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2022年 4月 16日 田中素香世界資本主

義フォーラム 事後報告 

2022.4．30 矢沢国光 

 

■4.16 フォーラム案内文書 

 プーチン・ロシアのウクライナ侵攻で、EU に政治的経済的激震が走っています。 

エネルギー･資源大国ロシアとの経済断絶、軍拡に向けてのドイツの「歴史的転換」、…。 

しかも直近のこうした事態は、リーマン金融危機で一挙に加速したパクス・アメリカーナ

の解体の過程――アメリカの国内政治危機と後退、イギリスの EU 離脱、世界覇権をアメリ

カと二分する中国の台頭、EU の内部対立とポピュリズムの台頭――のまっただ中で生起し

ています。 

EU はどこに向かうか?EU 研究の第一人者･ 田中素香氏に、読み解いてもらいます。（矢

沢） 

 

 ●主催 世界資本主義フォーラム 

 ●期日 2022 年 4月 16 日（土）13時 30 分～16 時 30 分 

 ●開催方式：ZOOM によるオンライン［当初、本郷会館での対面形式を予定していたが、

地震で東北新幹線が脱線･不通になったため、変更］ 

 ●テーマ 世界資本主義の発展と EU 統合―ポストリーマン危機の時代を中心に― 

 ●講演主旨 

  ①世界資本主義の発展段階を「画期的恐慌」によって規定し、その発展段階と EU 統合

の発展段階を関連付ける。 

②リーマン恐慌以後を「Capitalism 4」と時代区分し、その時代の EU の問題点と課題

を示す。 

 ●講師略歴  九州大学工学部・経済学部卒業、東北大学教授、中央大学教授。経済学博

士。東北大学名誉教授。 

 ●参考文献  田中素香他著『現代ヨーロッパ経済（第 6 版）』有斐閣アルマ、2022 年

刊。 

 

■司会者（矢沢国光）の感想 

 （１）世界資本主義フォーラムでＥＵを取り上げるのは、初めてだ。第一次大戦以前の世

界資本主義――田中素香先生の「Capitalism ゼロ」――については、オランダ・イギリス・
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フランス・ドイツ中心に、このフォーラムでもさまざまな形で取り上げてきたが、21 世紀

の EU については、米中の対立激化に注目するあまり、EU を真正面から取り上げることは

なかった。 

 ところが、プーチン･ロシアのウクライナ侵攻で、NATO とその背後にある EU がにわか

にクローズアップされる事態になった。EU 研究の第一人者･田中素香先生の講演は、時宜

をえたものとなった。 

  

 （２）田中先生は、EU を世界資本主義の発展段階の中に位置づけている［スライド 3－

12］。 

田中先生の「段階論」は、重商主義（商人資本）・自由主義（産業資本）・帝国主義（金融

資本）→多極化、といった宇野弘蔵式の段階論とは異なる。 

パクス・ブリタニカ→パクス・アメリカーナ→その崩壊、という世界資本主義論とも異な

る。 

 私が「田中段階論」を見て感じたことは、「世界資本主義はイギリスを中心に生成発展没

落する過程」と捉えるのが、首尾一貫して、よいのかな、ということだった。 

 Capitalism０では、イギリスが世界の商業・金融を押さえ、世界の工場にもなっていた。 

 CapitalismⅠ（大不況期以降）では、イギリスに対するドイツ帝国の挑戦というかたちで

第一次世界大戦に突入し、イギリスはアメリカの経済力・軍事力の支援でかろうじて敗退を

免れた。 

 CapitalismⅡ（世界恐慌以降）では、イギリス中心の国際金融システムが機能不全に陥る

が、アメリカもそれに取って代わることはできないまま、第二次世界大戦に突入。戦後アメ

リカ中心の金ドル本位制が形成され、イギリスは「英連邦」も失ったが、冷戦体制という枠

組みを作って先進資本主義諸国を束ね世界政治を主導した。それを可能にしたのは、イギリ

スの外交力・情報力であった。 

 CapitalismⅢ（石油危機以降）では、EU・日本の台頭で金ドル本位制が崩れて変動相場制

に移行するが、世界金融の中心は依然として（というか、かえって復活して）ロンドンだ。

しかし、実体経済では中国の台頭著しく、米の金融化資本主義は、中国・産油国の米国債投

資に支えられる形になる。アメリカのイラク侵攻の失敗に付随する中東の液状化に対して

アメリカは収拾する余力を持たず、ロシアに丸投げした。ソ連崩壊にともなう東欧諸国の資

本主義化も、EU が担うことになる。 

 200６－2008 年金融危機後のCapitalismⅣになると、アメリカもいよいよ弱ってきて、英

米豪のアングロサクソンが（最後の手段として）AUKUS を結成して、中国・ＥＵに対抗す

る。プーチン・ロシアの暴走が NATO の強化を生みだしているが、NATO の主導権はアメ

リカから仏独等のＥＵに移行した。 

 ウクライナ戦争は、英米主導の世界軍事均衡体制が人類にとって核戦争＝破滅のリスク

を抱え込む体制であり、その廃棄が切実な課題になったことを示した。 
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 このように、世界資本主義をイギリス中心に見ていくことによって、世界資本主義の生

