価するのか？ 

⚫ レーニン『帝国主義論』をどう評価するのか？ 

 

■講師の「段階論」補足 小林襄治 

2月 1日の「世界資本主義フォーラム」での筆者の報告に対して、多くの方々から質問・コメント・感想をいただき、

感謝します。私の考えを整理する上で非常に貴重な示唆となっています。これらの感想・コメントは、矢沢氏から、まと

めて配信されています（2月9日付、事後報告）。これらに全面的に対応する能力はないが、矢沢氏がまとめられた参加者
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の質問・意見（16頁）を中心に、筆者の見解・感想を述べさせていただきます。 

１．馬場段階論の特徴 

 馬場は、宇野段階論〈『経済政策論』における重商主義・

自由主義・帝国主義の規定〉を引き継ぎながら、その後を

「大衆資本主義」、「グローバル資本主義」としている。こ

れは、支配的資本の相違を基準にした分析と見なせるが、

帝国主義段階以降は金融資本（馬場的には大株式会社を支

配する資本）が支配する点では同じだが、金融業者（銀行

等）の優位、経営者支配や株価重視の点で「金融資本」か

ら分けたものとみることができる。また、支配的資本は「基

軸産業」（鉄鋼、耐久消費材、IT）と連動することになる。 

つぎに、帝国主義段階以降では、生産力ではアメリカが

優位に立ち、世界をリードしているという認識がある。「グ

ローバル資本主義段階」という時は、世界が資本主義化し

た（社会主義国の市場経済化＝資本主義化と旧途上国の資

本主義的成長）点とアメリカの「覇権」が強調される。こ

こでは、支配的資本という基準でなく、世界経済における

「構図」、つまり「支配勢力」あるいは主導国ないし中心国、

覇権という基準、または資本主義が地理的にどこまで浸透

したかという基準が採用されている。もっとも覇権や中心

国の定義はあいまいである。なお、ここでは、資本主義の

定義も問題となるが、資本主義を工業化のイメージで語っ

ている。 

さらに、話を複雑にしているのが「富裕化論」である。

多くの先進国は経済成長にともなって富裕化「段階」（馬場

は「富裕化」を段階規定には取り入れていない）に達して

いるとして、馬場は、資本蓄積の進展（経済成長）が自然

（環境）や社会（家族、共同体）を破壊するものであり、

どこかで自滅する、すなわち人類を滅亡に追いやるとみな

す。したがって、馬場経済学の「目標」は資本主義の成長

に対して警鐘を鳴らすことになる。「段階論」との関係は分

からないが、「滅亡」へ向かう「段階」ということになるは

ずである。しかし、馬場はこの点について何も語っていな

い。馬場の「資本主義自滅論」を傍観者的と批判はできる。

長期的には社会主義を展望するにしても、これまでのソ連

や中国等の「社会主義」の実験、各種社会運動の経験を総

括する必要があろう。 

なお、「富裕化論」に対しては、窮乏化や格差の拡大を根

拠とする反論や反発が強い。共著『現代世界経済  馬場

経済学の射程』の出版をつうじて、寄せられたコメント等

からは改めて窮乏化論と経済成長万能論がいぜんとして

根強いことを痛感させられている。いずれにせよ、現状の

歴史認識にかかわる問題である。また、先進国、新興国、

最貧国等で異なる課題となる問題でもある。 

２、加藤栄一の組織資本主義論は、1980年以降を「後期資

本主義」としてパクス・アメリカーナの衰退・福祉国家の

解体の過渡期と規定する。組織資本主義の問題は別にして、

衰退や解体の事実認識が問われるし、何への「過渡期」か

が分からない。 
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３．宇野の方法論〈原論・段階論・現状分析〉は経済学を

理論・歴史・政策（応用）で説明するのと同じともいえる。

ただ、宇野は第一次世界大戦以降の世界を「社会主義に対

抗する資本主義」とみなした（この規定は晩年のものであ

るが）。あるいは、宇野の歴史認識では、世界史は社会主義

への過渡期であり、その視点から現状を分析せよ、という

ことであろう。 

宇野が「打ち切り」を宣言したか否かは確認していないが、

第一次大戦以降の変貌の激しい100年以上もの期間を、一

つの期間とするより、いくつかの期間に分けてみた方が経

済史や資本主義発達史としては理解しやすい。これは宇野

との世代の差かもしれないが、この100年間の変貌は大き

い。しかし、ここでも、支配的資本や基軸産業を基準に把

握するのと、世界経済の勢力図（構図）を重視するのでは、

かなりの相違が生まれよう。 

 つぎに、宇野の歴史認識が問題となる。馬場は「宇野理

論の歴史化」を主張したが、その意味の一つは社会主義優

位論の否定、より正確にはソ連・中国的社会主義ないし計

画経済の優位説の否定である。では、世界はどこへ向かう

のであろうか。馬場では資本主義の成長による自滅と人類

の滅亡（富裕化の帰結）である。ほとんどの人が馬場説（富

裕化論）を支持しない理由が、この悲観論にあるともいえ

る。 

 高原氏は、アジアにおける資本主義の発展のなかに「社

会主義革命」の時代を展望する。「米中の帝国主義的覇権闘

争」が続く中で、レーニンの定義する「寄生的な腐朽しつ

つある資本主義」が死滅する根拠はあいまいである。また

中国が「優位」に立つとすれば、「中国帝国主義」との戦い

が課題となる。レーニンは日和見主義（カウツキー）批判

に注力したが、「労働者階級が管理し運営する手段」を IT

産業が準備してくれると考えるのは幻想である。IT産業の

労働者の実体分析が必要であるし、資本家や伝統的経営者

と異なる労働者の管理・運営とは何かも未定である。これ

らは、労働者自主管理（ユーゴの実験）やコーポラティズ

ム（労働者ないし組合の経営参加）や協同組合運動を含め

て、議論されるべきであろう。 

 加えて付言しておけば、歴史意識を別にして、原論・段

階論・現状分析という方法がそれぞれの間でのフィードバ

ックの関係が希薄となり、原論の一方的要請から純粋資本

主義なり、段階論が作られる傾向が強まっているかもしれ

ない。言い換えれば、現状分析や段階論からの原論へのフ

ィードバック、原論の「修正」ないし「追加」や「加上」

の余地をなくしている問題である。より具体的には、株式

会社論や金融資本論、資産価格論などを想定している。あ

るいは「資本市場」の存在しない資本主義経済の原理論と

はいったい何か、とう疑問である。 

 

