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経済学研究 51-3
北海道大学 2001.12 

ステイトとネイション (6)*
一一近代田民国家と世界経済の政治経済学

佐々木隆生

第 I部 リヴァイアサンと市民社会

!3 8.国家システムと盟際社会

国民的緩済政策の射穏と国際公共財

中世的普遍性に代わって生まれた世界市場は

自由貿易主義などの主張に見られる肯定面と毘

有の緊張関係にみられる否定面を伴う。国家の

みが権力を集中・系列化する時代には，国家は

このような緊張に対して経済高権の執行に始ま

る市場への悶家介入を様々な形態で行ってきた。

国家は国民的経済体系を創出するとともに，対

内経済政策と対外政策をもって世界市場と盟民

的経済体系の関係を調整する努力を重ねてきた

のである。対外政策について言えば，価格安定

と完全麗用というマクロ経済的均衡の達成から

近代化・工業化など経済構造の変革までの種々

の目標に対応して，関税政策，輸入割当政策，

特車制震など様々な貿易政策・制震や，為替管

理や承認制度などによる資本移動規制，あるい

*本論文の后次

はじめに

第 I部 リヴァイアサンと市民社会

e1.国民国家の税神話イヒ

e 2.国家の歴史的母給，あるいは!日き市民社会

e 3.国家と社会の分裂，あるいは国家の疎外

e 4. 市場社会としての市災社会と留家

e 5.政治社会としての市民社会の復権

e 6.諸国家の体系と普遍的市場事士会

e 7.国民経済と世界市場(以上前号〕

e 8.国家システムと国際社会

第n部 ジクラトの崩壊の後に(以下次号)

第E部世界経済とステイト・システムの浸食

は逆に税制措置を通じる資本誘致政策，多様な

為替政策などが実践されてきた。だが， ここで

次の疑問が生じる O 国民的諸政策が有効な範屈

というものが確かに存在するとしても，世界市

場の緊張から生じた諸問題を国家は自己が自律

的に決定する国民的諸政策によってどこまで解

決しうるのであろうか。

もし，鋼々の由民国家が，それぞれの「国益

national interestJを「国家理性Jにしたがっ

た国民的諸政策を通じて追求し，その結果，最

適な解を他に独立して得ることが可能となるな

らば，あるいはまた諸国家の採用する国民的諸

政策の相互作用が「見えざる手jによってグロー

パルにも国民的にも最適な解へと諸国民を導く

ならば，緊張関孫や矛語の解決はそれぞれの関

民国家に委ねても構わないであろう O 事実，そ

のような考え方は国家主権や国民的自決 (na-

tional self-determinant)のような政治的概念

と結合して現実世界の中で一つの勢力をなして

きた。ことに左右両極のイデオロギーは，自国

の政策を罰際的諮整に委ねることを嫌い，独立

して「国益Jを追求することを好む傾向をもっ。

だが，イデオロギー的に国民国家の自律と自立

を謡うことがし、くら容易で、あるとしても，理論

的にそうした結論をうることは難し L、
世界市場を通じて関係し合う諸国家がそれぞ

れの国民的諸政策のみを通じて最適な状態を達

成しうるというようなイデオロギーは，無差別

の経済主体が競争の中で市場均衡に達するとい

うのと同様の正獲さをもって，諸国民国家の諸

政策の棺互作用が各国にとって最適となるよう
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な均衡解を導くと言うに等しい。さもない場合，

他国民の利益侵害を伴わずに自国民の利益を独

立して追求することを正当化しえないであろう O

だが，そのような論理は到底成立しうるもので

はない。

そのことは，経済学における市場均衡の条件

を富家間の関保に参照すれば容易に明らかとな

る。安定した市場均衡が得られるためには，つ

まり「市場の失敗Jが存在しないためには，少

なくとも， (1)市場がすべての財やサービス，

生産要素などを包括しており，外部性などは存

在しない，つまり市場は普遍的あるいは完全で

なければならず， (2)市場における競争は完

全であり，経済主体は無差別であるほどに小さ

く，それらは「価格受容者 (pric日ωtaker)Jつ

まり市場価格に影響を与えることのない主体で

なければならず，一切の流通障壁・移動障壁は

存在せず，市場価格は公共的情報としてすべて

の経済主体に瞬時に与えられなければならなし、

また， (3)生産技術はL、かようにも分割可能

であり，規模の利益もないといった「凸性環境

convex environmentJが存在しなければなら

ない。一体， このような諸条件が諸国民国家の

政策の相互関係に存在しうるであろうか。

第 1に，国民国家の政策のみでは，世界市場

を安定させるに必要な「国際公共財Jの供給不

足が生じる。たとえば，既に r8 7.菌民経済と

世界市場Jの「国際的政府の不在:剥き出しの

市場Jにおいて指摘したが，額際的なニュメレー

ルの確立に欠かせない国擦通貨制度を想起すれ

ばよL、。また，適切な国際通貨制度が確立され

たとしても，各国が自立的に経済政策を実施し

うるものでもない。マンデル(R.M undell) 

らの指摘した「ル 1J開題はそのことをよく示

す1〕on個の国が存在する世界で，各国が独自

の為替相場維持を考慮して国際収支政策を追求

するとしよう。その場合，ル 1の国がそうした

政策を追求するとすれば，残余の 1国の為替相

場や国際収支は自動的に決定されることになる。

つまり，すべての国が自国に望ましい国際収支

を政策的に追求するのは過剰決定をもたらして

しまう。世界経済安定のためには，いずれか 1

留が別鶴の政策目標をもたなければならない。

このような閤際公共財や rn-1 J問題に類叫す

る問題領域は他にも存在するであろうーそれに

ついては，必要に芯じて触れることにしよう。

第 2に，世界市場は国家間の完全競争を生み

出すような無差別な諸国家と諸国民経済から成

り立つ訳でもなし、。相互に影響を与え合う諸国

民国家からなる世界は，抽象的な市場一般とは

まるで異なる構造をもっている。何よりも世界

市場は，理念的な市場，すなわち無差別な生産

者，消費者が直接に向き合う社会ではない。現

実の国民的市場でさえ理念的市場からは黍離す

るが，世界市場は国民的市場以上に理念的市場

から遠く離れる。世界市場は，規模と質を異に

する様々な国民経済体系から成り立つ。市場に

おいて経済学はしばしば方法論的鶴人主義を採

用し，無差別な諸偶人を基本的経済主体として

想定するが，世界市場においては，国民経済が

経済主体となりうる部闘で個々の国民経済を無

差別に扱うことは到底なしえな L、。 90年代を

とってみれば，世界人口の 20%以下を出める

20余の諸国が世界の GDPの80%を，なかで

もアメリカ合衆国が世界 GDPの 25%を， 日

本が 15%， ドイツが 8%を， したがってこれ

ら3カ国が 50%弱を占める。 1人あたりの生

産力を近似的に表示する 1人あたり GDPをみ

れば，いわゆる先進国のそれが 20，000ドルか

ら40，000ドルに分布するのに対して，発展途

上国には 500ドル以下の国さえ存在する。さら

に，世界市場は無数の国民経済からなるのでも

ない。国民国家は世界に 200に過ぎない。擾合

市場としての世界市場とは，異質性と多様性に

1) Mundell (1972)マンデルの提起した問題は，そ

の後， Cooper (1968)，浜a宏.(1982)などによっ
て，政策害IJり当て問題を越えた国際通貨制度透択ゲー

ムの問題として発展させられてきているo この場合

には，国際通貨斜度は適切な国際公共財供給問題と

してより明確に意識されていると言えるであろう。
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充ち，規模と水準をはなはだしく異にする纂占

的構造を特質としている。

このような世界で大国の政策と小留の政策が

無差別に係わり合うことはありえない。しかも，

既に述べたように，生産力を先行して発展させ

る経済諸体系は中枢から世界市場の構造変化に

能動的作用を及ぼし，これに対して他の経済諸

体系は周辺に位置して受動的に対応してきた。

1) :カードゥ・モデルをはじめ国際経済学の分析

的理論は一般に小国のケースー価格受容者と同

様に扱いうるケース を取り扱い，結果的に規

模を無視してきたとも言えるが，大国が意識す

るか意識しなL、かを問わず小国に対して加える

圧力を無視することはできなL、。非対称的な経

済関係は世界市場の常態でありつづ、けてきた。

第 3に，麓史は一種の収穫逓増が作用してき

たことを示している。つまり，寡占的構造が次

第に変察して格差の縮小が生じるように各経済

体系が発躍してきたわけではなL、。長期統計は

格差の拡大を示しでさえいる。マディソンの研

究によれば 1人あたり GDPは 1820-1992 

年に世界平均で 8倍弱に増加したが，アメリカ

やカナダなど移民植民地から発展した諸国では

平均をはるかに上回って 17倍以上に，西ヨー

ロッパ諸国は 13.5倍近くまで増加した。これ

に文すして， ラテン・アメリカやアジアは 6，7 

倍程度，アフリカは 3倍弱にしか増加していな

い2)0 19世紀にみられたある種の予測，つまり

『資本論Jの著者でさえ「産業の発展のより

い国は，その発麗のより低い留に，ただこの国

自身の未来の姿を示している」と述べたよう

にヘ継起的に後進国が先進的工業国へと発麗

し，資本蓄積が社会の静止状態 Cstationary

state)をやがてもたらすかもしれないという

古典派経済学者たちの予測は裏切られたのであっ

たり。世界市場には常に中枢と閥辺が存在する

2) Maddison (1995)， p. 212. 

3) Marx (1966 [1867])， p. 14 (邦訳， p. 9) 

4)経済学徒でない人々には官奇異に感じられるかもしれ

ないカ七アダム・スミス， ワカードゥ， J.S ミル

のではないかという考え方，さらに一歩踏み込

んで従嬬理論として知られる種々のモデルや近

代世界システム論の登場は 5) このような現実

を背景としていた。それらの諸理論の分析的な

妥当性や仮説の有効性に問題があるとしても，

それらが示した問題提起自体は十分に現実的な

基擦を有していたと言える。このように格差が

拡大する世界では，当然、のことながら諸国民盟

家の諸政策が他者にもたらす作用もまた不均斉

に発展する。

こうして，国民的政策が相互の作用の中でそ

れぞれ自国の政策目標を自立的に達成しうると

いう融望は濃える。各国がよしんば自律的に政

策を決定しようとするまいと，各国の政策は相

互に作用し合うであろう。しかも，経済的には

政策が作用する対象が普遍性なり世界性を帯び

る市場を構成要素としているだけに，市場が自

由に聞かれていようと排他的に閉鎖されていよ

などの古典派経済学者逮は，いずれも資本議穣が長

期的には成長の停止するような静止状態に導くと考

えていた。彼らが，資本蓄積論あるいは動学の中心

に利潤家低落法員IJを括会えたのは， こうした事情を物

語っている。マルクスのやJi箆率低落識も資本の有機

的構成c1倒産国から定義される資本一労働比率)論

を中軸に置く限り，そのような見方を根底から否定

するものではない。そのような見方が生じたには，

Pasinetti (1981)， P且rtIII， Chapter IX (pp. 

176-218)が論じているように，資本一産出比率の

軽視，さらに技術についての分析の欠如や未完成が

存夜したのである。なお，古典派手iJ溺率低落論につ

いては，佐々木経生(1994)，I第 I部古典派弱際

資本移動論の基本構成JCpp. 49-97)を参照された
L 、。

5)中心一周辺関係が存夜するという考えは，速くヨハ

ン・ハインリッヒ・フォン・チューネン (Th世nen)

の F孤立鼠jに始まり，経済地理学や地域経済学の

中で取りよげられてきたが，戦後，プレビッシュ

シンガ一命題を通じて国際経済学のrtに浸透し，や

がてラテン・アメリカの経験を2基盤としたアンドレ・

グンダー・フランク (Frank)，中東やアフリカの

経験を墓殺としたサミール・アミン CAmin) らの

従属経済理論の中で強調されるに至り，アメリカで

もウォーラーステイン (Wallerstein)の近代世界

システム論やクルーグマン CKrugman)による集

積効果の定式化にも反映されている。
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うと市場を媒介にある菌の政策は他の国の政策

に作用を及ぼし，ある国の獲得する利益は他の

留の利益に影響を与える。世界市場を主導する

中枢に位置する大関は中枢・閥辺の小田に対し

て菌内で寡占企業が中小企業に与えるような影

響力をもつであろう O

大国といえども他国の影響を免れるとは言え

ない。世界市場において主要なアクターとなる

大留がそれぞれ内部的緊張を外に向かつて解き

放った 19世紀とは異なって，資本主義の作用

が非資本主義的韻域を含めて世界全体に及び，

政治的にも経済的にも「世界の分説」が完了し

た時期以後は，主要な大国の政策が他に与える

密撃の程度は大きくなる。イギリスは 1850年

代にヨーロッパ市場で優位を失っても，インド

など，より外部の新市場へと資本を輸出し，そ

れを資金に建設される鉄道の資材や，鉄道など

によって創出される工業製品市場を独占的に拡

大して田市場内部の緊張を緩和することができ

た。そのような緊張緩和のパターンは 19世紀

を通じて繰り返された。だが， 20世紀に入る

と，英帝国内に輸出された資本で建設される鉄

道資材などもイギリスによって独占しえない状

況が生れる。圧力を外に向って逃すシステムが

無くなったのである。そのような世界では，緊

張は!日市場の中に，つまりイギリス， ドイツ，

フランスといった大国間から構成される領域に

内攻する。 19世紀と 20世紀の国際関係の大き

な違いはここにあるとも言える 6)。理念的市場

での契約・取引関係とは異なった利害対立の世

界，ゲームの理論が適用されるような世界が生

じてきたのである。

さらに，大戦間期から政府が国民経済に占め

る比重が大きくなってきたことも看過しえなし、。

対 GDP比政府支出は，第 1次大戦直前の 1913

年に仏，独， 臼，オランダ，英，米の 6ヶ国平

均で 11.7%稜度であったが， 1930年代にはお

6 )国際資本移動とt世界市場の緊張の関係については佐々
木隆生，前掲警， pp. 101-167，を参照されたい。

%を越え， 1973年には 35%を，そして 1986

年には 45%を越えたわ。国民総生産の大きな

部分を政府支出と政府収入が占めるときには，

対外政策ばかりではなく国内の財政政策の変化

も自然に他の諸国に影響を与える。 r~ 7. 国

民経済と世界市場」の式 (21)は次のよう

きかえられなければならなし、

y; c十L+G;+X¥
(38) 

