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5月 18日(土)世界資本主義フォーラム（資本主義国家の成立）事後報告 

 ●日時・会場 2019年 5月 18日(土) 2時－5時 本郷会館 A室 

 ●報告 矢沢国光 

  コメント 伊藤誠先生 

 ●テーマ［戦争・国家・資本主義 その１］資本主義国家の成立――世界資本主義論の再構築のために 

   ＊当日のスライドを添付します。 

 ●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 

 オブライエン『帝国主義と工業化』 

 富田俊基 『国債の歴史』東洋経済 2006 

 川北稔『工業化の歴史的前提 帝国とジェントルマン』 1983岩波 

 キンドルバーガー『経済大国興亡史』 

 川北稔・木畑洋一編「イギリスの歴史」有斐閣 2000 

 井手英策、財政学における「公」と「私」について考える 

https://ci.nii.ac.jp/naid/120005682704 

 村松怜「『近代財政』の再検討」 

http://koara.lib.keio.ac.jp/xoonips/modules/xoonips/download.php/AN00234610-20150101-

0069.pdf?file_id=104210 

 池上岳彦「現代財政学の視点－－財政社会学と経済学－－」（『宇野理論を現代にどう活かすか WorkingPaperSeries』 

2-14-4） 

 http://www.unotheory.org/files/2-14-4.pdf 

 神野直彦『財政』有斐閣 2007 

 玉木俊明『近代ヨーロッパの形成 商人と国家の近代世界システム』創元社 2012 

 中野剛志『富国と強兵 地政経済学序説』東洋経済 2016.12 

 松田武・秋田茂編『ヘゲモニー国家と世界システム』山川出版社 2002 

 矢沢国光、  中野剛志『富国と強兵 地政経済学序説』を読む 

http://surugazin.html.xdomain.jp/20180302Fukoku.pdf 

 ●参加者 13名 ［懇親会参加者 9名］ 

 ●フォーラムでしたこと 

  司会・五味久壽 

  （１）矢沢が、スライドを使って、報告（60分）。（スライドと報告の pdfを添付） 

  （２）伊藤誠先生のコメント（30分） 

  （３）１０分間の休憩後、参加者から矢沢報告と伊藤コメントに対する質問・意見 

 ■■伊藤先生のコメント■■ 

矢沢国光報告「資本主義国家の成立―世界資本主義論の再構築のために―」へのコメント 

                             2019･5･18. 伊藤 誠 

矢沢報告の要旨は、連作論稿「資本主義像の再構築」上、中、下、（『情況』2016年 4-5月号、同年 6-7月号、2017

https://ci.nii.ac.jp/naid/120005682704
http://koara.lib.keio.ac.jp/xoonips/modules/xoonips/download.php/AN00234610-20150101-0069.pdf?file_id=104210
http://koara.lib.keio.ac.jp/xoonips/modules/xoonips/download.php/AN00234610-20150101-0069.pdf?file_id=104210
http://www.unotheory.org/files/2-14-4.pdf
http://surugazin.html.xdomain.jp/20180302Fukoku.pdf
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年 1月号）および「世界資本主義の終焉に向けて」（『情況』2018年新年号）にもとづいている。それらは、岩田弘

『世界資本主義』(1964)を資本主義国家の形成発展の側面について、補強し再構築する試みをなしている。それは

また、宇野弘蔵『経済政策論』(改訂版、1971)が、マルクスの『資本論』の準備過程で残していた執筆プラン、「資

本、土地所有、賃労働。国家、外国貿易、世界市場」における後半体系を、前半体系についての『資本論』における

原理的考察にもとづき、研究の次元を異にする資本主義の世界史的発展段階論において、体系的に解明する試みを

示していた発想に、ある意味でたちもどり、岩田世界資本主義論の世界市場にもとづく中枢部の資本主義的生産・

金融システムの自律的動態の現実的考察の試みに、国民国家のとくに戦争国家としての役割を財政・金融面で重視

して、補完しようとする研究をなしていると思われる。その試みは、宇野『経済政策論』についてもやや手薄であ

った資本主義国家の「財政=軍事国家」としての成立、発展の一面を補うものとなっている。その意味で教えられる

ところも多く、参考になった。 

しかし、その考察全体は、もともと岩田世界資本主義論もそうであったように、『資本論』の経済学にもとづき、

その資本主義市場経済の原理的考察にもとづき、資本主義の世界史的生成、発展、終焉の現実的過程を体系的に考

察する試みであることが、より一貫して明確にされることが望ましいのではないか。どのような意味で、マルクス

経済学による財政学、国家論を再構築しようとしているのかが、十分読みとれず、むしろ戦争=軍事国家としての近

代国家の生成、発展史論一般として読まれるおそれもなくはない。 

以下、報告要旨の５つの項目にそくして。 

[1]国籍のない世界商業と国籍のある世界商業。商人資本に始まる資本は、もともと共同体的諸社会の間に生まれ

て、本来無国籍的アナーキーな原理を有しているが、現実的にはそのときどきの政治的軍事的権力と相互補完的に

結合することも辞さない二重性を内包しているのではないか。13 世紀のイタリアから 17 世紀のオランダにいたる

商人資本も無国籍であったとはいえないのではないか。軍事的側面をふくめた都市国家の保護は、イタリアの商人

も重要な後ろ盾としていた。他方、16世紀以降の世界商業の形成、拡大は、マルクスも重視しているように、新大
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陸をふくむ地球的規模での資本主義の成立基盤をもたらした。そのさい、『情況』の論稿（中）で川北稔『工業化の

歴史的前提』(1983)により、奴隷貿易を中心とした本国―西アフリカ―西インド(あるいは北米大陸)－本国のルー

トを二つの三角貿易としている。しかし、マルクスと宇野が重視していたのは、毛織物をキー産業とする本国―新

大陸―アジア―本国の三角貿易で、奴隷貿易は重要ではあれ、それのいわば副軸をなしていたのではないか。毛織

物工業の勃興は、イギリスに典型的に進展した囲い込み運動による農民からの耕地の収奪を促し、イギリスでも 18

世紀末まで綿製品の 2 倍をこえる主要輸出品であり、綿工業での産業革命を技術的に準備したマニュファクチュア

の代表的基盤をなしていた。生成期の資本主義の指導的産業をなしていたといえよう。 

 

[2]16世紀から 18世紀にいたる資本主義の重商主義段階において、近代国民国家が形成される過程で、まずその

前半期にイギリスでも他の西欧諸国でも絶対王政が形成され、世界商業の覇権をめぐり戦争をくりかえしていたこ

とを、どう位置づけるか。矢沢報告要旨では、名誉革命(1688)が「財政＝軍事国家」としての最初の近代国家とし

ているが、それは近代国家が絶対王政としてはじまり、いわゆる資本の原始的蓄積を貨幣的資産の蓄積と農民から

の耕地の収奪との二面で推進する役割を担っていた歴史的意義と必然性とを軽視することにならないであろうか。

と同時に名誉革命後の議会制度も貴族的な大土地所有者と資本家層の議会で、王権を制限はしたが存続させる側面

も有していた。しかし、イングランド銀行設立(1694)とあわせ、この時期にイギリスが財政・金融の近代的体制を

整え、「財政＝軍事国家」としてのある種の近代化をはたしたことは認められてよい。しかし、それに失敗したこと

が、フランスのナポレオン戦争での敗退の原因とまでいるかどうか。 

 

[3]17-19世紀ヨーロッパ諸国間戦争の意味。この時期をつうじ戦争が国家をつくることが強調され、国家間外交

の延長としての合法的手段としての戦争が、あいついで「財政＝軍事国家」をヨーロッパ諸国、さらに日本に生じ

ていったとされている。その総括にはいくつかの意味で過度の一般化がふくまれていないか。まず、歴史上、古代
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以来、国家は事実上、戦争と交易との二面を他国との間にくりかえしてきた。しかし、その戦争と交易は、歴史的

にみて、諸社会の生産諸関係が生産諸力の高度化をともない、変化するにつれて、その役割と意義を変化させてき

たのではないか。 

問題とされている 17-19 世紀については、あきらかに資本主義の生成、発展との関係で、戦争の果たす役割が問

われなければならない。17-18 世紀には世界商業の形成と資本の原始的蓄積をすすめる、イギリスに典型的な重商

主義的戦争の世界史的意義が読みとられてよいのではないか。 

 

ついで[4]で問題とされているパックス・ブリタニカの 19 世紀には、確立されて成長期にはいったイギリス産業

資本の自律的蓄積を中軸に、自由貿易運動が実現されてゆき、むしろ大きな戦争はない自由主義段階をみる。そこ

では、戦争は資本主義にとって不可欠の条件ではないし、資本主義国家も戦争国家としての役割を縮小しうる可能

性が示されていたのではないか。その側面にそって、『資本論』の原理的体系も、抽象可能とされていた。 

しかし、続いて 19 世紀末以降の金融資本の形成とその基盤をなした重工業の台頭の過程で資本主義は海外投資の

圏益を植民地の再拡充、関税政策により国家主義的に擁護する帝国主義政策を強化し、第一次大戦を必然化してい

った。 

 

[5]パックス・ブリタニカは、重工業を基礎とする金融資本の組織的成長が、19世紀末の大不況を生じたイギリス

産業の停滞化をうけて、それに追いつき追い抜くドイツ、アメリカなどの新たな帝国主義的列強の競い合う帝国主

義的対立を生じ、第一世界大戦の危機を招いた。矢沢報告要旨では、その総力戦の国民総動員体制としての戦争の

意義の変化と、その帰結としての福祉国家の誕生を重視するとともに、大戦の中途半端性から、その延長としての

第二次大戦をもたらし、その過程でパックス・アメリカーナへの移行を生じたとされている。 

しかし、第一次大戦の重要な意義は、ロシア革命とソ連型社会主義の誕生を促したことにあり、福祉国家の理念
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もそれに対抗する意義を有していたのではないか。第一次大戦の「中途半端性」とは何を意味しているのか。戦債

賠償問題の重圧と大恐慌の破壊的影響をうけて、独、伊、日の枢軸諸国にファッシズムが台頭するのも社会主義に

対抗する資本主義の変容形態をなしていた。ニューディール型福祉国家に移行するアメリカ、西欧諸国とソ連も参

加する同盟諸国とのあいだのいわば三つ巴のより大規模な破滅的第二次大戦は、第一次大戦の延長とはいえない歴

史的意義を示しているといえないであろうか。 

こうした問題は、パックス・アメリカーナの世界資本主義をめぐる次回報告の内容にかかわる。と同時に、現代

の世界資本主義をどう総括するかは、現代の社会主義をどう再考するかと密接に関連する課題ともなるであろう。

岩田世界資本主義論のその観点からの拡充、補充の試みにも期待したい。 

参考文献：伊藤誠「入門資本主義経済」(2018) 平凡社新書。 

 

 ■■報告者（矢沢）の感想と補足  2019年 5月 25日矢沢国光■■ 

 伊藤誠先生には、風邪・発熱にもかかわらずフォーラ

ムに出席していただいたこと、感謝申し上げます。 

 伊藤先生のコメントの冒頭部分を、私を次のように理

解しました。 

 （１）宇野弘蔵は、マルクス『資本論』の執筆プラン

「資本、土地所有、賃労働。国家、外国貿易、世界市場」

の｢前半｣を原理論とし、｢後半｣を世界史的発展段階論と

した。 

 （２）矢沢は、岩田弘｢世界資本主義論｣を、宇野の｢原

理論・段階論｣の発想に立ち戻って、再構築しようとし

た。 

 （３）矢沢の試みは、「国民国家のとくに戦争国家と

しての役割」、「宇野『経済政策論』についてもやや手薄

であった資本主義国家の「財政=軍事国家」としての成

立、発展の一面を補うものとなっている」 

  

 このように、「世界資本主義論の再構築｣を積極的に評

価してくださったこと、たいへん嬉しく思います。 

 

 ●伊藤先生は、その上で、次のような指摘もしていま

す。「しかし、どのような意味で、マルクス経済学によ

る財政学、国家論を再構築しようとしているのかが、十
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分読みとれず、むしろ戦争=軍事国家としての近代国家

の生成、発展史論一般として読まれるおそれもなくはな

い。」 

  

 ここには二つの指摘が含まれています。 

 （１）世界資本主義論の再構築に、マルクス経済学、

とくに原理論がどのように関与しているのか、不明確だ 

 （２）戦争＝軍事国家と近代国家の本質的関係が不明

確だ、 

  

