
 ■■6月 15日 平川均フォーラムの事後報告■■ 

 当日は、激しい雨の中、フォーラムにご参加くださり、ありがとうございました。59 年前の 6 月 15 日には、安

保反対闘争のさなか、国会南通用門で樺美智子さんが機動隊の強圧の下で死亡しました。その追悼集会に参列した

あと駆けつけてくれた参加者もいました。 

 ●日時 2019年 6月 15日(土) 午後１時 30分～５時 本郷会館  

 ●報告者 平川均［国士舘大学客員教授、中国・浙江越秀外国語学院東方言語学院特任教授］ 

 ●テーマ アジア地域統合と一帯一路－変わる世界のフロンティア－  

 ●参加者 10名 ［懇親会参加者 5名］ 

 ●フォーラムでしたこと 

  司会：矢沢国光 

  （1）平川氏がスライド（添付しました）をつかって報告（90分） 

  ※スライドを印刷したものを、配付しました。 

  （2）15分休憩後 自由討論（90分） 

 ■平川均報告要旨■  

 今世紀に入り、アジアの経済構造は劇的に変化した。中国が、それまでアジアで圧倒的な経済力を保持してきた

日本に代わってアジアの中心軸となった。 

そればかりでなく中国は世界の経済大国へと飛躍し、アメリカが覇権に挑戦する国として脅威を感じる存在にも

なった。米中貿易戦争の本質は、単にアメリカの貿易収支赤字問題でなく、覇権の問題であることがますます明確

になっている。そして、この対立は、かつての資本主義と社会主義のイデオロギー対立に代わって、「自由主義的資

本主義と国家資本主義」のイデオロギー対立への様相を呈し始めている。 

 

 本報告では、上記の世界経済の構造転換が生じた基本的構造について考察する。そのためにアジア地域を認識枠

組みとして、アジア経済の成長・発展を捉える。さらに、2013年秋に中国の習近平国家主席の打ちだした「一帯一

路」構想を、1960年代後半に始まる東アジア経済の発展の潮流の中に位置付け、その成功の上に打ち出された新た

な市場創出の試みであると捉える。同時に、その構想を中国の覇権と国際公共財の提供の 2 面性を持つ構想である

ことを指摘する。 



 

結論として、克服すべき課題があるものの、「一帯一路」構想が世界経済に新たなフロンティアを誕生させている

という意味で、新段階の可能性のあることを指摘する。 

 

 まず、１．「一帯一路」構想とその意義を考える。次いで２．「世界経済の中の高度化するアジアと中国」で東ア

ジア経済に焦点を当てて、世界経済の枠組みの中でのアジアの位置を確認する。３．「アジアの経済統合と変わる成

長メカニズム」において、アジア地域をひとつの経済と捉え、地域の成長のメカニズムを抽出する。次いで４．「一

帯一路」批判とその考察」において、この数年に急速に高まった「一帯一路」批判とその原因について考察し、最

後に、中国の「一帯一路」の意義とその可能性を指摘する。 
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（5）平川均、デジタル時代に新たな飛躍を目指すインド 
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 ●司会者（矢沢）のまとめと感想 

 ［1］平川報告は 

 １．「一帯一路」構想とその意義 

 ２．世界経済の中の高度化するアジアと中国 

 ３．アジアの経済統合と変わる成長メカニズム 

http://www.world-economic-review.jp/impact/article1371.html
http://www.world-economic-review.jp/impact/article1048.html
http://www.world-economic-review.jp/impact/article1130.html
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http://www.world-economic-review.jp/impact/article1371.html


 ４．「一帯一路」批判とその考察 

 の 4 部からなっているが、論議の中心となったのは、

スライド 9～スライド 13 の「高度化する東アジア成長

のトライアングル」という成長モデルの評価でした。 

 なお、平川氏は、こうした成長モデルの発展として習

近平の「一帯一路構想」を捉えていますが、今回はそこ

まで論議する余裕がなく、平川氏から追加の資料（中国

の「一帯一路」構想とアフロ・ユーラシア経済圏の可能

性）が寄せられたので、添付します。現状分析にとって

は、この部分、つまり、一帯一路構想の分析が重要です。 

 ［2］平川氏の「東アジア成長のトライアングル」モ

デルについては、当日のスライドと配付資料だけでは経

済実態のイメージがつかめなかったので、平川ほか編著

『東アジアのグローバル化と地域統合』（ミネルヴァ書

房 2007）の関連箇所を読んでみました。 

 スライド 9の左側の図（(2)-3 高度化する東アジア成

長のトライアングル・地域化と市場化の概念図）は、ア

ジアNIEs（韓・台・香港・シンガポール）が、1980－

90年代に、日本からの資本財・中間財の供給を受けて、

その低賃金労働を武器に最終材を生産し、アメリカ市場

に輸出する、という構図です。 

 アジアNIEsは、この構図（トライアングル）によっ

て、（世界の後発国が最初に取り組み、やがて限界にぶ

つかる「輸入代替工業化」ではなく）「輸出による工業

化」を実現します。 

 