= Cj+Sj十宅十Mj

ここで，Gは政府支出，Tは政府収入(税収)

である。第 1式が有効需要を表現するが，

GDPの40%を越える政府支出が他の項目に比

していかに大きな意味をもつようになったのか，

またその変化がいかに大きな影響を国民経済体

系に与えるのかを理解しうるであろう O 当然な

がら，貯蓄と投資の不均衡と経常収支の関係も，

再定式化を必要とするようになる。財政収支を

表わす T-Gは公的貯蓄と考えられ，総貯蓄

はS+(T-G)によって表現される。したがっ

て， r ~ 7. 国民経済と世界市場」の式 (22)

は次のよう きかえられなければならなL、

(39) ~十兵ヱ[叫+C宅 GJJ+Mj

財政政策や政府財政状況が l国の貯蓄と投資の

均衡状態に大きく作用することを理解できるで

あろう。その意味では，ある国の政策的変更が

他の国の政策的対応、を連鎖的に導く構造が現代

社会には組み込まれている。

連鎖には様々な形態があり，成功の連鎖もあ

れば失敗の連鎖も生じる o 1950年代に朝鮮戦

争はアメリカの海外軍事支出を増加させ，それ

はドッジ恐慌にあえいでいた日本に「特需景交じ

をもたらしたし，同じく 60年代のベトナム戦

争やアメリカの拡張的政策は日本の国際収支緊

張を援和した。この場合には，アメリカは 1関

内で需要喚起を行う政府のような役割を世界市

場に対して果したとも言える。国内政策に端を

7) Maddison (1989)，の Table6.3. (p. 71)参照。
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発する連鎖で言えば， 1980年代初期にフラン

ソワ・ミッテランの率いる社会党政権はフラン

スの有効需要喚起を毘指して政府支出を拡大し

たが， f自の諸政府が緊縮的なマクロ経済政策を

採用した結果，需要喚起分は輸入増加となって

外留に漏出した。同じ 80年代にレーガン政権

の減税政策はアメリカに景気回復をもたらした

が，同時に1，000億ドルを越える経常収支赤字

をも生み出し，創出された需要は欽・臼などの

生産物にも向った。 ドイツ再統一は， 90年代

ドイツに負の貯蓄一投資不均衡を!生み出し，そ

れは国内の金融的な緊張・高金利を， さらに

EMS (ヨーロッパ通貨制度)参加国の高金利

を余儀なくさせた。国内政策の領域でさえ国民

的自立は達成されえない。大国の財政政策は他

に影響を及ぼし，また大国も相互に影響を与え

A、λ
cl ノ o

財政政策から離れて，政策一殻の相互作用に

民れば，失敗の連鎖を代表するのは，大戦開の

保護・差別・双務主義の拡大であろう o 1929 

年恐慌とともにアメワカがとった高率関税政策

がイギリスの帝国特恵、関税鞘度などのフ。ロック

主義，ナチスの広域経済などを誘発し，第 2次

世界大戦を準備したことは，政策の失敗が累乗

効果をもつことをよく示している O それは，各

国が自留に有利であろうと顧った政策が引起こ

した失敗の連鎖であった。そこに，大きな 1つ

の問題領域が見出される。市場の独立したアク

ターがそれぞれに合理的行動を採用しでも市場

社会全体では大きな失敗が生じてしまうことを

「合成の誤謬Jと言う O 個々の企業の生産縮IJ、

が社会全体での有効需要不足を招き，不況を累

積的に悪化させるような場合を想起すればよい。

ちょうどそれと相た事態が世界市場に生じたの

である。諸国家の行動を集計したときにグロー

パルにみた「政府の失敗Jが，あるいは諸政府

の行動に関する「合成の誤謬Jが生まれる。国

民国家が自律的に経済政策を決定したとしても，

政策は自立的に作用しえないだけでなく，最適

な効果も生み出さない領域が確かに存在する。

国民国家が自律的に決定する経済政策は，他

から影響を受けずに，つまり自立的に作用しえ

ないし， {也lこ作用しないこともありえない。そ

して，相互作用は完全競争市場価格のような均

衡をもたらすわけでもない。諸政府は互いに影

響を他者に与えながら，ゲームの理論によるア

プローチによってはじめて分析的に定式化しう

るようなゲーム，いずれかの国民経済体系や国

家の利得が他に損失をもたらすような様々なゲー

ムを繰り広げる。関家間でなされる政策ゲーム

は，ある場合にはゼ、ロ・サム・ゲーム，別の場

合にはネガティヴ・サム・ゲームでありうる。

これらのゲームは必ずしもパレート最適な解を

もたらすとは限らなし、。「囚人のジレンマ」に

代表される非協力ゲームでは，ユニークな均衡

点があるとは言えず， しかもナッシュ均衡点が

パレート最適でないことはよく知られている九

たとえば 1980年代の国際協調ゲームをとりあ

げてみよう。レーガノミックスが「双子の赤字J

を生み出し，やがてアメリカが純債務留に転落

するという予想が生まれた 1985年に， ニュー

ヨークで開催された主要先進閣の蔵相・中央銀

行総裁会議は， ドル高を是正することで合意し，

また各国がマクロ経済政策で協力する必要を謡っ

た。いわゆるプラザ合意である。目的達成のた

めには，アメ 1):カでは財政赤字を縮小し，日本

8)ゲームの狸論については，さしあたり鈴木光男 Fゲー

ムの理論.1(1959)などの概説警を手引きにされた

い。プレイヤー践に利害得失が生じるゲームでは，

自己の利主主を最大化するように行動するよりも，相

手から受ける損失を最小化するような行動が選択さ

れる(ミニ・マックス原理)。この延長上に，種々

のゲームが展関される。経済学や政治学では，よく

非協力/ン・ゼロサム・ゲームの「四人のジレンマj

が取りよげられるが，周知のようにこのゲームでは，

互いに独立して取り認ベを受け，自白を誘われる 2

人の囚人は，それぞれ相手が裏切り自分が最も打撃

を受けるであろうケースを想定し，自分の損失を最

小化するように行動する。その結果，両者が協力し

た場合よりも劣等な解が選択される。なお，ゲーム

の理論をE窓際通貨制度選択に関わらせた浜田宏一の

前掲警では，ゲームの環論への導入もなされている。
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やドイツでは内需を拡張することが求められた。

だが，経済成長に政策の優先順位を与えるアメ

リカは自己の財政赤字是正には措極的であり，

大型間接税導入を控えた日本や物価安定を望む

ドイツは内需喚起に消極的であった。互いに他

者が問題解決を主導することを望み，積極的な

協調を構築する試みは菌難に逢着したのである。

ことに各屈の議会での審議を経なければならな

い財政政策上の協調はほとんど実践されること

はなかった。こうしたこともあってプラザ合意

後にドルは急速に下落した。やがて日本も内需

喚起政策に踏み知るが，それは「国際協調Jに

基づくというよりも「円高不況Jに対処するた

めであった。プラザ合意にはじまる政策協議ゲー

ムは最適な解を与えることにはならなかったの

である。

上に見たことに加えて，現実のゲームは，理

論上のゲームよりもはるかに複雑であることを

指摘しなければならなし、。 1980年代後半のゲー

ムからも看取しうるように現実のゲームでは相

違する効用関数が問ーゲームの中で交錯するで

あろうし，ゲームの参加者は G7のように理

論モデルよりははるかに多くなるであろうし，

国際間での交渉ゲームと国内政治ゲームが複合

的に作用し合うのは通例とも言えるであろう 9)。

諸由民国家がプレーし合うゲームは単純なもの

ではない。

とまれ，ゲームはその時々に勝者や敗者を，

ときにはすべての国が敗者となるような場合も

生み出す可能性を苧みながら展開する。このよ

うなゲームが失敗の連鎖を生み出さないように

するには，諸盟家の政策がもたらす緊張関係を

調整する装寵が，つまり市場の外から盟際問に

資本再配分や所得再分配を行う国際公共財供給

がなされなければならないであろう。

愚民的市場が十分な市場として成立するには

9)現代の鶴際経済政策協力をめぐるゲームについては，

さしあたり佐々木修生・村岡俊三(1993). pp 

335叩 350を参熊されたい。

公共財が不可欠であった。世界市場においても

時じことが吉える。国襟公共財が世界市場それ

自体， さらに世界市場を舞台とする菌家間関係，

国際経済関係を安定化させるために必要とされ

るのである。そのような関際公共財としては，

①平和による通商の保護，自由貿易制度，関際

通貨制度，国際的コード標準などの統一的市場

を基礎付ける制度的インフラストラクチュアー，

②集計された政府の失敗なり諸政府の行動を合

成したときに生じる誤謬，あるいは「政策の失

敗の連鎖Jを避けるための盟際的調整装寵，③

その{也，国際的交換の体系の中でも，また個々

の国民国家によっても十分に供給されえない財

やサービス 10)などが挙げられるであろう O これ

らの関際公共財は，無論，国内の公共財がそう

であるように歴史的に， しかもその時代の悩髄

選択によって決定される。別にあらかじめこれ

が国際公共財であると決定されているわけでは

なL、だが，いずれにせよ， これらの国際公共

財が存在しなければ国際経済関係は不安定とな

り，世界市場がもたらす緊張関係は解決されず

に経済危機あるいは政治的緊張をもたらす可能

性は高くなるのである。

さて， このように見てくると，市場を通じる

経済的相互依存関係それ自体札諸国民国家の

政策も無矛盾なものではありえないことが明確

になってくる。そうであるとすれば，ホップス

的な国際関係と世界市場の普遍牲の関係は，分

裂して対立し，互いに代替的であるような関係

の視野から一歩踏み出して考察される必要を帯

びてくるであろう。そこで，盟襟政治と国際経

済が交錯する領域にわけ入ることにしよう。

自由貿易平和主義の限界

ステイトとしての菌家が唯一のジッベとして

登場する世界では，国際関係は一方ではホップ

ス的な， しかも不安定なアナーキーな体系とし

10)稀少資源の保護，国壌を越えた環境保護などを考え

ればよいであろう。
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て描かれ，他方では世界市場を通じる経済的相

互依存の関係として描かれる。この結果，近代

社会の国際関係観は深い亀裂を抱えてきた。ホッ

プス的な関際関係観を色濃くもつ「リアリストJ

に対抗する「リベラリストJは，コブデンやブ

ライト，そしてミルに見られるような自由貿易

平和主義者の延長上に位置し，経済学の正統と

深く関係してきた11)。そして，コブデンとブラ

イトは，単に経済的利益からのみではなく，自

由貿易が平和の主要な保障手段であるとの確信

に基づいて， 1838年に設立された皮穀物法同

盟から出発した自由貿易運動を展開するととも

に，パーマストン外交を批判したのであった。

自由貿易平和主義は，ホップス的国際関保に

代替するものとして自由な経済的相互依存関係

を描いている。そうした考え方は，自由貿易平

和主義以外にも，様々な形をとって登場してき

た。たとえば，経済統合が進めば政治統合が生

じるというヨーロッパ統合初期に見られた機能

主義的期待，経済外交が軍事力を背景にした外

交に代わり得るという 1970年代に日本にあっ

た考え方，経済的相互依存がイデオロギー的な

あるいは政治的な対立状況を変化させるという

中台関係をめぐる観測などは，いずれも自由貿

易平和主義的起源をもっている。

富が肥沃な土地と人口に依存している時代に

は，領土の獲得が 1国の富の， したがってまた

軍事力を含む勢力資源の拡大をもたらす。大国

が権力を集中・系列化してステイトとして自己

を組織するや否やヴェネチア共和国なと、の小国

が列強に缶することは不可能となる。対照的に，

神聖ローマ帝国辺境のプランデンフ。ルク・プロ

イセンは 17世紀にポンメルンとプランデンブ

ルク近隣地域を併合し， 18世紀に西プロイセ

ンとシュレージエンの獲得をもってハプスブル

クに対抗する勢力資源を手中にする。シュレー

11)リベラリスト的国際関係観については. Gilpin 

(1987)， pp. 26-31を，また Baldwin(1985)， pp 
70恥95などを参照されたい。

ジエンの獲得は人口 250万の小菌に 100万の人

口と工業地搭を追加し，プロイセン台頭の足が

かりを与えた。やがてプロイセンは列強の地位

につき， 19世紀初頭には，オースト 1)アとと

もに1，000万を越える人口を擁し， ドイツ帝国

構築へと向かう O だが，そうした富の獲得は，

併合した地域からの寓の吸い上げがあるとして

も，基本的には所与の生産力を前提とするもの

でしかない。

これに対して，産業革命以後の生産力の上昇

と費易や資本移動に基づく富の拡大は，流血と

多額の戦費をもって獲得する富とは異なり 1

人あたりの生産力と消費力の増加を伴う。そし

て，排他的に経済システムを閉鎖することは，

生産力と消費力増加の可能性を摘み取るばかり

か，経済停滞を，またあるいは勢力圏なり経済

領域をめぐる政治的緊張を生み出す。ロストウ

(Rostow)にしたがえば12) ナポレオン戦争後

をとってみて，安定的な経済成長が実現した時

期は， (1) 19世紀第3四半期の典型的自由主

義段階， (2) ドイツ帝国成立から 1913年まで

の約 40年間，それに (3)第 2次大戦後の四

半世紀であるが，この内，最初と最後の雨四半

世紀は貿易成長率が工業生産増加率や経済成長

率を上田っている点で共通している。他方，国

際貿易が月を追って縮小した 1930年代はもち

ろん，貿易成長率が経済成長率を下田った両大

戦間期の経済成長は停滞によって特徴づけられ

るヘもちろん貿易と経済成長の関係は「鶏と

12) Rostow (1978)， p. 67 

13)安定期の内，ヴィクトリア後鶏から 20j笠紀初頭の

第2の時期は例外のように見えるかもしれないし，

また，第 1次大戦勃発時の人々のように自由主義期

を上段る典型的安定期としてこの時期を見る傾向も

あるかもしれない。この時期には，没界工業生産増

加2容は，前期にあたる古典的自由主義鶏を上回り，

対照的に貿易成長率は前期をやや下図って，工業生

産増加率が繁易成長率を凌駕した。この時期は2つ

の性格を持っている。第lは，普仏戦争以米ヨーロッ

パ大国間の戦争が消え去り，国際金本位制度と比較

的自由な毘際資本移動・貿易の下で先進国の国際的

相1i依存関係が Iつの頂点iこ達したことに克られる
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PJsJにも似て因果関係で描くことは困難である

