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f相 対 的 安 定 期 」 の分析視角

森 一丸tL

本号筏次

1. (その1) コミンデ/Vンの世界緩済論 (3)

2. (その 2) 馬塚支援二 F世界経済・基軸と路辺j

くその 1) コミンテノレンり世界経済論 (3) 

V 

前部および諮々節で私は， 1925年から周年にかけてコミンテノレンの世界樹

勢論の中心論題になった，r相対的安定J離念を考察した。指対的安定をめぐ

る論議は， とくに26年のつミンテノレン第 6 密プレナム (2~3 月〉と第 7 回

プレナム(11"-12月)を中心に，おびただしい数の文献を残したので、あり，

ほんらいはそれらの全体に日をくばる必要があるだろうが，これまでの本稿

では，グアノレガ，ブハーヲン，スタ…ザンら，かぎられた代表的所識の，し

かも論議の大枠だけをと詮議したにすぎない。

世界経済論とし、う領域で、この相対的安定概念の検討をさらにふかめるには，

いくつかの論点に分つ必要があるだろう。たとえば擬際通質問題，簸議問題

とドイツ経済の復興，イギリス労機運動の高揚 (26年 5J3のゼネストなどL

アメヲカのE躍進，中盤詩題(あるいはもっとひろく民族・植毘地問錨)，合理

化運動などが，当時のコミンデノレンの論題としてただちに思いうかぶ。しか

し拡が利用しえた乏しい文献の範密で法，じつはこれまでの叙述でさえも

でに，述べうることの境界をどこえているほどだから，上の論点、のおのおのを

ることは当閣はきづj麗できなし、。別の機会をまつことにしたい。

この節ではただひとつ，世界経済におけるアメリカ?台頭の意義についての
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ミンテノレンの把握を，問題にしていく。

1次大戦および、戦後の紫本主義体制の帰趨にプメりカがひとつの決定的

役割合はたしていることは，当時の設もがみとめた事実で、ある。コミンデノレ

ンの組織内でも，アメリカ社会主義労鈎党はロシアやドイツの党とならんで

5裂の議決権をもっ最大鑑識として，創立大会に参じた。ヨ-J:lO/パの社会

ちが戦後体舗の構想にかんしてアメリカ資本のイニ三シアティず

に問視し，アメ担カ構想さど設さ定したの香(， コミンテルンはナるどく批判した。

アメ予カは血みどろの帝霞主義の闘し、からのしあがってきた常極主義国にほ

かならず，かつて最もl民主的な共和患だったこの閣は，いま自

の名にきざし、て世界革命の絞殺者たらんとし，また霞!勾の共産主議索令迫害し

ている，この悶には革命的伝統と民主主義が族抗にあるからこそ内乱への条

件も急速に成熟するだろう，と終戦蕊後のレーニユンは論じている。全般的危

機→役界革命の機関のなかで，アメリカ隣内の階級闘争への揺待は大きかっ

た。

とはいっても， コミンテノレン とし、し革命の構図を西欧中心にえが

いたのは， うたがえぬところであるのジノピぷブは1919年4月にJ怒らくア

メザカ資本主義は共産主畿ヨ…ロァパと 2年間主主将しつづ吟るかもしれなし、

イギジスナらヨ…ロヅバ大隊と並存しうるかもしれなしづと述べた。し/

ンは了不安定な均衡Jとしみ情勢認識 (21年〉にいたる過程で， レヴィカ丸、

家世界で自主的に行動しているこつの強国一…イギザスとアメリカーーがあ

とに残ったといったのは立しい，いまは世界中の人民が管痛にあえいでいる

り，世界の総人口17-5憶のうち，ひとり大もうけしたアメ Pカの人口

は 1偉人にすぎないのだ，プメヲカは世界の大部分な経済的，

させたが，しかしこのアメヲカも世界経済のしくみがし、ま崩壊したため，

ることも賢うこともできないでいる，などといっている。 持じ時期のトロツ

キ…も，やはりレヴィをひき，おなじ事例をあげて， レ… ι ンと踏会主援のこ

とを述べている。後述するように，この認識がのものトロツ々ーの，アメリ

カ・ヨ…口 γ バ務係輸の出発点になっているとかんがえられる。
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コミンテノレンのアメリカ論は，こんなかたちではじまった。しかしレーニ

ン全集の著述を追っていくと， レーニンは「不安定な均衡情勢」を明言して

以後，情勢に関連してアメリカへの言及をまったくやめている。その直前(20

年12月)に彼は，いま資本主義世界に利用すべき根本的対立が，同本とアメ

リカ，アメリカと残りの資本主義全体協商国とドイツ，の三つであると説

いたことがあるが，その後この内容にたちいっていくかたちでのアメリカへ

の論及はないのである。晩年の彼がヨーロッバ一一革命ロシア一一東洋，の

全体を総括する革命の構図を模索したとき，アメリカの位置についてはどう

かんがえたのか， レーニン全集の著述によっては，それをうかがうことがで

きなし、。

20年代初頭のブハーリンの論稿にも，アメリカへの論及はないようである。

彼の場合には，世界資本主義の体系崩壊から危機の一般理論を説くのだから，

そもそも具体的な国や地域名がほとんど登場しないのである。トロッキーは

のちに，ブハーリンが提出したコミンテノレン1922年綱領草案について，この

草案の最大の欠陥は文中に「アメリカ合衆国の名前すら出ていなれ、で)，・

.資本主義一般としづ生命のない図式のなかに解消されてしまって(し、る)J

(~ι:訪問議31Y)ことだ，と論難している。そして当時[攻勢理論」
を批判されたブm ーリンは，その後の数年間，世界情勢についての論議を避

けていたようにみえる。前述のごとく璃町 26年になづて彼は， Iわれわ

れは現在，資本主義の安定にかんして分析的な問題の提起を必要としている」

と述べ，一般理論ではなしに，世界の諸国や諸地域をグループ分けして各々

を具体的に特徴づける方向を志向した。 1928年に決定されたコミンテルン綱

領の情勢認識も，かかる志向を基調とするものとして，そこに《世界の経済的

中心のアメリカ合衆国への移動))，く《ドノレ共和国の世界的搾取者への転化>>，

<< (アメリカ・ヨ{ロッパ関係が)世界的衝突の枢軸》などといった叙述が

あるものの， トロッキーはそれにたいしても，1現代における世界発展のこう

した本質的諸事実と諸傾向は・・・・・・(アメリカ拾頭などについての)その名前

をあげているだけで，綱領草案の全構成とはなんら内的関連をもたずィまた
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見透しゃ戦略についてなんの結論にも導かずに，いわば理論的後書きとして

つぎ木されているJ(同?頁)と非難している。

世界資本主義の「体系崩壊」論を基本的視角にするような情勢論のなかで

も，たとえばヴァルガの所説は，ブハーリンとちがって最初からアメリカ拾

頭の意義を重視している。前述のごとくヴァルガは，均衡破壊から不安定な

均衡到来への戦後世界経済の過程を，まず過剰生産領域と過小生産領域とへ

の分化として把握し，とりわけアメリカの躍進と大陸ヨーロッパの零落とい

う変化を最重視して情勢論を構成していった。 24年ころからのコミンテノレン

における「相対的安定」論議は，この安定現象がアメリカのヨーロッパ進出と

分ちがたいという点では，ほぼ共通の認識にたっていたといえよう。ヴァル

ガはかつては， <<世界経済の体系崩壊→アメリカ拾頭とヨーロッパの没落に

よって世界恐慌へ》という国際関係の円環を述べていたのだが， 24年の論稿

では「アメリカの好況はアメリカ国内の孤立した現象である」とし、ぃ，さらに

アメリカの圏内からいわば自生する景気の悪化傾向が，アメリカ商品のヨー

ロy パへのダγ ピング輸出を促迫し， ヨーロッパに特殊的危機を激成させる

だろう，とし、う展望を示した。つまりそこでは，アメリカによるヨーロッパへ

の規定という一方的関係が総じて重視されているようである。その後のヴァ

ノレガは，アメリカのイニシアティブでの資本主義諸国の一時的な妥協，結束

による相対的安定を説く反面，世界資本主義の体系の崩壊と L、ぅ根本的変化

から生じた各国，各地域の多様性を強調し，それを個別に具体的に分析する

方に力を注いだように思われる。

それにたいして， 20年代初期におけるヴァルガ・トロッキー的構図(とい

うより，もっとひろくコミンテノレン一般に認められていた〉一一《体系崩壊

→アメリカ拾頭とヨーロッパ没落→そのアメリカへの反射》というーーを，

ほぼ一貫しで情勢論の中心においたのが， トロッキーの所論だったように思

われる。いうまでもなく，コミンテルンからトロッキーの情勢論への最大の

批判点は，一国社会主義不可能論に関連しているわけで、あるが，以下の本稿

ではその問題は直接は扱わない。もっぱらこの，アメリカ・ヨーロッパ関係
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論に照射して，彼の所論のくみたてを吟味ーしてみたし、。以下その点を鮮明に

述べた二つの論稿一一『国際資本主義の安定化の問題についてJ(19Z5年 5月)，

『ヨーロッバとアメリカJ(19Z6年 1月〉ーーによって，その主張するところ

をきいてみよう。

『国際資本主義の安定化の問題について』は短かし、演説であるが，論旨は

つぎのごとくである。第 1に，今日，資本主義の生産力が上昇しているとの

論(そう L、う相対的安定期論〉があるが，世界を総計してそういうふうにい

うのは間違っている。上昇しているη はアメリカであり，他方ヨーロッパは

そうでなし、。第 2に，アメリカはその圧倒的な生産力の優位を利して，帝国

主義的目標を「平和的に」やりとげてきた，それがドーズ化である。しかし

ドーズ化は世界市場を再編成しうるものではなく，むしろヨーロッパ諸国を

市場から駆逐し，アメリカ支配の枠内でヨーロッパ諸国聞の旧い敵対関係を

再建してきた。第 3に，アメリカはイギリスを「平和的」活動共同体にくみ

こみ，外交でも経済取引でも，仲介者，仲買人として利用している。イギリ

ス経済の秩序回復とし寸表象は，だから，じつはイギリスの没落と従属性の

進行を意味しているのだ。

トロッキーはそこから，つぎのようにいう。戦前の綱領はヨーロッパだけ

を念頭においたが，今日ヨーロッパの帰趨は，世界的連関のなかでかんがえ

なければならなし、。いま生じているのは，世界市場でのアメリカの権力の増

大とヨーロッパの従属化である。したがって今日の世界的連関の主たる環は，

アメリカ権力があまりつよいために武力なしでこれまで伸長してきた反面，

そのことがヨーロッパ資本主義の危機，対立を極限まで激成してきた，とい

う関係である。アメリカの進出がヨーロッパ経済の回復や安定を進行させて

きたのでは，断じてない。

『ヨーロッパとアメリカ」の方は， トロッキーとしては本格的な論文のひ

とつである。また，この主題を扱ったコミンテルン文献中，最も詳細なもの

といえよう。全体は 8節に分れている。その論旨をつぎにまとめておく。

①，今日，労働者階級の運動は，革命的われわれと日和見主義的，特権的
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なアメ1);むというこつの車訟をもっている。アメリカの労働運動 (AFL)は

沼一回ッバの右翼的労働運動(アムスデノレダム・イン久…〉の外部にあるけ

れども，それはち主うど，アメヲカの資本家が繍連の外にいて関連を管理し

ているのと開じ関係にある O

アメリカ経済は，その資源，技術，機誠イじなど議側拐において，戦前

からEl-Pヅバ つくってきた。アメリカの生産は，察

と大量生鹿体舗な特質とする。それはー宣言では，アメヲカ的生還技術が

忽{開ッパの技術よりも社会主義に適合的だということを意味するが，何時

にもう一面で，プ〆リカがアメリカ資本にとってもはや十分な活動領域でな

く，新しいより短大な拡張のための本障にナぎないことの根拠にもなってい

る。カナダは，もはや合衆国の一部分である。オー久トラヲァ<6，そうなり

つつある。

@，こうした趨勢のうえに，大戦がヨ一世ッバとアメリカの地位を決定的

に逆転さ生きた。 l鷺余りの人口言どもつアメリカは，戦争経費を何倍もよ跨る

ぎIJ詮をあげきデメリフちの 3倍の人口をもっ破滅と零落のお{開ッメにたいし，

完全な主人の地柱についた。アメヲカの国療は現在3200億ドルと推定される

が，彼方イギリス拭 890器，フランスは 6801臨 ドイツは 360寵ドノレにすぎ

ない。アメロカはまた，世界の金準備の60%を保有するにいたった。知ー担

ヅハ双̂'I'-.::t二液晶は，そもそも民族E説家の枠内で生きのびれなくなったからこそ，

その粋を暴力的にひろげるために戦争がおきたのに，戦後のグェノレサイ

和は，ヨ…ロッパにさらに新たな17の岡家令部出しそれに応じて新たな爵

税と軍隊をさたみだした。しかも経済力は破滅にひんし，アメリカ

務を負っている。ョ…ロ y バは沈没したのである O

④，アメリカの支配とEl-P';lバの弱化を軟にする世界市場と勢力襲の不

均衡，ここに今尽の世界経済の藤本的原理がある。アメザカが後:界のあらゆ

る地域に[平和的にj進出しているきめ手は，その金融カであるつアメリカ

から借入れられるかどうかがp 怒 -P';l の再建にと.って決定的だとい

うのは，もはや常識であろう。ヨ…ロッパが選択しうるのは，たみえば「ド
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ーズかデイ戸ンかJ(認識科会)で、あって，アメリカ以外の第三者はいな

い。(以下トロッキーは， ドイツ，イタリア，フランスにおけるアメリカ資本

の支配傾向について，やや具体的に論じている。)アメリカの対外投資は戦時

債権を含めないで 100億ドル，そのうちヨーロッパに25億ドノレで、ある。この

25億ト、ノレは全ヨーロッパの資産の 1%以下にすぎないが，彼がヨ{ロ γ パの

主人になるのには，この程度の圧力で足りるのである。

⑤，私(=トロッキー〉が， <<アメリカ・イギリスの平和的関係の時代》

とし、う情勢規定をおこなったかのごとく，し、L、ふらし非難する者がし、る。こ

の驚くべき曲解を論駁し事実を明瞭にするために，私の 2年前の論稿をみ

よう。私はそこで，アメリカ資本があくまで自分の支配のもとでヨーロッパ

市場の再建，安定化をもくろんでいること，アメリカ資本は世界市場の管制

高地をにぎり，ヨーロッパ・ブ、ルジョアジーへの経済支配と外交(政治的支

配)を結び、つけたこと，アメリカとイギリスの協働をア γグロ・ブロックの

結成とみるだけでなく，そこに両国の敵対が伏在しておりいっかそれが発現

するとみるべきこと，を述べているつコミ γテノレン第 5回大会(24年 6月〉の

報告でも，私は，ア λ リカの支配といっても諸国のブ、ノレジョアジーが従JI蹟，

無抵抗な臣下になっているのではない，したがってアメリカ的「平和主義」

は戦争と革命的激化を不可避的にはらんでいるi といったはずである。

⑥，アメリカの「平和主義的」膨脹が，最近どんなふうであるかをみよう。

その最初の端的なあらわれは，ワシントン会議である。イギリスが艦隊力で

みすみすアメリカの後塵を拝すはずがないと私たちはみ，両国の戦闘を予見

した。だが戦争のかわりに，r平和主義」があらわれたのである。アメリカは

5・5・3 (日本〉・ 3 (フランス〉の艦隊計画で，全体をまとめた。ついで

ドーズ案。アメリカはヨーロッバ諸国に軍縮や為替安定を促してヨーロ yパ

をひざまづかせようとした。かくて，アメリカからヨーロッパ諸国への貸付

を基礎にして， ドイツはフランス，イタリアに支払う，イタリアはイギリス，

フランスに支払う，フランヌはイギリスに支払う，そしてドイツ，イタリア，

フランス，イギ Fスなどすべてがアメリカに支払う f という債権債務の連環
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とヒエラノレキーができたのである。アメリカの対ヨーロッパ政策は， この原