 なお、日本からNIEsへの経済進出は、前記の平川ほ

か編著『東アジアのグローバル化と地域統合』によると 

 （1）1960－70年代 労働集約的輸出産業中心。衣料・

繊維、雑貨、電気・電子機器。日本企業の進出・日本企

業の下請け生産。 

 （2）1970年代世界石油危機不況下、先進国は、重厚

長大産業から軽薄短小産業への転換にともない、日本等

先進国からNIEsへの（比較劣位産業の）プラントの直

接輸出（1980年がピーク）。それによってNIEsの重化

学工業化（鉄鋼、造船、石油化学）が実現した。 

 （3）1980年代後半、1985プラザ合意による円高が、

日本の対NIEs直接投資を著増させた［日本は対米は不

動産・サービス投資］。IT・ハイテク産業、電子、精密

機械。典型は、台湾の新竹科学技術園。 

という 3 段階を経ていますが、スライド 9 の左側の図

は、（3）のプラザ合意以降の展開を指しているものと理

解しました。 

  

  スライド 9 の右側の図は、2000 年代以降急発展し

た ASEAN・中国の発展についての構図です。ASEAN・

中国の経済発展の構図は、スライド 9の左側のNIEsの

発展の構図（トライアングル）と同じ構図であることを

示すものです。NIEs が日本と並んで資本財・中間財の

供給元となり、ASEAN・中国が低賃金を武器として、

こんどは中間財・最終財を生産して、米欧に輸出するだ

けでなく、ASEAN・中国、そして日本・NIEsも含めて



の東アジアの域内貿易が発展します。 

［３］スライド 13は、スライド 9の経済発展モデルを、

直接資本投資（FDI）に焦点を当ててみたものと理解で

きます。FDIの投資先とそれによって生産された生産物

の輸出先を分類しています。 

 横軸に「主要生産立地」（FDIの投資先）をとり（先

進国か新興国か）、縦軸に「主要市場立地」（生産物の輸

出先）をとる（先進国か新興国か）と、4つの象限がで

きます。 

 

 第１象限は、生産地も市場も先進国－－つまり、先進

国相互間で直接（？）投資をしてその生産物も先進国内

で売る。第二次大戦後のアメリカとヨーロッパ・日本の

関係でしょう。 

 

 第 2 象限は、新興国に投資して先進国が市場となる。

NIEs の「輸出主導型発展モデル」がこれに該当します

が、日本にとっては、「輸出志向 FDI」です。 

 

 第 3 象限は、新興国に投資して、新興国が市場とな

る。平川氏はこれを  PoBMEs（Potentially Bigger 

Market Economies 潜在的大市場経済）と呼んでいま

す。 

 2000 年以降の ASEAN・中国の発展がこれに該当し

ますが、投資する日本・NIEsにとっては、「潜在市場志

向 FDI」です。 

  

 討論の中で、小幡道昭氏から NIEs の経済発展は

NIEs の「資本主義化」とみることができる、という前

提で、NIEsの資本主義化は、内発的要因によるものか、

FDIによるものか、という質問が出されました。 

 平川氏からは、低賃金であるだけでなく、労働力の質

の問題、シンガポールや香港には物流ネットワークや金

融システムのあったこと、台湾には華僑のネットワーク

のあったことも大きな要因、という話がありました。 

 宇野派の中には「NIEs は外資がはいっただけで資本

主義にはなっていない」という見方もあるようですが、

新興国・地域の経済発展について「資本主義化している

かどうか」という問題設定自体の意味については、今回

のフォーラムのテーマからはずれるので、司会者として

は、棚上げさせてもらいました。いずれ「段階論」を論

議する際に、深めたいと思います。 

   