が，両者の間に強い相関が存在すること，また

掴々の国民的経済体系ではなく世界経済全体を

とった場合に開放的システムが閉鎖的・排他的

システムに対して優位をもつことは疑いえない。

また，確かに，経済が安全保障に資し，経済

的緊密さが政治的・軍事的緊張を緩和する場合，

あるいは政治的・軍事的緊密さを促進する場合

は存在する。 1980年代の ASEANの経済的発

展はインドシナ半島と東南アジア島興部の政治

的緊張緩和に大きな影響を与えたと言えるし，

経済援助中心の日本の政府開発援助 (ODA)

はかつてのアメリカの軍事援助よりもアジアの

安全保障に貢献したと言えるかもしれなし、。長

い告でみれば英仏通商条約はナポレオン戦争ま

で長い間対立していたイギリスとフランスの関

係を大きく転換させる基礎を与えたと見ること

もできょう O マーストリヒト条約で始まった欧

州連合 (EU)の共通外交・安全保障政策がシュー

マン・プラン以来の経済共同体域内の経済関係

に基づくことを無視することはできないであろ

つ。

だが， ここから自由貿易が勢力均衡システム

や箪事的安全保障に代替しうるという期待を直

ちに抱くわけにはし、かない。これまで見てきた

ように何よりも，市場社会自体無矛!雷ではあり

えず， しかも市場社会がもたらす緊張関係への

対応を国民的政策にのみ委ねることはできない

からである。また，侵略・征服や戦争は，ステ

イトとしての国家が唯一のジッペとして存在す

る国際政治の特質に根差している。言い換えれ

ば国家が自己の裁判官となるような国際関係が

基礎となっているヘ自由な交換が平和に賞献

安定であり，第2は，ビスマルク関税やフランスの

特窓政策導入などによってもたらされた自由貿易主

義の衰退と列強簡の帝国主義的対外進出の結果とし

ての経済的対立先鋭化である。この時期を，これら
2留のいずれかをもって塗りつぶすことはできなL、

14)このように言うからといって，戦争の原[zs]を直ちに

システム特有のものと論じているわけではない。近

代社会にその側面が存夜することは確かであるが，

しうるとしても，ホップス的な閤擦関係の特質

を変容させ，勢力不均衡や宗教的・イデオロギー

的な理由に基づく軍事介入や戦争の意味喪失を

もたらすことまでは証明されていない。したがっ

て，経済的相互依存がもたらす富を展望するの

みでは平和は保障されないと結論しうるし，自

由貿易平和主義的な楽観に世界を委ねることは

できなし、。

ここで注目しなければならないのは， これま

での多くの戦争が，経済的に無縁あるいは蝶遠

の爵々の閉ではなく，むしろ緊密な栢互関係を

もっ国々の間で生じてきたことであろう。第 1

次大戦前にフランスがロシアに多く投資を行い，

政治的にも経済的にも密接な関係をもっていた

ことはよく知られている。 だが，同じ時惑にフ

ランスとドイツのシンジケートは多くの借款に

共同で参加していたし，自由な短期金融市場が

両国にまたがって存在し，フランスの鉄鉱石と

ドイツの石炭はそれぞれ相手地域での誼接投資

や支届開設を通じて結び、ついていた問。また第

1次大戦直前，イギリスはインドに次いでドイ

ツに輸出し，アメリカに次いでドイツから輸入

し， ドイツはまたイギリスを最大の輸出相手国

としていた則。第2次大戦前の臼本とアメリカ

にも同様の関係が存在する。 1931年の北米へ

の輸出は朝鮮・台湾を抜いて全輪出の 30%に

のぼり， 1940年においでさえ 11%の比重をも

ち，輪入にいたっては 31年の 22%から 40年

には 28%へと増加していた口〕。それどころか，

箪需物資に関する日本の米英への依存は臼中戦

争期に高まっていったほどであり，石油などの

原燃料・産業用機械ばかりか軍事用機器それ自

体を輪入せざるをえなかった。日本海軍の主力

戦闘機であった零戦(等式艦上戦鵠機)にはア

戦争の際協ははるかに複雑であるO

15) Feis 0965 [1930])， pp. 196-1宮8.

16) Keynes (1971 [1919])， p. 10. 

17)長凋新古・田中修・西日i博史(1980)，pp. 185-190 

なお，臼中戦争期を含む戦時経済の分析については，

療凱(1976)を参照されたい。
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メリカのク jレシー式無線帰投方位測定機器が備

えられていた。最近の研究の中には，経済的相

互依存と安全保障の関係を追求する中で，現存

秩序維持 (statusquo)に利益をもっ殉強と挑

戦者として台頭してきた対抗的列強との簡に強

い経済的相互依存がある場合に戦争が生じうる

ことを示唆する国際政治経済モデルすら存在す

る国。完成慶と是非はともかく，そうした研究

を生み出す歴史的事実を無視することはできな

い。また， これに加えて言えば，経済的相互依

存の希薄な米ソ，米中間の冷戦は，イデオロギー

的な対立こそ鋭かったもののそれらアクタ一間

の誼接的戦争には至らなかったことにも注目す

べきであろう。

経済的栢立依存関係を本質的特徴とする市場

社会なり資本主義的国際経済関係が安全保障の

主要手段となりうるか否かには，こうして疑問

が生じる。いや，それどころか，戦争や侵略の

多くは市場社会・経済社会に起源あるいは基盤

をもっ一戦争や侵略の誼接の，あるいは単独の

康問でないにしても一ことにも注意しなければ

ならない。とりわけ，自己の勢力保全や拡大に

つながるような列強の軍事行動，つまり列強が

舟辺を支配する軍事行動に踏み切った場合には，

多く経済的要因を指摘しうる。第 lに，自由費

易体制の拡大と深化は， ミノレの考えたような平

和な通商関{系を通じる諸社会の交流によってと

同時に，皮肉なことに自由主義的理念と結合し

た非資本主義的領域の開放や通商路確保のため

の仮措ない箪事行動によってももたらされた。

ギャラハ(J， Gallagher) ーロビンソン(R.

Robinson) によって「自由貿易帝国主義J叫

として定式化された海外権益の確保，そして根っ

からの自由主義者であったパーマストンによる

18) Pap且yoanou(1999)， 

19) Gallagher and Robinson (1953) なお， 自由貿
易常国主義論争については，毛利健三 (1978)が，
経済史的研究を墓殺とした検討を行い，コブデン的

自由貿易主義とパーマストン的自由貿易主義の区別

と前者の限界を指摘している。

対中国(清)強硬政策はそれを象徴し代表する。

そして，中産階級は英仏通商条約についてはコ

ブデンとブライトを支持したものの，彼らのク

リミア戦争皮対の主張には耳を傾けなかった。

このことは，後で述べることにも関連するが，

自由な市場自体がひとつの制度であり，政治的

に構築されなければならないことに深く関連し

ている。

第 2に，経済的な関係で結び、つく領域を排他

的に領有，併合することによって何らかの利益

を安定化したり超過利潤を獲得しうる場合には

侵絡・併合の動機が生まれる。特に生産力の平

準化による供給の弾力性を欠くような生産領域，

つまり第 1次産業生産部留は，それが経済的に

超過事IJi留をもたらしたり，それら生産物を消費

する産業への供給の安定を保証したり，必要な

戦略物資の独占的取得につながる場合には{受理各・

併合などの契機となりうる。ダイヤモンドと金

は確かにボーア戦争の契機となった。オレンジ

自由国とトランスヴアール共和国がボーア人に

よる農業植民地にとどまっている眠り，イギリ

スの浸入動機は低かったであろう。さらに，そ

うした機会の存在は，潜在的資源・市場の取得

をめざす侵略・併合などにもつながる。熱狂的

なアフリカの分割が進められた背景には，外国

によって支配される以前に自由の支配的領域と

し， もって潜在的経済的利益を独占しようとの

動機が確かに存在した。

第 3に，マクロ経済的均衡は市場社会におい

て自動的に達成されない。その結果生じる不況

や構造的変化に伴う過剰人口庄カは入棟地や植

民地官職獲得要求などにつながり，ジョセフ・

チェンパレンに代表される「社会常国主義Jを

生み出す。ボーア戦争は，単に金とダイヤモン

ドがもたらす富ばかりでなく，社会帝国主義に

よっても支えられた。臼本の満州、i進出にもそう

した背景を看取するのは容易である。

そして，第4に，上の諸契機によって獲得さ

れた外閣での経済的権益が政治的・社会的に捜

される可能性が生れたときに，列強は積々の
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形態でのこ子渉を行う。自由主義外交を促進した 制と自由貿易主義を中心とする既存の国際経済

ノfーマストンはイギリス人の権利はイギリスに

よって守られるべきであるとの原則にしたがっ

て行動した。それら諸形態の中には軍事的干渉

が含まれる。自由主義者であるか保守主義者，

帝国主義者であるかを関わず，自国の権益を擁

護する軍事行動を展開する。パーマストンは阿

片戦争を献わず，阿片戦争に反対したグラッド

ストーンはウラーピー・パシャの攻革に対抗し

てエジプトを軍事占領したのであった。

だが，より注目しなければならないのは， 20 

世紀に入ってから生じた「世界大戦Jが盟際経

済システム全体の変容という経済的基畿をもっ

ていたことである。両大戦ともに，相互依存関

係を含む世界市場に国際公共財を供給し，さら

に市場や政策関に生じる緊張を調整・解決する

既存のシステムが機能しなくなり，その結果諸

国閣の経済的緊張が増大するという基盤をもっ

ていたからである O

第 l次大戦は，ごく一部の人々を除けば大規

模な戦争になるとの予想なしに，また長期の消

耗戦になるとも考えられずに開始された。しか

も，今日までの諸研究の結果は，戦争の際閣を

特定することが盟難であることを示しているヘ

戦争は，中部ヨーロッパにおけるプロイセンの

覇権確立と発展によってもたらされた勢力構造

の変容，外交政策当局の誤判断や軍の戦略の硬

直化， 1848年以後に強まったナショナリズム

や国内政治の外交への制約などが絡み合い，当

局者や同時代人の意図しない規模と期間をもつ

ものとなっていった。また，参戦国の戦争目的

も同盟理なり協臨調内でも決して一様ではなく，

さらにイギリスの場合には時期とともに変化し

ていったれ〕。社会主義者を除けば，国際金本位

20)第l次大戦の起源については， Fischぽ (1961)以

来，多くの研究がなされてきた。その結果，多くの

研究者は第l次大戦の原因の多様性と複合性を指織

するようになっている。たとえば， Joll (1977 [19 

73])，高坂iE発(1978)，篠原ー(1986)などを参
照されたL、。

システムの行き詰まり自体を戦争の涼国として

意識したものは少なかったであろう。だが，確

かに，そうした経済的基盤をもっていたという

点で，第 1次大戦は 18世紀から 19世紀のいず

れの戦争とも異なっていた。 19世紀終わりか

ら20世紀初頭にかけての「地球の分割」終了

とともに，列強の勢力の不均等発展が「再分割J

を目指す「帝国主義戦争」を引き起こすという

当時の社会主義者の抱いた構図は，大戦の原因

説明として余りに単純で、あったとしても，時代

の変容を確実に皮映していた。

国際金本位制と自由貿易体制に基づく自由主

義的繁栄は，前にも述べたように，内部的緊張

を新市場獲得によって外延的に解消するシステ

ムによって支えられていた。換言すれば，多角

的自由通語体制と国際金本位鱗それ自体の形成

に加えて，イギリスの儲から挑戦を受けない海

上覇権と自由貿易主義・国際金本位制維持の意

忘と潤辺における非資本主義的領域の存症が回

線公共財泊〕をなし， ヨーロッパ内部での人口増

加や構造的変化がもたらす圧力を弱めていたの

である。だが，非資本主義的領域への外延的な

発展の終意と「地球の分割Jとともに世界市場

は緊張を内攻させる。一方で，イギリスはアフ

リカでドイツ，フランスと対立し，バルカン半

島からペルシャやアフガニスタンにかけてロシ

アと対立するようになり， ドイツが「世界政策」

を掲げて艦隊建造にのりだした特に，イギリス

は，かつてパーマストンがもっていた外交資源

を失ったことを意識せざるをえなかった。日英

時盟による「光輝ある孤立Jからの離脱，そし

て3国協砲という形態での大陸への関与は，そ

21) Joll， op.cit.， pp. 169-195， Taylor (1979 [1965])， 
pp. 82-85， pp. 116-117などを参照されたい。

22)非資本主義的領域の存在なり外延的発展可能性は，

公共財というよりは，供給限界を伴う一種の自由財
と考えることもできるかもしれなL、。無論，そのよ

うな自由財の消尽は，それに代わる公共財の必望書性
を生み出す。そうした意味では，公共財と位澄付け

て構わないであろうo
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の証明に他ならなし、。他方，アメ 1)カとロシア

の保護主義はヨーロッパ内部市場への圧迫をも

たらし， ドイツは高率関税政策ヘフランスは

特恵政策の採用へといずれも自由貿易主義から

大きく後退し， しかもイギリスはこの過程でか

つての工業独占の地位を失っていった。イギリ

スでもチェンパレンらによる「公正貿易 fair

tradeJへの要求が生じ，輸出工業の利益とシ

ティや投資家の利益とは， もはや自由主義段階

のように一体化しえない状況が生じつつあった。

前にも述べたように，イギリスの資本によって

建設された鉄道の資材をイギリスが輸出するこ

とによって，イギリス内の産業と金融の関の裂

け目が対外的に埋められるという関係は失われ

つつあったのである。自由主義的繁栄のメカニ

ズムは眼界に達していた。だが，第l次大戦は，

そのことを明確に意識することなく戦われた。

そして，そのような意識の欠落と戦争目的の不

明擦は，いたずらに戦争を長ヲiかせ，戦後処理

を誤らせたとも言える。ウィルソンの 14か条

は経済的側面では新しい世界の構造を指し示す

ことができず，そのこともあってヴェルサイユ

講和会議は， r国境と民族，勢力の均衡，帝国

の拡大，強力で危検な敵国を今後弱体化させる

こと，報復，そして戦勝国の耐えがたい財政的

負担を敗戦国の屑に移すこと却Jに終始したの

であった。

第 2次大戦は，ヴェルサイユ講和に引き続く

大戦時期の安定した世界経済システムの不在か

ら生じた経済危機と，それが生み出した「保護・

差別・双務主義Jによる世界経済の解体あるい

は世界市場の分裂と経済停滞を背景としていた。

アメリカの自由貿易主義的政治家を代表したコー

デル・ハルを盟務長官に配したローズベ、ルト政

権は， r経済的自己本位Jがもたらした貿易制

眼措置が「現在の戦争原因の lつJと認識して

いたへしたがって，相対立する諸国は政治目

23) Keynes (1971 [1919])， p. 35. 