4、資本主義の自立性：宇野の「社会主義に対抗する資本

主義」は現状分析の対象であるとともに、段階規定なのか
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もしれない。大内の国家独占資本主義論や加藤栄一等の福

祉国家論にも共通するが、資本主義の自立的発展の時代は

終わったとして、外部要因（戦争・植民地）や国家の介入

（財政金融政策による需要創出）によって、資本主義が維

持されている時代との認識である。だが、100年以上もの

期間をこの視点で単純化できないし、実際にケインズ的需

要管理策が有効であったのかの検証は不十分である。マネ

タリズムや新自由主義の台頭はケインズ的政策の有効性

の否定からである。 

 青山氏が、感想の中で、大恐慌を研究した玉野井芳郎門

下生の多くが、ブルジョア経済学に転向したことを指摘し、

アメリカ資本主義研究を宇野派は敬遠した、と述べている。

同感である。アメリカ資本主義や経済の研究をすると、ア

メリカの持つダイナミズムを感じることは間違いない。筆

者を含めて、ヨーロッパの研究を行ってきた多くの者は、

第一次大戦以後のヨーロッパ各国経済は、いかに生き延び

てきたか、の叙述に終わることが多い。これが示唆するこ

とは、アメリカ資本主義はいまだ「自立」していることで

ある。侘美氏は 1930 年代の大恐慌で話が終わり、その後

は財政金融政策による「大恐慌回避体制」ということにな

る。2008年リーマン以降の量的緩和政策等を見ると、侘美

説は説得力があり、魅力的になるが、二次大戦後のアメリ

カ資本主義の全貌を捉えるには一面的である。2008 年以

降でも、政策の役割やその限界に留意する必要はあるが、

GAFA を生み出し、「完全雇用」の状況を生み出す力を持

っている。もっとも、サンダースのような社会主義者を生

み出している、と反論されるかもしれないが。 

  

５．河村段階論とアメリカ資本主義：河村氏の議論、侘

美景気循環論、加藤組織資本主義論、馬場アメリカ資本主

義主導論を統合しようとする壮大な計画には敬意を表す

るが、3 者の視点の相違を見ると、統合には無理も多い気

がする。それよりも、段階論が気になる。パクス・ブリタ

ニカとパクス・アメリカーナの2段階で考えるのが河村の

特徴であるが、その根拠は国際通貨体制ないし基軸通貨の

相違とでもいうべきものに過ぎない。金本位制の役割を巡

る議論は別にして、筆者は馬場の議論を継承し、19世紀末

以降の世界ではアメリカが生産力で主導してきた、と考え

る。この点は河村も同意する事柄である。 

単純化すれば、アメリカでは大企業体制（寡占、独占と

言い換えても同じ）が20世紀初めまでには成立し、金融・

証券市場を利用しつつ、さまざまな新興産業を取り込みつ

つ、20 世紀のアメリカ経済を発展させてきたのである。

1920 年代は証券市場の拡大のなかで自動車や電力等の発

展もあって繁栄を謳歌するが、1930 年代には大恐慌で打

撃を受ける。その国内的要因の一つが、1920年代に膨張し

た脆弱な金融システム（州法・国法の二元銀行制度で乱立

する多数の弱小銀行等、規制のない証券市場）であり、1930

年代の金融改革（銀行と証券の分離、預金保険、金利規制、

情報開示を求める 1933 年証券法と公正な取引を求める



20 

 

1934年証券取引所法）を必要とした。ニューディールの改

革が注目されることが多いが、当時の政府支出の多くは、

銀行の救済や農地抵当や住宅抵当の低利借り換えによる

「救済」にかかわるものでもあった。救貧政策への財政支

出も行われた。長期的な深刻な不況は、労働組合の公認等

を含め、遅れていた社会政策や福祉国家の要素をアメリカ

にも持ち込むことにもなったのである。これらを捉えて、

資本主義の自立性の喪失と国家による持続的介入を強調

したくなるかもしれないが、あまりにも脆弱な金融システ

ムと社会システム（福祉国家的要素、ないし馬場が言う社

会原則の要素の）の改革が必要であった、ということに過

ぎない。 

対外面では、第一次大戦の直接的被害を受けなかったア

メリカ経済は、ヨーロッパの復興等にも貢献することにな

るが、農業も工業も「強い」アメリカ経済の存在は、世界

経済の編成にとって好ましいものとはならなかった。自給

的な性格の強い（貿易依存度の低い）アメリカ経済は、19

世紀イギリスのように世界経済の垂直型編成（農工分業）

を進めることはできなかったし、政治的にも国際関係にお

いて国際連盟へは加盟せず、「孤立主義」に向かうことにな

る。アメリカの対外政治の未熟さの問題かもしれないが、

世界をリードする能力と信頼性に欠けていた。1920 年代

にはドルの国際的利用も進むが、その経済構造や地理的条

件から、ニューヨークが国際金融市場になるのには限界が

あった。1930年代には、1国社会主義を含め、主要国がブ

ロック化を図る中で、国内経済の深刻な低迷状況が続くな

かで、アメリカは「孤立」せざるを得なかったのであろう。

そして、イギリスのスターリング圏等のブロック化の動き

に対して、有効な対抗策はなく、イギリスとの対立を強め

ることになる。 

戦時経済（河村氏の初期の仕事であった）には立ち入ら

ないが、アメリカの戦後経済は、予想に反して、完全雇用

状態が続き、ケインズ的需要喚起政策など必要でなかった

（イギリスも基本的には同じ）。むしろ、膨大な国債費の負

担をいかに処理するかが、課題であった。対外的には戦後

の復興需要が強かったが、ドル不足の世界では輸出に限界

があった。戦後すぐにはイギリスの「スターリング圏」の

開放が課題であったが、失敗し、冷戦構造に伴う軍事支出

や日欧への援助支出に支えられ、輸出を拡大することにな

る。IMFやGATTの自由貿易体制が強調されるが、為替

管理が続き、通貨の交換性が制約された世界では、機能し

なかった。 

ともあれ、1950年代末までには日欧の復興が進み、アメ

リカとの競争関係が顕著になる。1960年代には「ドル危機」

が繰り返され、金価格や国際流動性の供給を巡る議論がや

かましくなる。EECの成立とECに向かう動き、イギリス

の衰退、日本の高度成長、多国籍企業の活躍（直接投資）

とユーロダラー市場の成長も顕著になる。これらは、自動

車や電機等に示されるアメリカ型生産力が日欧に普及し

ていく過程でもあった。なお、ソ連圏や中国、植民地から
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独立する途上国の動きを加えると、より複雑になるが、こ