成・発展・成熟・崩壊・廃棄の全過程を見通すことができるのではないか、と田中段階論が

示唆してくれた。 

 （３）田中先生が「ポピュリズム」という現象について総括的に話してくれた［スライド

23－24］。ブレグジットも、トランプ現象も、フランスのルペンの躍進も、ポピュリズム現

象として説明できる。これはたいへん興味深い話しであった。もっと詳しく聞きたい。 

 （４）アメリカが力を失った今、ウクライナ戦争の戦後処理もＥＵの肩に掛かってくる。

中国の一帯一路構想（中国の世界経済戦略）も、EU との経済関係の成否がカギとなる。ド

イツのロシアに対する「歴史的転換」に見られるように、EU はロシアとの――そして中国、

インド、アジア･アフリカ等の「第三世界」との――政治的経済的関係の見直しを迫られて

いる［スライド 32 失望］。 

EU の政治経済についてこれからますます注視していかなければならない。 

 

 （５）国際政治的に見て EU で注目すべきは、「加盟各国の国家主権の一部をＥＵ委員会

に返上･委託して政治的経済的統合を図る」というＥＵの智恵である。その智恵は、独仏を

対立軸とする戦争、とくに両大戦の歴史に終止符を打たないかぎり、独仏をはじめとする欧

大陸諸国の未来はない、という歴史の智恵であった。 

資本主義の国際政治史は、「帝国･主権国家体制」の崩壊と再編の歴史であった。 

第一次世界大戦で、ドイツ帝国、ロシア帝国、オスマン帝国、墺洪帝国が崩壊した。その

あとに生まれた中欧･東欧の液状化を舞台に、ナチスドイツ帝国とソ連帝国が死闘に突入し

た。「大祖国戦争」に勝利したソ連帝国は「世界革命の祖国」から「ロシア帝国」へと、そ

の性格を変え、第二次世界大戦で軍事大国化したアメリカと共に、第二次大戦後の冷戦体制

の一方の極となった。 

第二次大戦後の「冷戦体制」とは「米ソ超大国とそれぞれに追随する主権国家群の軍事的

均衡体制」であり、それは 19 世紀から再編をくりかえしながら、ずっと続いている「帝国･

主権国家体制」である。 

そして、「帝国･主権国家体制」が続くかぎり、冷戦が熱戦に転化するリスクはなくならな

い。ウクライナ戦争はそのことを示している。 

各国の主権のうち、中央銀行の通貨発行という主権は、共通通貨「ユーロ」の創設で EU

に移行した。リーマン・ショック後の EU 内周縁諸国のソブリン危機に対して、当初ドイツ

はきびしい緊縮財政を要求して亀裂が生じていたが、田中先生の話では、今回のコロナ危機

では、2020 年 7 月の EU 首脳会議で、「給付金 3900 億ユーロ、貸付 3600 億ユーロ」の巨

額の欧州復興基金を決定し、南欧周縁諸国や東欧諸国に対する支援態勢をつくったという

［スライド 36 ページ］。 

外交にかかわる主権の多くも、EU に移行した。 

しかし、肝心の軍事力に関わる主権は、NATO という EU とは別の枠組に移された。ウ
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クライナ戦争で、ドイツが軍拡に舵を切った［スライド 47 ドイツの大転換］。EU の「脱主

権国家体制」の理念は、ウクライナ戦争の中でどのような試練を受けるのか。田中先生の見

通しを聞いてみたい。 

 

■講師（田中素香）の補足 

マルクスは恐慌を資本主義経済の矛盾の集約点、爆発点とみて重視した。今日の視点から

恐慌を見直してみると、数十年に一度というくらいの大きな恐慌が繰り返していて、その恐

慌をいわば分水嶺として資本主義のあり方がかなり根本的に転換するようにみえる（先進

国を基準に置いている）。 

1883 年恐慌は、それまでの自由資本主義をベースとしながら第 1 次グローバル化（植民

地略取の形での）により帝国主義を呼び出した。 

1929～32年恐慌は、そうした資本主義を修正するケインズ型の資本主義への転換点。 

1974/75 年恐慌は、新自由主義と第 2次グローバル化の資本主義への転換。 

その資本主義はリーマン恐慌によって自壊し、CapitalismⅣの新段階に入った。 

トマ・ピケッティの先進五カ国の 100 年以上にわたる所得格差の推移の図も参照して、

そのような一種の段階論をつくって、EU 統合をその段階に沿って段階区分してみた。 

 

アングロサクソン大国の米英は、そうした段階を主導し理念的にも入れ込むが、その体制

が限界に来ると、大転換する。変わり身が早い。フランスもドイツも(日本も)、そうした変

わり身の早さを持っていないようにみえる。 

世界資本主義の発展段階を主導するアングロサクソン大国が先行する世界資本主義の潮

流にフォローするために、EU は新しい統合の段階に進んでいく。EU 統合とは「世界資本

主義の発展に対応して西欧・ヨーロッパの「体制」を転換するプロジェクト」と定義できる

のではないか。「通貨統合で EU 統合は終わり」といった研究者もいたが、統合の見方が間

違っている。EU 崩壊論もセンセーショナルな極論という性格をもっていて、その具体的な

議論はほとんどアングロサクソン両国の評論家や学者から出てくる。 

EU 統合は、したがって、ヨーロッパ次元の話というだけではなく、世界資本主義の発展

段階と密接に関連して「深化」と「拡大」を繰り返してきた。そして、その新たな深化・拡

大のもたらす新しい課題に悩まされる時期があるのだが、ともかくもそれを克服して、世界

資本主義の新しい段階に対応する。アングロサクソン両国が衰退傾向を見せている今日、世

界民主主義の一大拠点としての意義は非常に大きくなっている。 

 

なお、矢沢氏から、「世界資本主義をイギリス中心に見ていくことによって、世界資本主

義の生成・発展・成熟・崩壊・廃棄の全過程を見通すことができるのではないか、と田中段

階論が示唆してくれた」と提示されている。この点については、上述のアングロサクソン両
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国の見方と併せて、今後さらに考えてみたい。 

 

■質疑の部分 

●北原 CapitalismⅣについて。「分断と対抗の世界資本主義」と特徴付けられているが、段

階論には「構造」が必要と思うが、どうか。 

 

●司会（矢沢） 田中先生の段階論について合わせて訊きたい。「1974 恐慌を境に」と言う

が、ニクソンショックによる金ドル体制崩壊も CapitalismⅢへの移行の契機になっている

のか? 