24) Roosev邑lt(1940)， pp. 34-41. 

的とともに経済目的を掲げて参戦した。第2次

大戦は，世界経済秩序をめぐる選択を参戦闘が

明確に意識したという点で，第 l次大戦とは異

なるものとなった。ナチスの経済相フンクは，

アウタルキー的な「広域経済関」とも関連する

「ヨーロッパ新秩序」を訴え， これに対して，

連合国は 1941年の大西洋憲章の第4項「自由・

無差別・多角主義Jと第5項「完全雇用のため

の国際協力Jをもって，つまり戦後に IMF-

GATT体制として知られるシステム構築の原

理を提唱した。両者ともに，第 1次大戦前の国

際金本位制と自由貿易体制とも，また大戦間期

の「保護・差lJlJ・双務主義Jによる世界経済の

解体とも異なる秩序・制度構築を展望したので

ある。より視野を広げて言えば，そのような諜

題が問題となるほどまでに世界経済内部の緊張

を除去もしくは緩和する調整機構なり装置が機

能不全となった状況下で第 2次大戦は生じたの

であった。 20世紀に生じた 2つの大戦は， 自

由な世界市場を告IJ度的に構築・維持することや

安定した国際通費制度，国際間の経済的緊張関

係を調整するルールやシステムなど国際公共財

を十分に供給するシステムが欠落あるいは機能

不全に陥った欝に，世界市場の普遍性が平和で

はなく，むしろ緊張・対立をもたらすことを示

したのである。

断っておくが，資本主義なり独占資本主義が

不可避的に戦争をひきおこすということを，あ

るいは戦争の原因を資本主義経済システムに還

しうると言っているわけではなし、マルクス

主義，ことにスターリンによってもたらされた

還元主義的な主張には幾つかの欠点がある。第

lに，第 1次大戦やその他の戦争に経済的要因

や経済的な性格を刻印しうるとしても，そのこ

ともって直ちに戦争の原習を経済的要国に還元

することはできなし、。第 1次大戦が帝国主義的

性格を帯びていたとしても，子長盟主義的性格は

戦争のみではなく平和時の政治をも支配してい

るのであり，戦争の帝国主義的性格が発見され

たとしても，特定の諸国がなぜ戦争に向かった
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のかという間いへの回答を与えはしないであろ

うO 第 2に，戦争が経済的基盤を有し，特定の

歴史的な経済的性格をもっとしても，戦争のみ

が緊張関係解決の手段をなすわけではなし、。こ

れまで述べた戦争の経済的背景なり原閣の多く

にしても，それらの経済的要閣が使略や戦争に

のみ結果するとは言えなし、からである。たとえ

ば社会帝国主義は，列強が非資本主義的領域を

比較的安上がりに取得しえた壁史的基盤の中で

生じたのであって，外国の支配が高価につくよ

うな麗史的環境にあっては別の表現を見出さね

ばならない。そして，第2次大戦後の「福祉国

家Jの登場は社会帝国主義とは異なる国内緊張

の解決方法の存在を示すのである。

戦争の原因をスローガン的に理解容易なもの

に還元するわけにはし、かな L、。戦争は，政治的

選択の結果として，特定の致治的目的を伴って

生じる。政治は経済的利益などとも関連しつつ，

「公共善Jをめぐる選択がひきおこす諸対立:を

伴う O そうした諸対立は，価値にかかわるとと

もに，国擦的諸関係が不均等に作用する諸階級，

諸産業部門諸地域の利害対立とも関連するこ

とは疑いえなし、。だが，それだけに，経済的対

立なり経済的相互依存関係にしても単純ではな

いことに注意を払う必要がある。クワミア戦争

にあたって，ロシアとの貿易に利益をもっイギ

リスの階層は戦争に反対し， トルコへの借款に

経済的利益をもっ階層はパーマストン外交を支

持したヘ第 1次大戦前にロシアはフランスと

借款を通じて結ぼれていたが，貿易でははるか

にドイツの方が重要な相手国であった制。経済

的相互依存のあるところに戦火が燃え上がった

という事実は，戦争の原因に経済的要国を見出

しうるとしても，それのみに依存して戦争を説

明しうるほどに戦争の原因が単純ではないこと

を指示している。歴史的な性格をもっ対立諸関

係の中で，どのような情報が諸国民や政策決定

25)吉岡昭彦(1971)， pp. 8-10 

26) Papayoanou， op. cit.， pp. 38-44， pp. 62叩 67.

主体にもたらされたのか，どのような主体が，

いかなる価値や思考方法を有し，どのような政

策手段と政策資源を保有し，どのような期待や

判断をもっていたのか，また種々の主体は相互

にどのような関係を結んでいたのか，その結果

政策決定はどのようになされ，また，策定・決

定された諸政策はどのように正当化され，また

政策受容者はどのように反応し，それはまた政

策決定者にいかなる影響を与えたのか…こうし

た一連の過程の分析をして，はじめて特定の戦

争の起源について説明可能となる。そして，一

般的に言えば，経済的理由から生じただけの戦

争は大規模な，また破壊的な戦争とはなりえな

い。 30年戦争，ナポレオン戦争，第2次大戦，

朝鮮戦争など宗教，ナショナリズム，体制選択

などイデオロギーが戦争の正統化を支えれば支

えるほど規模は大きく，妥協を許さずに長期化

すると言えるであろう問。政治に対立させて経

済を平和的にのみ描くのも，また戦争の起源を

経済に還元するのも誤りでしかない。

ホップス的国際関係lこ総み込まれる経済的諸関

係

経済的相互依存関係は， これまで考察したよ

うに，必ずしもホップス的国際関係に代替しう

るものではなく，平和を保障するものでもない。

それどころか，市場を中心とする経済的諸関係

とホップス的国際関係の間には，代替性ととも

に補完性もまた存在する。何よりも先ず，経済

社会や経済的相互依存は，ホップス的国擦関係

に欠くことのできない構成要素とさえなり，経

済社会が政治的権力なり強国の勢力を必要とす

る側面を有する。

27)ロシア革命後に民主主義対君主制という図式が描か

れるようになったが，第 1次大戦は，イデオロギー

的対立が主軸でなかったにもかかわらず長期戦となっ
た。その理由の一部は，戦争が総力戦となったこと

から生じた信室内でのイデオロギー的動員にあるであ
ろう。また， 占部lま，戦争を遂行する権力の自己保

存にあったとも言えるであろう。今後の歴史的研究

が望まれる。
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第 lに，ステイトが保持する勢力 Cnational

power)は，モーゲンソーも指摘するように池

盟，自然資源，軍事力，人口などと並んで産業

生産力，広く言えば経済力によって規定されて

いる掛。その意味では，国家によって経済社会，

市場社会が分断されている限り，経済力や経済

的相互依存関係は，ホッブス的な国際関係に取

り込まれる。

わけでも注意しなければならないのは，時間

経過に伴う勢力変化を決定づける軍事力と経済

力という 2つの勢力資掠の関係である。中世軍

事革命から産業革命を経て今日に至るまで，

事力が経済力に依存する度合いは増加してきた。

「金が戦争を決める pecunianervus belliJとい

う中世盛期から知られるラテン語の表現があるO

君主や都市が中世軍事革命の進援とともに，多

額の資金をもって傭兵を麗い入れ，火砲，離船，

要議などを整えざるをえなかった歴史を反映し

た言葉であるが， この格言は，技術を含む経済

力として「金 pecuniaJを規定し直すならば，

中世軍事革命ばかりか現代においても真実をつ

いている。

工業化Cindustrialization)は，軍事技術の

継続的な発展をもたらし，産業的生産力が手ぎす

る軍事的意味を決定的に大きくした。クラウゼ

ウィッツが重視した精神的要素は今でも有効で

あるにしても，精神的要素に多く依存する白兵

突撃はもはや戦局を決定するものとは言えなく

なってきた。第1次大戦は火抱の大量使用によっ

て戦争の様棺を一変させ，以後，持久戦争が支

配的となり，激しい箪事力の消耗に対応するた

めに継起的に兵器，兵員軍需物資を供給する

必要が生じた。戦争は専門的軍隊ばかりでなく

非戦闘員による生産上の協力を必要とするよう

になり，非戦闘員を含む国民と資源を総動員し

てはじめて可能となる総力戦 Ctotalwar) と

なった。それは，軍事力なり戦争遂行力が決定

的に経済力にかかるようになったことを示して

28) Morgenthau 0985 [1954])， Part 3 

し、る四〕。

核時代あるいは電子兵器時代に総力戦は退去

のものとなった，あるいは過去のものとなるか

もしれない。しかし，軍事力の経済力への依存

は深化してきた。湾岸戦争を一瞥してみよう。

戦費だけを考えても， 1991年 1月 16日の航空

攻撃に始まり 2月24日から 27日の 100時間

の地上攻撃で終わった戦争にアメリカは 610億

ドルを要した制。それは，優にイラクの年間

GDPを呑み込むほどの戦費であったーもっと

も，平時においてもアメリカの連邦国防予算は

不変価格で比較して 1944年の総動員最高時に

おける菌防予算の 40%，第 2次大戦誼前の平

時の 10倍以上を計上している 300

このように軍事予算が膨張し，戦争が高価に

なった理由の一半は兵器の高額化にある。湾岸

戦争の開戦臼に米艦隊からイラクに打ち込まれ

た 106発のトマホークは 1基 100万ドルを越え

る兵器であり，イラク中心部の精密爆撃に能用

された F117ステルス戦闘機は 1機 l億ドルを

要する兵器であった。地上戦の主役として数千

29)この点から見れば，開戦時に 10倍以上の GDPを

もつアメリカとの戦争に踏み切った 1941年の日本

の決断は明らかに自殺的であった。それにもかかわ

らず対米戦争に踏み切ったのには，おそらく， (1) 

ナチス・ドイツの勝利予測や彼我の戦力比較におけ

る過剰な期待・楽観や， (2)杜撰でご主観的な継続的

戦力の比較， (3)戦力比較の合潔性を否定する精神

主義， (4)長期約合理性iこ対立する近視狼約合潔性

(①中国からの撤兵はそれまでの日本の政治を根底

から否定する結果をもたらし， したがって対米戦争

の回避は圏内での騒乱の可能性を内包していたであ

ろうし，②石油貯蔵量からみて立ち枯れするよりは

短鶏決戦に賭けるという投機的思考か存在していた)

の優先， (5)陸海軍の戦略の不統一に見られる戦略

的不合理， (6)艦隊決戦主義に見られる戦術優位の

戦略などにあったと言えるであろう。

30) Bin， Hill and Jones (1998)， pp. 69-70 なお

Arrow (1995)， p‘2では，多国籍軍支出は 700億

ドルとされている。

31) CEA (1987)， (1995)などから計算。 1944年につ

いては， US Strategic Bombing Survey (1946) 

に言及されている箪事支出の対国民総生産主比 46%

を参照とした。
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調が投入された主力戦車の M1A1は1両 300