理のうえにたてられている。そこにおけるイギリスの役割は，貨幣をヨーロ

yλ じゅうで拾いあつめてアメリカに支払うという，いわばアメリカのヨー

ロvパ徴税人である。

他方，石油資源をめぐるアメリカ・イギリスの角逐は，すでにメキシコ，

トノレコ，ベノレシャで武力衝突や革命的動揺を生みだした。だがそのなかでま

た，両国の石油共同体化のうごきも語られている。世界市場における両国の

争奪戦は，カナダ，南米，太平洋の諸領域をアメリカに奪われたイギリスが，

その他の領域を守りぬくことで一時的な平和的関係にはいった。今後のイギ

リスは，戦争か，あるいは平和によってわずかの既得権域を守るか，のジレ

シマにたっている。(以下，彼はアメリカにとっての海外資源一一ゴム，コー

ヒー，硝石，スズ，炭酸カリ，麻一ーの必要性につき述べる。)

⑦，アメリカはどんなじゃまがはいるのもゆるさないで膨張する。対する

ヨーロッパは，戦前よりも貧しく，市場は狭く，こまぎれで，不可避的に軍

国主義をつのらせている。ヨーロッパ工業(とくにフランスとドイツ〉は，

たしかに終戦からの一時期，飛躍的に上井したが，それはひとつに正常な需

要に対応して既存の生産能力が徹底的に利用されつくしたためであり，もう

ひとつは戦争の破壊から一定の復興があったからで，おどろくにあたらない。

この上昇は多くの幻想、を生んだが，その総決算はし、ま現われてきた。ヨーロ

ッパは袋小路に追いつめられた。かつて例のないアメリカの優越性が，アメ

リカ・ブルジョアジーの主体的な行動如何の問題を措いたとしても，客観的

にヨーロッパを袋小路におしこめているのである。したがって必然的に，ヨ

ーロヅパを革命に追いやる。これが，世界情勢の最も重要な鍵である。

ヨーロヴパの末路をよく示しているのは(トロッキーによると〉イギリス

である。イギリスの輸出はアメリカ，日本と植民地工業の発展によって封じ

られ，ヨーロッパ市場においてはドイツ，フランスとの販路争奪をつよめざ

るをえなし、。イギリスの生産は沈滞し，不生産的労働と失業，ノレンベン・プ

ロレタリアートがふえている。アメリカの労働貴族や労働官僚の増大と対称
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的に，イギリスの労働者階級は，階級的，国際主義的性格をつよめつつある。

つぎにドイツは，アメリカからの借入れが，市場が狭いためになんら産業に活

路をあたえず，かえって合理化によって大量の熟練労働者を失業に追いやっ

た。この固には，ドーズ体制の最も苛酷な結果がせまっている。フランスで

は，一見，戦後経済は決定的な前進を示した。だが，いまその限界がきた。

戦後インフレがフランスの小ブ、ノレ層を破壊し，為替安定がかえって生産と輸

出を抑え失業をもたらす。そしてデフレの到来はプロレタリアートを決起さ

せる。

⑧，以上からの結論。情勢評価における決定的な基準は，資本主義がなお

世界的規模で生産力を発展させ，社会を前進させる能力があるかどうかであ

る。もしあるとすれば，われわれはロシアであまり早く権力を握りすぎたこ

とになる。マノレクスがし、うように，ある社会体制は，そのなかのあらゆる可

能性が汲みつくされないかぎり消滅しなし、からである。いまの経済情勢は，

アメリカが資本主義世界の全体を支配し，それを軸に世界の諸関係が急変し

ている状態である。ヨーロッパは，戦前よりもきわめて困難な状況にある。

関税はよりきっく，国境はよりせまく，軍隊はより大きく，負債は巨額，市

場は小さし、。イギリスが伸びればドイツが犠牲を負い， ドイツが伸びればイ

ギリスが犠牲を負う。そのことはうたがし、ょうがなし、。

しかし，アメリカやアジアはどうか。双方がこのまま発展をつづけうるな

ら，資本主義は世界的になお使命をおわっていないことになるだろう。

だがアメリカ資本主義は，すでにそれじたし、で存続しえないものとなって

いる。ヨーロッパがアメリカの従属物になったということは，逆にいえば，

アメリカがヨーロッパなしに生きられなくなっているということである。ア

メリカは毎年70億ドルを貯えているが，それは園内で収益を生む資本になり

えなし、。だが対外投資をすれば，それは利子を付してアメリカに還流する。

その利子部分を商品の輸入で相殺しようとすれば，その輸入がアメリカ産業

を害する。こうして，アメリカに氾濫する金はこの国に新じい収益をもたらし

えず，生産の拡大を無意味なものにしてし、く。にもかかわらずアメリカ経済は
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日々拡張をせまられ，対外進出を強いられる。そしてヨーロッパ経済と世界

の他の一部は，ますますアメリカ経済のー構成部分になってし、く。アメリカ

の世界支配の強化とは，アメリカがこの世界のあらゆる矛盾，動揺を，ます

ます自分との緊密な関係におかねばならないことを意味するのである。

アジアでは，アジアの工業発展が，必然的に外国資本にたいする民族解放

闘争を高揚させ，社会を激動にみちびく。それがまた，アメリカ進出へのア

キレス躍になるだろう。

だからヨーロッパとアジアの革命は，つぎの段階でかならず迅速にアメリ

カ革命を誘発する。第 1段階におけるヨーロッバ革命は，アメリカ資本主義

にたいするヨーロッパの抵抗を前提にして，もたらされるだろう。最もすす

んだアメリカから，革命がおきるのではなし、。かつて遅れたロシアから革命

が発したように，いまやヨーロッパからである。ヨーロッパ経済はこれまで

植民地なしで生存しえなかったのだから，革命後のヨーロッパもまた，旧植

民地人民を支援し彼らを解放することによって，経済的な紐帯を保っていか

なければいけなし、。同時に，ヨーロッバ内の工業諸国も，ばらばらでは存続

できないのだからベ社会主義ヨーロッパ合衆国に〕統合されなければいけな

し、。

一見安定した，強大なアメりカの存在こそが， ヨーロッバ革命の最も強力

なてこになっているという把握，これこそが今日の情勢論の軸心であり，今

日の革命の弁証法である。

以上のトロッキーの所論にたいしては，ただちにコミンテルン内部からの

批判があいついだ。批判の焦点はいうまでもなく，上のような永続革命の構

図が，ロシアの一国社会主義建設にたいする否定とつながっているという点

である。ブハーリンは， トロッキーの情勢論がつまるところ《アメリカ・ヨ

ーロ γ パ関係》のみに執着し，資本主義諸国とソ連邦との対立の意義を無視

するか，あるいは「われわれは弱くなった，反対に彼らはつよくなった」と

いう観点からしかみない， という fブノ、ーリ γ 「資本主義安定の最) この一国社
新現象J1927年，邦訳， 216頁/。

会主義否定論については，従来多くの-論議や紹介があるわけだし， トロツキ
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ー批判全体に及びかねないから，前にことわったように本稿では直接扱わな

い。以下では《アメリカ対ヨ{ロッパ》という構図の中味だけに問題をしぼ

って，検討をしてみたし、。

この構図の中味にかんしては，1ヨーロッバがし、まやアメリカの構成部分j

だとか「アメリカの自治領」になったというトロッキーの表現に，コミンテ

ノレンからの批判が集中 Lた。

《アメリカ対ヨーロッパ》とし、う論題そのものは，直接のトロッキー批判

の意図とは別に， 24年からコミンテノレンの相対的安定期論の論議のなかで重

要な項目であったことは前述したとおりである。トロッキー批判に先立って，

この問題でかわされたコミンテノレン内の議論のうち代表的なのは，ラデ y ク

とペッバーの論争である。この論争での対立点は，ラデックが相対的安定の

根拠をなによりもアメリカ・イギリス同盟CI活動共同体J)によるヨーロッパ

安定化という構図でとらえ十(ラデック『民主主事的・平和}のにたいして，
-\主義的時代の成果~ 1925年 j 

ッパーが，かかる構図には英米対立の激化の側面が無視され，ひいては安定

が長期化するかのような幻想がある，と批判した(7L局長J話品71b石毛リ)

ところにある。ベッパーは，イギリスの階級闘争の激化，植民地喪失，英米

の政治的・経済的利害の相反， ドーズ案のもつ矛盾，などをあげて，今日の

情勢は，一面でアメリカのヨーロッパ支配，もう一面で英米対立の激化とし

て，その基調をとらえねばならないと主張したのである。

コミンテノレンは， 25年春の第 5回プレナムで，このベ y パーの見解を正当

と認めた。そしてその観点から， トロッキーの「構成部分J，1自治領」諭へ

の批判を開始した。すなわち，今日アメリカ・イギリス関係が情勢の焦点で

あることじたいは誰もうたがわないが， トロッキーの「自治領」論はアメリ

カへの過大評価で、あり，ラデックの誤まり同様，ヨーロッパ内部の対立を看

過している，というのである(雪月ご5品諸官)。
同じ種類の批判として，第 7回プレナム C26年12月〉におけるブハーリン

報告は， トロッキーが一方で「ヨーロッパはアメリカの構成部分」になった

といい，他方で「ヨーロッパにもはや均衡，秩序はなくなった」というのは，
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平灰があわないといういいかたをしでいる。ま十ステン(1資本主義の安定と当}-" / ~ ¥面する階級闘争j1926) 

は，ヨーロッパ全体をアメリカの「構成部分」として一括するのは，帝国主

義をなにか統ーしたものの総体とみなすことになり，不均等発展の法則を忘

れ，一種の超帝国主義論にちかずく思考だと批判している。

本稿では，検討をはぶくが，スランの論稿は，相対的安定期の分析のため

にレーニン「帝国主義論」の構成や方法をもう一度据えてみるとし寸視座で

書かれており，それじたい興味ぶかし、ものである。そういう視座からステン

は，つぎのようにもトロッキーの所説を批判する。トロッキーは資本主義の

安定現象を総じて政治的にのみつかみ，経済(とりわけヨーロ γ パ諸国の〉

のなかに変化(回復や安定化〉がある事実をみようとしなし、。だから結局，

今日の資本主義安定の根拠は， ドイツ革命敗北後の労働者階級の主体的な力

不足や低迷にありということになる。またトロッキーは，不均等発展の法則

のかわりに，アメリカがたえず、上昇しそれによってヨーロ y パが必然的に没

落するという，自動崩壊論，機械的均衡論におちいっている。ヨーロッパ内

にも一定の安定の要素はある。ヨーロッパ諸国を同じ発展段階，同じ対アメ

リカ関係にありとみたり，同時的に社会主義革命に近ずくとする，何の根拠

もなし、。

以上が，コミンテノレンがトロッキーの《アメリカ対ヨーロッパ》にむけた

批判の要点であろうと思われる。そこでつぎに，こうした批判の正当性如何

の問題に，すこしたちいってみたい。

まず，ヨーロッパがアメリカの「構成部分J，1自治領」になったというト

ロッキーの表現は，明らかに史実に反しているといわざるをえないであろう。

とはいえトロッキーは，この「構成部分」内の矛盾，ヨーロッパ諸国聞の対

立を無視したわけでは必ずしもなし、。アメリカ・イギリス関係についても，

その支配・従属あるいは両者の活動共同体としての側面だけが強調されたの

でないことは，上掲論文からもわかるだろう。その点， トロッキーにたし、す

るコミンテノレンからの批判のきめつけが， トロッキー主義者を屈伏させる説

得性をもちえたかどうか，いささか疑問である。まして，ブハーリンの， << 
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一方でヨーロッパはアメリカの構成部分になった，他方でヨーロッパにもは

や均衡，秩序がなくなった，というトロッキーの所説は平灰があわない》と

いうトロッキー批判は， トロッキーの情勢論の構図をやや曲解しているので

はないだろうか。もっとも，r構成部分」論によってヨーロッパ全体を一括し

てアメリカに対置し，永続革命論の発端に据えたトロッキー的構図が，いく

ら文章上でヨーロッパ内部の相違や対立をいっても，事実上それを軽視して

戦略規定から排除していったということは，十分にありそうなことである。

そこまで、たちいってトロッキーの所説とコミンテノレンの批判とを比較するの

は，私が今おこなっている理論的判断の範囲をこえている。

私がトロッキーの《アメリカ・ヨーロッパ関係》論にたし、するコミンテル

ンからの批判を読んでまず感じるのは，その批判が，従来のコミンテルンの

情勢論の視座そのものにも微妙にはねかえっていることである。つまり，つ

ぎのようなことである。

トロッキーの情勢論を根本からまず問題にするとすれば，なにより彼の世

界資本主義論の方法をつくことからはじめるべきであろう。すでに(第 1節

以下〉みてきたように， トロッキーの所説は誰にもまして徹底した世界の均

衡体系論(経済的均衡，階級均衡，政治的均衡，国際均衡などの概念を尺度

とする情勢論〉で一貫している。この観点で，彼は大戦直後から，世界資本i

主義のヨーロッパ中心体系の崩壊とアメリカの伸長がもたらす新たな不安定

な均衡が，いつどのように全面的に崩壊せざるをえなし、かを問題にしてきた。

アメリカの伸長とヨーロッパの没落を統ーしてみて，そこに世界経済の矛

盾の焦点をもとめるという観点は， コミンテノレン 2回大会のレーニンの報告

にもみられるし当初からかならずしもトロッキー固有の把握ではなかった。

またもっと遡及すれば，マルクス・エンゲノレスいらい， ヨーロッパ革命の見

通しを世界市場における諸国の連関(時論〉をとおしてたててきたことは，

いわば革命家の常道であって，そのことじたいが間違っているわけでなし、。

しかし，マルクスやレーニンがかかる《国際的連関をとおしてのヨーロッパ

革命の勝利》の展望をたて模索しながら，いやおうなしに「資本論Jを書き
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あるいは を響いたことの意義が，まさに開題になるであろうの

，γ ルクスやレーニンの情勢論を時棄震にする場合，彼らの現総〈科

学〉と持論(:恥命の見通 L) とがし、かに統一されて情勢論会欝築しているか

が，根本の問題になる。さらに換言すればこのことは，極j員経済内部におりゐ

る工業的発展の水燃やブロレタヲプ革命の写客機的条件すどどう澗察し，それな

没界的な連関の全体像としてどう掠議するかの問題，すなわち f世界経済と

国民経済Jの龍一部把纏の方法額料という，今日の帝欝主義論にとっても焦

点的な問題を，不可避能に擬恕することになるであろう。

レ…ニニンは，かかる開題の地求をとおして f独占資本jに到漆し，そこに

帝国主義段階の新たな段階性の援拠をみたJ独占;は資本主義のう予患を激iえ

させるが，問時に資本支畿の諸矛肢を寵整ずる最も強力な手段でもあって，

そうした両閣の運動とのかかわりで役界革命の構|惑をうることができるし，

また稲対的安定の概念もそこから導出しうる，これがレーニニンの基本的な視

角であろう。他方，戸ーザ， トp ツキーベヅハーリン 7)らは，周知のご~と

く「資本意義が世界資本主義になった」ことじたいに，平安調主義段階の設経

その根本の矛婚をあたかも「世界経済の生産力と隠民的領有の矛盾J

としてとらえようとする。そこでは理論と持論との区別と統一は実際上問題

にならず，また「佼界経済と露民経済Jとし、う i湾総提起の意味じたし

質的にレーニンと奥なるものとならざる合えないの vである。

アメリカをや心とする世界資本主義の全体.構成と Lイ記擦はっき?つめると

なるというコミンデノレンのトロッキー批判は， じつはっきつ

めれば，世界経済の持衡体系論を軸心におく ものにかか

わらざ、るさどえないものであった。だが， トロツキ…批.fIJをおこなうコミンテ

/レンの大:方の理論的視座そのものが， i投界資本主義織という点では， トロッ

キーと共通ずるものさともっていたのではないだろうか。コミンテノレンはま

トロッキーが安定を政治的にのみ欝めて経済的につかんでいないと批判して

いるが，世界資本主義の体系全体〈経済的基盤〉が崩壊してしまいラ

本家たおの政治的結束によって体系蒋惑の「仮象Jが生まれたのだ左いうふ



「相対的安定期」の分析視角森 37(711) 

