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8.29青山雫「世界恐慌とパクス・アメリカーナへの移行」フォーラム事後報告（途中） 

■8.29フォーラムの実施経過 

●ＺＯＯＭによるオンライン方式 参加者 19 名 

●日時 2020 年 8 月 29 日（土） 午後 1 時 30 分～4 時 

        8 月 30 日（日） 午後 1 時～3 時 

 29 日午後 1 時 30 分、予定通りはじめましたが、講師・青山氏の報告前半途中の 2 時過

ぎに、青山氏住宅周辺一帯が停電し、4 時まで待ちましたが復旧のめどが立たなかったので、

この日は中止しました。 

 翌 30 日午後 1 時に再開し、青山氏の報告［新しく用意したレジメ参照］のあと、3 時ま

で質疑討論しました。 

●テーマ 「世界恐慌とパクス・アメリカーナへの移行」 

【主旨】アメリカは、第２次世界大戦後、世界資本主義のリーダーとなり、資本主義の

戦後体制の中軸となって秩序を作り、またその発展を主導してきた。しかしそれはたんに、

連合国としての主戦勝者としての地位によるのではない。やや逆説的だが、第２次世界大

戦に帰結した世界大恐慌にその端緒が生じていた。 

世界大恐慌は、アメリカ発の大恐慌が世界的に波及した。表層的にはそのように語って

もあながち間違いではないが、その実際の過程は錯綜を極めている。 

第１次世界大戦後、アメリカ資本主義は、生産力においても、金を含む外貨準備の分厚

さにおいても、資本主義世界の圧倒的首位に立つ。そこに空前絶後の恐慌が襲い、アメリ

カは、資本主義国中最も深刻な打撃を受ける。同時に、恐慌は、当時の世界資本主義中の

もう一つの中心・イギリスの国際収支の脆弱性を介し、貿易、対外投資関連の収縮を通じ

て、世界的に波及した。それがまた二重三重に相互反射することで、未曽有の世界大恐慌

にいたった。いわゆる「資本主義の自動回復力」が喪失し「自己崩壊」が顕現した。当時

の通貨体制である、国際金本位制は完全に崩壊し、世界資本主義は分断と対立の時代に突

入、第２次世界大戦を惹起したのである。 

アメリカを基軸とする世界資本主義の再編成は、こうした世界大恐慌と第２次世界大戦

という、２段構えに生じた、文字通りの体制的危機を経過した戦後の時点で推し進められ

たのである。「パックス・アメリカーナ」と総括される戦後世界資本主義秩序とは、この戦

後世界資本主義の再編体制を集約して表現している。 

今回の報告では、主として侘美「世界大恐慌」に依りつつ、世界大恐慌の原因・過程・

帰結を大胆に圧縮して提示し、併せて世界大恐慌の分析の今日的な意義まで言及するとこ

ろまで目指したい。そこには現代資本主義をめぐる主要なテーマがほとんどすべて包含さ
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れているからである。 

 

●参考文献 

宇野弘蔵「経済政策論」（弘文堂）、「恐慌論」（岩波文庫） 

大内力「国家独占資本主義」（東京大学出版会） 

吉富勝「アメリカの大恐慌」（日本評論社） 

侘美光彦「世界大恐慌」（御茶ノ水書房） 

河村哲二「パックスアメリカーナの形成―アメリカの「戦時経済」システムの分析」（東洋

経済新報社） 

林敏彦「大恐慌のアメリカ」（岩波新書） 

M.フリードマン・A.シュウォルツ「大収縮」（日本経済新聞出版） 

C.キンドルバーガー「大不況下の世界 1929-33」（岩波書店） 

P.テミン「大恐慌の教訓」（東洋経済新報社） 

B.Eichengreen「Golden Fetters」（Oxford University Press, 1992）（金の足かせ） 

B.バーナンキ「大恐慌論」（日本経済新聞出版） 

 

■講師の報告と補足 （青山 雫） 

 

今回の報告に用いたスライドは、それ自体を後から眺めても、脈絡の掴みづらいものと

なっている。以下でそれをテキストの形にごく簡潔におこし、かつ参加者から寄せていた

だいた質問・コメントにも出来るだけお答えできるように書き下しました。 

 

 

パクス・アメリカーナと世界大恐慌 

                      青山 雫 

●「パックス・アメリカーナ」 

「パクス」とはギリシャ神話の平和の女神「パークス」から由来した言葉で、パクス・

ロマーナと歴史家のギボンが転用したのは、恐らく近代史の中での嚆矢と思われるが、そ

の厳密な意味内容や検証に用いられる明確な事項が定まっているようには思われないから、

実証的な吟味に耐えられる概念では決してないだろう。今回の報告タイトルで使っている

「パクス・アメリカーナ」も漠然とした「安定」程度の意味で、政治学用語としての「覇

権」などに何らかの意味で通じているのかどうか私としては論じることは出来ない。 

いずれにしても、世界大恐慌の帰結は、基軸通貨を喪失した国際通貨体制の崩壊と、保

護主義と通貨圏ごとに分裂したブロック経済圏の並立・対立と、第二次世界大戦であった

のだから、今回の報告では、おおざっぱに言って「パクス」とは対極的な「混乱・分裂・

対立」、カオスの世界資本主義の転落を概観しようとした。 
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第二次世界大戦という空前の犠牲と、それへの深刻な反省にたって、ようやく戦後体制