万ドル，ブラッドレイ装甲戦闘車は 200万ドル

強であった一規模の経済が働いてこの程度で済

んでいるとも言える，なにしろ規模の経済を無

視して生産される日本の 90式戦車は 1両 10借

用近くもする。

兵器の高額化は，妨御力強化と攻撃力強化が

相互に料激しあって進行する重装綴化や高速化

などとともに，電子・宇宙技術など先端技術の

利用に関連している。湾岸戦争は既に戦争がベ

トナム戦争時とはまるで異なることを示した。

トマホークなどのミサイルは人工衛星によって

作成されるディジタル・マップに基づく誘導装

置を備え，イラク主力部践を一方的に叩いたア

メリカ機甲部離は暗夜，砂嵐，油煙などを関わ

ずに射撃可能となる微光暗視装置や赤外線熱線

画操システムを利用し，砂漠での進撃は人工衛

星を利用した電子航法装置や GPS(全地球位

置測定システム)によって構密なものとなった。

当然だが，兵器を援用する兵士も歩兵にいたる

まで技術的熟練を備えなければならなL、。徴兵

によって大量の歩兵を確保しでも，現在の陸軍

で兵力は保証されないであろう。使用爆薬叢の

多さにもかかわらず，効率という観点から爆薬

や砲弾の消費量をみれば，湾岸戦争は節約され

た戦争であった。先端産業の支配が勢力確保に

直接つながる世界が現前しているのである。

兵器の高額化や技術的高度化だけが軍事力の

経済力への依存を決定しているわけではない。

火砲と装甲車両の発展，外洋海箪の膨張，航空

機やミサイルなどの登場を見ればわかるように，

新たな兵器の導入を伴う軍事革命とともに戦術・

戦絡空間は膨張し，動員規模は肥大化し，広大

な戦域空間で大量の専門的軍隊を臼々維持する

必要が生れて，兵砧の地位が高まってきた。兵

に対する装備の比重が高い海・空軍はもとよ

り睦箪でさえも兵砧機能は膨張してきた。日

戦争での予想外の砲弾消費は日本陸箪の行動を

制約し，第 1次大戦初期のマルヌの会戦は予想、

をはるかに上回る弾薬消費の現実を独仏両軍に

っきつけたが，その後も戦時陸軍の補給物量は

増大の一途を辿ってきた。第1次大戦でヨーロッ

パやアメリカ箪の 1個師団は弾薬，燃料，食糧

などをあわせて約 150トンの補給を毎日必要と

したが，第 2次大戦初期の独，仏，英の 1翻師

団はその倍の補給量を必要とした。この数値は，

朝鮮戦争時のアメ 1)カの機械化師団でさらに倍

(700トン)となり，現在は 2，700トンから

3，000トンを必要とするほどになっている。湾

岸戦争でイラク共和国警護軍主力との衝突を任

務として戦線中央に配置された第 7軍国は，イ

ギリス第 1機甲師団を含む 4機Efl師団と 1機械

化歩兵師団を中核に 14万 2，000名を越える将

兵を擁し，戦車や火砲ばかりか攻撃用ヘリコプ

ターを備えたが，攻勢時に 1日560万ガロン

(約 2，120万 1)ットル)の燃料， 330万ガロン

(約1，249万リットル)の水， 6，075トンの弾薬

を必要とした制。この内，イギリスの第 l機甲

蹄団だけでも， 1，200トンの弾薬， 450トンの

燃料， 350トンの水， 30，000食の糧食を 1日に

必要としたほどであった3九湾岸戦争の帰趨は

多国籍軍のサウジアラビアへの動員・輸送と兵

砧基地の確立によって半ば決していたと言って

も過言でないかもしれない。

結果的に，軍事力の産業的生産力への依存は

技術の発展と使用物量の増大とともに深化・拡

大した。だが，それがまた経済力の軍事的安全

保障システムへの依存をも生み出したことも忘

れではならなL、。イギリス， ドイツ，アメリカ，

日本を関わず 20世紀の重工業は艦船や重砲，

軍用機の開発と生産に依存する傾向をもってい

た。そして，第2次大戦後の「ペンタゴン・キャ

ピタリズム」の隆惑は， アイセ、ンハワーをして，

告別演説における「箪産複合体Jへの警告にま

で査らしめたのであった。恒久的戦争経済の下

で，軍事支出はアメリカ型の産業政策として機

32) Schubert and Kraus (1995)， p. 177 (邦訳， pp. 

226-227) 
33) Bin， Hill and Jones， op. cit.， p. 71. 
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能したのである問。

これまでは，経済力が勢力資源一般はもとよ

り箪事的勢力資源として決定的であることを示

してきたが， このような産業的生産力と軍事的

安全保障の補完性は，向時に市場構造と軍事的

安全保障の賠lこも代替性とともに補完性が存在

することを指示する O 市場の普遍性の前ではア

ウタルキー(自給自足)は 1国はおろか数ヶ

をもってしでも実現しえなL、。大戦間期から第

2次大戦時に「広域経済圏jを経済学的に正当

化しようとしたドイツのキールに中心を置く世

界経済学派でさえアウタルキーの非合理性は認

めていた加。したがって，国際的経済相互依存

が拡大・深化するほど，勢力資源は国際貿易な

どを通じではじめて諜達されるようになる。輸

出禁止 Cembargo)が戦略的意味をもつのはこ

のためである。また，国擦経済関係が国民的富

の形成にかかわればかかわるほど，勢力資源に

対する世界市場構造の意味は大きくなる。

だが，前に述べたように，歴史的に形成され

た経済的相互依存関係なり世界市場の構造がす

べての国に等しく科益を与えるとは言えない。

軍事物資に不可欠の資源調達経路の確保や経済

成長に有利な市場確保が戦略的意味を有すると

すれば，国家は自己に最適の国擦経済構造を創

出しようとする。自由貿易体制を望ましいとす

る菌家は 1)ベラリスト的国際関係観が苦う意

味で自由翼易体制を安全保障の手段とするので

はなく，勢力を支えるという意味で自由貿易を

安全保障の手段とするように試みる O アメリカ

が湾岸戦争に臨んだ理由は，クエートの主権擁

護や民主主義の敵としてのサダム・フセインへ

の攻撃ーブッシュ大統領はそうした理由をもっ

て派兵の正当化を試みたがーよりも，中東にお

ける勢力均衡の破壊がイスラエルとサウジアラ

ビアの危機を招来することと，イラクのクエー

34)軍gfi複合体についてのミクロ約考察はここでは省絡
する。 Mel工nan(1970) (1974) (1983)などを参照

されたい。

35) Schorer (1940)などを参照されたL、

ト油田支配とサウジアラビア・湾岸諸盟への圧

力が石油の安定供給を脅かすことにあった。そ

うでなければ，クエートの民主化とサダム・フ

セイン支配の崩壊を実現しない限り撤兵するわ

けにはいかなかったであろう。しかし，アメリ

カはイラク軍をクエートから退けた後は，進主ぎ

を停止し，クルドの反乱を支援することもなかっ

た。

既存の世界市場構造や国際経済システムから

十分な利益を得ていないと判断する富家は，戦

争の経済的背景でも触れたように，既存秩序の

修正を求める契機をもつことになる。勢力資源

として期待する国際経済関係を創出しようとす

る努力は， したがって外国の侵略を惹起する要

国ともなりうる。まして，経済的相互依存関係

が大戦間期にみられるように不安定になればな

るほど，一般消費財・投資財のみでなく軍事物

資確保の観点からも周辺の資源や貿易拠点など

を支配しようとする密動は高くなる。つまり，

国家や国民経済の「生命線」に対する支配欲求

が高くなる。だが，必要とされる物資や財の生

産が市場の普遍性の結果として国際的に拡散す

ればするほど際限ない領域支配への衝動が生じ

る。アウタルキーを真に実現しようとするなら

ば勢力闘を際間無く拡大するほかはない。ナチ

スの「広域経済圏Jや日本の「日・満・支アウ

タルキー経済園J構想は，その意味で，侵略的

性格を本質的に内包していた。ナチス・ドイツ

の緒戦の勝手IJを契機に， r暴支膚懲」から一転，

「速やかに蘭印との経済的緊密化を図り，以っ

てその豊富なる資源を開発利用し，皇国を中心

とする大東亜経済圏の一環たるの実を挙げしめ

んJ36)とする方向に近衛内障が向ったことを想

起すればよいであろう。蛇足ながら，そのよう

な政策転換を機になされた北部仏印使攻がアメ

ワカの批判をもたらし，さらに南部仏印侵攻が

アメリカの対5制裁を引起こしたことを忘却し

て，対米・英・蘭戦争があたかも植民地解放を

36) 1940年 10月25臼付け f対翻印施策要項J
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基軸とする「大東亜共栄麗J創出のための戦争 産業社会でははるかに速い。したがって，世界

であったとか， rハル・ノートJによって追い 市場を舞台に生じる経済的な不均斉成長は，戦

込まれての戦争であったとか錯覚するわけには 争の霞接の起源をなすことはないにしても，常

いかないであろう O に勢力配翼・勢力関保の現状維持を脅かす基礎

ホップス的国際関係の力学を看過したまま国 的要因となる。しかも，そうした不均斉な成長

際的な経済的依存関係の構造変化に説明を与え は，言うまでもなく停滞よりも成長のあるとこ

ることは，何らかの一面的解釈に壊する可能性 ろから生じる。 19世紀ドイツの農業国から工

を秘めている。よしんば経済的相互依存が戦争

を回避する手段たりうるとしても，富の拡大や

諸国民間の交流に基づく相互理解の深化・発展

がもたらす効果ばかりではなく，ホップス的な

勢力関係の作用にも基づいていることを忘れて

はならなし、。

第2に，前に触れたように，政治的緊張，さ

らに軍事的緊張は，現存の勢力配分を変えよう

とする力の作用の結果に他ならない。トゥーキュ

デイデースやハワードなどの伝統的戦争起源論

を経済動学風lこ叙述したギルピンの表現を借り

れば， rもし，ある国際システムの中での主要

因の利益と勢力の相対配置が時間を通して不変

であるならば，…そのシステムは無限に均衡状

態にとどまりつづ、けるであろう o だが， ス

テイトの支配する世界では，勢力配置は時聞を

通じて不変でありつづ、けることはなし、。何より

も，勢力資掠を決定する経済力は時閣を通じて

不均等に発展するからである。

各国の経済成長は均等あるいは均斉には進行

しない。一方では，前に指摘したように中枢と

潤辺の格差が拡大し，他方では，中心に位置す

る諸国の地位は不断に変化し，また一定の諸国

は中根と周辺の閣を移動する。自然成長率は各

盟ごとに異なる。 1人あたり生産性上昇率は，

新技能の登場やイノヴェーションがどこからど

のように生じるかによって国ごとに異なり，技

術の普及過程では後から発援する経済の先行経

済に対する接近が生じる O しかも，技術の開発

と普及過程は，国民経済の歴史的個性にしたがっ

て相違する。そして，成長は農業社会に比して

37) Gilpin (1990 [1981])， p. 13. 

業関への転化，さらにイギリスを凌ぐまでの工

業生産の発展は， ヨーロッパの勢力均衡を根底

から変化させる背景をなし， 日露戦後から

1930年まで 1人あたり GDPをほぼ倍加させる

ほどの日本の急速な成長は極東の勢力関係を修

正する領向を生み出した。

不均斉成長は，単に経済力一般が勢力資源を

なすことを確認させるにとどまらない問題を明

らかにしている O ここで重要なのは，既存秩序

の維持者なり，塁走存システムの支配的大国に対

抗する国家が，停滞の結果としてではなし逆

に繁栄し，成長する結果として既存秩序の潜在

的もしくは顕在的挑戦者となることである。

事的台頭は別にしても，経済成長は勢力均衡に

影響を与える。成長は貿易構造や投資構造の変

容を伴い，自然に既存の冨際関係に構造変容を

もたらし，それはまた既存秩序の中の支配的大

国の勢力資源に圧力を与えずにはおかない。資

本主義の経済的疾病は，言うまでもなく生産力

の欠落ではなく の中の貧困Jあるいは

「豊富のゆえの貧国」を特徴とする。それにも

似て，ホップス的盟際関係は，停滞や衰退によっ

てではなく，発展と繁栄のゆえに危機を抱える

ように宿命づけられている。

以上から，経済的諸関係がホップス的国際関

係を規定することが明らかとなるが，他方，経

済的諸関係は勢力による保護を必要とすること

にも注意を向けなければならない。

そもそも中世の都市からはじまり，国内市場

活動は，フェーデを排除する「神の平和J，r王
の平和J，r域内平和」によって保護されてきた。

海上交易についても，地中海覇権は大西洋航路

の登場まで一貫して地中海毘辺諸国の経済的繁
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栄を左右し，イスラム帝国による地中海支配は

ヨーロッパに「碕黒」をもたらし，ヴェネチア

の台頭は地中海航路の確保にはじまった。スベ

インの新大睦との経済的通路はしばしば私掠船

によって妨げられ， I世界の工場J，I世界の銀

行Jとしてのイニドリスの地位は，海上通蕗路確

保を基本目的のーっとした海軍力に基づくパッ

クス・ブリタニカを必要とした。非常にプリミ

ティヴなことであるが，市場は，内外からの強

力行為による授害，それに加えて不法行為から

保護されなければ，十分な機能を発揮しえない。

もちろん箪事力・警察力だけが市場の機能を維

持する上での公共財であるわけではないが，市

場が安全保障という外部からの公共財供給を必

要とすること自体は苔定しえなL、。

前にも触れた叫が，ほとんどの公共財がそう

であるように，安全保障もまた特定の政治的意

味を含む。特定の警察力や軍事力は特定の政治

的な意味や経済的意味を有し， したがってどの

ような規模，性質をもっ警察力や軍事力を保有

するかということ自体が政治選択の対象となるO

公共財とは，自由財や私有財とは異なるという

意味で規定されているにすぎない。だが，どの

ような政治的なあるいは経済的な意味や利益や

錨植を付髄するにしても，平和が市場にとって

の公共財であることに変わりはない。それは，

国内市場においても，世界市場においても変わ

ることはない。ただ異なるのは，世界市場では

集中・系列化された単一の権力が平和をもたら

すのではなく，ホップス的な性格をもっ国家シ

ステムに平和を委ねている点にある。その意味

では，絶えざる勢力配罷の変更の中で，他の勢

力を抑制しうる中心的大国がどれだけ現状維持

を実現し，あるいは平和的に現状の変更を導く

のかが，世界市場の安定に決定的な作用を及ぼ

すと言えるであろう。このこと自体は，経済的

相互依存の深さや広がりが政治的緊密さをもた

38) i1i 5.政治社会としての市民社会の復権jの「経
済社会の政治的性格」を見られたい。

らしたり，あるいは反対に緊張をもたらすこと

とは別個に承認されねばなるまい。

これまで述べてきたことに関連して，経済的

調際相互依存をもたらす自由な市場自体が政治

権力によって確立されるべき制度に他ならない

ということに， もう少し踏み込んでおこう。一

般に，外的制限が何らなければ市場社会は自由

な交換をもたらす，あるいは「自己調整的市場」

が存在すると観念、される傾向があるO だが，こ

れは謬見としか言いようがない。是正に考察した

ように，自由な交換を実現する市場社会の成立

のためには，私的生産者によっては十分供給さ

れない公共財の供給が，また本来高品として生

されない土地や労働力を商品として交換しう

るための制度が，さらに市場の失敗に対応する

政策が必要とされる。そして，公共財の中には，

少なくとも不法行為や暴力による交換への鑓害

を抑止するための司法・警察制度が，また市民

法や商法・経済法を含む法体系自体が，それと

ともに金融制度などにみられる経済制度，生産

の社会的条件をなすインフラストラクチュアー

などが含まれる。

世界市場は国家権力と国民経済を媒介に構成

されている O 換言すれば，諸国の権力はそれぞ

れの盟家理性にしたがって市場に干渉しており，

国際間の交換は，国家干渉の結果としての法や

行政措置，さらに国家によって独自に構成され

た経済体系が育んだ慣習などの相違を乗り越え

ではじめて実現される。園内市場にまして自由

な交換が自然に生まれるわけはない。自由な世

界市場の確立・維持自体が国擦公共財の中心的

内容の 1つをなすのである。 19世紀の自由賀

易主義体制は，上手にイギリスにおける 1846年

の穀物法撤溌や 1849年の航海条例廃止だけで

なく，最恵国条款を含む 1860年の英仏通商条

約を原型とする通商条約の多角的締結，海筆力

を背景とした門戸開放と海外市場の物的・法的

整備，さらにピール条例と関連した金本位制度

確立などによってはじめて実現しえた。時じよ

うに，第 2次大戦後の「自由・無差別・多角主
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義J的な世界市場編成も，アメリカによって主

