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<紹介>

スチェパーノフ「帝国主義論」について

日南田静真

まえがき

帝国主義論の視角から農業=農民問題分析を果すこと，そのためのひとつ

の前提としてレーニン「帝国主義論」とレーニンの農業=農民問題分析(そ

れ自身史的展開をとげている〉との論理的関連を明らかにすること，これが

私の当面の課題である。さらにそのためのひとつの前提として従来私は，レ

ーニン理論の背景のひとつをなす19世紀末ー20世紀初頭ロシアの資本主義お

よびそのもとでの農業構造に関する若干の実態分析を果Lてきたが，今日に

至って，レーニ γ と同時代に生きた理論家たちの理論の分析をも並行して行

なう必要を感じている。私のこのようないわば二重の作業(実態分析と理論

分析〉のいずれにおいても，安易にレーニンに依拠することによっては何ら

の実りある成果を生みえないのは明らかである。あえてレーニン理論のあら

さがしをする(欧米の一昔前のロシア研究者によく見られたように〉必要も

ないが，しかし多くのソ連邦の研究者たちのように教条主義的にレーニンに

対するようなことは，私にはできない。

このように考えるとき，没後45年の今日まで，欧米研究者もソ連邦研究者

も誰一人まともに取り上げることのなかったイ.イ.スグヴォノレツォーフ=ス

チェパーノフの理論の検討を私の上の「理論分析」作業の手始めに行なうこ

とは，妥当であると思われる。その理由は次の通りである。

すなわち， レーニシの農業=農民問題分析のひとつの山をなすところの，

ロシア農業資本主義発達のいわゆる「二つの道」論提起の時点(1907年〉にお

いては，それは， 20世紀初頭ロシアが「農奴制遺物J=r農奴制的巨大土地所

有J廃絶，つまりブ、ノレジョア民主主義革命の課題に直面しているとするレー
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ニンの革命認識と不可分の関連をもって，その視角から提起された。そのと

きレーニンには，世界的な帝国主義段階のもとでのロシア資本主義における

農業=農民問題分析とL、う視角がなかったことはし、うまでもなし、。しかし，

現実における帝国主義的諸相の急展開，第 1次世界戦争の勃発，国際的社会

主義運動における帝国主義認識をめぐる混乱に対し，レーニンは1915-1916

年の聞の精力的な研究に基づいて自らの『帝国主義論』をはじめて対置する

が，その時点ではなおロシア帝国主義そのものの分析はほとんどなく，まし

てやロシアの帝国主義下の農業=農民問題分析としづ視角もまだあらわれ

てはいないのである。むろん， 1917年の 4月テーゼ，さらに1917年 9月にお

いて n905-1907年の第 1次ロシア革命における社会民主党の農業綱領』の

「あとがき」にきわめて簡単に記されたあの「土地固有は，たんにブ、ルジョ

ア革命の『最後の言葉』であるだけではなくて，社会主義への一歩でもある」

との言は，注目すべきレーニンの視角転換を示唆してはいる。しかしなが

ら，それは未整理にとどまっているといわざるをえなし、。なぜなら，もしそ

の視角転換が整理されたとすれば，当の『農業綱領』本文〈レーニン「二つ

の道J論そのもの〉が無改訂のままこの時点で出版されるようなことはあり

えなかっただろうからである。

かえりみると，以上のような意味で象徴的な二つの時点，つまり 1907年と

1915-1917年との聞の時期は，まさにロシアにとって「二つの道」論的現実

と帝国主義論的現実とが交錯する複雑な時期であった。この時代にモスクワ

と流刑地アストラハンにあって，あくまでもボリシェヴィキー理論家として

の立場を堅持しつつ，しかもなお新しい現実に目を見張る思いでその理論化

を図ろうとして苦闘したのが，スチェパーノブ(以下略称〉なのである。彼

は， 1905年草命体験を通して，ロシア社会の根本問題が，特殊な「独占」と

しての糖業シシジケート，国庫発注制度，関税保護，土地抵当信用などに見

られる「寄生的ブルジョアと・ブルジョブ社会に引きずり込まれた封建領主，

の子孫と・の同盟，その封建的ーフツレジョア的国家における緊密な絡み合し、」

にあることを見抜いた。そして，立憲民主党(カデット〉の地主地買い取り
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プランを批判しては，地主地がすでに土地抵当信用にかなり投入しておれば

こそ， rT純』資本家階級にも抵触し，土地所有のみならず土地銀行抵当証券

所有をも没収することJ(r無償没収か買い戻しか?Jより〉を辞さない全面

無償の土地改革が必要となると主張し，当面の革命は，かならずしもブルジ

ョア民主主義革命に局限さるべきではないこと，いな正確にはブルジョア民

主主義革命の課題を遂行しようとすればロシア社会の構造，特殊的には土地

抵当信用媒介の特殊農業構造によってかえってブノレジョア民主主義革命の枠

をはみ出ざるをえないことを，はじめて明らかにしたので、あった(この論点

は，レーニンにあっては1917年 9月の「政論家の日記から一農民と労働者一」

において，ょうやく確認されたところである。いわく「実際，すべての私有

地を没収するということは，数億にのぼる銀行資本を没収することを意味す

る。これらの土地の大部分は，銀行の抵当にはいっているからである」と〉。

これは， トロッキーやパノレヴスの理論とは異なって， ロシア農業構造の一端

に内在する矛盾からブルジョア民主主義革命局限を批判したものとして，レ

ーニンの当時の理論とは一定の隔りをもっていたことは明らかである。

このような前提のうえで，スチェパーノフは，ストノレィピγ政策の進展お

よび帝国主義的諸相の展開を目のあたりにしつつ新しい論理を模索して行っ

た。レーニンの「二つの道」論に対して，疑問を手紙で書き送り， レーニン

から1909年12月16日付の手紙で、返事を貰っているととは， ~レーニン全集』第

16巻所収によってわが国の農業問題研究者聞に知られている通りである。さ

らにスチェパーノフは， 1910年公刊のヒノレファーディング『金融資本論』を流

刑地で翻訳しつつ帝国主義研究を進め，三つの論文を書く。その前に， 1907 

年から1909年にかけて『資本論』の翻訳を精力的に進めたことが，この期のか

れの研究の深度を規定したことはいうまでもなし、。

ここに私がその全文を翻訳して紹介しようとするのは，この期の模索の成

果たる「帝国主義論」である。この小論文は，ゴ~=f-ーらが編集するボリシ

ェヴィキ一派の月刊理論誌《プロスヴェシチェーニユ〔啓蒙J~1913年第 9 ，

10号に掲載されたものであり，思Ijに1925年公刊の彼の論文集『革命から革命
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へ』に収録されている。《口pOCBe旧即日e:a>1913r.， No. 9， CTp. 36-45 ; No. 10， 

CTp. 28-41. CTerraHoB， I1.， OT peBOJIIO日IIHK peBOJIIO~IIII ， C60pHHK CTaTe員

1905-1915r.r. (COCT. r. EewKHH)， M.-JI.， 1925， CTp. 242-270. 

見られる通り，かなり大ざっぱなところがあるけれども，農業=農民問題

分析(ロシアのそれ，西ヨーロッパ諸国のそれ，植民地国のそれを含む)を

包摂する帝国主義論として検討さるべきものと思う。

なお，ヒノレファーディング，カウツキー，バウアーらの理論との関連は別個

に考察されるべきであるが，さし当り，書き出しはみずからのべている通りヒ

ルファーディングの第5篇に依っているとはいえ，後半部や註部分ではまっ

たく独自の見解を展開していることは確かである。ついでながら，ローザ・

ルクセンブノレグ『資本蓄積論jJ(1913年 1月公刊〉をスチェパーノフが読み取

ったうえでこの論文を書いたかどうかについては，いまのところ断定できな

い。しかし，まえがき部分ではみずから依拠した理論家たちの人名にローザ

は出ていないし，この論文を書いたのが主として1911年であったことを考え

れば (1913年 2月以降にローザを読んで叙述を付加しうる可能性がまったく

ないわけではないが)，やはりローザを読まなかったと考えるのが妥当ではな

かろうか。それになによりも，本文に則して検討してみると，ローザとかな

り近似した叙述が見られるとはし、え，基本的な論理構造は異なる。ローザは

あの特徴的な表式論理解の上に立つ自己の理論の例証として植民地問題を叙

述しているのに対し，スチェパーノフの場合は，ロシア農民問題がつねに念

頭にあって，ナロードニキ主義=rおぼろげながらの社会主義」への一定の評

価がみられることは，さし当り特に目立つ点であろう。

スチェバーノフ理論の分析そのものについては，私は，別稿を用意してい

る。「ロシア農業=農民問題分析から『帝国主義論』へ一一イ.イ.スグヴォ

ルツォーフ=スチェパーノフの場合一一J(r土地制度史学J，第四号， 1973年

春，所収〉がそれである。

参考のためまず，私が約20点の論文，資料などに依拠して作成したスチェ

パーノフに関する略年表を掲げる。(翻訳本文での[ J内は私の補足〉
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| ス}ーノフの著述など。
く〉内は翻訳。< >内は紙誌名。

スチェパーノフの活動。
C J内は参考事項。

1870年→ 2月24日，モスクワ郊外で工場の事務員の子に生まれる。

モスクワ師範学校を金メダルで、卒業。はじめナロード、=キ色の強いサーク

ノレに入る。

1郎年-13年間，中央農業地帯トトラに流されてのち革命的宣伝に入る。ボグダ

ーノフ，パザ{ロフ，ルナチヤノレスキーと共に活割し学ぶ。 ドイツ語をよ

くし，マルクス，シュノレツェ=ゲーヴアニッツなどを読む。

1896年，社会民主主義者となる。

1900年か1901年，ゴリキーと知り合う。

1901年汁逮捕され，シベリア，エニセイスク近くに流される。ツガγ=パヲノフスキ

一『経済学史概論』を書評， <プラグダ>1904年。 1904年末モスクワに帰る。

1905年

1906年

〈ゴロス・トルダー>(トヴェーリ

県ルグェフ市〉の編集に参加。

〈ボリパー>(モスクワ，日刊〉の編

集に参加。 12月モスクワ武装蜂起

に「文筆家・教育者グループ」の一

員として参加。

2月か3月レーニンとモスクワで

しばしば会う。党第4回(統一〉大

会にモスクワ地区代議員として出

席，国会戦術問題でレ一二γ と共

同提案。

農民改革後ロシア社会発展に関する未

発表の論文。

1r19世紀ドイツ史論j(パザーロフと共

著)of封建階級の歴史よりJ<ノーヴア

ヤ・ジーズニ>11.17ー11.29。

「遠くよりJflr競争の自由』についてJ，
論集『現時点』所収(1月)，レーニγが

前者を激賞。

「無償没収か買い戻しか?J論集『今日

の諸問題』所収(5月執筆 6月発行〉。

〈スヴェトチ>(モスクワ，日刊)， 1 くマルクス『歴史論文集j(パザ一戸フと

〈スヴォボードノェ・スローヴォ>1共訳))，これは，fフランスiこおける階

(向〉の編集に参加。 1級闘争JfプリュメールJfド千ツにおけ

る革命と反革命」から成る。

1907年 |第3国会選挙でモスクワ地区党の 1Ir第2国会の活動j(ニキーチンと共著)。

候補者となる(夏)0<イースチナ〉

(モスクワ，隔週刊〉編集。

〔レーニシが『農業綱領」を11-121くマルクス『資本論』第2巻，第3巻上

月に執筆， f二つの道」論を提起， 1 (パザーロブと共訳))