 ●世界資本主義のための原理論 

（１）について、私はこう考えます。 

 （a）私は、｢国民経済｣を 

  《「国民経済」とは、中央銀行をもち、その中央銀

行券を国民通貨とする主権領域国家の経済》 

 と規定しましたが、｢中央銀行｣、｢中央銀行券｣は、原

理論でその意味が、説かれています。《商品→貨幣→資

本》および 《商業信用→銀行信用→中央銀行》という

規定です［鈴木鴻一郎編『経済学原理論』1960］。 

 ｢貨幣｣とは何か、について、｢銀行の預金」、｢負債｣等

の定義が提案されており、それはそれで間違ってはいま

せんが、｢預金とは何か｣｢負債とは何か｣をより根源にさ

かのぼって規定しようと思えば、マルクス経済学の原理

論による規定が、説得力を持つと考えます。 

 たとえば、中央銀行券が国家紙幣やビットコイン等の

｢仮想通貨｣と異なる信用貨幣であることも、マルクス経

済学の原理論を基に考えれば、鮮明になります［小幡道

昭「口頭発表：仮想通貨の貨幣性・非貨幣性」

http://gken.sakura.ne.jp/gken/wp-

content/uploads/2018/09/aural-short.pdf］  

 

(b)世界商業と国内の産業資本の関係ですが、経済学史

を見ると、世界商業による貨幣的富の獲得を重視する

「重商主義」論と、国内産業・労働による価値の創出を

重視する「国内産業派（？）」が対立していました。私

は経済学史には不案内ですが、アダム・スミスらの｢古

典派経済学｣は、重商主義への批判をとおして、労働価

値に基づく経済成長を主張したようです。 

 19 世紀イギリスの《世界商業－輸出産業としての綿

工業》という連関の確立－－歴史的過程としては｢重商

主義｣と｢国内産業｣の統一－－が｢イギリス資本主義の

確立｣をもたらしたわけですが、この統一によって生ま

http://gken.sakura.ne.jp/gken/wp-content/uploads/2018/09/aural-short.pdf
http://gken.sakura.ne.jp/gken/wp-content/uploads/2018/09/aural-short.pdf
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れた貨幣の増殖を｢価値の自己増殖、つまり資本の運動｣

としてとらえたのが、マルクスが『資本論』で明らかに

した｢資本｣ではないでしょうか。 

 このように考えると、マルクス執筆プランの後半部

（国家、外国貿易、世界市場）は、 

 ｢世界商業と国内製造業の連関による、国民経済とし

ての価値（富）の増殖｣を経済学原理的に明らかにし、

その上で、歴史的過程を叙述することが課題になります。 

 アダム・スミスは、｢商人はどのようにして外国貿易

が自分たちを富ませるかということは完全に知ってい

た。それを知るのが彼らの仕事であった。しかしそれが

どのような仕方で国を富ませるのかを知ることは、彼ら

の仕事ではなかった｣として、重商主義を批判した。ア

ダム・スミスは｢重商主義｣を､次の二つの原理で把握し

た。［丸山徹｢アダム・スミスの『国富論』を読む」144p

岩波 2011］。 

第一の原理：富とは貨幣すなわち金銀である。 

第二の原理：鉱山をもたぬ国が金銀を蓄積するため

には、外国貿易による貿易収支の黒字を実現する必要が

ある。 

そしてアダム・スミスは、金銀は、（富を増やすため

の）｢道具｣であるから、金銀をため込むのではなく、「金

銀の使用を増加し、金銀によって流通させられ、管理さ

れ、調整されるべき消費財を増加させよ、そうすれば間

違いなく、金銀の量を増加させるだろう｣と主張する。  

 「金銀を使用することによって金銀を増やす」とは金

銀（貨幣）で商品を購入し、購入した商品を売って金銀

を増やすこと、つまり｢資本｣の運動に貨幣を投入する、

ということです。ここには、世界商業を世界商業だけで

完結させずに、世界商業と国内産業を｢資本の運動｣によ

って結合することによって国内の富を増やす、という発

想があります。こうした解釈は、｢資本｣の経済学原理的

解明によって可能になることです。 

 

 経済学原理論では、〈資本の流通過程がその内部に生

産過程を取り込む〉とされますが、これは、世界商業と

国内生産の原理的関係とみることができます。 

 ｢資本主義｣を、｢賃労働と資本｣のように、生産過程で

とらえるだけでは不十分で、流通過程［商品］が生産過

程をその内部に取り込んで［商品による商品の生産］､

流通過程と生産過程が一体化したものととらえる――

宇野弘蔵のいう｢流通主義｣をより徹底した原理論が、世
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界資本主義論の原理論だと考えます。 

  

●（２）の問題（戦争＝軍事国家と近代国家の本質的関

係が不明確だ）について 

私は、資本主義と国家の結合――近代国家の成立――の

最初の事例を 1688年名誉革命後のイギリス「財政＝軍

事国家」に見ましたが（註）、このイギリスの｢近代国家

化｣は、4つの要因を含んでいます。 

（ア）国家が世界商業を取り込む、 

（イ）国家が、資本主義を形成・発展させる武力行使・

対外戦争の組織として、再編成される、 

（ウ）王政の｢家産｣が資本主義国家の｢財政｣に転化する

［その経済的機構としての中央銀行、租税、公債］ 

（エ）（国家の国民への強制としての）課税を効率的安

定的に実現するための、議会制と徴税機構 

 

（註）1688 イギリス名誉革命後の「財政＝軍

事国家」を、私は、次の 4点で確認しました： 

 （ア）戦費の調達を国王の借金から国の借金

（公債）に換えた、（イ）公債発行による資金

調達を、アムステルダムやロンドンの金融市場

に求めた、（ウ）議会が設立したイングランド

銀行が公債を発行した（議会による公債の元利

保証）、（エ）租税によって公債の元利支払いを

した 

 

イギリスほか各国の近代国家化を（ア）（イ）（ウ）（エ）

の視点で見ると［5月 18日フォーラムの資料｢暫定・資

本主義像｣を参照してください］、 

 

▲イギリスのばあい 

（ア）イギリスの商船を他国軍艦や海賊から保護し、｢イ

ギリスの商業｣とした。攻撃的な「海洋派」戦略――貿

易による富と海軍力の提携・支え合い――が 17世紀イ

ングランドの正式の国策となった。三次の英蘭戦争は

｢海洋派戦略｣の発動で、イギリス以外の船［とくにオラ

ンダ］の運輸・貿易を武力で排除した。イギリスの世界

商業は、国家の商業（国家に保護された商業、または東

印会社のような国営の商業）になった。 

（イ）財政による海軍建設とその世界配置［スペイン継

承戦争でジブラルタルを獲得したように、イギリスの対

外戦争の｢戦利品｣は、領土ではなく、海軍の基地・補給
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所であった］。 

（ウ）商人は国家（海軍）による保護の見返りに、商業

の利益の一部を納税や国債の購入によって［海軍の建

設・戦費のために］国家に差し出した。イギリス世界商

業の発展がイギリス国民の生活を向上させ、国民は消費

税の増税を受け入れ、戦時に膨張した公債の租税による

償還が可能になった。 

（エ）国内の国家機構として、議会制と徴税機構は、イ

ギリスのばあい、じつは王政時代から存在した。名誉革

命は、議会による国王の排除であったし、「財政＝軍事

国家」を税収面で保障したのは、公務員としての徴税組

織であった。 

 

 ｢主権国家は、戦争により（戦争のために）つくられ

た｣というと、国家と戦争の関係を過度に一般化し、曖

昧になります。反省点です。各国の近代国家化の過程を、

上記（ア）～（ウ）の視点で見れば、イギリスとはかな

り異なる道をたどっています。 

 ▲フランスのばあい 

（ア）［国家による世界商業の取り込みについては］西

インド植民地との貿易は、フランスの繊維品工業の発展

を促進したが、ナポレオン戦争と大陸封鎖が、英仏の経

済的地位を（フランス優位からイギリス優位へと）逆転

させた。また、植民地貿易に打撃を与え、高級奢侈品的

製造品のヨーロッパ大陸諸国への輸出が増えた。フラン

スは、大工業と小規模な職人的高級奢侈品製造業の二本

立てがつづくことになる。 

（イ）［国家の対外戦争の組織としての再編成について

は］革命時に、反仏ヨーロッパ諸国勢力と闘う国民軍が

創出され、｢国民国家｣となる。 

（ウ）［王政の｢家産｣から資本主義国家の｢財政｣への転

化については］ルイ 15 世の時代の「ローのシステム」

の失敗により、中央銀行を核とする財政システムに転換

できず、フランス革命戦争・ナポレオン戦争は、公債に

よる資金調達はせず、租税と占領地の徴発でしのいだ。

7 月王政になってようやく、公債によって鉄道、運河、

主要道路の整備。1878 年のフレシネ・プランは、国費

を投入する大公共事業で、鉄道・河川・運河・港湾のイ

ンフラ整備を進めた。銀行の発達により、地方の富裕者

の貯蓄を預金のかたちで吸収し、パリは、外国商人に投

資する国際金融センターの一つになった。［服部春彦ほ

か『フランス近代史』186Pミネルヴァ書房 1993］。 
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 ▲ドイツのばあい 

ドイツの近代国家化は、19 世紀プロイセンに主導され

たドイツ諸邦の統合の過程です。絶対王政がそのまま近

代国家に転化したイギリスやフランスのばあいと大き

く異なります。 

（ア）［国家による世界商業の取り込みについては］ド

イツのばあい、多数の領邦がそれぞれ別々に世界商業と

結びついていたのが、関税同盟によって世界商業とのか

かわりが一本化し、先進工業国イギリスからの産業革命

の輸入が可能になった。 

（イ）［国家の対外戦争の組織としての再編成について

は］対デンマーク戦争、対オーストリア戦争、対フラン

ス戦争の三つの戦争を通してドイツ帝国が創設された。

その原動力になったのは、ナポレオンに占領された屈辱

体験の共有でした。プロイセン（ビスマルク）が敢えて

｢三つの戦争｣を通してドイツ帝国の形成を進めたのは、

「既成の欧州列強に負けない軍事強国｣をつくるためで

したが、ドイツ統一にかんするオーストリアとのヘゲモ

ニー争いに勝つために「戦争を利用した」という要因も

あったと思われます。｢戦争が国家をつくる｣を自覚的目

的意識的にやったわけです。その延長として、軍事の近

代化（軍艦、大砲、鉄道等）がドイツ重工業の動力にな

ったのは、自然の成り行きです。 

 

（ウ）［王政の｢家産｣から資本主義国家の｢財政｣への転

化については］ドイツは、1871 年ドイツ帝国発足と同

時に中央銀行を設立し、金本位制も導入しました。第一

次大戦の戦時費はほとんど公債で賄いましたが、租税で

償却する予定はなく、戦勝による賠償金を当てにしてい

ました。公債を租税で償還するシステムにはなっていな

かったのです。 

▲ロシアのばあい 

 ロシアは、ナポレオンのロシア侵入を阻止し、ウィー

ン体制の 5 大国の一角にのし上がったが、資本主義の

発展が遅れ、19 世紀末、外国資本の導入による資本主

義化を図る途上、第一次大戦に巻き込まれて、ロシア革

命。ロシアは、資本主義化も近代国家化も、中途で挫折

した。 

（ア）［国家による世界商業の取り込みについては］穀

物等の農産物・資源輸出に依存し続けて、資本主義的工

業化が遅れた。貿易も外国商人に依存。19 世紀末鉄道

網の建設で、穀物輸出を拡大したが、本格的な資本主義
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化の前に、第一次大戦で帝国崩壊（ロシア革命）。 