導された IMF-GATT体制の創出，マーシャル・

プランをはじめ援助という形態の意識的な国際

資本移動などを欠いては到蔵実現しえなかった。

しかも，自由な世界市場に緊張罷係が内在する

躍り，自自貿易制度は通詞交渉など諸国家間の

調整が不断になされる結果としてはじめて維持

されうる。大国にして中心国が，あるいは支記

的な一群の列強が自白貿易を，さらに特定の国

擦通貨制度などを維持しようとする意志を欠い

ては，安定的な自由な国際交換はありえない。

そして，そのような意志の具体化は，明らかに，

国擦公共財の内容と供給の在り方を規定する大

国あるいは列強の勢力を欠いてはありえないの

である。パックス・ブリタニカと 19世紀自由

貿易主義システムが，パックス・アメワカーナ

とIMF GATT 体制が対応し合うのは，決し

て偶然で、ない。

これまで述べたことで，ある国家の勢力と諸

国家の勢力関係が経済的諸関係と結合し，補完

しあっていることが以上で明らかになり，自由

貿易平和主義が期待する代替関係がすべてでは

なかったことも明らかとなった。では，古典物

理学的な勢力均衡を超えて，国家からなる国擦

システムの中での政治的安定はありうるのであ

ろうか。国家理性にしたがう「勝手気ままな」

フェーデの世界が結崩は勝利するのであり， し

たがって盟家は自己の生存のためにはひたすら

物理的暴力すなわち箪響力を中心とする勢力を

拡大するしかないのであろうか。否，そうでは

ない。これまでの考察は，自由貿易平和主義の

危うさとともに，ホップス的国際関係が経済的

諸関係に依存していることをも明らかにしてき

たからである O 国家理性に基づく国家の行動を

基礎づける経済諸関係が普遍性を有するとすれ

ば，国家間の諸関係もまたそれを反映せざるを

えないであろう O そうした問題領域に踏み込む

必要が生まれてくるのをここに擁認することが

できょう。

国際システムの安定と国際役会

ステイトとしてであろうと中世の王国，古代

田家としてであろうと，複数の国家が存在した

と仮定しよう O 新大睦発見以前のインカやアス

テカと神聖ローマ帝国の間のように，それらが

まったく関係をもたない場合には，国家間にシ

ステムなどというものは存在しない。だが，ス

テイトとしての国家は，諸国家や支配下にある

国民が信仰，文化，通商，戦争などを通じて関

係しあう宿命の中で生誕した。諸国家は，誕生

から後に幾多の戦争を経ながら 17世紀半ばに

は西歌国家系 (westernstate system) とし、ぅ

国際システムを形成し，対外主権や国家理性の

競念とともに国家としてのアイデンティティー

を確立したのである。そして，西欧関家系を原

型とするステイトを単位とする国際関係の集合

は，その後払孤立したジッペ (Sippe) とし

ての諸国家の集会ではなく，種々の社会的関係

によって関係しあうジッベとしての諸国家の集

合であり続けてきた。

深いにせよ浅いにせよ何らかの関係によって

結ばれる国家群からなる国際システムは，ある

場合には，システムを形成するにとどまらず，

国家を「市民」とする「社会Jを形成する。ヘ

ドリー・フソレ CHedleyBull)は， 主権的領域

国家からなる盟擦システムが，一定の条件にし

たがって， r国擦社会J，つまり国民国家によっ

て間われてしまった社会とは別個に，国家集聞

からなる社会一共通利益と共通価値の自覚に基

づいて，共通の規制体系に規制され，共通の制

度を機能させる国家集団によって構成されるシ

ステムー形成に向かうことを指摘した制。この

ような国際社会を形成した国際システムとして

は，古代ギリシャの都市国家システム，中国の

春秋・戦臨時代のシステムなどと並んで近代主

権国家システムつまり西欧国家系が挙げられる。

これらのシステムは，いずれも共通の文化や文

明に基礎を置くか，共通の言語，宗教，倫理規

39) Bull (1977)， 
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範，美的・芸術的伝統などを，またシステム自

体の維持や平和，暴力の抑制と所有の安定化な

どの共通の目擦を有し，そうした価値や目標に

対応する規則体系をもつものであったへ

ブ、ルの主張は，ホップス的国擦関係か， もし

くはカント的普遍社会の延長にある市場社会の

普遍的国際関係か，いずれかの一面のみを強調

して国際的システムを把握しようとする試みを

越える可能性を与えてくれる。あるいは両者の

対立を止揚する芽をフソレの知見は包含している。

ただし，ブルの主張は，ステイトとしての国家

ばかりでなく古代田家を含む政治体を含んで展

開され，ステイトのジッぺ的性格や flBき市民

社会」概念などに明示的に触れるものではなし、。

したがって，ホッブス的無政府社会も， フェー

デの絶えないヨーロッパ封建制の現実から離れ

て，より一般的概念として取り扱われている。

ここでは，これまでの考察で強調してきた①国

際的な市場安定化システムあるいはレジームの

必要性理解と，②国家を近代のジッペとして把

握することを通じて，ブルの指摘を拡張し，強

国にすることを試みることとしたし、

最初に，国際経済システムと国家社会の関保

について触れることにしよう。ステイトは市場

社会から権力資源を調達し，市場社会に対して

歴史的に干渉してきた。関税や貨幣鋳造権はミE

が保有する「高権Jとして自然に市場を国民的

に分断してきた。同時に，国家は市場社会の一

種インフラストラクチュアーとでも言うべき役

割を果たし，国民的市場社会が安定し発展する

ための公共財供給や国民的階級編成を行い，国

民的市場社会に歴史的{個性を刻印してきた。だ

が，国民経済が一定の有界性と鶴性をもつにせ

よ市場社会は本性的に普遍的であり，諸国家は

市場社会の普遍性によって椙互に関係しあう。

加えて，産業生産力の発展と資本主義的な市場

社会の拡張力は，地方的社会や市場を踊離する

情報面や交通面での障援を確実に低下させる。

40) Bull， op. cit.， pp. 8-19 (邦訳 pp. 9-21). 

その結果，それぞれの国家の下に保護されるべ

き国民は通商関係をもち，交流し合い，国家も

また政策の相互作用を通じて関係し合う。そし

て，国家は，普遍的市場がもたらす緊張関係に

も曝されるが，普遍的市場と関わる経済社会の

発展から権力・勢力資源を調達もする。この点

では， I日き市民社会を形成した中世農業社会の

「全き家 dasganze HausJとしてのジッペより

も，ステイトは境界外に対してはるかに開放さ

れていることが明らかである。

夙に見たように，市場は，様々な街j度の隙聞

にも自生するような普遍的な自生力をもってい

るO 村落問士での交換があり，海上や隊商の冒

険を伴う遠距離貿易があり，統制をくぐり抜け

る鶴市場がある。自国に相芯の貨幣が無ければ

外国産の金貨が流通に使用され，金属貨幣が足

りなければ種々の証書や手形が貨幣として機能

する。「商業の復活J以前から存在した「市」

や「大市Jは商品流通の発展とともに相互に結

合するようになる。翻人と貨幣取扱業者は，ス

テイト以前のラテン的キリスト教世界において

既に貴族や僧侶と並んで狭い共同体や領邦を超

えてヨーロッパ全体にわたって交流する身分と

なる。このような経済的関係の普通性は，一方

では通路にかかわる慣習や法を生み出し，他方

では 1偶の普遍的世界に諸国家とその由民が帰

罵しているという意識を生み出す。ステイトが

確立される以前から外留為替取引きに見られる

海上交易法が慣菅法として形成され，また数多

くの萌業書式・手続きが同様に国際援習として

確立され，各地の市が相互に関連して開催され

る市の昔話震化や両替・振り替え決済・信用制度

や保険制度が形成される。市場の形成と維持と

いう共通利益や，略奪・強制ではなく交換に基

礎を置く富を重んずる共通価鐙が生まれ，それ

に対応する規範や制度が形成されること，つま

り経済的な意味での国際社会が自然発生してき

たことを理解することは比較的容易であろう。

もちろん， こうした国標的経済社会はブルの

う出際社会とは異なる。ブルの国際社会の主
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体は他ならないステイトであって，儲々の経済

人ではない。しかも， こうした自生的関際経済

社会がそれ自体でブルの言うような意味での国

際社会を形成しないことに注目する必要がある。

理由は 2重である。第 lの理由は，前にも述べ

たが，ステイトとしての国家が市場の普遍性を

権力によって分断し，それぞれの圏内市場に由

民的観性を賦与してきたことにある。ステイト

としての国家は，すべての政治的権力を集中・

系列化した近代のジッペとして市場に介入する。

一面では，王の裁量に委ねられ，ある時には売

されたとも言える高権は，不可分の主権の内

に組み込まれる。権力資擦として市場は国家に

よって子渉され，貨幣高権は著しく発展して国

内ではもはや外国の貨幣は流通することなく，

関税権は王の財産ではなく国家財政の基盤とな

る。他面，国内市場を統一し市場を盟民的に発

展させる国家の機能もまた国際経済社会に障壁

をもたらす。国内流通の圧倒的な発展に対応し

て形成される商法や税制，信用制度の整僚は外

国との自由な慣習に基づく取引きを阻害する。

国民的市場は差別化された市場に他ならなし、。

このように国家が市場を由民的に分断する世

界では，国民的市場をつなぐ国擦経済社会は国

家の意志を媒介に再構築されなければならない。

国際費易は，ステイトとしての国家が重留主義

を掲げる絶対君主制とともに顕現して以来通商

条約の締結をもってはじめて国家の裁量的介入

を避けて実践しうるものとなる。逆に言えば，

通商条約に基づかない国際費易は保護を受けな

い通高に堕し，通関手続きを通らない貿易は密

貿易とされる。イギリスは 19世紀に自由貿易

餅度を確立するために最恵国条款 (themost 

favoured-nation clause) を含んだ 1860年の

英仏通臨条約(コブデンーブライト条約)を締

結した後，ヴィクトリア時代を通じて最恵国条

款を含む通商条約の締結を経済外交の基本とし

た。この結果， 20世紀初頭にイギ 1)スは46の，

イタリアは 45，独・米は 30，スペイン・フラ

ンス・日本は 20から 30の最恵国条款を含む通

西条約を有し，多角的な関税引き下げが実現し

ていった。通商条約だけではなし、。国際経済社

会は，所有権保護や通信制度，度量基準などを

共有しなければ成立しえない。このため多数国

間にわたる技術的な取り極めや条約が必要とさ

れる。 1865年の国際電信連合， 1874年の一般

郵便連合(後の万国郵便連合)， 1875年の国際

度量衡局， 1883年の工業所有権保護持盟，

1886年の国際著作権問盟などはこうした要請

に応じるものであった。 19世紀における非政

治的条約の増加は 18世紀に比して国際法史上

の1つの特徴をなしているが，その多くが経済

的性格を有していたのは，産業革命後の生産力

発展と自由費易体制創出意志が国際経済社会構

築安要請したからに他あるま L、。こうして，市

場の普遍的性格とそれを推進する資本主義的経

済成長は，経済的側面からの実体国際法をもた

らし，ブルの言う菌際社会形成の大きな要因と

なるのである。

第2の理由は，第 1の理由とは反対方向から

生じるとも言える O これまで述べたように，市

場はどのような環境に対応しでも生成する自生

力を備えてはいるが，自己調整的ではなく，自

己実現力を十分備えているわけでもなL、。器内

ですら市場の実現と安定のためには公共財の供

給が必要とされる O しかも，国民的経済政策や

国民的制度のみでは「剥き出しの市場」となる

世界市場の安定は保証されえない。鶴々の国民

的政府の政策を集計した際に生じる「合成の誤

謬Jなり「集計的な政府の失敗Jが生じる可能

性を世界市場は常に内包する。したがって，普

遍的な世界市場の枠内に位置する国民的諸社会

の再生産と繁栄という共通銀債・共通利益の実

現には，その時代の歴史的構造に適合的な諸鞘

度を構築・維持し，世界市場や諸国民政府の政

策の相互作用がもたらす緊張を調整する国際公

共財の供給が必要とされる。

国際公共財の内容は，いかなる制度や調整措

置が公共財として認識され受容されるのかとい

う跨題を媒介として，麗史的に決定される。そ
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れでも， 19世紀の自由主義的世界市場以来，

自由貿易体制の創出・維持と安定した国際通貨

体制の篠立・維持の両者は，今日に至るまで基

本的国際公共財であり続けてきたと言えよう。

ここで注目しなければならないのは， これら

がさきに見た国際経済社会に契機をもっ自由翌

易体制の形成とは区別される契機を内包するこ

とである。統一された市場への欲求は常に市場

社会の中に存在し，それは確かに通商条約の締

結などをもたらす契機となる。だが， r ~ 7. 