ただし押収で公刊不能〕

1908年 |春レーュγ とジュネーヴで会う。 1f農民と政府ー共同体からの脱退に関

カプリ、(ボグダーノフ，パザーロ lずる法律についてーJ<ラボーチェエ・

フのところ〉へ行きかけて行かな!ズナーミヤ〉第3号c7月〉。

かった。
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〔レーニンが召還主義者を批判〕

〔レーニγがボグダーノフらを批

判して「唯物論と経験批判論』を執

筆(2-9月)J

〈ラポーチェエ・ズナーミヤ〉

(モスクワ，月刊〉を編集，その第

2ー 5号では編集責任者。

「ユゾフカ炭坑大惨事についてJ<向上〉

第4号(8月〉。

〈向上〉第5号(9月〉に召還主義者の論

文をのせ，同時に召還主義不賛成のコ

メントを付ける。

〈同上〉第7号(12月〉に，農業労働者・

半プロのストライキについて書く。

くマルクス「資本論』第3巻下(パザーロ

フと共訳)>

1909年 |前年末から当年前半にかけて『唯|くマルクス『資木論』第 1巻(パザ一戸フ

物論と経験批判論』の出版につい!と共訳)>

て骨折る。同書の責任校閲をやる

ょうレーニンからエリザロワ(レ

ーニγの姉〉を通じて依頼され，

引き受けて感謝される(2月〕。

〔レーニンのスチェパーノフへの

手紙(パリ発西暦12月16日付=旧

ロシア暦では12月3日)J[註〉

〔註〕 このほかに，パリ発12月2日付

の手紙でもう一通，スチェパーノ

フあてとされているものがあるが

(邦訳『レーニン全集』第34巻に所

収)，私の最近の文献調査によれ

ば，これははなはだ疑わしい。

1910年 1<ナーシ・プーチ)(モスクワ，月刊)1 ~政治経済学教程』第 1 巻〈ボグダーノ

編集長。 I フと共著〉

レーニンより〈ムイスリ〉発行につ Irc. A.ムーロムツェフJ<ナーシ・プー

いて相談を受ける(秋)0 チ〉第6号(11月)， これはレーニンの

|好評をえた。

〈ムイスリ)(モスクワ，月刊〉の編 Ir凡 H.トノレストイK同上〉第7号 (11

集に参加。 I月〉。

〔好況へ，独占化，ストノレイピン

農業政策展開，運動活発化〕

1911年 |第4国会選挙にむけてモスクワ地|アストラハンで， r帝国主義論Jr小生

区党の候補予定者とされたが， 2 I産者協同組合Jr労働運動における経済

月逮捕され， 3月アストラハγへ|と政治」の草稿を準備し， ヒノレファー

3年間の予定で慌される。 Iディングの翻訳も進める。

1912年 1 (党プラハ協議会(1月)J くヒルファーデイング『金融資本論J1(原

著は1910年J>，その「訳者序文」。

〔モスクワの綿業資本家リャブシ I<ノーヴアヤ・シピーリ)(イノレクーツ
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ンスキーやコノヴァーロフら進歩 ク，日刊，ロシコフが編集，解党主義

党を結成， 11月〕 的傾向とされる)に，もつばら国際政

治や西欧労働運動についての数木の論

文を寄せる。

1913年 〔レーニ γが，ゴリキーあての手紙 「小生産者協同組合J~プロスヴェシチ
( 1月末〉で，スチェパーノフを批 ヱーニエ〉第5号(5月〉。

評。なおレーニンは，この手紙で，

〈プロスヴェシチェーニエ〉を大雑

誌にしようと主張〕

スチェパーノフは〈プロスヴェシ 「帝国主義論〔副題〕カルテル保護関税

チェーニエ>(モスクワ，月刊〉の 一資本輸出一植民地政策J~プロスヴェ

編集には参加しなかったが，重要 シチェーニエ〉第9，1 [)号(9，1ll月〉。

な寄稿者とされた。

1914年 リャブシンスキーらからの反政府 「労働運動における経済と政治J~プロ
的情報交換関係を作ろうとの提案 スヴェシチェーニエ〉第3号(3月〉。

を，受けいれてよいかどうかにつ 「われわれの任務J~ラボーチイ・トル
き， レーニンへ手紙 (3月9日以 一卜〉第 1号(6月14日〉。

前〉。 r~統ーについて』と『統一JJ~同上〉第 2

〔レーニンから返事の手紙(3月24 号，これは解党主義を批判したもの。

日付く西暦〉クラタフ発)，受けい

れていいとし、う意見〕

c7月，第 1次世界戦争開始〕

1915年 メンシェヴイキーの間に拡がりつ 講演「商業の歴史からJ(モスクワ，秋)，
つあった社会愛国主義的傾向と闘 これは「商業資本主義期」の帝国主義

うため，モスクワでミリューチン を語ることにより「工業資本主義期」

やノギー γとともに活動。 の帝国主義の評価を聴衆になさしめた

もの。

1916年 〈ゴーロス・ベチャトノヴォ・トノレ 「消費組合員の社会的構成の問題につ

ダー>(モスクワ，月刊〉の編集に いてJ~モスコフスキー・コオベラトー
参加。 ノレ>(モスクワ消費組合機関誌)，第12，

13号。

〔レーニン「帝国主義論jJ， 6月脱 「食糧事情J ， r協同組合J~向上〉第 14号。

稿，翌年年央に公干IjJ 「地方価格と公定価格J~向上〉第16号。

1917年 2月革命に参加。 「農村にてJ~イ F号、ヴェスチヤ>3月 23 日。

ベトログラートのクスコーヴァと ~8 時間労働日と衣食住欠乏の理由」。

情報交換をする。 『人民と戦争」。

[4月テーゼ(4月4日)J 『農村と都市で土地をどうするか』。

〈イズヴェスチヤ>(モスクワ労働 「ロシア正教会の歴史より」。この頃よ
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者代表ソヴエト機関紙，日刊〉の| り，無神論的宗教研究の論著も多く書

編集に参加 9月5日より編集長|く。

となる。

[10月革命 (10月26-27日)]

新国家初代の財政人民委員。

憲法制定会議(1月〕でエス・エノレ
右派を批判，レーニンに強く支持
される。この年前後，過労のため病
気(肺結核〉。

党第10回大会で「ソヴエト権力で

はなくクラークが農村の共通利害

の代表者・擁護者となっている」

と卒直に発言し，党農村・農民政

策の変更を訴える。

[レーニン死去(1月21臼)]

〈プラグタ〉編集委員になる。

〔反トロッキー・カンパニヤが当年

後半にむけて盛んとなる。〕

共産主義アカデミーの「経済学と

は何か」討論会で主報告(1月〉。
〈イスヴェスチヤ〉編集長になる。

党第14回大会で党中央委員に選出

される(12月〉。

レーニン研究所所長になる。

〈レニングラーツカヤ・プラヴダ〉

編集長に九る。

『ジャン=ポーノレ・マラー』。

くクーノウ『神の起源~，同『フランス大

革命における階級闘争と政党~>

|くカウツキー『社会主義の先駆者たち~>

I ~農業および工業における協同組合』
n871年パリ・コミュンとプロレタリア

革命の戦術の諸問題~，これは今日で

もソヴエト史学界ではコミュ γ史研究

の古典。

「マノレクスとともに。マルクスから離

れてJ<クラースナヤ・ノフィ〉第3号

(9-10月〉。

『世界経済の過渡期との関連における

ロシア社会主義共和国[P.C.φ.C.P.]
の電化~，これはレーニンのすすめに

よって書き，レーニ γが序文を付して

いる。

くメーリ γグ『ドイツ社会民主党史~>

くバッハ~1848年オーストリア草命史~>

「誰が10月革命をなしとげ、たのかJ<ク

ラースナヤ・モロジョーシ〉第3号(1日

月〉。これはトロッキーを批判した論

文。

「革命から革命へ~(論文集)，これには
「帝国主義論」なども収録。

「経済学とは何かJ<マルクス主義の旗

のもとに〉第 1-2号(1-2月〉。

「自然の弁証法的理解と機械的理解」

〈向上〉第3号(3月〕。

I ~工業化と農業経済J< 1' ;("f:x A 刊
(3月24日〉。

1928年|死去(10月8日〉。
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帝国主義論 カルテル保護関税主義一一資本輸出 植民地政策

ロシアの文献では， r帝国主義」としづ用語は，すでに前世紀末， とくにイ

ギリス対ボーアの戦争およびイギリスにおける保護関税主義発生の時期には

市民権をえていた。だが，わが国での文献として最初に体系的に，帝国主義

に関連する諸事象の総体を解明したのは，じっさいのところ， ヒルブァーデ

ィング『金融資本論JCこの書物は1912年に私の翻訳によって公刊された〉が

はじめてなのである。しかLながら，西ヨーロッパには帝国主義についてお

びただしい文献がある。帝国主義の問題は，先年のドイツ社会民主党大会で

提起された諸問題の一つであったし，次の大会で再三提起されるだろうこと

も疑いない。

これは，まったく当然である。帝国主義には，単に今日の国際関係一一そ

れは未曾有の大規模な徹底的な全ヨーロッパ的戦争へむかつて険悪化する危

険がますます迫っているー一ーを明らかにする鍵があるというだけではない。

帝国主義は，国内の政治関係における変化や，党の急速な成長を，そしてま

たロシアの r<<道標》主義」およびあらゆる《ルースカヤ・ムィスリ》的傾

向一一それはあやまって特殊ロシア的な潮流と考えられているにすぎないの

だがーーのごとき諸現象をも，明らかにするのである。

以下において私は，帝国主義の一般的理論的説明をなすようつとめる。論

文の基礎には，上述のヒノレファーディングの書物の結論部の諸章，およびカ

ウツキーの雑誌論文(そして彼の『権力への道M“DerWeg zur Macht"J)， 

レンシュ，パンネクック，それにオーストリアのマルクス主義理論家，オッ

トー・パウアー，カーノレ・レンナーの雑誌論文が置かれている。論文を不必

要にゴタゴタとさせないため，私はいちいち引用することはしないでおく。

新しい保護関税主義の最初の主唱者 [F.リスト〕の体系においては，保護

関税は自国産業育成的・養成的な措置，すなわち自由貿易への純過渡的な措
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置という意味をもつものとされていた。若いヨーロッパ大陸の産業は，一時

的に一種の温室的環境に置かれる必要がある。イギリスは，自国の産業的優

越によって大きな技術的および商業的経験を積むことに成功したのだが，そ

れによりイギリスがまず第ーに享受した優位性を単に中和するにすぎない程

度のあまり高くない輸入関税で，大陸の若い産業を保護すればよし、。厳密な

意味における保護関税のおかげ、で，すすんだ園とおくれた固との聞の格差が

緩和され解消されたなら，関税は引き下げるべきである。このようにして保

護関税主義は，自動的休止 (caMoyrrpa3~HeHHe) に至り自由貿易に至る。そ

して，いかなる障害にも拘束されることなく，自由競争が，世界的規模で展

開されて全人類を単一の生産有機体に転化しうるようになるためにのみ，国

家領域における競争が一時的に制限される，とし、うわけである。

保護関税主義の実際の歴史の上では，関税が徐々に下がったということは

なく，逆にあまり高くはない保護的税率から高い禁止的税率へとたえず上昇

したことが認められる。また，保護関税論者たちの論証を受け容れるとすれ

ば， (保護しなければ〕産業的に若い国はけっしてすすんだ固に追いつくこと

はできず，反対にますますおくれをとるということになるのだが，実際には，

むろんそうはならなかった。きわめて搾え目な計算によっても，たとえば，

鋳鉄，鋼，銑鉄などのいわゆる原価は， ドイツの方がイギリスより高くはな

く，むしろしばしば安いし，同じような状況は南部ロシアの鉄鉱山・製鉄業

についてもみられるということが，しばしば明らかになっている。そしてじ

っに特徴的なことであるが，技術水準や自由競争への一般的な能力において

劣ること最も少ない分野でこそ，保護関税主義的熱望が最も強くあらわれる

のである。こうなると，保護関税主義は，かつて自国の産業資本育成のため

の温室の役割を果していたけれども，いまやそれは，いささかちがった意味

をもつに至ったということになる。

自由な競争が展開するその経済的国内領域が充分に広く，かつ好適な自然

条件を備えているならば，実際，理論的には保護関税論者がし、うような結果

ー一一国内での競争が技術進歩を生んで国内市場価格を世界市場価格に近づけ
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はじめるー一ーが不可避的に生ずるだろう。そのときには，この国の産業にと