（イ）［国家の対外戦争の組織としての再編成について

は］ロシアは、北方戦争でスウェーデンの支配を脱する

ときから戦争＝国家として出発し、広大なユーラシア大

陸を戦争によってつぎつぎと国家領域に組み入れてき

たが、農奴制に依存した陸軍大国の限界が第一次大戦で

露呈。 

（ウ）［王政の｢家産｣から資本主義国家の｢財政｣への転

化については］ウィッテ蔵相時代の 1897年、金本位制

導入し、国立銀行を発券銀行とし、1890 年代、フラン

スからの資本導入でドイツから資本財を輸入し、シベリ

ア鉄道建設と工業化を推進する国際資金循環による軍

備強化の体制ができたが、これは財政赤字の拡大をもた

らした。赤字解消ができぬまま、ロシア革命へ。 

 ▲その他の中小国家のばあい 

第一次大戦によるドイツ帝国、ロシア帝国、オーストリ

ア・ハンガリー帝国、オスマン帝国の崩壊によって、多

数の中小主権国家が誕生しました。これらの｢独立国家｣

は｢列強｣と対抗するだけの力はもたず、列強との同盟従

属関係によってその安全保障を図ることになります。か

たちは｢主権国家｣でも、じっさいには｢半主権国家｣です。 

▲日本のばあい 

 日本も、1882年年日本銀行創設、1897年日清戦争で

獲得した賠償金で金本位制に移行し、日露戦争戦費と戦

後国債整理費用をロンドンで調達できた。日本は、1900

年代、ロンドンで最大の国債発行国となった。日本は租

税で公債を償却するだけの経済力はなかった。 

 （ア）［国家による世界商業の取り込みについては］

日本は明治維新までは、鎖国政策。日本の資本主義化は、

ドイツやロシアと同じく、世界商業の国家への取り込み

ではなく、先進資本主義諸国の工業生産力の輸入による

（生糸をはじめとする繊維・軽工業品輸出で外貨を稼ぎ、

機械を輸入して、工業化）。 

（イ）［国家の対外戦争の組織としての再編成について

は］維新戦争と西南戦争という内戦を通して｢政府軍｣が

形成され、日清・日露戦争、そして韓国併合、満州・中

国侵略戦争を通して、｢列強｣入りするほどの軍事強国と

なった。日本の｢軍事化｣は、イギリスのような｢商業保

護のための軍事力｣ではなく、｢列強に対抗し、植民地侵

略するための軍事力｣として――つまり、軍事力の強化

が｢対外軍事力＝国家｣の強化へと、自己目的的に追求さ

れた。その結果、「天皇統帥権｣を隠れ蓑とする軍部の独



12 

 

善体制が生まれ、第二次大戦への軍部独走を制止できな

くなった。 

（ウ）［王政の｢家産｣から資本主義国家の｢財政｣への転

化については］版籍奉還・秩禄処分で一気に家産国家か

ら無産国家に転換した結果、税収が乏しく、乏しい割に

過大な軍事予算を組み、その矛盾が第二次世界大戦敗北

までつづく。日清戦争勝利・賠償金獲得で金本位制に移

行し、ヨーロッパ金融市場で日露戦争のための国債発行

ができた。 

▲アメリカの場合 

 アメリカの｢資本主義と国家の結合｣は、アメリカ合衆

国が（a）移民によって形成された国で、封建制・絶対

王政の歴史がない、（b）軽微な独立戦争（対外戦争）と

激烈な南北戦争（内戦）、（c）分離主義の勢力が強く、

中央集権国家の形成が、資本主義経済の発展に比べて遅

れた、という歴史的特質のために、他国とは大きく異な

ります。 

 中央銀行の設立は、1791 年に第一合衆国銀行が設立

されたが 20年の特許期間の終了とともに、あっけなく

閉鎖・清算されてしまった。1816 年には、対英戦争の

戦費の負債を清算するために、第二合衆国銀行が設立さ

れたが、1836 年には終了。アメリカに中央銀行ができ

たのは、ようやく第一次大戦直前の 1913年だった。 

 アメリカの資本主義経済は、民間主導で、国家とも戦

争とも無関係に進められた。証券市場が発展し、1820年

代には、運河株、1830年代～1910年代には、鉄道株・

鉄道債（ヨーロッパからの資本輸入）が大量に取引され

て、鉄道が建設された。 

 国債が大量に発行されたのは、第一次大戦の勃発・参

戦による。当初は、英仏の戦費が アメリカ証券市場で 

調達された。 

 アメリカの参戦（1917 年 4 月）により、アメリカ政

府自身が 「自由国債」と「勝利国債」を発行。（215億

ドル調達し、うち 82億ドルは英仏露に政府間貸付）。 

  国債の大量発行を可能にしたのが1913年創設の連邦

準備制度。「（民間銀行から低利で）借りて（国債を）買

う｣ 方式の普及で 2200万人が国債を購入した。 

 戦費の調達－国債－中央銀行 という､イギリスで

1688 年に形成された連関が､アメリカでは 2 世紀遅れ

で、第一次大戦で形成された。 

 

 5 月 18 日フォーラムで｢アメリカが出てこない｣とい
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う指摘がありましたが、南北アメリカはヨーロッパ列強

の植民地獲得競争の対象または舞台として登場してい

ます。アメリカ合衆国独立後は、モンロー宣言で｢アメ

リカの国際政治上の支配領域は、西半球（南北アメリカ

大陸）だけ｣として、ヨーロッパ政治への関与を意図的

に避けてきました。だから、19 世紀後半、経済的存在

が大きくなったにもかかわらず、国際政治の中心舞台

（ヨーロッパ）には登場しません。 

 第一次大戦でなぜアメリカが参戦したか？それは次

回の課題としたいと思います。 

 

●｢ナショナリズム｣と国家について 

 参加者から｢ナショナリズムをどう考えるか｣という

質問がありました。 

 私が｢国民国家｣ではなく｢主権国家｣という言葉を使

ったのには、理由があります。「国民国家nation state」

はあいまいです。ベネディクト・アンダーソンの｢想像

の共同体｣という言い方もあいまいです。それに対して、

｢主権国家｣は｢領域、唯一の主権、排他的主権｣と、明確

に規定できます。［ついでに。｢排他的｣の所に｢国家は本

質的に武力・戦争の産物｣が出てきます］ 

 その上で、《国民が主権者を（強制的に従わされてい

るのではなく）支持している国家》を｢国民国家｣と呼ぶ

のが妥当かと思います。名誉革命後のイギリスは、国民

が租税抵抗なしに納税していたから｢国民国家｣です。フ

ランス革命時のフランスは、国民軍が革命防衛に立ち上

がった｢国民国家｣です。国家の政策をめぐって国民が二

分されるばあいはどうなのか？その対立が非和解的に

なったら、それでも同じ主権国家を維持できるか？……

｢国民国家｣は、国家の性格を形容する｢呼び方｣にすぎず、

社会科学的な概念ではないと考えます。 

 

●なぜ 400年も昔にさかのぼるのか 

 参加者から、｢400 年も前の経済史を議論して意味が

あるのか｣という意見がありました。 

 当然の疑問です。だから私は、あらかじめ｢脱・資本

主義、脱・主権国家というオルタナティブ｣のために資

本主義像を考える、といいました。 

 ｢経済学｣は、もともとオルタナティブのための社会科

学であったはずです。オルタナティブは、経済的変革だ

けでは実現できず、政治的変革が必要です。だから｢経

済学｣は｢政治経済学｣です。 
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資本主義（経済）は、主権国家（とその世界編成）と

いう枠組あっての資本主義です。 

今日の主権国家の枠組は、｢冷戦体制｣の崩壊後の米中

対立を軸とした枠組です。日本という主権国家に対する

オルタナティブも、日米安全保障体制という枠組の意味

をどう理解するかにかかっています。その日米安全保障

体制は、冷戦体制の一環です。 

日米安全保障体制→パクス・アメリカーナと冷戦体制

→第二次大戦→第一次大戦→パクス・ブリタニカ→世界

商業と資本主義の形成 

こうして、元をたどっていくと、400 年前の｢世界商

業と資本主義の形成｣までさかのぼって資本主義と主権

国家の意味を追求してはじめて、今日の資本主義と主権

国家が理解できると、私は考えました。 

｢迂遠のようですが｣とことわりましたが、｢迂遠だが

必要｣とわかってもらうために、続きを準備したいと思

います。 

 

■■参加者の感想・意見 

■司会者・五味久壽 

矢沢さん（以下敬称を略す）の「資本主義国家の成立」

の報告にあたり司会を務めたが、司会者ないし質問者が

（回答者の発表の内容や脈絡にお構いなしに）回答者に

言わせたいことを得るまで質問を繰り返す事態を避け、

このフォーラムの特徴である参加者が自由かつ率直に

話せることを心掛けたつもりであった。 

 矢沢報告については当日の参加者がそれぞれの見解

を寄せられるであろうから、討論内容の紹介は措いて個

人としての感想を述べたい。 

 

 1、コメンテーターの伊藤先生（以下敬称略）と「世

界資本主義論の再構築」を標榜する矢沢との間に事前に

やり取りがあったと聞いたが、伊藤のコメントに対する

回答から討論を始めるという通常の形式は採らなかっ

た。その理由は、岩田世界資本主義論（ただし 1964年

未来社版であり 2006 年の増補新版『世界資本主義Ⅰ』

ではない） 

に対しては理解を示すが基本を宇野理論においてきた

伊藤と、本人も迂遠と認めながら岩田世界資本主義論を

超えるべく「資本主義国家の成立」から解きなおす必要

を主張する矢沢との間では、問題意識がかみ合わないと
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判断したためである。これは私が最初に書いたことの趣

旨にも繋がる。 

 伊藤は、矢沢報告に対して「岩田弘『世界資本主義』

(1964)を資本主義国家の形成発展の側面について、補強

し再構築する試みをなしている。」とコメントの最初で

評価している。だが、1964 年からはすでに半世紀以上

が経過しているので、そう見てよいかという問題がある。

『世界資本主義』(1964)の時代の岩田は、まだ世界資本

主義 

のイメージを星雲に代表させる力学的思考方法であっ

た。それが、パソコンとインターネットの分散ネットワ

ークシステムへの理解を媒介にして生物学的イメージ

へと変わっていった。 

 今回矢沢が「世界資本主義論の再構築」という時に「岩

田の」という固有名詞を「世界資本主義論」につけてい

ない。しかし、このことは、世界資本主義が岩田の専売

商品ではないこと、また世界資本主義が特定の理論体系

として成立しているものではないことを曖昧にしてい

る。  

 1990 年代には旧ソ連の瓦解を通して「グローバルキ

ャピタリズム」が登場し、その背後で中国・アジアの台

頭が進行した。岩田は、このグローバルキャピタリズム

に注目しただけでなく、ソ連社会主義の崩壊の意味を深

刻に受け止めた。さらに、それまでのヨーロッパ・アメ

リカシステムとしての資本主義を歴史的前提としてき

た経済学 

は通用しなくなった。加えて 20008 年のリーマン・シ

ョックを境として「西側システム」つまりアメリカ・ヨ

ーロッパシステムとしての資本主義全体の凋落と行き

詰まりが明らかになるとともに、その内部での「グロー

バリゼーション」と「反グローバリゼーション」の動き

の衝突が顕在化した。 

 これを通して明らかになったのは、21 世紀が中国の

台頭が牽引しさらにインドまでが加わった「アジアの世

紀」であることであった。河村哲二さんは、宇野派の段

階論の行き詰まりを「パックス・ブリタニカ」から「パ

ックス・アメリカーナ」へという新たな段階論のシェー

マ（矢沢もこの試みに従っている）に置き換えようとし

たが、河村の言う「パックス・アメリカーナ」は 21世

紀が「アジアの世紀」という要因は十分に取り入れてい

るとは言えない。そこで、これをそのまま 21世紀現在

の新しい「段階論」として通用させるのにはいささか無
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理があるのではないか。だからこそ、本年度最初に行わ

れた河村報告は、いわば「原理還元主義」的説き方（そ

れゆえの難解さ）を持っていたと感じた。 

  

 2、矢沢は、スライドの冒頭に今回の報告の趣旨を三

行に分けて書いた。出発点が「戦争・国家・資本主義」，

次の行で「資本主義国家の成立」、さらに次の行で「世

界資本主義論の再構築のために」である。つまり、「資

本主義国家の成立」を説くことが、「世界資本主義論の

再構築」のカギとなる主張であろう。 

 矢沢が挙げている三つの単語のうち最初に書かれて

いる「戦争」は、この 3つの連関の主導的要因となるは

ずである。したがって、自ずから人類史全体を経済学が

やってきたような商品経済システムの側ではなくして、

（例えば矢沢氏も読んだマクニールの『戦争の世界史』

のように）権力システムの側から解こうとすることにな

るはずである。 

 矢沢はこれに続いてもう一つ,目標を掲げて「オルタ

ナティブ」これも行を変えて「脱資本主義・脱主権国家」

と書いてあったが、報告者はその関係を整理しきれてい

ないと感じた。 

 