の枠組みが一応出来上がっていったことを踏まえれば、この「カオス」の原因や生成過程

をひとまずは通観して置く意義は極めて大きいのではないだろうか。いわんや、今我々は、

大国間の競合と保護主義の横行というなか、こうした戦後世界体制の大転換期に差し掛か

っているともいえるのだから。 

 

●世界資本主義論としての世界大恐慌論 

今回の報告では、主として侘美光彦『世界大恐慌－１９２９年恐慌の過程と原因』に依

拠したが、それは、世界大恐慌をまさに世界大恐慌として、すなわちたんに個々の国の恐

慌の集積ではなく、基軸通貨体制を媒介として初めて成立する世界資本主義の変質とその

結果としての根底的機能不全＝世界大恐慌として捉えようとする点で、世界資本主義フォ

ーラムの基本的方向性に合致する研究ととらえたからに他ならない。 

 

●恐慌の形態変化と世界大恐慌の過程 

世界大恐慌は、通説的に描写されるように、1929 年１０月２４日に暗黒の木曜日が突然

何の前触れもなく訪れてニューヨーク株式相場が瓦解し、株式取引業者や銀行の倒産が続

いて、直ちに未曽有の経済活動の崩落が生じたような過程を現実に辿ったのでは全くない。 

たしかにニューヨーク株式市場は、1927 年来足掛け３年間にわたる強気相場が続いてい

たから、その巻き戻し・崩落はアメリカ社会を震撼させたのだが、実際のところ、これを

上回る株式の崩落は、1907 年恐慌でも発生していた。このことからも明らかなように、そ

れ自体は、ありふれた相場の落ち込みであった。 

しかも実体経済の下降過程は、株式崩落に先立って、1929 年の初夏近辺から開始されて

おり、株式市場の変調は、その通過点であったともいえる。 

発端となったアメリカの恐慌でみると、物価、生産、雇用、賃金など様々な経済指標の

悪化は、1933 年３月前後の底打ちに向けて、じつに３年半の期間にわたって累積的に進行

したのであって、この長期にわたる悪化の結果、工業生産がピークから 54%の下落、失業

率が 25%に悪化、株価が 80%強の下落など、著しい落ち込みとなった。 

 

 

 

 

 

 

 

（大恐慌時の失業率推移） 
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それに続く過程も、総体的には不況過程で、1937 年には再び鋭く激しい恐慌に見舞われ、

工業生産が 1929 年水準に復帰したのは、戦時経済下の 1941 年であった。株価に至っては

第二次世界大戦を経た 1954 年まで、1929 年ピークを越えられなかった。 

こうした長期にわたる恐慌は、19世紀中葉までの周期的恐慌では全く見られなかったし、

近年のサブプライム危機においてもしかりである。世界大恐慌は、史上最大にしてかつき

わめて特異な恐慌であったことが明らかだろう。 

 

（２９年恐慌と３７年恐慌） 

 

 

●第一世界大戦前までの恐慌 

周期的で循環的な恐慌は、19 世紀中葉までイギリスの産業的蓄積とロンドン金融市場と
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の連関性の中で生じていた。 

