
 

1 

 

世界資本主義フォーラム 

 2020 年 10 月 31 日（矢沢・ドイツ帝国と第一次大戦） 事後報告 

                   2020 年 11 月 16 日 矢沢国光 

●日時 2020年 10月 31日（土） 午後１時 30分～4時 40分 

●オンライン開催 

●講師 矢沢国光（世界資本主義フォーラム） 

●コメンテータ 小林襄治（元専修大学教授 金融論） 

●司会 五味久壽（立正大学名誉教授） 

●テーマ ドイツ帝国と第一次大戦 資本主義と国家の結合 

●参加者 20名 

 

●フォーラムでしたこと 

 （１）矢沢報告（前半 スライドを使って 40分） 

   －休憩－ 

 （２）前半についての質疑 10分 

 （３）矢沢報告（後半 スライドを使って 30分）  

 （４）小林襄治のコメント 

 （５）質疑・討論 

●配付資料 

 ・矢沢国光「10.31フォーラム案内」（別紙➡資料 2） 

 ・矢沢国光「10.31世界資本主義フォーラム報告」（別紙➡資料 1） 

・矢沢報告のスライド（別紙➡資料 3） 

・小林襄治「コメント」（この事後報告に再掲） 

●参考文献 

 ・ジョン・ブリュア『財政＝軍事国家の衝撃』（名古屋大学出版会 2003） 

 ・フィッシャー『世界強国への道』 

 ・フリードリッヒ・リスト『経済学の国民的体系』（岩波 1970） 

 ・ポール・ケネディ『決定版 大国の興亡―1500 年から 2000年までの経済の変遷と軍

事闘争』1993草思社 

 ・小川浩之ほか『国際政治史 主権国家体系の歩み』（有斐閣ストゥディア 2018） 

 

［1］講師（矢沢国光）の補足 

1. 「10.31フォーラム案内」に書きましたように、問題意識としては、「両大戦は資本

主義の上り詰めた姿であり、かつ、脱・資本主義の始まりだ」という認識です。 

脱・資本主義は同時に脱・主権国家であり、これを「社会主義」と呼ぶなら、社

会主義の世界史的意義や資本主義との違い・関連は、何よりも、両大戦についての
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認識――とくに、戦争の性格が資本主義以前と資本主義以後ではどう変わったか、

両大戦は資本主義の世界編成の矛盾とどうかかわっているのか――によって明ら

かになるものと考えます。 

 

2. 前回（2019年 5月 18日）の報告では、「資本主義国家
．．

」が、スペインやオランダで

はなく、イギリスにおいて名誉革命（1688年）と「財政＝軍事国家」の成立を契機

に初めて登場したこと、フランス王政は、「財政＝軍事国家」への転換に失敗して大

革命・ナポレオン戦争敗退により列強から「落ちこぼれてしまった」（第二帝政で復

活）こと、後発資本主義のドイツがビスマルクの豪腕でドイツ帝国を建設し、ヨー

ロッパ大陸の「調停者」としての存在感で列強の仲間入りしたこと、しかしドイツ

帝国は、ビスマルクを追放したウィルヘルム 2世の「暴走」で第一次大戦に突入し

てしまったことを述べました。 

 

3. 司会の五味さんから、「前回の矢澤報告は、副題を「資本主義国家」、今回

は「資本主義と国家との結合」とした。前回の表現にも賛成し兼ねたが、今回の表

現にも賛成できない。世界史の展開において、商品経済システムと国家システムと

は異質のもので、どちらのシステムの展開としても世界史は説ける。」というコメン

トがあったが、「資本主義」と「国家」の関係をどうとらえるか、ずっと悩んでいた。

商品経済システムと国家システムを別々に扱ってきたのがこれまでの資本主義論

であった。それではだめで、両者、つまり資本主義経済と国家をあわせたシステム

の展開として資本主義をとらえたい、というのがわれわれの課題だ。 

 資本主義については、『資本論』→経済原論という一般理論があるが、国家につい

ては、経済原論に相当するものはない。政治学や歴史学でよく使われる「主権国家」

は、国家が「主権」すなわち、①対内的に、自ら以上の権威を認めない「最高性」

があり、②対外的に、外国の支配・干渉を受けない「独立性」があり、③単一にし

て不可分の性質、を満たすとき「主権国家
ソバレイン・ステイト

」と呼ばれる［小川浩之ほか『国際政治

史 主権国家体系のあゆみ』］。 

ドイツ帝国は、内部にそれぞれの憲法や政府をもつ諸邦をかかえるが、プロイセ

ン王がドイツ帝国皇帝であり、プロイセン首相がドイツ帝国首相になると決められ

ているから「主権国家」と言える。オーストリー・ハンガリー二重帝国は、もっと

複雑だが、オーストリア皇帝が二重帝国の皇帝であると決められていて、主権国家

だ。じっさい、第一次大戦の開戦にあたっては、ハンガリー首相は強く開戦に反対

したが、最後は皇帝が開戦を決定した。 

「資本主義国家」には、①オランダのように、はじめは商人の活動、つまり商人資

本主義があり、あとからこれを対外的に防衛するために国家（都市国家）が作られ

たもの、②イギリスやフランスのように、はじめから国家があり、これに商人の活
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動（商人資本主義）を取り込んでその内部に産業資本を発展させたもの、③ドイツ

帝国や日本帝国のように、国家の形成と資本主義の発展が同時に行われたもの、④

アメリカのように、商人の活動も国家もないところに国内市場と国内産業資本が同

時に発展し、あとから対外的な必要から国家が生まれたところなど、さまざまある。

オランダ、イギリス、フランス、ドイツ帝国が、100 年単位の時期にわたって資本

主義の主権国家として存続しえたのには、国家の（資本主義的な）経済的基盤があ

ったからだ。それが「国民経済」であった、と考えてはどうだろうか。資本主義列

強の「国民経済」は、租税・公債・財政、中央銀行による通貨・金融政策・対外為

替政策、国家の経済政策という資本主義に特有の機構・政策をもつものです。 

 

4. 私としては、こうした 16 世紀～19 世紀の資本主義国家の歴史を総括することによ

って、「資本主義国家」の特質を定式化したかったのですが、「歴史的事実とその理

論化」には、つねにつきまとう困難があることをあらためて知らされました。それ

は、私の「無国籍の商業から国家に取り込まれた商業へ」、「財政＝軍事国家」、「中

央銀行の成立による国民経済の成立」等の見方が「過度の一般化」であるとの指摘

です。 

5. 「財政＝軍事国家」というと、「軍事・戦争史観だ」と、言う人もいますが、ジョン・

ブリュア『財政＝軍事国家の衝撃』（名古屋大学出版会 2003）の伝えるイギリス資

本主義国家の成立過程からわれわれは、資本主義国家についての深い知見が得られ

ると思います。それは、一つには、「対外戦争による国家形成」は資本主義以前の国

家形成にも見られたことですが、17-20 世紀の資本主義化の時代にあっては、特別

な意味を帯びてくる、ということです。イギリスだけでなく、フランスも、ドイツ

も、日本も、ロシアも、そして遅れてではあるがアメリカも、戦争による国家形成

の道を――しかも、資本主義に特有な性格を帯びて――歩んできました。 

もう一つは、経済と国家の特殊資本主義的な結合の形としての財政、租税、公債、

中央銀行、関税、金本位制、国民通貨等が、イギリスだけでなく、フランスにもド

イツにも日本にもロシアにも、そして遅れてではあるがアメリカにも形成されたと

いうことです。近代資本主義国家の成立は、国家財政についてみれば、国王の「家

産」が消滅して無産国家となり、近代国家は、租税・公債により国家の収入を作り

出す、というのが財政学の見方です（神野直彦『財政学』）。 

 