 

▲田中 第二次大戦後、ケインズ型の完全雇用が実現して、1960 年代末から賃上げ→コス

ト・プッシュかつディマンド・プルのインフレになり、1974/75 年恐慌に行き着いた。その

前に金ドル体制崩壊だけでなく、重化学工業部門の過剰生産能力の出現とか、この段階の紹

介を予想させるような様々の現象が生起していたが、それらの一種の決着として 1974/75

年恐慌が起きて、これが画期となった、と認識している。その後のスタグフレーションに対

抗したのがマネタリズム（新自由主義）だ。ケインズ主義と対照的に、失業が増大しても放

置して労働組合の力をそぎ落とし、賃金が下がればインフレは沈静化するので、それを待て

ばよいという考えだ。アメリカではボルカーのインフレ退治の局面もあった。サッチャーも

レーガンも考えは新自由主義で同じで、そこで、グローバル化と新自由主義が世界の潮流に

なって、資本主義のあり方が変わった。だから 1970 年代初めの CapitalismⅡと 1970 年代

後半の CapitalismⅢを、区別した方がよいと考える。 

北原さんの「段階論には構造があるが、CapitalismⅣには構造があるのか」という質問だ

が、私の資本主義のヴァージョンの考え方は、宇野弘蔵の「原理論－段階論－現状分析」の

段階論ではない。リーマン危機後の現代資本主義を、リーマン危機以前の段階の「構造」を

ベースに置いて考えると、現実にはすでに失われてしまった「構造」を基準にするというこ

とになりはしないか。宇野理論の、原理論と現状分析の間に段階論を挟むという発想には、

その意味で、賛成できない。伊藤誠先生は、（フォーラムの連続講座における恐慌論の講義

の中で）「段階論は現状分析の妨げになる、原理論と現状分析を接続させるべきだ、」と言わ

れたように受けとめたが、私もそう思っている。 

 

●伊藤誠 CapitalismⅢは新自由主義で、その基礎には、情報通信技術の発達を基礎にした

グローバル化･多国籍化がある。その時期にご報告のあったような EU の、通貨統合も含む

統合の深化･拡大が進んだ。EU の内部は新自由主義だが、EU の広域経済形成は、アメリカ

に対する挑戦でもある。同時期にソ連崩壊が進んだ。 

つまり、新自由主義と世界資本主義の再編成が、地域統合を含みつつ、進行した。 
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EU は、その内部は新自由主義だが、アメリカに対する対抗軸としての挑戦でもある。 

世界資本主義は、アメリカ･日本･EU の３極構造になるかと思われたが、日本が脱落して、

代わりに中国が台頭した。 

新自由主義の行きついた先が、リーマン・ショック。ここから危機の時代に入り、今も流

動的だ。覇権国が不在の｢空位｣時代だ。同時に、国家主義が再強化されている――BREXIT

のイギリス、トランプ大統領の｢アメリカ第一主義｣。 

新自由主義はグローバル化で行き詰まり、そこから個別国家が、戦争を含む国家主義で再

建しようとする動きになっている。ロシアのウクライナ戦争もその一環だ。 

新自由主義は労働者を抑圧した。それが行き過ぎて、非正規化･生活破壊が生じ、その結

果、ポピュリズムとともに共同性･連帯性を求める動きが出てきた。フランスの大統領選挙

も、ポピュリズムの台頭を示しているが、同時に左派連合も健闘している。 

 

●寺沢 （１）北欧モデル（スウェーデン、デンマークなどの福祉国家）は、普遍化できる

か? 

 

▲田中 ＥＵには北欧型、アングロサクソン型、ゲルマン型、南欧型の 4つの雇用パター

ンあると言われる。北欧は、雇用面の flexibility（弾力性）と失業などに対する security（社

会保障）の関係を、労働者に再教育（リスキリング reskilling）して雇用を保障する形で結

びつけている。欧州委員会はこれ［北欧型モデル］を 20 世紀末以降ＥＵ全体のモデルとし

ているが、南欧ではこの Flexicurity の方式は難しいと思われる。 

 

●寺沢 （２）メルケル首相は、キリスト教民主党なのになぜ中露に接近したのか? 

 

▲田中 メルケルは、ユーロ危機における「ドイツ・ファースト」（南欧諸国などへの財

政緊縮要求）がひどくて EU を西北欧と南欧との対立に導き、南欧におけるポピュリズム政

治を呼び出してしまった。EU でもっとも親 EU だったイタリアのような国に、右と左のポ

ピュリズム政党が連立政権を組むような事態になった（2018 年）。ほかにもいろいろあって、

メルケルを（政治家として）私は評価しない。中露への接近という点では、メルケルは 30

歳頃まで東独人だったので、考え方は親ロシア、親中国になじみやすいのではないか。メル

ケル内閣でも SPD［ドイツ社会民主党］の閣僚を、自分の CDU（キリスト教民主党）の閣

僚より重用した実績もある。親社会民主主義、親中国、親プーチンで政権を率いてきた。こ

れはドイツの大企業･財界（BDI）の考え方とも一致する。メルケルは大企業の路線で経済

成長に成功した。だから 16年もの長期政権を維持できた。 

 

●北原 （１）ヨーロッパは、中国との経済関係を減らせば、長期停滞になるのではない
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か?軍事支出の増大も経済の重荷になるのでは? 