19 世紀後半になると、それまでイギリス産業資本に対する原料・食料品供給基地として

位置づけられていたドイツ・アメリカでの、イギリスとは相対的に独立した資本主義的産

業企業の発展と、それらの世界市場での競合関係へと転化していった。それは、ロンドン

金融市場を媒介とする世界的な資本主義的蓄積機構が、それまでのイギリス一国中心的な

それにとってかわって登場してきたことを意味する。いわばイギリス一国での産業的蓄積

と貨幣資本的蓄積の垂直的相互媒介機構が、世界的資本主義の構造変化の中で再現してい

たのである。その限りでは、第一次世界大戦以前の恐慌は、周期性こそ 19世紀後半期から

は明確さを現さなくなったとはいえ、こうした特性を保持していた。 

その過程を今少し敷衍するならば、好況末期の物価騰貴と労賃もしくは原料・食糧等の

第一次産品の産業的蓄積に対する供給ひっ迫を受けた騰貴１）による産業資本の利潤率低下

（資本の絶対的過剰蓄積）と一方での、資本蓄積の困難を反映した貨幣資本供給のひっ迫

を受けたイングランド銀行バンクレートの急遽引き上げとが衝突し、産業的蓄積の急激な

停止、物価崩落、産業的蓄積の困難を反映した銀行信用の劣化と収縮２）による、産業企業

の経営困難と倒産の急増、生産過程からの労働者の大量かつ一挙的排出などの諸過程が、

ほぼ同時進行的に惹起される一連の恐慌過程であり、こうした特性は一貫して保持された

のである。 

物価の崩落と失業労働者の大量的現出による需要の急収縮に対して、競争的産業資本が

大勢を占める限り、個別資本はその物価崩落に対しては、価格を低下させつつ何とか収縮

しつつある需要を取りこむべく「死活の競争戦」を展開して対応しようとするが、それは

一層の価格下落を導くほかなく、さらなる弱小産業企業の経営困難と倒産を導いていた。 

生産過程からの労働者の排出が継続する中で、実質賃金も急落を遂げ３）、崩落した物価水

準を前提にしても個々の産業企業にとって利潤獲得が可能になる条件が生じてくる。投資

条件の好転が導かれてくるわけである。 

と同時に、死活の競争戦を耐え抜き、既存固定資本の償却を終えた個別資本の中から、

新たな生産力を備えた生産設備を導入する動きも相まって、新たな高度化された生産力の

下での資本蓄積の局面へと、不況から好況の端緒的局面への移行が生じてきた。 

簡潔に表現すれば、第一次世界大戦までの恐慌は、それを通じて資本が繰り返し生産力

の高度化を資本自身に強制し、新たな世界的な資本蓄積の循環過程を起動する媒介環とし

て機能したのだった。 

 

１）労賃騰貴に代えての一次産品騰貴説については鈴木鴻一郎編「恐慌史研究」1973 年

日本評論社序文など 

 ２）銀行の取り付け、破産も伴う激発性恐慌は、イギリス資本主義については、通信手

段の発達による過大在庫形成の抑制、手形流通の縮小、銀行の本支店制度の普及な

どから、１９世紀末葉以降は顕著には現れなくなったという。侘美光彦「世界資本
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主義」1980 年日本評論社。サブプライム危機時の住専銀行ノーザンロックへの取り

付けが、じつにイギリスでは 150 年ぶりのものと話題になった。 

 ３）競争的産業資本間の価格切り下げを通じての「死活の競争戦」の展開と弱小資本の

淘汰を通じての結果としての生産の縮小という機序こそ第一次世界大戦前の恐慌と

得し続けるものだが、アメリカ大恐慌の過程では、中小企業間でこそ見られたが、

独占体間では逆に価格維持と生産の意図的削減が支配的過程となった（後述）。 

 

●世界大恐慌 

一方世界大恐慌は、アメリカの恐慌に限ってみても、好況末期に至るまで物価水準は上

昇せず、停滞期的かむしろ若干低下するほどであり、実質賃金４）水準は上昇しつつも、資

本蓄積を主導する独占企業部門では、労賃上昇を上回る生産性上昇を実現する改善的投資

が継続したため、資本の絶対的過剰蓄積は現われず、金融面でのひっ迫も生じることなく、

耐久消費財ブームの沈静化に伴った緩やかな景気後退局面がまず先行した。 

株式市場の高揚は、生産性向上を実現する投資の継続によって高利潤を獲得し続ける独

占体に形成された過剰資金が、ブローカーズローンを通して市場に流入し続けたことで生

じたのだった。アメリカの独占体は第一次世界大戦時の戦時体制と、1920 年恐慌とその後

の耐久消費財ブームを通じて再編強化され、市場での価格支配力を発揮できるところに至

っていたため、生産性向上によっても、市場価格を維持し高利潤を好況末期に至るまで維

持しえたのだった。そこで生じた過剰貨幣資本が株価高騰の原資ともなったのである。 

株式市場の暴落の影響は、むろんキャピタルロスの形で株式所有者に覆いかぶさった。

更には株価の大幅下落と不動産価格の急落を通して、実質家計負債の急増の影響も大きく、

それを受けた自動車など高額耐久消費財に対するいわゆる限界的消費の急激な収縮を招い

た。それらの生産を受け持つ独占体企業は需要縮小に対応して、価格水準を独占支配力に

基づいて維持しつつ投資・生産の削減と労働者解雇を進めたため、一層の需要縮小を招く

という、累積的縮小過程に落ち込んでいった。５）。 

一方独占体における賃金率自体は、フーバー政権による指導により、名目的に切り下げ

られることはなかったため、消費者物価水準で除した実質賃金率は、むしろ恐慌下では上

昇し、新規投資の利潤率は悪化せざるを得ず、その面からも投資は抑制された。 

一方、株式市場の崩落に連動して、農産物を主とした商品市場・不動産市場が裁定取引

などのチャンネルを通じ急落したため、まずは農業融資や不動産担保融資に軸足を置く地

方銀行の資産内容が悪化し、1930 年末から第一次銀行恐慌が開始され、地方農業や中小企

業の恐慌が一層激化していく。銀行恐慌はその後も二次にわたって現出し、次第に工業都

市周辺に波及し、大企業の倒産も目立つようになる。最終的には銀行恐慌はニューヨーク

大銀行に及び、ニューヨーク連銀も法定準備率を防衛できなくなって、破産の憂き目を見

ることとなる。ここにアメリカ資本主義は産業面においても金融機構的にも全面的なマヒ

状態に陥った。 
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独占的大企業は、市場支配力を通じて価格維持を図りつつ、賃金率の切り下げを自制し