うな相対的安定期論，;l:"そもそもヴァルガやスターリンがとなえたことだっ

たわけで、ある。

トロッキーは不均等発展の法則を知らない， というコミンテノレンの批判に

も，同様の問題がある。レーニ γのかんがえる不均等発展論は，なによりも

心帝国主義段階にかぎらず〉資本主義がほんらい的にもつ無政府性や寄木細

工性にほかならず¥それが帝国主義段階に世界の再分割闘争や戦争にまで発

展したと L、う認識であろう。他方スターリンは周知のごとく，r世界帝国主義

の体系全体がすでに革命がおきるまでに成熟している」ことを根拠に，不均

等発展を帝国主義段階の基本法則とみなし，そこからいわゆる弱L、環，一国

革命論 ι導出した。これは，各国の工業発展の水準や革命の客観条件をきわ

めることへの軽視を含んでいる点で， 十ロッキー的な世界資本主義の均衡体

系→弱L、環からの体系崩壊の諭と，欠陥を部分的にしろ共有するのではない

だろうか。ブ月一リンの場合には，前に検討したように，この面でのトロッ

キーとの近似性はいっそうつよし、。ただトロッキーはかかる均衡破壊から世

界資本主義が不断の激動にさらされ，r弱L、環」たるヨーロッパから世界革命

が即時開始される客観条件があると説くのにたいして， 20年代中期における

ブハーリンは，均衡破壊後の世界資本主義の動向をグループ分けして示し，

グループごとに危機の発現がちがうことを強調するというやりかたで，いわ

ば一国社会主義論との折衷をはかるのである。

要するに， トロッキー批判をおこなうコミンテノレンの視座そのものが，世

界経済を構成する国民経済の相互規定という根本問題で， トロッキーとの相

違を明確にしえていないのではないか，というのが私の疑問である。レーニ

ンの方法をではなくレーニンの叙述の断片を引用してトロッキー批判にあて

るというやりかたも，十分に説得的だったとは思えなし、。むしろ時論的な側

面だけからいえば， トロッキーのほうがレーニンや初期コミンテルンの構図

を，正統的に継承しているとさえ，いえるからである。トロッキーが，批判

された自分の言はかつてレーニンがし、っていたことだとしばしば論駁したの

も，あながち強弁とはいえぬ面がある。レーニ γ とトロツキ{の，世界経済
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論の本質的な枢違にまでふみこんで，批判はなされなければならなかった。

くりかえしになるかもしれないが， トロツキ…のアメリカ・ョ - po/パ論

の特徴は，r構成部分j とか「自治領jとかの言葉そのものにあるのではなく，

アメリ 2ちからヨ… P ッバへの一方的規認をまず、設定しついで「アメザカも

それじたいで存続しえなくなっているJという論拠にもとづき，滋ーロッパ

からアメリカへの試作用を展望するという，事象の穣Eました関係論的把握に

終始していることであろう。レたがってヨー開 yパにおける各霞独占体の運

動が考患の外にでるし議…ロl ツバ内の矛震と口ではいゥても，事擦.1:.，戦

勝閣と敗戦国とのあいだに鋭くあった矛}読の根源の析出などはおこなえなか

ったといわざるをえなし、アメ i 現カについてもJアメりカはそれじたし

しえなしに!という表現拭一面では正しいが， トロツキ…のごとく誠一ロッ

バの下向趨勢と盟絡させたプメザカの米来像は，アメザカ資本主義の内態様

しく捕抗したものといえなし、。 またアメ1):;むの「平和主義 iを総じて

政治的な意国としてしか説明しえていないことも， I湾裁である。そしてかか

る関係論的把握を大前提にして殺は，<<資本主義カ託、まなお世界的規模で生

漆カを発設させる能力があるとすみなら，口シアでわれわれは学く総力を握

りすぎ、たことになる》と述べて，危機ニエ期待革命か P シア革命否定かの，二

者択ーなせまってL、く。かかる合意をこめた設の永続革命諭が，マルグス・

エンゲルスの永続革命議と似て非なるものであることは，今日?でに論証ず

みのこととかんがえてよいであろう。

以上ト p ツ~ーの所殺によって[アメリカ対滋ーロッパj 論を検討してき

ここでコミンテノレンじしんの積緩的な見解をど知るために，もうひとつ

の考祭会f加えてお{1fたし、。それはコミンテノレンがお年3月の第 6図プレナム

でたてた「社会主畿諒一戸ッバ合衆国jのス口ーガンにかかわることである。

社会主幾双… P 0/バ合衆国という設標苦心コミンデノレンはそれ以前にも向

アピールしてきたようである とえば23年 1互のフランス寧のルーノレ

袋入じさいして，万屋の労働者，農民にむけ，r諸君の防衛すべき意志，資本

に反して観争すべき意志，労働者のE主権のために，社会主義共和国豆一口ず
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J41台車のために闘争すべき意志を，諸君の政府に抗Lて提起せよ J〉(??J1
ン・ドキュメン) しかし，それほど、重要な戦略九ローガンとして意識されたこ
トJ1， 21頁/

とはなかったように思われる。だが20年代半ば以降は，ヨーロッパの資本家

や知識人のなかにも，r汎ヨーロッパ」がアメリカに抗してヨーロッパが生き

のびるための合言葉として流布されてきた。 26年のコミンテルンの「社会主

義ヨーロッパ合衆国」スローガンは，一面でこうしたブノレジョア陣営の「ヨ

ーロッパ合衆国」の要求に対置するものとして，もう一面で相対的安定期を

めぐるコミンテルン内部の論議をへ.，アメリカの支配に対するヨーロッパ全

労働者の結集という新しい明確な内実をもって，コミンテルンの最も主要な

戦略スローガンとして提起されたものである。

26年の第 6回プレナムのテーゼ〈ジノピ、エフ起草〉はつぎ、のようにいう。

「・・・…ヨーロッバのプロレタリアートおよび各国人民を各国民族資本およ

び北アメリカ資本の躯から解放する一手段として，社会主義ヨーロッパ合衆

国を樹立するとし、う思想、を宣伝するにあたっては，次のごとき考慮を念頭に

おくべきである。 Lヨーロッパ合衆国というスローガンは，各国におけるプ

ロレタリア革命の勝利の結果出現する各社会主義ソヴエト共和国聞の関係を

現わす政治的表現とみなされねばならなし、。 2.このスローガンの意味する，

ヨーロッバ・プロレタリア革命の勝利とは，ヨーロッパ全土においてプロレ

タリアートが同時に勝利を収めることを必要とするものではなくて，プロレ

タリア革命がまず二，三の国においてーーたとえーカ国のみにおいても一一

勝利を収めたのち，漸次その他の諸国に波及するという経過をとる，革命的高

揚の一時期全般と解すべきである 0・・・・・・ソヴエト連邦，被抑圧諸国民およびア

メリカ・プロレタリアートの社会主義中核体と同盟関係を結ぶ社会主義ヨー

ロッパ合衆国なるものは，帝国主義アメリカもこれに対して無力なほどの，強

大な勢力となることだろう……J(前掲「コミンテルン・ドキi
o ...1，ュメントJn， 238~239頁。

これが，社会主義ヨーロッパ合衆国にかんするコミンテノレンのいわば公式

の規定であるが，このスローガンを根拠づけようという観点からの情勢分析

としては，同じ年にベ y パーが書いた論稿「ヨーロッパ合衆国』が，最も本
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格的なもののようで、ある。詳継にわたる紹介はひかえるが，一雷でいうとベ

ヅパーの論織は，アメザカの進出にたいしてイギリス中心の認 -pッパ・ブ

P ッグ形成の鎖向一一割カ/レノ，国速にその政治的表現をみる一ーによって，

資本主義がし、まニ大陣蛍に分化しつつあることを議講しそこから

分析にはいるのであるo.¥，るま双…ロッパの資本主義イデオロ…グが試みてい

る「ヨ… P ッバ合衆繍Jは，アメザカ対 3 …P ッパ， 認{芦ッパ対ソ同盟1，

ソ同盟対アメヲカという三つどもえの対抗を根底においた構想、でーある。われ

われのかかげる 認{ロッパ合衆醤Jは，アメザコちに対する債務国

ブロック，没落しつつあるおーロッパの訪衛的ス口…ガンであり，同時に紫

本家的 f袋一ロッパ合衆霞jに抗して抑j五民族やソ間関との団結てど誰進する

スローカ、γである。したがってそれは，レ…ニンがかつて否定した「ヨーロ

ッパ合衆器jとはまったく異質のもので、ある。

上のきi用で‘もしれるように，ジノビ品ブは r<社会主義ヨ…ロッ

のス口…ガンが，設}ロッバのi可時革命を必要とするものでなく，各国ベつ

べつのブ P レタ担プ革命の総鴻程であることな強襲している。ベッパーも，

;このスロープ'/ンがョ…世ッパ諸閤|簡の対立や発展度のちがし、を否怠ずるもの

でないと強調しているのいずれも，一掻社会主後論との整合性を念鎖におい

ていることは， うたがし、えなし、。だが，たとえばベ γ パーの輸のすじみちを

追ってみれば，イギヲスを主導悶として認…ロッバ宏一括してつかんでアメ

Pカに対綾すると L、う視角がつよいのもまた，否定できないことであるcー

の点で， トp ツキーのつYメジカ・双ーロ yパ議選係論からでる戦略的段翠との

どうなるのか，簡舗のあるところであろう。逆にまた多 a-p，:/パの個

々の紫本主義露iの立場からみて茅アメりカにたいする訪衛的スローガンとし

ての「社会主義ヨ…口ッパ合衆国」をかかげるような条件というものが，い

かなる敵と隷し泳、かなる段階を経砲する先灘間革命の規定を生みだすのか，

…ー当時の先進関の一段構革命唯一諭のなかで，統一戦線戦術の意義や舟容

をめぐる模索が開始せられたのと同じよう

提起が含まれているともいえよう。

ここには新たな問題
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管見のかぎ、り，コミンテルンはそのような問題をまだ明確に意識していな

いし，解明もしていなL、。のみならず，この「社会主義ヨーロッパ合衆国」

スローガンは， 26年にコミンテノレンの最も基本的な戦略スローガンとして提

起されたにもかかわらず¥そのためにし、かなる具体的とりくみが追求されど

うしづ効果をあげたのか，きわめてあいまいであり，総括も修正もなしにコ

ミンテノレンの文書から消えていったという，印象をぬぐえないのである。お

そらくそれは， ドイツ帝国主義の新たなt台頭や，大恐慌による各国の激動→

ヨーロッパ内におけるブロックの鼎立という状況のなかで，それが現実的な

スローガンたりえなくなっていった過程を反映しているであろう(といって

もアメリカ・ヨーロッパ対置の意義が完全に消失したので、ないことは，第 2

次大戦後の状況をみれば明らかである〉。しかしこのスローガンじしんは，各

国資本主義を世界資本主義とし、う有機的全体の環として位置づけながら，そ

の世界資本主義内部の多様性に応じて各地域の状況の独自性を析出し，さら

に各国資本主義のそれぞれ独自の戦略規定を導出する(たとえば敗戦国ドイ

ツにおける「二重のくびき」の意義を洞察する)，という諸側面を合一するた

めの，この時点におけるコミンテルンのひとつの到達点を示すものとしてみ

れば，興味ぶかし、ものに思えるのである。

同

以上で，はなはだ不十分ながら，相対的安定期におけるコミンテノレンの世

界経済論の諸説の吟味を，ひとまず打ち切りたし、。

今日，r経済分析」とし、う言葉が意味する内容からいえば，コミンテルンの

1920年代経済分析は，一見して水準がたかし、と思えるようなものではない。

国家独占資本主義や現代帝国主義をめぐる論議が今日盛んなわりに，コミン

テルンの諸説の検討が(スターリンなどF よって定式化されたものへの正否

以外に〉ほとんど、行なわれないのは，ひとつにはかかる諸説から摂取しうる

ものへの期待が，大きくないからかもしれなし、。私じしん，相対的安定期の
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分析視角をさぐる一環としてコミンテルンの所説を概括しておこうと思いた

ったときに，これほど長くなる論稿を予定していたのではなかった。だが，

本稿のようにごく限られた文献によって限られた論点をとりあげただけでも，

私は予想以上に多くの示唆を得たように思うのである。おそらくはそれは，

なによりもコミンテノレンが相対的安定期と L、う対象じしんのなかにいて，格

闘したことのつよみであろう。

20年代を一貫して全般的危機，過渡期とみていた大方のコミ γ テノレン理論

は， 20年代の経済過程をひとつの理論体系に構築することには，熱心でなか

ったo 彼らの情勢論は対象の変化に牽かれて刻々変化したが，その変化を帝

国主義論の構成の変化や発展として意識する傾向は，つよくなかったのであ

る。両大戦聞の帝国主義論の不毛をみる者は，スターリン独裁とかレーニン

の神格化といった次元の要因を挙げ、るに先立って，まずその点を問題にすべ

きであろう。

したがって私が，ヨミンテノレンの諸説の検討から得た示唆の第 lは，第 1

次大戦までに確立した帝国主義論を，どう引継ぎ，分析に適用し，発展させ

るかと L、う問題にかかわることである。

本稿で述べてきたように，コミンテルンの情勢論は総じて，r帝国主義論」

が論証した世界市場の再分割闘争=戦争の必然性が，いま全世界を全般的危

機に投げこんだというかたちで，いわば「帝国主義論」の論理の終ったとこ

ろから20年代の情況を説く志向がつよし、。同時に，帝国主義段階の段階性の

根拠を，世界市場ないし世界資本主義の形成という点に求め，かかる世界体

系の崩壊に全般的な危機の根源をみていったわけである。この観点を最も徹

底して貫ぬし、たのがトロッキーの所説だったといえようが，コミンテルンの

多くの所説は，相対的安定とL、う情況，一国社会主義論との整合， トロッキ

ー的見地との対決，といった要因にせまられて，情勢論の内容のみならず視

角そのものに，一定の修正をほどこしていったようにみえる。換言すれば，

当時の世界資本主義論的な帝国主義段階認識の，破綻を露呈したということ

になるであろう。



「相対的安定期」の分析視角森 43 (717) 

その場合，やや形式的に対置すれば， レーニン『帝国主義論』の見地をど

う隈取するかという問題に，それは結び、ついてL、く。その点でのコミンテル

ンのレーニン解釈は， (スターリンをはじめとして)いささか恋意的であった

という難をまぬがれないであろう。

レーニンの帝国主義分析の基本的視点は，生産力の発展が資本家的生産様

式に適合しうる段階を突破したとし、う認識のもとで，なおその過大な生産力

を私的な外被でつつみこむ(処理する〉しくみとしての「独占資本」の運動

の洞察である。その点にかんするかぎり， 20年代世界経済は，なによりもこ

のレーニン的見地一一独占資本の存在形態の探求ーーをおしすすめるという

かたちでの分析を必要とするであろう。すでに関説したが，第 1次大戦が帝

国主義的対立の帰結であるというところから，大戦までを古典的あるいは典t

型的な帝国主義の段階と規定し，大戦後の時代をそれと異質なもの，いわば

古典的にたいする変化，付加とし、う面からもっぱら問題にしようとする，今

日わが国に一般にある分析視角は， 20年代の経済分析を実際にやる立場から

は，十分なものでないといわざるをえない。

たしかに，帝国主義段階の(独占資本主義の〉基本的規定は第 1次大戦前

に顕在化したといってよいであろうし，その意味でそれは古典的帝国主義な

どと呼ぶこともできるかもしれなし、。だがこの帝国主義形成期はまた， 19世

紀資本主義に継起したものであるから， 19世紀的な(産業資本的〉資本主義

からの転化とし、う過渡的な性格を多分に含んであらわれる。世界的連関にお

けるあらわれとしては，イギリスのようなかつての中心園が，過大な生産力

を19世紀的蓄積からの根本的転換なしに，むしろ従来の蓄積の延長上に処理

していこうとするのにたいし後発ドイツなどがドラスチックな新たな蓄積

構造をもって追撃，再分割を強制する，といった様相を呈したわけである。

だがこのような世界経済の「指導的先進国」の交替，対抗，牽引などという

事象は，その時代における代表的な資本の運動の具体的なあらわれであるに

しても，そのあらわれを以って帝国主義段階の基準となすわけにはし、かなし、。

そのような19世紀資本主義体制からの過渡的な性格を多分にあらわしながら，
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しかもあくまで根本的には， 19tな紀前な蓄積様式をもってしでは過大となっ