ＥＵの復興基金は、遅れている国の救済という印象がする。経済の成長戦略になっていな

いのでは? 

 

▲田中 復興基金は、コロナ危機からの復興を支援する趣旨だが、加盟国が受け取る資金

のうち、グリーン化に 37％以上、デジタル化に 20％以上を振り向けることを義務づけてお

り、経済の革新と技術革新に配慮している。2050 年のカーボンニュートラル目標へのスタ

ートともなっている。ただ EU には、グリーン化もデジタル化も非常に進んだ国と非常に遅

れた国が並存していて、南欧や東欧には両方遅れている国が多い。巨額の資金をつぎ込んで

いるだけに、イタリアを先頭に南欧諸国や東欧諸国でうまくいかない場合、2～3 年くらい

すると結果が分かるので、批判が出てくる懸念がある。そうなれば、復興基金の巨額の資金

支援に反対していたオランダ･オーストリア等が勢いづいて、ＥＵ統合のブレーキになる可

能性もある。 

 

●北原 （２）ドイツがロシアを取り込むのは正しい方向ではなかったか?プーチンはな

ぜヨーロッパとの協調路線から転換したのか? 

 

▲田中 西ドイツ時代の 1960 年代末に SPD のブラント首相は「東方政策」を打ち出し、

ソ連圏（とくに東ドイツとソ連）に対する融和策を大胆に進めて、成功したと思う。ドイツ

が平和のうちに再統一できたのも、「東方政策」の偉大な成果だったといえる。だが、ロシ

アは、慎重に市場経済化を進めた中国の鄧小平路線と対照的に、市場経済化に失敗した。エ

リツィン大統領の時代に、きちんとした法律や社会意識の準備もしないで、アメリカの自由

主義経済学者の意見を取り入れて、［ソ連体制を］急激に自由化し、ロシアの経済も社会も

めちゃくちゃになった。オリガルヒによる経済資源の簒奪もその一環だった。秩序を喪失し

たロシア経済を前にして、プーチンは秩序回復を先行させた。オリガルヒ体制も秩序回復に

利用した。豊富な天然資源と原油価格の高騰などによってロシア経済は復活した。 

だが、プーチンは段々変わっていったのではないか。チェチェンやジョージアでの戦争に

続いて、2014 年にはクリミアを軍事占領し、ドネツクなど頭部にロシア軍を入れて、ウク

ライナ政府と対立を続けた。プーチンはオリガルヒと組んで、段々自分をロシア皇帝と考え

るようになったといわれている。議会にも国民にも諮らずにメドベージェフと大統領と首

相の地位の取り替えを進めるなど、皇帝的振る舞いではないだろうか。国民は二の次に変わ

ってきた。プーチンは NATO の東方拡大に反発してきたが、核ミサイルを 4500 発も持っ

ていて、ウクライナの NATO 加盟申請を NATO は事実上棚上げしていた。だが、21 年 3

月から戦車を国境に徐々に配置していき、ウクライナに侵攻した。NATO に対して、東欧

の状況を 1997 年以前の状態（NATO の東欧への第 1 次拡大以前）に戻せと要求している。

NATO の拡大は東欧の国が安全保障のために自ら求めたものだという点を無視して、ソ連
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時代の状況に戻せと言っている。 

昔のことだが、マルクスのロシア論を読んでいたら「ロシアは専制主義でヨーロッパの民

主化をぶちこわす存在となっている。プロシャはロシアと戦争すべきだ」というようなこと

が書いてある箇所があり、驚いた覚えがある。ウクライナの主権を無視して侵略し数多くの

市民を虐殺しているプーチンのロシアを見ると、ロシアの専制主義は昔も今も変わらない

のかという印象になってしまう。  

 

●司会（矢沢） ゴルバチョフが「ヨーロッパ共通の家」の理念で、東西ドイツの統一を

認めた。そのときドイツは、ロシア［当時はソ連］に対して歓迎する姿勢だった。メルケル

もその姿勢を引き継いだ。ドイツの対ロシアの姿勢が変わったのは、やはりウクライナ問題

が原因ではないか。 

 

▲田中 ゴルバチョフの「ヨーロッパ共通の家」の提案はドイツの東方政策路線に一致した。

再統一をゴルバチョフの支援によって果たしたドイツには親ロシアの流れが強まり、シュ

レーダー政権、メルケル政権の下でもロシアとの友好関係を強めてきた。今回プーチンに裏

切られたと、ドイツ国民は怒っている。 

 

●北原 ＥＵの脱中国は、ありうるか? 

 

▲田中 ＥＵは経済面で脱中国には行かないと思う。これまで、「パートナー」「競争相手」

「体制上のライバル」という中国に対する 3 つの位置づけを EU も加盟国も使い分けてき

た。ドイツの場合、中国にサプライ・チェーンを依存しすぎているリスクがあるから、ASEAN

などにもサプライ・チェーンの拠点を広げたいと考えている。「チャイナ＋ワン」の発想で、

インド太平洋政策も考えている。 

ただ、中国がウクライナ戦争を前にしてもロシア支援の姿勢を変えていないので、ドイツ

やフランスだけでなく、かつてソ連に支配されていた東欧諸国も非常に神経質に中国に向

き合うようになっている。EU 中国関係もこれまでのように単線的にはいかないが、脱中国

はないと思う。経済面で言えば、対中国制裁を強めるアメリカでさえ、中国との貿易は増え

ている。 

 

●小澤 リーマン危機以降、南欧は大幅経常赤字になった。民間の資本流入がなく、EU

からの支援で補った。ＥＵの財政基盤は、将来維持できるか? 