6. ブリュアの「財政＝軍事国家」は、こうした「家産国家から租税・公債国家への転

換」が、イギリスにおいてどのように実現されたかを、具体的に明らかにしていま

す。（註） 

ブリュアは「ブリテンの財政＝軍事国家は、ルイ 14世との戦争の中で誕生した」とした

上で、「17世紀末から 18世紀にかけて、ブリテン政府は驚くほどの変貌を遂げた。…当時
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のブリテンが、のしかかる莫大な軍事費用を支えることができたのは、大幅増税、前例のな

い規模の赤字材政策（国債）、国家の財政と軍事を統括する大規模な行政部局の整備、とい

う政策を採用したからである」として、議会と中央銀行が保証する公債の発行と、近代化し

た徴税制度に裏付けられた国債の租税による償還という財政の確立が軍事予算を支えたこ

とを、実証しています。 

たしかに、18 世紀イギリスにあっては、財政支出の大半は軍事予算であり、「財政＝軍

事国家」は、17世紀末から 18世紀にイギリスが次々と参入した諸戦争［9年戦争、スペイ

ン継承戦争、オーストリア継承戦争、七年戦争、アメリカ独立戦争］を通して形成されてい

きました。相次ぐ戦争とその勝利を通しての世界的（海洋）覇権国家への道は、イギリスに

特有のものです。 

ですが、軍事支出を「戦時の国債増発と戦後の租税による国債償還」によって処理する仕

組みは、日露戦争時の日本にも似たような形でありました。金本位制と中央銀行制度の確立

が、こうした軍事財政を可能にしたことは、ドイツ帝国や日本帝国でも、同じです。 

イギリスの「財政＝軍事国家」には、イギリスに特有の過程［海洋帝国となった等］と、

他の資本主義国にも共通する過程（要因）の、両方を見ることができます。 

たしかに、経済理論なくしては、「過度の一般化」に陥る危険がありますが、ぎゃくに、

経済理論だけが先行して、歴史的過程の中から「経済理論」にあった事実だけを拾い出す、

というのも、陥りがちな誤りです。「経済理論」を念頭に置きつつも「経済理論」にとらわ

れずに、まずは個別具体的な歴史過程にあたることが肝要かと思います。 

（註）「財政＝軍事国家」が主権国家にとってもつ意義については、小川浩之

ほか『国際政治史 主権国家体系の歩み』（有斐閣ストゥディア 2018）が教科

書風に簡潔に述べている。 

 

7. ということで、今回は、「ドイツ帝国」の具体的様相に迫ることから始めました。 

まず「ドイツ帝国の攻撃性」をフィッシャー『世界強国への道』から知りました。あわせて、

リストの保護主義論を読むと、ドイツ帝国の「攻撃性」がイギリスによる既成の世界進資本

主義体制に対する挑戦にあることがわかりました。 

 

8. ここで、多くの 10.31参加者から出された疑問があります。ドイツ帝国は、一方で

は、（リストがドイツ帝国形成前から主張し、ベートマン・ホルべーク首相が第一次

大戦突入直前に言ったように）「中央ヨーロッパ」に勢力圏の拡大を求めています。

（ウィルヘルム 2 世の「世界政策」や高校世界史で教えられる「イギリスの 3Ｃ政

策に対するドイツの 3Ｂ政策」のような対外進出論も、中央ヨーロッパ勢力圏論の

一部と見られます）。 
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他方では、ドイツは工業製品輸出をのばし、とくに大不況期には、イギリスが輸

入増・輸出減であったのと対照的に、ドイツは世界市場への輸出増に突進します。

中央ヨーロッパへの政治的進出と世界市場への経済的進出と、いずれがドイツ帝国

のめざす方向だったのか？またドイツ帝国のこうした二つのふるまいは、どのよう

に関連しているのか？1914年 7月の対露・対仏戦争突入は、どこまでが経済的要因

によるのか？こうした疑問が出されました。北原さんからは「第一次大戦への突入

について、経済的利害対立がどれ程重要だと考えるか」という問題提起がありまし

た。 

9. 資本主義の経済的対立と政治的軍事的衝突（資本主義列強間の戦争）の古典的な関

連づけについては、われわれはレーニンの『帝国主義論』をもっています。産業と

銀行資本の結合によって成立した金融独占体が市場競争を激化させ、地球上の領

地・市場を分割し尽くすと、そのあとにくるのは資本主義列強間の戦争―帝国主義

戦争―しかない、というわけです。 

これはあまりに短絡的すぎる、として、レーニン『帝国主義論』の論理を緻密に

分析して列強の政治行動をあらためて資本主義経済との関連を考慮に入れて描こ

うとしたのは、渡辺寛です。［渡辺寛「第 4 章 レーニン『帝国主義論』―その論理

と実践」、宇野弘蔵監修『講座帝国主義の研究 1 帝国主義論の形成』（1973青木書

店）］。渡辺は、次のように書いています［渡辺のこの文章は、10.31 フォーラムの

あと見つけたものですが、われわれの問題意識に驚くほど一致しています（下線は

矢沢）］： 

 

 259p-260p それでは七〇年代から始まる植民地分割の強化について、どのよ

うに考えたらよいかが、あらためて問題となるであろう。いま、レーニンの古

典的主張に代わるべき確定的な答えを用意しているわけではないが、およそ、

次の視点での分析によって、回答がえられるのではないだろうか。 

すなわち、ナポレオン戦争後半世紀にわたって維持され進展をみた産業資

本としてのイギリス資本主義のヨーロッパ諸国にたいする、農工の国際的分

業編成による経済的に優越した体制とそれに見合った、パックス・ブリタニカ

として表現されるイギリスを軸とした勢力均衡の国際政治体制とが、ともに

七〇年代初頭から崩れ始めたという事態がそれである。 

まず、経済的側面からみるならば、一八七三年に開始された、いわゆる大不

況は、資本主義世界の中心国として位置していたイギリス資本主義が、そこか

ら自らの力で従来の産業資本的蓄積によって脱出することの困難性を、暴露

したのであった。 

これにたいして、イギリス資本主義の発展によって促進された、ドイツ、ア

メリカの重工業を軸とした資本主義は、大不況の過程で、イギリスから工業中
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心国としての地位を奪っていくことになったのである。そして、政治的には、

ヨーロッパ大陸では、イギリス資本主義による国際的な農工分業編成もあっ

て、従来からの多数の邦の分立を余儀なくされていたドイツが、六〇年代後半

のプロイセン = オーストリア戦争によって対内的に、そして七〇年のブロイ

セン=フランス戦争によって対外的に、統一的な国民国家を形成することにな

ったこと、そしてオスマン・トルコのバルカンと北アフリカ支配とが、ほぼ同

じ時期に、これらの地域への資本主義の滲透によるナショナリズムの堰頭に

よって崩壊してしまったことが、従来ドイツの諸邦分立とオスマン帝国の存

在と、それにともなう紛争を利用して、ヨーロッパ諸国を分断しコントロール

してきたイギリスの対外政策を、崩壊せしめていくことになったのである。 

かくして、基底的には経済的に、直接的には政治的に頽勢覆うべくもなくな

ったイギリス資本主義の国際的地位を、自由主義段階末期の、円滑に機能しな

くなった巨大な産業資本的蓄積機構から生ずる一種の国民的過剰力を背景と

して、盲目的な外部への勢力仲張によって、回復せしめようとする運動を惹起

せしめ、それが、インドなどすでに実際にはイギリスの植民地となっていた地

域を、帝国領域内に正式に編入することで、対外的に植民地の排他的領有を確

定し、さらに、新たな植民地の獲得へと進出していく運動をたらしたのである。 

 