た生産力を処理する新たな磯構としての，独占資本主義への推転をとげてき

たものとみるべきである。

本騒で、紹介したが，ルピンジュタインが fレーニンがみたカルテルはまだ

初議段階のものJだらたといい，カノレデノレの全尚的な開花として20年代情勢

をとらえようとした視角は，一磁の正しさがあると忍はかんがえる。この様

でいえば，大戦前よりもはるかに多数の国民総務が，独自資本主義化への歴史

的過勢を示したことも，またそのことがもっ大設な意義もう しzうttこし、。 こ

の間会事実j二分析の主題からわきへ押しやり， 19投詑資本主義の腰帯をひい

た20世紀初頭の帝悶主義の様相を帝国主幾段箔の絶対的な規定となし体制

鯖矛盾や隠家の役鰯の増大や金本伎からの殻終的離脱といった新たな事象だ

けを基本標識に据えて大戦後のt伎界経済論の体系をつくろうとすることが，

第 1次大戦後の経済分析を帝隈主義論から切断し，誘導実べったり主義

か，あるいは基本標識のあれこれの選択をどめぐる論議を生みだすi京になって

いくのではないかと忠われるの

そのような新しい癒率象そのものも，独占資本の執幼?な遠藤なとおして，

そもそも体系記されなければなら注いものである。その点でいうと，今日わ

れbれの自にしばしばふれる，マノレグス主義の教科審ふう

ける「古典能帝顕主義jの規定の生かしかたにも，大し

お

む

ある。すなわち，それは，冒頭にレーニンIr'帝器主議論Jの l

をかかげ，各標識の阪をおってそれに最新の数値や事例をあてはめくつまり

帝国主義の規定が現在も貫徹していることを立証し)，ついで‘章を改めて，第

1次大殺を境にする全般的怠機の規抱一一社会忠義霞の出現・発展を

帝翻意義的侵略を魁じこめる「平和的共存体制J，民族解敢闘争の荷揚z

狭極化による資本主義の不断の経済矛j詣の深化，等々…ーについて論述して

いくやりかたである。それは事実上，大戦言trの「五つの標識」のくりかえし

と戦後の事象とのつぎ水であり，新しい諸事象会独占資本の運動の分析をと

おしてとらえ体系イじするという接点からは，明らかに不十分なものである。
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こうしみ論述方法は， 1920年代償勢にかんすおコミンデルンの苦結論議のなか

からひとつの方向として全れ， 28年のコミンデルジ綱領における全般的危機

の定式化を絞て， 30年代にほぼ主主藷したように却、われる。

帝国主義段舗の基本的鋭定が第 1次大戦前に鱗夜化した以上，たとえば「五

つの標識-I(あるLサま f独占資本主義腐持しつつある...・..Ji持議員しつつある

…"~Dが，その読の時代の経済分析に有効な基準となることは， うたがえぬ

ところである。だがかかる標識は「独占の存夜形態jであるから，独占資本主

じしん 発展，成熟にともない，新しい諸事象をつつみこんだ標識

として，つねに再構成しなければならないものでもある。コミンテルンの爾

勢設のその点での不一十分きは季資本家的役産様式そのものの内的矛詣から資

本主義崩壊の客説的条件を洞察しようという，ほんらいの主題の，分析にお

ける不明諜ざと関連しているようにも思われるのである。

コミンテノレンの諸設の検言すから得べき示唆の第2は，20年代経済のもつ「戦

の意義と総角にかんすることである。

コミンテルンの初年ft情勢議z 全般的危機議が，当初は「大常国主義被界

戦争の時代J，rブロレタヲア社会主義革命の時t~J といった持代観によるも

ので、あってJ戦後jとしみ観点でなかったことは，すでにみてきた。しかL

コミンテノレン第3回大会における「不安定な;均衡，j認識，例年 F薪しい時期」

の開始，それにつづ<r'相対的安定j論議といった過程で，情勢の「戦後性J

にさまざまの角度から言及がなされるようになっていった。

まず焦点になったのが，戦争によって破裂した世界衰本主義の体

系が再建されたとし、う側聞だったことはラ j務所で、みてきたとごろである。再

じえた理由としては，当初はほぼ政治的な喪服だけでーーすなわち大戦に

よる役界市場の崩壊=体続的危機にさいして資本主義諸医家が一時的に結束

したものとしてー…説明され，経済的には，世界資本主義の有機的統一性は

正常な姿を:再現しえぬものと抱擁された〈それこそが，安定の「格対的jに

さfぬ根本の理由だった弘このような把握は交た，帝障主義設踏とは資本主

義め周期的な恐慌に代わる戦争の必然性とそのくりがえじの時代であり，休
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戦期とは戦争の後始末と新たな戦争の準備期にすぎぬ，とする見解にもつう

じている(そのような見解は，今日の「世界資本主義」論者の一部にもある)。

かかる「戦後性」認識であるかぎり， 20年代の経済成長への洞察は，深化し

えないのが当然で、ある。

そこからすすんで，経済的にも世界資本主義とし、う言葉に相当するような

有機的全体が再建されたとし、う把握がではじめると，そこでの「戦後性」は，

いちじるしくいわば市場論的視角をもって論じられるようになる。その一方

に，ブ、ハーリン的見解があった。彼はマイナスの拡大再生産という観点から，

大戦を世界市場における特異な恐慌 Kriseとして起点におき，それへの継起

として20年代の経済過程を論じる。そう L、う特異性の故に， 20年代は「市場

問題が世界資本主義の中心問題」になったというのである。この見解とは逆

に(ブハーリンはそれをローザ的見地として批判したわけだが)，戦時中の生

産力拡大が戦後に慢性的な設備過剰と過剰生産をうんだという観点から，や

はり市場問題が今日の世界の中心問題になっている，とする「戦後性J理解

も，コミンテ7レンでは有力だったようである。

いずれにしてもそれは，帝国主義論の論理と切離された，20年代情勢論の骨

格をつくりあげるのに，ひと役かったといわねばならなし、。また経済情勢論

と政治情勢論を，前者は景気論的分析(恐J慌の展望)，後者は権力関係の分析

として分断し，かんじんの経済的，政治的，軍事的な世界編成を総括する構図

を構築していけない要因のひとつにもなったと忠われる。かかる市場論的視

角は，それが世界資本主義の有機的体系観のなかからで、たとし、う事情からし

ても，そこに各国独占資本のあらたな運動や再編成という面での「戦後性」を

みる観点は，事実上欠落したのであった。個々の国の独占体のあらたな水準

への洞察のみならず，たとえば，戦後にはじめて国際カルテノレが本格的に族

生し，またアメリカの国際独占体の躍進がみられ，それがまさに世界市場を

特徴づけ，rヨーロッパ対アメリカ」関係を特徴づけているといった面は，世

界市場分析の視角にほとんど入っていなし、。世界市場の問題をもっぱら貿易

における産業面(使用価値的特質〉や資金循環の問題としてとらえ，実現の
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問題として追求してし、く傾向がつよいのである。そのいわば裏がわとして，

一国資本主義を個別に規定する際には，一転しておそろしく原理的な，一国

的発展段階論をもってなすということにもなったようである(それだけを原

因とはできないが〉。個々の発展段階をもっ国民経済の綜合体として世界経済

を表現するときには，不均等発展法則なる既定の用語がやや安易に駆使され

る。つまり世界経済と国民経済とは，そのかぎりではばらばらに説かれ，つ

ぎ木されているだけである。

こうした世界市場論的視角からすれば，社会主義ロシアの存在が世界情勢

におよぼす影響は，視野に入らないか(すなわち経済情勢と分断された政治

情勢としてのみ論ずるか)，あるいは《資本主義世界市場がロシアの離脱で 6

分の lを失なった》ことで世界資本主義の全般的危機の主因になったとする

かのどちらかである(実際，後者の把握はいわゆる「第三期」論以後いちじ

るしく強調されるようになる〉。これも市場論的視角からの情勢論の，欠陥を

露呈したひとつと私はかんがえる。

帝国主義段階における戦争が経済恐慌と別のものでないこと， 20年代の産

業循環の前提条件が経済恐慌でなく世界戦争により創出せられたことは，た

しかに20年代経済分析にあたっての重要な留意点であろう。それはしかし，

20年代経済分析が世界市場論に収数さるべきことを意味するものではなし、。

その点は今日のわが国の研究水準や研究内容にてらしても，今後方法的にい

っそう検討してみる必要がありそうである。

コミンテノレンの諸説の検討からひきだすべき第 3の論点は，1国民経済と世

界経済」の統一的な把握の構図にかんしてである。

19世紀の国際経済が，ある意味では今日以上に緊密な連闘を一面ふくんで

いながら，しかしそのなかから，各国民経済が自立し世界市場を「外的環境」

化する傾向を示したのにたいし， 19~20世紀交いらいの国際経済が，名実と

もに世界経済としての実体を帯びはじめ，ここに「国民経済と世界経済」に

かんする新たな問題を提起するにいたったこと，これは現代帝国主義分析に

おけるひとつの焦点になる論題であろう。そこから，世界資本主義の有機的
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体系を諜畿にする も畿々輩出したわけで、あるo20年代には， レ

よユン蔀，ヅハーリン的j トロッキー的等々の鰭見地がかならずしもその方

相違を顕示せぬままに情勢総を幾諾したが，そこにみられる情勢識の

さまざまな構醤はJ圏民経済と没界経済jという

をもって答えようとしているということもできる。

るニュプンス

晩年のレ…ニシには，彼の f管関主義論J認識に加えて，ヨー口ッパ〈そ

の中の戦勝閣と敗戦闘〉…一革命口ジア一一吋東洋，とL、う世界体系における

の作用と反作用によって資本主義世界体制の発展が完了する，との構

図がえがかれていた。

また，コミンテノレンの相対的安定期論のなかには，世界経演の有機的体系

の鰭壊後の，世界の多様化をとくに強譲し，伎界を多数の領域にグノレープ分

けして示し，そこから 特撤づけをとおこない，あるいはそれら

の総体として(といっても各グ、ノレーヅの羅売におわりがちだったが〉

勢を論ずる額向がつよまった。

あるいは，資本主畿の生産力が今や世界資本主義であることをど援する以ム，

ょの各グループは不断に市場限界に遭還しており，市場合めぐる

が激化せざるをどえないものとみて，そういうかたちで、〈市場開題を然点にし

て〉各撞経済の総和としての世界経済首討論ずる傾向もみられる。

また， レーニン?帝密主義論Jの構成にたちかえり，その構成をなぞりな

がら，あらためて平の各所における独占支配の強化，資本輸出，

の腐持性塁手々に言及し，そこから得分割欝争の激化をあらためて説明してい

くような情勢殺の方向も，必然的に主主じた。

・植民地問題，

義醤内部の階級闘争，敗戦陣〈とくにドイツ〉が負っている特殊な問題な乙

世界情勢の主要な規認簡をたとえば f五つの矛盾」などというふうに整理い

それを紘一した矛盾体系に構成することを試みながらJ帝闘主義戦線の弱い

としての関民経済jをさぐっていく方向も，次第に有力になった。

、アメザカの;台頭が世界経済の様戒を大~く変えた点を最透視じ，それとの
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関係で双…ロッパ資本主義の「特殊的危機Jを認識する，そLて滋{戸ッパ

ーーアメリカーーーアジ?という相笈彊定の全体として世界体系をつかもうと

る構想、もあった。

おなこぐアメリカ拾議会中心におき?ながら，認ーロッパ対ソ j可麗，双…ロ

γ ハ刈アメリカ，認 ~P O/パ対植民地，といった鰯方向を統一してヨ…口ッ

パ資本主義に集中する危機の機議をえが'dtごし，そこから社会主義ヨ{担ツ

パ合衆国なる戦略ス口一ガンを導出する，という方向も生れたおけであるO

これら各々の構欝は，とくにどれが誰の見地を示すものかz きめてしまえ

るもので誌なし、。ある じてスターリン的であり，別の構障はよりト

P ツ~~・ヴァルガ的であり，またブハ…ヲ γ ・ t1 アルガ的であり，…一

々といった寝度のことになるであろう。

それにしても， レ…ニンの?帝国主義論jにおける見地(1独点の主要な形

懇J)をつらぬぎながらかかる世界的な規定際係の構図会えがくことは，↑世界

とっては絶対に必裂なことで、あった。また，各論議費の如上の構障は

どれも事態の全間合捕ま足したとはいえなくても，それぞれ一間合とらえでし、

ることは，否定できないように思うのである。かようにニュアシスのちがう

機関がある以上，今日われわれが初年代の世界経済を分析する;場令にB 上に

示されたような鰭僻1認を総括し，各々に正Lt，、配置を

ひとつの重要な話襟ーになるのではなかろうか。

るとし、うことが，

その点，もうすこしたちいって述べてみたい。~われわれは，相対的安定期

の世界情勢の分析から，世界経済の積極的な槙成要因(したがって世界政治

の主要な規定要国〉として，アメヲカ，ヨ… P 0/パ〈そのうちにおける戦欝

閣と散戦模)，東洋，社会主義ロシア，きど摘出しうるのではないか。その他の

地域(ラテン・アメ翌カ 3 カナダ，中近東‘，アフリカ等々〉拭，上の構成要

因のどれかにとっての重要な綴民地だったり，たとえばアメリカ・イギ1)~

ったりということはあるにせよ，これを20年代世界政治経済の積

極的な構成饗混として，アメリカ， 蕊一口 γパ等々 と主主ベ霊まいたり，1植民地

・新報告書jとして東洋とも一括して示したりすることは，適当でないように
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かんがえる。

そのうちたとえばアメリカは，対ヨーロッパ戦勝国(とくにイギリスを意

識)，対ヨーロッパ敗戦国(ドイツ)，対ソ同盟，対東洋と，さらに従来から自

己の植民地や市場圏でありかっその外延であるラテン・アメリカ，カナダ，

にむけての対外関係をもっている。アメリカ帝国主義とひと口でいっても，

アメリカの経済，政治，軍事などの対外関係の本質と方向は単一ではない。

それは第 2次大戦後の今日でもそうであろう。アメリカが史上最強の中，心国

の地位にあり，資本主義の世界体制がアメリカを中心に放散状の体系にある

ときでさえ，たとえばアメリカの基本戦略を対ソ封じこめ，中国封じこめな

どと規定すればアメリカの世界戦略のすべての方向がそれで一律に説明しう

る，というようなものではなし、。アメリカの各個撃破政策というような言葉

も，それで対ベトナム，対朝鮮，対チリ，対中近東などの戦略すべてを説明

しようというのであれば，アメリカ帝国主義の本質規定にせまる用語にはな

りえないであろう。

おなじことが，ヨーロ γパ資本主義の側からもいえる。ヨーロッパ戦勝国

が，対アメリカ，対敗戦国，対ソ同盟，対東洋(さらに対旧植民地など〉に

もっている経済，政治，軍事関係の諸方向と本質をまずえがきだすことが必

要である。ヨーロッパ敗戦国の対アメリカ，対戦勝国，等々も同様である。

ここからやや図式化していえば，こういうことである。われわれは，アメ

リカ，ヨーロッパ(戦勝国，敗戦国)，ソ同盟，東洋，という 4~5 箇の円と，

その各々の円のすべてを互いに結ぶ線(太い細いのちがし、を含め〉によって，

世界経済のひとつの構図を想定しうる。世界経済の構図といっても，それは

世界政治の基礎を明らかにする限りでの構図であるから，その線が示すのは

単に貿易や資金決済の多寡ではなし、。構図の想定に先だつものは，貿易統計

などの数量の分析だけではないのである。貿易や資金の数量関係を焦点にお

いて構図を作れば，むしろ上に私が示したのとはまったくちがうものになる

だろう。私のいう構図は，数量分析から客観的に導きだされるものではなく，

20年代の世界政治経済の実態を認識したうえで，意図的に構成するものであ
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る。したがって機器iの不轍は，作成衰の実態認識の不十分さ合反映している。