 

▲田中 南欧四カ国の経常赤字は、リーマン・ショックの前に GDP 比 2 桁に急増した。

イタリアはそれほどでもなかったが、南欧三カ国ではバブルが膨らんでいた。だが、リーマ

ン・ショックでバブルは破裂し、2010－12年のユーロ危機において経済が縮小し、経常収
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支赤字は縮小した。このとき、TARGET（ターゲット）の仕組みがユーロを支えた。それは

ユーロのクロスボーダーの決済機構であって、EU（ユーロ圏）が危機国に資金を供与する

財政支援とは区別しないといけない(註)。ユーロ危機が終わると南欧の経常収支は均衡また

は黒字になり、正常化した。危機を脱した理由の一つに、ドラギ総裁の ECB［ヨーロッパ

中央銀行］の金融政策があったことも忘れるべきではない。 

 

（註）TARGETとは、ユーロ圏各国の即時グロス決済 RTGSのシステムをユーロによっ

て連結した超国家的な決済システムである。システムの稼働の仕方、それがどのようにユー

ロ危機において力を発揮したかについては、田中素香『ユーロ危機とギリシャ反乱』（岩波

新書、2016 年）の第Ⅱ章 4「ユーロはなぜ崩壊しなかったのか」（73～78頁）を参照して頂

きたい。 

 

●小林襄治 ギリシャやイタリアにカネをばらまいても、どれほど経済復興に効果があ

るか、疑問だ。 

 

▲田中 イタリアでは前 ECB 総裁のドラギが 21 年 2 月の政変により首相になり、ポピ

ュリズム政党をも巻き込んで「国民連帯内閣」の組織化に成功した。EU から受け取った復

興資金に国家予算も足して、大規模な復興計画を進めている。実務家内閣なので、23 年 6

月が首相在任の限度となりそうで、その面の不安もある。ポスト・ドラギのイタリア政治は

確かに問題だろう。スペインも、与野党の対立が激しく、先行きは気になる。 

ただ、ユーロ危機によって失業率が 2桁に急騰し（スペインとギリシャは 25％超）、右と

左のポピュリズム政党が急伸した政治情勢を考えると、EU 内部の南北対立を緩和せずには

2020 年代の EU の安定は不可能だった。その意味では、復興基金による巨額の資金供与は

EU の北の諸国が南の諸国に「ユーロ危機対応は済まなかった、考え直して EU 統合に復帰

してくれないか」と形で示したものといえる。当面の危機を乗り越えて、先に進もうという

雰囲気を作りだした効果は大きかったのではないか。その結果、EU への期待は高まり、ポ

ピュリズム運動が勢いを失っている。南欧諸国の経済回復が軌道に乗れば万々歳だろうが、

先にも述べたように、先行きには不安がある。 

 

●小林 世界経済は、BRICS など低賃金国が物作りの主流になっている。ＥＵの拡大が、

2000 年以降東欧中心に走りすぎたのではないか。サウジやナイジェリアなどの産油国も含

めて、エネルギー政策を見直すべきではないか。 

 

▲田中 日本では、グローバル・サプライ・チェーンにより大企業は海外にしか物的投資

をしていない。国内では自社株買い支えが主流で、預金を貯め込んでいる。実物面の投資が

少ないから日本経済は低成長が続く。EU は、日本よりましだ。アメリカはサービス産業な
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ど国内に拠点をつくって海外展開している。アメリカ、EU、日本の経済成長の順位は 2020

年代にも変わらないのではないか。BRICSには EU の資本・企業もたくさん入っている。  

EU のエネルギー政策はウクライナ戦争でロシアからの供給を転換しなければならない

ので、中東・アフリカも重要な切り替え先になると思う。エネルギー価格上昇やロシアから

の需要の削減により、石炭の一時的使用など短期的にはグリーン復興から後退しているよ

うにもみえるが、中長期的にはグリーン化を進めて化石エネルギーを置き換えるという EU

の基本路線はさらに強化されるとみてよいだろう。 

 

●小林 ヨーロッパの歴史の問題。ウクライナの NATO 加盟となると、ロシアの安全保

障問題はどうなるか?ロシアは軍事的には強いが経済的には小さい。 

メルケルはロシアとも仲良くしようとした。NATO の軍拡でロシアを追い込んでよいか? 