 渡辺は、さらに突っ込んで、ドイツ帝国とイギリス、フランス、ロシアの軍事的

衝突を引き起こすことになる中央・東方ヨーロッパについて、次のように書いてい

ます： 

264p…帝国主義戦争によって、帝国主義的対立の現実的解決を要請された

主要地帯は、バルカン-トルコ-ペルシァであって、国際的な利害の対立は、経

済的には、この地域にたいする油田開発と鉄道建設とをめぐる、ドイツの資本

輸出と、それにリンクした商品輸出とによる、経済的な支配圏の拡大、イギリ

スの勢力圏の奪取であった。そして政治的には、オスマン・トルコの事実上の

崩壊に代位し台頭してきた、この地域のスラヴ系民族国家を支持し政治的勢

力圏を拡大しつつあったロシアにたいして、イギリスが従来のバルカン政策

を親トルコから親口シア政策へと転換しつつ提携し、イギリスのヨーロッパ

での勢力圏を維持しようとして、これらドイツの経済的支配とそれにともな

って要求される、部分的にはオーストリアを代理者とした、ドイツの政治的支

配の維持・拡大と衝突したことにあったのである。イギリス、ロシア、それに

ロシアに著しく金融的利害を有し、アルサス = ロレーヌの回復をめざすフラ

ンスの三国と、ドイツ、オーストリアの二国との、バルカン-トルコ-ペルシァ

をめぐる対立こそが、かくして、第一次世界大戦によって現実的解決を要請さ

れた、植民地問題と民族問題との軸点となったのであった。 
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渡辺は、ドイツとイギリス、フランスとの衝突の場所を「植民地」ではなくバル

カン-トルコ-ペルシァに求めています。これは、列強間の対立をレーニン『帝国主

義論』の「世界の分割→帝国主義戦争」という一般的図式から離れて個別的具体的

に規定するものと受け取れます。しかし、「経済的支配権」や「アルサス = ロレー

ヌ」をめぐる対立が直接的に戦争に発展したかのように論ずるのは、レーニン『帝

国主義論』を未だ引きずっているような印象を受けます。特定の地域や経済資源の

争奪戦が直ちに列強間の戦争になるとは、考えにくい。 

では、どう考えたらよいか。二つある。 

一つは、列強間の経済対立がもつ「資本主義という特殊性」です。資本主義以前

の列強間戦争（たとえばルイ 14世の数々の戦争）にあっては、戦争による領地の獲

得は、領地領民の生産する農業生産物という王国の富の増加であり、それ以上のも

のではなかった。これにたいして、資本主義国家間の戦争においては、領地の獲得

は、その領地にある農業、工業、資源の獲得といった経済資源の増加だけでなく、

「国威」といったものの拡張でもあった。「強い国家」は、対外的には、国際的な貿

易・金融関係を有利にし、対内的には国家への「国民」の凝集力を高める。 

北原さんがアンケート回答で「報告の全体からは、第 1次世界大戦の勃発の中心

的原因が経済的利害の対立にあったとは思えません。むしろ、軍事的・政治的要因

が中心であり、経済的要因は大きな背景的状況といった程度のもののように思われ

ました。」と指摘しているのは、このこと、つまり資本主義列強間の闘争は、部分的

な経済利害の争奪戦ではなく、列強間の勢力関係をめぐる闘争であり、経済的利害

も勢力関係に従属している、ということだと思います。［最近の米中対立を見ると、

このことがよくわかります］ 

もうひとつは、新しい戦争を闘うのに、旧い戦争観をもって戦争に突入した、こ

とです。資本主義以前の戦争は、富としての領地や資源の争奪戦であった。だから、

軍隊同士の
、、、、、

戦闘で勝敗の帰趨が決すれば、講和条約が結ばれて、賠償金・領土の割

譲で決着した。占領ということはなく、「敗戦国」（戦争ゲームにおける劣勢国）も、

主権が維持・回復された。 

資本主義列強間の戦争（第一次大戦以降）は、様変わりした。総力戦
、、、

になったた

め、軍隊同士の戦闘で勝敗が決することはなく、いずれかが戦争資源を使い果たす

まで続くことになった。1870年の普仏戦争では、負けたフランスは、ルール地方の

株式を売却したりして、プロイセンに賠償金を払うことができたが、第一次大戦で

負けたドイツは、賠償金を無理に払う（といっても一部だが）ことによって、国内
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危機・ヒトラーの台頭の基盤を作り出した［ワイマール体制は「主権国家」と言え

ないのではないか］。 

第一次大戦に突入した列強は、いずれも資本主義以前の旧い戦争観で戦争に突入

し、数ヶ月で戦争が終わると見ていた。戦争が長引いて初めて、戦争の性格が変わ

ったことに気づいた。しかし、全面的には気づいていなかったから、戦勝国は、ド

イツを占領せず、ドイツ軍の解体もしなかった。［第二次大戦の戦勝国・ソ連が東欧

の占領地に居座ったのは、資本主義以降の戦争の性格を認識していたからとも言え

る。占領によるドイツ軍の解体、ソ連の勢力範囲の拡張。］ 

中央・東方ヨーロッパの、19世紀末から第一次大戦の、ドイツ帝国の勢力圏拡大

がイギリスの利害とどのように衝突したか、渡辺寛氏が素描する歴史過程を実証・

検討することが、今後の課題です。 

  

10. 岩田昌征さんからは、矢沢はなぜドイツの海軍にふれないのか、と疑問が出されま

した。19世紀末にティルビッツ海軍相が提案してウィルヘルム 2世が支持して推進

された「建艦計画」は、イギリスに対抗してドイツ帝国が対外進出する戦略です。

ドイツの建艦が英米日の建艦競争を引き起こしたことは事実ですが、岩田昌征氏も

アンケート回答で述べているように、ドイツ海軍の実力はイギリス海軍に遠く及ば

ず、バルト海に封じ込められて出撃できなかった。ドイツ海軍で活躍したのは潜水

艦（U ボート）だけです。大艦巨砲主義の建艦は、軍事的には意味がなかったので

はないか。イギリスの「世界帝国」に張り合うウィルヘルム 2世の「世界政策」と

いう国民結集政策の手段としての意味が大きかったのではないか。 

 

11. ドイツ帝国のユーラシア大陸のドイツ周辺への武力進出については、小林襄治氏のコメン

トに 

「第一次大戦に至る過程でのヨーロッパの動きとしては、ハプスブルグ帝国の「衰退」とオ

スマン帝国の「没落」（バルカンからの「追放・撤退」）があり、ロシアの膨張（バルカンに

おけるセルビアなどスラブ系民族主義）も著しかった。」 

とあります。 

ハプスブルグ帝国、オスマン帝国、ロシア帝国の三つは、第一次大戦で崩壊しました。こ

の 3 帝国は、19 世紀後半にはその「旧体制」によって資本主義的近代化が阻まれ、とくに

ハプスブルグ帝国とオスマン帝国の衰退で、ルーマニア、ハンガリー、エジプト、ギリシャ、

セルビア、ブルガリア等の「民族独立」の動きが激しくなっていました。バルカン半島は、

衰退したハプスブルグ帝国がその延命をかけてバルカン半島に勢力拡大をめざし、ドイツ

帝国は、ハプスブルグ帝国の後ろ盾になる形で東方進出を画策していた。19 世紀初頭から

の、ドイツ、イタリア、日本という後発資本主義国家は、ハプスブルグ帝国、オスマン帝国、
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清朝といった衰退「帝国」の（イギリス、フランス、ロシアという先行する列強も交えた）

分割競争の中で生まれた。このことも、（イタリアは別として）ドイツと日本に、軍事先行

で攻撃的な対外戦略をもつ国家形成――「富国強兵」――という性格を付与したといえます。 

 

帝政ロシアは、ナポレオン戦争後の大陸ヨーロッパで最大の軍事大国です。クリミア戦争

に敗れて、農奴解放等の国内改革で近代化をめざすが、帝政指導部の混迷で近代化が進まな

い。日露戦争に敗れたことで、①満州への南下政策をあきらめて、黒海・地中海方面への南

下政策に転換した、②フランスとの軍事同盟に傾く、の二点でドイツ・オーストリアとの対

立を深める。［日露戦争が意外なところで第一次大戦の要因に関係している］ 

 