れらは省略する。 

河村は 1950，60年代をパクス・アメリカーナの確立期

とする。持続的成長をもたらす大企業のもとでの資本蓄積

体制の確立である（寡占体制・大量生産システム・労使関

係の結合）。そして、60年代末からのスタグフレーション

期以降をその変質局面としてのグローバル資本主義の時

期と見る。この局面が 2008 年リーマン危機まで続くこと

になり、河村は「グローバル成長連関」の見事な図式も提

示する。だが、「変質局面」の意味は曖昧である。 

変質は河村によれば「パクス・アメリカーナの衰退」に

由来する。確かに、第二次大戦直後の時期に比べれば、日

欧の復興・躍進でアメリカは「衰退」ないし相対的に地位

を低下させた（GDPの比較等）。ドルも減価した。1970年

代と 80 年代の日欧とアメリカの比較に立ち入る必要があ

るが、マクロ的経済パフォーマンスを見る限り、日独がア

メリカより成績が良かった。しかし、1990年代以降になる

と、日独の経済の低迷や不振に比べて、アメリカ経済の好

調さが顕著である。この背景にあるのが、パソコン、イン

ターネットの普及、IT産業の躍進である。2000年代には、

サブプライムローンと証券化ビジネスの興隆が目立ち、リ

ーマン危機につながり、世界的金融危機にもなった。しか

し、その後も IT産業の躍進が続き、GAFAの時代ともい

われる。加えて、1990年代以降には株式市場の拡大が著し

い（変動は激しいが、株式市場の時価総額の対GDP比は

近年では 200％にもなる。かつて 100％を超すことはまれ

であった）。また、パソコンやスマホの組み立て生産は中国

等で行われ、グローバルな事業展開が IT 産業の特徴でも

ある。これらを勘案すると、後知恵かもしれないが、「変質」

を「衰退」（相対的地位の低下）を伴うスタグフレーション

期の特徴と捉え、1990年以降を IT産業を基軸産業とする

（90年にこだわる必要はなく、コンピューター時代からを

前史としてみることも可能である）、アメリカ主導の「グロ

ーバル資本主義」と捉えた方が素直に思える。 

 

６．レーニン『帝国主義』の評価：五味氏の指摘にある

ように、内容的には学問的に評価できるものではない。ヒ

ルファディング『金融資本論』とホブソン『帝国主義』を

利用して資本主義の最新の特徴を叙述し、日和見主義批判

を武器に、反戦平和・革命を訴えた政治的プロパガンダの

小冊子である。だが、それでも最新の資本主義の特徴（独

占と金融資本、資本輸出）と世界経済を巡る主要国の競争・

闘争と結び付けて分析しようとしたものとして、言い換え

れば段階論的特徴を現状分析と結びつけたものとして、評

価できる。 

余談だが、岩田弘が述べたように、「馬場はアメリカ鉄道

業の役割を充分に認識していない」のは確かである。馬場

の著作にアメリカ鉄道業が登場することはほとんどない。

蛇足だが、筆者のアメリカ鉄道業の知識は、主に呉天降『ア

メリカ金融資本成立史』有斐閣 1971 年による（呉天降は
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所有者支配論のオーソドックスな金融資本理解である。モ

ーガンやロックフェラー等の銀行や企業支配を強調する）。

一部は、チャンドラー『経営者の時代』による。なお、故

西村閑也氏は、晩年に、レーニン流資本輸出論を批判して、

19世紀後半におけるアメリカ西部での鉄道建設（資金調達

を含めて）と、アメリカからの穀物輸出やイギリス穀物価

格との関係を分析した論文を書き始めていた。未発表かも

しれない。 

帝国主義段階、第一次大戦まではヨーロッパ資本主義の

問題と見た方が良いかもしれない。この点は岩田氏に同感

である。 

 

７．五味氏の紹介した櫻井さん、30年ほど前に一緒にア

イルランドを旅行したことがある懐かしい方です。その後

交流が途絶えてしましましたが、櫻井毅『宇野経済学方法

論 私解』勉強します。 

櫻井さんが提起している問題、重商主義段階でも自由主

義段階でも、近年における経済史や歴史学の成果を取り入

れるように書き換えるべきと思っています。大塚や宇野が

勉強した時代の歴史とはかなり違っていると思います。 

８．金融資本主義：櫻井氏も提起する「新金融資本主義」

ないし「金融化資本主義」が新しい段階か否か、改めて議

論する必要があろう。ラパヴィツァスは、金融部門の利潤

の多さ、住宅金融の規模の大きさ、年金を通じる個人金融

資産の問題、を指摘している。しかし、政府部門〈国債〉

の債務、中央銀行の・資産・債務、株式市場の規模、金融

システムの変貌等も含めて考察するべきである。リーマン

以降の中央銀行資産の拡大や「ゼロやマイナス」金利、一

つの段階と言えるかもしれない。ただし、これらを主導す

る資本、ないし勢力をいかに規定するのか、国債や住宅ロ

ーン、中央銀行債務など、いわゆる「資本」ではないので、

支配的資本が不明になる。 

 

９．世界政治経済体制：矢沢氏は感想・コメントで、国

家と資本主義の関係ないし統合を問題にする視角から、筆

者の報告を、「世界政治経済体制」の発展と支配的資本の変

化を分けてみる試みと、整理してくれました。感謝・同感

です。私流には前者を「世界経済の構図」として、先進・

後進、基軸（中心・覇権）・周辺、等々は未整理ですが、重

層的な構造を考えたい、と思っています。 

 