 3、矢沢報告の言う「資本主義国家」という用語は、

矢沢によれば歴史学・財政学・政治学等で最近使われる

概念であるという。このことの積極面は、矢沢がそれま

での経済学原理至上主義から離れとしたことであろう。 

 しかし、capitalist stateという言葉はあるが、多くは

state capitalism との対比において、また時には

democratic stateと対比されて用いられるようである。

『経済学批判』を書いた時のマルクスは、（岩田がかつ

て言っていたことであるがまだ山っ気があり）リカード

の二三の概念を批判すればリカード体系をひっくり返

せると考えていたようであるが、うまくいかなかった。

『資本』の体系に進んだが、未完に終わった。 

 矢沢のようにこの概念から始めようとすると、ヨーロ

ッパシステムとしての資本主義の歴史がなぜスペイン・

ポルトガル世界帝国の建設から始まるのかが見失われ

てしまうことになる。そしてこのスペイン・ポルトガル

世界帝国にとっての世界商業とは、世界帝国の建設のた

めの唯一の手段であり、したがって国営商業としての商

業であった。つまりＧ－Ｗ－Ｇ'は国家単位というより

帝国単位の世界商業であった。オランダは、スペイン・
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ポルトガル世界帝国がうまく包摂できなかった当時の

先進工業地帯であった。イギリス・フランスなどの絶対

主義国家は、スペイン・ポルトガル世界帝国の歴史的破

片から生まれたものであった。国営商業としての商業が

絶対主義国家の中でさらに資本としての世界商業に転

化していったとみるべきであろう。 

 矢沢は彼の言う「資本主義国家」をオランダから始め

ようとしたために、国籍のある世界商業と無国籍の世界

商業などという区別を置く必要が生じた。 

 「資本主義国家」はあまり見慣れない概念であり、矢

沢が言うほど重要な問題なのかは、聞き手にとって自明

ではない。 

 つまり矢沢は、歴史の推移を時間的にも限定すること

によって、世界資本主義論を結果的にスケールダウンし

ただけなのではないか。そして、矢沢自身も「迂遠のよ

うではありますが」と言っている通り、自身としては年

を取ってもできる仕事を見出したのであろうが、その仕

事に対する忍耐強い読者を得るのは難しいのではない

か。矢沢も「パクス・アメリカーナとその行き詰まりに

ついては、次の機会に譲ります」と言っているし、「と

くにパクス・ブリタニカの生成・発展・終焉の歴史のう

ちに、脱資本主義・脱主権国家の契機を探る」とも書い

ている。もっと別の表題のつけ方があったと思う。 

 もちろん、『経済原論』が書かれた時代には 19世紀は

少し前の出来事であり、当日小林さんが指摘しているよ

うに、そこでは原論の議論がなされていた当時において

は知られていなかった歴史的事実は発見できるであろ

うが。 

 岩田は発想力が豊かであり、現実の特徴を取り出して

（岩田の言うモディフィケーション）表現することに長

けていた。こうした岩田のやり方では、現在における到

達点の特徴を確認することを通して、これまでの全体が

そこに至る過程として説かれることになった。その岩田

も最晩年には現実に対する感度が落ちてしまったこと

は否定 

できない。 

現時点は、その根底にあるものーーディジタル革命が

どのようにかかわっているかであろう。 

 

■多田丞 

 ・資本主義の史的発展の経緯が分かり易かった。 

 ・特に、国家と戦争の関係も新しい視点が得られた。 
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 ・戦後の展開（パックスアメリカーナ）については次

回たのしみに 

  

■柏木勉 

主権国家の成立と資本主義との結合の歴史的発展の

推移について非常に子細に報告していただき、教えられ

ることも多く勉強になりました。 

そのうえで、若干の疑問を述べさせていただくと、脱

主権国家、脱資本主義を掲げておられるわけですが、 

戦争や財政に触れられているものの、報告の基調は経済

過程が中心になっていたと理解しました。しかし脱主権

国家をいう場合は国家論が不可欠だと思います。 

その場合は当然観念の領域に入ってきます。 

マルクスは、国家は幻想の共同体だといっています。

ベネディクト・アンダーソンは想像の共同体、吉本隆明

は共同幻想論を著しました。いずれも国家の本質は観念

だといっています。人間は何をするにしても、経済的行

為や、経済的行動を取る場合でも、ある観念を通さなけ

れば（媒介させなければ）行動できません。戦争も求心

力をもつ観念なしには不可能です。 

現在はそれがナショナリズムになっているわけです。 

私も全然整理できてはいないのですが、観念領域をど

のように入れ込んでいくのかが問題だと考えているの

ですが。 

  

■青山雫  資本主義と国家 その基礎視角 矢沢報

告に寄せて 

原理論の内部には国家やましてや租税についての規

定は出てこないが、これは原理論がそもそも貨幣収支体

としての資本があくまで、無政府的で私的経済活動体に

過ぎず、その多数による相互作用を通じても、人間社会

の共同性やあるいは物質代謝の全体を組織する経済体

制足りえないことの原理的な反映なのである。 

すなわち、資本主義がそれ自身の組織原理をそのまま

延長したその先に国家が成立してくるわけではない。そ

の意味で資本主義国家などというのはあくまで観念論

の産物でしかない。 

国家はそれ自身の組織原理で動いていくともいえる

が、しかし資本主義と全く自立し、それに対して一方的

に国家原理をもって規制関係をおよぼしていくもので

もない。 
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原理論の内部では、いわば資本の論理とは異質な外部

的関係が無関係なものとして無視されているのではな

い。国家の存立の一つの重要な契機である租税は、資本

にとっては一方ではその利潤から控除されてくる外部

的負担であると同時に、その財政的出動による産業政策

や、インフラ建築、軍事費によって産業連関を通じた蓄

積の促進や、特定部門での特別利潤の獲得などの形で資

本の運動に内的に集約還元される。 

そうしてそうした景気循環に集約される資本の現実

的運動が再び国家の租税体系を通じた財政収入に反映

され、財政政策引いては国家の政策体系に一定の影響を

与えていく。 

原理論の全体系は、そうした外部性を資本の蓄積運動

へと集約還元していく機構の体系的な叙述となってい

ることの理解が絶対的に要請される。 

 

資本主義とは単に対国家との関係だけが外部として

あるわけではなく、個別無政府的な資本自身が直接作り

出すことのできない他の異なった商品流通界とそこに

依拠した資本主義との相互作用を商品流通自身を通じ

て形成していく、世界的な展開を必ず伴って成立してく

る。 

 

こうした資本主義の世界資本主義としての景気循環

に総括される現実的運動全体が国家とその財政と相互

作用を生み出していくと見るべきだろう。 

 

国家の軍事費やその財政的支出は、繰り返しになるが

必ず資本蓄積の動向に規定されて歴史的具体的規定が

生じてくるのである。 

 

イギリスが重商主義のもとで商圏確保のために軍事

体制を構築し、租税制度とその国庫的管理機構である、

イングランド銀行を設立したことで国家として成立し

たとしてもそれは重商主義国家としての成立であって、

資本主義のその後の運動過程を反映して統治機構もイ

ングランド銀行の意義も段階的に変容していく。重商主

義段階のイングランド銀行はあくまで国庫の金庫番で

あって、本来の資本主義的な意味合いでの中央銀行では

ないことに注意しなくてはならない。中央銀行の資本主

義的な意義とは、資本主義企業相互間の商業信用を基底

に置く銀行体系の銀行の銀行、資本主義「社会的」な債



20 

 

権・債務の対抗関係の集約決済と、それを間接的に反映

した発券の集中にある。 この資本主義「社会的」とい

うところがミソで、それはある一国ないでただ一つの中

央銀行が成立してくることを意味せず、資本の個別無政

府性を反映して複数性を排除しえないのである。このこ

とは例えばアメリカの連邦準備制度成立以前、発券銀行

が複数存在していたことで知ることが出来よう。連邦準

備制度設立の決定的契機となったのは 1907 年恐慌で、

そこで「最後の貸し手」としての中央銀行設立の必要性

が痛感されたからにほかならない。それまでは、J.P.モ

ルガンがニューヨーク在の大手諸銀行を束ねて「最後の

貸し手」を急場しのぎ的に作っていたからだ。 

 

いずれにしても、国家と資本主義の関係を先に概観し

たような相互作用機構、それは世界資本主義の景気循環

を基底としている現実的運動とのそれ、にそって見てい

かないと、国家機能の一部である軍事についても観念的

で平板な理解しか生まれてこない。 

 

第一世界大戦も第二次世界大戦も資本主義国家間で

の軍事的衝突とは言え、世界資本主義の様相との関係で

は、まったく意味が異なる。第二次世界大戦は、世界大

恐慌によるポンド国際通貨体制の動揺・解体を通じた世

界資本主義のブロック経の分断が決定的な契機になっ

ているが、第一次世界大戦にはそのような世界資本主義

の変質があったとはいえない、むしろドイツの一方的な

帝国主義的軍事策動によるもという側面が強い。もちろ

ん 19世紀後半以降のドイツ・アメリカの産業的発展が

イギリス産業との競争関係の激化をもたらしたとはい

え、世界貿易に占めるイギリスのシェアが決定的に後退

したわけでもなく、そもそもいわゆる自由主義段階にお

いてもイギリス貿易収支は終始赤字で、膨大な海外投資

からの配当収入によって経常収支の確固たる黒字が維

持され、それがポンド価値の裏付けとなっていた。 

第一次世界大戦の結果として、イギリスは戦勝国とな

り対外的なポンド圏は版には何ら影響をこうむらなか

ったが、その莫大な軍事支出を調達するために海外債権

を売却したことで、経常収支の脆弱化が生じ、ポンドの

弱体化につながり世界大恐慌をもって金本位制から離

脱、国際通貨体制が文字通り崩壊した。パクス・ブリタ

ニカの「崩壊」なるものを仮に語るとすれば、以上のよ

うな過程をたどってのものであった。 
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国家成立の機序を軍事体制とそれを支える租税徴収

権と国庫管理としての「中央」銀行の成立に求めてしま

うと、以後の近代国家の歴史は戦争の変質、部分戦争か

総力戦かとに 2 分されるだけのことになるが、この把

握の一面性は社会保障費・福祉財政を単に総力戦体制構

築を契機とするだけのものとし規定するところにも集

中的に現れてくる。例えばドイツの健康保険制度を始め

とする社会政策の展開は、19 世紀後半のドイツ資本主

義企業の設立発展にともなう労働組合運動の先鋭化へ

の対抗措置として社会主義鎮圧法とセットで打ち出さ

れたのであって、総戦力戦とは縁もゆかりもない。 

もう一つ上げれば、アメリカには 20世紀に入っても

失業保険制度は存在せず、ようやく世界大恐慌の深刻化

によって失業率が 25%に達し、全土が極度の緊張に覆

われた時になってニューディールの一環として採用さ

れたのだった。いずれも世界資本主義の現実的運動と切

り離して理解することは不可能でしかない。以上 青山 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------ 

2019年 5月 18日世界資本主義フォーラム・矢沢報告資料 

暫定・資本主義像 

【［1］は情況掲載・資本主義像（上）より抜粋。［２］［３］は情況掲載・資本主義像（中）より抜粋。［４］［５］は情況

掲載・資本主義像（下）より抜粋・加筆】 

［１］オランダ商業覇権はなぜイギリス重商主義帝国に敗れたのか 

●オランダの商業金融とアムステルダム銀行 

 アムステルダムは， 17 世紀の初頭から， アントウェルベンにかわって， ヨーロッパ最大の為替取引網を築いて

おり，この為替取引の利便性が，アムステルダムの仲継商業を一層促進した。アムステルダムでは，ハンブルグ，

ダンツィッヒ，ケルン、ヴェネチア， ロンドン，パリ， フランクフルト・アム・マイン等との為替取引が開け、18

世紀前半には，ヨーロッパ内 24 の都市と直接に為替が組まれていた。 

 

 1609 年に創設されたアムステルダム振替銀行の主要業務は、為替取引による商業取引の決済であった。これまで

こうした為替取引は商人の仕事であったが、わざわざアムステルダム市が銀行を設立し、一定金額以上の為替取引

はすべてこの銀行を通してなすよう義務づけたのは、いかなる事情によるのか。 
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 当時アムステルダムで取引に使われた金銀鋳貨は数百種に及び、量目の不足する「悪貨」があとを絶たなかった。