てきたが、1932 年に入ると、それら独占的大企業も経営に行き詰まりを見せ始め、賃金協

定を離脱し、ここにようやく実質賃金の下落が開始され、投資条件もようやく好転の兆し

も見え始めたが、銀行信用を利用しえない限り依然耐久消費財などの需要は低迷したまま

で、実際の投資実行を通じての生産拡大は、1933 年３月の全国銀行休業をへて、銀行部門

の一応の整理のめどが立った後にまで持ち越された。 

1933 年の恐慌底打ち以降は、詳論できないが、基本的には不況過程といってよく、ニュ

ーディールによる景気底上げは極めて限定的なものでしかなかった。インフレを警戒して

緊縮財政に転じるや激烈な恐慌が 1937 年に再現、工業生産が 1929 年ピークに復帰したの

は戦時経済下の 1941 年に至ってであった。 

資本主義生産の恐慌を通じての自律的運動が大恐慌を通じて決定的に変質し、ひとまず

膨大な軍事支出という形をとった、政治過程からの外部的需要の人為的創出によらなけれ

ば自壊を避けられない段階に立ち入ったことが告知されたのだった。 

 

 ４）実質賃金は名目賃金を消費者物価指数で除したもので表されるが、むろん資本蓄積

にとってはそれは代理変数でしかない。個別資本の利潤率の計算にとっては、当然

当該生産物の市場価格を前提とした、賃金も含めた投入生産要素の名目価格しかな

いが、それの全体的な傾向を代理的に表し得る限りにおいて実質賃金が迂回的な意

味を持ってくるのだろう。なお侘美が実質賃金率の動向が特権的に利潤率の動向を

規定する投資条件の決定要因として扱っている点、さらには利潤率の高下だけで投

資を決定するものでもないこと、これを疑問として指摘しておきたい。 

５）岩井克人が唱える「ヴィクセル的累積的不均衡」に類似した過程に見えるが、岩井

説をそのまま延長すると、経済規模がゼロになるまで縮小過程が続くことになる。 

岩井克人「不均衡動学の理論」1987 年岩波書店 侘美自身は後年デフレ・スパイラ

ルともしていた。 

 

●国際通貨体制 

世界大恐慌を構成するもう一方の国際通貨体制の動揺と崩壊をみるならば、あらまし次

のようになっていた。 

先に見たような第一次世界大戦までの循環恐慌過程の世界的連関を媒介したのは、ロン

ドン金融市場であり、スターリング・ポンドであったが、第一次世界大戦を通じてイギリ

スは、戦費調達のためにアメリカ鉄道証券を主成分とする多額の対外債権を売却せざるを

得なかった。それによって、イギリスは、世界資本主義へのファイナンス資金源の一つが

大きく毀損するとともに、交戦国への兵器供給を通じて大量生産方式による生産力を一挙

に強化したアメリカとの生産力格差が著しく拡大し、戦後時点での輸出競争力を決定的に

失い貿易赤字をさらに悪化させた。こうしたことが重なり、基軸通貨としての基礎体力が
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著しく劣化していた。 

一方アメリカは、経常収支の大幅黒字化と金の世界的集中を実現したこと、また欧州連

合国の戦債引き受けなどを通じて、ドルはもう一方の基軸通貨として登場した。 

第一次世界大戦後の国際通貨体制は、ポンド一極から、ポンド・ドルの二軸体制へ転換

したが、基礎体力を著しく低下したポンドをいわば「負の焦点」として抱え込んだ不安定

性を根底に置いたものだった。 

さらに、ロンドン金融市場自身が、戦前のポンド手形引受市場としての圧倒的な地位を

変質させ、その比率の低下と未償還戦債や大蔵省証券が滞留する形へと姿を変えたから、

イングランド銀行のバンクレートの操作による国際収支の調整力が著しく低下していた。 

この面からも、戦後のポンドとロンドンは、ニューヨークの資金力の支援なしには国際

ファイナンスセンターとして維持しえず、ニューヨーク金利に対して常に高位にロンドン

金利は置かざるを得ず、そのことがイギリス国内経済に対しては圧迫要因として働くよう

になっていたから、そうした金利の高位維持にも大きな限界が存在するようになっていた。 

世界的な資金循環では、ポンドのロンドンへの唯一の最終的還流ルートは、農業生産な

ど第一次産品国であったが、1924 年ころから生じた世界農業不況により、そうした最終還

流ルートからの資金流入が先ぼそってくると、直ちにポンド危機が生じるようになってい

た。しかし頼みの綱であるニューヨーク資金は、1927 年以降、先に見たように、専ら株式

市場へと流入、海外投資は広範に引き上げられたため、ポンドの金本位離脱は時間の問題

となった。アメリカ恐慌を契機とする世界農業不況の恐慌化によって、唯一の資金還流ル

ートを断たれ、ポンド危機は決定的な局面に立ち入ることになる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（世界の多角的決済関係） 
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世界農業不況とアメリカ恐慌の世界的波及はヨーロッパ銀行恐慌として、まずオースト