10。中国資本主義：青山氏の紹介する、岩田氏や伊藤氏

の中国論、改めて勉強する必要を感じます。長い歴史のあ

る国であり、一筋縄では処理できない、と思います。個人

的には、中国史の本、専門書というより一般向けの本を広

く読むようにしています。それでも、例えば、講談社のし

ばらく前に出た（2000年代）『中国の歴史』は12巻もあり

ます。最近、9巻『明清時代』を読み直しましたが、18世

紀、ヨーロッパと比べて、中国は多くの手工業生産で量的

にも質的にも上回っていた。重商主義の時代の理解の問題
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につながりますが、ヨーロッパは自国にない（生産できな

い）、絹・綿製品、茶、香辛料、陶磁器等を求めて東洋に来

たものと思います。イギリスの東インド会社に対して、「中

国から奢侈品を輸入し、そのために銀を持ち出してけしか

らん」という批判がイギリス国内でも強かったと記憶して

います。蛇足だが、上記の本には「紋銀」というイマジナ

リー・マネー（計算単位貨幣）の存在が述べられていた。 

この点は別にして、伝統的共同体企業仮説がどこまで妥

当なのか、国営の手工業生産の歴史、塩などの国による管

理、等も含めて、考えたいと思います。加えて、官僚制の

歴史など進んでいたシステム、その弊害とアジール（逃げ

場）の存在（梁山泊は架空だが、多くの秘密結社ないし宗

教組織、逃亡民ないし流民の存在）、有名な王朝（漢、唐、

宋、元、明、清）でも建国から最盛期までは100年程度等

の問題も考察したいと思います。 

 

「ブラウン研究会」についての侘美・河村氏の言及、確

認していません。個人的には両者を昔から知っています。

両者は「ブラウン研究会」の存在（あるいは馬場を含む主

要メンバー）を知っているはずです。ただし、ブラウン自

身は両者も読んでいる国際金融の本の著者です。 

 

11．坪田氏の感想；「欲望」論は理解できかねるが、「何

を目指すか」が重要なことは同感である。しかし、視点に

よって見えるものが異なる。サッチャーが首相となったと

き、ある保守党の政治家が、サッチャーは保守主義者でな

い、と批判した。都合の悪いこと、間違っていること、非

効率的なこと等を改革するのは躊躇しないが、自由主義で

あれ、社会主義であれ、自己のイデオロギーや理念にした

がって社会や世の中を変えることは間違いである、という

のである。日本では保守主義というと、保守反動や頑迷の

意味で使うことが多いようだが、イギリスの伝統では異な

るようである。言葉はともかく、視点抜きには世界は見え

ないが、特定の視点から見える範囲は限られている。理念

先行の改革では、弊害も大きくなるのである。相手のリス

ペクトと「寛容」が重要になる。五味氏の感想の最初の部

分に同感である。 

 

12段階論の意義：支配的資本ないし基軸産業の変化で資

本主義発達史を考える方法は、理解しやすく、有意義であ

る。また、このような発達史を踏まえて、国・地域別の現

状分析が展開されるべきであろう。とはいえ、これは、現

状を分析するには歴史を踏まえなければならない、という

ことに過ぎないかもしれない。だが、「段階」を知ることは、

現在の経済や社会を動かしているものを理解する上で、決

定的に重要である。歴史は単線的に成長するものでないし、

経済は具体的な「産業」や生活をとおして動いているから

である。金利、貨幣量、投資、消費、貯蓄、雇用量等とい

った指標の操作で成長を考えるマクロ経済学との相違は

明らかである。 
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ただし、既存の「宇野派」段階論には多くの限界がある。

現状分析や段階論の側からする原論へのフィードバック

が弱いことはすでに述べた。また、重商主義、自由主義、

帝国主義の段階についても、経済史や歴史学の新しい成果

を取り入れて、内容を豊かにするべきであろう。 

現代資本主義（第1次大戦以降）については、20世紀末

までは自動車・電機（耐久消費財）で代表させることも可

能だったかもしれない。1970～90 年当たり以降の金融化

や IT 化、これらが新しい段階か否かが現在議論されてい

る。だが同時に、製造業よりもサービス業が拡大する時代

にあっては、流通業、エンタテイメント産業、食品加工・

飲食業、教育・公務等を含めて、サービス業の分析も重要

となろう。そして、これらを、世界政治経済の体制（勢力

図ないし構図）に織り込んで描く必要がある。以上。 

 

■司会者（五味久壽）の感想 

 私は、①コメンテーターを立てることにも一長（講演者

以上もしくは異なる視点を提示できれば論議が深まる）一

短（コメントが同調的に過ぎるかあるいはピント外れであ

ったりして論議を深めるのには役立たない）があると考え、

今回は報告者以外には馬場さんをよく知る人がいないと

見えたので、コメンテーターを立てずに報告者自身によっ

て自分の報告をまとめる形式をとり、②かつ自分の見方に

拘って発言することを避けて、出席者の日頃の発言時間を

考えて限られた時間の中でのバランスをとる役割を心掛

けたつもりです。 

 報告者の小林襄治さんは、原理論嫌いを公言されたうえ

で、原理論ないし現状分析に対する自分の考えをこの機会

にまとめてはっきりさせようとする意図をもって話され

ました。小林さんが言うように、各人が現時点で「何を重

視するか」にはそれぞれの関心やイメージの違いが当然に

ありますし、そこにはそれぞれの理論やイデオロギー的背

景が関わっています。したがって、参加者が事前に報告者

の著作を読んでおくことが必須であるというよりは、当日

の報告を中心とする他者の発言に虚心坦懐に耳を傾ける

ことが必要であろうと思います。そのことは、それぞれが

シェーマやイメージを作り上げまたは修正していくこと

に役立つでしょう。私が思うに、これが日本よりもこね回

されている社会に住む中国人であれば、その時々に応じて

信頼できる人格を見つけること、それを通して社会との

（人的結合）「関係」を作り直していくことは、何よりも大

切というのではないでしょうか。 

 話が飛びますが、昨年刊行された櫻井毅『宇野経済学方

法論 私解』は、あえて「私解」と名乗り、その内容も段

階論が中心となっています。櫻井さんは晩年の岩田さんに

「世界資本主義と言っても原論の内容は純粋資本主義と

そんなに違わないじゃないか」という関係でした。櫻井さ

んは宇野重商主義段階論に出てくる羊毛工業の位置づけ
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を，さらには宇野原論の産業資本の規定が自由主義段階の