 ［４］すでに［1］でも触れましたが、今回のテーマ

の「一帯一路構想」そのものの経済的意味については、

立ち入った論議ができませんでした。平川氏は、

NIEs→ASEAN・中国の経済発展モデルの延長に、ユー

ラシア・アフリカ経済の発展という壮大な経済発展を描

いているようです。 

 一帯一路構想は、いくつかの鉄道、道路、港湾、パイ

プライン等のインフラは建設されていますが、その大部

分は、これからです。 



 したがって、経済的分析も、既成の事実の客観的な分

析を越えて、主観的な評価も含むものになります。 

 「経済学」は客観的な分析の範囲に徹すべきで、主観

的な評価はすべきではない、という見方もあるでしょう。

政府の経済政策に対する批判も、主観的な評価です。マ

ルクス派の経済学者で政権の経済政策に対する批判を

する人が少ないのは、主観的な評価は慎むべきだという

考えからきているのかもしれません。 

 平川氏は、習近平の一帯一路構想について、「…中国

がナショナリズムを高揚させて「偉大な中国の夢」を追

いかけ自国を優先し他国を顧みないならば、構想の実現

は難しい。「一帯一路」沿線国と中国との対立関係は深

まり、夢は中国の手から滑り落ちていくかもしれない。

中国が文字通り平和と協力の精神の下、一帯一路構想を

ウィン・ウィン関係の国際公共財として提供するならば、

ユーラシア経済、アフロ・ユーラシア経済の時代の出発

点となる可能性が高い」とエールを送っている［添付の

追加資料およびスライド 23］。この見方に、全面的に賛

同します。 

 

 その上で、一帯一路構想の分析について、注文をつけ

させてもらえば、 

 （1）中国の直接的な関心は、石油・天然ガスを中心

とする資源の確保とその海上輸送路の安全保障にある

とみられる。中国の一帯一路構想には、アメリカがそれ

を脅威として、立ちはだかる可能性がある。国際政治要

因の分析が前面に出るべきではないか。 

 （2）中国の「ナショナリズム」を歴史的に総括して、

アメリカ・トランプの「アメリカ第一主義」との相違を

あきらかにすべきではないか。 

 （3）一帯一路構想が望ましい展開になるためには、

日本はどうすべきか。日本の課題をあきらかにするとこ

ろまで踏み込んではじめて、主体的な分析になるのでは

ないか。 

   

 

 ●参加者の感想・意見と報告者・平川均氏の返信 

【小山富雄】（1）「資本にとって国家・国籍とは何か」

という問題を、「外資の概念からあらためて考えさせら

れました。（2）経済発展のためには「労働力の質」がど

の程度必要とされるか。たんに資本の要請に添うもので

よいのか。（3）現代国家にとって、経済的発展は、外延

的進出（製品輸出・知財輸出・資本輸出）が必然的にと

もなうのか。 

 以上、いずれも、本日のテーマである「一帯一路構想

とアジア経済」と離れたものですが、講義と討論を聞く

うちに感じたことです。 

 討論をふくめ全般的にひじょうに有益でした。 

  



【春日井治】丹羽宇一郎さんの『習近平の大問題』を読

んだので、一帯一路構想を知りた 

いと思いました。 

 米ソの冷戦のようになるかも、ということでしたが、

それにしては、経済関 

係が密接過ぎるので、そうならないような気がします。 

 

【高原浩之】参加者からの提起に対する私の考えと私自

身の問題意識を書きます。 

（1）参加者からの提起 なぜ資本主義化を問題とするの

か？ 

 資本主義化が社会主義革命の条件だからである、と私

は考えます。 

 マルクス主義に基づくと、プロレタリア階級を解放す

る社会主義革命の根拠は、プロレタリア階級を支配して

いる資本主義そのものの中にある。機械制大工業(生産

の社会化)が物質的基礎で、プロレタリア階級の階級闘

争が原動力である。 

 もちろん受動的革命論ではない。ロシアや中国・ベト

ナムなどは、資本主義が未発達であった。プロレタリア

階級=共産党は、人民とりわけ農民を指導して民主主義

革命を主導し、国家権力を握り(プロレタリアートと農

民の革命的民主主義的独裁=人民民主主義独裁)、それ

を使って機械制大工業化(生産の社会化)して、社会主義

革命へ前進(国家はプロレタリア階級独裁へ転化)しよ

うとした。弁証法的唯物論の主観的能動性を追求した。 

 しかし、資本主義化の唯物論的必然性が貫徹した。機

械制大工業の、プロレタリア階級による自主的大衆的な

管理・運営ができなかった。党が官僚化し、管理・運営

を独占し、官僚制国家資本主義化した(国家はブルジョ

ア階級独裁)。 

中国やベトナムは市場経済だが、朝鮮やかってのソ連は

統制経済であるため、歪である。 

 中国を中心としたアジア、さらにユーラシアの資本主

義化は人口と面積で人類と世界の過半を占める。そこが

社会主義革命に直面する。これには世界史的意義がある。 

  