リアと産業恐慌にも挟撃されたドイツを襲い、それぞれの金本位制離脱を強制した後、す

でに弱体化の実態が知れ渡っていたポンドの金本位制離脱を余儀なくさせた（いずれも

1931 年中に継起）。 

世界農業恐慌が引き金となって農業諸国から保護関税障壁が構築され、報復的にそれは

世界的に波及したため、すでに収縮していた世界貿易は螺旋的な縮小過程に落ち込んでい

き、1933 年３月には、全国銀行休業と共にアメリカも金本位制から離脱し、ポンド・ドル

体制は最終的に崩壊、以後、世界資本主義は保護主義にまみれた通貨圏ごとのブロック経

済に、分断対立の時代に突入、第二次世界大戦に至ったのだった。 

(世界貿易の螺旋的縮小) 
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基軸通貨としてのポンドは、第一世界大戦までは、循環性恐慌を介した世界資本主義の

景気循環を連動する地位にあったのが、世界大恐慌を通じて、むしろそれを世界的に波及

させ自らも含め崩壊させるものへと変質したのである。６） 

  

  ６）ポンドの脆弱化とは以上で述べた内実によるもので、信任性一般などで規定できる

ものではないのではないか。第二次世界大戦後も貿易金融などで大きなウエイトをポンド

は持続け、ポンド圏も再編されたが、ケインズ的拡張的財政による国内均衡の達成と、そ

れによる経常収支の逆調に挟撃されて、いわゆる「ストップ・アンド・ゴー」を繰り返し

たあげく、為替レートの切下げに追い込まれた。戦前的な脆弱性が継続したようにも思え

る。 
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■司会者（矢沢国光）の感想 

 突然の停電で中断したのは、初めてだ。二日目、参加できなかった方にこの事後報告が

役立てば、さいわいです。 

 「世界恐慌とパックス・アメリカーナへの移行」というときの「恐慌」は、19 世紀中葉

のイギリスの「循環恐慌」とは、さまざまな意味で異なります。 

「循環恐慌」が一国資本主義的であるのに対して、世界恐慌は、文字通り「世界システム

の破綻」です。 

 「循環恐慌」が、労賃高騰→利潤率の低下・利子率の上昇→金融逼迫、といった国内資

金循環の破綻として理解されるのに対して、世界恐慌は、国際資金循環の破綻
、、、、、、、、、

として理解

されます。青山氏が紹介してくれた宅美さんの「世界の多角決済」の円環図が（コピーが

ぼやけて見ずらかったが）世界恐慌の経済学的な核心ではないでしょうか。 

そして、国際資金循環の破綻は、イギリスを中心とする国際金本位制の崩壊・金融市場

と世界市場の分断という形で進みました。分断された国際金融システムと世界市場が、列

強間の死闘たる第二次大戦と
、、、、、、

、アメリカの圧倒的な生産力・金融力によって再結合・再構

築される――それが「パックス・アメリカーナ」です。 

だから、パックス・アメリカーナは、たんなるアメリカ中心の世界経済体制ではなく、

ソ連との対峙（冷戦）を軸とする世界の政治軍事体制です。 

 世界恐慌を「パクス・アメリカーナへの移行」過程ととらえるためには、経済的過程だ

けでなく、政治軍事過程を合わせてとらえる必要があるのではないでしょうか。 

 停電で報告が途中で分断されたために、全体像がつかみにくかったかもしれません。 

 参加者の質問に十分答える時間も、確保できなかったことは、司会者として、反省です。 

（青山さん、この事後報告で、補ってください。） 

 

  

■8.29世界資本主義フォーラム 参加者アンケート 

 ［1］ＺＯＯＭによる参加について 

 

 （１）スムーズに参加できましたか？何か支障はありましたか？ 

 ● 

  

 （２）主催者側（ホスト）のＺＯＯＭの使い方について、こうしたらよかっ 

たということがありますか？ 

 ● 

  

 （３）オンライン方式でのフォーラムについての感想は？なお、9 月 26 日（河 
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村哲二）、10 月 31 日（矢沢国光）はオンラインですが、11 月 21 日のフォーラム 

（矢吹晋「習近平政権の今後）は、「従来方式」（本郷会館）の予定です。 

 ●【匿名希望】コロナ感染のリスクを心配せず安心して受講できる事、また、コロナ感

染リスクがない状況でも遠距離からの参加も可能で参加者が増える事等、ポジティブな点

が多いと思う。ただ、セキュリティや情報漏洩の問題の懸念は残る。 

 ●【高原浩之】参加しやすい点はあるが、議論は面と向かっての方がかみ合うと感じま

す。 

 

 ［2］青山さんの報告「世界恐慌とパクス・アメリカーナへの移行」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。 