そのため、アムステルダム銀行は、あらゆる種類の鋳貨や金属貨幣を計算貨幣たる銀行貨幣「グルデン」 に換算し

て商人の開設した預金口座に預金として受入れ、「グルデン」をもって外国為替の決済に使用することになった。

これによってアムステルダムでの貨幣価値が安定し、多数の外国商人がアムステルダム銀行に口座を聞いた。商業

取引の決済は、預金口座間の預金残高の移動（振替）によってなされた。商人達は，アムステルダム振替銀行の存

在によって，代金取立の手間と時聞を節約できただけでなく、悪貨に煩わされることがなくなった。 

 また、アムステルダムは，ヨーロッパ最大の貴金属取引市場で、そのため、商人たちは、為替相場が著しく不利

になれば、いつでも貴金属の現送に切換えることができた。これは一種の「原始的金本位制」とみることもできる。 

 

 17 世紀のアムステルダム銀行が、18 世紀のイングランド銀行と異なるのは、「発券業務」による信用供与がなか

ったことである。貴金属の預金に対する「預金証書」が発行され、これが「通貨」として流通したが、アムステルダ

ム銀行が当座貸越しで信用を供与することはなかった。 

 しかし、17 世紀後半になると、アムステルダム銀行による口座振替と貿易商人の手形振出の間にはいった「マー

チャント・バンカー」と呼ばれる民間金融業者による手形の引き受けが信用を供与するようになる［橋本理博、アム

ステルダム銀行の決済システム――17・18 世紀における「バンク・マネー」の意義――］。 

 

 オランダ経済が衰退するにつれて、貿易、海運、金融、産業の一体となった商業活動がそれぞれに分立し、オラ

ンダの投資家層は投資先を貿易や産業以外に求めるようになる。オランダ東西インド会社の株式や共和国政府債、

州公債、さらにはイギリス等諸外国の公債もアムステルダムで取引されるようになった（註）。今日グローバル金

融資本主義で見られる「金融と実体経済の乖離」が、18 世紀の衰退オランダ商業資本主義においても見られたこと

になる。 

（註）ドイツの麻織物とイギリスの毛織物の中継を主とする対イギリス貿易が，ハンブルクに進出したイギリス商人の直

接取引で不振に陥ったため，代って，イギリスの公債や株式が絶好の商品として，ロシドンに居住する同族や代理店を通じ

て買付けられ，オランダにはいってきた。中でも，イギリス国債は，議会の保証があるため，他の絶対王制の公債に比して

安全確実で有利な投資対象であり，オランダの金利生活者が最も好んで保有するところとなった。そのため，オランダ商人

達は，公債を購入するだけで 5% 以上の利子を得ることが出来たのみでなく，その投機で通常 20~30% の利益をあげるこ

とができるため，ますます，仲継貿易から遠のいていった。そして，オランダ人の保有する公債は，全イギリス公債額面価

格の 32~22% に及んだ。［石坂昭雄、アムステルダム 17－18 世紀金融市場］ 

 

 ●オランダの工業 

 なぜ、一七世紀のオランダには「産業資本主義」が成立しなかったのに、一八世紀イギリスに産業資本主義が成

立したのか？ 

 経済史の示すところでは、オランダの工業がイギリスに比べて遅れていたわけではない。工業は、海運・貿易・

金融業、ニシン漁（その過半は輸出）とならんで、オランダの主要産業であった。 

 

 オランダには、イギリスから輸入した羊毛・毛織物に染色・仕上げする毛織物産業があった。 

 南ネーデルラントの織物労働者が、宗教的迫害で追われて、レイデンに移住してきた。レイデンは、フランスの

リヨンと並んでヨーロッパ最大の毛織物産地となった。レイデンの織物生産高は 1664 年がピークで 17 世紀第 3 四

半期に減り始め、1700 年には半減した。毛織物には原毛の種類によって粗悪品から高級品まで 7 種あったが、低級

品は（イギリス産やリエージュ産のような外国産の価格下落に引っ張られて）価格が下落し、採算が合わなくなり、

生産を縮小するか、さもなくば（はじめは梳毛、紡糸、織布の工程だけ、のちには染色・仕上げも）賃金の安い農村

に移動した。外国産に対抗できるのは、ラーケンと呼ばれる高級毛織物だけであった。 
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 綿織り捺染業も、スイス、ドイツ、フランスの競争相手に負けた。 

 

 塩・砂糖の精製業、製材業、ビール醸造業もあった。この技術は、しばらくの間イギリスにはまねのできないも

のであった。アムステルダムは年間 5500 万ポンドの粗糖を輸入し、内 5000 万ポンドを生成し、4500 万ポンドの精

糖を生産した。その 2／3 が外国に輸出された。ヨーロッパの砂糖需要は急拡大していたが、オランダの製糖業は伸

びなかった。国際価格が下がり、ハンブルクとの競争で苦しくなったからだ。 

 

 オランダの造船業は世界一であった。バルト海域から木材、麻、ピッチを輸入し、オランダ海運業を支える船舶、

帆布、ロープを大量に製造し、輸出もしていた。帆布生産は 1725 年ピークに達したが 1769 年には半分以下に減っ

た。ロシアとの競争に加えてイギリスやスウェーデンの保護主義政策による。 

 オランダの造船業はヨーロッパの造船業であった。年間 500 隻、1 万人の労働者。水車利用の製材など導入し、高

速・大積載量・少数乗員という効率性の高いフライト船を開発する高い技術があった。しかし、1651 年航海法のあ

と、イギリスは外国船の購入・発注を禁止し、造船業を保護育成した。オランダの低価格の優位も崩れた。また、

イギリスが鉄を造船に取り入れたのに対して、オランダは木材のみに頼り、木材高騰で、価格面でもおくれを取っ

た。 

 

 オランダ工業の衰退の要因として、オランダ労働者の「高賃金」があったことがわかる。 

 では、オランダは生産技術の改良で「生産性」を上げることはできなかったのか？ 

 工業技術について言えば、一七世紀のオランダは世界一の工業技術をもっていた。オランダは、はじめは技術後

進国で、イタリア、イギリス等から技術を移転されたが、後には国内の職人による技術開発が進み、造船、風車や

水力の各種製造業への利用は、高いレベルの機械工学を実現していた。造船、航海、風車、タバコ、製材、ロープ、

帆布、撚糸等の技術がフランス、ロシア、スウェーデン等に提供され、技術の流出を恐れた共和国政府が熟練労働

者の国外移住を制限せねばならないほどであった。 

 

 オランダ工業衰退要因として「高賃金」による競争力低下を見てきたが、より大きな要因は、英仏等の重商主義

政策による圧迫・締め出しであった。 

 レイデンの織物業は、16 世紀前半に伸びたが早くも 16 世紀後半には縮小した。その原因はイギリスの毛織物業

（未加工羊毛に高い輸出税の保護）に負けたことにあるといわれる。レイデン織物業の衰退はオランダ「黄金時代」

の初期であり、オランダの世界商業に対する英仏の保護貿易政策による締め出しが、オランダ商業資本主義の黄金

時代にすでに始まっていたのだ。オランダ流の世界商業は、その内部に小規模な「産業資本」を生み出しつつも、

「世界の工場」になる前に、オランダ世界商業の没落とその運命をともにした。 

 

  ひるがえって、イギリスの綿工業の産業革命はなぜ起きたのか？綿製品は、かんたんに洗えてさまざまな用途に

使える新素材として、ヨーロッパに輸入されるとたちまち人気商品となった（「キャラコ革命」）。イギリス世界

商業による綿製品の世界商品化が、綿製品の機械制工場生産とそのための産業革命をもたらした。言い換えれば、

イギリスの世界商業覇権がイギリスの「世界の工場」と産業革命をもたらしたのだ。 

   

 ●英仏の重商主義政策とオランダ 

 一七世紀オランダ経済の衰退は、イギリス、フランス等の重商主義的な保護政策による。以下に引用するド・フ

リースの文章が、この間の経過を語り尽くしている。 

 「外国の重商主義政策が及ぼす重圧［フランス市場、イギリス・北米市場からの締め出し］は、オランダの輸出

にますます大きくのしかかっていったが、悲しいかな、国内市場がこれを埋め合わせることはできなかった。国内
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市場［およびドイツという後背地市場］は規模が小さすぎたし、この時期すでに景気後退に入っていた。共和国の

工業にとって自給自足状態への後退はあり得なかったし、植民地市場の育成に大きな成功を収めてもいなかった。」

［ド・フリース、ファン・デァ・ワウデ『最初の近代経済』 オランダの成功・失敗と持続力 1500－1812』名古屋大学出

版会 2009 321p］ 

  

 オランダは、国土の 1／4 が海面下という低湿地国であり、生存に必要な穀物を輸入に頼っている。それゆえ、オ

ランダの外国貿易の最重要品目は穀物である。 

 オランダ商船は通常は非武装で、これはバルト海商業が地中海や大西洋とちがって、武力衝突や海賊行為がほと

んどなかったからである。 

 

 オランダの貿易はバルト海貿易が中心であるが、オランダ東インド会社（VOC）のアジア貿易もあった。VOC の

武装船団はアジアでイギリスを武力排除し（1623 年、アンボナイ事件、その結果イギリスは東アジア行きをあきらめてインドに向か

った）、インドネシアを武力支配した。オランダ西インド会社（WIC）に至っては「スペインとの休戦が期限切れと

なった 1621 年に貿易会社を装って設立された私掠業会社で、スペイン船やボルトガル船を攻撃したり掠奪すること

を主な目的とした」［佐藤弘幸『図説オランダの歴史』2012 河出書房新社］のであって、こうした武力商業は、オラ

ンダの商業全体から見れば傍流であった。 

 

 オランダの商船を代表するのは、16 世紀末に開発された「フライト船」で、これは、穀物のようなかさばる貨物

を大量に積むことができ、少人数の船員で航行できる――ということは運搬コストのきわめて安い――商船であっ

た。オランダの世界商業は、こうした効率的でコストの安い海運の優位性と、アムステルダム金融市場の金融力に

よって、ヨーロッパの南北市場［イベリア半島・英仏とバルト海域のあいだの貿易］を席巻した。言い換えると、

武力ではなく経済力によって市場のシェアを高めた。 

 これに対しイギリス商業は、海賊の延長のごとき武力による商業利益の拡大防衛を基本とする。個々の商船が武

装するだけでなく、海軍による防衛――海軍力に支えられた軍事的商業――を常態とした。 

 「非軍事の商業取引」を基本とするオランダと「軍事を決め手とする商業」を基本とするイギリス――この差は、

オランダの「都市国家」とイギリスの「国家」の差に直接結びついている。 

 

 ●オランダ連邦共和国という「都市国家」 

 オランダ連邦共和国は 7 つの州からなる連邦で、7 つの州それぞれが「主権者」であった。それぞれの州もまたい

くつかの独立した「都市」からなる（投票権を持つ都市が 7 州併せて 57 都市あった）。ホラント州が連邦財政の 5 割以上を

分担しており、ぬきんでて強大ではあったが、共和国の決定は 7 州の合議制であった。ホラント州の中でアムステ

ルダムは最大の都市であったが、ここでも、アムステルダムがホラント州を支配することはできなかった。オラン

ダ共和国は、地方分権型であり、これはイギリスがクロムウェルのピューリタン革命を経て中央集権国家になった

ことと対照的である。 

 徴税権も大部分は各州にあり、連邦政府の徴税権があるのは、スペインとの戦争で獲得した直轄地のみであった。

そのため連邦政府としての支出（大部分が防衛費）に要する費用の調達は、各州に「割り当てる」という方式が編

み出された。 

 

 1582 年からは共和国に関税が導入され、関税収入はすべて海軍支庁に回されることになった。海軍支庁はアムス

テルダム、ロッテリア等 5 カ所にあり、各支庁がそれぞれの領域で徴税した。関税収入がすべて海軍支庁に回され

た理由は「海軍は護衛艦隊で商船を守り、海賊と闘い、公海の自由を支えているのだから、海上商業は、これを支

援して当然と考えられた」からである」［『最初の近代経済』88 ページ］ 
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 オランダの「母なる貿易」であったバルト海貿易では、海賊・私掠船もほとんどなく、オランダ船は非武装が基