12. 第一次大戦の開戦責任論については、フィッシャーの「ドイツ責任論」がドイツで大論争を

引き起こしたことは、すでにふれましたが、フィッシャー『世界強国への道』のドイツ歴史

学界における受容については、村上亮「第一次世界大戦をめぐる開戦責任問題の所在――ク

リ ス ト フ ァ ー ・ ク ラ ー ク 『 夢 遊 病 者 た ち 』 に よ せ て 」

https://dogenken.web.fc2.com/gesch12/3.pdf が参考になります。ドイツ帝国はなぜオー

ストリー・ハンガリー帝国に「白紙手形」（ドイツはいつでもオーストリー・ハンガリー帝

国を支援して参戦する）を与えたのか、ロシアはセルビアに、フランスはロシアに「白紙手

形」を与えていたのではないか、が論議されています。 

13. イギリスの参戦の理由も曖昧です。イギリスの首相ロイド・ジョージは「ヨーロッパ諸国は

戦争という沸騰する鍋に引きずり込まれた、大戦勃発は列強諸国の誤解や偶然が重なった

結果だ」と視ているという。イギリスの参戦の理由としては、このまま座視すれば地中海・

エジプトとバルカン半島がドイツ帝国と（ドイツ側についた）オスマン帝国に支配され、イ

ギリスのインド支配が危うくなるとことがあった。先に紹介した渡辺寛の英独衝突の素描

とともに、検討したいと思います。 

14. 司会者・五味さんの感想に一言。私の報告の目的は、「脱・資本主義、脱・主権国家」の道

筋を政治経済学的に明らかにする、ということで、（作家ではないから）「通史」を書くこと

ではありません。 

15. 五味さんの薦めるクリストファー・クラーク『夢遊病者たち』を、10.31フォーラムのあと

読み始めた。第一次大戦突入を決めた列強――独仏露英――の外交を詳細に分析していて、

第一次大戦を理解する上で、基本的な文献といえる。これについては、別の機会にあらため

て報告したいが、「国際政治と経済の関係」について示唆的だ。主権国家の「主権」は、「単

一にして不可分の性質」をもつとされるが、独仏露英のいずれを見ても、外交政策は、それ

ぞれの国内で対立する 2派の争いの中にある。「主権」は、はじめから単一ではなく、国内

の対立抗争を経て「単一」になる。外交官が外務省・内閣を無視して勝手に動いたり、外相

https://dogenken.web.fc2.com/gesch12/3.pdf
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が首相に内密で事を進めたりする。おまけに、露独英では国王・皇帝がしばしば「国益」を

無視して暴走する。これにマスコミを利用したナショナリズムの扇動が加わるのは、「国民

国家化」が外交の重要な要因となるからだ。 

 各国の外交方針の決定過程は、このように、偶然の積み重ねのように見えるが、けっきょ

くは、落ち着くべきところに落ち着く。それが「列強の国際政治関係」であり、「列強の国

際政治関係」を決定する要因として「イギリスの世界経済とその他列強の国民経済の位置」

があるのではないか。 

 

［2］コメンテータ（小林襄治）の感想 

大きいテーマの報告、多様な論点、参加者の関心の多様性を考えれば、研究会の進行は、

「改善」の余地は少ないと思います。多少は論点をより絞った議論を深める必要はあるかも

しれませんが。 

 事後報告や感想・意見を充実させる方向で「解決」するべきでしょう。 

 私のコメントとしては、やや抽象的な議論に終わった点を反省します。 

 この点では、五味氏と岩田昌征氏の発言と、事後報告に寄せられた文章が貴重と思い

ます。 

  

●（参加者に配布した文書）小林襄治のコメント 

矢沢・「ドイツ帝国と第一次大戦、資本主義と国家の結合（２）」について 小林襄治 

矢沢報告は、案内状に示された雄大な構想にしたがったものであるが、ここでは、直前

に送られた資料論文、「ドイツ帝国と第一次大戦、資本主義と国家の結合（２）」によりつつ、

コメントする。 

この論文には興味深い多くの論点があるが、矢沢の主要な主張につながる論点と筆者が

理解する、以下の 5点にしぼって議論する。 

結論的コメントを最初に述べておけば、矢沢の「財政=軍事国家」論にもとづく「国民経

済」論は、一面では列強の比較に便利であるが、「富国強兵」論に歪曲されかねない要素が

大きい。 

１．ドイツの戦争責任論  

矢沢はフィッシャーの『世界強国への道』に依拠しつつ、ドイツの戦争責任論を踏襲し、

ドイツの戦争目的を紹介する。通説と言っても良いが、第一次大戦の直接の原因となるハプ

スブルグ帝国とセルビアの動きを具体的に捉えたものではない。ドイツが中央ヨーロッパ

の覇権国としてフランス等を従え、さらには大植民地保有国（オランダ、ベルギー、フラン

スから奪う）を目指していた）ことは事実としても、いささか単純化である。 

第一次大戦に至る過程でのヨーロッパの動きとしては、ハプスブルグ帝国の「衰退」と

オスマン帝国の「没落」（バルカンからの「追放・撤退」）があり、ロシアの膨張（バルカン

におけるセルビアなどスラブ系民族主義）も著しかった。ハプスブルグ帝国（オーストリア
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―ハンガリー2 重帝国）は多民族国家であり、ロシアやセルビア、イタリアと国境を接し、

イタリアとも戦争をしている。 

オーストリアとドイツ（プロイセン）は同じ「ドイツ民族」の国であるが、18世紀にオ

ーストリア継承戦争、7 年戦争を戦い、その後も戦争を繰り返している。加えて、英仏ロが

どちらに味方するかも、時期によって異なる。18 世紀以降のヨーロッパ史を整理する能力

はないが、プロイセンとロシアの膨張を背景に、たとえば仇敵であったフランスとオースト

リアの提携（マリー・アントワネット）がはかられたこともある。 

ドイツの戦争責任論を否定する必要はないとしても、その他の国々の責任はなかったの

であろうか。この点はイギリスの「覇権」をいかに理解するかにもかかわる問題にもつなが

るが、英仏、アメリカの責任について議論する必要があるし、また崩壊したことで無視され

るが、オーストリア・ハンガリー、ロシア、オスマンの責任論もある。最後に大戦不可避論

に関して再述。 

2．保護主義としての「国民経済」、戦争 

リストの議論を紹介しつつ、イギリスの自由貿易主義に対抗して保護主義（保護関税）

の意義を強調する。これに一定の有効性があることは確かである。アメリカの独立の背景の

一つはイギリスによる植民地での本国と競争する製造業禁止策でもあった。 

リストの議論の詳細は知らないが、ドイツ帝国以前のドイツ地域のように、多数の邦国

がそれぞれ関税をかけている状況は経済発展にマイナスなことは明らかである。だが、自国

の産業や製造業の発展に保護関税がどこまで有効で、必要かは難しい問題である。 

イギリスでも、インドからの綿製品輸入に対して、禁止措置が取られたこともあるが、

これだけでイギリス綿工業が勃興したとは言えそうもない。紡績業の技術革新（機械化・産

業革命）がなされたことが大きい。 

関税の経済効果の議論は別にして、関税の有効な「国民経済」の範囲をいかに決めるのか、

の難問がある。矢沢の紹介する議論からは、「神聖ローマ帝国」の復活を夢見るのがリスト

であるが、当時としても時代錯誤である。プロイセンとオーストリアの「対立」を解消する

手段や方法はまったく考察されていない。プロイセンが、あるいはビスマルクがハプスブル

クを排除して作ったのがドイツ帝国であり、ドイツ帝国は軍国主義的プロイセン優位の帝

国であった。だから、軍事的に勝利し、「ドイツ国民」が誕生した、というのが矢沢の見解

になる。言い換えれば、「国民」や「国民経済」を作るのに戦争での勝利が不可欠であった、

と見ることになる。あるいは、「財政=軍事国家」システムを強調することになる。これが矢

沢の真意が否かは分からないが、戦争賛美につながりかねない危険な発想に思われる。 

経済的には弱かったが、多様な「民族」を抱えたハプスブルク帝国は、いくつかの「民族

集団（国家）」（とくにハンガリーとボヘミア）の意向を無視できない「帝国」であった。も

っともオーストリアもより弱い国には軍事的圧力や戦争を仕掛ける（ポーランド分割、イタ

リア戦争等）。現在でもそうであるが、「国民」を作り上げる大国や帝国は危険な存在と見る
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べきであろう。「財政=軍事国家システム」の歴史的存在を否定することはできないし、現在