（2）参加者からの提起 アジアの資本主義化は内発的発展

か？ 

 内発的発展である、平川報告が論証している、と私は

考えます。要約します。 

１）1950～60年代の新興独立期発展段階(輸入代替工業

化段階)→2）1960年代後半～90年代のＮＩＥｓ発展段

階(輸出志向工業化段階)→3）2000年代のＰｏＢＭＥｓ

発展段階。3）は潜在的大市場経済(Potentially Bigger 

Market Economies)。特にＢＲＩＣｓ。 

「世界の工場」から「世界の市場」へ。中国では今世紀

に入って「２重の自立化」が認められる。中国経済は今

日、貿易への依存度を減らすと同時に外資企業への依存

度も減らしている。同じパターンは 1980年代のＮＩＥ

ｓでも起こっていた。 

 １）2）3）は後発国の工業化・資本主義化のパターン。

3）は輸出志向を超える国内市場志向。この 3）に、超

巨大人口の中国が到達し、インドが到達する。それが重



要だろう。 

 内発的発展に、新植民地主義からの脱却、民族の解放

と国家の独立が対応する。ブルジョア革命の達成は、官

僚制国家資本主義の中国・ベトナムだけではない。韓国・

台湾とＡＳＥＡＮも、開発独裁によって、上からなし崩

し的に遂行されて資本主義化した。 

国家の強権による資本主義化。富国強兵と殖産興業。こ

れが両者は共通する。 

20 世紀における後発国の資本主義化の典型をなしてい

る。19 世紀における後発国の資本主義化の典型である

ドイツと日本の専制君主制=ボナパルティズムを引き

継いでいる。 

 20 世紀の現実は、ブルジョア革命と資本主義化であ

った。21 世紀は、アジアが資本主義化し、社会主義革

命に直面する時代になるだろう。 

 

（3）私の問題意識 米中の帝国主義覇権争闘はどうなる？ 

 平川報告が「一帯一路」をどう見ているかを要約しま

す。 

１）資本財・中間財を輸出→2）低賃金労働力で最終財

を生産→3）輸入。 

この「東アジア成長のトライアングル」で、1990 年

代までは１）日本、2）ＮＩＥｓ、3）アメリカであった。

それが 2000年代に入ると１）日本+ＮＩＥｓ、2）中国

+ＡＳＥＡＮ、3）アメリカ+ヨーロッパとなり、今後は

中国が１）に上がり、2）がアジアからユーラシア、さ

らにはアフリカに拡大する(日本は 3）に移る？)。 

 これは帝国主義の経済圏である。レーニンは帝国主義

を、1:独占資本 2:金融資本 3:資本の輸出 4:国際独

占資本による世界の経済的分割 5:帝国主義国による

世界の政治的分割 と特徴づけている。その 3:と 4:に

当たる。日本の経済圏に、はるかに巨大な中国の経済圏

が取って代る。間違いなくアメリカの世界覇権への挑戦

になる。 

 報告は「一帯一路」に「覇権と公共財」の両面を見、

「国際的ルール」の下、平和的に「アフロ・ユーラシア

に新たな成長のフロンティアが誕生する」と見ているよ

うである。しかし、アメリカの覇権も公共財と一体であ

る。アメリカが世界覇権を平和的に譲るとは思えない。 

 現代の帝国主義は、5:が植民地領有から国家間の経済

的・政治的・軍事的な国際関係における指導権=ヘゲモ

ニーへ変化している(実は植民地の独立に対応)。かって

同じ植民地型で、ドイツがイギリスに挑戦し、第一次大

戦・第二次大戦が勃発した。その間に、旧い植民地型の

イギリスから新しい国家間関係型のアメリカへ世界覇

権が移行した。そのアメリカに、同じ国家間関係型のソ

連が挑戦して脆くも瓦解した(冷戦とその終了)。今、中

国が、これも同じ国家間関係型で(それが「一帯一路」)、

アメリカに挑戦している。どうなるか？ 

 6:寄生的な腐朽しつつある資本主義 7:死滅しつつ

ある資本主義 というレーニンの帝国主義規定がある。

人民=プロレタリア階級の立場は、平和でも戦争でも、

対立と闘争を利用して、社会主義革命で帝国主義を打倒



し廃止することである、と思う。(おわり) 