っては，保護的関税の引上げはもちろん，その現存の水準を維持することさ

え不要になるだろう。この国の産業にとっては，市場への距離の近さ(輸送

費の軽減)，市場との広範囲の信用上・商取引上の結び付き，その消費者の好

みへの特別の適応性から引き出す優位性で充分に〔競争しうるように〕なる

からである。

だが，発展の過程で保護関税主義が不要とされるようになるには，実際の

国内競争の自由が必要で、ある。もし，保護される生産部門が，世界的に中位

の技術水準を獲得したとしても，圏内需要を充足することができなかったな

らば，どんな関税率のもとでも圏内価格は上昇しっぱなしであろう。それに

加えて価格上昇が地価に結びつけられている農業の場合を例にとれば，農業

へ投下される新しい資本は，地価を既定の事実として受け容れざ、るをえない

し，将来もやはり従来の高い地価をいやおうなしに受け容れざるをえないで

あろう。一般に競争の自由なるものは， (たとえば保護関税のおかげ、で〉資

本が平均利潤率以上の利潤率を得られる部門に集中するように作用する。そ

の場合には，資本はその部門の供給を増加させる。一方では輸入を減少させ

他方では結局のところ価格を下げてはじめて販路が確保されるというところ

まで，供給を増加させるのである。ところが逆に，もしある部門で新しい資

本投下に制限を設けたならば，つまりその部門が，独占的地位を占めるなら

ば，どんなに高い税率であっても保護的税率を用いるのをさまたげるものは

まったくないだろう。技術進歩の結果大規模生産のみが生存能力をもつよう

になるがゆえに，あきらかに，このような方向に技術進歩は作用する。それ

ゆえ，圏内の競争は，繊維工業の主導的部門においてすら制限される。そし

て，園内の競争は，強固なカノレテノレによっていっそう決定的に排除されるに

至る。

保護関税主義は，国内市場をその国のブルジョアジーの完全な支配にゆだ

ねつつ，明瞭にカルテル化への第一歩を容易なものにする。それは，市場支

配に充分な協定を結ぶ資本家の数を減少させるO このことは，国際的商品の
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生産部門，したがって地方的特殊需要に対する適応性のような国外競争者か

らの防御手段が存在しない生産部門においては，とくに重要である。このよ

うな生産部門は，まず第一に，鉱山業と「重工業」である。しかし，まさに

このような部門こそ，技術の点でも(少数の巨大な企業体へ部門全体を集中

させる点)，経済組織の点でも(株式会社形態の支配，銀行との緊密な結びつ

きの点，これは事実上企業と銀行とを一体化させるもので，一体化以前にも

協定や契約でこの結びつきは形成されるだろう)，きわめて早くから，カノレテ

ルイじに向かつて成熟している。しかも，まさにこれらの部門こそがアメリカ

合衆国やドイツのような工業的に若い国において，急速に主導部門に転化し

ているのである。これらの国では，保護関税主義への要求(すなわち平均利

潤率以上に利潤率を高めたいとしづ要求〉は，政府に保護関税政策をとらし

める勢力の増大とともに，高まっている。

しかしカルテルが強化されたのちには，保護関税主義は，ルド‘ルフ・ヒル

ファーディングの適切な表現によればC[f'金融資本論J)，カルテルにとって弱

者の防衛的武器から強者の攻撃的武器に転化する。本来の保護関税主義は，

単にある程度まで自国の資本のために園内市場を維持すべきであったにすぎ

ない。その資本自身も，自分が国外市場を獲得するような時が来るなどとは

ほとんど信じていなかった。この資本はまだ，国内市場を完全に充足させる

ほどの力ももたなかった。だが結局，若い資本は，だんだん成長し技術的に

も発達して全圏内需要を満たすに至り，さらに拡大を求めてゆくうちに，は

じめは自分でも信じなかったし偶然的だったがのちにはますます頻繁に規則

的に，産業的に古いすすんだ国々に対する対等の競争者として，国外市場に

立ちあらわれることになる。従来の保護関税論者にとってみれば，このこと

は，保護関税政策が自分の事業を完成したこと，すなわち，世界市場価格が

もはやおそろしいものでなくなりいまや人工的な関税障壁を必要としなくな

るまでに，若い企業群を育て上げたということの明白な指標なのである。

ところが実際には，まさにカルテル化した最も輸出能力の高い企業群こそ

が，今日，保護関税主義の先頭に立っており，保護関税のたえざる強化を要



スチェパーノフ「帝国主義論」について 日南田 103 (103) 

求している。この原因を明らかにすることは困難ではなし、。このような企業

群は，組織化によって圏内競争を麻痔させたので，世界市場で形成される価格

にはおそらく従来通り従わなければならないけれども，そのかわり，園内価

格を設定するについては大きな自由を獲得する。すなわち，国内価格を最高

関税率による価格にまで高めることができる。したがって，関税は高ければ

高いほどよ L、。カルテル化した企業は，関税が高ければ高いほど，国内市場

からより多くの収益を手に入れることができ，より高い利潤率を獲得するの

である。

しかしながら高い価格は，おそらく国内販路を縮少させ，生産の拡大に，

したがってまた，生産手段の巨大な集中を要求する最高の技術形態への移行

に，限界を設けることになり，限度以上に利潤率の低下をもたらす結果とな

ろう。いずれにせよ，カルテル化された部門においては，国内販路を縮少さ

せる高価格は，現実的蓄積，すなわち引き出された剰余価値の生産資本への

転化をおくらせる。このような状態からの脱却の路は，またしても，保護関

税主義のたえざる強化である。

高い園内価格は，国外市場占拠のための軍資金となりうるほど巨額の利潤

を，カノレテル化した企業に与えるものである。カノレテルは，広範な海外の代

理者団(areHTypa)を組織することもできるが，その場合，カノレテルに力を貸す

銀行一一一これは発展の過程で国際的活動を行なう機関に転化するーーの助力

があらかじめ保障されている。カノレテノレはまた，生産物を輸出しそれによっ

て国内市場での圧力を軽減する企業には，特別のプレミアムを定めることが

できる。この場合輸出価格は，プレミアムの額一杯まで引下げることができ

る。つまり，世界市場価格以下に引下げることができるのだが，このことは

国外市場への第一歩に際して，とくに重要である。あるいはまた，生産物が

世界市場価格で売られる場合には，平均利潤プラス・プレミアムが得られる

わけである。要するに，保護関税主義は，位界市場における運動の自由をカ

ルテゾレ化された部門に大いに保障し，その競争能力を極端にまで高める。そ

れは，防衛的な武器を攻撃的な武器に実際に転化するのである。
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このようなわけで，ロシアの糖業シンジケートの政策というのは，国内の

供給量を割り当て(すなわち，国内市場に持ち出しうる砂糖の量をきめ)，残り

を安い価格で国外に投げ売りする(とくにブリュッセル国際協定以前に投げ、

売りされていた)，というものであるが，これは，経済的には，西ヨーロッパの

ジンジケートの政策とそんなにかわらなし、。どちらにおいても，工業資本家が

外国での販売で失った(彼らの言い分によれば〉分を，国内の消費者が補って

やらねばならない。西ヨーロッパとロシアのどちらでも鉱山・製鉄のシンジ

ケートの政策は，経済的にはそんなに大きなちがし、はなし、。ただロシアでは，

おくれた政治構造と結びついて，高度の保護関税主義の一般的作用に加うる

に，直接の国家的補助がある。すなわち，rプロドウーゴリJ(<<口pO江yrOJIb>>) 

〔石炭業のシンジケート〕に巨額の国庫発注がなされたり，また軍艦用鉄板，

レーノレ，車の鉄輸などの，国内市場価格より 25%以上も高い価格での国家へ

の納入契約が，鉄工所との聞に結ばれたりする。しかし，このような差異は，

主として量的なものである。なぜなら，西ヨーロッパでも国家や自治体への

納入に際して，平均市場価格以上にたくみに価格を釣り上げることはあるか

らである。そして，ロシアでも西ヨーロッパでも，人民大衆はそのおかげで，

単に全関税額にあたるだけ高い価格を支払わされるというだけでなく，さら

に，彼らから徴収された税金が，非商業的な国庫発注一ーその直接の目的は

なかんづく「自国の産業の保護」一ーからの高い利潤を工業資本家に与えるフ

ォンドを提供するというかたちにおいても，犠牲を強いられるのである。

新たな経済発展が，かつて提起された園内市場と国外市場との関連につい

てのあの古い問題を，すっかり変えてしまった。主導的産業部門が繊維工業

であった聞は，工業発展の基礎は，国民経済領域の購買力，つまり直接的消

費需要であった。繊維工業資本家は，人々から国家が取り上げる税金の lコ

ベイカ 1コベイカをねたましく見つめたことであろうつなぜなら，繊維工

業とくにイギリスの後から出発した国々における繊維工業の基本的市場をな

* す更紗の国内市場が，この 1コベイカごとに縮少していくのだから。
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ネ 繊維工業資本家は，国家が取り上げる農民のコベイカが自分にとっては損失とな

ることを，まさに現時点で，しばしば思い起している。彼は，幾度も怒り，一般に

反政府的 (orrrr03HUHOHHbI前傾向を帯びてきている。工業家と教授とのモスクワ

におけるあの有名な会議を理解する鍵は，中央地帯，ことに主として繊維地帯の有

力資本と，自分が軽んぜられていると感ずる理由のあるこの地帯の若干の鉄工業者

との代表がこの会議に集まっていた，ということにある。しかしながら，かつての

影響力を失いつつあるフツレジョアジーのこの部分の傾向から，ブ、ノレジョアジー全般

における変化を結論する向きが，しばしばある。この意見は，ブ、ノレジョアジーの主

導的な，経済的・政治的に影響力の最も強L、グノレープは他の部門に求むべきである

ということを，忘れている。教授たち，およびとくに「大ロシア」の使徒たち(ス
ウ.エ戸ヒ ' 

トノレーヴェ氏その他の〈道標〉派)，すなわち帝国主義の使徒たちーーなによりもま

ず製鉄業・鉱山業資本の利益に則したーーは，自分たちの自由主義から工業家たち

が借用できるものは何もないのだということを，いたるところで暴露している。最

新の顕著な事例として，モスクワ・ヴラヂミル地方の資本は，一般にサラスキン氏

の有名なニジェゴロト発言を支持した。しかし南部ロシアの資本は，自分たちの最

も有力な代表者の名において，サラスキン発言に対し単に態度表明をひかえたとい

うよりむしろ不快としみ態度を示したのである。

自国の資本の根拠地たる経済力の強し、経済領域は，おそらくは，重工業，

とくにそのカルテノレ化した部門にとっても不可欠なものであるだろう。しか

し，それが重要なのは，人々の直接の購買力がその経済領域によって規定さ

れるからではなく，人々の担税力がそこから成長してくるからなのである。

実際，住居の暖房用の石炭需要は，鉄鋼生産用や工場・船舶のボイラー燃料

用の産業利用に比べれば，ものの裁ではなし、。暖房用石炭量は，全産炭量の

5~8%を上廻ることはまれである。同様に， トタゾ屋根用や農具用に農民

によって消費される銑鉄・鋼の量が全製鉄量(鉄鋼は銑鉄に換算〉の10%以

上となるようなところは，どこにもなし、。そして，資本主義社会では，農民

消費の銑鉄・鋼の量が，鉄道，陸海軍の需要量の増大と同じ速度で増大する

ようなことは，けっ Lてありえなし、。ここでは，巨大な利潤を与える高価格

および圏内市場の容量は，農民あるいは労働者の商品購買量によってではな

く，なによりもまず鉄道建設，陸軍，艦隊のための国庫発注量，すなわち，

窮極のところ税金収奪機構を動かすエネルギーによって，規定されるのであ
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る。つまり一般的にいえば，保護関税が高度であればあるほど，そして新た