この構図の悶際連濁を示す各線に数龍〈貿易，資金決済，投資など〉をあ

てはめることは，帝国主義世界体鍛~.~討論述するのに必要な伎事ではあるが

Jそれだけが絶対なのではなし、。ここつの円をむずぶ線の太い継い〔規制力の強

い弱い〉は，歴史的関係，培法的近接性，個々の独占体の性格，等々，多くi

の規定閣を現実にもっているからで、あるのソ同捜と飽とを結ぶ線には，とぐ

にその点が慎重まに配意きれなければならないだろう。この線が総じて政治的

性格のつよいものであっても，世界経済の全体系のなかにおける社会五議ロ

シアの存在の意義が，経済的数{成に示される濃度だと拭底いえないので為

る。また，アメリカ・ソ連関係に政治的性絡がつよく，そのことがアメリカ

の対東洋，対宗一世ッパ関係にも彰饗してL、るからといって，アメ 9;;むの対

外政策の基調'a"，たとえば皮共十字率的なものと一律に競悲しえないのも，

も'bろんである。解明さるべき現爽の世界経済ひいては資本主義世界体制は，

そのような複雑多多様なものの総合としてある。

ひと口に先進国といっても，あるいは支援・話属関係といっても，それは

かかる役界的体制jのなかで{機器に位農づけられている。したがって，

「従議j性を，悶家論の鋭域だけで親臨することは不十分である。、

の一国的規定を世界設のなかでおこなわねばならぬ必喜毒性は，第 l次大

戦後，格段につよまったといえよう。今日，ヨ -pッパ，カナダ，日本など

の「霞性と対米i刊誌麗j牲者".，おなじレベノルLレd で

各霞の戦審略書規2諮主せたど導出するニとはでで‘tき?なL、、。そのここ:とが，

にも独特の性格安与えている。その点での20年代の典型鍔はドイツである。

コミンテ/レンはドイツの植民地的従属か帝欝主義復活かの観察をとおして，

ドイツ労鱗:殺の「二議のくびきドイツ・ブルジョブジーと外調平野器主義〉

を強調するにいたったが，しかしそのくびきを断ち切る

けだとしヴ発想、から先にすすむことが (20年代には〉ほとんどなかった。そ

れは統一戦線識の米成熟ともお損ずるであろうの

以上，きわめて大まかにであるが，世界経済論の分析方法にかんする三つ
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の問題点を述べた。 t伎界経済が誠氏経済のような意味の宥機体でなく，しか

も結盟民経済の複合体である以上，世界経済を構成する主裂な国民経済の内

部機浩への澗察当ピ欠いては，その複合体を把握ナることはできなし、しかし

つぎに，その複合体がし、かに復雑，多様なものであっても，ぞれが世界経済

というひとつの構識につながっている以上，多様性を模写しておわるのでは

なく，単一の構図に示す必要がある。さらにその単一の構成体における諸々

の ともどってし、かねばならなし、 の世界経済は，

そのような円環状の認識の成長をとおして，たとえば諸国民経済をつなぐ紐

幸去の内容をいっそう具体的に解明しつつ，世界経済論とし されざるな

えないものであって，あれやこれやの焦点によって全体念総覧できるような

ものではないであろう。

ある意味ではこれは当然のことであり，こと新しい提震‘ではなし、かもしれ

ないかもしれないが，少くとも今日のt股界経済論の諮研究には，上のような

研究方向が明確でないように邸われるのである O 自らの研究にさ虫類の

付すことは必要であるが， ~晃代後罷主義論の最も基本的な枠組をつくり，し

かも世界苓象にたいする最も具・体的な解明言どあたえることを百標とする世界

ょのような方向を不断に志向しなければならたいものであろう o

コミンテルンのさまざまな情勢論は，そのような分析視角が必然であるこ

とを示唆している点で，私には布益でるった。ほかに摂取すべき語論点につ

いては名所で述べたつもりなので，ここにあらためて持挙することはしなし、

(その1)合終え，べつの耳if裁の検討にうつることにしたし、。
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(その 2) 馬場宏二『世界経済・基軸と周辺」

はじめに

宇野弘蔵氏のいわゆる三段階論(原理論，段階論，現状分析)によれば，

段階論をもって規定しうる典型的な帝国主義の時代は第 l次大戦(あるいは

ロシア革命〉をもって終わり，その後の経済分析は，もっぱら現状分析の課

題だということになっている。ではその現状分析は，し、かなる方法，いかな

る体系で、叙述せらるべきかについて，宇野氏じしんには確たる提言がない。

現状分析は「無限に複雑なる具体的な過程を解明しようとする，したがって

また決して完結することのなし、J(宇野『経済学方法}ものだといった説明にと
\論~ 1962年， 62頁j

どまっている。馬場宏二氏も本稿でとりあげる著書で，1誤解をあえて侵す覚

悟でいえば， (宇野〉氏のばあいには，具体的なことなら何を分析しても，現

状分析として等価値だということにもなるJ(盟J賭開云)と書いている。

じっさい，宇野派研究者のあいだでも J具体的に何をどう分析するか」では

解釈や提言がさまざまに分れているようだし，それをまた三段階論全体の方

法論にまでっきつめていった場合，宇野理論にたし、する一定の修正論も生ま

れているようである。

そのなかにあって，第 1次大戦後の世界経済分析については，馬場宏二氏

のシェーマと実証が，宇野理論によるひとつの代表的な所論だとみてよいで

あろう。馬場氏の近著「世界経済・基軸と周辺~ (殺E肱会)は，氏が1962

~71年の10年聞に書いた世界経済関係の論文を集め，各主主の末尾に現時点の

氏の考えの追記を付してなった労作で、ある。

私は本稿で，馬場氏の著書全体にわたる紹介や批評を意図しているわけで

はない。本稿(その1)で， コミンテノレンの世界経済から継ぐべきものを私

なりに整理したが，そこで得た問題関心にひきつけながら，馬場氏の分析視

角の有効性や意義を吟味してみたいと思うのである。以下，氏の著作のなか

で直接1920年代分析にかかわりをもっ，第 1章「世界経済論の対象J，第 3章
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1-1920年と1929年J，第 7章「世界貿易の変貌J，第 8章「アメリカの貿易構造

と変動」が，吟味の主たる対象になるであろう。

1 

馬場氏の著作の第 1章「世界経済の対象」は，宇野弘蔵氏が1950年に発表

した論文「世界経済論の方法と目標」を検討しながら，馬場氏じしんの世界

経済分析の視角を提示したものである。

宇野氏が現状分析の方法について，ほとんど積極的提言をおこなっていな

iいことは，先に述べたとおりでるる。しかし宇野氏の真意が「具体的なこと

なら何を分析しでも，現状分析として等価値だ」というようなものでないこ

iとは，ほとんどうたがし、えない(馬場氏も，上記の文にすぐつづけて「しか

し氏の真意がけっしてそうでないことは，この『焦点』という考え方によっ

て知りうる」と書いている〉。その点で，宇野氏じしんにも模索があったと I~'

l われ，現状分析の視角について 2， 3の仮説が述べられたこともある。その

仮説のひとつがここで扱われている「世界経済論の方法と目標Jである。ま

たこの論稿は，r世界経済論Jとし、う側面からの仮説，提言としては宇野氏の

唯一のものである。

1) ここにとりあげる「世界経済の方法と目標」のほか，宇野氏が「世界』誌1946年

5月号に執筆した「資本主義の組織化と民主主義」という論文も，かかる仮説の

ひとつといえよう。後者の論文の意義を論じた丸のとして，さしあたり『経済セ

ミナーj1974年2月号のシンポジウム (12頁以下〕を参照せよ。また，r氏の経済

政策論・改訂版j(1971年〉の「補記」には，管理通貨制jをはじめ，上の論稿とは

ややちがう焦点が論じられている。

宇野氏のこの論文から，馬場氏は大きく二つの要点、をひきだし，問題にし

ているといえよう。第 1点。宇野氏によると，第 1次大戦後に国際経済関係

は従来とは比較にならぬほど緊密になり，そこに世界経済なる概念もでてき

たが，とはし、え世界経済は国民経済と対比しうるほどには「有機的全体」を

なすものではなし、。したがって，従来の経済学が国民経済学として確立して

きた(そこでは国際経済関係は一国分析の附属物である〉のにたいし，今日，
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「世界的政治活動の物質的基礎を明らかにする」課題をもっ世界経済分析は，

国民経済分析とは焦点を異にする体系をもたねばならなし、。第2点。その世

界経済分析の独自の焦点とは，r世界農業問題」にほかならなし、。この 2点で、

ある。行論の都合上，第 2の点から本稿ではとりあげる。

なぜ世界農業問題が焦点になるのかについて，馬場氏は宇野論文からつぎ

のような読みとりかたをしている。 1，もともと農業は資本主義的経営にと

って適合的な分野ではなく，農工対立は資本主義に一般的な，解決しがたい

難聞をなす。資本主義の内部的矛盾たる階級対立(その根本にある労働力商

品化の矛盾〉にたいして，農業問題はその外部的矛盾である。 2，資本主義

はその農業を，まずイギリスのように資本主義の純化傾向に対応して自国農

業問題を外国に委譲するかたちで処理しついで後発ドイツが自国内に小農

慌存政策をとったのにみられるごとく，金融資本形成に対応して農業問題を

各国別に処理する機構をつくりあげたが，その組織化の限界は次第に農業問

題の世界的連関を生みだした。そして第 1次大戦後に農業問題は，r世界資本

主義そのものの問題」となったのである。 3，世界農業問題とは農業恐慌の

世界的規模での慢性化にほかならなL、。一般恐慌と農業恐慌とはほんらい成

因を異にするものであるのに，大戦後，両者は融合して，世界資本主義の構

造的問題，資本主義の矛盾の総合的表現をなすにいたった(腎;普掲書)。

こうまとめたうえで，馬場氏は，宇野氏の所説につぎのような不十分さがあ

るとし寸。 1，農業はなぜ資本家的生産に適さないのかが説かれていない0

2，農業問題はなぜ資本主義自身の内面的矛盾の外部的なあらわれであるか

が説かれていなし、。そして，もしこの点が十分に説かれていれば 3，資本

主義の内部矛盾の外的表現としての「世界経済論の焦点」は，世界農業問題

だけではなし国際通貨問題にも求められたはずである(時10頁)。

この不十分にたいする馬場氏の修正は，つぎのごとくである。 1，につい

ては，農業生産が必ず生物的過程を媒介すること，別言すれば農産物の消費

は労働力の再生産に最も直接の生物的関連をもっ，という使用価値的特殊性

にもとづく。 2，については，rかような使用価値的特殊性に制約されて，農

業は資本家的生産のいわば外部的限界領域にある部門をなし，その意味で，



56 (730) 経淡学研究 第3与を

現実の経済過程において』主あたかも原理論における労鴇カの再生産にも比す

ベ賊終か釆やのであるJ(守L8双¥.3，については，そもそも「調際通

とは，隣際的信用貨幣たるわレおよびポンドと，世界貨幣たるとの

矛盾にほかならないのであるが，元来，信用貨幣と本来的貨幣との矛賎は，

......労働力高品を根拠とする資本蓄積過載の内的ラヂ賄が，流通路に集約的に

発現する喜怒態なのであJって，その点で世界幾業問題とおなじく資本主義の

内部的矛j需の外的表現としな汁ればならなし、。

宇野理論にたいする私の親解力が，馬場弐には速くおよ 、ことが液々

自覚しつつ，しかし上のような馬場氏の整理が宇野氏の真意に沿ってなされ

ているかどうかに，私はし、ささかの疑問なもつO まず，1もともと幾業は資本

とって滋令的な分!l!fでなしづとL、う宇野氏の合意、は，なにより

も氏の歴史観に根ざしてし、るものであろう。宇野氏が人類史の歴史的形態を

諮る主要な観点はヲいわば共向体的社会一一資本制j社会一一共間体的社会の

献酬，とでもいうべきもの i為抽舗慌た与野烈つ
のように怠われるが，ここで共持体における物賀代議が商品交換の浸透によ

ってその基機をほりくずされ，資本総社会に特有の経済法期が確立する過程

は，具体的には氏のいわゆる経済j泉氏Ij合体現する農業民共関社会が，

分離し，その工業が農業を分解しつづ自らの岳律語な運動傾向を獲得してい

く過程として認識されているといえよう。したがって農業が資本主義的経営

に包摂しきれないということは，資本主畿発展は非資本主義的倣域安とらえ

っくすことができず，そこに資本主義の艶史投も現実に館呈されざるきどえな

いということの s 中心的な内容合なすものとかんがえられる。

しιたがって資本主義にあっては農工対立は歴史的必然であり，またそれ試

金融資本の出現(資本主義隷化傾向の逆転〉にともなって，間有の農業問題

として顕現せざるなえなし、。宇野氏が f幾業問題を解決し得るものが，

主義に代って新なる社会を建設し得るものとなることは，世界的にも明らか

になってきたといえるjというとき，主幹にそれは資本家I:fJ艇営に畿も渡合し

にくいくそう Lヴ使用繍{際的特性をもっ〉産業部門たる農業の鍔題解決とい

う意味でなく，幾工の分裂の紘一をおとなう高次の社会体制の出現を怠議に
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おし、ていると解すべきであろう。馬場氏は「社会主義にとって直接の問題は，

工業の掌握，すなわち生産の軸心から資本形態の外被を剥ぎとることであろ

うJ(官)と述べて，その観，長からも，現状分析論が資本の運動を脇にお

しゃりいわばその裏面たる農業だけに着目することに疑問を呈するのである

が，そのような社会主義観は宇野氏のイメージと必ずしもおたじではないよ

うに思われるのである。

農業問題が「資本主義自身の内面的矛盾の外部的な現われ」だという宇野

氏の合意は，ほんらい的に資本主義的生産方法をもって処理しえない農業を，

しかも資本主義的体制のなかに包摂せねばならぬことの歴史的限界を示すも

のであって，氏にあっては原理論の内部から《内部矛盾の外面化》として導

出せられるようなものではないだろう。馬場氏が，農業問題を「特殊な使用

価値的制約を媒介とした，労働力商品化による資本主義の恨本絹矛盾の外的

表現jと把握し，その意味では「通貨問題も，別の媒介による同じ矛盾の外

的表現といっていいJ(同?頁)というのは，馬場s氏の説にはなっても，宇野氏

の農業問題にかんする提言とは次元が異なるものと解さざるをえなし、。 rc宇

野〉氏がなぜこのこと(農業問題と通貨問題を世界経済論の一対をなす焦点

とすること一森〕にふれなか北のか，全く理解しえないJ¥.I"J弘)とい

うのは，馬場司氏の発想にひきつけすぎたコメン卜ではなかろうか。

同様に，馬場氏が「宇野氏のし、う世界農業間通の経済的内容は，農業恐慌

である J(1喝頁)という意味にも，宇野氏との若干のずれを感ずる。宇野氏

が[世界的政治活動の物質的基礎を明らかに」する世界経済論の焦点として

世界農業問題を提示するとき，氏にあっては「農業開通の解決」が資本主義

にほんらい的な農工対立の止揚であることに対応して，世界農業問題とは，一

般恐慌と農業恐慌との接近，融合によって資本主義的矛盾の極限の表現をな

す問題として認識されていたといえよう。資本家生産の発展じしんが促迫す

る非資本主義領域の矛盾が，恐慌をとおして文字どおり資本主義の内部矛盾

に照応し融合するという観点は，資本主義の歴史にたいする宇野氏の洞見と

切離せないもののように思われる。氏の説く世界農業問題の視界には，その

いわば「政治的内容」としての国際連盟のごとき機関や，民族・植民地問題
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や，後進国革命の現実などが同時に含まれていることは，想像に難くなし、。

