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7月 4日 事後報告 北原徹「段階論と戦後アメリカ資本主義」 

2020.7.20 世界資本主義フォーラム・矢沢国光 

■7.4 フォーラムの実施経過 

●主催 世界資本主義フォーラム 

●日時 2020 年 7 月 4 日（土） 午後 1 時 30 分～4 時 30 分 

●ＺＯＯＭによるオンライン開催 

 当初、会場（本郷会館）とオンラインの二方式併用開催を予定していました

が、前日になって急遽、会場開催は中止し、オンライン開催のみとしました。 

●参加者 19 名 



2 

 

 

■北原報告 
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■チャットの書き込み 

05:53:36 五味久壽: ①アメリカ株式市場はアメリカ経済の動向を反映して

いるのでしょうか。それとも実態とは乖離しているのでしょうか。 

05:54:48 境 毅: 支配的資本に関してですが、ターナーが『債務、さもなくば悪

魔』で、消費者信用に根を持つ債務を危険な債務と呼びました。私はこれを、近代的利子

生み資本（企業への貸付）とは異なるものと考えて、高利資本の範疇にあるものと考えま
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す。ある意味新金融資本主義とは、高利資本のヘゲモニーの抬頭した段階と見做せないで

しょうか。   

05:58:09 五味久壽: ②格差がなければ社会ではないと中国人は言います。

アメリカ人もおそらく同じように考えているのでしょう。株高と格差の根は同じはずです

が、アメリカでも中小企業は労働力人口の 7 割は占めていると思います。その分は金融市

場にどう反映するのでしょうか。 

06:09:35 柏木 勉: ＩＴ産業自体は投資額は小さい登尾。しかし経済全体

のサービス化に大きく貢献していると思う。他産業への波及効果は大きいのではないか。

産業連関分析的に分析すべきでは？ 

07:01:25 高原浩之: ありがとうございました。考えて意見を送ります。 

 

■司会者としての感想（矢沢国光） 

（１）会場・オンラインの併用方式開催の準備を進めてきましたが、東京での感染が増

える中、本郷会館での開催は断念し、急遽、オンラインだけにしました。結果的には、

「オンラインだけ開催」のお知らせを見て、初めて参加された方もいました。東京のコロ

ナ状況は当面大きく変わることはないようです。しばらくは、オンラインだけの開催にな

りそうです。 

 

（２）前回の反省をふまえて、参加者のみなさまには、「発言は手を上げて」をお願い

し、そのやり方をフォーラム冒頭で、参加者のみなさまといっしょに、練習しました。ホ

ストと発言者以外はミュートにしておいて、発言の際「自分でミュートを解除する」とい

うのもスムーズにできたと思います。 

 

（３）北原さんには、アメリカ経済についての統計を用いた分析結果を、短時間に、

（私を含めて）金融や証券の専門知識の乏しい参加者にもわかるように、話すために、時

間をかけて準備していただきました。音声だけではとうてい伝わらない情報・論理が、パ

ワーポイントの文字・図表を画面で見ながら音声も聞くことによって、伝わりやすくなっ

たと思います。 

世界資本主義フォーラムは、学者・研究者だけでなく、さまざまな立場で活動している

実務家・実践家がいっしょに討論できる「広 場
フォーラム

」を、めざしています。そのために専門家

の仲間内だけで通ずる「業界用語」ではなく、「一般に通ずる言葉」で話してもらうよう

講師・参加者のみなさまに、お願いしています。 

今回は、「宇野理論」という、必ずしも一般的ではない業界用語が出てきましたが、参

加者の顔ぶれからして、講師には特別の解説などは求めず、そのまま進めました。 
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（４）北原報告に対する評価、疑問、補足意見等については、参加者アンケートに譲り

ますが、「世界経済との関連」を問う意見が多くの参加者から出されたことが、印象的で

した。 

参加者アンケートでは、これまでになくたくさんの意見・質問が寄せられました。ま

た、それら一つ一つの意見・質問に対して、講師・北原さんから、ていねいな「回答」が

寄せられました。この「事後報告」に収録してあります。これを読むことによって、北原

さんの言わんとすることがより深く理解できました。また、「段階論」についての問題点

も浮かび上がってきたと思います。 

あらためて、講師の北原さんと参加者のみなさまに感謝します。 

 

（５）フォーラムでは 

■8 月 29 日（土） 青山雫「世界恐慌とパクス・アメリカーナへの移行」 

■９月 26 日（土） 河村哲二「アメリカ戦時経済とパクス・アメリカーナの成立」 

を予定しています。 

7.4 の議論が世界資本主義の段階論としての「パクス・アメリカーナ」論に引き継が

れていくことを期待します。 

 

■参加者アンケートから 

 *「特になし」という記載は、省略します。 

 

［1］ＺＯＯＭによる参加について 

（１）スムーズに参加できましたか？何か支障はありましたか？ 

●  參加順調，特に支障なし． 

 

（２）主催者側（ホスト）のＺＯＯＭの使い方について、こうしたらよかっ 

たということがありますか？ 

●【藤森 賴明】ホストの ZOOM の使用法は良かった．皆自由に發言出來た． 

●【河西勝】非常に適切だったと思います。 

●【境毅（生活クラブ京都エル・コープ職員）】あれでよかったです。矢沢さん、お疲

れさまでした。 

●【柏木勉】今回のような感じでＯＫと思っています。 

たということがありますか？ 

●【小林襄治】前回に比べても、スムースに行われたと思います。 

北原氏のプレゼンテーション、パワーポイントでの報告が素晴らしかったことによる部

分も大きいと思います。 
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●【高原浩之】簡潔なレジュメが提出されて理解に助かりました。事前に報告の要旨が

分かっているのだから、質問も事前に提出すると、議論がもっとかみ合うのではないでし

ょうか。 

 

（３）オンライン方式でのフォーラムについての感想は？ 

●【藤森 賴明】寄る年波に勝てぬ世代となると，Online の研究會は大歓迎． 

●【林 倬史（立教大学名誉教授・東京富士大学客員教授）】今後も継続して頂きたく存

じます。 

●【河西勝】とても素晴らしと思いました。特に札幌など遠隔地にいるものにとって

は。しかし懇親会などできないのは（確かに今はしかたないですが）、ネットミーテング

の限界です、月一でなくとも、年 4 回ほどのバーチャルでない研究会をぜひお願いしま

す。札幌からもなるべく出かけます。 

●【小栗誠治】今後もオンライン方式での開催を希望します。 

●【高原浩之】コロナ禍の下ではこの方式の方がいいのではないか。 

●【青山雫】６月に続いて、これまで遠方等の関係で参加難しかった方たちのお声も直

にお聞き出来て感慨深いものがありましたし、交流の輪が着実に広がっていく手ごたえが

ありました。 

●【柏木勉】遠くの方々が参加できるのは大きなメリットです。参加人数も多くなりま

す。ですが、やっぱり直接顔を合わせて、会場でもやりたいですね。 

●【小林襄治】当分、このような形になると思います。実際に顔を見ながらの方が良い

気もしますが、遠方の人も参加しやすく、この程度の規模では良いかと思います。 

   

 ［2］北原さんの報告「段階論と戦後アメリカ資本主義」について 

 （１）共感できる点、できない点、疑問点等、感想を書いてください。 

 ●   明日送りますが、一言述べれば、「一国資本主義」です。 

  

 （２）北原さんに質問したかったこと、質問したがさらに突っ込んで聞き 

 

［2］北原さんの報告「段階論と戦後アメリカ資本主義」について 

（１）共感できる点、できない点、疑問点等、感想を書いてください。 

●【藤森 賴明】問題意識として共感出來る點は多い． 

●【五味久壽】北原さんは、アメリカの 1980 年代以降の金融市場に問題意識を限定し

ているという前提で話されました。私はその前提を否定するわけではなく、経済の諸事象

は、金融と財政に総括されると思います。 

 しかし、金融資産の動向などの数量に集約される金融論から図式化しても、そこから

零れ落ちてしまう現実の問題は多いと思います。私が挙げたアメリカ社会における格差
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（岩田弘さんはそれが市民社会内部の問題に過ぎないという見解をとっていましたが）

や、中小企業とりわけいわゆるサーヴィス産業（そこにも含まれる人種問題、またミレニ

アル世代の問題）、また金融資産の増大の場であるウォールストリートの問題だでけはな

くして地方都市のメインストリート・バンキングなどの問題もあります。そしてこれら

は、アメリカ社会における現実の対立点になっていると思えますが、そうした問題は、

「支配的資本」という概念を使うのでは抜け落ちてしまうのではないでしょうか。 

 