本で、必要に応じて武装するか海軍が出動するだけであった。 

 

  イギリスはピューリタン革命で実権を握ったクロムウェルの下、航海条例（1651 年）で他国の船舶を閉め出した。

航海条例の狙いは、オランダの商業覇権への挑戦・排除であり、具体的には、オランダ船をイギリス貿易（イギリ

スとオランダ以外の第三国の貿易を含む）から排除するものであった。オランダの貿易・海運は、（ヨーロッパの

南北、つまりイベリア半島・英仏とバルト海地域の間の）中継貿易であり、アムステルダムがヨーロッパの「中央

貨物集散地」の機能をはたしていた。だから、イギリスによるオランダ中継貿易排除は、オランダの世界商業その

ものに致命的打撃を与えるものであった。しかもイギリスは、航海条例実施をイングランド軍艦によるオランダ商

船の拿捕という軍事的強硬手段に訴えたため、英蘭海軍戦争となった。これが第一次英蘭戦争 1652－54 である。 

 オランダの小型軍艦はかつてスペイン軍艦に対してはこれを撃退した実績を持っており、多数の非武装商船の護

衛のためには小型軍艦が便利ということもあって、オランダは大型軍艦を建造しなかった。軍事的にはこの差が勝

敗を分けたといわれる。この敗戦で、オランダはイギリス海峡の制海権をイギリスに奪われた。以後第二次（1665

－67）、第三次（1672－74）と英蘭戦争が断続的につづく。 

 

 1688 年、オランダは、スペイン無敵艦隊をはるかに上回る大艦隊を編成し、オラニエ公ウィレム 3 世を総督とし

て、イギリスの親フランス派の国王と反フランス派の議会の亀裂に乗じて、起死回生のイギリス侵攻を企てる。こ

れが成功してウィレム 3 世がイギリス国王となり英蘭の同君同盟が成立する。（これによってオランダ商人の一部

はロンドンに商業の拠点を移し、かえってオランダ商業の衰退を早めることになった。）ウィレム三世に主導され

た英蘭連合はフランスのルイ十四世の領土拡張政策を封じ込める役割は果たしたが、結果的にはイギリスのフラン

スに対するパワーゲームを助けただけで、オランダ共和国の衰退を止めることには寄与しなかった。ここにもオラ

ンダ共和国が近代的主権国家としては未熟であったことがあらわれている。 

 英仏による商業覇権への圧迫にもかかわらず、オランダの貿易や金融力は、その後 1 世紀にわたって維持される。

貿易量や商船の数が目立って減少するのは、18 世紀の末である。 

 

18世紀のヨーロッパ商業は、ロンドン、ハンブルク、アムステルダムの3都市の連携を核としていた。アムステル

ダムの衰退で、ヨーロッパの商業覇権はロンドンとハンブルクの争いとなった。英のヨーロッパでの商業覇権確立

は、1815年のナポレオン敗北・ウィーン条約による。［玉木俊明］ 
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た。オランダに替わって世界資本主義の基軸となったのはイギリス資本主義である。 

 

（1）名誉革命から「財政＝軍事国家」へ 

●名誉革命と租税・公債国家の誕生 

 1688 年、イギリスでは、カトリックの国王ジェイムスⅡがフランスのルイ 14 世と組んで、議会と対立していた

が、議会に招請されたオランダのオレンジ公ウィリアム 3 世がイギリスに進軍すると、ジェイムス 2 世はフランス

に逃亡し、議会の勝利となった。ウィリアム 3 世は妻のメアリ 2 世とともに共同君主となったが、議会の作成した

「権利章典」に署名した上での王位就任であった（名誉革命）。権利章典は立憲王制を規定しており、その中には

「議会の同意なき課税を違法とする
、、、、、、、、、、、、、、、

」ことが明記されていた。 

 このときすでに国王の宮廷維持費も王領地の収入では賄えなくなっており、王は議会から歳入を付与され、国王

の支出は国庫の一部となる。王室家産の無産化と近代租税・公債国家の誕生である［神野直彦『財政学』有斐閣 2002

年］。 

 イギリスが戦費を国債で調達できるようになった最大の要因は、議会が――ということはイギリスの経済活動を

になう地主・商工業者・金融業者が――国債について責任をもつことを宣言し，かつそれが実績で示されたことで

ある。じっさい、名誉革命後のイギリスは、一度も国債がデフォルトしていない。 

 

●イギリスの軍事費の急増 

 イギリスの歳出に占める軍事費は、18 世紀に急増する（図 2－1）。名誉革命（1688）以前の国家支出は年 200 万

ポンドであったのが、スペイン継承戦争期（1702－1713）には年 700 万ポンド、アメリカ独立戦争期（1776－1783）

には年 3000 万ポンドになった。1680 年代から 1780 年代の 100 年間にイギリスの軍事費は 15 倍にもふえたことに

なる。 

 なお、文政費（君主と宮廷の経費）は年 100 万ポンド以下で横ばい。歳入の 75－85％が陸海軍費・軍需費・国債

ジョン・ブリュア『財政＝軍事国家の衝撃』より
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費。国債費を除いても、国家支出の 61－74％が軍事支出であった。 

 

 （註）軍事費がいかに巨額になるか。最大の製鉄所の固定資本 1.2 万ポンド、綿紡績工場の固定資本 5000 万ポン

ドにたいして、一級戦艦 1 隻 3.3～3.9 万ポンド、二級戦艦 1 隻 2.4～2.7 万ポンド、三級戦艦 1 隻 1.5～1.7 万ポンド、

ビクトリア号［1765 年 砲 100 門搭載］は 6.3 万ポンド。18 世紀前半のイギリス海軍の保有軍艦は、第一級・第二級

戦艦 20 隻、第三級戦艦 40 隻前後、第 4～6 級小型戦艦 120 隻で、これらの建造費用総額 225 万ポンド。その返済

コストは国民所得の 4％。海軍の維持費は年 50 万ポンド、海軍造船所の増改築はポーツマスとプリマスの二カ所で

68 万ポンド（7 年戦争後）。海軍造船所は国内最大の労働者雇用で、1770 年ポーツマスとプリマスの二カ所で 8000

人。［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］ 

 

 軍は最新最高の兵器を要求する。ナポレオン戦争当時の最大の武器改良は、大砲であった。それまで鋳造してい

た砲身が「中ぐり法」によって精度を増し、行軍とともに移動できる「野砲」が誕生した。さらに「パドル法」（コ

ークスを燃料とする反射炉、1785 年）によって純度の高い鍛鉄が作られ、武器生産にとっての重要性が認識された。

しかし、大規模投資に見合う需要は海軍以外になく、陸軍重視のフランスにおいては、実現しなかった。海軍重視

のイギリスでは、1780 年民需の鉄市場が成立し、政府がその 1／5 を兵器生産のために買い上げた。こうした民間企

業と海軍工廠の連携による軍需生産方式は、軍艦とその装備品の開発にも引き継がれた。（註） 

  

（註）1857 年ベッセマー製鉄法が登場し、ドイツのクルップがこれを大砲生産に実用化した。ロシアからの大口注文

があった。英アームストロング社は、アメリカ南北戦争で大砲を売り込む。1860 年代はグローバル兵器産業ビジネス

の出現した時期であり、ヨーロッパの小国、日本、中国、アルゼンチン、チリにも売り込んだ。民間兵器産業の競争

が、兵器の改良を促進した面もあり、海軍砲の改良→それに耐える搭載艦の改良→大砲のさらなる強力化…という連

鎖も。［マクニール『戦争の世界史』］ 

 

 産業革命は兵器の矢継ぎ早の革新をもたらし、これが軍事支出を膨張させる。イギリス海軍への蒸気船の導入は

1832 年であるが、1860 年には蒸気船が主流になった。蒸気力の導入が、内陸河川への侵入――（風向きに自由な）

上陸作戦――を可能にした。機雷・魚雷など水中兵器が大砲より脅威になることがわかり、1885 年以降、鉄製戦艦

の建造に海軍予算の大半が使われた。 

 

 英独の建艦競争は、第一次世界大戦に至る世界資本主義の中心的なテーマとなる。 

 

●名誉革命以前の戦費調達 

 ヘンリー8 世（1509－1547 在位）は「絶対王政の絶頂期}といわれる王であるが、1545 年対フランス・対スコット

ランド戦争の戦費をシティの裕福市民やアントウェルペンから調達した。このときはロンドン市庁が間に入った。

年 10％の利払い。 

 エリザベス 1 世（1533-1603 在位）は、対スペイン戦争の戦費をアントウェルペン、のちにハンブルク、ケルンの

商人から調達した。独占販売権の売却、議会からの補助金、関税を担保に玉爾証書を発行したが、借入は少額にと

どまった。1588 年スペインのアルマダ（無敵艦隊）を破ったあと、王領地の 1／４を売却して償還に充てた。 

 ジェームズ 1 世（1558－1603 在位）の当時、王領地からの収入は、ようやく歳出の 1／2 をまかえるほどに減って

いた。にもかかわらず、ジェームズ 1 世は、王権神授説をふりかざして王室の歳出を拡大し、議会の承認なしに借

入を増やした。王領地の 1／4 を売却し、王領地からの収入は 1617 年歳出の 16％にまで減った。議会は増税を認め

ず、王が勝手に借入を増やしたので、デフォルトが続出した。また、官職や独占権（スターチ、石炭、石けん、塩）

の売却を拡大した。「官職」の売却は当時のヨーロッパ各国の国王にとって、王領地の売却と並んで借金返済の常

套手段であった。官職にはそれぞれの官職の種類に応じた年俸がついている。一種の年金債で,市場で売買可能な金

融資産である。 
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 当時のイギリスでは、貯蓄を維持するための適当な金融資産がなく、金塊のまま保持したり、土地の購入に充て

たり（土地の騰貴をもたらす）していたから、格好な投資対象が求められていた。 

 当時すでに国際的な金融市場があったにもかかわらず国王たちがそれを利用できなかったのは、国王には信用が

なかったからである。名誉革命による王政から立憲王政への移行が内外の金融市場から戦費を調達することを可能

にした。議会が国家の財政を管理するようになり、そのことが国家の信任を高めたからである。「国王の負債」か

ら「国の負債」つまり「国債」へと、借金がその性格を変えた。（註） 

 

（註） 名誉革命によって国王の「自活原則」が破棄され、議会は、従来の非経常的供与［主として戦費］としての

直接税だけでなく経常的歳入としての間接税に対する承認権も手に入れた。さらに、この間接税を担保とする政府借

入を議定事項とし、議会がその責任を負うことになった。これによって租税担保の借入が「国王の私債」たることを

やめてはじめて「国債」になった。［酒井重喜、『近代イギリス財政史研究』ミネルヴァ書房 1989］ 

●名誉革命後の国債発行とイングランド銀行 

 富田『国債の歴史』（東洋経済新報社 2008）によると、イギリスは 1692 年酒類に対する物品税を恒久化し、これを

担保に年 10％の年金国債 100 万ポンドを発行した。1694 年イングランド銀行を創設して、トン税（港湾利用税）を

担保に、同行から年利 8％で 120 万ポンド借り入れた。イングランド銀行が関与していることが重要である。 

 

 イングランド銀行は国債発行にいかなる役割をはたしているのだろうか。 

  イングランド銀行の創設は、じつはフランスルイ 14 世に対する 9 年戦争のための 1694 年財源調達法（トン税法）

第 19 章に盛り込まれていた。のちにイギリスの中央銀行となるイングランド銀行は、初めから戦費調達のために創

設されたのだ。 

 

 トン税法は、戦費 150 万ポンドのうち 120 万ポンドをイングランド銀行から借り入れ、30 万ポンドを終身年金で

調達するとした。イングランド銀行は 120 万ポンドの資本金を公募し、120 万ポンドを政府に長期融資する。 

 融資の方法として、イングランド銀行が資本金と同額までの署名手形を発行する特権を向こう 12 年間付与した。

イングランド銀行の署名手形は、年率 3％の持参人払い約束手形として、つまり銀行券として流通した。オランダの

アムステルダム銀行が銀行券を発行できなかったのに対して、イングランド銀行は銀行券の発行によって借入がで

きた。ここにロンドンの、金融市場としての発展を見ることができる。 

 担保とする税収が 8％の利払いに不足する場合は、国債の信認維持のため、国庫に他の財源で不足を補うことを

義務づけた。 

 