 ●【小林襄治】 

コメントではないが、情報提供として。大恐慌に関連して、現代資本主義の把握を巡っ

ては、指摘にあるように、玉野井系列の研究（吉富・侘美・河村・柴田）があるが、大内

国独資論を巡って、構造改革派（今井規義・富塚文太郎等）との論争があった。大内と今

井は直接に議論した記録もある。現代資本主義論を検討する上では、大内・岩田の対比に

とどまらず、この論争も視野に入れる必要がある。 

 原澤謹吾が「『国家独占資本主義』論争とその後――現代資本主義論の系譜」と言うパン

フを先駆社から 2013 年に出している。原澤はこの論争を簡潔に要約するともに、議論のす

れ違いとなった根拠を指摘している。なお、原澤は、その後の動きとして、レギュラシオ

ン理論、世界システム論、玉野井芳朗に始まる「エコロジー経済学」等についても検討し

ている。 

・いま一つの文献として、ほとんど完全に無視されたともいえるものがある。入江節次

郎・高橋哲雄編『講座西洋経済史 Ⅳ 大恐慌前後』（同文館 1980）である。高橋哲雄が「序

説」でこの時期をどのように捉えるかを議論し、現代資本主義の起点を第一次大戦とみる

か、大恐慌期とするか、の「対立」として、また「社会主義の圧力」について議論を整理

している。この本は非宇野派系の人物に宇野派系の人物が参加して作られた本と言う点で

も面白い。論点整理の上では役に立つ。 

 これらの文献は前から知っていたが、整理できないまま放置している。未だ整理する余

裕はないが、多くの論点が議論されている。 

コメント 1 

 「独占体制の強化による市場機構の硬直化」が世界大恐慌の 1 原因とされる。吉富の研

究は自動車史観として揶揄されることもあるが、この点は別として、米自動車産業の独占

をいかに考えるか。1920 年代のフォードは市場シェアが過半に達するが、GM に追われ、

20 代後半にシェアを落とす。この経緯は周知のことであるが、フォードは単一車種の生産

と販売価格引き下げ拡大している。いわゆる独占の生産制限・価格維持のイメージとは異
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なる。単一車種の限界から GMに敗北し、27年頃生産を停止し、転換を図る。そして、29

年の大恐慌開始期には、クライスラーが新車種の生産で急速にシェアを伸ばし、30 年代半

ばには、GM、フォード、クライスラーの 3社寡占体制が確立する。とくに、寡占体制が恐

慌の原因となる理由、あるいは結果となるのか理由がよくわからない。 

 独占や寡占が市場機構を歪め、「資本主義の自立性」や「自動回復力」を喪失させた、と

見るのが伝統的国独資論やフィスカルポリシー論であるが、この指標は何を基準にとるの

か、必ずしも明確でない。1920 年代、30 年代、戦後で異なるし、国ごとにも相違する。  

コメント 2（ない物ねだりになるが） 

大内の初期の議論は独占停滞論であるが、1920 年代を説明できるとは思えない。アメリ

カでは一次大戦前に独占体制が成立したとみるのが通説である。新興産業の展開を見る場

合に「独占」であっても、異なる視角が必要であろう。電力と電機、電話等にも同じこと

が言えるのでないか。 

視点は異なるが、アメリカの金融における独占をいかに考えるか。伝統的にモルガンや

ロックフェラー系の独占が強調される。だがいかなる指標で「独占」が定義されているか

が問題である。1920 年代の投資銀行界では、新興勢力（商業銀行の証券子会社等）が台頭

し、競争的である。商業銀行でも、マネーセンターの大銀行が注目されるが、カリフォル

ニアのバンク・オブ・アメリカ（名称は時期によって異なる）など新興勢力の台頭も著し

い。連邦準備制度の成立で、伝統的な大手マネーセンターバンクの業務も変貌しつつあっ

た。 

コメント 3 

2 の点は別にして、ドル体制に関連するが、アメリカの大恐慌が長引く理由の一つは金融

制度の崩壊である。1933 年銀行法（グラス・スティーガル法：銀行と証券の分離、預金保

険、金利規制）、33 年証券法（ディスクロジャー）、34年証券取引所法（公正な取引・SEC）

が金融制度再建のために必要とされた。1920 年代でも毎年数百行が破綻したのが（ほぼ同

数近くの新設もあったが）アメリカの銀行である。FRB ができても、「真正手形主義」の原

則で 1933 年まで、連銀の資金供給は限られた。言い換えれば、アメリカの金融制度は脆弱

なものであり、その矛盾がこの時期に一挙に露呈したということである。ブローカーズ・

ローンが貨幣市場の主要手段となる状況も、金融市場として問題がある（証券価格の変動

激化等）。イギリスでは、金本位制の離脱にかかわらず、破綻する銀行は生じていない。銀

行制度の崩壊は、脆弱なドルの一因である。あるいは、ドルに対する信認の欠如となるも

のであり、また。1934 年のドル切り下げも、意図と結果はともかく、ドルの国際的信認の

喪失につながる要因であった。1930 年の関税引き上げもドルやアメリカへの信認を失わせ

る要因であったと思われる。国際通貨体制の問題と言うより、ドル自身やアメリカの信認

にかかわる問題があったということでなかろうか。（蛇足を加えれば、30年代半ばの「中立
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法」に示される孤立主義の問題もある）。 