●【林 倬史】段階論的視点からチャレンジして頂き、参考になりました。 

●【河西勝】原理論（私有制と価値法則）と段階論（一次大戦前の金融システム）の使

い方を誤解しています。両者は、最高級の北原 2 論文（スライド）を画面に映し出す光源

とすべきです。私が、「資本」が全く欠落している北原論文（現状分析に徹する非常に真

摯な優れた研究）を最高級と判断できるのは、宇野を訂正した私なりですが、この資本・

金融資本・私有制概念としての光源（認識）をもって、北原論文に直面するからです。一

次大戦前を古いと考えるのは誤解で、その時代から構成された理論・光源として考える

と、宇野三段階論は、普遍的理論になるのです。反対に原理論・段階論を現在に直接適用

すると現状分析の対象を現実の外に追い出すことになり、新金融資本主義段階と歴史的に

レッテルを張ることができるように見えても、三段階論は全部放擲することになるので

す。現在もわからなければ、過去もわからない、けっきょく資本主義とは何かも全然わか

らないことになるのです。ピケティは事実上、宇野三段階論ですので、彼を参考にしてく

ださい。資本概念については、自己増殖する価値の運動体は、教条主義の誤謬に満ち満ち

ていますので、まずはピキテイの資本概念（資本主義の基本法則）の検討に移動してくだ

さい。 

●【境毅】新金融資本主義段階という括りは賛成ですが、中身については疑問がありま

す。ただ、当日の報告を拝見して、あわててネットで立教大学の学会誌のご労作をプリン

トアウトしました、これから読ませていただきます。貴重な現状分析が盛りだくさんで今

後の論文に引用させていただきます。大学には席はない独学者にとっては得難い機会でし

た。厚くお礼申し上げます。ちなみに、宇野理論には批判的で、40 年前に『資本論の復

権』を筆名榎原均で友人に出版してもらいましたが、この本を書くために宇野さんの本は

ほとんど読ませていただいています。専門領域としては、商品論と信用論には多少心得が

あります。 

●【青山雫】宇野三段階論の基本的なところの理解が自分とは決定的に異なるようで

す。資本主義の世界史的発展段階を規定する資本蓄積の型、それは宇野の場合生産力、を

代表する国を典型国として取り出す、であり、かつそれは金融資本が終局的発展段階で、

あとは社会主義への移行期だ、だから生産力の発展云々は問題ではなくなり、現状分析

（どうやって進めるのかは不明ですが）の対象とする、としていた。北原さんのお考えを

この辺からお聞かせいただきたかった。 
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その上で、例えば戦後の重工業中心の蓄積がなぜ行き詰ったのかも、単に「第２次産業

革命の効果が消滅」云々ではなく、景気循環の中でそれがどのように生産力を高度化しま

た停滞的になったのか、そのように説くべきではないか。鉄鋼業はどうだったのか、自動

車産業は？ 

これには対外関係含めた考察が必須でもあるように思います。とくにアメリカの対外収

支の変遷と国際通貨体制の変容の関係など。 

●【柏木勉】北原先生にかぎったことではなく、多くの皆さんの段階論に関する素人か

らの単純な疑問です。 

段階論について宇野氏は「・・法律学的研究や政治学的研究からも協力を得てはじめて

完成するもの・・国家論にしてもこういう段階論としてはじめて完成するもの・・・段階

論はそういう各分野の研究が・・・結局は互いに規定し合う諸関係を対象とするも

の・・・」（経済政策論）と述べています。 

経済過程を主に追いかけるだけでは段階論にならないと思うのですが。各分野の方々が

プロジェクトを組んでやってもらうことが必要ではないか。例えば、帝国主義段階の金融

資本としての日本資本主義（戦前）については、天皇制に関する分析なしには把握できな

いと思います。 

 

（２）北原さんに質問したかったこと、質問したがさらに突っ込んで聞きた 

かったことがあったら、書いてください。 

 

●【藤森 賴明】年金制度や利子率の決定等，意見を拝聴したい點は残された． 

●【五味久壽】アメリカ経済は、世界市場の中で金融市場の面においてもまた貿易面で

もいわば「ブラックホール」となっていると思います。その点はどうお考えでしょうか。 

そうすると、「新金融資本主義」と言ってもその担い手は、古典的帝国主義段階の金融

資本（例えば産業資本の金融的統合によるコーポレーションの成立）とは異なったものと

なっていると見なければならないのではないですか。また、中国という問題に触れないで

よいのでしょうか、それらについてのお考えを聞きたい。 

●【林 倬史】技術(technology)の視点と、生産手段に対する所有の視点からは、違った 

段階論的提起があるように感じました。 

●【河西勝】機関投資家など、金融仲介機関を金融資本と考えておられるのか、どう

か。そうであったらそれは考え直した方がよいのではないか。ファウンドマネージャー

（経営者）が「投資資本」でなく「投機資本」（もはや原理的意味で資本とは言えないも

の）を仲介しているに過ぎないのではないかと考えるが、どうでしょうか。ファウンド

は、個人・企業・金融機関から国家（政府系ファンド）の所有まで、全般的ですが、これ

を資本と定義づけることは、段階論の過剰適用かと思うがどうですか。ピキテイは、ファ

ウンドを「資本の野生化」（『ピケテイ以後』とみていると解釈できるかどうかも含めて、
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資本概念を原理論・段階論としてはっきりと狭義化（つまり一次大戦以前しか例証がえら

れない）することによって、「北原論文」のように現状分析からは全面的に追放してよい

のではないか、ご検討をお願いします。 

●【境毅】当日チャットに書き込みました。「支配的資本に関してですが、ターナーが

『債務、さもなくば悪魔』で、消費者信用に根を持つ債務を危険な債務と呼びました。私

はこれを、近代的利子生み資本（企業への貸付）とは異なるものと考えて、高利資本の範

疇にあるものと考えます。ある意味新金融資本主義とは、高利資本のヘゲモニーの抬頭し

た段階と見做せないでしょうか。」これに若干補足いたします。 

私は、クリントン政権時代に、米国対外経済政策の重点を通商から金融にシフトするこ

とで加速されたことに注目しています。指揮したのはルービン財務長官とグリーンスパン

FRB 議長であり、外資流入によりニューヨーク株式市場ダウ平均が、三七九〇ドル（一九

九四年）から七四〇〇ドル（九七年）をへて、一万ドル（九九年）になりました。米銀や

投資ファンドは、そこで得た利益の一部をエマージング市場に還流して「新帝国循環」を

形成しました。「ウォール街・財務省複合体」の成立です。（毛利良一『グローバリゼーシ

ョンと IMF・世界銀行』、大月書店） 

新自由主義政策のうちでもっとも重要なのは国際金融市場の自由化でした。ここに新た

な段階の指標を求める必要があるのではないでしょうか。 

●【柏木勉】ＩＴＣですが、基軸産業として不十分ということはよく云われます。しか

し、やはりグローバル化という観点から論じることが必要ではないか。アメリカ資本主義

といってもグローバル化が大前提。先進国のサービス化、中国をはじめとした途上国の製

造業、サービス産業の発展ひいては途上国の高成長にもＩＣＴは貢献している。これら全

体（グローバルに）を見る必要があるのではないか。 

 

●【高原浩之】（１）（２）をまとめて 

経営者資本主義→新金融資本主義は、アメリカ資本主義の発展段階であるとのことでし

た。 

｢生産の集積、そこから発生する独占、銀行と産業の融合あるいは癒着。これが金融資

本の発生史であり、金融資本の概念の内容である。｣(レーニン『帝国主義論』)。アメリカ

資本主義がどのようにして金融資本主義の段階に到達したか、という歴史認識だと納得し

理解しました。 

では、それと世界資本主義とはどのような関係にあるのでしょうか？ 依然として金融

資本主義の段階にあり、しかもそれのより発展した典型である、と考えます。 

レーニンの時代、金融資本はドイツが最先端･最新で、かつ典型でした。それに代わっ

て、アメリカが最先端･最新かつ典型となった。金融資本が、まだ産業資本の運動(Ｇ－Ｗ

…Ｐ…Ｗ’－Ｇ’)に規定されていたレベルから、独自に運動(Ｇ－Ｇ’)するレベルに発展し

た。それが経営者資本主義→新金融資本主義である。このように理解しました。 



29 

 

 

ついでに、レーニンが規定した帝国主義の５つの｢基本的標識｣の中で、金融資本と並ん

で最も重要なのは、帝国主義国による世界の政治的分割であると考えますが、それもイギ

リス型→アメリカ型に変化していると考えます。これは民族解放闘争と植民地独立(20 世

紀のブルジョア革命)に押された結果で、国民国家の経済的政治的軍事的な国際関係におけ

る覇権です。 

アメリカの覇権に挑戦している中国が、金融資本主義と帝国主義に何か新しい先端と典

型をもたらすのか、中国資本主義がどう発展しているかも、同じ手法で研究すべきなので

しょう。 

 