 

▲田中 80 年間戦争のなかったヨーロッパを、プーチンは土足で踏みにじった。理性を

失っているプーチンにかつてと同類の理性的な路線では対応できなくなっている。ロシア

がヨーロッパ戦争を東欧に拡大する恐怖心がポーランドやチェコなど中・東欧諸国やルー

マニアなどを捉えている。ウクライナに続いてジョージアとモルドバが EU 加盟を申請し

た。ウクライナの NATO 入りは当面はないと思われるが、フィンランドは NATO 加盟に

進む。また、1997 年以前の状態の回復へとロシアが軍事力も使って動く可能性があるので、

ヨーロッパとしては対抗できる体制作りは避けられない。マクロン大統領に「脳死」といわ

れたNATO も今は活性化せざるをえない。 

「NATO の軍拡でロシアを追い込んでよいか」との問いだが、ウクライナ戦争の現実を

前にして、そんなことをヨーロッパでいうのは、マリーヌ・ルペンと彼女を支持する極右（同

類のヨーロッパ各国の極右）くらいではないか。大多数の市民からは、「日本は遠方だから

いいですね」と言われかねない。しかし、次に、「中国が台湾に武力侵攻すると聞いていま

すが、日本は大丈夫ですか？」と問われたらどう答えましょうか。 

ロシア経済の GDP 規模が韓国並みだと見くびってはいけない。ユーラシア大陸を覆う世

界最大の領土と超豊富な天然資源、農業適地、それに世界に冠たる軍事力をもち、最先端の

核ミサイルと軍艦・戦闘機・潜水艦など第一級の軍需品を生産する能力をもっている。戦争

能力を含めて国の強さという点では、GDPで同規模の韓国などものの数ではない。しかも

14 億人の中国が後ろに控えている。経済主義で考える時代は過ぎた。地政学的思考も必要

ではないか。プーチンは、「超大国はアメリカ、中国、ロシアの 3 国だけだ、将来はインド

が入るかもしれないが先の話」と考えているようだ。ドイツとフランスも小国とみている。

両国首脳がウクライナ侵攻直前にプーチンと会見したが、露骨に小国扱いだった。わが安倍

元首相も 27回もプーチンに会い、数百億円のロシア支援予算を発動したようだが、結局は

こけにされて終わった。何の成果もないまま、「はい、それまでよ」だった。 
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●安藤 プーチンは、ブレグジットなど米欧体制の弱体化を見てウクライナに侵攻した

のだと思う。ウクライナの復興にだれがカネを出せるか。アメリカ頼りになるのでは? 

 

▲田中 軍事力の支援は圧倒的にアメリカと思われるが、英独仏 3 大国の支援、それに

チェコなど中・東欧諸国の支援も非常に重要だ。ウクライナ復興に対する支援については、

「今すぐに着手すべきだ」とか、ウクライナのオリガルヒが中東に置いている巨額資金を使

わせるべきだなどという議論がフィナンシャル・タイムスなどには出てはいるが、戦争のゆ

くえがはっきりしないと確たる経済支援計画は動き出せないのではないか。いずれにせよ、

アメリカ、日本も含めてG7、そして EU 全体の課題となるだろう。中国やインドはどう動

くのだろうか。 

 

●岩田昌征 ウクライナのセルビア大使は、「ロシアは敗退する、ウクライナは賠償を要

求する、3000 億ドルの［ロシアの］凍結金を使う」と述べている。以下、質問。 

（１）EU の官僚機構のトップ人事はどこで決まるのか? 

 

▲田中 支援計画は様々に提出されるだろう。EU の公務員はわずか 3 万人(日本の国家

公務員は約 300 万人)、高給であり、EU 加盟国から難しい試験をパスして EU 公務員とな

る。自分は経済専門なので、その分野の EU 官僚にはインタビューなどで接触してきた。日

本 EU 学会の理事長も経験したが、日本との交流に貢献した EU 官僚の一人とは数十年にわ

たる交流があり、日 EU の学会交流への貢献が大きかったので、日本 EU 学会の名誉会員に

なっている。そのほかにもかなり多数の EU 官僚に対して数十年にわたって、EU の経済計

画の詳細を質問したり、その著書を翻訳したりもしてきた。今もメールでやりとりはしてい

る。その中で、EU のスイス大使になった人もいるが、それが質問者の言う「高級官僚」か

どうかは分からない。数十年 EU 官僚としてつとめて運の良い人が高級官僚になるのでは

ないかと推測するのみである。筆者の接触した多くの EU 官僚は研究畑なので、30 年以上

EU 官僚だった人でも、質問者の言う「高級官僚」に所属するのかどうかは分からない。ス

イス大使になった知人が「高級官僚」なのかどうか、自分には判断できない。だから、質問

者の言う「高級官僚」のトップ人事に関しては、自分はよく知らない、と答えるしかない。

官僚「トップ」人事がどこでどう決まるのかは政治学の研究分野に属する問題だと思う。 

 

●岩田昌征 （２）NATO の欧諸国の中で核を保有しているのはフランスだけだが、フ

ランスの核保有に対して、ドイツは資金援助をしているのか? 

 

▲田中 直接の資金援助はないと思う。だが、EU 全体でフランス経済を支えている。 

 

●岩田昌征 （３）［ＥＵは急速に東方に拡大したが］EU の最適規模はどのくらいか? 
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▲田中 東欧諸国が入りたいと言ったのは、ソ連の拘束の逃れた 1990 年代初めだった。

EU も困惑したが、93年に加盟の基準（「コペンハーゲン基準」）を定めて、合格すれば認め

るということにした。その結果、2004 年に 10 カ国が新規加盟した。EU は 20 世紀におい

ては「アメリカキャッチアップ」が課題だったので、統合の深化と拡大（加盟国の数の増加）

を並行して進めたが、拡大は経済の最適規模理論で動いているわけではない。経済的論理だ

けの最適規模という話にはならないので、いろいろ苦労することになるが、経済主義で動い

ているわけではない点を理解して頂きたい。2004 年の東欧への拡大は「EU の最適規模」を

逸脱したかもしれないが、ドイツ企業は EU の中・東欧への拡大を機に大挙して中・東欧

へ、次いでウクラナイやロシアに進出し、大いにもうかった。ドイツ企業にとっては「最適

規模」だったのかもしれない。ドイツ大企業は、中・東欧からウクライナ・ロシアにかけて

大規模なサプライ・チェーンを構築し、中国とも巧みに結びつけて、2000 年代後半からの

「ドイツの独り勝ち」に結びつけた。もっとも、ウクライナのサプライ・チェーンが麻痺し

て、今ドイツ企業の一部は非常に困っている。 

 