  

■平川均→高原 の返信 

 拙い報告を最大限に理解する方向でまとめ、またコメントをありがとうございます。 

 私の報告は、世界経済の構造に大きな変化が生まれている事実に目を向けると、そこには私の考えるそのメカニ

ズムがあるのではないかということをお話しし、ご意見を頂きたいということでした。 

 報告をお聴きいただきました皆様のお考えに新たな知識や観点を得て頂ける内容が少しでもあったとすれば、先

ずそれだけで嬉しく思います。コメントを頂きましたことに改めて御礼申し上げます。学生時代に、恩師が、少し

でも社会に役立つ研究を目指せと指導くださったことが忘れられません。 

 高原さまのコメントには多くの点で同意します。高原さまは、米中の覇権争いの側面を強く意識されていますが、

私もその危険性があると思っております。トランプ政権の対中政策は新冷戦、しかし今のところまだ軍事冷戦では

なく（この面もありますが）、貿易冷戦の傾向が強いように思います。実際、戦争に対する国際的な抑止構造は 20

世紀よりも格段に強いものがあると思いますので、この違いは 20世紀型の覇権争奪戦になるのか、あるいは異なる

形の覇権争奪戦になるのか、検討が必要と思います。 

 アジア経済の発展は少なくとも資本主義かどうかの議論もあるとは思いますが、それよりも、まぎれもなく市場

経済の発展する地域として世界経済におけるその意義を考えることが重要と思っています。そして、歴史的には、

アジアの国々はグローバル化の中で政治的発言力も含め経済的にも自立性を高めていることは確かと思います。（ち

なみに、自立性については、経済的な何か一つの基準で見なければならない訳ではないと思っています。） 

 今後もできる限り、事実に即して（それは私の目を通じて偏りがあるかもしれませんが）世界経済、アジア経済

の動態を探りたいと思います。 

 頂いたコメント、再度拝読させていただきながら、自身の研究を少しでも豊かな内容に深めたいと思います。改

めて御礼もうしあげます。また、今後ともよろしくお願い致します。 

  

●不参加者の感想・意見と報告者・平川均氏の返信 

 ■青山雫 当日急用で参加できず残念でした。中国に

限らず、またアジア圏に限らず今世紀に入ってからの資

本主義化についてはいろいろ議論がある。例えばアジア

通貨危機（20 世紀末だが）についてはアジア資本主義

の特殊性が強調されてクローニー資本主義（家族同族経

営）だとかアングロサクソン系論者からは言われたよう



です。資本そのものは貨幣収支体の一つの形態で、様々

な具体的様相を取りうるので、何か固定した物差しを当

てて「本当の」資本主義なのかどうかを議論しても意味

はない。逆に中国は資本主義国なのかどうか、これに答

えるだけで大いに意義がある。 

 1980 年代、金融の自由化とともに「先進」資本主義

国からの投資は資本の相対的に乏しい従って投資リタ

ーンの高い新興国に向かった。そこではインフラ構築や

ら、固定資本形成やら、投資機会にあふれていた。単に

低賃金というだけではない（一つの切り口ではあるが）。

そこでバブルとなりその破裂がアジア通貨危機となっ

て現れている。その後はアジア諸国の資本主義的発展が

いたずらに外資に依存するのではなく、経常収支の黒字

を維持し外貨積み増しを同時に進めながらのものへと

転換していった。同時に為替先物市場の整備が進められ、

極端な資本逃避が生じないような制度化も行われてい

る。 

 外資依存なのか内的発展なのかという議論の立て方

も空振りになる。 

 一番お聞きしたかったのは、「覇権」とは何なのか。

ウォーラスティン以来人口に膾炙した感もあるが、何を

メルクマールとしてどう定量的に立証しうるのか。軍事

力でしょうか。こういう極めて漠然としたタームを不用

意に取り込むのは厳に慎むべきでしょう。 

  

 ■平川均→青山の返信 

 コメントをありがとうございます。報告の意図はアジアの発展の中で中国が発展したこと、それが今世紀に入っ

て新たな段階に来ているのではないか、ということをアジアの成長のメカニズムと関わらせて考えてみたいという

ものでした。「覇権」という言葉に曖昧な概念を使うことはどうかとのお話ですが、現在の「米中貿易戦争」におけ

るトランプ政権の対中政策の根底にあるものはどのように説明するのか、改めて考えてみたいと思います。 