●【小林襄治】（１）（２）合わせて 

コメントと言うよりは、まとまりのない感想になるが、いくつかの違和感と疑問点を述

べておきたい。 

 

まず、これまで緻密な実証的分析を行ってきた北原氏が、明確に「北原段階論」を提示

してくれたことが、喜ばしい。とくに、分かりやすいデータを提示し、議論の前提となる

図表を多数提示してくれた。とくに、その多くは対 GDP 比のデータであり、金融の役割

を実体経済との関係で見るうえで、参考になるし、多くの知見を与えられた。 

報告の要点は、第二次大戦後のアメリカに即して、「経営者資本主義段階」（1950～70

年代）と「新金融資本主義段階」（1980 年代以降、2008 以降には留保も）を設定し、とく

に現代を「金融が独自に運動をし、実体経済を振り回す」段階と規定したことである。 

段階規定にさいしては、10 余の視点（成長率・蓄積率・利潤率、産業構造・基軸産業、

技術基盤、株式保有・ガバナンス、労働市場、所得分配、金融肥大化・金融システム、マ

クロ指標（投資・債務拡大・消費）、景気循環、政策、世界システム（グローバリゼーシ

ョン）、イデオロギー、段階推転景契機）をかかげ、それぞれに段階の特徴を見出し、そ

れらの総合的判断として、段階規定が提起されている。加えて、宇野段階論的にも整理さ

れ、議論しやすい環境も整えてくれている。 

10 余の視点それぞれについて議論するべきかもしれないが、その余裕もないので、これ

らには立ち入らない。アメリカ中心に見ている北原氏とは、すれ違いになるかもしれない

が、気になる点をいくつか指摘する。 

 

１）「1 国資本主義」 ないモノねだりになるが、北原氏の議論はあまりにも「1 国資本

主義」である。覇権や段階の推転や交代、そこまで話を広げなくとも、1 国における産業

構造の変化には、世界経済に占める勢力図の変化が大きく影響する。先進ないし先行国に

おいて産業の実物投資が増えるか否かは、先進国の産業の成熟度と競争力にかかわる問題

である。 
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自動車を例に取れば、世界的にはアメリカ自動車産業（旧ビッグツリー）が競争力を失

い、一部は日独等の直接投資でアメリカでの生産が増えているが、アメリカでの生産は伸

び悩んでいる。また、日本でも 90 年以降生産台数は増えていない。90 年以降、韓国やブ

ラジル、00 年以降では中国が急速に伸ばしている。現在、中国年間 2500 万台、アメリカ

1300 万、日本 800 万と言ったところであろう（数字は新聞等からの記憶で不正確）。アメ

リカは販売市場としては現在 1800 万台あり、生産と販売がほぼ同じで、1000 万台を超し

た 1970 年以降、生産は微増でも販売は 2000 年頃まで順調に拡大した。生産と販売の差が

輸入であり、現在は主に日独加墨から輸入している。 

鉄鋼や綿工業でも同じ構図がみられる。綿紡績や綿織物工業、イギリスや日本ではほぼ

博物館になっている。それでも、綿工業が世界でなくなったわけではない。 

アメリカで自動車生産が衰退しても、それでアメリカ経済がすぐに衰退するわけでな

い。世界的には自動車生産・販売は伸びている。かつて世界の自動車産業に君臨した GM

は中国でも最大規模級の生産台数（シェアは VW に次ぎ 15％くらい）をほこっている。 

直接投資が増えていることを強調するつもりはない。どこで誰が投資をするかは、企業

の競争力と経済環境（成長性や労働力の存在、政策その他）にかかわる問題であり、1 国

で実物投資が増えるか否かに限定して議論するには限界がある。後進国の追い上げで先進

国では伝統的製造業の多くが衰退せざるを得ない。この限り先進国で実物投資も減少して

当たり前ということである。加えて、自動車では生産台数 50 万台程度のテスラが、株式

市場の時価総額では、生産台数 1000 万台のトヨタを上回る。両社の実物投資額を比較・

確認していないが、技術変化の見通しが投資動向にも影響を及ぼしているはずである。 

資本（先進国の資本、直接投資、と言うこともあるが、現地の資本が伸びるケースも多

い）はグローバルに運動する。中国ですら、一部産業（雑貨・衣料等）では、賃金の低い

周辺国での生産へ向かう動きが始まっている。 

加えて、IT 産業の一部のように（パソコンやスマホの組み立てや半導体の生産）、設計

や開発投資は主に本社国で行うが、生産は海外で行う――と言うより委託する企業が増え

ている。データ上の制約もあって、投資額のデータを国ごとに比較することが多いが、グ

ローバル化した経済の下では、より慎重な検討が必要である。 

2）国際的勢力図 スタグフレーションを議論する時にも、ベトナム戦争や公民権運動

と言った政治的要因も大きいが、日欧の生産力・競争力上昇にともなう、伝統的アメリカ

企業の後退という面を無視できないし、オイルショックなど一部資源国の「台頭」も無視

できない。IMF 体制（1 オンスの金 35 ドルでの金・ドル交換と固定相場）はもともと機

能していたとは思わないが、競争力を失いつつある――と言うより、戦後すぐに定められ

た固定為替レートは、アメリカにとっては桎梏以外の何物でもなかった。 

また、アメリカに限らず、金融（貨幣）政策の展開にとっては、固定相場は制約であっ

た。国際環境、平たく言えば各国の経済的力関係と競争力の推移、死語でいえば「不均等
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発展の法則」から生じる変化の結果が、「段階」規定に大きな影響を及ぼす、ことであ

る。 

また、各国の経済政策、というより安全保障を含む対外関係に規定された基本政策をベ

ースとする各種政策が策定される。北原氏がこれらの点を無視しているわけでないが、力

点は軽い。馬場宏二にしたがって、「グローバル資本主義段階」を提唱するのは、世界経

済における「勢力図」を重視するからである。21 世紀前後の 10～15 年（1980 年代半ばか

ら 2015 年当たり）を捉えた世界経済の最大の変化は、中国経済と新興国経済の台頭であ

ろう。支配的資本の交代ないし変化が、勢力図の変化の背景にあるが、ストレートには結

びつかない。 

３）金融と実体経済 「金融が実体を振り回す」のは、金融資産・負債が膨大に存在す

る、あるいは金融が肥大化した社会では、一見すると「当然」のことである。わずかな価

格変動、あるいは金利や為替、期待収益・リスク・情報の変動で資産価格が変動する以

上、それを狙った投機は避けられない。投機が価格変動を一段と加速することも確かであ

ろう。また、格差拡大につながる大きな要因にもなる（特に富裕層の保有が多い株式）。 

だが、「金融が実体を振り回す」とはいかなる意味かは、必ずしも明らかでない。とり

わけ、擬制資本が運動する経済（証券流通市場の存在）では、実物資本の G-W・P・W’－

G’と無縁の G-G’取引が可能である。金融資産・負債の増大については、北原氏が見事な

データを提示しているので、事実認識には異論はない。だが、機関投資家や金融市場の圧

力で株主価値経営に転換し、実体経済を振り回した、と言いきれるかは疑問である。債務

の性格の分析が必要であろう。 

3－2）家計債務  家計の債務拡大は、「豊かな消費者」を前提にしたともいえるが、

アメリカの人口構成と地域構成の変化（東部・中西部よりも西部と南部の拡大）も反映し

た住宅ローン需要の拡大が背景にある。加えて、80 年代に S&L が金利変動の激化の中で

破綻し、証券化（MBS）が進展する背景のなかで、サブプライムローンの拡大にまで発展

していく。この過程で、金融業者が暗躍するし、低金利など政策的要因が後押しする。金

融が無理やり貸し出しを増やし、経済実体を振り回したと、この限り言えそうである。し

かし、「株主価値経営」とは、結び付かない。自動車ローンや奨学金ローンの拡大もアメ

リカ社会や経済の実体的「ニーズ」に対応するものである。ただ、それが行き過ぎ、債務

奴隷を増やし、社会問題を引き起こすこと、悪質なローンブローカーの存在など、多々問

題がある。代替的システム（公営住宅の供給や、安い（税金で運営の）公立学校の拡充、

返済免除など）が必要と主張できるし、サンダースの「公約」にはこの要素ある。消消費

者ローンにも同様な問題がある。 

蛇足を加えれば、境毅らは、これらを「高利貸資本」の「復活」ないし現代版と捉える

ようである。古代社会以来の「高利貸資本」というより、「富裕化」社会では、資本の運

動が住宅や耐久消費財、教育等の分野にまで活動範囲を広げる、と言うことであろう。伝
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統的（宇野原論）な「利潤の利子と企業者利潤への分化」を根拠に把握できるものではな