これにたいして，馬場氏が「世界農業問題の経済的内容は農業恐慌である」

というときには，事実上これを世界市場論の視角から，市場問題としての農

業問題と読みとり， <<一般恐慌と農業恐慌との融合》を国際農工分業の体系

の形成とその限界の問題として説きだすようにみえるのであるが，どうであ

ろうか。馬場氏が宇野氏の所説を要約して，~農業はもともと資本家的生産

に適しない→それゆえ農業生産は資本主義国外に押しだされがちとなり，外

部的矛盾をなす→そこから，農業恐慌は一般恐慌といちおう独立に世界経済

的関連のもとに発現する→しかも農業恐慌と一般恐慌とは次第に融合する》

(関i士会頁。)という，いいかたにすでに，その視角の相違が示されているよ

うに思えるのである。国際連盟にしても，馬場氏は宇野氏の所論をただちに

国際的な農産物市場の問題解決機関と読みとり，それに対置して，馬場氏じ

しんの世界資本主義論からの主張をおこなっているのではないだろうか。

以上要するに，宇野氏による第 1次大戦後の世界経済論の分析視角を特徴

づけるものは，資本主義の世界経済としてはその焦点が，資本の運動じしん

から積極的に摘出できないことを，むしろ主張しているところにあると私に

は思える。それは，経済政策論(段階論〕の方法と目標からの類推によって

得られたf同書}焦点なのではなく，氏の歴史観からくる「過渡期jの認識
¥ 13頁/

にもとづくものであろう。宇野氏の「経済政策(旧版)j論の結語に注記され

た，r1917年のロシア革命後の世界経済の研究は，資本主義の典型的発展段階

の規定を与える段階よりも，むしろ現状分析としての世界経済の課題ではな

いか」とL寸言葉が，当時の氏の視角を端的に現わしている。いわば社会主

義の初期段階における資本主義世界経済にあたえうるところの消極的規定，

あるいは少なくとも社会主義に対立する資本主義にあたえうる規定を明らか

にする焦点、として，世界農業問題が提示されたのである。

コミンテノレンの所論を検討したこととのつながりでいえば，宇野氏はこう

いうやりかたで，体制間矛盾と資本主義内部の矛盾を統括する視角を示した

といえるであろう。かかる統括の視角を示した代償として，氏は金融資本の運

動を焦点として展開される世界経済論というものを，否認したのである。コ
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ミンテルンの時代にも，むろん方法は異なるとはいえおなじような観点から

の全般的危機論があったこと，それが独占資本の運動のあらたな展開にとも

ない，欠陥を露呈せざるをえなかったこと，などを前稿で、みた。その意味で，

宇野氏の分析視角を，私は少なくとも相対的安定期の分析視角として採りえ

ないとかんがえる。宇野氏じしん，世界農業問題を如上の理由で世界経済論

の焦点とすることについては，必ずしもその後今日まで，積極的であるよう

には思えなし、。たとえば1971年の「経済政策論・改訂版』の補記においては，

むしろ主として管理通貨制が焦点として論じられているようである。だがそ

の管理通貨制の性格も，下これは直ちに社会主義に対するものとはし、えない・・・

• (が).・・金融資本が自ら求めたものともいえなし、」として，資本の運動

を「焦点Jとする現状分析の展開に，そこでも疑義を呈している。世界経済

論の分析の基準を，あくまで社会主義対資本主義という「過渡期Jの規定に

求めようとしているのである。それは「社会主義のインパクト」などという，

資本主義が外部からうける影響を示す言葉よりも，はるかに重い意、味をもっ

ているとみられる。にもかかわらず，そのような世界経済論を具体的にどう

展開すべきかにういては，やはり明快なものが得られないのであるo

馬場氏はこれにたいして，世界経済論がやはり資本の運動を焦点として展

関されるべきものだと主張する 1同青頁)。そういう観点から，1分析の焦点」

として世界農業問題と国際通貨問題の二つを指摘している O 馬場氏はこれを，

宇野氏の提示した世界農業問題に，もうひとつの柱を付加したように叙述し

ているけれども，これまでみてきたように，両者が「焦点」を導出する視角

はまったく異なるものといわなければならなし、。

もちろん相対的安定期の世界経済を，資本の運動を焦点にして分析するこ

とには，私はまったく異存がなし、前稿で、述べたとおりである。しかしなが

ら，馬場氏が「資本主義の内部的矛盾の外部的あらわれ」とし、う根拠によっ

て，世界農業問題と国際通貨問題を「焦点の双極」にすべきことを主張して

いるのだとしたら，その視角は容認しうるであろうか。

もっとも馬場氏が，世界経済論をこの二つの焦点によってくみたてること
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を，どれほどつよく指向しているかは，はっきりしないところがある。氏は

尺宇野}氏の方法をそっくり諾意義ずるとしても，国際通質問題を役界経情論

の焦点から捻外するいわれは何もないJ(芳賀)ことを述べているのであり，

また銘 1次大戦後についての潟場氏の現実認識がこのこつを薩視しているこ

とはわかるけれども，どうしてもこのこつが f双桜」でなければならないと

し寸根拠は拐示していないようにも患える。むしろその点で積極的に主張す

るところは，氏の論文のもうひとつの要点である世界経済と居民経済の具問

にかかわる把養護からの分析視角であろう。

宇野氏は，関際経済関係が大戦後，格段に緊密北して，そこに世界経済な

る援企もでてきたが，しかしそれはなお隣民経済に対比しうるような I~有機

的全体」ではなく，ぞれゆえに世界経済は簡民経済とは異なる独自の分析視

角定要する，と述べるo それにたいして馬場氏は，資本;の連動にとってはそ

もそも，有機的全体をなす関民経済とそうでない位界経済という質的拡別は

ない，あるの立資本の自律的な違憲j菌とその外部にあって資本と関係を結ぶ

非資本主畿釣領域との区111Jだけであヮて，要議境の内と外とのじま7J1jは資本にと

つては租陵(量的〉 いうとし寸立場から， となえ

00 

ここの点，世界漁業掲蕗を吟味するときとちがって，馬場氏ははっきり

足とガ法が呉なることを明脅している。もっとも，たと

民が，欝設経済は r有機部全体Jをなすけれどもj玄界経済はそうはならない，

というとき~，主としてき労動力商品の再生議構造が，闘によって決定的に黙

なることを犠拠としているのは糊料難くないJ(問書頁)というのは，宇野

氏の解釈として潜在得ているのかどうか，必ずしも得心がし、かなし、。むしろ

としての有機的全体性なもつ経済体としては，

を単位として構成しうるに退ぎなかったという

番号23雲)に発しているというガカに宇野氏の家、持っているよう

いぞある。

周知のごとくこれは，今日， よんでいる
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る問題であるの私の組解によれば馬場氏は，資本の運動が創出

するm場開〈非資本家的な外部とのかかわりをかかえこんだ〉宏一貫して経

済学の対象に据え，その運動の歴史的過程における使用輔値的特投〈あるい

は生産力水準の栂違〉を極限ま して得られた緊本運動の内閣を謀理論

として設定し(そこには資本運動の自立性が「外題を予想するJというかた

ちで，最も抽象的に[国家Jが認定される)，つづいてそ与歴史段階の生磁力的

使用{船底的基礎(綿工業部生産力?鉄鋼業部生産力など)の上に再生産過

程全体を鱗成する現実的，具体的資本形態をもって段階論を規定し〈そこで

は，各段階の持生産の編成に必要なかぎりで，資本にたいし相対的独立性を

もっ権力機演としての現実的，具体的説家が動員ぢれQ)，さらにつづいて，

資本の運動がし、っそう発践して世界的再生産の有機的統一性をまずまずつよ

く要議する一方，それな統一性として持続させえない矛盾〈資本主義の内商

龍三子績の外部約な現われ〉が， !投界幾業開題， i溺欝通貨問題，等々として発

現するとかんがえる。この矛患の発E誌の，生産力的，産業構強的，使用憐f産

的など，一切の具体的な擦問を包摂する資本運動の言客様が，世界経済論=現

状分析にほかならない，と説いているようで、あるの

ここでいわゆる世界資本主義論の方法そのものをめぐる論議にたちいる余

いので，罵場氏の所論から，相対的安定期の分析に蕊按かかわる点に

かぎって，いくつか凝問に思うことを述べておきたい。第 lに，世界農業問

題と爵際通貨鰐惑なtJt界経済論の銭点、の下双機Jとする根拠が，なおよくわ

からなし、。このこつが「資本の選動Jの重要警な発現形態であることはわかる

が，なぜこのこっ、ると焦点とするかたちで世界経済論会構成しなければならな

いのかのまたそれ法実際，構成できるか〔誌の著懇では実際には「京極j と

しど構成されていなしう。第 2に，氏のいう「資本の連動jの現実的，具体的

あらわれの議員亦なるものが，再審全体の内容のことを指しているとすれば，

欝襟分業論， t佼界市場識につきているのではないか。ここのこ

とは，資本の運動にとって関境の内と外とが重量的援異にすぎぬという把握が

ら発して，その運動の有機体からはみでてくる「間認Jを役界経済識の焦点
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にするという氏の方法に由来するであろう。しかし私には，氏のいわゆる「

生産の自立性が外囲を予想」してで、きた諸国家を単位とし，複数の資本家的

な再生産圏が互いに絡みあい角逐している総体こそが帝国主義段階の世界経

済の実態なのであり J資本の運動」の追跡は，まずもって諸々の生産圏にお

ける実態と特質を解明し，それが世界的規模でどう運動するかの総体(複合

体〉の把握にすすむことだと，思えるのである。第 3に，氏は原理論，段階

論，現状分析の三段階のおのおのの目標として「恐慌・戦争・革命」の必然

性の解明を設定し，そのために「現状分析は，革命の直接的目標である一国

権力の分析となるはずであろう。このばあいに，資本主義の軍事的・政治的

.経済的世界編成の分析すなわち世界政治経済論がその前提に入らざるをえ

ないJ(同書}とし、ぅ。現状分析を， <<資本の内面的矛盾の外部化を焦点と¥ 22頁/

する世界経済論→世界政治経済論→一国権力の分析》とし、う順序でかんがえ

ているかのごとくである。しかし，馬場氏の世界市場論的な分析が，世界政

治経済論を基礎づけ，さらに一国権力の分析を基礎づけるというイメージは，

正直にいってもちにくし、。事実上，現状分析論においてなお政治情勢論(権

力関係の分析〉からすっかり分断された経済情勢論(恐慌の展望〉の構図が

論題となっているようにみえる。また，世界経済の焦点の「双極jの一方た

る国際通貨問題だけが強調されて，いわゆる国家独占資本主義の標識へとつ

なげられることにもなるのではなかろうか。むしろ世界経済論とは，氏のい

いわゆる世界政治経済論の範曙以外ではありえず，たとえば社会主義体制の

存在なり民族・植民地問題なりをすでに具体的に含んだ世界事象の経済学的

解明にしかなりょうがないのではないか。いずれにしても，馬場氏が「古典

的」帝国主義段階の方法に対置して世界経済論の方法を示した以上，それが

「現代」帝国主義論の方法になるのかあるいはその前提にすぎないのか，も

うすこし明確な提示がほしいところである。

私の疑問をやや抽象的にしか表現できなかったことと，私じしん馬場氏の

所論の真意をとらえきれていない気持があるので，上のまとめは満足のいく

ものではなし、。したがってこの点でのたちいった吟味は，むしろ氏の著書の
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おける， 1920年代の実証的分析に語っておこなうことが，より

的であろうとかんがえる。

2 

馬場氏が20年代批界経済の分析にどのようにとりかかるかを，まず氏の著

書の第?章「佼界驚易の変貌jからみていくのがj験当であろう。

その掌のはじめに，馬場氏は，第 l次世界大戦が控:界資本主義の体識にあ

たえた変質の婆密を，大きくわけで三つに要約できると述べている。すなわ

ち，第 1に，社会主畿ソ速の出現，第2にアメ Pカの始頭，第 3に鑓民地独

立のうどき季である。

この三さつのほかに重要な擦問がないかどうかは別として，この三つが大戦

後の世界経済の構造変化合示す主薬閣であることは，意識的にかんがえて異

ないところである。問題はなしろ，民がこの三要惑な雷頭にあげておき

ながらJ分析Jそのものは第2の要閣〈アメザカの拾頭〉を較にしてしかお

こなっていないところに，まずありそういなある。龍のご要閣については，関

章のむすびにJ第 1次大戦の他の二つの結果についていえば，それらが世界

ことに貿易のあり方を規定しナこ面は直接にはそれほど強くはなし、」

がラ罷按的，潜在的には濃要な原閣になっていた，としづ数行に

わたる説明があるだけであるo これはネに空馬場氏の研究上の鱗約や都合だ

けによるとはし、え察し、。章の議頭に世界資本主義の体制jに変化をどもたらした

あげながら，むすびが上のように書い ということは，氏の研

究の主題や関心がもっぱら「貿易の変貌Jにむけられているからなのである。

氏は， --撃さ閣によって「資本主義のあり方は戦設そうとうな変化を蒙らざ

るをえなかったj といいつつJしかしその(変化の〉中で，密欝経済関係は

右にあげた諸要閣のi作用，なかんずくアメリ

るものであるだけに，あるい意味で最大の変化を滋げた分野であったといって

よいであろう。……そこで本稿では隠際経済が第 1次大戦後どのようなもの
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として形づくられ，いかに運動し，いかなる結果な生んだか念追求してみた

い。……まずここで扱うのは，国際経済中の一分野である貿易，それも主と

して紫易の基磯過程にすぎないJ(偲2畏孔20ω6出 と脅くいο 先には世界政治経済

譲論詰にう先bだつ世界経済論， という氏の構?壊なみたのであるが，ここではさらに，

世界経済吋層際経済叶貿易→その基礎過程ラと Lイ限定が付されているので

ある。研究の過程で対象を限定するのは当然だが，問題は，そのよう

が詞時仁，世界経済論(あるいは現代z帝国主義論)にとってもきわめて照ら

れたことを解明しうるにすぎなL勺点を，明確にすべきことであろう oそ

味で，ネ誌な感想をいえば，島場誌の貿易分析からでた諸論点が，世界経済

についてあ変り多くのこときど主張しときにはあたかもそれが「古典的J帝

主主主義論にかわる現状分析識の枠組な提供するかのごとく鋭かれているとい

う母象を消しがたし、のである。じっさい馬場氏が間警で、示したシ£ーマは，

今日いわゆる宇野派研究者の世界経済論〈世界経済分析〕の基滋をなしてい

るといっても過震でなし、。貿易関係の分析に示されたシェー?を輸にじて，

議題を資本の貸借欝係へ，あるいは資金決済関係へとひろげていくという

究{綴向が，ごくふつうにみられる。必然部にそれは，いわば市場織的視角か

らの没界経済論の体系につながってし、るの

貿易関係の分析から世界経済論ひいて!'i世界政治経済論にすすむためのやi

を需ることができるかの問題もさることながらJ貿易関係の分析jそのもの

が，馬場氏のようなやりかたでよし、かどうかも，ひとつの問題であろう。馬

J主として貿易の基礎泊程jを実託するにすぎないというの℃、あるが，

ここでも J基織過程jの分析から貿易全般についてどれだけのことがし、いう

るのかという，限定が付されなければならないだろう(具体制については後

述する)。氏の分析のすすめ方は，まず世界貿易の欝肉宏教室該部に(趨勢，

品131]，地域別など〉概観し以下その中味をさらに紹分しつつ全体の連舗を

あらわず構盟"a:f乍札それに意味づけを与えていく，としづ方法である。

々の閣の金融資本，独占資本の世界市場における運動，資本主義の経済的，

政治的，軍事的な世界線成，などの偲援からぎゃくに貿易の特費電ピ吟味する
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とし、う視角を欠いては，じつは世界経済論の一環としての貿易分析にはなり