ポンド・ドルの国際通貨体制の脆弱性を指摘されるのだが、脆弱性の根拠が不明である。

二極体制は不安定との議論があるが、説得力には欠ける。ポンドに関しては、脆弱な国際

収支構造を指摘できる。しかし、イギリスとの取引関係の多い国は、それでもポンドとリ

ンクして、ポンドを使い続けた（戦後 60 年代まで）。イギリスもそのための方策（スター

リング・ブロック）をとった。しかし、これは貿易を含めて、米英対立の背景であり、戦

後には徐々にドルに浸食されていく。ドルも、中南米に限れば（カナダは微妙）、1930 年代

にもドル圏を形成するが、対米輸出が停滞する中では、ドル圏の拡大には限界がある。 

これらは、アメリカの対外依存度の低さを含めて、アメリカの経済構造の問題としても

議論するべきことである。蛇足的に指摘すれば、1929 年の輸出入構造を見れば、最大の輸

出項目は綿花（15％）であり（もっとも、機械と自動車を合わせると 20％を超すが。石油

が 10％強）、輸入の最大品目は生糸（10％）、次いでコーヒー（７％）である。砂糖も 5％

を占める。品目の変化には慎重に検討するべきだが、19 世紀ヨーロッパのような垂直型分

業にはならない構造である。なお、戦後では、先進国間の水平的分業の方向に貿易構造は

変化する。 

コメント４ 

パクス・アメリカーナがどう定義されているかが分からない。二次戦後の冷戦構造（ソ

連圏）や独立を達成する旧植民地諸国まで射程に入れると、パクス・アメリカーナの範囲

は限られる。戦後、ドルが最強・最大の通貨であったことを否定するのはナンセンスであ

るが、ドル不足の時代、ポンドとの対抗、EC の形成や日独の台頭と変動相場制、ユーロ市

場としての国際金融市場の拡大等、より立体的に見る必要があろう。また、何を指標にパ

クス・アアメリカーナを定義するのかも厄介であり、経済的にのみ定義できる問題でもな

いであろう。これらは、いつから（起点）をパクス・アメリカーナの時代とするか、また

その時代の局面ないし変質段階を設定するか否かの問題につながる。とりあえず以上。 

 

 ●【河西勝】 

詳細なご報告で大変良かったとおもいます。 

 

 ●【匿名希望】 

大恐慌の原因を探る視点。日本のバブルに照らし考えています。外国(イギリス)からの大

量の資本の流入による株式ブーム等仮想景気上昇、企業の独占化などによる強引な景気操

作は、重大な恐慌ファクターであるという視差が得られた。現在ではそれが世界規模で起

きている点に、一個人ではあるが自身の将来を推測するヒントになった。 

小林先生のコメントでも挙がっていた自動車会社の独占の話は、以前読んだ事がある増

田悦佐の『経済学七つの常識の化けの皮をはぐ』(p 160)の GM による生産激減の事にも関



 15 

係しており大変興味深く聞いた。 

 

●【五味久壽】 

アメリカの大恐慌なのか、世界恐慌なのかその辺は曖昧です。侘美さん自身は、デフレ

スパイラル論に重点があったと思います。 

しかし、イギリスからアメリカへと覇権国が交代する間には、政治的にはいくつかのド

ラマがあります。景気循環論でやろうとすると、そういう問題が抜け落ちてしまいます。

また、そこで、世界恐慌を通してパクス・アメリカーナへ移行するというシェーマは図式

的過ぎ、違和感があります。 

 

 （２）青山さん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。 

 

 ●【河西勝】 

青山さんは、侂美さんが、実質賃金の上昇で、資本投資が不可になったと主張される点を

疑問とされていたと思いますが、この点については、共感をかんじます。おそらく、宅美

さんは、大内さんと同じく、宇野・マルクスにしたがって、資本概念を自己増殖する価値

の運動体として、それを直接マクロ（景気の循環過程に応用）でみて労働費の上昇が、直

接的に、利潤の減少、資本過剰になるのだと推論したのだと思います。 

 ミクロから見るという点で、宇野・大内の自己増殖価値の運動体（という誤謬）を清算

して、個々の企業の設備投資・固定資本形成の観点から見て、個々の企業にとっての労働

用益と固定資本用益の両市場を想定すると、青山さんが言われるように、ある企業が固定

資本を形成し、固定資本の用益の供給を増やすと、それに対応して、その企業にとっては、

労働用益商品の相対的な供給過剰が生じて、資本投資に利潤がもたらされることになりま

す。これは、ミクロのレベルの話で、大戦間・大不況期に、景気の全般的な回復がもたら

されないとか、もたらされるとかとは別の話ですが。この点から見て五味さんが、岩田さ

んには、大内さんとか侂美さんのような景気循環の視点は全くないというご指摘は大変重

要だとおもいます。大戦間では、またブレトンウッズ、2008 年でも、一次大戦まえの、宇

野恐慌論に示されるようなミクロとマクロの個別総合的関係は、ないという点が、景気循

環の崩壊に現れていて、原理論、段階論の世界から遠く離れていることが一次大戦以後の

世界の特徴をなすという点が重要だと思います。青山さんのご報告は、景気の循環論（世

界資本主義の自律性云々）ではなく、大恐慌・大不況の豊かな現状分析そのものであると

いう点で、大変勉強になりました。ありがとうございました。 

 