い。 

3－3）企業債務 企業の借入、企業と言っても、大企業と中小企業、成熟企業（GM

等）と新興企業（MS 等）とで同一に論じられないが、80 年代は、金融革新の進展（先物

市場の拡大、証券化、ジャンク債、LBO 等）を伴いつつ、M&A・D が活発化し、企業債

務が拡大した時代と言われる。規制緩和策にもよるが、航空や電力、石油、金融等で活発

な企業再編が進んだ時代と記憶する。自社株の購入や LBO が活発化し、82 年以降に株価

は回復してくるが、株式数は減り、資金調達で負債依存が増えた時代である。レーガノミ

クスの時代であり、双子の赤字で、87 年ブラックマンデー（株価暴落）で転機となる。 

90 年代は、パソコンとインターネットの普及の時代であり、2000 年のネットバブルへ

向かうことになる。通信業界でのデジタル化や大容量化の伴う設備投資が拡大するととも

に企業再編も進む。そして、ネット企業に注目が集まり、ナスダック市場で株価が暴騰す

る。反面、伝統的企業の多い NY 市場の株価は相対的には伸びが小さい。 

株価の上昇は金利の低下ないし低水準と、期待収益の拡大（リスクの過小評価を含む）

によるものである。株式発行による資金調達の拡大で株式市場が拡大するわけでない。土

地や住宅価格の上昇にも共通するが、キャピタルゲインの拡大、資産価格の高騰は「剰余

価値の生産」とは直結しない。また、「剰余価値」が分配されるものでもない。しかし、

基底に「剰余価値」の増大があり、利潤の拡大への期待が生まれることは無視できない。 

 3－4）貿易赤字 ネットバブル崩壊後には、金利低下を背景にサブプライムローンが

拡大し、リーマンショックにいたる。加えて、日独に加えて中国からの輸入が拡大し、貿

易赤字は急増する。それでもドルは揺るがず、1980 年代のように経常収支赤字は問題にさ

れない。中国等の「新興国」は 1990 年代のアジア通貨危機や中南米通貨危機等の経験に

踏まえ、「外貨準備」の増強に邁進したからである。80 年代には貿易収支赤字や経常収支

赤字が大問題になり、為替相場の調整（プラザ合意やルーブル合意）が行われたのに、00

年代には対中批判はあっても、赤字はさして問題にならなかった。赤字自体が問題でない

と考えることもできるが、それよりも国際的勢力関係からして、80 年代には競争相手とな

る日独の黒字であり、00 年代にはまだ競争力も弱く経済規模が小さかった（過小評価だっ

たかもしれない）中国の黒字だったからであろう。 

３－５）政府赤字 リーマンショック後は、アメリカはすぐに金融改革法を成立させ、

先進国の中では良好な経済パフォーマンスを示す。FRB の低金利と「量的緩和」の影響が

大きい。FRB の拡大の裏にあるのは救済と景気回復のための財政赤字拡大であり、政府債

務の拡大が続いている。どこまで拡大できるのか、問われるし、見方によっては資本主義

の延命策であり、新しい「段階」かもしれない。同時に、GAFA に示される新興企業の拡

大と株価上昇が大きい。 

前の時期に続いて、中国など新興国経済の成長が著しく、とくに中国は「一帯一路」や

製造強国をめざす「中国製造 2025」を発表し、GDP 世界第 2 位の国に躍進し、アメリカ
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に挑戦する。なお、中国以外の新興国は、資源価格の変動と脆弱な国際収支構造、インフ

ラと技術基盤の弱さ、未熟な政策運営（放漫財政に陥りがち）等から低迷を余儀なくされ

ている。アメリカは中国の躍進を脅威と見るようになり、トランプ政権後には「貿易戦

争」を仕掛け、対立は深刻化しつつある。覇権の交代を論じるのは早計であるが、対立は

根深く、世界は新たな冷戦構造に突入するかもしれない。 

 

３－６）「金融が実体経済を振り回す」：金融恐慌の弊害とは何か？ 金融は実体経済の

動きを増幅しているのに過ぎないのか、あるいは振り回しているのか。同じことのようで

もあるが、因果関係の捉え方が逆である。時と場合によって異なる、ともいえる。 

日本はバブル崩壊後約 30 年、経済は低迷している。バブル崩壊とその後の不良債権処

理の遅れ（証券界の損失補填と金融不祥事、官民癒着の不正露呈等も影響）と金融システ

ムの動揺が影響したことは確かであるが、長期の低迷を金融の責任に帰するのは一面的で

ある。高齢化社会と労働力の変化、新産業（IT 等）での遅れ、日本的経営の限界など多く

の要因がある。自動車産業や一部の電子部品企業は競争力を有しているが、総合電機や総

合家電の衰退は著しい。DRAM はサムソン等に完全に敗北し、フラッシュメモリや液晶で

先行していた東芝やシャープは没落した。バブル崩壊以降の新興企業として存在感がある

のは、SB グループ、ユニクロ、楽天程度にすぎない。これらは「金融の責任」ではない

であろう。あまりに直感的な歴史的「回顧」に過ぎないが、金融恐慌を回顧し、その功罪

を見ておく必要があろう。 

3－6－2）金融恐慌小史を見る 1987 年の米ブラックマンデー（株価暴落）は世界的株

価暴落につながり、双子の赤字に苦しむアメリカ経済の問題を露呈した。しかし、政策効

果（金利低下）によるのか否かは分からないが、アメリカの鉱工業生産指数や小売売上高

は減少していないし、失業率も増えていない。株価暴落の実体経済への影響は少なかった

ようである。しかし、心理的要因やドイツや日本の動向にアメリカが左右されるようにな

ったことへのショックが大きかったのかもしれない。なお、日本でも株価は暴落したが、

世界的低金利の中で、直ぐに回復し､バブルはさらに 2 年間続く、多くの証券界の者が

「日本の時代」を強調し、バブルを正当化していた。 

2000 年のネットバブル崩壊時でも、設備投資は減少するが、個人消費と住宅投資は増え

続けている。アマゾンの株価は 8 分の 1 まで暴落するが、利益を計上しない事業は継続

し、現在では最大規模の時価総額を誇るようになる。より厳密な実証が必要であるが、ネ

ットバブルの崩壊は必然的なものであり、バブルの踊った者は別にして、どこまで実体経

済の打撃となったかは検証の必要がある。 

リーマンショックは影響がケース大きいとされる。アメリカでは大手投資銀行のみなら

ず、大手銀行（シティ、バンク・オブ・アメリカ等）が破綻し、大保険会社も破綻した。

すでに住宅金融の中枢の GSE が破綻しており、大手住宅金融会社も破綻していた。サブ

プライムローンに絞ってみれば、金融の暴走（延滞率 25％超に達する住宅ローンの供与、
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これに群がった、モーゲージレンダーや格付け会社、GSE を含む大銀行等）による自作自

演である。だが、ほぼ同時にゾンビ企業となっていた GM、クライスラーも破綻すること

になる。金融システムの問題にとどまらず、影響は大きくなるのは当然である。その後の

FRB による前例のない緩和政策、政府の大規模公的資金投入も異例である。金融規制強化

もあって、その後の金融的拡大（FRB、財政は除く）は変化したようであり、政策効果な

のか、先進国のなかでは景気回復がはやい。とくに GAFA などを軸に株式市場の拡大が顕

著となっているが、景気回復とともにレバレッジドローンなど企業債務の拡大が続いてい

る。 

EU でも、住宅バブルの崩壊の影響が大きいが、ユーロ圏周辺国の銀行崩壊からユーロ

危機が生じ、内部対立も鮮明となり（ブレクジットで加速）、低迷が続く。しかし、中国

や新興国では、ショックの影響を受けつつも、相対的には高い成長力を示している。 

なお、学会等ではあまり利用されていないが、野村證券は『History…過去のリスク検

証』と題して、過去の金融恐慌 20 件余のデータ（株価・金利・為替・成長率等）をまと

め資料を配信している。全体では 200 頁近くなるが、結構便利に使える。 

https://info.nomura.co.jp/std/u/l?p=6zTOzcUNC2cXtlwwY 

 