［田中註］以上の「質疑の部分」における田中の回答において、4 月 16 日当日の質問の時

間に十分に答えきれなかった部分を、事後報告において補充し、報告者の意図を明確にする

ように努めました。なお、矢沢氏のアングロサクソン資本主義と資本主義のヴァージョン転

換との対比については、ヴァージョンの移行における米英資本主義の先行性（それを EU が

追いかける）ということと関わらせて考えてみたいと思っています。また、先進資本主義を

基準にしたヴァージョン論なので、世界資本主義とは言いながら、世界全体を視野に入れて

いないという問題があります。これらの点にどう対処すべきかについては今後の課題とし

たい。 

 

■参加者のアンケート回答から 

●小林襄治 

［質問では十分に展開できなかった点を書きました。］ 

（１）世界資本主義の発展とＥＵの統合を「段階論」的に位置づけようとしている点に独

自性があるが、議論の余地もある。 

 大恐慌と所得格差の動向から、「段階」を見る点はひとつの見識であるが、世界経済ない

し世界資本主義の「段階」を見る上では、覇権国（基軸国ないし中心国）と対抗国、それら

と周辺ないし従属国や植民地を含む後進国との関係、言い換えれば世界経済における「勢力

配置図とその変化」をまずみる必要がある。具体的展開は省略するが、恐慌史基準に収まら

ず、二つの大戦等を考慮せざるを得ない。また、基軸ないし主導、あるいは主要産業の発展

の在り方が各国の勢力動向に大きく関係すると思われる。 



13 

 

（２）EEC や EU の発展過程を、統合の深化・拡大として段階的に整理されたのは見事

であり、田中氏から多々教わった。統合に対して一貫して「邪魔」をしてきて、抜け出るこ

とになるのがイギリスである。イギリスの離脱が EU の統合に大きな影響を与えることは

ないであろうし、逆にイギリス経済にとってはプラスよりもマイナスの影響が大きいと思

う。しかし、ヨーロッパにおけるイギリスの存在ないし位置づけをどのように考えるべきか、

考慮の必要があろう。イギリスが離脱し、ウクライナも抱え込むことになるであろう EU が

世界に対して発する「価値観」とは何であろうか。 

 EC や EU のメリットは経済共同体を基礎にしながら、戦争を繰り返してきた歴史を反省

し、ヨーロッパの平和を維持し、広域経済圏の利益を各国が享受すること、と思う。多様な

歴史と文化・価値観を持つヨーロッパ諸国が「共同」しながら進むことに意味があるわけで

ある。アメリカに対抗して世界の覇権を握る「中央集権国家」をめざしているわけではある

まいし、経済的成果（成長）のみを重視しているわけではないであろう（イギリスは「短期

的」経済的視点のみで参加・脱退を決めた国と思っている）。 

（３）価値観は別にして、EU の拡大、とりわけ 2004 年以降の東欧・バルカン諸国の加

入は理解できるのであるが、共通通貨ユーロ中央銀行システムへの性急な参加がどこまで

妥当かには疑問が残る。ギリシャやポルトガルにもいえるが、経済格差（1人当たり GDP）

の大きい小国にとって、共通通貨が適切とは思えない。アジア通貨危機の後に変動相場制に

移行した国が少なくない。「今さら戻れない」のかもしれないが、財政統合の進展や復興基

金で片付く問題とは思えない。工業生産力の圧倒的に強いドイツが存在する中で、為替変動

という「武器」を「小国」が持つ必要があろう。とりわけ、資本移動が経済活動に与える影

響が大きくなっている社会では、必要であろう。 

（４）「ロシアの安全保障」という観点の質問をしたが、田中氏とはこの点で見解は大き

く異なる。ロシアのウクライナ侵攻を擁護する気は毛頭ない。ロシアの軍事力や NATO の

軍事力についても、ウクライナの軍事力も評価できない。戦争がどのように進展するかも分

からないが、戦争のコスト、人的被害・経済的損害は非常に大きなものである。 

ロシアや中国と欧米日では価値観が異なる、というのは確かである。しかし、価値観の相

違が相手を排除・殲滅することにはつながらない。NATO の東方拡大をロシアが脅威と見

るのは当然である。ＥU だけの問題でないが、どこかで「妥協」をはかれなかった点が今回

の戦争の大きな要因であろう。 

ソ連崩壊以降、セルビアやコソボ等の問題があり、ロシアはチェチェンやジョージア、ア

ルメリア等で「領土」ないし「民族」問題を抱えている。ベラルーシやカザフスタンなどの

ロシア同盟国の「長期独裁政権」がいつまで続くかも疑問である。世界的には、多くの地域

で「領土」や「民族」問題、ないし「独立」問題が生じている。 

 戦争と平和の問題を考えるに際して、田中氏の発想は「軍拡には軍拡を」でしかない。「軍

事力が強いものが世界を支配する」のは確かであるが、いつまでも続くわけでない。ロシア

の軍事侵攻を避難するのは当然だが、プーチンを「気違い」に仕立て、ロシアの「崩壊」ま
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でウクライナに武器を送り、戦わせる戦略は無責任である。「外交の失敗が戦争」という観