産業資本の内容から干渉を受けて純化されたことを批判

しています。櫻井さんは、最後の「結語」で次のように述

べています。「少なくとも、第一次大戦後から今日に至る資

本主義の段階論的な位置づけについてまず追加的な考察

が必要である。いわゆる国家独占資本主義あるいは組織さ

れた資本主義と呼ばれる時代である。そしてさらにその後

の経済の変化を勘案し、それが新しい段階に当るかどうか

の検討が残る課題になるであろう。グローバル化によって

従来の段階論が無意味になることがあるとは思えない」と

言い、ラパヴィツァスの「金融化資本主義」に触れて、「新

金融資本主義」あるいは「金融化資本主義」という新しい

様相をどう評価していくかを残された課題としています。 

僭越ながら私から見れば、国家独占資本主義あるいは組

織された資本主義では踏み込みが足らないと思うのです

が。 

 また話が飛んで岩田弘さんのことですが、私が大学院生

であった 50 年も昔に岩田さんは、馬場さんが東大出版会

の『世界経済論』に載せた世界貿易の分析を私に示して、

「君もこのくらいの粗さでよいから論文を書いたら」と言

われたと記憶しています。実証家のことを「他人の理論を

借りて実証する人々」とみていた岩田さんが、馬場さんに

対しては評価していたことを示すと思います。内容への賛

否は別として、書かれた文章を読むことが緊張を強いて息

苦しさを感じる岩田さんのそれとは異なり、馬場さんの文

章は気楽に読めます。 

 他人の書いたものをあまり読まない岩田さんが、亡くな

る前の年 2011 年に贈られた『宇野理論とアメリカ資本主

義』を読んでいました。その本に書きこまれていた馬場さ

んへの批評は、①馬場がアメリカ鉄道業の役割を十分認識

していないこと、②国民経済学としてではなく世界資本主

義としての金融資本論でなければならぬこと、③馬場のソ

連社会主義評価は理念的批判ではあるが、20世紀型社会主

義への原理的批判にはなっていないこと、などでした。も

しも馬場さんが中国嫌いでなければ、岩田さんの間で対話

が成立したかもしれません。 

 フォーラムの当日言いかけたことですが、①岩田さんは、

レーニン帝国主義論に対して「あれは学生のレポート程度

のもの」と言って評価していなかったこと、②帝国主義段

階についてもヨーロッパ資本主義に固有のものと考えて

いた（ようである）こと、③初版『世界資本主義』段階で

は国際通貨体制という考えはあったけど世界市場的景気

循環という考えはなかったと言っていたことーーだから

侘美さんのものを岩田さんは読んでいなかったがそうし

た方向には行きようがなかったことーーを指摘しておき

たいと思う。 

 最後に、小林さんがソ連社会主義に対置する形で「アナ

ーキズム」と言われたことを聞いて、岩田さんもそうだっ

たとあらためて思いました。五味久壽 
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■参加者の感想 

【矢沢国光】「馬場経済学」という一見取っつきにくい

テーマでしたが、終わってみると、参加者のほとんど

が、非常に興味を持って、聞いてくれたと思います。

大成功だった､よかった、というのがフォーラムの主

催者の一員としての感想です。 

 マルクス経済学が「現実離れ」している昨今、宇野

派の中にも、「ブラウン研」のように、現状分析にこだ

わって、理論と分析の結合を執拗に追求してきたグル

ープがあったこと、初めて知りました。馬場氏の理論

が変転を重ねて、身近にいる人にも真意がわかりかね

たという話－－理論と現実の関係では、むしろ当たり

前のことで、新しい現実の前に古い公式を脱ぎ捨てて

いった馬場氏の姿勢は、よりよい世界の実現を目指す

「政治経済学」においては、非難されるべきことでは

なく、必要なことだと思います。「馬場経済学」は、大

いに、私たちの経済学の追求にとって、励みになるも

のであったと思います。 

 アメリカ資本主義についての、ブラウン研の人たち

の実証研究を、もっと知りたいと思いました。 

 以下は、小林さんから｢参考文献｣として提示された、

小澤 健二, 小林 襄治, 工藤 章, 鈴木 直次著『現代世

界経済 馬場経済学の射程』を読んでの感想で､当日

フォーラムで配布したものです。 

 馬場経済学から学ぶもの  矢沢国光 

1. 経済学の目的について。馬場は、「恐慌の必然性、

戦争の必然性、革命の必然性」を「原理論、段階

論、現状分析」のおのおのの目標に関連させよう

とした。86p。 大いに共感できる（対応関係は、

別として）。 

2. 馬場は、アメリカ 1970 年代のスタグフレーショ

ンを重視し、スタグフレーションを、特殊アメリ

カ的な社会が世界へ波及する過程――日欧の成

長が、アメリカの西側世界にたいする政治的統轄

システム、金ドル国際通貨システム、蓄積の基盤

（米戦時技術の民営化･日欧への流出、安い石油資

源）を掘り崩した、とみた。 

3. 資本主義の危機。馬場は、スタグフレーションを

もってただちに「世界資本主義の危機」とせずに、

「富裕化」を資本主義の危機とみた。［岩田弘は、

日欧の経済成長を過小評価し、スタグフレーショ

ンに至る 1960 年代（金ドル国際通貨システムの

崩壊過程）を「世界資本主義の危機」としたが、

のちに撤回した］。 

4. アメリカ経済・貿易の特質。工業も農業も世界一

の生産力を持ち、自己完結的。そのため、貿易は、

①農業を温存し、国内市場向けの工業とこれに上

乗せする新興工業部門をもって、世界工業を先導

した ②構造的な輸出超過⇒ 巨額の経常黒字 

⇒資本輸出するも不足⇒世界経済の不安定要因 

③貿易依存度が低い。楊井克巳編『世界経済論』

に所収。 

5. 「帝国主義段階の三つの小段階」論から「パクス・

ブリタニカ／パクス・アメリカーナ段階論」へ。

馬場は、宇野の「段階論の打ち切り」に異をとな