えないのではないか。そもそも宇野浬論における世界経済論(あるいは現状

分析〉というものが，分析の「焦点」の導出過程のみならず，不断の分析そ

れじたいにおいて，一般の近代経済学的手法とどのようにちがうのかを，あ

らためて問うてみたい気持にもなるのである。

ところで馬場氏は，両大戦聞の貿易関係を分析した結果，その基本的な構

造上の特徴は，大戦前にほぼ形成されていたものだったことをみる。その意

味で20年代に「国際経済関係はいちおう旧に復したのであるが，……世界経

済はそれを目指して歩んでいたとはいし、難いような状態にあった」 (E嘉，傍

長は)という。つまり，国際経済関係は旧に復しつつあったが世界経済は旧

に復しえないという「二つの事態の聞のズレをそのままにして再建された世

界経済の構造 (の〉 無理J(事頁)に，氏は世界経済の根本的な問

題をみてとっているように思われる。その「無理を隠蔽する手段がアメリカ

の海外投資」だったというし、し、かたで，氏は貿易→資金決済と投資関係→世

界経済の構造論，への展開を展望しているかのごとくである。そしてこの《

無理な構造》とそれを維持するアメリカ経済の特質(これはのちに検討〉か

らして， 20年代の「安定は相対的安定にとどまらざるをえなかったJ(同書)
¥273頁/

と論ずるのである。

こう整理してくると(この整理が氏の真意に泊わない私の独断でないこと

を願う)，馬場氏が世界経済論にあたえようとする枠組みの構想と私見との相

違は，かなりはっきりしてくる。氏にあるのは，ほぼ一貫して国際分業論の

観点からの相対的安定期論であって，生産過程の再編成や発展への洞察はい

ちじるしく軽視されている。氏は，つぎのようなし、し、方もしている。

r1920年代には世界経済はともあれ順調な発展を示していた。生産の伸

びは好調であり，貿易はそれを上廻って増加してし、た。しかし，すでにの

べたように国際経済関係には重大な不安定要因が含まれており，それと対

応して実際の経済過程もどこかふっ切れない陰を持っていた。具体的にい

えば失業と農業不況の未解消だったといってよいであろうJ(噴頁)。
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馬場氏の著書全体を卒読して，氏が相対的安定期の生産じしんの安定に言

及する仕方は，この引用文にもみられるごとく，はなはだあいまいだといわ

ざるをえない。

「実際の経済過程」が「それと対応してJrふっきれなし、」とは，両者のど

ういう関係を意味するのか。しかも「具体的にいえば」それは失業と農業不

況だというのは，どういうことなのか。

論をもう一歩すすめてみよう。馬場氏は，国際経済関係は旧に復したが世

界経済は旧に復しえないといい，そのズレを問題にする。その場合，世界経

済が旧に復すとは， どういうことか。氏はそれを，n日に復するといえば，当

然かつて世界の中心であったヨーロッパとくにイギリスとドイツが従来の力

をもつことで、なければならないJ(同書}と答えている。
¥ 220頁/

こういう答えは， 20年代経済分析を志す者にたいしては，いささかひとり

よがりではあるまいか。馬場氏は，戦前にも20年代にも「案外変化していな

いJ(明頁)世界貿易構造は，かつてのドイツ・イギリス中心の世界には適

合的だったが，そうでない世界には不適合であると，そもそも前提してかか

っているようにさえ思われる。したがって大戦前の世界経済の矛盾と大戦後

のそれとは，まったくちがう根源から説きおこさなければならないと，きめ

られてしまうのである。

そういう視点で， ドイツ・イギリス中心でなくアメリカという特殊な資本

主義国中心の世界経済になったそのことを，馬場氏は分析の「焦点Jにする。

そういうやりかたで，貿易関係分析から世界経済論へすすむ橋渡しをするの

である。したがって，氏が第 7章冒頭にあげた戦後世界の三つの主要な変化

のうち，rアメリカの拾頭」をのぞく二つが事実上，氏の世界経済論の対象か

ら除外されたのは，いわば当然なのであった。

かくして馬場氏の世界経済論の体系は，中心国アメリカがほぼ一方的な規

定因，他のすべての園は規定されるものとしての国際関係論である。このよ

うな構図は明快であるが，現実の世界経済の複雑，多様なからみあい，r寄木

細工」たる性格の基礎を摘出した明快さになりえないのではないか，第 l次
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大戦前の世界経済会ドイツ・イギ Pスの対抗という酷でみる必袈以上に，大

戦後の撰際連関電ピ，アメリカ，ヨー開ッバ〈戦勝臨と敗戦闘)，ソ同盟，東洋，

などの対抗ゃからみあいの，格段に複雑な関係としてとらえる必要があるの

ではないかといったことを霊たとえば私は，公ミ γテノレンの情勢諭の検討の

うちにすでにみたつもりである。

上のような構密であるために，馬場の著書にはアメジカについて

がかなりのスベ…スを占めている。すなわちそれは，国際機係の唯一の積極

的な想定霞ともいうべぢアメヲカの f特殊性j会折出するためのものである。

そしてそのアメヲカ分析の内容にも，

以下，その点をみよう 0

しえない点がし、くつかある。

20年代の中心醗アメヲカの貿易の特殊設というものを，つ

点にみている。務 U;乙その輸出が多分に後進倒的性格を残している〈完成

品拭総額の半分にも満たず，他のご仁換闇に比べて第 1 の上七率がし、ちじ

るしく高い〉。第 2に，貿易はニ議構造的性格がつよい〈対ヨ-1'1ッパでは後

進盟会守性絡，対後進E誌では先議閥的性格〉。第 3に，アメザカ経済の貿易依存

度はいちじるしく低L、。すなわち他国にくらべて、すぐれて自給!1Jでるりを!

的である。第 4に，アメリカの貿易収支が出超で、ある。これは先進工芸長習と

して，また僚機関としては戦前のイギジス， ドイツなどと進であり，変則的

な型である (gfL2矧)。
この特殊性はs 没界貿易においてつぎのような意、殺をもってあらわれるの

第 1に，上にあげたアメザカ貿易の裂の諸特翼は，戦前と戦後で基本的に変

化していなし、だが他方で，アメザカは世界経演の中，むへ去を場したのである

から，この史的構造と佼界的地位とのズレこそが，事態念特殊にしたのであ

る。第 2に，そのズ ，換言すればわし潤鎖としてあらわれたの

貿易の出趨が対外部におよぽ ざらにそれを緩和する

資本輸描がそもそもアメザカ側からすれば必然教が乏しいうえに，結局アメ

リカに金偏在が累増する鵡向をつよめさせた，というようなことが指擁され

る。第 3にf政策罷でもアメリカは揖劣であった。医家主義的額向がつよく，
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世界の中心となった力と地位を自覚しない，事態を麗苦Lさせるばかりのもの

が多かったJ(向警察 〕
\235~238J幻。

馬場氏の著警におけるアメジカ貿易論のすべてが，ほぼ上の構成のなかで

展開されているといってよいであろう。したがって，その各論点について，

以下， IfA見をのべてみたい。第 1に，アメリカの輸出が後護国民投格ヲピ残し

ていたという点について。初年代，たしかにアメヲカは，食穣，原料輸出が

全輸出の 4， 5 割~占め，完成品を上回っている。当待， ドイツ，イギヲス

が輸出の措定 7，8割を完成品輪出で占めていたのとは大きなちがし、である。

しかし，これを「後進国的性絡」と称ずることに，どういう意味があるだろ

うか。馬場氏の方法からいっても，世界経済とLづ有機的体系における障

の貿易のありかたな，先悲観的，後進霞的と呼んだり，アメザコむを「後進幾

業輸出~J と呼ぶのは，不適当で誌なかろうか。とりわけアメ予カ農産物の

19世需品、らいのヨ…ロ γ パへの進出は，単に先進工業国にたいする後進閣の

農業的対応とL寸以上に，世界経済に積極的な意義をもったはずである。 19

世紀，海をへだでた若々しいアメヲカの曜進がヨー開ッパにあたえた脅威と

は，工業的なものよりむしろ農e幾のヨーロッパ席捲であった。そのような性

格をのこして帝酪主義段階にはし、ったということは，後進国的というよりむ

しろまさにアメリカの特殊性であろう。 20年代幾業不況を役界経済識の論題

場合にも，このアメザカ農業の特殊性は看過しえぬ要紫であろう。こ

の時期に完成品輸出の比率が上昇し農産物輸出の比率が低下したということ

を，単にプメリカ貿易の後進額的性格からの脱却とみるだけでなく，世界農

産物市場の停滞やプメザカ農産物の輸出伶びなやみ〈競争条件の低下会合む〉

の反映としても，把揮しなければならないので、はないだろうか。

第 2に，貿易のこ二重機浩部数格について。私莞によれば，こういう構造的

るところに，貿易統計だけから推論することの限界があらわれてい

る。こういう務理をしたところで，アメリカの対ヨ… P ッパ支配の性格はでて

くるはずもなく，結局，ズレの間観に矯鷲させることになるのである。もし貿

易だけ合弱離すのでなしに，資本投資のうごされ商品輸出と資本投資との関
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連の有無，独占体のうどきや志向，などを併せてアメリカの対外経済関係の

方向や構造をとらえようとするなら，先進国的(対後進国〉と後進国的(対

ヨーロッパ〕の二重構造と L、う把握よりも，アメリカの対ヨーロッパ，対ラ

テン・アメリカ，対カナダ，対アジアという四方向に，かなり明瞭な質のち

がし、があるとし、う把握の方が，はるかに世界経済論にとって有益だというこ

とがわかるだろう。じつは貿易だけの中味にも，そのちがし、が内包されてい

るはずなのである。また，馬場氏のいう二重構造というだけなら，当時の日

本にもおなじ構造をみることになり，両国の二重構造なるものの本質的相違

がぽかされてしまうのではないか。

第 3に，貿易依存度がひくいという問題。これは馬場氏の著書の各所で強

調されている。そして，それが貿易のみならずアメリカ経済の対外依存のひ

くいことに Lばしば置き換えられているようにみえる。たしかに貿易依存

の低位がアメリカ資本主義の重要なー特徴であることは，否定しえなし、。し

かし，その指摘だけでは不十分だと思うのである。たとえば，貿易依存度が

低いといい，自給自足的傾向がつよまっているとし、L、ながら，同時にこの時

期がアメリカ経済の「空洞化」の開始期であるとし寸事実，アメリカ企業の

多国籍企業化が(ヨーロッパの国際カルテルの本格的結成にも対応しながら〉

いちじるしくすすんだ事実などは，対外経済関係に欠かせない論点である。

20年代の中心的な成長産業である石油，公益，自動車などの対外依存度が工

業では最もたかく，なかでもたとえば石油の最大企業ニュージャージー・ス

タンダード(ロ y クフエラー資本〉が原油の 4~5 割を輸入，ガソリン生産

の3割以上を輸出したといった事実は，やはり軽視しえないであろう。ロッ

クフエラーとならぶ資本集団モノレガンが，投資銀行と公益事業を中心にいち

じるしく国際企業的な活動をおこなったことも，この時期の特徴である。貿

易の多寡は自給性の度合いだけでなく，外国に自国よりも有利な市場が現存

するかどうか，またとくに帝国主義段階にはその国の金融資本の組織性や国

家権力の利用の仕方などによって，大きな影響をうけるのである。

第4vこ，したがって，[こうしたアメリカ貿易の性格自体は戦前と戦後とで
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そう変ってはいないJ(司君主l)という論述には，疑問がある。「こうした

性格」というのは，この節の冒頭に紹介した四点なのであるが，馬場氏は事

実上それを「アメリカ貿易の性格」とし、L、かえ，したがって「変った」のはもっ

ぱら世界的地位の上昇(中心国へ〉とのズレの方だということにするのである。

しかしじつは，アメリカ貿易の性格じたいが，戦前と戦後とでかなり顕著な重

要な変化を遂げたといわねばならなし、。思いつくままに挙げても，貿易の諸

方向の質の変化(たとえば戦前のラテン・アメリカはなお主としてヨーロッ

パの植民地だった)，商品輸出入と資本輸出との内面的関連の変化，代表的独

占体の国際的な運動とのかかわり，たとえば「石油帝国主義」と称せられた

ような犠烈な海外資源争奪(当時それはかならずしも貿易額の多寡としてあ

らわれないが国際政局には重要な要因になった)，カナダのようにアメリカ市

場の外延というかたちでのアメリカ商品の氾濫，等々が，貿易の変化の中味

として考察されなければならないだろう。馬場氏には貿易統計の分析の過程

で，工業輸出の大宗が圏内的大工業部門の商品であるとか，新興産業部門の

貿易依存度が相対的にたかいとかいった指摘がないわけでないが(Efim頁)
それを独占体の行動や貿易の質的変化の問題とかかわらせてみる視角はなく，

単に貿易依存度の低位と L、う基調のなかでの若干の特徴として挙げるにすぎ

ない。

第 5に，これも第 3，第 4とおなじことだが，馬場氏がアメリカの資本輸

出入を貿易と関連させるやりかたが，もつばら国際的資金決済機構の保持と

いう面からだけであることにも，疑問がある。帝国主義論の基礎をあたえる

べき資本輸出の分析視角を念頭におきながら読めば、なおさらである。

第 6に，馬場氏が「政策面でもアメリカは拙劣であった。国家主義的傾向

がつよく，……」というくだりは，むしろ私は逆の理解をしている。すなわ

ちアメリカ経済が他国にみられない圏内の地域的，分散的性格をのこしてお

り，連邦の権力や国境が帝国主義段階にふさわしい強化を伴なわず，その対

外政策が「国家的利益」に統括されにくいと L、う特徴の方を強調したいので

ある。とりわけ20年代は，独占資本の「自由放任」時代であり，それが地域
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調議機関たる罷絡が濃い連邦議会の造:向とあいまって，対外政策の

多様性や文詑資本ごと，進出方向ごとのちがし、を劫長したのである。数策慣

の拙劣さ?として挟るものは，対外依存度が低いがゆえの然関心や巧拙や爵家

主義の関連語でなく，むしろ金融資本の…簡的規模の組織性の欠如，独占体に

とって悶境の意、義の小さいこと，したがって対外的行動の分散性や無致府性，

絶対的に有料な岡龍環境のもとでしかし酒家資本による外E雲市場審議拓の

いもない，といったアメ Pカ資本主義の特性の皮映として，理解すべきこと

のように思う。また，貿易統計にあらわれる低い紫易依存度そのものも，か

かる特性を背景においていることを，忘れてはならないであろう o

以上のにつき，設葉の造りない点、はのちに本稿〈その 3)でおぎなう

こと合予漉しておき，私弘馬場氏の月号諭にたいする議開や不満をこうして列

したうえでつづめていえば，やはり氏の分折が貿易統計による数議分析に

ほぼ終始ししかもそこから逸大の給総をひきだしているのではないかをと

いうことにまとまりそうである。そしてそのことが，研究上の一階梯として

て、なしに，氏の世界級済論における市場論的視角とでもいうべきものに諜源

するという印象を，ぬぐい難いので、ある。

これまでにみた馬場誌の所論は，アメザカの，紫易聞におらわれた特殊性

った。氏の著欝には，そこからさらに初年代アメリ カ経済の向田にたち

いって論じた議文がひとつ収録されている。;司書第 3主診の11920年と1929年」

がそれであるO もっともこの主主拭，アメリカ経済の分析を議接の自標にして

のではなく，関家独占資本主義の成立の契機をさぐる目的で警かれ

た。だが内容はすべて， 20年代アメジカ経済についての論究である。この主主

については，罵場氏じしんが 1:本械のiiでは成功しているとはいえなLづ

l向島)と追記しているがきとはいえ，市場論的糊によりながら，例代

アメリカ経済の特殊性→大恐慌→世界恐競→悶家独占資本主義，という

で、論述している点においては， と異なるところはない。

この家の第一節の表題はf戦時ブ…ムの特費jとなっている。そこでは20年

代経済がし、かなる雷、味で「戦後jだったかを知るための考察がラ主題だとい
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ってよい。その 馬場氏の見解に，;fLは大きく二つの疑隣を感、じている。