国民経済と世界市場Jで見たように，自由な市

場は無矛屈ではありえず，それゆえに自由貿易

体制への批判は常に現れる。英仏通商条約締結

後のフランスではほどなく自由費易への批判が

じたし， ドイツとアメリカ合衆国はいずれも

育成関税制度を用いたのであった。国際通貨体

制についても閉じことが言える。確かに， 1844 

年の銀行法を契機にイギリスは強屈な金本位制

度を採用し，やがて19世紀後半には銀の金に

対する相対価格の下落とともにフランスなど銀

本故国は市場の合理性に導かれて金本位制度を

採用し，古典的国際金本位制度が形成される。

だが，国際金本位制度は自動的に盟際経済安定

をもたらすわけではなし、。金本位制度の下では，

為替相場の変動は金平価 (goldparity)を中

心に金現送点 (goldpoint)の範留の中に押さ

えられるがぺ国際収支が赤字となった場合に

41)たとえば自国通貨が国際収支悪化の結果として金王手

錨〈イギリスの場合. 18俊紀半lまからニュートン

らの努力によって定められた金 1オンス =3ポンド

17シリング 10と2分の 1ペンスの王手備が.1821年

の金免換路始以来第1次大戦まで維持された)より

も安くなるならば，金よりも高い2毒事由通貨を為替市
場で手に入れて決済するよりも金自体を輸送しで決

済する方が有利になる。そこで為替相場は自ずと金

平価と金の輸送費(保険料などを含む)の簡に押え

込まれることになる。現実には，金の輸送は一定額

まとめて輸送されるし，また実際に金そ輸送するの

ではなく国際的に集中された金の保管場所内での所

有変更のみに終わる場合が多いが，金の輸送費によっ

て為替紹場変動が限界付けられている相場を金現送

点という。

は，為替相場が下落して金現送点を越えそうに

なると金が流出する。金準備の減少は，一方で

は対外支払い準備の減少を意味するところから

輪入抑鮪が当該国に強制され，他方では関内発

券準備の減少を意味するところから景気・成長

の抑制が同様に強制される。国際収支黒字国で

はこのような鞘約は生じなし、。そこで生じる金

流入は，信用基擦を強固にするであろうし，金

が適切に退蔵される場合には直ちにインフレー

ションを引き起こすことにもならない。換言す

れば，金本位制度は国擦経済不均衡の調整を積

務留に負わせる傾向を有するのである。したがっ

て，そもそも過度の調整が債務国(国際収支赤

字国)にかからないような装謹・機構が存在し

ない限仏国際的な制度あるいはレジームとし

て安定的に機能しえないであろう叫。

つまり，自由貿易体制にしても国際通貨制度

にしても，これらを推進する意志と力をもっ国

家が存在しなければ実現されえないであろうし，

また白出貿易体制と国際金本位制度から生じる

国際間の緊張を調整する装置や機構が存在しな

ければ維持されえないであろう O ヴィクトリア

期のイギリスは，そのような意志と力をもち，

調整機構を担った。イギリスは最恵盟条款を含

む通商条約締結による多角的貿易網形成を追求

しつつ，独・米などの保護関税制度などには寛

容であったし，自国の産業競争力の低下にあっ

ても保護主義へは向わず，閤擦金本位制度の面

では潤沢な経常収支余剰を金準備の増加にでは

なく対外投資に振り向けて債務国の負担を軽減

したのであった。

無論，ヴィクトリア期のイギリスは国擦公共

財供給を意識的に行ったわけではない。これが

42)国際金本f立制度では In-lJ問題は存在しないとい

う見解が通説的であるが， ここで述べたような調整

問題が存夜する。「金本位制度の自動調節作用」を

無条件に承認しない場合lこは，厳密に2言えば["n -1J 

問題は金本位制度にも存在すると言わざるをえない

であろう。そして，イギワスが残余の H習として国

際収支泉字を対外投資に回したことを記憶する必要

があろう o
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意識的に取り上げられたのは戦後の I悶F

GATT 体制形成においてである。夙に指摘し

たところだが，アメリカは，戦後国際経済秩序

形成にあって，両大戦間期の「保護・差別・双

務主義Jによる世界経済の解体に代わる「自由・

無差別・多角主義Jによる世界市場の統一を積

極的に推進するとともに，各国のケインズ政策

採用による田内均衡達成(完全雇用達成)を支

援する必要性を理解したからである。たとえば，

1944年のブレトン・ウッズ協定に基づく IMF

固定相場制度でも金本位鞘度において見たと同

様の債務閣の調整問題が生じるが， IMFは，

①債務国が自国通貨を IMFに払い込んだ金額

に相当する基軸通貨の引き出し(クレジット・

トランシュ〉枠を設定して債務国の器類の外貨

準備減少問題への対応措置を設け，(g)さらに

「希少あるいは不足通貨条項 scarcecurrency 

clauseJをもって，債権国にして基軸通貨国は

基金の機能を維持するためには基軸通貨を供給

しなければならないことを指示して，調整責務

が債務国に一方的にかかることを避け，基軸通

貨を供給する績権問にも調整責務を負わせたの

であった。ブレトン・ウッズ協定批准をめぐる

イギリス上競での議会漬説において，ケインズ

は「国際収支の均衡を改善すべき責任が，債権

問の側においても公平に負担することになって

いるJという利点を示したがペ龍権冨が責務

を負うような盟際的取り極めはそれ以前の醸史

には見られないものであった。そして，事実ア

メリカは調整責務を引き受けることをマーシャ

ル・プランによって示したのであった。

同様に， GATTもまた，最恵関待遇，無差

別主義，内閣民待遇を原則とし，貿易の自由化

と関税引き下げ刊を一般的に推進するとともに，

完全麗用の維持と経済発展にかかわっては免責

43) Keynes 0980 [1944])， p.14 (邦訳.pp. 18-19) 

44) I貿易自由化jは関税外の貿易制限措震，より具体

的には輸入数量害IJりう当てや輸入禁止制限制度の撤廃

を;意味し，関税引き下げによる貿易際壁低減とは区

別される。

条項 (escapeclause) をもって自由貿易から生

じる問題に対処する構造を有していた。 1947

年に締結された GATT第 12条は国際収支擁護

のための数量制限を承認し，第 18条では発展

途上国に対して例外的便宜を与え，第四条で

は特定産品の輸入急増に対応する免責を規定し

ていたのである。それに加えて，アメリカ政府

は自国の費易収支黒字を解消するために輸入を

増加させる必要があることを認識しベそれに

基づいて戦後数次にわたる GATTの関税引き

下げ交渉を主導したのであった。 IMF守 GATT

体制とは， GATT tこ見られる自由貿易体制と

IMFに具体化される安定的な盟際通貨体制，

そして各留の完全雇用や途上国の経済発展への

国際的支護枠組みを国際公共財として認識した

上で構築されたのである。

このような国際公共財供給があってはじめて

世界市場は安定しうるし，また自由な通高や安

定した国探通貨体制も存続しうる O だが，国際

公共滋供給は「国擦政府無き関擦公共財46)Jと

45)たとえば. 1951年に国務省から発行された Ex

panding 1干orldTrade.' United States Policy 

and Program (US. Department of State 

(951)， pp. 213-218)や 1952年の W.L. Thorp 

悶務次官の TheEconomic B乱sisof Our Foreign 

Policyと題する演説 (US.Department of State 

(1952)， pp. 173叩 177)などを見られたい。そこで

は. 1929年以後のアメリカの輸入減少が位界経演

に図難を引き起こしたことを認め，戦後の拡大均衡

にはアメワカの輸入増加が必婆であることを訴えて

いる。前に指摘したように，アメリカの戦後E窓際経
済関係構築原潔の基礎をなした「自由・無差別・多

角主義」が明らかにアメワカの輸出市場の必要性か

ら出発したことを考慮すれば， このような政府見解

が生じてきたのは大きな変化であった。

46) Kindleberger (2000)， pp. 441-461。キンドルパー

ガーは. 1986年の AmericanEconomic Revieω 

に警かれたこの論文を遜じて，相対的地位を低下さ

せつつあったアメリカが公共財供給の主主務を負わな

い場合に生じる危険に警告を発した。それは 局面

ではアメリカの手IJ主主に沿った匿際経済制度やレジー

ムの正当化につながる側面があり，そこから「覇権

安定論」への種々の批判も生まれた。だが，そのよ

うにキンドルパーガーを批判しようとも. l'国際公

共財」の必婆性についての検討を免れるものではな
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いう問題にぶつかる O 問題の解決は，間際経済

関係を主導する国家が相互に関わる中で，意識

的にせよ無意識的にせよ，あるいは明示的にせ

よ暗黙裡にせよ，また合意に基づくにせよ強鞘

の結果にせよ，それらの諸国家が条約，会議な

どによって形成される枠組み，輯度， レジーム

などの装置を生み出し，それに基づく行動原理

や規則が諸国家に共有されるようになり，

の主導的国家がそうした装置を強く支持するこ

とによって果たされる。これがブルの言う国際

社会形成を指示することは明らかであろう。そ

して，それらが実現されない場合には，国民的

経済社会と世界市場は不安定化し，差別的・排

地的経済領域への指向が芽生え，さらに菌際シ

ステム自体が不安定となるであろうし，盟際社

会は共通価値・共通利益を実現しえないがゆえ

に解体へと向い，ホップス的な劉面が国際関係

を支配する傾向をもつであろう。 19世紀自由

主義期や戦後ブレトン・ウッズ体観期には今言

及した装寵があり，大戦間期には欠落していた

のであった。

市場の普遍性は，ラテン的キリスト教世界の

普遍性が中世ヨーロッパ国際社会を支えたと同

じように，西欧富家系からはじまる国際システ

ムが 1つの国際社会を形成することを支えてい

るとも表現できる。無論，市場自体が安定的に

発麗しうる否かは磯実ではなく，また市場の普

遍性に対応する国際社会も安定的とは言い難し、。

だが，国際社会と市場の普遍性の間にそうした

関係が確実に存在する。そして， リベラルな国

際経済関係は，剥き出しの形態ではむしろジャ

ングルの法別に結果するのであり，グロティウ

ス的な社会関係に包まれて始めて安定的に機能

しうるものとなる。ブルは国際社会の経済的側

面には余り立ち入ることをしていないが，近代

の国際社会は経済的基盤を不可欠の要素として

いことに注意しなければならない。そして，富民的

政策のみで霞際社会が経済的に安定しうるという主

張をしない限り， ~窓際公共財が必要であることを無

視することはなしえないであろう。

いるのである。

経済問題から離れて，次に国家がジッベとし

ての性格をもつことから生じる国際社会の特性

に触れてみよう。ステイトとしての，あるいは

近代のジッペとしての国家は，西欧関家系が誕

したヨーロッパキ 1)スト教世界がもっていた

諸関係を別にしても 1つの国際システムを形

成する政治的要閣をもっている。既に述べたよ

うに，自己を自己の裁判宮とし，自力救済権を

もっジッべによって構成される世界は本質的に

不安定である。ために，中世にあって力無き自

白人は力有る王，貴族と封建響約関係を結んで

「旧き市民社会Jを形成していったのであった。

国際関係においても向様である。自己が自己の

裁判官となることと「国家理性」を行動原理と

することは時義と寄ってよい。当然、のことなが

らステイトの支記する世界は本質的な不安定性

を纏わざるをえなかった。このことを理解する

には，ステイトが家産的国家の君主であり， し

かも勢力が定まらずステイトとしての富家概念

が未成熟であった 17世紀半ばくらいまでのヨー

ロッパが戦争の世紀にあったことを想起すれば

よいであろう。それはフェーデの絶えない中世

ヨーロッパの一地方を訪傍とさせるものであっ

た。 1648年のウエストファーリア条約は， こ

うした状態を解消してシステムを形成する基礎

を与えた。それは，神聖ローマ帝盟を事実上解

体し，宗教問題を国家主権に帰属させ，国際シ

ステムの主体が主権的領域国家であることを承

認したからである。そこから， I ~ 6.諸国家

の体系と市民社会Jで述べたように，西欧国家

系という国際システムが生れていった。

まれでた国際システムは，主権的韻域国家

がアクターである勢力均衡政治を国際関係の基

本に据えるように作用した。もちろん，勢力均

衡政治が国家の自由と国際平和を保証するとは

必ずしも言えないであろう。だが，少なくとも

それはヨーロッパ世界に国際システムをもたら

すとともに，国際社会を生み出す土壌を形成し

た。一方では，国家は自己の生存を確実にし，
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勢力を拡大するために外国と支配・同盟・従属・ きたのである O