3－6－3）金融恐慌の本質 金融危機は、労働者や弱者への負担が大きく、社会的問題

を引き起こし、好ましいものでない。しかし、資本の論理からすれば、金融恐慌は、労働

力の限界（賃上げ）や原材料の高騰（投機を含む）の中で製品価格への転嫁が困難（競

争）になれば、調整のために不可避となるものである。好況の拡大過程が信用の拡大に支

えられるので、信用の引締めが始まれば、弱い企業の破綻から連鎖的に破綻が拡大する。

金融機関も、どこかで信用の拡大に対応できなくなるし、自ら破綻する可能性が高まる。

どこかで引締めが不可避となるはずである。 

金融危機や金融の暴走が実体経済を振り回し、経済を低迷させている、と見るのが北原

氏を含む「通説」的考えであるがが、逆なのかもしれない。信用なしには実体経済は動け

ず、信用で加速し、膨張するのが実体経済であり、その限界が「金融恐慌」やバブルの崩

壊として現れ、調整が展開されるのである。アジア通貨危機やロシア危機では、為替暴落

の影響が大きいが、安くなった為替で輸出が拡大し、短期的に経済は回復に向かってい

る。為替安で輸入困難や対外債務不履行で低迷が長引くケース（中南米）もあるが、中長

期的には成長に向かっている。脆弱な国際収支構造、負債に依存する体質の政府と企業を

含む経済構造の問題であろう。 

株式バブルの崩壊も、「怪しげな」企業や「不正を働く」企業の淘汰過程と見ることも

可能である。金融が実体を振り回すのか、金融は実体を増幅させるに過ぎないのか、恐慌

や金融危機は不可避なのか、議論のあるところである。 

 

https://info.nomura.co.jp/std/u/l?p=6zTOzcUNC2cXtlwwY
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４－１）経営者資本主義 まず、コメントと言うより、筆者の頭の整理であるが、用語

の問題がある。北原氏の「経営者資本主義段階」から「新金融資本主義段階」への議論

は、対象時期の相違はあるが、馬場宏二の「経営者資本主義段階」から「高株価資本主義

段階」への議論と親和性がある。しかし、「経営者資本主義」の発想と定義には相違があ

る。 

所有と支配：株式所有構造の分散を背景に経営者支配を定義したのが、バーリーとミー

ンズ以来の伝統である。これに対して、大株主による支配、所有による会社支配の構造、

支配者ないしグループの解明を目指す、伝統的研究がある。古典的な金融資本の研究の 1

側面は、支配者ないし支配集団の解明であり、日本での財閥や企業集団の研究につなが

る。 

奥村宏の「法人資本主義」論もこのような研究である。法人資本主義は、筆者は一種の

経営者資本主義と捉えるが、奥村は企業集団・社長会の支配と捉え、株主民主主義の観点

から批判する。 

アメリカについて、呉天降（『アメリカ金融資本成立史』有斐閣、昭和 46 年）や松井和

夫（『現代金融資本研究序説――現代資本主義における所有と支配』文真堂、昭和 61 年）

の研究がある。松井は 1980 年頃までの研究史も紹介しており便利である。そして、個人

大株主の支配というよりも、役員兼任や取引関係を通じる主要銀行グループの「支配」、

機関投資家の株式を「管理」する銀行信託部の役割を強調する。蛇足的になるが、R・G・

エクルズ/D・B・クレイン『投資銀行のビジネス戦略――ネットワークにみる強さの秘

密』（日本経済新聞社、1991 年）を松井は監訳している。単純化すれば、リレーションシ

ップ・バンキングを重視し、そこに占める中枢（大金融機関と大企業）の諸関係（役員兼

任や協調融資などを含む取引関係等を含む）を確認し、「支配構造」を解明する。 

加藤栄一の「組織された資本主義」や馬場宏二の新段階論においては、ユルゲ・コッカ

（核祥男訳『工業化・組織化・官僚制――近代ドイツの企業と社会』名古屋大学出版会、

1992 年）やチャンドラー（鳥羽欽一郎・小林袈裟治訳『経営者の時代』上・下、東洋経

済、1979 年などの議論を踏まえ、大企業では専門経営者・技術者の存在が不可避として、

経営者層や技術者層の役割を重視する。所有者による支配を否定するわけでないが、実際

の企業運営の担い手の問題である。とくに馬場では「会社主義」の提唱もあって、日本的

経営やその特徴としての現場主義などが重視される。経営学的観点を取り込んでいる、と

言うことかもしれないが、所有―支配の問題とは次元を異にする議論である。 

付け加えれば、多くのＩＴ企業を輩出したシリコンバレー等でも、創業者に資金を提供

するエンゼルやベンチャー・キャピタルは単なる資金提供者ではない。創業者の多くは

「妄想」に取り憑かれた「異常な」人物、あるいは特定の商品や技術、サービスの開発し

か考えない「視野の狭い」人物である。創業者に企業としての成長に必要な知識・技術を

教えたり、人材の派遣・推薦、必要な取引先（仕入れ、販売）等の紹介を行うのはＶＣ等

である。現代では、財務や税務をはじめ、仕入れ・販売、法務等でも、とくにある程度の
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規模の企業となれば、また上場を目指せば、複雑な問題が多数ある。創業者個人ないし少

人数グループで処理できる範囲を超えている。専門経営者が不可欠なのである。建築現場

や製造現場を見ればわかるように、人員の配置等を定め、現場を監督する者も不可欠であ

る。 

4－2）株主価値経営 北原氏は「経営者資本主義」から「新金融資本主義」へ、という

が、「新金融資本主義」の時代でも、専門経営者や技術者が企業をうごかす「経営者の時

代」であることは変わらない。エージェンシー理論などにしたがって、株価重視や株主主

権が 1980 年代ごろから強く主張され、株主価値経営がアメリカや遅れて日本で「宣伝」

されるようになる。そして最近では「ステークホールダー」ガバナンス論が支配的になり

つつある。 

株式市場ないし株価動向の動き、主要企業の経営戦略、機関投資家等の投資戦略、規制

の動き等で「株主主権」や「株価重視」の意味は異なる。 

1960 年代：アメリカは自己金融の時代であり、企業業績もそれなりに良かった。経営者

支配の時代である。あるいは大企業寡占体制のもとで、強力な組合とも共存できた。ただ

し、G－G’ を目指す、コングロ合併が横行した（大企業というより周辺企業で）。株価は

順調であり、株価重視を強調する必然性は乏しかった、と思われる。投信では成長優良株

へ集中投資するファンドが人気を集めた時代である。 

1970 年代：変動相場・インフレの昂進、金利変動激化等でアメリカ経済も動揺する。株

式市場では「株式の死」（株価の低迷）が叫ばれた時代である。71 年ナスダック市場開

設、75 年手数料自由化などで、証券市場改革が進み、市場間競争も始まる。機関投資家の

資産が増え、証券市場の主役になり、手数料への圧力が強まる。機関投資家が企業ガバナ

ンスにどこまで関心を示したかは確認できないが、「駄目な企業は売却」ということだっ

たと思われる。そして、パフォーマンス（運用成績）向上は手数料に向かったようであ

る。 

1980 年代：82～87 の株価上昇。LBO による M&A の横行。大企業まで買収の対象に。 

S&L の破綻、銀行の破綻など金融システムの動揺は続くが、金融革新が続く時代であ

る。規制緩和の時代でもあり、各業界の再編が進む。買収ファンドやアクティヴィスト・

ファンドの活動が強まる。消費者運動や環境運動が株主提案を行うようになる。また、投

信ファンドなどの運用成績比較とその選別が強まるのも 80 年代からのようである。 

1990 年代：M&A は活発。通信業界の再編は進み、パソコンとインターネットが普及。

マイクロソフトやインテルに代表される新興 IT 企業が主役に。2000 年ネット・バブルに

突入する。株価重視の経営はおそらく経営不振企業の改革や一部の M&A に際して重要な

テーマとなったと思われるが、株価上昇の時代になるとあまり問題にする必要がなかった

かもしれない。ジャンク債の中心ドレクセル社の破綻やソロモンの国債不正入札などを受

けて、インサイダー取引規制や情報開示が強化されていく。ガバナンス問題も SEC 等では

真剣に問題視されていたようである。 
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2000 年代：サブプライム・ローンの拡大と証券化が進み、リーマン危機へ突入する。