もそうであるともいえるが、否定的存在であるべきものである。 

 ３．ドイツ国民経済と「国民経済」 

10 ページでドイツ国民経済の誕生を語っている。ドイツの諸都市が世界の商業ネットワ

ークに個別ばらばらに結合していた事実を指摘している。この事態を「国民経済の未形成」

とみなすのであるが（もっとも年代的ないし歴史的な変化をもっと考慮するべきかもしれ

ないが）、この事態がなぜいけないのか、経済学的な根拠はない。政治的に統合された国の

下で経済活動を展開しなければいけない理由はわからない。海賊や山賊が横行する時代、国

家による軍事的保護が必要である、とはいえるかもしれない。あるいはヴェネチアやハンザ

のように都市商人が「国家」を作り貿易を行ってきた歴史はある。国家をどのように考える

かの問題であり、事実としての国家の存在を認めるが、国家がいかなる意味で必要かは問う

必要があろう。 

15～16 ページで「国民経済としてのドイツ帝国」を議論している。同時に、それらは資

本主義国家に特有のことではない、とも主張されている。「国民経済」の成立は図―1 から

図―2への移行（商人資本の活動から、イギリス的な原料輸入・加工製品輸出による製造業

と世界商業の結合）を重視する。この視点ではアメリカ資本主義ないしアメリカ「国民経済」

の特徴を理解できない。 

中央銀行についても同様な問題がある。アメリカでは国家（財務省）がドルを「管理」し

ていたといえるかもしれないし、金属本位の時代とそうでない時代の区別があるかもしれ

ない。中央銀行はともかく、ヨーロッパのようにイギリスを含めて「小国」が多数存在する

地域と、アメリカ（と言っても 19世紀の後半からかもしれないが）やロシア、ソ連、中国

のような大国とでは意味が違うのかもしれない。20 世紀以前のアメリカは西部の開拓（と

言って、インディアンの掃討とメキシコからの奪取）に追われ、世界は未だ視野にない。ロ

シアのシベリア開発にも似たような要素がある。 

リストが「神聖ローマ帝国」を想定したのは、あるいは戦後のヨーロッパがＥＥＣ、ＥＣ

やＥＵを設立するのは、「国民経済」ということで経済を円滑に動かすことはできないから

でなかろうか。「国民経済」は世界的連関ないし世界資本主義の中で考慮するべきことであ

り、「国民経済」至上主義的になると、自国第一主義とそのための軍事優先につながるし、

無理やり「国民」を作ることになる。資本主義の発展がそのようなものであったことを、現

在は否定的に捉える視点が必要と思われる。 

４．製造業の重要性 

「一国の経済発展は製造業を育成して成功する」、「工業は、国家の育成・保護に依存」と

いった矢沢の主張は、容易には否定できない。だが本当にそうなのか、製造業と言っても多

様であり、一国でも産業構造の歴史的変化は著しい。国家のかかわりも時代によって異なる。

矢沢は「国民経済」の形成期を問題にしているのかもしれないが、平和裏に「国際的分業」

が可能なら、あるいは軍需のための産業優先の発想を否定すれば、この命題は異なるであろ
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う、と希望する。また、先進国と後発国での相違があり、さらには大国と小国で相違する問

題であろう。さらには、過疎問題、ラスト・ベルト問題とも関連する。 

５．国民と戦争、一次大戦の必然性 

国王の戦争から、主権国家の戦争、さらには「国民軍」の創設と「国民国家の戦争」へと

世界は進んだとみる矢沢の整理は、分かりやすく見事である。「国民国家の戦争」には「国

民」と「国民経済」が必要であり、また戦争での「勝利」が不可欠となる。矢沢の指摘する

ように、無理やり作られた「国民」であり、「国民国家」である。また第一次大戦当時まで

で見れば、王様や皇帝が支配する「国民国家」である。 

最後の 18ページで、矢沢は「帝国主義戦争の必然性」に問題提起を行う。 

 ・ドイツ帝国は建国前の３つの戦争で「国民」を作ることに成功したという。ハプスブ

ルク系ドイツを排除した点は別にしても、英（イングランド）仏スペイン等でも、戦争を通

して現在につながる主権領域国家を作った点は同じである。時期が異なり、それぞれの国に

それぞれの特徴はあるが。 

 ・ドイツの国家目標から戦争の必然性を見る議論と英仏露の懐疑論を紹介しているが、

問題設定が適切とは思えない。ロシアの膨張とオーストリアやバルカン問題、その影響をど

のように各地勢力がみていたかの問題であろう。 

・加えて、アメリカの参戦をだれが予想していたかの問題が残る。ボリシェヴィキ革命も

同様な問題である。戦争の進展によって予期せぬ事態が生じる。1916 年末までには、ドイ

ツとイギリスは戦争継続が困難になりつつあったともいわれるが、ロシア革命は軍事的に

はドイツに有利に作用した。しかし同盟国オーストリア、オスマンは離脱しつつあった。ア

メリカの参戦がドイツにとって致命傷となるが、第一次大戦ではドイツは焦土化していな

い。西部戦線での塹壕戦が長期化し、タンクや毒ガスが使われ、被害が拡大するようになる

のである。したがって、大戦の終結は「休戦協定」の形をとっている。 

・「国土が焦土と化す」ことが分かっていて、戦争に突入したのではない。日本がアメリ

カの力を過小評価していたことは間違いないが、ナチスがすぐにソ連を崩壊させる（レニン

グラードは 41年 9月から 44年 1月まで包囲され、100万の死者・多くは餓死・病死。スタ

ーリングラードの戦いは 1942 年夏から、43 年 2 月にドイツ軍降伏。）と確信し、ヨーロッ

パの戦争が終結すると信じたのであろう。実際に、東南アジアでは戦争初期には、日本軍が

英（シンガポール）、フィリピン（米軍）、オランダ、ヴェトナムで欧米軍に勝利している。

米英のノルマンディ上陸作戦は 1944年 6月であり、既にドイツの敗北が確定的になってか

らである。ナチスの軍事体制は、短期的にはリストの掲げた「神聖ローマ帝国」、あるいは

中央ヨーロッパ経済圏構想以上のものとしてドイツ帝国の野望を実現したが、軍事体制は

残酷で犠牲が多く、長続きしないものであることを学ぶべきあろう。 

 

（２）コメンテーター（小林襄治）の感想 
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［3］司会者（五味久壽）の感想 