に生産された価値のうち人民から国家の手へ移行する割合が大きければ大き

いほど，カノレテノレ化した重工業は， より快適であると感ずるわけである。

しかし，カルテノレによる〔原料や生産手段の〕価格引上げは，原料や生産

手段を他に依存する部門の生産物の価格において限界にぶち当る。たとえば

銑鉄の高価格は，製鋼工場での利潤率を引き下げる。この状態から脱出する

には，またしても〔製鋼部門での〕保護関税主義の強化が用いられる:それ

は，これらの部門において，カルテル化を促進させ，禁止的高関税を用いる

ことを完全に可能とさせる。それと同時に，採取産業〔たとえば鉄鉱山〕の

保護関税主義的欲望に対するこれらの部門の抵抗は，弱まる。このようにし

て，保護関税主義とカルテル化は，同心円の輸が広がるようにますます広く

普及してゆき，そして，園内市場の高価格が新しい産業部門を輸出向け部門

** に成長させるよう促がさざるをえない状況を，創出してゆくのである。

* これに関連して，活路のーっとして，製鋼工場が製銑工場を合併したり，あるい

は前者が後者に移行するなどの仕方で実現する企業コシピナート化があるが，これ

についてはこれ以上詳しく述べない。

紳 同じ目的をもつものに，原料輸入に際して支払われる関税の払い戻しあるいは算

入がある。それは輸出プレミアムに容易に転化する。このシステムは，大衆消費用

品の生産部門，たとえば戸シアの繊維工業の若干の部門にしばしば適用される。 ド

イツでは，食糧輸入に際して支払われる関税の払い戻しが，同様にして高い輸出プ
アクーラリイ

レミアムに転化した (1910年にドイツの大地主たちはこうして国家から 1億2350万

マルクの施し物を受け取った〉。そして，これは，プロシャからのロシア，とくにフ

ィンランドへの大量の食糧輸出を可能とさせ，その結果ロシアの大地主たちをして

保護関税を要求させたのであった。内国消費税の払い戻しも，一定の場合には，同

じような役割を演ずる。

つい最近，ロシア(およびドイツ〉から輸出される砂糖に関し国家は国庫から

直接の，あるいは若干いんぺいされたプレミアムを砂糖精製工場主に支払った。圏

内価格と輸出価格との差は大きく，キーエフでは砂糖 1ブート平均価格(内国消費

税を除く〉は，国内市場むけで280コベイカ(1896-1900年)， 256 (1901-1905年)， 

237 (1906-1910年)であったが，輸出向けでは141， 129， 168コベイカだったの

である。このような輸出促進方法は，とくに露骨なので目立っている。園内の消
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愛護をあるいは納税務は，ここでも，産業資本のために総;協の「出血」を補償してやらね

ばならない。おそらく，産業資ホの利潤をま教大させるこの方法は，一殺に，政治機
ブ.9ミチウ'ヌイ

造が王甘ければ古いほど，それだけより原始的なものになるであろう。けれども，発

達したカルテノレ化された工業となると，そのような方法なしにでもやってゆく。た

とえば， 20t陰謀日初頭にドイツで棒鉄はトン当今，殿内市場向け 125マノレグ，海外向

け 100マルクで売られていた。 トタン鉄は，それぞれ150，10乞5マルタであり，釘

は， 250， 140マルクで、あった。このようなカルテノレ締務設定の詳紛についての多く

のグ…タは， K.カウツキ-n必業政策と社会民主主義J綴2版，ベルリ γ，1911， 

にあるο オーストザアについては，オットー・パウア-物価騰貴J，ウ 4ーン，

19100 これは，現代の価格革命に関する最も内務長差予言な労作の一つである。国外市

機己ミ取?と際して演ずる保銭関税主義とカノレテノレ化の投書認の議論的解明については，

R. リーフマンマカルテノレとトラストJ害復2絞， 1910，がよい。だが警保護関税主

義とカノレテノレの緩訟を精密に理路整然と役上げたのは，なんといってもR.ヒルフ

7ーデ、ィ γグf金徹夜本論』で、ある。ロシアのシンジケートの致策の解明に手さぐり

で接近しているのは， .:L 1) .カフェンガウスのきまつめて内容量豊富な労作 Wpシア鉄

鋼業におけるシンジヶ…トJ，とくにその145-146ページである。

I 

しかし，ロシアのシンジヶ…トと習法…ロッパ諸慢のシンジゲートとの

には，鏑格政策において本笠部な差異はないとしても，経済発展の水準の異

なる今日のとこれら諸医遣を比べてみると，やはりそこには，高められた国内価

格の主饗な重忠告f誰がし、かにして負担しているかの点で，少なから

認められる。今日，資本主義がまだ小ブルジョア約諸形態の拡範な普及のう

ちにあるようなところでは，その発展は，消費が小ブノレジョア的消費形態，

とくに小袋詰的消費形態であるというきわめて顕著な性格を帯びてし、るので

ある。直接税が一定の役衡を演じている探りでは，はっきりと逆累進課税で

あって，主妥な議庄は小所布者の諸にかかっている。関接税の多様性と関家

予算〔収入〕中のぞれのウェιイトは，幾村の自然経済的関係が解体するに応

じて増大してゆく。農村が市場で手に入れなければならない消費寮料から吸

* L 、取られる税金は，ぼう大な額に透する。ナなわち，幾村の急速なブ P レタ
パゥペリザ戸ヅイア

ヲアイ乙および窮乏化の比議なきメカニズムとなっている階級構造が，相対的
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におくれている国における高いカノレテノレ利潤の支柱をなしている。この意味

で，周期的に飢鐘に見舞われているわが農村が，じつは嵐のように発展しつ

** つある南ロシアの鉱山業・製鉄業の裏面をなしている，とし、し、うる。

* なぜロシアの予算が「潜酔L、予算」であるとし、う非難をうけるかは，この点に結

びつけて理解しうる。
レグレス

料 このような状況においては，工業の急速な発展と農民経済の全般的な退化 (perp

ecc)とは並行しうる。多かれ少なかれ零落があらゆる農民層に拡がる。たとえば，

全階層で家畜数が減少する。すなわち，馬なし農家の戸数が増加し，同時に多くの

頭数の馬を持つ農家の戸数が減少する。萌芽的な農村‘ブルジョアジーの層は，ます

ます薄〈なる。このような現象はロシアでくりかえし見られたところである。この

見方が誤っていないとすれば，資本主義一般の階級矛盾の形成と成熟は，ここロシ

アではもっとも急速に，そしてもっとも決定的な形態で行なわれる。というのは，

西ヨーロッパではすでに形成されおわり確立された資木主義的諸関係を特徴づける
オルガエ戸ヂヱスキイ

ような構造的収奪が行なわれるのであるが， ロシアではそれにかわり，その方法に

おいても速度においても本源的蓄積期を思わせるような激烈な，収奪が行なわれる

からである。だが他方において，ロシアでは，プロレタリア運動の昂揚とともに，
イア V ヴ.キイ ヱνメング Jtノヌイ

支配階級は， (既存の〕強い農民層の支援というわりあい原則的な政治的任務でな

く，強い農民の[新たな〕創出という果てしなく困難な政治的任務に直面する(1925

年論文集の編集者註ーストルイヒ。ン改革が念頭におかれている〕。このようにして

支配階級は，もっとも弱い農民層の犠牲において強い農民を創出しつつ，じっさい

にはまさにそのことにより階級矛盾ーーただしこんどはもっとも明確な純資本主義

的な形態の一ーの成熟を早めるのみなのである。ここで純資本主義的形態の階級矛

盾というのは，土地国有がじつは分割への短期的な過渡段階をなすかも知れないと

いったような状況ではなし土地国有が社会的組織化生産への一連の過渡的措置の

一つをなすといったような状況での，階級矛盾である。

工業資本主義的発展がもっと高い水準にある国々では，これとは異る状況

が形成されている。そこでは，農業人口は相対的に少なく，その人口総数に

対する比率はますます低下している。資本主義は，小ブルジョア的消費形態

においてはるかに深く進行してしまったので，小ブルジョア的消費形態は，

すでに租税制度にとっての充分に広い基盤を与えることができなし、。他方に

おいて，小ブノレジョア的消費形態がたどる過程は，同時にその分解過程でもあ
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る。 E量的には減少した農業人口から 3 カテゴリーとし
ニ乞 νメント