ネットバブル崩壊にエンロンやワールドコム不正が発覚し、企業改革法ともいわれる SO

法（監査制度改革、開示強化等）が制定される。監査人の独立性強化が目玉だが、企業の

内部統制などガバナンスにかかわる問題に焦点がある。日本では、90 年代の監査制度改革

や金融制度改革を受け、2000 年頃から東京証券取引所を中心に、コーポレートガバナンス

への「啓蒙」活動が活発化する。なお、米 SEC の元委員長アーサー・レビットは、退職直

後の 2001 年にアップル社の CEO ジョブズから取締役就任を依頼されたが、すぐに断られ

た経緯を紹介し、同社の「取締役会」が仲間の集まりで、「株主の利益」を守るにはいか

にひどい構成であったかを述べている（小川敏子訳『ウォール街の大罪』日本経済新聞社

2003 年）。おそらく、規制の動きに支えられ、機関投資家の会社経営の発言・関与が強ま

って行くのであろう。 

４－２）株価重視 「株主主権」が何を意味するかは、定かでない。「株価重視」と定

義しても、いつの株価か、短期としても短期の定義は容易でない。 株価重視という意味

では、どの時代にも株価が無視されていたとは思えない。ただ、経済環境のなかで企業が

利益を上げられず、株価も低迷した時代（1930～50 年代前半と 1970 年代）があった、と

言うことであろう。 

機関投資家の視点から見れば、1920 年代の投資信託（ミューチュアル・ファンド）では

レバレッジを利用した（債券と株式の発行）ファンドで、特定業種や企業（電力会社等）

の資金調達と結びついた投資が多かったようである（三谷進『アメリカ投資信託の形成と

展開』、昔読んだ記憶。カロッソ『アメリカ投資銀行の歴史』、昔訳した記憶）。なお、20

世紀前後のアメリカ鉄道会社の買収・合併では、個人投資家の時代かもしれないが、激し

い委任状争奪戦が展開されている。 

1960 年代以降、年金・保険と投資信託では異なるようだが、投信は成長株への集中投資

が目立ち、ガバナンスへの関心はあまりない。年金では、北原氏が積み立て段階と成熟段

階（年金支給が増えてくる）を区別している点をまず重視したい。そして、おそらく、積

み立て段階では優良企業への長期投資であり、ガバナンスへの関心は低い。投信は多様化

してくるが、銘柄選択が重点であり、ガバナンスとは無縁である。 

1980 年代以降、大型株でも M&A の対象となり、PE（買収）ファンドなどが登場して

くる。年金等でも巨額の資産を抱えるようになる。加えて、やや後の時期からかもしれな

いが、年金の運用業者の選別、パフォーマンス評価が重視されるようになる。カルパース

（カリフォルニアの大規模年金基金）などがアクティヴィストとして活躍するのは、この

頃である。同時に、効率的市場仮設などを背景に、インデックス・ファンド、ないしイン

デックス運用が増大してくる。 

規模の大きいファンドでは、株式を売却するより、配当増の要求や経営改善を求めた方

が、パフォーマンス向上につながる、との見解もだされてくる。また、買収に際しての、

売却か否かの判断や、経営者の反買収策や過大な報酬への批判も高まる。そして、運用の
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パフォーマンス改善には経営の改善や監督強化の必要性がしだいに重視されてくるようで

ある。加えて、経営不振の大企業（GM 等）への圧力も強まってくる（以上の限り、北原

氏の認識と同じ）。 

大企業や大銀行の不正問題の露呈（アメリカでは、エンロン等の他、08 年の大銀行の破

綻や、その後の不正や巨額損失（ウェルズファーゴー、モーガン・チェ－ス等、最近でも

IT 企業でも役員個人のセクハラ・パワハラ問題、フェイスブックやグーグルの種類株問題

――両社では創業者・グループが議決権の過半を握る構造）で機関投資家等の発言が目立

ち、株主総会でも対案が少なくない。 

規制当局や証券取引所は、世界的にも、株主の経営関与を重視し、日本では社外取締役

や委員会制度（報酬や人事等）の進展等を図っている。当局自体が、役員選出に介入する

ケースも見られる。 

いずれにせよ、機関投資家が企業ガバナンスにおいて発言し、役員選出等でも大きな役

割を果たすようになっていることは間違いない。また、SDG の動きを支持する動きもこの

一環である。日本ではあまり目立たないが、オリンパスや東芝等の不正会計問題等から、

ガバナンス強化が主張されている。最近、ある銀行の株主総会では、石炭融資廃止提案

に、かなりの機関投資家が賛成したケースがある。 

４－３）機関投資家の台頭と段階としての新金融資本主義 とはいえ、私は機関投資家

によるガバナンス面におけるチェック機能は理解できるが、機関投資家にどれだけ経営能

力があるのかには、疑問を持っている。たとえば、現在、資産運用業界に君臨する大手、

ブラック・ロック、ヴァンガード、ステート・ストリートはインデックス運用で大きく成

長した会社である。定義からして、個々の会社の経営などに関与する意思は持ちようもな

い。あったとしても、個々の企業の経営状態を分析・監視する人材の確保は難しいし、し

てもコストがかさむ。そのための情報会社も存在し、利用されているが、その実体は知ら

ない。 

蛇足的に述べれば、現在、日本銀行は多くの日本企業の筆頭株主になっている。しか

し、どのように経営に関与しているかは不明である。研究があるかもしれないが、筆者は

知らない。関与するとしても、その能力と是非について、議論があろう。 

もっとも、PE ファンドなどでは、個別企業の分析に注力しているし、経験もある。だ

が、彼らは、買収による改革（中には資産切り売りの利益を狙うファンドもあるが）であ

り、機関投資家のガバナンス論として一般化は難しい。 

北原氏の議論（馬場宏に議論にも共通するが）との関係では、新金融資本（運用業者を

含む金融機関の資金）が企業に圧力をかけ、株主重視や高株価経営をもたらした、とする

段階と、過去の経営者資本主義あるいはステークホルダー資本主義、リーマン後の「回

帰」のは整合性が気にかかる。現状では、アマゾン・アップル等の時価総額の大きい企業

は、株価重視・高株価経営でもあることに変わりない。だが、両社をはじめ、多くの会社

で機関投資家の発言力が強まっている。 
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何を言いたいのか、理解しにくい文章となってしまった。経営者資本主義や株主重視

（高株価）資本主義、の議論、ガバナンス論として、もう少し個別事例の積み重ねがない

と私には判断できない、ということである。両者は、段階的に推移するものではないし、

また「対立」的なものでもなく、それぞれの経済環境と産業・企業特性にしたがって、あ

る時期にはどちらかのイデオロギーが前面に出るということでなかろうか。 

 

［3］その他 フォーラムの進め方、取り上げてほしいテーマ・講師など 

●【林 倬史】今回の北原さんの提起を引き継いだ形のフォーラムをお願いできればと

存じます。 

●【小林襄治】つぎの、河村、青山、矢沢報告を楽しみにします。 

●【高原浩之】｢世界資本主義の通史｣をやってほしい。16･17 世紀～20 世紀、商業資本

主義→産業資本主義→金融資本主義の全歴史。とりわけ、20 世紀の金融資本主義の時代。

２月と７月･８月･９月が基軸のアメリカ資本主義を取り上げているので、それを世界資本

主義の面から見てまとめるとちょうどいいと思う。矢沢さんの｢資本主義国家の成立｣がそ

れに当たると思うが、前回の(1)と次回の(2)ではとてもそこまでは行かないと思う。 

論点は、①基軸=覇権国の発展過程、②基軸=覇権をめぐる闘争と交代、③中心と周辺の

関係、などが考えられます。 

 

■講師からの補足（北原徹） 

私の報告に対して多くの方から質問・コメントをいただき、様々な論点について改めて

考えることができました。感謝申し上げます。以下、私の考えを述べさせていただきま

す。当日の質疑応答で話した部分に関しては、省略させて頂きます。 

 

1．段階論構成の２つのタイプ 

私は、段階論を構成する場合、２つのタイプがあると考えています。１つは、世界資本

主義の発展を、中心国を軸に世界経済の編成構造に着目して類型化し、段階として把握す

るやり方です。もう１つは、世界経済の中心国・典型国の経済の展開を、経済構造や支配

的資本の運動に着目して類型化し、段階として把握するものです。両者を統合した段階論

が理想ではあると思いますが。私の提起した段階論（以下、北原段階論と記す）は、第 2

のタイプに属するもので、第 2 次大戦後の資本主義の中心国・典型国・最発展国であるア

メリカにおける経済構造や蓄積様式の展開・発展を段階論として把握しようというもので

す。従って、多くの方が北原段階論に欠けていると指摘されているグローバル経済関連の

論点は、どうしても背景に退いてしまいます。 

五味さんから質問を受けた「中国という問題」や境さんから質問を受けた「国際金融市

場の自由化」の問題などは、どうしても背景に退いてしまいます。 
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中国の問題は、第１のタイプの段階論では、1990 年代以降の中国経済の台頭は世界経済