 ●【匿名希望】 

小林先生の発言にあったブラウンという人の著作物について、書名等を教えてください。 
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 ●【五味久壽】 

侘美さんは、日本学士院賞を受け立正大学では長く経済研究所長を務めていまし 

た。もう 20年ほど前のことでしたが、同年の誼か一度浜田宏一を講演に呼びました。 

その際浜田氏が「宇野派というのは私たちと考え方が似ている」と言ったことを記憶 

しています。それは「統計に対して首をかしげて見せるのがわれわれ」と言っていた 

侘美さんの言と重なりあったからです。 

 

●【高原浩之】 

(1)(2)をまとめて。世界恐慌それ自体に対するまとまった考えはありません。第一次大戦

と世界恐慌と第二次大戦を一連として何と見るか、と考えました。それは、資本主義が自

由主義(産業資本)段階から帝国主義(金融資本)段階へ移行する過度であった。その移行は、

イギリスからアメリカへの基軸=覇権(資本主義は基軸=中心と周辺の関係で構成される世

界システム)の移行と一体であった。「段階論」は長いスパンになり、第一次大戦・ロシア革

命以降に「次の段階」や「新しい段階」を設定すべきではない。そうすると、中国がアメ

リカの基軸=覇権に挑戦する現在進行形の事態は、世界史的にどのような位置にあるのか、

が次の問題になるのでしょう。 

 

 

 ［3］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 

●【匿名希望】小幡 績。6ー7 年前テレビで観た際、数少ない納得できる話をしていた。 

 いつもありがとうございます。今後とも宜しくお願い致します。 

 

●【高原浩之】11 月のフォーラムの中国論は期待します。関西では、今年６月刊行の『中

国は社会主義か』(かもがわ出版)が話題のようです。 

 

------------------------------------------------------------------------------ 

■■フォーラムからのお知らせ 

■9月以降の世界資本主義フォーラムの予定 

 ●9 月 26 日（土）オンライン方式 河村哲二「アメリカ戦時経済とパックス・アメリ

カーナの確立」 

 

 ●10月 31日（土）オンライン方式 矢沢国光「資本主義国家の成立（２） 「東方

問題」と第一次大戦」 

 

 ●11月 21日（土）従来方式（本郷会館予定） 矢吹晋「習近平政権のこれから」 
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■パソコンの電源が落ちたときの対処法ですが、 

 （１）ホスト（矢沢）のパソコンの電源が落ちたときは、進行中のＺＯＯＭミーティン

グそのものが終わってしまいます。参加者のみなさまに、メールで新しいＺＯＯＭ接続の

ＵＲＬを、可及的速やかに送ります。あらためて、ＺＯＯＭに接続してください。雷雨に

よる停電なら、通常 10 分以内に回復します。 

 （２）ホスト以外の参加者のパソコンの電源が落ちたときは、同じＺＯＯＭ接続のＵＲ

Ｌで（進行中のミーティングに）何回でも、再接続できます。（都合でいったん退室したあ

と再接続する場合も同じです）。 

  

■参加申し込みについて 

参加申し込みをし忘れた方が、何人かいました。フォーラム開始時刻の 30 分前になって

もＺＯＯＭ接続のＵＲＬが届かなかった場合は、矢沢 090-6035-4686まで電話ください。

フォーラム開始時刻がすぎてからは、フォーラム運営委員の安岡 090-9828-2342 または青

山 080-2021-1848 まで、電話ください。ＺＯＯＭ接続のＵＲＬを送ります。 

 フォーラム参加の常連の方も、フォーラム開催の都度、矢沢 yazawa@msg.biglobe.ne.jp

宛に、参加申し込みしてください。 

  

■参加費の支払い方法 

 （１）1 回につき 500 円の参加費を、下記口座へ送金してください（送金料 100 円負担

してください）。複数回の参加費をまとめて送金してもかまいません［安岡 

yasuokafamily-1229@memoad.jp 宛に、どのフォーラムの参加費かお知らせください］ 

 （２）参加申し込みしたが都合で（または、技術的な理由で）参加できなくなった方や、

今回 30 日（再開後のフォーラム）に参加できなかった方は不要です。 

  

 銀行名：ゆうちょ銀行（９９００） 

口座名義：安岡正治（ヤスオカマサハル） 

店番：００８ 

店名：〇〇八［ゼロゼロハチ］ 

 ※郵便局のＡＴＭで送金するとき、「店名」の「セ」のボタンを押すと、でてきます。 

預金種目：普通 

口座番号：０１３１９７０ 

記号：１００４０ 

番号：１３１９７０１ 

 

                       以上  
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