に近いような少数の饗素が，上‘方に分離されてくる。この要素は，飽人の不払

労鯨の領有のための基礎たる資本に転化した関己の所有から，収入令部き出

下方には，自号の労働力の販売が~佳ーの主鴻源泉をなすような〈都市に

出て行ったプロレタヲアと燦村に残った藤差是)，あるし

一つをなすような〈ブ P レタザブ化しつつある義主主，なお，家内工業をもっ

場合には労働力販売は信用，前錠辱の謡諮係によってながらく i漆蔽されるだ

ろう)，要素が大量にうわ棄てられる。資本主畿発展によって生み落されたプ

t:l 1/ s Yアートは，自己の諮級闘争をど展開し，その影響は燦村にもおよんで
オトクロザニ丘シノ・ツス p-ずメイ

くる。公然たる身分割的な構造を強北し，あるいは維持することさえ，政治

的に不可能となる。支配階級は，よりよ'&純な社会的支柱を求めなければなら

なくなる。行政信および財政的支配の公然たる身分制的な形態は，古びたよ守

分制的ではない・新しい階級的な資本主義社会の分裂を長狭するような・形

態，そして少くともポテンシャルには(法的には非所有者が所有者に紙北す

ることなさまたげる絹ものもなし、から〉全社会的に皆が問権だという刻想ぞ

作り出すような・形態に地{立会議る。ブ P レタ Fブ欝争のあらゆる強化によ

って，支艶階級は，農村に，現実的な，あるいは幻想的・純デγ ゴキ一的な

ることを迫られる。ただしここに農村といっても，一体としての農

村〈今日記議長大こることが鰐舟となった〉でなく，所有者本能にいちばん徹し

ており最強で最も経営者援カの高い部分一一一定の条件のもとではその下の

中農も引きつけることができるが一一明だけのことである。「幾民保護」時代の

開幕である。つまり，間家の費照で新し

ば「内国植民，小幾民的信用や組合が，

、農民が植え付けられくたとえ

地方行政機嬰，ブルジョプ

政党などによって組織される O しかし，あらゆる農民保護の階級的性格は，今

日の農村民の大多数をなす労檎力販売殺の無緩和な，抑圧さ

るようなことが男一つなされていないというありさま安見れば?きわめて明

肉で、ある。支配賠級は，しばしば関日の労働力を売らねばならなくなっ

良部分がその交際下から離躍してし支ったと;本能的に感じており，したがっ



(110) 110 経済学研究第23巻 第1号

て，よりいっそう排他的に，この労働力の農村における購買者の方を庇護す

るのである。

* ドイツでは1882年に41.4%，1895年に34.4%， 1907年に27.4%であった。

プロレタリアートが人口の最大部分となるにつれて，間接税の社会的意義

も変イじする。すでに，農民よりもむしろプロレタリアートの方が，間接税の

〔主たる〕提供者となる。小農民も，自分の労働力以外には何一つ市場に出

さなくなり，それゆえ，市場で購入するのは労働力販売によって得た額だけ

となり，したがって，プロレタリアートと同様に労働力販売者として間接税

収奪の対象とされるのである。こうして，軍需， ドック建設，本国および植

民地の鉄道建設でもうけたカルテル化した重工業が，圏内市場こおいて保護

関税によって獲得する高い利潤は，今日では，結局は別の源泉から流れ出て

くるものである。かつては，国家予算〔収入〕は，貧弱な小ブ、ルジョア的形

態に基づいて(萌芽的利潤および地代のきりつめ，消費部分を補填しない地

力の消費，農機具・役畜の減耗など)，増大していた。今日では，その増大は，

ますます賃金のきりつめによって，すなわち労働者の生活水準の低下の犠牲

において達成されるようになっている。

これは，たとえばドイツにおけるように，一国の工業発展の過程で農産物

の輸出が輸入にかわるようなばあいに，非常にはっきりとみられる。このと
アク.ラリイ

き，重工業の保護主義志向は，大地主一一当時までははっきりした自由貿易

主義者だったのだがーーの保護主義志向と軌をーにする。関税障壁は，今後

は単に資本家的利潤のみならず地代をも高めていくはずである。かつての保

護主義は，[育成的」性格の保護主義であり，地代に対する発展しつつある工

業利潤の階級闘争の道具であった。最新の保護主義は，とくに幼年期をはる

か以前にぬけ出てしまったような生産部門を，しかも工農両面で「育成」す

るような保護主義であり，ますます明瞭に賃金に対する利潤および地代の階

級闘争の道具になっている。以前の保護主義と自由貿易主義との闘争におい
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て法，資本主義と封建議，ブルジョア的所有と封建的所有とが衝突した。い

まや，労機運動の発換とともに，PJf宥の諸形態の各特殊科書は，その共通科

支えにして後に退く。さらに，農産物の加工〈火酒醸造工場，精糖工場)，

株式会社会令企業形態によって，最大かつ最も影響力の大きい大地

主が支すます強く資本主義的科客演係の網の目に~.きこまれ，その収入のま

すます多くの部分合凌本主義的工業から得るようになってゆく。保護主義の

爵いおよび、資本主義的商業の自由は，かつての原理的主主義を失う o 今日の保
ラヂ力官メイ

るあらゆる箕に根源的な運動一一たとえば徐護主義によってい

ちじるしくなった生活費高騰に対する運動ーーは，労賃の絶えざる切り下げ

に対する運欝から発して，資本主義に対決する社会主義の闘争へと急速に接

関してゆく o

阪
出

カノレテノレによってつねに高められる犠格は，むろん，

それ相応に盟内市場の需要を減少させる。かつては，外富市場がとく

であったが，それは，外宿市場が個々の生主義務部門簡にひきおこされる

衡の修復を容易にするからであった。すなわち，過剰生産部門から，商品緊

本形態で，つ変り商品の姿で資本が強力に輸出された。今日では，新しい資

本にとっては囲内処理は一般にますます爵難となっている。しかも，時あた

かも，資本の成長力が強まり，技術進歩によって資本の生産能力が向上して

ゆく時弐で、ある。一方，留丹市場の容量は， {I蕗格上井とともに相対的に狭く

なっている。資本は輪出されざるなえなし、

資本輸出ー…それは，新しい現象ではない。資本は，支えから国際的なも

ので為札高い刺繍が見込まれる所に向かつて動いで行った。しかし

資本の有機的構成務皮犯に関連して，資本意義的にすすんだ欝では資本主議

的におくれている国よりも朝関率の平均水準が低いので4資本はつねに読者

から後者に移動し，後者を資本主識的生活禄式に向けて駆り立てる。こう L
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て最新の発展だけが，第一に，以上の原因により資本輸出への衝動を非常に

強化し，第二に，資本輸出のある形態を他の形態よりも相対的に重要なもの

とするのである。

資本が輸出国からもっばら商品形態，商品資本形態で輸出されでいる時に

は，輸出国と輸入国との結びつきはもっとも弱し、。前者からの輸入は，後者

からの輸出によって直接にかつ完全に支払われなければならなし、。イギリス

とヨーロ.ッパ大陸との関係では，前者からの輸出は，食糧品，木材，絹，亜

麻，大麻などに対するイギリス市場の需要量によって規定されていたし，最

近での非西欧国との関係においでは，ぜいたく品がその重要部分を占めるこ

の非西欧国産品に対して，すすんだ資本主義国の市場がどのていどの需要を

もつかによって輸出が規定されている。もしも，植民地との関係が商品交換

に尽きるとすれば，ヨーロッパの資本はきわめて限られた出口しかもたない

ということになっただろう。

資本が，貸付資本として輸出されるならば，資本輸出の可能性は非常に拡

大する。たとえばドイツが，もし毎年中国の生産物を百万マルクほど消費し

うるとすれば，ちょうど閉じ百万マルクだけドイツは中国に自分の商品資本

を送り込むことができるにすぎなし、。それに反して， ドイツ資本が貸付資本

として輸出されるならば，すなわちドイツの資本家がたとえば中国に借款を

供与するならば，百万マルクの中国側の輸出〔代金〕は，単に借款の利子の

支払にあてられるだけであろう。そのばあいもし借款が利子率5%で結ばれ

たとすれば，中国にはドイツ貸付資本2千万マルクが入っているということ

になろう。しかし，借款の大部分はうたがし、なくドイツの商品の購入に向け

られるので， ドイツから中国への商品輸出もまた，減少しないで顕著に増大

する。中国における商品交換関係は大いに発展し，そのことがまた新しい借

款，すなわちヨーロッパ貸付資本の新たないっそう強力な導入のための基礎

を準備する。そじて，このことはさらに，ヨーロッパ商品のための中国市場

の容量を高めるのである。

単なる商品交換，そして貸付資本輸出は，最初イギリスから，ついでフラ
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γス，ベノレギーなどから展開したが，それは南北アメリカおよびヨーロッパ

大陸の資本主義の発展においてそれぞれの時期に大きな役割を果したし，今

日もまた果している。ところで， ドイツあるいはアメリカのような工業発展

の若い国の資本主義の強化と結びついた保護関税主義は，これらの国々〔ド

イツあるいはアメリカ〕が商品を輸出している国々の側で，報復的な保護関

税主義を誘発するという不都合な事態を招いた。こうして，最新の高度な保

護関税主義は，単に園内市場における販路を縮少するのみでなく国外市場を

も失わせるおそれがある。カノレテノレ化された部門で引き出された巨大な利潤

は，この部門の追加資本に転化することができなし、。すなわち，市場の不足

により企業は，蓄積のテンポに応じた早さで拡大することができないのであ

る。このような状況は，カノレテノレを崩壊させるおそれがあるのであって，企

業は，自立的に行動しつつ自己の資本の運動の自由をかち取り，価格を引下

げつつ自己の生産の販路と規模を拡張して，カルテルから抜け出てゆこうと

する。容易にわかるように，これらは，最強で技術的にも最も完備された企

業であろうが， これらの企業が抜けたら，カノレテノレは価格も設定できなけれ

ば生産量も規制できなくなるであろう。

銀行と工業との結合は，かかる破壊からの安全弁を創り出す。過剰資本が

生じた部門における内部投資されないその資本の過剰分は，銀行に流れ込ん

で，貸付資本の形態をとることにより国外への資本輸出を強める。おくれた

国々に対し借款を供与することにより，銀行は，自己の庇護する企業に販路

をひろげてやる。たとえば，フラソスの銀行家は，セルピアがシュネーデソレ

(=クノレゾー〉の大砲を発注するとL、う条件でなければ，セノレピアへの借款

を割当てることを手がけなし、。ドイツの銀行家はクノレップに発注がなされる

ばあいにのみ，オーストリアの銀行家はシュコダ工場が発注を受けるばあい

にのみ，といった調子である。外国工場に軍艦用鉄板，車輔，機関車等を発

注する約束をすれば，ロシア政府は外債の獲得に成功する。こうして，セル

ピアやロシアの保護関税主義がW?体される。貸付国からセルピアやロ;ンアへ

輸出される商品の関税が〔輸入国側で〕撤廃される。しかし，輸出国にとっ
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て禁止的な関税の影響をこのようにして取り除くことは，事柄の本質上，臨

時的な性格をもつにすぎず，困難からの一時的出口を与えるにすぎないだろ

う。

けれども，時の経過とともに，すすんだ国における資本蓄積をさまたげ、る

他国の保護関税主義に打ち克つもっとラヂカルな方法も作り出される。その

方法とは，商品資本でも貸付資本でもなく，産業資本の輸出である。たとえ

ば，ベルギーの鉱山業・製鉄業で蓄積ーされるが内部投資されない資本がロシ

アに流出し，祖国のと同じような生産をロシアで基礎づける。そこで，第一

に，資本をさらに拡大する方法，すなわちベルギー資本家のためにますます

新たな利潤を生み出す方法は，すでに単なるベノレギー市場のみならずロシア

市場の容量によっても規定されることになる。第二に，ロシア関税障壁は，

いまやその資本の盤塁となる。しかもベルギー資本は，貸付資本の輸出の場

合のように貸付利子のみでなく今や利潤をも得るにいたる。利潤は，昔なが

らの技術とロシアに入ったベルギーの新技術との差が大きいほど多く1=2シ

アの保護関税主義が高度なほど多L、。

株式会社とL、う企業形態のゆえに，今日の資本においては貸付資本，産業

資本の両特徴が同時にあらわれる。こうして，今日の資本は，金融資本 (R.
フォンドずイ

ヒルファーディングの用語〉あるいは「証券j資本(リーフマンの用語〉と

され，流通面から生産面へ，またその逆方向へと急速に移動しうる能力と最

大の可動性を獲得する。これらすべてが資本輸出を容易にすることは，きわ

めて明らかである。ロシアの外債引受けに参加するベノレギーの銀行は，たと

えばロシアにレール製造工場を建設する利権を獲得し，これを系列下のベノレ

ギーの工場にゆずる。しかるのちに，ベルギーの銀行は1=2シアに建設され

る新しい企業の株式発行および融資を引き受ける。こういった操作の一つ一

つから，ベノレギーの銀行は，たえず、新たな株式発行の創業利得を獲得するの

である。

W 

単に経済的意味だけでなく政治的意味においても槌民地といわれるものに



スチェパーノフ「帝国主義論」について 日南田 115 (115) 