の編成構造を最も大きく変えた要因だと思いますが、北原段階論との関連では、アメリカ

の中国からの大量の財・資本の輸入が重要で（五味さんの言う、世界市場の中でのアメリ

カ経済の「ブラックホール」化）、安価な中国製品の流入と米国債需要拡大がインフレ率

低下・賃金抑制・金利低下、それらによる格差拡大・金融拡大につながったと考えていま

す。 

国際金融市場の自由化は、第１のタイプの段階論では、新自由主義の世界的伝播の手段

となり、また世界各地で金融自由化の下での金融危機を引き起こし、さらに米国大手銀

行・投資銀行の世界進出の土俵を作り上げ、米国のヘゲモニーを強化したと思いますが、

北原段階論との関連では、米国金融業界の強化と海外からの資本流入による国内金融の拡

大につながったと考えています。 

小林さんからは、「企業の投資は世界経済の配置の中で行われており、実物投資が増え

るか否かを一国に限定して議論することには限界がある」という指摘を、柏木さんから

は、「ICT 産業の基軸産業としての不十分性に関して、グローバル化という観点から見れ

ば、途上国の高成長や先進国のサービス化に大きく寄与している」という指摘を頂きまし

た。 

私は報告の中で、第 2 次産業革命関連産業の成熟化・投資停滞、ICT 産業（第 3 次産業

革命）の投資・付加価値・雇用面での不十分さを、アメリカについて議論しましたが（ス

ライド No.10, 11）、同じことは、世界全体でも言えるだろうと思っています。そうした事

態が顕在化する時期は、アメリカと同じではなく、国によって時期は異なると思います

が。アメリカが世界全体の動きを代表的・典型的に示していると考えています。 

 

2．資本輸入国アメリカの金融拡大の特殊性 

五味さんが提起されたアメリカ経済の「ブラックホール」化や青山さんが提起されたア

メリカの対外収支の問題に関連して、新金融資本主義段階の中心国アメリカの経常収支赤

字・資本収支黒字という事態は、パックスブリタニカ期の中心国イギリスが国内的資金余

剰で経常黒字・資本収支赤字が強まっていった事態とは全く対極にあると思います。 

そうした違いがあるにもかかわらず、両国とも金融拡大・肥大化が生じたことをどう理

解すべきかは、私には大変興味のある問題です。 

イギリスで対外投資を中心に金融拡大が生じたことは理解しやすいのですが、資本輸入

国のアメリカの金融拡大はそれに比べてはるかに分析が難しいと思います。 

今回の報告では、アメリカの金融拡大の要因として金利低下を重視し、金利低下を引き

起こしたのは、国内実物投資の低迷と海外からの資金流入としました。 

アメリカの金融拡大を考察する場合、パックスブリタニカ期のイギリスの資金余剰に対

応するものとしては、アメリカ一国で考えるのではなく、日独等の先進諸国さらには石油

輸出国（イギリスの時代と違って、1970 年代以降の世界経済編成上重要）を含めた全体の
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資金余剰を考えるべきではと思っています。この点に着目すると、第 1 のタイプの段階論

をより掘り下げて考える必要があるかもしれません。 

アリギは『長い 20 世紀』の中で、資本主義の歴史の中に、これまで 4 回の蓄積サイク

ル（ジェノヴァ→オランダ→イギリス→アメリカ）が見られ、各サイクルの最初と最後の

局面は金融拡大の局面であると議論しています。また、ジェノヴァ、オランダ、イギリス

の各サイクルの最後の局面の金融拡大において、資本輸出が重要な特徴であることを指摘

しています。 

こうした長いタイムスパンで考えても、北原段階論の新金融資本主義段階における中心

国ではあるが資本輸入国であるアメリカの金融拡大をどう理解するかは重要な問題だと思

われます。 

 

3．段階論の対象時期と現状分析 

青山さんが指摘されているように、宇野弘蔵氏は、段階論の対象は第 1 次大戦までであ

り、それ以降は段階論ではなく現状分析の対象であるとしています（打ち切り論）。 

河西さんは、段階論を現在に直接適用すると現状分析の対象を現実の外に追い出すこと

になる、と議論されています。 

私は、段階論は現在まで含めて対象にすべきと考えています。段階論のような大きな枠

組みや手掛かりがあることで、現状分析がより有効に行えるのではと考えているからで

す。私は、そうした方向で今回報告した段階論を整理してみました。 

現状分析との関連では、段階論では、ある発展段階での世界資本主義や中心国の経済構

造や蓄積様式を類型化して把握するのに対して、特定の時代の、特定の国の、特定の事

象・問題は段階論を踏まえた現状分析として行われます。 

五味さんからは、北原段階論や支配的資本を軸とする段階論では、アメリカの格差、中

小企業問題、サービス産業やそこでの人種問題、地方都市でのメインストリート・バンキ

ング等のアメリカ社会の現実の対立点となっている問題が抜け落ちてしまうという指摘を

受けましたが、そうした問題は、私の考えでは、現状分析に属する問題だと考えていま

す。ただ、格差問題は北原段階論でも段階を特徴付ける要因の１つだと思っていますが。 

段階論で示されたその段階の経済の基本構造や蓄積様式を大きな枠組みとして踏まえる

ことで、個別的な問題に現状分析としてより有効にアプローチできるのでは考えていま

す。 

私自身の問題関心は現状分析であり、今回、段階論という枠組みで戦後アメリカ経済の

展開を整理したのも、アメリカ経済の現状を分析し、今後を考える視角や手掛かりを得た

かったからです。日本資本主義論争についての、段階論的思考による宇野弘蔵氏の批判的

考察のようなアプローチができないかと思っています。 
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4．資本の概念について 

河西さんが取り上げられているピケティの議論は基本的に wealth についてであり、

capital という言葉を使う時も wealth と同じ意味で使っています。資本 capital について理

論的に議論しているとは思えません。 

Wealth には、住宅、株式、債券、年金等様々なものが含まれていますが、概念としては

自家用車や冷蔵庫・洗濯機等の耐久財も含まれます。これらを全て資本と規定することで

資本主義経済・現代経済の構造や運行を的確に把握することができるようになる、とは思

えません。 

私は、報告スライド No15 で記しているように「自己増殖する価値の運動体」として資

本を捉える方が、より有効に把握することができると考えています。 

 

5．新金融資本主義段階と帝国主義段階＝金融資本主義段階 

北原段階論における新金融資本主義段階の支配的資本としての金融資本について、五味

さんからは、古典的帝国主義段階の金融資本（例えば産業資本の金融的統合によるコーポ

レーションの成立）とは異なったものと見なければならないが、その点はどうか、という

質問を受けました。 

私は、異なったものと考えています。 

帝国主義段階の金融資本は、重化学工業を中心とする大規模な株式会社を想定している

と思いますが、私が考えている新金融資本主義段階における金融資本とは、フォーラム当

日は話ができませんでしたが、報告スライド No15 に記したように、金融業資本（銀行資

本・証券業資本）と運用資本（運用業者と業者に資産運用を委託している年金・財団等の

大規模な資産保有者 asset owner とを合わせたもの）と考えています。 

通常は、資本の組織体・担い手は企業と考えられていますが、新金融資本主義の現状を

考慮すると、運用業者と大規模な資産保有者を総合したもの（運用資本）も、企業だけで

なく資本の組織体・担い手と考えるべきではないでしょうか。私の言う運用資本を資本と

考えるべきかどうかは、議論のあるところだとは思いますが。 

金融業資本と運用資本を支配的資本としているのは、それらが金融の実体経済への影響

の面で、また株主価値経営というコーポレートガバナンス面で中心的な役割を果たしてい

ると考えているからです。河西さんが言及されている機関投資家も、ヘッジファンドや買

収ファンドも、私の運用資本に含まれています。これらは、現在の経済を構成する重要な

部分であり、金融の実体経済への影響の面でも無視することのできない存在です。 

また、高原さんは、北原段階論の新金融資本主義段階とレーニンが提示した金融資本主

義の段階との関係について、現在も金融資本主義の段階が続いており新金融資本主義はそ

れのより発展した典型と考える、と記されています。 

私は、新金融資本主義はレーニンが提示した金融資本主義とは、上述のように金融資本

の内容が大きく異なり、段階としてもつながってはいないと考えています。また、北原段
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階論の経営者資本主義段階は金融の影響力は弱く、レーニンが提示した金融資本主義段階

に含まれるとは考えにくいので、金融資本主義段階が現在まで継続して続いているとは思

っていません。 

 