えて、帝国主義段階を延長し、「帝国主義段階」を、

（１）第一次大戦までの「古典的帝国主義」、（２）

第一次大戦から 1990 年までの「大衆資本主義」、

（３）1990 年以降の「グローバル資本主義」とい

う三つの小段階に分かれるとしたが、のちに、「パ

クス・ブリタニカ段階→パクス・アメリカーナ段

階」へと変更した（194p）。これは、資本主義を

（支配的資本、基軸産業、支配的経済政策のよう

に）経済的にのみとらえる「経済的把握」から、

資本主義経済と国家（政治的軍事的関係）を合わ

せた「政治経済的把握」への改善とみることがで

きる。 

6. 国家をどう見るか。馬場は国家を資本主義の「外

囲」、つまり資本主義の自律的運動の成立範囲の

ようにとらえている（262p）。経済に偏った把握

であり、宇野の純粋資本主義論（一国資本主義論）

を引きずっている。パクス・ブリタニカもパクス・

アメリカーナも、中心部分は主権国家と資本主義

の結びついた「資本主義国家」であり、国家は、

（資本主義と非資本主義の境界＝外囲ではなく）
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国家間の政治的軍事的関係によって規定される

のではないか。 

7. 資本主義の階級関係を「労働力の商品化」と言っ

た原理的把握ではなく、資本主義国家における

「社会」の状態として把握しようとした姿勢――

現状分析の重視――は、大切。「会社主義」という

分析も、参考になる。ただ、福祉・社会保障の起

源が総力戦にあることが視野に入っていないの

は、残念だ。 

当日の質疑･討論を終えて、一点だけ付け加えたい。私

も、宇野の｢自由主義段階→自由主義段階→帝国主義

段階｣という段階論が、第一次大戦以後の現代資本主

義を切り捨てていることに違和感をもち、｢パクス・ブ

リタニカ→パクス・アメリカーナ｣という河村説がよ

いと思っていましたが、何をもって段階を規定するの

か、迷っていました。商人資本、産業資本、金融資本

という｢支配的資本｣をもって段階規定するのが宇野

説ですが、パクス・ブリタニカ→パクス・アメリカー

ナという｢段階｣は、こうした｢支配的資本｣では規定で

きません。 

 小林さんの話を聞いていて、つぎのように考えれば

よいのではないかと、思いました。 

 ｢パクス・ブリタニカ→パクス・アメリカーナ｣は、

資本主義経済（だけ）の発展ではなく、いくつかの先

進資本主義国家を基軸として、後発資本主義国家、半

資本主義/非資本主義の国家・地域、後進･従属地域等

からなる世界政治経済編成――世界経済政治体制―

―の発展とかんがえるべきではないか。 

 冷戦体制をどうとらえるか、イスラーム帝国崩壊後

のアラブ･中東のカオスをどうとらえるか、中国の（非

帝国主義的な）主権国家化をどうとらえるか等､これ

まで｢経済学｣が見過ごしてきた重要な課題が、浮かび

上がってきました。そのきっかけを与えてくれた小林

さんの｢馬場経済学紹介｣に、感謝します。 

 

【靑山雫】これまで自分の勉強不足のせいで、馬場さ

んの資本主義論を道筋を追って学んだことがなかっ

たので、それだけでも大変有意義なお話を伺えたと思

います。言い訳めいたことを申し上げますと、私が大

恐慌論を手掛かりとして現代資本主義を何とか把握

しようと吉富勝「アメリカの大恐慌」から手を付けて

いった経緯で、宇野三段階論の現代的展開として批判

対象の大内国独資論を念頭に置きがちで来たという

のも、もう一つの理由なのかもしれません。 

馬場さんの「大衆資本主義」とか「富裕化」という

のが発表当時から宇野派内部では不評だったくらい

のことは存じておりましたが、今思うと、宇野派主流

の硬直思考に対して、危険球覚悟の切込みを画されて

のもの、という気がしてなりません。こういうキーワ

ードで思い起こすのは例えばジャン・ボードリヤール

の「消費社会の神話と構造」などで、一種社会学的ア

プローチとも見えます。馬場さんとしては、資本主義

のリアルタイムな認識からは程遠い宇野派主流に対

して、素軽い身のこなしで応じようとされていた、そ

れゆえにまた時の流れとともにいうことも変わって

くる、というのも同じ姿勢からのものなのではないで

しょうか。 

 

ちょっと話がそれて、裏話的な領域になりますが、

宇野弘蔵自身も帝国主義論はドイツ中心で説くべき

だと頑なに思い込んでいたようで、アメリカ資本主義

をやるのは邪道だみたいに周囲に語っていた、そのた

め馬場さんは結構宇野派の内部で浮いていたように

聞いていました。ここまではある程度知られた事情な

のですが、もう一つ宇野派の中でアメリカ資本主義が

敬遠された経緯があって、それは特に大恐慌の研究が

玉野井芳郎が率いるグループで進められたという点

です。玉野井さんはご承知のように、当時（６０年前

後）、すでにマルクス経済学のパラダイムからの脱却

を志向し始めており、その一つの結実が玉野井編『大

恐慌の研究』で、おもな執筆者は、吉富勝、伊藤誠、

侘美光彦、竹内靖雄、公文俊平、鬼塚雄丞。公文さん

はアメリカ留学を経て経済システム論へ、竹内さんは

経済思想史でマルクス批判を展開、鬼塚さんも言うま

でもなくのちシカゴ大学に行ってマクロ金融論の大

家になった。大恐慌研究ともなると統計処理とかマク

ロ経済学とが入り込んできてて、「近代経済学」への誘

因強くなると見て、十把一絡げアメリカ資本主義研究

もイカンとなってしまったのではないか。 
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本論に戻ると、私自身は吉富～侘美ラインでの大恐

慌論を学ぶのに大分時間を使った関係で、どうしても

典型国規定の段階論的な発想が希薄で、国際通貨体制

遷移＋恐慌の形態変化で、世界資本主義の変遷を見る

のが染みついている。そこからすると、おおざっぱに

は、 

 