転化してゆく政治的弱小国に向かつて，資本が進出する場合には，資本輸出

の過程は大きな特徴をもって展開する。それらの国の従属化は，資本主義的

に進んだ国々が供与する借款からはじまる。後者の聞では，借款の配分をめ

く守って競争がはじまる。資本が貸付資本として輸出される段階になると，そ

の闘争の結末は，経済的比較よりも政治力の優越によってきまる。債権国の

金融ブノレジョアジーが債権を手にしているので，その外交は債務国に対し非

常に大きな圧力を加えることができる。そして外交の条件は，この圧力が強

* ければ強いほど，債権国に有利となる。

* こういった操作による銀行の利益の大きさについては，次の数字が若干の表象を

与えるだろう。 1910年にセノレピアの負債は 7億3500万ディナノレ(1ティナノレは約55

コベイカ〕であった。しかしじっさいには，セノレピアはわずか5億6900万ディナノレ

しか受取っていなかった。債権国はこの過程で 1億6600万ディナノレの利益を得てい

る。 1875年に，主としてイギリス(一部はフランス〉から得たエジプトの負債残高

は， 6800万ポンド・スターリングに達していたが，そのうち国庫には4400万が入っ

ていたにすぎず，その差は契約に規定された報酬やプレミアムなどの形で債権国の

手許に残されていた。 1873年に結ばれた3200万の借款のうち，銀行の融資団は，支

払の確実性の「保IDEJの形で簡単に1200万を自分の手許に残した。そしてエジプト

側は，名目的な負債総額に対して利子c7ないし 9パーセント〉を支払わねばなら

なかったのて、ある。 1909年，モロッコのスルタン，アブドワノレ・アジスによってフ

ランスとの聞に結ばれた借款は，名目6200万フランであったが，スルタンには4800

万フランが渡されたにすぎなかった。翌年その王位継承者ムライ・ハフイドは，モ

ロツコ鎮圧のかわりにフランスとスベインに支払をしなければならず億1000万

フランの新しい借款 これは発行に伴う利益だけで15%が銀行の手に残ったのだ

がーーが結ばれた。またよく知られているように，シュステノレ・モルガンの財政改

革は，ベノレシャを解放する方向に確実に導いた。そこでロシアは，とくにシュステ

ル・モルカ、ンの追放を要求する最後通牒をいそいで、発したので、ある (1911年末〉。借

款一一それは非常によく用いられる従属の手段である。

フイナンシスト

借款の元利支払は，関税の管理を債権国の資金供与者側に移すというやり

方で確保される。さらに後者は，しばしば財政管理全体をも掌握する(この

ような従属は，いろんな形態と程度においてエジプト， トルコ，ペノレシャ，
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中国，モロッコに実現している。いろんな国々の資金供与者が獲物を分け取

りしなければならない場合には，閏際共同管理が組織される〉。借金の大部分

は，むろん非生産的に使用される。それは，名目的君主とその大臣達による

買収費，および彼らの政治機構の強化費に用いられる。そしてこの政、治機構

たるや，ヨーロッバ資本の道具となる。すなわち，なかんづく，自分たちの

ために新たに聞かれた国々で， ヨーロッパ資本がノトブルジョ 7的なおよび一

般的にいって前資本主義的な消費形態を促進しはじめる際の手段となるよう

なメカニズムの保護，つまり警察的業務に役立つように，軍隊を再組織する

ために用いられる。もちろんこれらの金も，ぜいたく品や軍隊装備の支払で

債権国に還流する。しかし，借金のうちかなりの部分は，生産的用途にも用

いられる。すなわち，港湾施設やドックの建設，および鉄道建設に向けられ

る。これは，現物経済的構造の急速な解体を促進して，新たにますます多く

の借款を求めるための基盤を準備するという方向に支出されるものである。

そして債権国のまさにカルテノレ化した工業が，大砲， レーノレ，車輔，機関車

の発注を受ける。さきには貸付資本の形で国々の征服にのり出した同じ金融

資本が，いまや産業資本としてその支配を深め拡げるのである。
ブーロテク卜弓戸ト

おくれた国の保護統治を認知することだけでも保護国にとってどんなに大

きな利益があるかは，明白である。たとえば，フランスの金融資本は，今日，

モロッコの土着政府と差し向いであるが，これで，同等な力をもっ列強の干

渉に乱されるおそれもなく，自分の作戦を展開することができる。モロッコ

借款を進めてゆく仕事も，この借款で支払われる発注も，今日，フランス金

融資本の独占である。金融資本は，土着政府機構を通じて搾り出された全資

産を自分の支配下に置くのだが，その国の自立性を外見上持続させることに

よって，しばらくは，搾出方法に対するあらゆる道徳的な責任をまぬがれて

いる。もしもその搾出方法が暴動を招くとすれば，金融資本は，自分の金融

的利害，つまり鉄道， ドック，税関の防衛に，一一「野蛮に対する文明」の

擁護に，非常な冷淡さで立ち向い，徴罰隊を送り込み，そのことによって自

分の「鎮圧」費をその国に支払わせることを，すなわち新しい重い借款を結
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ぶことを，その国に余儀なくさせるの芝、ある。この方法がはじめて大規模に

適用されたのは， 19世紀と20世紀の境，中国における義和田の乱の弾圧の時

であった。その時以来，それは，何回となくモロッコやペノレシャに適用され

た。そしておそらくまもなく中国にまた新たに適用されるだろう。
メトロポリア

金融資本が自己の本国の軍事力にどんなに強い利害関係をもっているかと

いうことは，はヲきりしている。金融資本は，外交およびそれを支援する武

力に依拠して自己の活動分野を拡げるからである。

しかしながら， トルコあるいは中国で諸列強共同によって実現されたよう

な事実上の保護統治も，あるいはまた今日ベノレシャとモロッコで行なわれて

いるような外形の整った保護統治も，いまだ現代の資本の独占的志向を完全

に満足させるものではなし、。それは，被保護領域でおもだった主人で、はある

が唯一のというわけではない。他国の商業資本も，ふつうここでは輸出入に

関するかぎり同ーの条件に置かれている。

それゆえ，保護国の資本は，より新しい領域の完全な「併合」にむかつて

努力する。し巾、かえれば，語の正確な意味における自己の圏内市場の構成に

これを含める方向にむかつて，すなわちそこから搾出された豊富な貢納がい

っそう新しい外国市場ヘの進出をさらに強化せしめるような経済領域の拡大

* にむかつて努力するのである。

キ 基本的な特徴においてこのような努力を示すのは，単にヨーロッパ大陸で勝利を

収めている帝国主義だけでなく，イギリス帝国主義もそうである。それは，全大ブ

リテン支配圏の関税統一の如き勝利のための前提条件をめざして，すなわちその支

配圏を巨大な単一経済領域に転化させようとしてずっと努力してきている。

植民地拡大は，それがどんな形態であろうとも，資本の活動分野を大いに
メトロポリア

押し拡げるものである。カノレテノレ化して，高関税で保護された本国の重工業

は，ますます多くのもうけを獲得する。資本は，新たに把握した国の全体をあ

たかも魔物の手のように鉄道網によってぐるぐる巻きにする。鉄道は，一方

ではその国の前資本主義的・現物経済的構造の解体を早め(商業的路線)，他
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方ではその国の従属化と「鎮圧」を強める(戦術的路線〉にちがいなし、。旧

式の自由貿易論者が，植民地に支出するだけの金を植民地から獲得するよう

な国は一つもないというとき，おそらくそれは，まったく正しいことであろ

う。ただ彼は，国家財政の赤字がまさに工業カルテノレのための高い利潤に転

化することを目のあたりにしないだけである。実はその点において，植民地

そのものおよびその恒常的拡大を現代資本主義が是認する最大の理由がある

のだが。帝国主義者のモラルの言葉に翻訳すれば，国家的価値の問題におい

ては小売商人的な勘定のものさしはふさわしくない，国家的栄光の問題およ

び将来の問題は算術で答が出せるものではない，とし、うわけである。

しかし，帝国主義は自分では，まれに見る巧みさで自己の神秘的算術を用

* いる。

* そのような現象は，なかんづく，評判倒れのロシア=インド鉄道(およびトラン

ス・ベノレシャ鉄道〕からはじまって幾度となく繰り返されていくにちがし、ない(ち

なみに，ゲイ ウスペンスキーの小話の一つでは， rロシア=インド鉄道管理局」が

まさにその完全な異様さによってコミカノレな効果をあらわしていた。わが国は当時

からどれほど進んだというのだろう l)。この鉄道の将来の収益は，大いに疑問が

あり，またロシア工業のある巨大なグループ(たとえば織物工業〕にとっての商業

的意義は，否定的である。それにもかかわらず，おそらくそれは，建設されるだろ

う。そして特徴的なのは，この計画に反対する者のうちには南部ロシア工業の声は

聞かれなかったことである。本文に指摘したような現象は，資本主義にあっては生

産は生産のために存在し消費の停滞ないし低下に際しでも生産は拡大しうるといっ

たツガγ=パラノフスキー氏の理論が，なぜ生じえたのかの理由を説明する。ただ

し彼は，肥大化した生産手段生産のためのきわめて広範な活動舞台が開かれている

のは，産業資本がすでに全地球を占領してしまったからで、はなく，逆にまだ占領し

ないでいる所が山程あるからだ，ということを忘れたので、あるが。

V 

メトロポリア

本国の産業資本は，おくれた国に進出することによって，そこに販路のみ

ではなく，直接の投資対象をも見出す。それは，エジプトにおける綿花プラ

ンテーション，南アフリカにおける金およびダ、イヤモンド採掘場，モロッコ
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の鉄鉱山，コンゴのゴム園である。最新の資本主義的な植民地侵略も， 16世

紀の地理的大発見時代の植民地経営方法と決して変らなし、。非人間的な搾取

に対するあらゆる反乱への刑罰として課され強化される貢納金，賦課金が，

ますます急速なテンポで土着住民を収奪する。最も価値の高い土地，とくに

鉄鉱山，金鉱，また広大な面積のゴム固などが，植民地会社の無制限な支配

のもとに移行する。植民地会社は，無償であるいは捨値で，自然の富と土着

住民に対する無制限な支配を獲得する。しかもこの支配権力たるや，本国の

負担において，土着民の軍事組織に比べはるかに強大な武力により支えられ

る。この点は16世紀当時の比ではない。地理的大発見時代およびその前後の

頃と同じような自然力の掠奪が，またもやはじまる。ただ相違は，それが現

代技術に依拠して，より急速により徹底的になされる点だけである。綿花の

掠奪栽培は，エジプトの土壌をすっかりやせ衰えさせる。ゴム園は，消耗す

る。また，新たに未聞のおよび半文明的の種族を情容赦もなく搾取すること

を大々的に行ない，ときにはおよそ十年くらいでその人数を半分近くに減ら

していく(へレロ族，カブノレ族の場合。彼らは，おそらくモロッコにおける

軍事行動が暗礁に乗り上げることを期待しているだろう〉。何事にも遠慮せ

ず現物経済的構造さえも考慮しようとしない課税と直接的搾取とによって，

植民地に創出されるプロレタリアートは，事実上奴隷あるいは囚人に転化さ

れる。急速に減少する隊列の補充のために，そして一歩ごとに労働力一一歴

史的には資本主義的搾取に向けて準備されるところのーーの不足に直面する
クーリ戸

植民地資本の急速な発達の促進のために，数万人の苦力が中国から押し出さ

れてくる。その彼らは，中国では，ヨーロッパ資本の活動によって生産手段

から切り離されたのであったが。ヨーロッパの資本主義的な搾取方法と「ア

ジア的」な封建的な搾取方法とが結びついてもっとも嫌悪すべき融合体が作

られている地方から押し出され，ふらふらになり，無気力になったこの人々，

肉身のいる環境から引き裂かれ，あらゆる保護を奪われたこの人々は，事実

上，資本の隷従 CHeBO~bHHKH KarrHTa~a) となる。ただ，資本が彼らを買う

のではなくほとんど飢餓的なかて時彼らに与えるという点で，彼らは奴隷と
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ちがっているだけで、ある。