当日の司会であったがコメンテーターではないので、議論の受け止めについては「講

師補足」に譲ることにして、感想を述べたい。 

 矢澤報告は、財政＝軍事国家としてのヨーロッパ近代国家の成立以降の通史的展開

を目指してきた。そうしたのは、岩田弘世界資本主義が国民経済の規定を欠いておりおかし

いという矢澤の問題意識からであろう。 

だが、岩田は「国民経済」というものが実体的にあるわけではなく、資本すなわち世界市

場企業の活動とそれを反映する国際収支関係をとおして規制される中央銀行の下での信用

システムの活動によって組織されるものと考えていた。矢澤は、国民経済を前提する宇野の

見方－－だからこそ宇野には重商主義論が位置付けられていないのであるがーーを批判し

ていた岩田をさらに批判している。矢沢の岩田に対する反発はわかるが、かえってこのため

に宇野の立場に立つ河西からは、今日何が言いたかったのかという質問を受けることとな

った。 

矢沢はまた、金本位制を文字通りの法的制度とみて岩田とは異なる理解を示すが、中央銀

行に対しては原理論の理解を固守しようとしているので「ねじれ」という印象を与える。 

前回の矢澤報告は、副題を「資本主義国家」、今回は「資本主義と国家との結合」とした。

前回の表現にも賛成し兼ねたが、今回の表現にも賛成できない。世界史の展開において、商

品経済システムと国家システムとは異質のもので、どちらのシステムの展開としても世界

史は説ける。特定の時期・国において「国家資本主義」が成立するが、矢沢の言いたいこと

ではなかろう。 

また、矢沢の展開している通史――但し国民国家や国民経済に関心が集中する以上スペ

イン・ポルトガル世界帝国の時代より後の時期に限定される――は、（私が岩田弘の「中国

論」の展開における試行錯誤を見ていて感じたことであるが）難しいのではないか。という

のは、通史の書き手が大胆な問題提起を試みるつもりで書き始めても、読み手から見ればせ

いぜいそうした見方や切り口も考えられるという程度の受け取り方をされるに止まる結果

となりがちであるからである。こんな本を引き合いに出しては矢沢に対して失礼であるが、

出来の悪い通史である百田尚樹『日本国紀」の実例は、通史がかつての教科書にみられた（現

在の研究水準ではではそうでなくなっているし、教科書もそれを反映した含みを持った表

現となっている）理解と現在のネット上に見られるような所説をつなぎ合わせたものとな

りがちであることを示している。 

私が今回の矢澤報告の問題と思うのは、「ドイツ帝国と第一次大戦」と題するフィッシャ

ー『世界強国への道』によってプロイセンの軍制改革をすぐに持ち出したことである。これ

は、財政＝軍事国家としてのヨーロッパ近代国家という矢澤の問題設定の帰結である。それ

は明快と言えるかもしれないが単純ストーリーの嫌いがある。一般論になるが自説以外の

考え方もありうることを考慮して叙述されなければ歴史的含みを欠くことによって片手落

ちになるのではないか。私の記憶では宇野理論の解説者を出発点とした鈴木鴻一郎は「太い

線で言い給えよ」といったが、岩田は概念の背後にある歴史的事実の持つ「含み」の役割を

重視した。宇野の文章が明快ではないのも「含み」を何とかして込めようとしたことが理由

ではないか。言い換えれば矢澤は性急に過ぎて、今回の報告を通して第一次世界大戦の意味

に新たな論点を付け加え、その後への展望を明らかにしたかとまでは言い難いのではない

か。 

 事実、第一次世界大戦 100年を記念してその前後に多くの著作が発表されたが、あ

まり参照されていないようである。 
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 例えば、クリストファー・クラークが 2012年に書いた『夢遊病者たち 第一次世界

大戦はいかにして始まったか』（みすず書房 2017 年）は、1903 年のベオグラード王宮にお

ける国王夫妻の殺害から始まり、ヨーロッパ王家の振る舞いを何を自分がしているのかを

自覚していない点において「夢遊病者と同じだ」と見ている。つまりは、第一次大戦をヨー

ロッパ諸王朝間の争いとみた第二インターの宣言とつながる見方－－岩田も同じ見方をと

っていたが――は、現在も生きているわけである。 

 また、岩田はレーニンの『帝国主義』に対する批判を 1970~80年代に二度繰り返し 

て行ったが、矢沢のレーニン『帝国主義』に対する態度は明瞭ではないように見える。

イギリス帝国主義は、原料調達地を植民地化した反面、人口稠密でイギリスが市場とみなす

地域については自由貿易を旗印に開放を要求したが、それは幕末以降の日本の世界市場と

の接触のあり方を規定し、日本社会と国家システムの急激な変化を引き起こした。例えば攘

夷と言っても民衆の態度や動向によって左右されるもので、直ちに軍制に行くわけではな

いと思うがどうであろうか。 

 ドイツ帝国と言っても、先行する大ドイツ主義と小ドイツ主義との対立を経たうえ

で、その国家体制は 1870 年からの 30 年間でプロイセンを軸として急激に変化した。例え

ばドイツ社会民主党の地位についても、帝国議会に進出したとしても、プロイセン議会にお

いて十分な地歩を占めていたとはいえないであろう。ついでながら、矢澤はフリードリヒ・

リストの「イギリスに対抗するためには世界商業、そのための運輸、港湾、強力な陸海軍が

必要である」とする議論に注目しているが、リストが鉄道の黎明期の 1830年代に鉄道が軍

隊の移動に役立つことを最初に指摘した（まだ補給にまでは及んでいないが）人物であるこ

とには触れていない。どうせやるのであるのであれば、軍事史の研究も参照したらよかった

のではないとも思う。 

  

また、小林襄治氏のコメントは、オスマン帝国を含めた旧帝国体制――明らかにそれまで

のネットワークの時代の方が平和であったし、矢沢が挙げたハンザ同盟はハプスブルグ帝

国の（最終的には抱え込むことに失敗した工業地帯である）フランドルと結びついていた―

―が抱え込んでいたもの、それと資本主義の発展との関係を明らかにしないし、さらに主権

国家を否定する論理を導出できないことになると指摘したが、「含み」の一例として矢沢の

考慮を促したい。 

さらに、国民国家と言っても、旧ソ連、アメリカさらには中国のような巨大国家が登場す

るとそれまでのヨーロッパ的なそれとは異質のものとなり一括りにはできない。これらの

諸国は、いずれも実質的には大統領制をとり連邦となっているが、その辺の展望はどうなっ

ているのであろうか。 

最後に蛇足であるが、近年のドイツ統一における東ドイツだけでなく、旧ソ連体制におい

ても東欧がお荷物であったこと、ＥＵ内部における東欧の負の役割を見ると、「ドイツ帝国」

時代のそれも位置づけが必要であると思える。 
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［4］参加者のアンケート回答 

 ■■9.26世界資本主義フォーラム 参加者アンケート■■ 

    氏名 ●  

     ※公表の際匿名希望の方は、「匿名希望」と書いてください。 

      

 ［1］フォーラムの進め方について 

 （１）事前の案内、資料の送付について、何かありましたら書いてください。 

 ●【川端秀夫】詳しい案内があり、送付された資料についても充分に詳しくて、納

得がいくものでございました。 

 

  

 （２）当日の進め方、時間配分について 

 ●【川端秀夫】当日の進め方、時間配分ともに、問題がないと思いました。 

 ●【寺沢邦彦】問題ありませんが、質問のあり方がもう少し多くの方々ができるよ

うにしていただきたい。またかんたんな参加者の自己紹介があればいいとおもいます。初参

加者にとってありがたいです。 

 （３）講師の）プレゼンテーションの仕方について（わかりにくかった点、改善を

要望する点など） 

 ●【川端秀夫】質問やコメントへの、講師の方のレスポンスによってはじめて、当

初送付されてきた資料やその報告だけでは見えてこなかった、講師の方の意図や研究され

てきた背景などが見えてきました。そういうことがありますので、質疑応答の時間が貴重な

ことがよくわかりました。 

 ●【寺沢邦彦】良かったと思います 

  

 

 ［2］矢沢の報告「ドイツ帝国と第一次大戦 資本主義と国家の結合（2）」 

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。 

 ●【川端秀夫】大きな問題を制限された時間の中で報告されているので、別の視点

や、違った観点で、同じ問題を検討することは可能かと思います。たとえばドイツの第一次

世界大戦参加を歴史主義という観点から分析したマイネッケの『近代史における国家理性

の理念』があります。このマイネッケの書についてお詳しいどなたかからコメントを聞ける

とありがたかったでのですが・・・ 

 