ひとつは，氏がアメワカの戦時ブ…ムを，r原理論的な景気変動にかなり近い

局留J(岡弘)とみていることである。すなわち，戦時における生産力の限

こえた需要の拡大→信用インブレ，労働力の結洛・労賃の議、昇，科i関率

低下→過剰資本の発生，という氏の恐慌論三ノェー吋が?ほぼその支ま該当し

たというのである。これは患の乏しい知織をもってしても，かなり事実とち

がうように思うのである。まず， 1915~17年の繋要の拡大テンポと，しかも

いちじるしい部門関不均衡(軍需繍連部門の急停と民謡抑銅1])と

は，アメヲカ経済にとって f呉常」な事態であったが，参戦(17年4月〉前

のアメリカ金融資本の対応、はきわめて非組織的であり，そのためじつに多く

の欠陥を露呈した。基礎資材の開発のおくれ，広大なアメ Fカ大|綾の内部で

の運輸能力の決定的な不足，議点生産への翠分の混乱等々，戦時統制経済の欠

落からくる不均衡や混乱はわずか 2年あまりで生産上昇に限界をもたらし，

頭打ちどころか生産減速を強いたのである。この過程での顕著な特徴はした

がって，生産のうどきのはなはだしい部門部・企業部不場等であり，一様な

r;検への拡大Jでなし、。労蓄電上昇による科務圧力が中心問題だったとも患え

ない。支た，この時期に尻上りに大規模な設備投資計謡が実施に移されはじ

め，ぞれがまだ戦時中には現実の生産力として発現しないで戦後に発現する

という問題もある。いずれにしても，馬場氏のいう理論的に正常な上昇局間

とは溺悲し、L、えないであろう。

もうひとつは，馬場氏が仁戦時ブームは，独占体制のもとで生じたもので

あるとはいえ，景気弱体の性格に与えた独自の影響は，むしろ消緩的なもの

だったJ(噌頁)といっている点に関してである。馬場氏はここで「景気自

体の性格に与えた独点の影響」と限定しているとはいえ，だがその章の

3章)主題闘体が20年代の f景気の性格をJ扱うことになっているわけだか

ら，結路，(爵家独占資本主義の契機たる〉大恐誕の発生の研究から独占の研

究を除外することになりかねなし、。実際，氏のその後の叙述は，市場と産業

構造の変化に焦点があっ変り，独自体の選議への考察がないのである。
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私見によれば，この戦時ブームとアメリカ独占体とのかかわりは， 20年代

経済の「戦後性」の最も重要な要因をなす。大戦直前のアメリカ独占企業は，

反トラスト運動に押されて史上最もきびしい制約下におかれていた。それが

大戦勃発，軍需ブーム y 増産要請によって一転して自由放任を享受し， 20年

代の黄金時代へとヲ|継し、でいくのである。また二の戦時ブームのひとつの特

徴は，既成の支配的独占体が総じて保守的に対応したのにたいし，二流以下

の企業が投機ふくみできわめて活発な拡張と増産を遂行したことにある。そ

のことは大企業の価格支配力をゆるがし，生産シェアの顕著な低下をもたら

し，戦後の新たな競争条件，独占再編成の条件を醸成した。他方，支配的企

業の方では(前述の〉部門別不均衡の損費を避けるべく，いわゆる「統合-企

業化」に大きな努力をはらっており，それがこの時期およびその後の独占体

の蓄積をひとつ特徴づけていく。またそのことによって，彼らは生産のシェ

アでは後退しでも利潤のシェアはむしろ上昇するという特性をさえ示したの

である。こうした蓄積のパターンが，いわゆる自己金融化現象ともつながり

があることはし、うまでもなし、。さらに，大戦をほぼ境とする「新興産業部門」

の拾頭に既存の独占体がどう対応したかという問題も， 20年代の蓄積過程を

展望しつつ大戦下の経済た考察するさいに，欠かせない論題である。

「戦時ブームの特質」とし、う表題で、馬場氏が述べたことに二つの疑問を呈

したが，この二つはどちらも，馬場氏の20年代分析の基本的な観点に直接つ

ながっているという点で，かなり大きな問題点のように思えるのである。し

たがってこの二点は，このあとの氏の叙述を吟味する際に，何度も問題にし

なければならないだろう。

馬場氏の第 3章第2節はrI920年恐慌の意義」と題しである。ここでは1920

年後半~21年の戦後恐慌の原因を，やはり原理論的な景気循環の恐慌局面と

して説明しうるという叙述からはじまる。前述のごとく，その点はただちに

首肯しえなし、。ところで氏は，そこから一転して，この戦後恐慌から回復以

後の景気過程は，まったく原理から遠い特殊なものだというのである。

それはニういうことである。「戦後恐慌は，繰延べ需要と復興需要という，
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いずれも大戦の結果生じた需要，なかんずく前者に支えられて回復すること

となったJrそこには次のような問題が含まれていた。すなわち元来資本主義

は，その外部に，いわば再生産外需要とでも呼ばるべきものを前提すること

によってのみ，恐慌から回復しうるものである。…一'l、し、かえれば，資本主

義の外延的拡大を媒介にしてのみ，恐慌は『自動回復』をなしえたのである。

帝国主義段階に入れば，この過程がそのまま現われはしないのはとうぜんで

あるが，しかしダムピングや資本輸出は，その変形された形態にほかならず，

……Jrしかるに，大戦後は，そうした形で、の底支え要因は存在すべくもなか

った。第 1次大戦自体が，むしろそうした過剰資本処理機構の消滅の論理的

帰結なのであった。Jr戦後恐慌の『自動回復』過程は，資本主義が自律的に

形成しうる底支え要因を欠いていた。戦時需要の，いわば偶然の残存が，そ

れに代行したにすぎない。・・・・このような戦後恐慌の『自動回復」が， 20年

代の『繁栄』の性格を規定し，ひいては， 29年恐慌の深さを規定するJ(摂
73頁)。

まず，恐慌からの回復は，原理的に再生産外需要なしにありえないとする

説を，私は理解できなし、。これは馬場氏の「世界資本主義」論に由来する見解

であろう。つぎに，ダムピングや資本輸出がその変形された形態だというな

ら，それが大戦後になぜ消滅したといえるのか「第 1次大戦自体が・・・…そう

した過剰資本処理機構の消滅の論理的帰結」だったとしても，それが大戦後

にもう一度現われないとする証拠は述べてないのではないか。氏はこういう

書きかたで，大戦をもっぱら市場問題という角度から規定し，またダムピン

グや資本輸出の根底にある独占資本の蓄積の問題を， 20年代分析の射程の外

においてしまうのではないだろうか。

上の引用で最も事実から遠いと思われるのは，r戦時需要のいわば偶然の残

存」が， 20年恐慌からの回復を， 20年代の繁栄の性格を，ひいては29年恐慌

の深さを規定する，というくだりである。戦後恐慌からの回復に，公債償還

にともなう繰延べ需要や復興需要といった「戦後性」があったことはそのと

おりであろうが，それだけ(しかも復興需要は事実上はぶいて繰延べ需要だ
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け)で部復を税務し，ひいては20年代繁栄の註絡を規定しようというのは，な

んといっても無茶である。不徹鼠ながら龍鏡破壊がなされ，不徹底ながら新

たな競争条件が生れ，大戦ブームいらいの独占支湿の体制の数揺と再編成〔企

業集中運動〉がみられ，大戦いらいの標準11:.，無駄排除，

にのっとった合理化投資が開始する，等々の要閣を欠いて，20年1t前半の回復

な説明することができなし、。その諸要国の不徹底i設こそが20年代の繁栄の限

界の聞をなしたといえよう。馬場氏のような「偶然の鶏存j説は結馬，独占

というものが一品確立してしまうと，もはやそれ自身で蓄積の新た

し，投資が投資を呼び，生霊堂カをたかめ，景気を主導する ζ

とはありえないとみる したがって景気の要因を基本的に外到にみる

ぬきがたい観念品かかわっているのではないだろうか。われわれはむしろそ

の内国の f不徹寵投Jを，分析の焦点とすべきだと思うのである。

つづいて鱗 3節は，繁栄の10年鰐Jの構造」である。この節でまず開題

になる叙述は，馬場氏が「繁栄j という カッコつきで用いる，

る。すなわち足は，繁栄の10年開」は，実は不況的様相を:色濃くま

とった拡大の期間であり，むしろ前識に戦後志協からの罰復過程を，後端に

株式ブ…ムにひきずられた特殊な拡大を随伴した，停滞の時伐と考えること

さえできる性格をもっていたj(肉弘)と勢く。

紫栄恭講で、はなくむしろ停滞基調だとみる夜接の斑拠は， GNP成長率が

そうたかくないこと，設構埼加は「そうむやみに早いテムポではないし，完

余操業とし、うわけでもなしづこと，失業率がかなりたかかったこと，

罪判であったこと，農業・中小企業などが畏般的な不況状態にあったこと，で

ある(間売頁)。この倍々の「震拠jの読みとりかたに私として

るが，それは措くとしても，ここに挙げられた諸傾向は，独占資本主

義下の経済成長にかなり一般的にみられる領舟℃あって事これをもって

詩替の時代」だとするのはなんとしてもし決、すぎである。「繁栄」をカッコつき

で使うのなら，その合意、はなによりも， 20年1tが独占体にとっての未曾有の

繁栄時代であり黄金時代であったことでなければならないだろう。
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において然り〈習際的糠位性，多額籍企業主↓三の羅道主)，国内における f自

由設を」において然りく資本黍中，高{硝耕地、食理化の接選，投機，非

独点部門の収奪メカュ〆ム等々の全議的開花〕である。独自体;にとっての明

確な繁栄墓謁が，一国経済全体には不徹底な「繁栄jをもたらずにす

またそのことが大?診療の成問念特徴づけることにもなるという f証拠Jとし

て，馬場氏の上の指標は用いらるべきであった。

馬場誌のかかる認識はむろん，前節の f戦時需要の偶然の残存j以外に景

る内在力がない，という懇識さ旨引継いだものであるO そして

氏は舎もはや資本の自生的な運動としては永遠の停滞基調になること

したうえで， 20年代の好況現象は「戦時襟要の残存が，主として樹久消費財

となって発動する過程をh としてj現出したと述べるのである(理L
かくして以後の馬場氏の叙述は，もっぱら耐久裕費財政業とくに自動車産

業の動向にむけられる。そして，①大戦を境とする「鉄鋼業から白

へ」とL寸転換は，かつての線工業→鉄鋼業の転換とはちがし、

車車部門とナるような生産力水怒に上のせされた，部分的な発践にすぎJなか

った，窃自動車などの生産性上芥は労i動力の備f直決定に大きな意味合もちえ

ないから，新たな剰余{筒{底形成→全般的・本格的景気上昇の起動力になりに

くい，@耐久消費財需要は消聾者のl後好によってさと右されるところから，全

経済~不安定なものにする傾向をもっ，舎かつての鉄鱗業をや心とする独点

体=金議室資本は，資本主義がまだアロンディアを地球上にもっていたことを

前提にして，生産鍛Ij~設・高位安1定価格，生後力のなしくずし上昇，ダムピン

グ・資本輸賂，などによって，1E:iらの生みだナ過剰資本をど処混しつつ安定部

な発繰をなしうる機構を作りだLてし、t-':oJそうし、う前提や条件を欠いた部長f-'.

f去には，いわばそれに代わるものとして本来不安定な性格をもっ耐久消紫財

産業を輸とする蓄積機構を作らざるをえなかったのだ， @i新たな産業構造

は，新たな独占体昔話を必要とする。 20年代の合持運動は，そのためのもので

あった。」その結果としての独占部務の設定が，需要の拡大さと制限し，ひいて

と投資きといっそう?錯誤するように作用した，などと述べていく
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る。

そしてJかくして，戦時零要の偶然的残存をとらえて持燥し，

部門にまでのしょった，自動車.を代表とする耐久消費財援護法，戦時需要の

残存分を急速にくいつぶしつつ，それき旨補うべき新たな欝華客宏再生産しない

ま支にいっそうの拡大を示し，20年代には，泊費者信用による需襲の先取りを

通じてかろうじてその過剰能力を処理していたが，それにもかかわらず，i1:l

車産業においても，設備過麗はもはや明由化しつつあったοそして議務処理機

間待が完成lしうる条件をまだ備えていない以上， 20年代末における過熱j生

産誌の減量は必然であったJof'ここにさえ過剰が現われたということは，

最後の支柱を失ったことを物語るj

20年代7メリカの f繁栄」現象の根拠をただ耐久消蓄を財産業の勃興だけに

みること，その他を合む産業構議全体の動向きどむしろ停滞慕調という侭!から

ること，耐久消費立さなかんずく自動車が揺民生活にもつ特殊性から好

認の「不安定j殺を説こうとする みられるようにこれらが馬場氏の20

年代アメヲカ経済論を特徴づけていると断ぜざるをえなL、。そしてこれらは，

彩、見と決定的に異なる理解である。「経済学の分析が例よりも資本の運動から

始めらるべきものであるJ¥岡弘)という意味は，帝認主義段階の支配資本

じしんなまずもって執助に追鯵するところから始めらるべ

きことを指すのではなしゅ、「使用倣龍的特殊性を，あるばあいにはその個別

性をト具体的な契機として内包する経済学的認識J(吟頁)とは，このよ

うな「資本の運動Jの議欝からでてくるものであって，その進ではないであ

ろう O この点にかんするたちいった批評をなし，私見を述べるということは，

それだけで、長大な論稿を必要とするので，広としては機会合あらためで本語

の〈その 3)モ試みたい。なお馬場氏の著書の第 3家は，以上の第3節につ

づいて綴 4節凡929年の『自動崩壊jJをど論じており，それは必然的に

鉄鍛業を基数として成立した独占体綴!の上に，離久消費財

として艶置Lしかも耐久消稜財産業自体にも独占な形成

るようなものだったのであるが，かかる20年代の蓄積の性格は，ひとたび
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強い景気後退がはじまれば，それを自動的にとめることはほとんどできず無

限の縮小過程に陥らざるをえないようなものなのであったJ(同書}といっ
¥ 89頁/

た論述になっている点で，これまた首肯しえぬ部分が少なくないのであるが，

分析視角におのる私見との相違はほぼ明らかになったように思うので，以後

については割愛Ltこい。

私の理解によれば，馬場氏の著書『世界経済・基軸と周辺』における1920

'年代世界経済論は，世界経済→国際経済→貿易関係→中心国アメリカの特殊

性→大戦の「偶然の残存Jにもとづく耐久消費財主導の「繁栄」の仮象，と

いうコースをたどって，世界経済の輪郭とそれを規定する要因をえがきだし

たことを特徴とする。その根底には，世界資本主義論→世界市場論→その基

軸的再生産圏アメリカ，という氏の視角がある。本稿で私は，そのような視

角にもとづく 20年代世界経済論は，一見いかに明快で論理的整合性をもって

いても，実は複雑でダイナミックな現代資本主義像を正確に把握する明快さ

になりえないのではなし、かということを，各論点にわたって述べたつもりで

あるc 馬場氏の真意、をゆがめないよう努めたつもりではあるが.勝手な裁断

を犯している部分があるとすれば，氏の宥恕をねがうしかなし、。また最後に

なってしまったが，本稿では多くの批判を述べたとはいえ，氏の著書から私

が得た有益な示唆はけっして少なくないことも記すのが公平であろう。私と

しては，以上のような検討をとおしてあらためて，私じしんがとりくもうと

している世界経済論のむずかしさを知った思いである。