点をもっと重視するべきであろう。現実の悲惨な状況からする反発は理解できるが、戦争に

至る歴史的過程を反省し、教訓を学ぶべきであり、早急な「停戦」を模索するのが政治の仕

事である。ブラントやシュレーダー等の東方政策、メルケルの対ロ・対中「友好」政策、成

功とは言えないかもしれないが、基本的には間違っているとは思えない。第二次大戦前のミ

ュンヘン会議など「宥和政策」として批判が強いが、一次大戦後の処理（講話条約を含む）

の問題全体に照らして評価されるべき問題である。 

（５）蛇足を二つ。2000 年以上前、ウクライナの地に居住していたのは遊牧民スキタイ

人であった。（アケメネス朝）ペルシャ帝国の侵攻に対して、彼らは「逃亡」して攻撃をか

わした。200 年ほど前、ロシアはナポレオンの侵攻に対して「逃亡」で対抗し、勝利した。

時には「逃げるが勝ち」でもある。 

最近では地政学が流行のようであり、「危機」を煽り、軍備拡大を促す動きが強まってい

る。ルペンやトランプには反移民など差別的であり、自国優先主義にも危惧を感じるが、経

済主義に徹すれば損得勘定で「妥協」が可能である。国家レベルでのイデオロギーや理念を

重視し、「制裁」や軍備強化のみで対処するのは、相手の存在を認めないことであり危険で

ある。 

 

●高原浩之 

最後に、ウクライナ戦争でＥＵ統合はどうなるのか、という議論になりました。岩田さ

んが質問したＥＵの官僚の問題に対して、解答がなかったのは残念です。 

①ＥＵ統合について 

これを世界資本主義の歴史区分と結びつけるのは、無理があるのではないか。ＥＵは、

大きいが、基軸と覇権の位置にはない(あくまでもアメリカ覇権の副軸)。それに世界資本

主義の中心はアジアに移行した。 

政治的統合が、国家連合から連邦国家に進むかどうか。報告によれば、経済的統合は市

場→通貨ときて今は財政(｢復興基金｣)、ウクライナ戦争が軍事でも統合を促進(ドイツの

大転換)。長期になるが、統一した官僚と軍隊と財政、連邦国家まで進むのではないか。 

②世界資本主義の歴史区分について 

これはフォーラムの最も重要なテーマだと思います。参加してから、いろいろ勉強して

考えを固めてきました。世界恐慌をメルクマールにするのは、無理があるのではないか。 

帝国主義という段階規定は堅持する。この段階は資本主義の歴史のほとんどを占める

(産業資本が金融資本の土台)。この段階を現状分析としてさらに区分していく。こう考え

るべきでしょう(私の宇野経済学批判は主に原理論)。その指標は２つ。帝国主義の不均等

発展と覇権、そして民族解放(植民地独立)と社会主義。言わば戦争と革命。これはもう経

済学よりも政治です(そもそもマルクス主義経済学は政治経済学)。 

19世紀後半～20世紀後半。帝国主義は、先発のイギリスとフランスに対する後発のア
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メリカとドイツという関係。20世紀後半に、民族解放(植民地独立)は勝利したが、社会主

義は敗北した。転換点は 1970年代(ベトナムと中国)。 

20世紀後半～。帝国主義は、先発のアメリカ(+西欧･日本)に対する後発の中国(+ロシ

ア)の関係。実はソ連が先行的にアメリカに挑戦して敗北した(ロシアが後継)。この認識

は、社会主義革命に進めず、革命がブルジョア革命に終わり、官僚制国家資本主義化した

(20世紀型後発資本主義)というソ連論と中国論に基づいています。 

また、これが、帝国主義の覇権の移行(戦争)ではなく、民族解放(植民地は独立しても従属

国は存在)と社会主義への移行(革命)になるかどうか、それには社会主義の｢ルネサンス｣が

必要になるでしょう。 

■終わりのことば 

伊藤誠（世界資本主義フォーラム顧問）  

ギリシャにコスタス・ラパヴィツァスという経済学者の友人がいて、EU 内の経済格差の

拡大について話をきき関心を持ち続けている。今日のご報告も興味深く参考になった。 

ウクライナ戦争で、EU の東方拡大［とロシアの軍事的衝突］が問題になっている。レー

ニンは国家の下部構造としての資本主義と戦争を結びつけて考えた。 

ウクライナ戦争は、レーニン型の｢帝国主義戦争｣か?もともと戦争なしでも資本主義は維

持できるはずだが、戦争がなぜ資本主義経済に破壊的作用をもたらしながら生ずるのか、下

部構造との関係でその可能性なり必然性なりをあらためて現代的に解明しなければならな

いのではなかろうか。 

それとともに戦争を阻止することが、あらためて社会主義の重要課題となっている。 

EU の｢左右のポピュリズム｣についてのお話しがもあったが、左派の運動は右派と同じよ

うにポピュリズムとは言えない若者世代の広い期待や支持による社会運動となっている場

合が多いのではないか。 

ウクライナ戦争をどう終結させるかが深刻な問題になっている。ロシアの中にも、ウクラ

イナの中にも、戦争に反対する仲間はいるので、反戦の連帯を広げる努力が必要であろう。 

日本ではことに、ウクライナ戦争を機に軍事力強化が叫ばれ、憲法 9 条の深刻な危機が

深まっている。これもわたしたちの切実な問題として、引き受けていかなければならない。 

今日は、田中先生、貴重なお話しをいただき、ほんとうにありがとうございました。 

 

 