イギリス発の周期的恐慌（１８７３年以前）～大

不況期（１８７３～１８９９？）～金本位制黄金

期（第 1次世界大戦前の好況的発展）～戦間期 再

建金本位制と崩壊、基軸貨幣の喪失～大恐慌期～

第 2次世界大戦～戦後ブレトンウッズ体制～１９

６０年代ケインズ主義全盛～１９７３年ブレト

ンウッズ体制の最終崩壊・変動相場制へ～スタグ

フレーションによるケインズ派の全面敗北～資

本移動の自由化、グローバリゼーション 

 

と身もふたもないような把握が基本となるところ。金

融化云々は変動相場制のもたらす派生形態だろう。宇

野弘蔵の社会主義への過渡期云々は頭の片隅にもな

い。変動相場制下でも基軸通貨は依然としてドルであ

り続け、中国元はその中の一地方通貨に過ぎない。中

国自身がそういう位置づけに現時点まで満足してい

る（アジャスタブルペッグを元安方向で維持）。 

 

恐慌の形態変化論も若干ニュアンスの違いがあっ

て、侘美さんはどうも、１９世紀イギリス中心の周期

的循環恐慌→イギリスから起点が移動し周期性が崩

れた循環性恐慌（アメリカ発１９０７恐慌まで？）→

１９２０年戦後恐慌、資本主義最後の自動回復恐慌→

大恐慌＝底抜け恐慌と整理されていたのではないか。 

河村哲二さんも、それを受けてサブプライム恐慌を

大恐慌型の底抜け恐慌としている。私はちょっと違っ

ておそらく大不況と大恐慌は同じタイプの恐慌で、金

本位制のもと、デフレ進行で、実質金利が高止まりし、

中央銀行の信用拡張と政府財政出動などまるで当局

者の眼中にない時代の不均衡累積型恐慌ではないか

と勝手に思っている。独占の停滞性云々はこの時代を

一面的に普遍化した把握に過ぎない。大恐慌期のアメ

リカは、F.ルーズベルト」が大統領就任ご金本位制を

放棄してはじめて通貨供給の拡大が実現され、徐々に

底を脱することが可能となった。いわゆるニューディ

ールによる拡張的財政出動は規模が小さすぎて効果

はほとんどない。サブプライム恐慌はグローバルイン

バランスが深化したはての、住宅バブルの破綻で、こ

れは別にアメリカだけの現象ではなく、イギリス（ノ

ーザンロック取り付け）、スペインなども同じ。この時

FRB 議長だったベン・バーナンキは大恐慌研究の世界

的第一人者で、流動性供給増加に一切ためらいはなっ

たし、ECB もイングランド銀行も右へ倣えで事なきを

得た。イギリス金融長官アデア・ターナーは功績で「サ

ー」の称号をちゃっかり戴いている。一番割を食った

のが金融恐慌が波及しなかった日本で、貿易金融収縮

などによる輸出激落で先進国の中で GDP の下振れが

最大となった。 

 

それはともかく、では１９世紀周期的循環性恐慌は

なぜ「自動回復」したのかというと、この時代は恐慌

後物価と実質賃金が同時に急落し、そのため実質貨幣

残高が逆に急増加するプロセスを経て景気の底打ち、

投資の再開＝雇用の拡大→有効需要の増大→産出量

の上昇＝所得の拡大という循環が起動したためでは

ないだろうか。この辺はもう少し考えてみたいところ

ではあります。 

 

段階論の今日的バージョンの一つが小幡道昭さん

の地殻変動説で、馬場説基準で見ると、アメリカ資本

主義中心が後退して、新たな資本主義中心国が次々と

交代していくのが時期ははっきりしないが、例えば２

０００年代に入ってからの世界資本主義の基本的モ

ードとしているように見えます。 

 

岩田さんは、その中でも中国新資本主義を新たな歴

史段階を画する格別なものと見ているのは、周知の通

りで、旧社会主義＝国家資本主義の一バリエーション

として退けている。 

中国新資本主義がなぜに新段階なのかというと、１

９世紀以来の資本主義の発展がシステム的に無機的

な機械段階であるのに対して、中国新資本主義は伝統

的共同体企業がインターネットでシリコンバレー等
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に接続される、分散的生体システムを基底に置いてい

る、これは原始共同体＝原始生体システム（農業）→

機械システム資本主義→インターネット分散生体シ

ステム資本主義という弁証法的な端緒回帰であるか

らだという。さすが岩田さん、凡人の私にはおよびも

つかぬ卓抜な発想にひれ伏すしかない。 

 

伊藤先生の「逆流仮説」も原点回帰説といえばそう

いえなくもないが、新自由主義によって自己責任、社

会福祉切り捨ての小さな政府が指向され、一方インタ

ーネット資本主義が、事業投資規模のダウンサイジン

グが可能となりことから、１９世紀資本主義が、生産

力的にも酷薄さにおいても数段強化されて再現して

いるのだ、とされている。この点では中国も同工異曲

というより、なお深刻なのだ、とお考えではないか。

ただ一方で先生は中国を資本主義ととらえることに

留保を付けられてもおられる。今一度現時点での総括

をお聞かせいただきたいところでもあります。 

 

小林さんのお話のなかで、「ブラウン研究会」が馬場

さん主催で持たれていたとのことですが、侘美・河村

のお二方も「ブラウン研究会」に言及されていて、こ

れは同じ会なのか、別建てだったのか、聞きそびれて

しまった。もう大著は侘美さんの「大恐慌」でちょっ

とこりましたので、自分では取り組む気概はなく、ア

イケングリーンあたりでお茶を濁すか、と怠惰なのは

生来なもので致し方なし。もっと怠惰に IS-LM アプ

ローチでも身に着けて、「なんでも当てはまる便利な

図式」路線に気をひかれている今日この頃ではありま

す。以上 

 

【坪田知己】資本主義にしても共産主義にしても、

「人間の欲望の組織化」の形態である。 

世界資本主義フォーラムの議論は、俯瞰的であり、

ある種受け身の見方に感じる。 

私は企業取材の記者として、多くの起業家に接して

きたが、彼らは目の前のシステムを利用してビジネス

を成功させようとしていた。 

どの視点から見るかによって、世界、歴史、経済シ

ステムは違って見える。 

大事なことは、自分が何を目指して考えているのか

の自覚ではないかと思う。スターリンは共産主義を利

用して独裁という欲望を果たした。 

資本主義の本質は競争だと思う。競争の制限は正し

いように見えるが、「制限という欲望」は何かと考える

のも重要だと思う。 

 