金融資本は，このような野蛮な方法で植民地における自己の「労働者問題」

を解決するのであるが，金融資本がこの野蛮さから学びとったやり方の多く
メトロポりア

を，逆に本国に持ち込むというのは，まったく自然のなりゆきである。本国

でも金融資本は，専制的な「わが家の主人」たろうとする。そして，あらゆ

る社会的矛盾の警察力・軍事力による解決と，あらゆるプロレタリア運動の

武力弾圧に大いに傾く。資本集中，組織化，資本合同(銀行の仲介による企

業間の結合，工場主たちのストライキ対抗組織力，ある部門全体の少数巨大

企業への集中カルテノレの諸形態〉は，ますます成長するが，それによって資

本は自己の力への確信を強め，そのことでまた資本集中の強靭さもそれ自体

強化されるのである。技術的にかつ組織的に完成の域に達した新しい工業部
コンスチトウ{ツイオンナャ，フアープリカ

門，つまりカルテル化された重工業が， r立憲的な工場Jとか「産業民主主義J

とかのまったく無力な社会政策的おしゃべりに対して"自己のやり方，つま
.ロムイシユνンヌイ・フエオタ.リス・ム

りいわば産業封建主義とでもいうべきものを対置するのは何故であるかにつ

いて，植民地経営法が新しい説明を与えてくれる。鉱山業や製鉄業の男爵や

王は，立憲君主に発展するのでなく，むLろアジア的専制君主に成長すると

* いうわけである。しかしその代り，労働者は，ますます頻繁に，いよいよ決

定的に，議会的協定の方法を投げ棄てて，別な方法に出口を求めざるをえな

くなる。すなわちその方法とは，紛争のたびに労働者の個々のクツレープがそ

れぞれ自分の企業者を相手とするのでなく，労働者階級が全体として全社会

的組織体を相手とした頃の，労働運動の初期的形態と外見上多くの共通点を

もっ方法である。ところでこれは，さし当りまだ取引の自由が維持されてい

るイギリスにおいでさえ行なわれている (1912年のイギリス炭坑労働者の大

ストライキおよび一連の最近のストライキを想起しよう。歴史的には，それ

は，同じ根源から発した1911年の運輸労働者のストライキに接続している〉。

* 四半世紀以上にわたって「工場における立憲制度」の熱心な主唱者であったドイ

ツの工業資本家プレーゼが，今日では最も平凡な強硬派 (Scharfmacher)，最もはっ

きりとした独裁主義者に転じたのは，意味深長である。
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しかしながらすでに，以上のようなことは資本主義の共通の運命である。

すなわち，資本主義は，新たなそしてますます鋭くなる一連の計略を生みだす

ような方法によってのみ，その特有の矛盾を遠ざけたり，先へ押しゃったり

することができるにすぎないのであるから。どこの国の自国資本も，植民地

獲得により，自国の経済領域，保護主義とカノレテル価格で、狭められた自国の

市場を拡大しようと努めるが，しかしそれによって，単に他国の報復的保護

関税主義のみならず，他国のまさに帝国主義，まさに同じ世界政策，まさに

同じ志向にぶつかる。自国資本は，常に陸海軍を強イじしなければならず，そ

の急速な増強のため年生産物のますます多くの部分を支出しなければならな

い。さらに税金を今日の軍国主義の展開のために向けるので，自国資本は，

税金による園内直接消費市場をそれだけ縮少せざるをえなし、。この貢納は，

急激な勢いで増大するから，他国の報復武装をよび起こし，エスカレーショ

ンの結果，当該分野を最新の資本主義的技術で掩いつくすほどになる。相手

を根絶する技術もまた科学の基盤の上に置かれる。技術革新はたえず、次から

次へとなされ，現存装備がまだ使いつくされないうちに，つまりだめになら

ないうちから，それを陳腐化するのである。

* 陸海軍の軍事科学技術における変革には目を見張るものがある。日露戦争時まで

は，まだ戦艦の最大級は 1万7千トンであった。 2万〔正しくは17，900Jトン以上の戦
トレッドノート

艦，つまり「ド級艦」がはじめて進水したのは， 1906年であった。その後さらに上

がって最近の戦艦の排水量は 2万5千トンを超えている。現代の12インチ砲の砲

弾 1発発射の価値(損耗も含めて〕は， 4千ノレーブリを超える。「武装平和」の維持

にヨーロッパの諸国家が支出した総額は，今世紀最初の10年間の終りの時点で，年

間18億マノレクであった。 ドイツの場合， 1年間戦争をやる場合の戦費は， 4年間の

「平和保険」つまり正規の軍備支出よりも高くはないだろう，と計算されている。

以上のデータはみな1912年末のものである。新たな軍備拡張熱とともに，これはす

っかり古くなった。

しかし，ここでもまた，国家予算支出の増大，したがって雪だるま式にふ

えてゆく課税一一これは大衆の生活費高騰を激しくさせるのだがーーは，重
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工業の巨大な収入の源泉に転化する。国際関係が険悪化すればするほど，そ

して軍事科学技術の変革がつぎつぎと急速に進めば進むほど，国庫発注はい

っそう多くなり，軍艦用鉄板，軍艦そのもの，大砲，砲弾などを製造する工

廠は熱狂的に操業するようになり，鉄や鋼の売れゆきはし、っそう向上し，株

* の配当はますます大きくなる。そして，ヨーロッパ資本がおくれた国々へ精

力的に進出すればするほど，これらの国々一一これはこれで反撃を準備する

** ことになるのだがーーからの発注で工廠は充満するようになるのである。

キ 1910年にトリエステの軍艦工i淑スタピリメント・テクニコの株価は， 2400クロー

ナで、あった。 1911年1月にオーストリアヱハンガリ一政府が6隻のド級艦を建造す

る計画を決定したことが明らかとなると，株価は4700クローナにはね上がった。 2

月に，立法府の賛成が確保されたことが明らかになると，その日日には株価はまた

もや6150クローナに飛ひ、上がった。
ミロゥ・アヤ・フィルマ

料 クノレップのような世界企業は，中国遠征を準備するドイツ軍と，ヨーロッパ人を

がっちり迎え撃つ準備をしている中国軍とに，同等の精力と商人的熱心さで武器を

供給している。これは植民地戦争で、は常に見られる現象である。すなわち，フラン

ス人に「鎮圧」される土着民がフラ γスの工場から良い小銃を首尾よく受け取った

り， ドイツの工場がまさにドイツの徴罰隊への精力的な反抗を準備したりすること

がよくある。しかもおそらく，土着民の武器が良いものになればなるほど，鎮圧費

もいっそう巨大になるだろう。以上のことはしかし大砲王などが最も熱烈な愛国

者たることをちっとも妨げるものではなし、。

官

ヅスローウヌイ

古い身分制的土地所有の存在する国々では，カルテノレ結成を容易にさせま

た上述の方法で、資本輸出を促進させる保護関税主義は，ほとんど最初から工

農保護関税主義 (rrpOMbIIIlJIeHHO-arpapm¥IHrrpOTeKUHO'fH3M) として現われ

た。さらに，資本輸出への資本の5郎、志向，絶えざる植民地拡大への資本の
アグラリイ

必要は，かえって重工業陣営と大地主とのブロックを強化したのである。艦

隊と陸軍の増強，新植民地における鉄道・港湾建設は，重工業にますます多
アク'ヲリイ

くの利潤を与える。大地主たちは，陸海軍や植民地政府の要職の収入を与え
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られる。こうして時の経過とともに，植民地官僚若手が形成されるが， これは

* 愛国心において重工業陣営に決してひけをとらなし、。

キ 植民地勤務の役人の恩給だけでも，インドから毎年1億5千万ノレーブリがイギリ

スへ流入している。

新しし、小ブ、/レジョアジーの、ろんな種類の商工業従業員，鉄道・電車や工

場の技師や事務員，地方公共団体の公務員，つまり簿記，会計担当者など，一般
スルジャーシチイ

的に言っていろんな「吏員J，すなわちドイツ人が Ahgestellteとか Beamte

などと名付けるグループ〉は，現代〔資本主義〕の発展によってますますプ

ロレタリア化を迫られているので，自分の方で，工業，商業，鉄道，造船所，

植民地政府における活動領域を拡げられるよう植民地政策に期待をかけてい

る。彼らは，光栄ある祖国の将来に期待し，当面の帝国主義を不可避的な一

時的災難だとして我慢する。実は帝国主義は，彼らにも主として絶えざる生

活費の高騰(保護関税，間接税，カノレテル価格〉をもたらすのだが。彼らの

中から，現代の国家主義イデオローグのおもだった幹部一一自分の民族の世

界史的意義を語り，その特別強大な国家主権を語り，金融資本の旺盛な食欲

と，そのますます盛んな植民地侵略と他民族の主権の恥知らずな侵害を，経

済学的，文化倫理学的，哲学的に浄化するところのーーが出てくる。彼らは

みずから少なからず最新の資本主義発展の犠牲になりながら，階級的および

個人的自己犠牲の理論一一それによれば，その国家はあらゆる社会階級と全

個人に絶えざる犠牲と苦痛のみを一様に要求する厳しいモロックの神に転化

するーーを創作し，感情に訴えるような調子でこの理論を蛍伝する。K.レン

ナーの的確な表現によれば，彼らは，支配的な経済グ、ループが事実上すでに

自己の利益を棄てており， r工業家はすでに工業家でなく，大地主はすでに

大地主でなく，商人はすでに商人でなくなり，逆にみんなが一様にドイツ人

であり， ドイツ人以外の何者でもないのだ」と断言する。彼らイデオローグ

は，現に帝国主義的政策の重圧に圧迫されている現代の世代を，その死後に
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来るはずの栄光の国家的未来の展望によって慰めることにより，現在の苦痛

に耐えさせようとする。このようにして，彼らイデオローグは，帝国主義の
アク'ラリイ

陣営ーーその内部では大地主と金融資本のあとに単に大フツレジョアジーのみ
スハレジヤ ~Vチイ

でなく小ブノレジョアジーの広範な層(農民上層，いろんな種類の「吏員」お

よび自由業の代表者を含む〉も続いているーーのために，スローガンを与え

る。そのスローガンは，ときには労働者階級の陣営にも一時的な退廃を作り

出す。すなわち，国家の拡張は新しい重荷以外の何物ももたらさず，自己の

解放は資本主義の廃絶に，したがってあらゆる植民地侵略の廃止にのみある

ということを，労働者階級が自覚せず，ただ本能的にそのことを感じている

* にすぎないあいだは。

* イギリスでは，イギリス対ボーアの戦争の時代 (19世紀と20世紀の境目〉のショ

ーヴイニズムは，大工業プロレタリア{トの間で短期間見られただけで、あった。逆

に，一般にまだはるかに強固な階級的組織化に達していないイタリアのプロレタリ

アートは， トリポリ事件でより深くより広範に退廃しまた解体傾向を示した。しか

しここでも，帝国主義的熱狂は，戦闘の終るずっと以前から終熔、しはじめた。

Lかしながら保護関税がおくれた国の報復的保護関税をよび起すのと同

様に，植民地政策もまた，それ自体の基盤を自ら掘り崩すのである。そもそ

も経済発展の水準における大きな差異が，植民地政策の一般的前提である。
メトロポリア

すなわち，本国は，高度の有機的構成に特徴づけられる発達した工業資本の

国であり，工業の利潤率が低い国で，強力な自国の工業ブノレジョアジー(あ

るいは金融ブルジョアジーに転化したそれ〉一一これは国家と社会を自分の

勢力アに置くのだがーーをもっ国だ。植民地国は，圧倒的に農業的な国で，

やっと商業資本主義的段階(TOprOBO-KarIHTaJIHCTHQeCK胡 CTa，1J:H51) からぬ
7・νド プリミチず

け出たばかりの前資本主義的形態や初期資本主義的形態の国，そして手工業

と家内工業，やっと形成されつつあるマニュ 7 ァクチュアをもっ毘であり，

企業の利潤率が高い国でa 封建的また半封建的要素と緊密につながった少数

の，そしてこれが特に重要な点であるが経済的・政治的に弱い，土着ブノレジ
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ョアジーをもっ国である。ヨーロッパの資本は，おくれた国々に移動するこ