 （註）イングランド銀行の銀行券発行［春井久志 「セントラル・バンキングの歴史的展開」より］ 

 イングランド銀行の勅許を認めた 1694 年の 「トン税条例」は，120 万ポンドの範囲内で署印手形（sealed bills）

の発行を認めている。政府 への貸付の大部分は，この署印手形によった。同行は 署印のない現金手形（running 

cash notes）も発行し，預金業務も同時に営んだ。 この現金手形は，金匠手形（goldsmith notes） と同様，現金の預

け入れに対して銀行が発行する約束手形であったが，その後，100％以下の準備でも発行されるようになった。後

に，イン グランド銀行券へと発展していったのは，この 現金手形であった。 

他方，政府がその債務の支払いに使用した署印手形の大部分は，その受取人によってふたたび銀行に預け入れられ

るか， あるいは現金手形や新たに発行された署印手形で支払われた。 

 1697 年にイングランド銀行は、政府への追加的な貸付の見返りとして，イングランドおよびウェールズにおける

株式組織による銀行券発行 の独占権を獲得し，1708 年には６名以上の出資者による株式組織の発券銀行の設立を禁

止する条例の発布に成功した。ロンドンの民間銀行は次第に，自らの銀行券の発行業務から撤退を初め， 代わりに

イングランド銀行券を使用するようになった。またこれらの商業銀行は，イングランド銀行に支払準備の預金勘定
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（bankersʼ balances）を開設して，この預金勘定の振替によって商業銀行相互間の決済を行なうように変わっていっ

た。そのために，これらの銀行は支払準備の大半を金貨で保有する形から，イングランド銀行券でも保有するように

なった。 

 

●増税とコンソル債への借り換え  

1688 年名誉革命以降の三大税収は、関税（間接税）、消費税（間接税）、土地税（直接税）であった。名誉革命

の直後は土地税の比率が大であったが、その後は間接税が主役となった（註）。間接税収入の大幅増加の理由は、

経済成長ではなかった。1670→1810 年、所得が 3 倍なのに税収は 16 倍にも増えたのは、新税の導入と税率の引き

上げによって、間接税収入を増やしたからだ。 

 

（註）1688－1712 年の間は土地税が主役で、税収の 42％を占めていた。1713 年をさかいに土地税の比率は急減し、

主役は土地税から消費税に替わった。なぜか？じつは名誉革命前は、消費税が主役であり、名誉革命後の 1688－1712

年、土地税が主役となったことが例外だったのだ。なぜ、名誉革命直後のこの時期、例外的に土地税の比率が高まっ

たのか？その理由は、議会（土地税を支払う地主が多い）が新システムへの抵抗を抑えるために――従来の国王の徴

税システムで徴税するために――あえて土地税を主にして、消費税の増税をしなかった,というのがブリュアの解釈

である。1713 年以降消費税が増えたのは、どうしても増税が必要になったからである。［ブリュア、前掲書 108P］。 

 

●財政＝軍事国家 

 オーストリア継承戦争後の 1750－51 年、国債の低利借り換えを行い、各種国債が 2 種の 3％コンソル債（永久債）

に整理統合された［コンソルとはコンソリデイティッド、つまり統合された国債の意味］。コンソル債の誕生によって、国

債の売買が容易になり、流動性が増した。 

  

 ナポレオン戦争では、イギリスはハプスブルク家等同盟国の軍に軍事費を送金して支援した。そのために巨額の

国債を発行した。インフレ（通貨ポンドの減価）で金が流出し、1797 年、金本位制を停止したが、1799 年所得税を

導入し、国債の減債基金も維持した。ヨーロッパ大陸（オランダ）の巨額の資金が低利でイギリスに流入し、戦費

調達を可能にした。1800－15 年の永久国債の金利は、フランス 8.0％にたいしてイギリス 4.8％であった。イギリス

国債はそれだけ高く信認されていたのだ。 

 1793 年～1815 年の対仏戦争で、イギリス国民の税負担は 1800 万ポンドから 7800 万ポンドへと 4.2 倍に増加し、

国債残高は 2.4 億ポンドから 8.6 億ポンドへと 3.5 倍に増加した。利払い費も 9100 億ポンドから 3 億ポンドに増加

した。 

 戦後は財政黒字が続き、国債残高は急速に低下。1821 年ポンドは旧平価で金本位制に復帰した。 

 

 こうして《［戦時には］税収を担保とした戦費調達で短期債券が急増⇒［平時には］市場金利の低下に合わせて

国債の低利借り換えで国の借金を減らし税収で利払いする⇒［次の戦時に］イギリス国債の信任が高いので国債で

戦費を調達する》という戦費調達と租税収入による返済のシステム――財政＝軍事国家――が形成された。イギリ

ス国債は一度もデフォルトせず、そのためイギリス国債の金利はどこの国債よりも低かった。［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］。 

 

 国民が消費税の新設・増税を受け入れたのは、戦費調達によって遂行された戦争にことごとく勝利して、そのお

かげでイギリスの世界商業が拡大し、国民の所得・生活水準が向上していると信ぜられたからである。 

 

 「ブリテン［イギリス］の財政＝軍事国家は ルイ 14 世との戦争の中で誕生した。…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財政策（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
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備、という政策を採用したからである」［ブリュア『財政＝軍事国家の衝撃』名古屋大学出版会 2003 5p］  

 

●ロンドン国際金融センター 

 アムステルダムは 1795 年、フランス革命軍よる占領と債務国のデフォルト多発で、国際金融センターとしての地

位をロンドンに譲った。 

アムステルダム金融センターを担ってきた多くのオランダ商人が、カネと金融知識と国際ネットワークを持参し

てロンドンに移住してきた。じっさいイングランド銀行の出資者名簿を見ると、1751 年では、3294 人の議決権を有

する出資者のうち約 1000 人がオランダ人またはフランダース人であった。総裁資格のある者 495 人のうち、少なく

とも 105 人がオランダ人であった。 

 金融センターのアムステルダムからロンドンへの移動は、国際的な金融・決済ネットワークの結節点が移動した

だけで、金融ネットワークそのものはヴェネチア→アントウェルペン→アムステルダムと引き継がれ厚みを増した

金融資産・金融網がそっくり引き継がれたといえる。 

 イギリス資本主義はオランダ商業資本主義が築いたヨーロッパの金融ネットワークを引き継いでパクス・ブリタ

ニカを築いたわけである。 

 他方、アムステルダム銀行は発券銀行ではなかった。つまり、アムステルダム金融センターはオランダ国民経済

に根ざしたものではなかった（だから、オランダの産業・商業の衰退後も生き残った）。これに対して、ロンドン

金融センターは、イングランド銀行を頂点とするイギリス銀行システムの一部であり、そのイギリスの銀行システ

ムはイギリスの商工業者の信用取引を基礎としていた。 

 ポンドはイギリスの国民通貨であると同時に国際通貨となったのであるが、そのポンドの価値を保障していたの

は、イギリス国民経済の健全性――とくに戦費調達によって破綻することはないという財政に対する信認――であ

った。 

 したがって、イギリス財政＝軍事国家の成立こそが、ポンドの価値を保障し、イギリス金本位制を国際金本位制

として世界経済編成の軸たらしめたとみなければならない。 

 

 くりかえしになるが、ロンドンが国際金融センターになったのは、イギリスの貯蓄超過のゆえに外債がたくさん

発行されたからではなく、①デモクラシーに裏打ちされたイギリス国債の信用力が絶対王政国のそれより高く、②

コンソル創設による国債市場の流動性が高かったからである。 

 

（2）フランスとの覇権闘争を通して軍事強国へ。 

●18 世紀のヨーロッパ政治とイギリス国民国家の誕生 

 スペイン継承戦争の終結（1713 年、ユトレヒト条約）後 40 年間は、ルイ 14 世のフランスに対するイギリス・オ

ランダ・オーストリア（ハプスブルク家）の反フランス同盟という勢力均衡により、平和がつづいた。この間、英

仏二大国と旧来の帝国（スペイン・ボルトガル・ハプスブルク家）の間には、一種のギブ・アンド・テイク――英仏

は旧帝国の植民地港湾を利用し、代わりに、これらの港湾を攻撃しない――があった［マクニール『戦争の世界史』］。 

 諸国王は 17 世紀半（イギリスは 1640 年のピューリタン革命以降、フランスは 1660 年のルイ 14 世親政以降）、

商業・金融システムに抵抗することをやめ、商業・資本家と協力関係を築く。イタリア、オランダの都市国家から

流出した商人たちが王国に移住して、王国財政を支えるようになる。国家と商業資本の結合。これにより、（市民

革命以前の）王侯も、常備軍の維持が容易になった。ロシア＝エカテリーナ女帝の軍事強国化は、その例である。 

18 世紀、財政＝軍事国家としてのイギリスは、スペイン、フランスと争って七つの海の海上覇権を確立し、フラ

ンスを主敵とするヨーロッパ大陸覇権闘争を勝ち抜いた。これを通してイギリスは、常備軍をもち「イギリス国民」

というナショナル・アイデンティティをもつ国民国家となった。これはまた、「イギリス国民」が誕生する過程でも

あった。［リンダ・コリー『イギリス国民の誕生』［名古屋大学出版会］ 

 

 ●フランスとの「第二次百年戦争」 
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 イギリスは名誉革命（1688）からナポレオン戦争までの 126 年間、断続的にフランスと戦争していた。 

フランスは 17世紀半以降、スペインに替わって、ヨーロッパ随一の陸軍大国となった。 

 

ちなみに 17 世紀末の各国の陸軍兵力は、フランス 40 万人、スペイン 5 万人、オランダ 10 万人、スウェーデン 10

万人、ロシア 17 万人であった。イギリスは、海軍は強大であったが、陸軍は 1701 年に常備軍 7000 人に縮小し、その

後拡大したが 4 万人ほどで、ヨーロッパ大陸で単独で闘う戦力は、その後もついにもったことがない。［マクニール『戦

争の世界史』］ 

 

 アメリカ独立戦争以前、大艦隊同士の海戦では、イギリス海軍は圧倒的優位にあったが、フランスの海軍がイギ

リスにとって脅威であることに、変わりはなかった。じっさい、フランスは大艦同士の海戦を避けてイギリスの商
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船を狙い、大きな損害を与えた。  

九年戦争（1688－97）では、イギリスは 4000 隻の商船を失い、スペイン継承戦争では、3250 隻の商船を奪われた。

1698 年スミルナ商船隊が――護衛船団がついていたにもかかわらず――すべてフランス（軍艦と私掠船）に奪われ

た。 

 

 イギリスの海上覇権は 1763 年七年戦争で確立した。この戦争でイギリス海軍は、北米、インド等英仏が領有権争

いしている各地でフランス軍を攻撃し、圧倒した。イギリスの世界的な海上覇権とは、イギリス海軍の世界配置で

あるが、それは、軍港と石炭・食糧の補給基地を世界中に確保した、ということである。ルイ 14 世は領土の獲得を

めざして戦争を仕掛けたが、イギリスは、ユトレヒト条約でジブラルタルを獲得したように、領土ではなく、軍港・

寄港地を求めて戦争した。海域がイギリスにとっての「領土」であった。［図・東インド・中国ステーションの変遷
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（横井勝彦『アジアの海の大英帝国』講談社学術文庫 2004）より］ 

 

 1815 ウィーン体制でイギリスは、マルタ島、ケープタウン、スリランカの領有を認めさせ、植民地帝国へと前進

した。 

  

（3）東西インド三角貿易と第一次産業革命 

 イギリスの貿易は 17 世紀後半から 18 世紀初頭の 100 年間に爆発的に成長した。これは「商業革命」と呼ばれる。 

海軍力による海上覇権がイギリスの貿易拡大、とくにオランダの商業覇権を追い落とす上で決定的な力になってい

た。 

 

 ●産業革命をもたらした商業革命 

 川北稔は、産業革命はそれに先立つ商業革命によって起きた、という。［川北稔『工業化の歴史的前提』岩波 1983］。

この時期にイギリスの貿易は、（1）貿易量の飛躍的拡大、（2）ヨーロッパ内貿易からヨーロッパ外貿易への転換

（砂糖、タバコ、綿布等の再輸出が著増し、地域別では、非ヨーロッパの東西インド、北米大陸が増えた）、（3）

商品構成の変化（従来の毛織物単一輸出構造から絹、綿、鉱物、石けん、ガラス、ろうそく等雑工業製品の西イン

ド、北米輸出構造へ）がみられた。とくに砂糖の輸入は、生活革命（上流階級から下層階級への喫茶習慣の普及）

で激増したが、砂糖・茶は国内だけでなく「イギリス生活文化圏」（スコットランド、アイルランド、新世界）向け

に再輸出された。これが産業革命の伏線となる。 

 