6. 基軸産業をめぐる問題 

青山さんからは、戦後の重工業中心の蓄積がなぜ行き詰ったのかは、第 2 次産業革命の

効果が消滅といった形ではなく、景気循環の中でそれがどのように生産力を高度化し、ま

た停滞的になったのかという形で説くべき、という指摘を受けました。 

私が、今回の報告で第 2 次産業革命関連産業を取り上げたのは、上述のように現在も段

階論の対象と考え、北原段階論の経営者資本主義段階の生産力水準を代表する基軸産業と

してです。 

基軸産業が交代していくのは、産業構造が大きく変化するからであり、その基盤には技

術の革新的・革命的な変化があると思います。 

綿工業が基軸産業となり自由主義段階が成立したのは、第 1 次産業革命があったからで

す。鉄鋼業が基軸産業となり帝国主義段階（＝金融資本主義段階）が成立したのは、第 1

次産業革命関連産業が成熟化し、その代わりに第 2 次産業革命に関連する産業が勃興して

きたからです。 

こうした歴史を振り返って、経営者資本主義段階から新金融資本主義段階への転換を基

軸産業面から考えると、第 2 次産業革命関連産業の成熟化に伴う第 2 次産業革命の効果減

衰という議論が出てくると考えています。 

 

7. 金融と実体経済 

北原段階論では、新金融資本主義段階の支配的資本を金融資本（金融業資本と運用資

本）としていますが、その理由は、コーポレートガバナンス面での株主価値経営への転換

が金融主導で行われてきたことと、金融が実体経済を振り回していることの２つです。 

この２つの事態は、一方が他方の原因という関係ではなく、両者は新金融資本主義段階

で並行して発生している事態です。 

２つの事態は、それを推進している主体も同じではないと考えています。コーポレート

ガバナンス面では、運用資本（運用業者と大口の資産保有者）と株式市場が中心であり、

実体経済への影響面では、金融業資本（銀行資本・証券業資本）とより広い金融市場が中

心です。とは言え、２つの事態の根本は、金融の論理（内容・形態を問わない価値増殖 G-

G’自体の追求）で運動する支配的資本としての金融資本だと考えています。 

小林さんからは、「金融が実体経済を振り回すとは、いかなる意味か？実体経済を振り

回したと言い切れるか？」、「金融は実体経済を振り回しているのではなく、実体経済の動

きを増幅させているに過ぎないのでは？」という疑問が提起されました。 

これはなかなか難しい問題ですが、私は、大略次のように考えています。 
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金融が実体経済の動きを増幅させるという作用は、いつの時代でも、どの段階でもある

ことだと思います。そうしたことは、私のいう経営者資本主義の段階でも、新金融資本主

義の段階でも、基本的に同じだと考えられます。 

しかしながら、民間債務・キャピタルゲイン・金融部門利潤の動きは、報告スライド図

表 14-19 で示されているように、経営者資本主義の段階ではそれほど変動をしていないの

に、1980 年代以降の新金融資本主義の段階では（正確には、それより少し前から）極めて

大きな変動を繰り返すようになっています。こうした金融の大変動は、実体経済とは無関

係の金融経済の中だけの自己運動という面もある程度あると思いますが、実体経済への影

響も大きいと考えています。 

具体的には、1980 年代のアメリカ経済の回復は、かなり債務拡大に依存していたと考え

ています。この点は、報告レジメ参考文献の拙著「戦後アメリカの実体経済と金融経済」

第 2 節(4)でいくらか論じた点です。この経済の回復・拡大プロセスの中で発生したのが

1987 年のブラックマンデーです。ブラックマンデーは、それに驚いた政策当局がインフレ

懸念がある中でも政策金利を引下げ方向に動かし、それが債務拡大の勢いを持続させると

いう形で景気の過熱を引き起こし、90 年代初頭の景気後退につながったと考えています。 

次に、1990 年代のネットバブルに関しては、ICT 産業の勃興・躍進という実体経済の動

きを株式市場を中心とする金融が増幅させたと捉えることが基本的にはできると思いま

す。ただし、新金融資本主義段階の金融の拡大・肥大化が増幅の規模を極めて大規模なも

のにしたと考えています。また、ネットバブルの崩壊に驚いた政策当局は、ブラックマン

デー当時と同じ方向に、今度はその時より極めて大規模に政策金利を引き下げ、超低金利

を持続させました。その結果が、債務拡大に支えられた住宅バブルの発生とその大規模な

崩壊（報告スライド図表 14, 15）によるリーマンショックであり、世界金融・経済危機で

あったと考えます。 

報告スライド図表 15 の横に記しているように、ネットバブルの崩壊や住宅バブルの崩

壊が、その後の景気後退を引き起こし（景気過熱によるインフレ昂進、金利引上げという

経営者資本主義段階のインフレ循環という形ではなく、報告スライド No.6、図表 19 参

照）、金融循環が実体経済を振り回したと考えています。 

因みに、IMF の Working Paper (Laeven and Volencia, Systemic Banking Crises 

Database: An Update, 2012)によれば、2007 年からの金融危機によるアメリカの産出の落

ち込みは 4 年間で GDP 比 31%、政府債務増大は GDP 比 23.6%としており、相当の規模

です。 

小林さんは、実体経済の動きの増幅機構としての金融という観点から、金融恐慌に言及

されています。そうした観点からは、金融恐慌は、実体経済の恐慌（資本過剰によるもの

であれ、過剰生産によるものであれ）の付随物ということだと思います。 
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しかしながら、新金融資本主義段階の金融の規模拡大とその変動は、全体として考えれ

ば、実体経済の動きの付随物ではなく、実体経済の動きに対して拡大方向にしろ、縮小・

阻害の方向にしろ、大きく影響し、振り回していると考えています。 

より難しい問題は、循環変動を超えてより長期的観点から考えて、金融は実体経済にマ

イナスの影響を及ぼしているのか、という問題だと思います。この問題に関しては、感覚

的には、目先はプラスの影響を及ぼすことはあっても、肥大化した金融は長期的には実体

経済に悪影響を及ぼしているのではと思っています。計量分析によりそうした結果を得た

研究もあります。しかしながら、これは極めて大きな問題であり、様々な要因が複雑に影

響していると考えられるので、計量分析の結果がどこまで信頼できるのかな、という感じ

も持っています。 

 

8. コーポレートガバナンスの問題 

私の新金融資本主義の特徴付けに対して、小林さんは、「『株主主権』が何を意味する

は、定かでない」と疑問を提起されています。さらに、現代の大企業では専門経営者の存

在は不可避であり、専門経営者や技術者が企業を動かすという点では、私のいう経営者資

本主義でも、新金融資本主義でも同じであり、またどの時代でも株価が無視されていたと

は思えない、と議論されています。 

それはその通りであり、私も同意見です。しかしながら、企業経営の目標や基本理念

は、経営者資本主義と新金融資本主義とでは全く異なり、前者では広く考えてステークホ

ールダー重視であり、後者では株主第一主義と特徴づけることができると思っています。 

私の報告スライド No.11 に示された経営者報酬の 1980-90 年代の爆発的増大は、経営者

が株主利益に貢献したことによる株主利益からの分け前を表していると理解できます。こ

うした転換は企業の経営理念の問題に止まらず、経済・社会のあり方にいろいろな面（労

使関係・労働市場、所得分配、企業の蓄積態度、法人税税制、株式市場等）で大きな影響

を与えていると考えています。 

そう考えることから、私は、段階を区分する重要な特徴として、コーポレートガバナン

ス問題を位置付けています。ただ、コーポレートガバナンスの問題については、個別事例

の積み重ねがさらに必要とのご指摘は同感です。 

小林さんは、「経営者資本主義や株主重視資本主義は、段階的に推移するものではない

し、・・ある時期には（その）どちらかのイデオロギーが前面に出てくるということでは

なかろうか」と総括されています。 

私は、上で述べたように、コーポレートガバナンス問題は企業経営に関する 1 つの限定

的な問題ではなく、経済・社会全体のあり方・段階を規定する重要な問題だと考えていま

す。また、コーポレートガバナンス問題は、経営者資本主義段階の福祉国家理念から新金

融資本主義段階の新自由主義へのイデオロギーの大転換（報告スライド No.7）に密接に関

連しており、こうしたイデオロギー転換の代表的具現者です。新自由主義の下で企業は株
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主のもの、コーポレートガバナンスとは所有者である株主が自分の持ち物をより有効に活

用すること、というイデオロギーが社会的に受け入れられていることが大きな背景だと思

います。福祉国家理念から新自由主義へのイデオロギーの大転換も、段階転換の最も重要

な規定要因の１つだと考えています。ポスト・リーマンの、さらにコロナパンデミックに

よる新自由主義イデオロギーの見直しの動きは、コーポレートガバナンス面のステークホ

ールダー重視の方向への動きと歩調を合わせて進むのではないかと思っています（報告ス

ライド No.13）。 

 