●【久野ともこ】神聖ローマ帝国の崩壊からハプスブルク家そしてプロイセンドイツ

と変わっていく中で、私が気になるのはそのバックにあるユダヤ人の資本家/銀行家の影響

力です。ドイツはその影響を他国より一層受けひきづっていた為ナショナリズム形成が築

き難い状況下だったかもしれないとふと思いました。 
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●【寺沢邦彦】多くのことを学ばさせていただきました。ドイツ帝国の、植民地拡大

競争より、大英帝国の自由貿易帝国主義に対抗するための国民経済の中部欧州での拡大と

は新しい発見です。 

  

（２）矢沢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。 

 ●【川端秀夫】第二次大戦はドイツだけでなく、日本も主要な参加国です。第二次

大戦は西欧だけでなく東アジアそしてアメリカを含む世界大の問題を総合的・俯瞰的に見

る視点が必要になります。そういう意味で、次回の矢沢先生のご報告に期待しております。 

 

●【寺沢邦彦】私は専門上、ドイツ帝国の文化闘争に関心があり、同じ新教でもイギ

リスの商工業者のカルバン主義の市民宗教とプロシアのルター派の国民教会としてのドイ

ツ帝国のアイデンティティ確立のための違いの視点もまた面白いかなと思います。 

  

●【北原 徹】報告の最後の部分で、「後発資本主義ドイツの経済的要求ーーイギリス

製品から自国産業を守り、製品の販売市場を確保することーーが、先進資本主義・英仏と衝

突するにせよ、経済的利害を外交によって解決することはできなかったのか？」と総括され

ています。報告の全体からは、第 1次世界大戦の勃発の中心的原因が経済的利害の対立にあ

ったとは思えません。むしろ、軍事的・政治的要因が中心であり、経済的要因は大きな背景

的状況といった程度のもののように思われました。矢沢さんは、経済的利害対立がどれ程重

要だったと考えておられるのでしょうか。 

別の質問は、保護主義に関してですが、中心国イギリス以外の後発国は対抗上保護主義を

採用すると一般化することができるのでしょうか。それぞれの国の状況や世界・自国の経済

の歴史的発展段階といったものによって違ってくるのではないかと思いますが、どうでし

ょうか。 

 

▲（矢沢）リストは保護主義を国内工業の保護育成の観点から見ており、ドイツ以外の諸

国が、こうした観点に該当するかどうか、調べてみます。 

 

 ●【岩田昌征】10.31オンライン・フォーラムにおける私の質問の真意だけに限って説

明したい。 

（1）ドイツ帝国の軍事力構想について 

矢沢氏は、陸軍については述べられたが、海軍については全く触れられなかった。第 1次

大戦が始まるや、帝国創建時の軍事協定に基づいて、ヴュルテンベルク王国陸軍、ザクセン

王国陸軍、バイエルン王国陸軍そしてプロイセン王国陸軍は、ドイツ皇帝の最高指揮権のも

とに入った。ドイツ軍が成立した。それでは海軍の成立は、いかなる形で進んだのか。 

矢沢氏が説くドイツの戦争目的は、中央ヨーロッパ全体をドイツ化し、西はフランス、東

はロシアから若干の領土をいただくというもののようだ。これはビスマルクの欧州政策を 
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膨張形に修正したものだ。陸軍がその重要な担い手実行者になる。教科書的にはビスマルク

の欧州政策からヴィルヘルム二世の世界政策への転換が強調される。明治日本人が立腹し

た黄禍論や三国干渉などもその発現であろう。かくして、いわゆるドイツの 3 B 政策（ベ

ルリン、ビザンチン＝イスタンブール、バグダッド）がイギリスの 3Ｃ政策（カイロ-ケー

プタウン-カルカッタ）と衝突する。産業面から見れば石炭貯蔵網、鉄道網、電信網、造船・

造艦の諸資本の競争になる。軍事面からは海軍の役割の大上昇だ。ビスマルクは、明治日本

の遣欧使節団に「列強は万国公法など尊重しないよ」と教えてくれた人物であるが、ヴィル

ヘルム 2世は外交は実戦力に基づいてのみ有効であると、実地教育してくれた人物である。 

矢沢氏はかかる人たちからなる帝国主義の時代に諸対立が戦争によらず外交によって解

決できるはずだと考えておられるようだ。いかにしてかは何も述べられていない。 

(2)1914年 6月 28日のサラエボ事件について 

フェルディナンド大公の暗殺は、1908 年オーストリー・ハンガリー帝国がオスマン帝国

の一州ボスニアを名実ともに直轄領にしたことに怒ったボスニア青年 7人（セルビア人、ム

スリム、クロアチア人からなる）による犯行である。その背後にセルビア王国軍のアピス大

佐がいた。大佐による 7人への支援は大佐周辺グループの個人グループであり、政府は無関

係。オーストリー・ハンガリー帝国は、7 月 23 日セルビア王国に最後通告をつきつけた。

25日に対セルビア断交、そして 28日対セルビア宣戦布告。セルビア王国は宣戦布告を書状

で受け取ったのではなく、通常の電報で受け取った。私＝岩田はこの事実を知って、大日本

帝国海軍航空部隊の真珠湾攻撃に際しても、直前に電報でもって対米宣戦布告をする手が

あったと悟った。そうすればだまし討ちの不名誉は避けられたはずだ。 

セルビアと同盟関係にあるロシア帝国の参戦を恐れるオーストリー・ハンガリー帝国は、

ドイツ帝国の支援の確約を取った上で最後通告を出したのである。要するにヴィルヘルム 2

世がロシアやフランスと戦うことになるのを恐れて支援確約を出さなかったならば、オー

ストリー・ハンガリー帝国の当局者自身がドイツに「少しでも自負心があり体面を重んじる

国なら、どうあっても受け入れられない条件が入れてある」と説明したような文面の最後通

告を出せなかったはずだ。 

当時のドイツは 大中欧支配権確立の陸軍的準備は十二分ではないにせよ十分であった

ろう。しかしながら、「帝国の将来は海上にあり」と叫ぶウィルヘルム 2世による対英建艦

競争によって海軍力も世界第 2位になったとはいえ、海軍戦略、海軍基地網、石炭補給網等

などで第 2 位の名前に実が伴っていたわけではなかった。世界政策を戦争目標にした戦争

をする準備はなかった。 

ここに着目すれば、ドイツ帝国はバルカンにおけるオーストリー・ハンガリー帝国とセル

ビアの衝突に巻き込まれないような外交政策を取ることができたはずだ。そうすれば矢沢

氏の願うように、実際にあったような 第 1次世界大戦は避けられたろう。 

だがしかし、ドイツ帝国が 3 B 政策に象徴される世界政策を真に実行でき、イギリス帝

国の 3C政策を撃破しうる経済的軍事的力量を身につける寸前に、大英帝国によって対独予

防戦争が発動されなかったであろうか。矢沢氏はなぜかドイツの世界政策を無視。 
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▲（矢沢）ウィルヘルム 2世の「世界政策」は、クラーク『夢遊病者たち』を読んでも、

ドイツ帝国の外交戦略を表したものではなく、気まぐれな皇帝の駄法螺と見られる。 

より重要なのは、「イギリスがなぜ参戦したか」です。イギリスは島国で、イギリス陸軍

が貧弱とは言え、ドイツに占領されるおそれはない。イギリスには親独派と親仏派があった

が、最終的に英仏協商に進んだのは、仏がドイツに敗れて大陸ヨーロッパがドイツ支配にな

ったらイギリスの世界覇権体制（パックス・ブリタニカ）が脅かされる、という危機感から

だと思われます。パックス・ブリタニカの政治経済構造が問題になります。 

 