【高原浩之(20.02.10)】ロシア革命後の現代世界

は｢帝国主義と社会主義革命の時代｣と考えていた。

しかし、ソ連も中国もベトナムも、社会主義革命が

挫折し、ブルジョア革命に終わり、官僚制国家資本

主義化した。20世紀の現実は、資本主義の帝国主義

段階が継続し、発展している。 

<１>現代世界と宇野経済学段階論 

小林襄治氏が共著『現代世界経済』を基に、師匠

筋の馬場宏二氏の経済学を紹介した。 

⑴段階論の｢打ち切り｣と｢延長｣ その主旨は以下で

あった。アメリカ資本主義を研究し、宇野経済学が

段階論を第一次大戦で｢打ち切り｣、ロシア革命の後

は｢社会主義が優位に立つ時代として資本主義の発展

段階は問題にならず現状分析の課題とした｣(p4)の

を、その内部から批判した。段階論を現代まで｢延

長｣したのは｢画期的｣。金融資本=帝国主義段階を｢大

段階｣とし、それを、初めは｢古典帝国主義｣｢大衆資

本主義｣｢グローバル資本主義｣という３つの｢小段階｣

に、後には｢パクス･ブリタニカ｣｢パクス･アメリカー

ナ｣という２つの｢時期｣に分けた(p190～195)。 

 私は、宇野経済学に対しては原理論に批判があっ

た。資本家と労働者の関係は商品所有者の対等な交

換関係ではない。資本主義は、商品の生産だけでな

く、剰余価値の生産だけでもなく、資本主義そのも

のを拡大再生産し(資本蓄積)、生産手段の独占=資本

に対する生産手段から分離した労働の従属=賃金奴隷

制である(｢労働と所有の分離｣)。 

それでも、原理論-段階論-現状分析という三段階

論は、歴史ではなく、論理のレベルだと思ってい

た。現代の資本主義も現状分析だけでなく、段階論

の、また原理論の対象でもある。第一次大戦やロシ

ア革命といった歴史時点での段階論の｢打ち切り｣は
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全く理解できない。だから、馬場経済学の｢打ち切

り｣批判は大いに納得でき理解できる。 

第二次ブンド｢過渡期世界論｣ にも同質の｢打ち切

り｣があり、観念論が濃厚にあった。革命の根拠を、

ほぼ全て、｢帝国主義から社会主義への過渡期｣とい

う政治的上部構造に求め、経済的土台から切り離し

た。 

日本の社会主義革命を、日本の資本主義･帝国主義

の矛盾からではなく、ほぼ全て、｢三ブロック階級闘

争の結合｣=ベトナム民族解放闘争および中国社会主

義革命(文化大革命)との結合から展望した。その主

観主義を赤軍派が極限化した。武装蜂起･革命戦争の

根拠を｢世界武装プロレタリアート｣に求め、｢国際根

拠地建設｣に走った。 

<２>現代帝国主義分析の方法 

現代世界の経済的土台からの分析。レーニンの帝

国主義規定は、①独占 ②金融資本 ③資本輸出 

④国際独占資本による世界の経済的分割 ⑤帝国主

義国による世界の政治的分割。こうしたレーニンの

｢帝国主義規定｣は、どのように継続し展開している

か。 

⑴アジアにおける資本主義の発展 

中国やベトナムと対で、韓国と台湾、そしてＡＳ

ＥＡＮが、上からのブルジョア革命、開発独裁によ

って資本主義化した(インドもヒンズー至上主義に基

づく権威主義の傾向)。植民地が、国家資本主義によ

って原始蓄積から自立的な拡大再生産=資本蓄積へ向

い、帝国主義への従属から脱却していく。この現実

から、ローザの｢資本蓄積論｣およびウォラステイン

の｢世界システム論｣、そしてフランクやアミンの｢従

属論｣を総括。 

③資本輸出は輸出先で資本主義を発展させる。｢資

本主義の世界化｣=｢世界の資本主義化｣の中で、｢中心

-周辺｣の関係が｢工業-資源｣から｢金融-工業｣へ大き

く変化した。その重心はアジアにあり、多くの国々

が今や社会主義革命に直面している。21世紀は｢帝国

主義と社会主義革命の時代｣を現実にするだろう。 

⑵アメリカと中国の帝国主義的覇権闘争 

「⑤帝国主義国による世界の政治的分割」は、変

化した。アメリカ帝国主義の世界覇権は、諸国家の

国際的な関係における圧倒的な軍事･政治･経済であ

る。ソ連帝国主義が軍事的に対抗したが、経済が脆

弱で崩壊した。 

帝国主義の不均等発展。アジアに新しい帝国主義

超大国=中国が登場している(インドが続く)。史上２

度目の世界覇権闘争と超大国=アメリカの没落が始ま

っている。アメリカの経済的優位は、西ヨーロッパ

(ドイツ)と日本の工業生産で揺らぎ、金融資本とグ

ローバリズムで乗り切ってきた。巨大な人口は強大

な潜在力である。中国は発展の速度は優勢であり、

工業生産はすでにアメリカに対抗し、いずれ圧倒す

る。それは金融にも政治と軍事にも及ぶ。 

⑶社会主義革命の時代 

レーニンの規定 「⑥寄生的な腐朽しつつある資

本主義」。グローバリズムは金融資本の支配。中心は

産業的に空洞化し、工業生産は周辺へ拡散した。逆

に労働者階級を生存条件以下に突き落とす格差と貧

困は周辺から中心へ流入した。地球環境の破壊も周

辺に拡散されている。資本主義の生産関係が、人間

と自然の両方から生産力を破壊している。 

規定「⑦死滅しつつあり社会主義への過渡である

資本主義」。物質的基礎である機械制大工業に加え

て、社会主義で労働者階級が管理し運営する手段を

ＩＴ産業が準備している。 

最後の論点。買収と福祉から排外主義による統合

への転換。これに抗して、社会主義革命の原動力で

あるプロレタリア階級の階級闘争をどう組織する

か。 

 