とにより，その国の経済発展に刺激を与え，結局はそれによって，資本輸出の

条件となっていた較差を減じ緩和する。しかし，ヨーロ y パ資本はまた，い

っそう急激な作用をもなす。すなわち，それは貸付資本形態で輸出されると

はいえ，その貸付金返還についての不安があるために，交通路の安全確保や

乱暴な封建的横領に対する形成途上のブノレジョア的所有の保護といった最も

基本的な市民的交易の条件を，植民地化された国で確立するという目的で，

一定の措置を講ずるのである。このようにしてヨーロッパ資本は，土着ブノレ

ジョアジーの発生と急速な成長を促す。他方において，おくれた国々の負債

は，交易関係の基盤の上でのみ発生したのであったが，こんどはこれは，対

外貿易の急速な発展に刺激を与える。そして貿易というメカニズムの運行に

より，さらに土着プノレジョア・ジーの勃興のための支柱が作られてゆく。

以上すべての事は，ヨーロッパ資本がおくれた国々の工業に投下される目

的で輸出されるようになると，いっそう強力に作用しはじめる。もしもブル

ジョア的所有の最も基本的な保護が欠如していたら，鉄道，船舶，鉱山，製

銑・製鉄工場への多額の投資は，つねに脅威にさらされていたで、あろう。さ

らに，このような巨大生産の発生は，巨大生産に奉仕しまたこれによって養

なわれるところの・家内工業から原始的資本主義的な企業に至るまでの・多

くの土着的生産に，生命を与える。これは，土着資本の成長を促進し，それ
Lフーゼムナヤ

の流通面から生産面への接近を速める。土着プノレジョアジーから，すなわち
ナツイオナリナヤ

内部的にはお互いに決して結びついていない資本の実務家から，民族ブルジ

ョアジーが形成されはじめる。言い換えれば，共通の意識で統ーした階級，

新しい自分の国のための経済的・政治的原理の担い手が形成されはじめる。

彼らは，自分の国でヨーロッパ人の商業資本に与えられている特権に憤慨す

る。そして，国民的経済圏の形成，封建的地域封鎖性の破壊，関税統一，ヨ

ーロッパ産業資本の圧倒的競争の圧力を緩和すべき圏内産業保護政策をめざ

して努力する。彼らは，中国皇帝やイラン国王の皇宮警察的護衛兵からなる

軍隊を，真の軍隊に，すなわちいままで財政・関税の管理を掌握しその自主
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権を徐々に後退させていたヨーロ y パ資本一一これはヨーロッパの箪隊にい

ままで、支援されていたのだがーーに反撃を加えうるような・中央集権を強化

しうるような・軍隊に，改造するよう要求する。しかしヨーロッパ資本の

従順な道具に変えられていた土着政府機構を破壊しなし、かぎりは，この要求

はけっして達せられない。そこで、民族ブノレジョアジーは，革命的スローガン

を大胆にかかげ，下層人民運動を巧妙にとらえる。下層人民運動は，封建的

と資本主義的との両搾取方法の一体となった活動により前資本主義的消費形
νァタツイア

態さえも無制限に破壊されることに対する反作用として発生し，そして，とり
レアクツイオシヌイ

かえしのつかぬまでに破壊された構造をただ単に復興しようとしづ反作用的

な志向から，農業社会主義的 (arpapHO-CO~Ha~HCTHqeCKH的志向へ，すなわ
クVスチャンスコ・デνゥ・エンスカヤ・オトスダ戸ロスチ

ち自国の農民=農村的なおくれのうちに西ヨーロッパ社会主義的 (3ana)l.HO-

CO~Ha~HCTHqeCK目的理想、の実現のためのとくに好適な条件を見るところの・

おぼろげながらの〔アモノレブなJ(TyMaHH目的社会主義的な志向へと，急速な

成長をとげる。これと並んで，あちこちで〈たとえばインドとトルコ)，すで

に現代的プロレタリァ闘争もまた口火を切る。この闘争の基盤は，ヨーロッ

パ工業の輸出によって準備されていたのである。
ずオストーチヌイエ・レグオリユーツイイ

ベルシャ， トノレコ，中国の革命，つまり東洋の諸草命ーーさらにそこからイ

ンド，エジプトの革命も前進しつつあるーーは，ヨーロッパ列強の世界政策

を極端に錯綜させ，その世界政策に異常な神経過敏と狂気をもたらす。ヨー
ナツイオナリヌイエ・ Vずオりユーツイィ

ロy パ資本は，諸民族革命が，その目的を達しないうちに，すなわち歴史的

に形成された自己の経済領域をヨーロッバ資本から解放しないうちに，おく

れぬよう行動しなければならない，と感ずる。ヒルファーディ γ グがある雑

誌論文で指摘しているように，日本一一この資本主義的に最も若い国，まっさ

きにヨーロッパ資本の専制からの自己解放に成功した国が，その第一声を発

した時点，勺まり日清戦争以来，ヨーロッパ資本が非常な不安におちいって

いるというのは特徴的である。米西戦争，ボーア戦争，英独関係の悪化，北

京へのヨーロッバ人の同時進駐一一これらすべては， 20世紀の国際関係が恒

常的不安の局面に入ったことを示している。だが，この90年代後半以後の諸
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事件がいかに嵐のように進行したといっても，そのテンポは，日露戦争以後

新しい国家群が形成されたり，分裂したり，また新しい国や地方が占領され

分割されたあの急展開よりは，はるかにおそいものであった。資本主義は，

国際政治の分野でももちまえの急激な運動を展開するようである。

東洋の革命がどのような結末を迎えようとも，ヨーロッバ資本主義(この

場合つねにアメリカ資本主義も含まれる〉は，自己の外延的拡張一一植民地

化された国々における小ブルジョア的消費形態の犠牲においてヨーロッパ資

本主義の成長を可能にさせて，本国における可変資本の相対的減少を絶対的

減少に転化させることのなかったあの外延的拡張一一ーの，最後の限界に近づ

く。ヨーロッパ資本主義は，形成され革新されたアジアの国々の国境につき

当るか，地球の残りの部分を分割してしまうか，いずれにせよ今後は，同等

の力をもっ対抗者との困難な闘争においてのみ，新領域をもぎとりうるにす

ぎない。そして，それを巨大な軍事支出の犠牲によってのみ維持しうるにす

ぎなし、。だが，資本主義発展とともに国々の聞の経済的較差は縮少し，ある

いは逆転しさえする(農業国が数卜年のうちに一流の工業資本の国になる〉

のであって，それゆえに，ますます増大する出費をもって持ち込まれた「併

* 令」の利益なるものも，減少せざるをえない。

* ロシアの資本は，全フィンラ γ ドを併合するのが嫌ではないだろうが，しかしフ

インラ γ ドの工業の若干部門，たとえば文房具工業を警戒しているということを，

想起しよう。

このようにして，帝国主義は，本国において，人民大衆から金と人間の犠

牲をますます無制限に要求するだろう。同時に，幻想や虹色の展望一一いま

まではそれを自己の活動と結びつけることができたのだが一ーが，生気を失

いはじめ，消え去りはじめる。帝国主義は，自己の軍隊を結成したときより

も早い速度で，自己の軍隊を失いはじめる。そして，あの虹色の展望の魅惑

的な約束に反対して広範な大衆にとってのその真の意、味とその歴史的過渡性

とを事前に評価したイデオロギーが，そのあとを引き受ける。この意味で，
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まさに1912年のドイツの選挙は，巨大な象徴的意義をもっている。それは，

帝国主義の陣営で徴兵拒否 Cll.e3epTHpCTBO) がはじまったことを示すからで

ある。

おそらくそんなに遠い将来ではなく，イギリス属領の関税統ーが実現して
フアーゼ

ドイツがそこで大きな市場を失うとし、う時には，資本主義の帝国主義的段階

(φa3e)の矛盾は成熟し，かつてない激しさで展開するであろう。今日すでに

そうであるが，この矛盾は，単に，独・英両帝国主義間，欧・米両帝国主義
〔訳者註〕

間，西洋(欧米〉・東洋(アジア〉両帝国主義聞の，すなわち拡大する経済領

域を自己の金融力のもとに経済的・政治的に従属させ，ますます新たな「併

合J，歴史的に形成された境界のますます新たな「改訂」に努めるところの，国

家的に分裂したブルジョアジー・クソレープ聞の外的な国際的な矛盾にすぎな

いものではなしそれは同時に，かたや，老廃化しつつある (H3}1{HBaIO旧日誌

ce6的資本主義と，かたや，確固たる，基本的な，社会的大勢力に発展して

ゆくその対立者との聞の，まさに内的な，社会的な，階級的な矛盾ともなる

であろう。

〔署名〕 イ.スチェベーノフ

〔訳者註〕

スチェパーノフは，この「帝国主義論」を収録した論文集， CTenaHOB， 11， OT 

peBOJIIOQHH K peBOJIIOQHH，C60pHHK CTaTen 1905-1915 r.r.， M.】刀.， 1925.の

自序21ベージにおいて，この結論部を引用し，そしてこの「東洋の帝国主義(アジ

アの帝国主義)Jのところに「もっとはっきり「日本帝国主義』というべきだっただ

ろう」と記している。

本文中にあらわれたスチェパーノフの日本論(そこではかれは「ヒルファーディ

ングがある雑誌論文で指摘しているようにJとのべているので，私はできるだけヒ

ノレファーディングの雑誌論文での日本論に接するべく調査しているが，現在までの

ところ，なお不明である〉とはまた別の論点を含むこの規定は，当時としては深刻

な日本認識であると，私は思う。

なお，ついでながら，この「帝国主義論」と同時期 (1911-1913年〉に書いてい

た「労働運動における経済と政治J (<プロスヴェシチェーニエ>， 1914年第3号

所収〉にのべられている別の角度からの，これまた注目すべき日本論を，ここに引

用しておく。
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「工業的に若い国々，たとえば日本は，その急速な発展のゆえに，資本主義の初

期の段階に特徴的な諸条件とその新しい段階において成熟しつつある諸条件との独

特の結合をあらわしている。そこで、は，労働者の団結権はまだ獲得されえないでい

るが，ブツレジョアジーと大地主との事実上の同盟が，すでに形成されている。そし

てこの同盟は，その巨大な影響力のゆえに，労働者階級の自立的活動のあらゆる現

われに対して国家をさし向けることをうまくやってのけている。………資本主義の

原初的形態が，ほとんど中間段階なしに，一般的に到達しうる最高の形態に移行し

ている(しかし，部分的には，若干の生産部門では，資本主義の原初的形態が，当

分の間，最高形態とならんで存続してもいる〉。農業については，その発展のおくれ

のため，そして農業プロレタリアートのきわめて緩慢な分離が進行するにすぎない

ため，上と同じ状況が一般に形成されている。農業プロレタリアートは，ブ、ルジョ

アジーと大地主との争いが止むとき，そして労働者組織の弱さとその思想的自立性

の不充分さにより培われたところの，資本の永久支配へのかつての信仰をブルジョ

アヅーが失うとき，そのようなときになって団結権を獲得しようとして闘わねばな

らないのである。」

このようなスチェパーノフの日本認識が，何を情報源として獲得されたのかにつ

いては，別に文献学的研究を必要とする。あるいは「急速な発展」をとげつつある

「工業的に若い国々」一般に関するかれの推論に基づくものかも知れないが，いず

れにせよ当時としてはもちろん，今日でもなおユニークな見解たるを失わないであ

ろう。