（３）イギリスには国民経済の観念が産まれなかったという矢沢命題について 

矢沢氏は、イギリスは世界経済の観念を持っていたが、国民経済の概念を生み出さなかっ

た、という。私＝岩田は、アダム・スミスの『国富論』を挙げて反論的に質問した。An Inquiry 

into the Ｎature and Causes of the Wealth of Nationsにおいてネーションズが使われ

ており Ｐeople でも Hｕｍａｎkind でもない。「諸国民の富」は諸国民経済に通ずるので

はないか。 

1823 年に亡くなったリカードの数値で、イギリスは毛織物 1 単位 を作るのに 100 労働

者、ぶどう酒 120労働者を要し、ポルトガルはそれぞれ 90と 80。絶対水準では ポルトガ

ルがイギリスより絶対優位。両国の間に生産要素である 労働者の自由移動が国境によって

禁じられているが、生産物だけが交易され移動できる。それゆえ比較生産費の法則が働いて、

イギリスが毛織物生産に特化し ポルトガルがブドウ酒生産に特化する。これは、まさしく、

イギリス国民経済とポルトガル国民経済の概念を明示しているのではないか。 

 

▲（矢沢）「国民経済」は、理念（だけ）ではなく、実体です。イギリスのばあい、19世

紀は「自由貿易帝国主義」で、20世紀にそれが行き詰まると排他的に市場を「大英連邦」と

して囲い込む。ですから、19世紀初頭のドイツなど後発資本主義国の「国民経済」とは、形

式的にはともかく、実体的には大きく異なると思います。 

 

  

●（１）（２）まとめて 

【高原浩之】主題は｢資本主義と国家の結合｣=国民経済･国民国家ですが、関心は、ど

うしても報告の最後にある｢第一次大戦は不可避だったか？｣に行きました。 

①後発資本主義に限るのは疑問 

でも、まず主題について。｢『国民経済』はイギリス『自由貿易帝国主義』に対抗する後

発資本主義であり世界資本主義の中で規定される｣は、疑問です。国家と資本主義の結合は、

後発資本主義(19 世紀のドイツ･日本および 20 世紀の韓国･台湾･ＡＳＥＡＮと中国が典型)

に限られないと思います。 

イギリス帝国主義の世界覇権も、その始まりは、国家(絶対主義)と資本主義(商人資

本)の結合による重商主義と資本の原始蓄積ではないでしょうか？ 
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また、アメリカ帝国主義の世界覇権も、第二次大戦中の国家と資本主義の結合=戦時経済

と総力戦の体制で準備されたのではないでしょうか？ 

なお、帝国主義は、産業資本の段階にも、封建制や奴隷制にも存在したので、資本主義の

金融資本の段階に固定的に結びつけない方がいいと思います。 

さらに、国民経済の特徴づける、1.｢関税と経済政策で国内工業・農業を保護育成｣、2.｢軍

事力を備えた主権国家｣、3.｢国家財政｣、4.｢単一の通貨(中央銀行による発券)｣、これらは

覇権期のイギリスにもアメリカにも該当するのではないでしょうか？  

②戦争責任について 

第一次大戦は、｢ドイツ帝国の側が一方的に望んだ｣、｢仏露英にとっては望まぬ戦争であ

った｣は、その通りでしょう。しかし、そこから、戦争責任がドイツの側のみにあるとすれ

ば、それは間違いでしょう。 

レーニン｢帝国主義論｣の通り、戦争は両方の側で帝国主義戦争であり、その意味で、戦争

責任は両方にあります。イギリス･フランス･ロシアは勢力圏防衛=政治的守勢、ドイツは勢

力圏再分割=政治的攻勢であったに過ぎません。これは第二次大戦における連合国と枢軸国

の関係も同じでしょう。ただ、連合国側には、植民地支配と侵略に反対する国家独立･民族

解放の勢力も独自に存在しました(同じ勢力は実は枢軸国側にも存在したが帝国主義に利

用されるままに終わった)。 

③第一次大戦は植民地争奪かヨーロッパ覇権争奪かについて 

対立的に考えるべきではないでしょう。 

イギリス帝国主義の世界覇権は植民地領有を基礎(｢３Ｃ｣)としていました(第２覇権の

フランスも同じ)。しかし、ドイツが、イギリスの世界覇権に挑戦するには、つまり、最終

的に植民地を再分割する(｢３Ｂ｣)には(軍事的には海軍)、まず、｢ヨーロッパ内部での領土･

『国民経済』の地理的経済的拡張｣｢中央ヨーロッパをドイツの経済圏として囲い込む｣を必

要とし、それは、地政学的にフランスとの戦争(陸軍)になった、ということでしょう。 

第二次大戦の日本とアメリカの帝国主義戦争も、政治的には植民地(中国)争奪でしたが、

軍事的には太平洋の覇権争奪になりました。 

 

▲（矢沢）レーニン『帝国主義論』の公式から離れて、列強の経済と国際政治を分析する

必要があります。「講師補足」の渡辺寛の所説紹介を参考にしてください。 

 

④｢外交によって解決することはできなかったのか？｣について 

ドイツとフランスは、当時の歴史的条件では、戦争になりました。しかし、現在の歴史的

条件では、ドイツ帝国主義のヨーロッパ大陸における覇権は、平和的にＥＵとして実現して

います。第一大戦と第二次大戦を通じて確定したドイツとフランスの帝国主義的力関係の

結果、およびアメリカやソ連=ロシアや中国というより巨大な帝国主義の存在が、その条件

でしょう。したがって、実は、ＥＵはフランス帝国主義の大陸覇権でもあるでしょう(独仏

枢軸=二重覇権)。 
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▲（矢沢）第二次大戦後の欧州石炭鉄鋼共同体からＥＵに至る流れは、「独仏不戦共同体」

形成の流れです。第一次大戦の主役独仏が「歴史の教訓」をふまえて脱主権国家への道を歩

み始めたものと評価できると思います。 

 

⑤帝国主義戦争の不可避性について 

第一大戦と第二次大戦は歴史的現実であるので、史的唯物論としては不可避、必然でしょ

う。 

問題は現在です。中国は、ドイツをはるかに越えた国家と資本主義の結合であり(官僚制

国家資本主義)、はるかに強大な後発資本主義です。その中国帝国主義のアメリカに対する

挑戦、現在の覇権闘争がどうなるか、戦争に転化し第三次大戦になるかどうか、だと思いま

す。そのような問題意識で、第一大戦と第二次大戦を総括する、あるいは現代帝国主義論を

構築する必要である、と思います。 

1.イギリスの世界覇権に対するドイツの挑戦は、第一大戦と第二次大戦を引き起こし

た。しかし、2.イギリスからアメリカへの世界覇権の移行が同時に進行したが、それは平和

的に達成された(対ドイツ戦争でイギリスが衰退しアメリカは興隆した)。ソ連帝国主義の

アメリカに対する挑戦も平和的に決着した(ソ連が人民闘争･民族闘争と経済的脆弱性で崩

壊)。さらに、この｢パクス･ブリタニカ｣から｢パクス･アメリカーナ｣への移行の基礎には、

3.資本主義の産業資本の段階から金融資本の段階への移行があり、それは世界恐慌を間に

挟んで第一次大戦と第二次大戦を過渡期として達成された。金融資本は重工業化だけでな

く、それ以上に戦時経済と総力戦の体制をテコとし、その平時への恒常化で登場したと言え

るのではないででしょうか。この３つの側面を参考にして、現在の中国資本主義と、米中覇

権闘争を見る必要があると思います。(おわり 2020.11.12) 

 

［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 

●【川端秀夫】許紀霖の『普遍的価値を求める』で展開された「新天下主義」について、

総合的・俯瞰的にどなたかにご報告を頂けたら幸いです。 

 

 