対抗などの諸関係を結び合うが，そうした行動 無論，そのような規則化がなされたとしても，

は菌家による情報の収集，外交交渉，常駐外交 国家が自力救済権をもち「国家理性」にしたがっ

官制度など外交という領域をもたらした。他方

では，国家観念と国際法の共有がもたらされた。

グロティウスなどの初期国擦法学ではキリスト

教などに基づく正戦 (bellumjustum) とは異

なる意味での戦争の正当原因論が開題となる

が4九やがてヴァッテル (Vattel)に見られる

ように，主権国家同士の戦争を正戦論から解放

した無差別戦争観48)が形成される。それと並行

するように，主権問家とは何か，いかに承認、さ

れるべきか，領域はどのようにして決定される

かなどから始まり，内政不干渉原則，交戦法規

など平時・戦時の盟擦法が形成されていったか

らであるヘつまり，勢力均衡政治の中で次第

に国際政治は制度化され，国際行為規範が生み

出されるようになっていったのである。それは

また共通価値の確認過程でもあった。ことに注

意すべきは，グロティウス時代から常に戦時国

際法が問題とされ， 1899年と 1907年のハーグ

国際平和会議に関連して「陸戦の法按讃例に関

する規員IJJ，I開戦に関する条約J，中立に関す

る諸条約など戦争法規を定めた条約が結ばれて

いったことである。こうして，競争するにせよ，

協力するにせよ，あるいはまた敵対するにせよ，

種々の国際行為が剥き出しの権力行動ではなく，

国際行為規範・規制に基づいてなされるような

関係が形成されてきたのである。換言すれば，

ホップス的な国際関係は，剥き出しのアナーキー

ではなくグロティウス的な社会関係に包まれて

47)言うまでもなくグロティウスの F戦争と平和の法J

は，この問題を中心に主権，領域の本質，交戦法規

などを体系的に考察するものであった。

48)無差別戦争観は，正義の戦争と不正義の戦争の区別

を放棄した点で， ~護家理性に慕づいて国家が自由に

戦争をなしうるという西飲酒家系の環念を端的に表

環したといえるであろう。

49) ~窓際法思想、については，当扇，白畑茂二郎(1966)

第1章，藤田久…(1992) 序章， Bull， op. cit， 

Part 1-2などを参照されたい。

て行為を正当化するジッペであることに変わり

は無い。戦争が自然、状態となりうる世界なので

ある。したがって，社会形成に向わない場合も

存在する。フソレも言うように，関係性の希薄な

国家間あるいは国家集間関では，社会的要素は

稀少となるに違いないへ社会的要素は，共通

利益・共通俗植の有無によって左右される。

権国家から成る現存国際システムの維持， した

がって平和や所有と交換，契約の安定化，さら

に一定の人類なり社会一般についての共有価値

の維持などが，国家簡に強く存在する場合に社

会的要素は強くなり，さも無い場合には弱くな

る。その中間の場合も存在する。互いに戦争す

る国家間では社会的要素が低下するが，交戦法

規を遵守するように一定の菌擦行為規制が作用

する場合も存在する。イデオロギー的あるいは

文化的に引き裂かれ，時時に共通の利益が自覚

されえないような場合，例えば中世のキリスト

教閣がイスラム教園に対抗するとき，あるいは

蒙古が版関を拡大していく過程，またヨーロッ

パ諸国が先住民居住地を「無主地」として征報

してゆく場合には，社会的要素は生れなし叶〉極

めて稀少にしか存在しなし、。その場合には，国

家あるいは政治集団関の関係は勢力を剥き出し

としたものに接近する。また，開じ論理からし

て，国擦社会に属する国家が国際行為規則を無

視あるいは違反することは，共通利益と共通価

値の放棄者であり「野蛮Jな国家と見なされ

る5九

ジッペとしての国家が存在する世界において

は，個々の市民なり経済主体が国家とは無縁に

50) B江口，op. cit.， pp. 14-15 (邦訳， pp. 15-17). 

51)南京アトロシティーや第2次大戦終の叢の行動をめ

ぐって日本が批判される擦には，一般に人道や平和

を侵したとはJjljに，濁際行為規範から逸脱したとい

う事実が問題とされる。この点を看過した「検証」

や「議論」はE窓際社会での適用性をもちえないであ
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普遍的な社会を国際的に形成するのは極めて閤

難である。代わって，ホップス的国際関係と並

んで，杏，ホップス的関係が存在するからこそ，

ステイトとしての国家を構成主体とする国際社

会が形成されうる O ジッぺとして国家を特徴づ

けることが，ホッブス的国擦関係のみをもって

国家間関係を規定する結果をもたらすわけでは

ないことに在意しなければなるま L、。

だが，これと並んで，国際社会が，度々指摘

するように中世の!日き市民社会にも似た構成を

とることに十分注意を払わなければならない。

社会を形成しながらもジッぺ向士がフェーデを

行う権利を有したように，国家が公的に戦争を

行いうるのが国際社会に他ならない。そこから

国際社会特有の安定問題が生じる。

第 1に，こうして形成される国際社会は，無

論，上でも指摘したように，集中・系列化され

た権力を欠くのであり，勢力均衡を排拾しうる

わけではない。したがって，共通利益・価値を，

また規則と制度を維持し遵守させる単一の権力

構造は国際社会には存在しない。国擦社会の権

力は，フェーデの絶えない中世社会と同様に，

重層的・複合的に配置される。しかも，各国の

利害は，国擦公共財の供給システム 1つをとっ

ても容易に一致するとは眠らないであろう。で

は，どのようにして国際社会は，国際社会にお

ける公共養である共通利議や共通価値を確定し，

またそれらを体現する規則・制度などを諸国家

に遵守させうるのであろうか。言うまでもなく，

そうした権力構造は，具体的に歴史的な勢力配

置の中で決定され，特定の国家あるいは国家集

団が他の諸閤家に対して優越する勢力をもって

権力構造を維持する機能を揖うであろう。

換えれば，国擦社会は，ヘゲモニー(覇権)の

確立によってはじめて安定化しうるのである。

ただし，注意しなければならないのは，ここ

ろう。戦争法規違反の側童話については，南京アトロ

シティーの評綴方法や内容が相異なる楽部彦(1986)，

Z題窓iE武(1997)，藤原彰(1998)などが等しく指

擁している。参熊されたい。

うヘゲモニーが，物理的な暴力(軍事力)

に基づく支配力，つまり強制的権力だけを意味

するものではないという点である O この点で注

目すべきは中村研一の指橋である。中村は，ヘ

ゲモニー概念を軍事力の狭い枠組みから構成す

る試みを退け，通説とは異なる枠組みの中でヘ

ゲモニー概念を再構成している制。躍史的事実

から言えば，物理的強制力のみによって国際関

{系を理解する，あるいは同じことであるがへゲ、

モニーを理解する試みは大きな困難に逢着する。

たとえば，イギリスが PaxBritanicaの時代に

軍事力の不足に悩み，戦後のアメリカは自己制

約を課していたからであるO そこで，中村は，

強制的権力に代えてヘゲモニーの中心内容に

「指示的権力」を置き，ヘゲモニーを誼接規定

する条件として(1)潤辺からの挑戦を退ける

動員可能な軍事資源とそれを投入する意志，

(2)指示の伝達手段における優位， (3) r近
代主義Jにみられるような周辺に受容されうる

指示内容の存在を挙げたのであった。

このような中村の試みを国際社会論に接合し

てみれば，これまで国際社会に関連して述べて

きた共通価値・利益・規則などは，中村の言う

「指示内容Jがその時々の歴史的局面において

国際関係において具体化されたもの，あるいは

その時代の国際社会の公共善を体現するものと

るであろう。もちろん，指示内容がヘゲモ

ニーに位置する国家の利益に従属する蓋然性は

高い。それでも，ヘゲモニーが指示する内容に

時代の要請を反映する公共善が含まれなければ，

諸他の国家によってヘゲモニー自体が受容され

るところとはなるまし、。圏内政治において一定

の階級や階層が支配的権力を把握するにしても，

その時代の社会に一般的に受容される公共善を

権力が体現しない根り有効な支配を確立しえな

いのと同じである O そして，共通価値や共通利

益なり公共善とは無縁の剥き出しの軍事的強制

は，国際社会を含めた社会的諸関係の不安定に

52)中村研… (1994).
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結果するしかなし、。したがって，指示的権力が

実効あるように作用するためには，ヘゲモニー

は国際社会の政治的・経済的安定を供給しなけ

ればならない。指示的権力は，ある麗史的段j務

の共通価値・利益を構想・擁護する意志と能力，

それらを具現化した規則体系や制度を一当然だ

が，経済的には国際公共財を供給し，国際的調

整機構を確立・維持する構想力・意蕊・能力を

まずには，留擦社会によって受容されないの

である。

こうして，ヘゲモニー概念はホッブース的社会

の支配力を保証する物理的強制力の狭さから解

き放たれ，ブルを基礎にここで護得された国際

社会概念の中に位置しうるようになる。そして

また，それと同時に，共通価値などの普遍性に

象設されるカント的盟擦関係観，国際行為規則

に具体化されるグロティウス的層際関係観，そ

してホッブス的国際関保観のそれぞれが，桔排

除しあうのではなく，ステイトとしての国家か

らなる国際システムの中に組み込まれているこ

とをも理解しうるであろう。

第 2Iこ，中世の!日き市民社会は，独立権力を

保有するジッべからなる重層的な， しかも「縫

れた絹」のようなものであった。これと同じよ

うに，国際社会が形成されたにせよ，諸国家は

自己の保全のために従属・悶盟・支配といった

種々の関係を複雑に他の国家と結びあう。つま

り，どのようにヘゲモニーが確立されたとして

も，単一の共通倍纏と共通利益に基づいて，単

一のヘゲモニーの下に治められるような単純な

国際社会構造はありえない。自由主義的国際社

会を概観してみよう。ウィーン会議以後の協調

(concert)システム崩壊後の 1848年から 1870

年には，勢力均衡と自由費易主義が典型的に支

配的であった世界が存在した。イギリスは，

「光輝ある孤立」を選択して勢力均衡を操作し

つつ，海軍力と産業的・金融的支配力をもって

自由主義と市場開放を実現し，ノfックス・ブリ

タニカと言われる時代を創出・維持した。だが，

この時代は，ロシア，フランス，プロイセン，

オーストリーの 4列強が，それぞれ独自の勢力

を周辺との関係で維持・拡大するシステムをヨー

ロッパ内に形成しながら，それぞれ金融的整備

や工業化を図っていた時代でもあったο また，

西半球ではアメリカがイギリスの暗黙の了解を

得た上でそンロー主義を掲げて大陸諸国の干渉

を排除しながら，イギリス資本の吸引と農産物

のイギリスへの輸出をもって経済成長を遂げ，

さらに育成関税をもって工業化を達成しようと

していた。イギリスを中心とする世界的な国際

社会，またそれを背景に非資本主義的領域(中

爵，インドなど)を含む国醸システムが単純な

規範・規制や支配・従麗関係をもって形成された

のではなく，その内部にはヨーロッパ大の副次

的国際社会が，また列強と閣辺諸国から構成さ

れる一段下位に位置する地域的な副次的国擦社

会が存在したのである。

しかも，これらの幾つかの層をなして配置さ

れる副次的国際社会・国際システムは， それぞ

れに孤立し， しかも単純にヘゲモニーを頂点と

した整然としたヒエラルキーの一部を構成する

わけではない。それらは，副次的社会なりシス

テムを主導する国家の「国家理性Jにしたがっ

て，あるときに協調・陪盟し，あるときに対立

し合う。ロシアの南下に対してイギリスとフラ

ンスは同盟を結び，プロイセンとオーストリー

もまた対ロシア同盟を結ぶが，イタリア独立を

めぐってはフランスとオーストリーは対立した。

そしてまた， ヨーロッパ内部におけるイギリス

のヘゲモニーとは'ijiJにロシア，フランス，アメ

リカはそれぞれ独自に中国・トルコなどヨーロッ

パ域外に進出し，その結果， トルコへの進出を

契機にロシアはイギ J)スと衝突した。このよう

に，副次的問擦社会・閤擦システムとヘゲモニー

は多様な関係を取り結ぶ。まことに， シャノレル

マーニュ死後のカロリング帝国のように，国際

社会における権力の配置は「縫れた網Jの様相を

なすのである。その結果，国際社会の安定性は，

共通価値・共通利益の有無， ヘゲモニーの有無

や強弱，国際公共財供給システムの態様ばかり
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ではなく，重層的・複合的に配寵される副次的

国際社会・副次的関際システム自体と全体の中

での副次的社会なり副次的システムの位置の変

容にも依存することになるであろう。勢力関係

の変化自体，そのような副次的社会・システム

の変化という側面なしには生じなし、からである。

以上に見たようにブルの国際社会論を拡張す

ると，自ずから次のことが明らかとなる。ヘゲ

モニーを中心とした勢力関係の安定とともに，

その時代が要請する共通価値・共通利益を体現

する国際社会形成を欠いては，どのような国際

システムも持続的な繁栄と平和を実現しえない。

そして，発展に伴う政治・経済構造の変化は，

やがて一方では勢力関採の変化をもたらし，他

方では社会を安定させるに必要な共通価値・共

通利益の動揺，それを体現する競則や制度の機

能不全をもたらす。挑戦者は自己の形成する討

次的システム・社会を基盤としながら，塁走存の

ヘゲモニーに対抗する。政治的・経済的緊張が

現実化する危険に国擦システムは接近する。既

存のヘゲモニーが挑戦者に対して譲歩するか，

もしくは挑戦者が既存のヘゲモニーに妥協しつ

つ新たなヘゲモニー構造と国際社会を再構築す

る方向が生れるならば，世界経済の解体と経済

停滞や戦争ではなく，国際社会の構造変化・変

容が握関するにとどまる。

では，現代までに国際社会はどのような変化

を遂げ，今どのような課題に直面しているであ

ろうか。これまで仮説的に論じたことを現代に

活かすことが次の課題になる。だが，その前に，

避けて通ることのできない 1つの開題に言及し

なければならなL、。言うまでも無くネイション

についてである。これまでの考察の中で，ステ

イトが国民国家 Cnation-stat日)として存在す

ることにしばしば触れ，国民的な社会の麿史性

と由民的な社会の有界性を媒介に世界市場を把

握してきた。だが，ネイションとは自明の自然

的存在ではない。それもまた近代の産物に他な

らなし、。そこで，ネイションとは何か，それが

国際政治経済にもたらす諸問題，国際社会とネ

イションとの相互関係について，次の機会にあ

らためでとりあげることとしよう。
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