 1713 年のユトレヒト条約で、イギリスはフランスからアシエント（奴隷貿易の権利）を譲渡された。これによっ

てイギリスは黒人奴隷貿易に乗り出し、「二つの三角貿易」（後述）がはじまる。奴隷貿易の妨げとなる海賊は、排

除された（註）。 

  

（註）イギリス政府の海賊対策 スペイン継承戦争の間は、王権が重武装商船・海賊船に対して「私掠船」免許状を

与えて、スペイン船を襲わせたが、戦後は一転して、私掠船免許状を失効させ、1721 年、イギリス庶民院は、海賊撲

滅法を公布した。政府が海賊排除に乗り出した理由は、南海会社が奴隷貿易の年 4800 人の権利（アシエント）を商

人に与えたため、海賊を排除する必要が生じたからだ。つまり、奴隷貿易がイギリスをして海賊撲滅政策に転換せし

めた［マーカス・レディカー『海賊たちの黄金時代』

ミネルヴァ書房 2011］。 

 

 こうして、イギリスはアジア、アフリカを世界シス

テムに組み込んだ。イギリスの商業覇権・海上覇権の

範囲は、ポルトガル、オランダの商業覇権・海上覇権

を超えた。［玉木俊明、海洋帝国興隆史］ 

 

  イギリス貿易の中心は、ヨーロッパ内貿易からヨー

ロッパ外貿易、つまり東西インド、北米大陸貿易へと

転換したが、川北稔は E・ウィリアムズの奴隷制・産

業革命論［E・ウィリアムズ『資本主義と奴隷制』理論社

1968］を踏まえて、二つの三角貿易がイギリス産業革

命をもたらしたとする。［川北稔『工業化の歴史的前提』

岩波 1983］ 

 

 第一の三角貿易は、《本国－西アフリカ－西インド（カリブ海諸島）－本国》である。西アフリカから西インド

http://www.y-history.net/appendix/wh0901-054_2.html
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への奴隷供給と、西インドから本国への砂糖輸出がその核である。西インドのプランテーションでのサトウキビ栽

培と製糖工場は,奴隷の労働抜きには、実現しなかった。 

 

 第二の三角貿易は、《本国－西アフリカ－北米大陸－本国》である。西アフリカから北米大陸への奴隷供給と、

北米から本国への原棉輸出がその核である。 

 

  イギリスにとってもう一つ欠かせないのは東インド貿易である。東インドの茶が西インドの砂糖と結合して、イ

ギリスに「飲茶の習慣」を作り、これが「生活革命」をもたらした。「生活革命」の中で、イギリスの東インド会社

がもたらしたインドの綿布は、たちまちヨーロッパの人気商品となった（キャラコ革命）。綿布の需要のとどまる

ところを知らぬ拡大が、綿布の国産化とその生産技術の改良の推進力となった。紡績・紡織工業を中心とする第一

次産業革命である。蒸気機関は、このあとすぐに鉄道建設と鉄工業のブームを生み出す。 

 

 1770 年代前半、西インド諸島からの所得は、本国国民所得の 8－10％にも及んだ。しかし西インド諸島のイギリ

スにとっての大きな経済的意義は、別にある。西インド諸島を要とする世界商業の中からイギリス産業革命の起動

力となった「世界商品」綿織物が誕生したことである。 

 イギリスの西部諸港とロンドン商人を担い手とする奴隷・砂糖の三角貿易が、リバプールの急成長をもたらし、工

業化に必要な資金を供給し、原棉供給と下級綿織物需要をもたらし、綿工業都市マンチェスターの成長と産業革命

を引き起こした。 

 原棉供給は 1780 年頃まではその 2／3 を西インド諸島に頼っていた（残りは合衆国）。奴隷・砂糖貿易が綿工業

の産業革命に必要な需要、資金、棉花をもたらした。 

 19 世紀前半、織布の機械化と綿織物産業の急成長でアメリカの棉花栽培が拡大した。紡績機、織布機の輸出解禁

（1843）で機械製造業も成長した。鉄道ブーム、自由貿易へ移行、穀物法撤廃（1846 年）。航海条例も廃止された。 

  イギリスの綿製品輸出は、当初は対ヨーロッパが主であったが、次第にその比率は減じて（1820 年 50％，1850 年

16％、1880 年 8％、1900 年 6％）、対東アジア（インド、中国、ジャワ）輸出が増大した（1820 年 6％、1850 年 31％、

1880 年 54％、1900 年 58％）。 

 

（4）18 世紀､5 つの戦争とイギリス「国民国家」の形成 

 名誉革命から五つの戦争とナポレオン戦争を経てイギリスは国民国家・国民経済を形成した。金融・商業・産業

の一体化した資本主義的経済システムが確立し、世界の資本主義的編成の基軸たる経済的基礎が準備された。 

  

［３］フランスにおける国家と資本主義の結合 フランス革命と国民国家 

●フランス国王の負債累積と革命政府による負債切り捨て 

 戦費を国債で調達したイギリスとは対象的に、フランスではルイ 14 世が 9 年戦争（1688－1697）およびスペイン

王位継承戦争（1702－1713）で巨額の戦費を必要としたが、税収だけでは足りず、直接借入（強制／任意）で 15.37

億リーブル調達した。金利は 8.3％にも達した。売官も 6.39 億リーブル。1707 年からは政府紙幣の発行で資金調達

したが、1713 年流通残高 8 億リーブルにもなった。国王の債務残高は 1713 年 4 月には税収の 18 年分（30 億リーブ

ル）にもおよんだ。 

 

 ルイ 14 世の死後、摂政オルレアン公は、債務を強制的に削減し、借金残高 17 億リーブル、政府紙幣残高 2.5 億リ

ーブルとした。さらに、スコットランド出身の財政家ジョン・ローに発券銀行を設立させ、国の負債をミシシピ会

社（ルイジアナの金鉱開発）の株式と交換した。ミシシピ会社の業績低下が露呈すると、株価は暴落し、王立銀行

券の正貨への交換が加速した。「ローのシステム」は破綻し、ローは国外に逃亡した。 

 ローのシステムは、中央銀行信用と国債と事業会社を結びつけて家産的財政の資本主義的システムへの転換を図
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る試みとも言えるが、失敗した。ナポレオンはこの失敗をくりかえさないために、国債の発行を回避し、戦費の調

達は「占領による調達」という苦しい戦争になった。ナポレオン軍がスペインで民衆の反撃に遭って苦戦した一因

も「現地調達」にある。ロシア遠征では、ロシアの焦土作戦により、食糧の現地調達が不可能になり、戦闘よりも

飢餓でナポレオン軍は壊滅した。 

 

 ローのシステムの破綻後、国王の財政は間接税の徴収に頼ることとなった。税の徴収といってもイギリスのよう

な国家組織としての徴税官があるわけではなく、徴税請負制である。総請負人が出資を募って徴税請負のための特

権会社を作り、国王への前貸し金を手形の発行で募る。その額は徴税請負額八千万リーブルに対して前貸し金二千

万リーブル（1750 年）というぐあいであった。特権会社は、武装して貴族やブルジョワの家宅捜査をし、違反者を

投獄する権限まで与えられていたという［富田俊基『国債の歴史』東洋経済新報社 2006 132p］。 

 

 ルイ 15 世もデフォルトを繰り返した。ルイ 16 世は、貴族への増税か王室財政の破綻か、の瀬戸際に追い込まれ、

これがフランス革命につながった。 

 フランス革命直前の経済規模は、フランスはイギリスの 2 倍あったが、経済規模に対する税収の比率では、フラ

ンスはイギリスの半分しかなかった。その税収に占める国債の比率は、フランス 62％、イギリス 56％で大差はな

い。しかし、国債残高に対する国債費（利払い費、償還費）の比率は、イギリス 3.8％に対してフランス 7.5％で 2 倍

以上もある。その理由は、イギリスの国債はコンソル（永久国債）で利払いだけすればよいのに、フランス国債は

利払いプラス償還が必要であったからだ。また利払いそのものも、フランス国債は、デフォルトのリスク・プレミ

アムが上乗せされて、高かった。 

 フランス絶対王政は、財政＝軍事国家への転換に失敗して打倒された。そのあとの革命政権もナポレオン政権も、

財政＝軍事国家への転換に失敗した。仏英の軍事力の差は、ここに起因する。 

 

 革命政権は、没収した教会・貴族の土地を担保として土地担保証券を発行し、この土地担保証券を担保に銀行券

を発行した。 

 1892 年プロイセン・オーストリアとの開戦後は、銀行券の発行を禁止し、議会による紙幣の独占的発行に移行し

た。アッシニア紙幣である。イギリス、オランダとも開戦し、戦費調達のためにアッシニア紙幣が増発された。そ

の結果インフレが亢進し、土地担保を超える発行によって、アッシニア紙幣は不換紙幣となった。 

 革命政権は、イギリスのコンソルに倣って永久国債「ラント」を発行したが,応募少なく、また利払いのアッシニ

ア紙幣の減価を反映して、ラントの価格が低落した。けっきょく、革命政権は、1797 年 9 月「三分の二破産法」を

制定して、国家債務の三分の二を切り捨てた。フランス国債は暴落した。 

 

●ナポレオンの戦費調達法 

 ナポレオンの 1797 年 9 月のクーデタは、フランス国債価格を回復させたが、フランスの財政への内外の信認は低

く、戦費を国債で調達できる情況ではなかった。ナポレオン政府は、間接税を再導入し、フランス銀行を設立して

金銀複本位制に復帰した。ナポレオンは遠征費を現地で調達し、占領地のプロイセン・オーストリアから巨額の賠

償金を取った。1812 年ロシア遠征までは均衡財政を続けられた。ロシア遠征の失敗と賠償金の支払いでフランス国

債は暴落し、ナポレオン減債基金も停止した。 

 

  フランス陸軍はイギリス海軍に負けた。どういうことか？トラファルガー海戦1805でフランス海軍はイギリス海

軍に完敗したが、その影響は、陸戦にまで及んだ。ポルトガル・スペイン戦場において、イギリス派遣軍は海軍に

よる輸送に依存できたのに対して、海上輸送のできなかったフランス軍は、飢えて戦えなかった。［マクニール『

戦争の世界史』］ 

  

●フランスの国民国家・国民経済の成立 
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 フランス革命は、ヨーロッパで最初に「主権者としての国民」を誕生させた［福井憲彦『近代ヨーロッパの覇権』興

亡の世界史 13 講談社 2008］。「主権者としての国民」は、何よりも国民軍に表れている。 

 

 国家の政治的統一が早期に達成され、それにともなって内国関税の廃止、度量衡の統一等、国内の統一市場化が

進んだ。ナポレオン帝政保護下に綿織物の工業化が実現し、ついで 1820－30 年代には機械、製鉄業が興った。 

  

 ナポレオン戦争では、英仏の財政力の差が出た。イギリス自身の陸軍はあいかわらず貧弱であったが、大陸に陸

軍を派遣する代わりに、ハプスブルク家等同盟国の軍に軍事費を送金して支援した。そのために巨額の国債を発行

した。インフレ（通貨ポンドの減価）で金流出し、1797 金本位制停止したが、1799 所得税を導入し、国債の減債基

金も維持した。ヨーロッパ大陸（オランダ）の巨額の資金が低利でイギリスに流入し、戦費調達を可能にした。 

 フランス国債の金利は 8.0％で,イギリス国債の 4.8％（1800－15 年のコンソル債）にたいして「カントリー・リス

ク」のプレミアム金利を上乗せしていたのだ。 

 フランスの中央銀行設立の試みは、1716 年のロー・システムからはじまる。ローはルイ 15 世の残した膨大な債務

を王立銀行の銀行券（銀行信用）で償還しようとしたが、銀行券の暴落によって失敗した。フランス革命後の政府

は、接収した貴族の土地を担保にアッシニア紙幣を発行したが、これも減価（インフレ）によってうまくいかなか

った。ナポレオンが 1800 年フランス銀行を設立したが、その基金となったのは旧体制の徴税官資金であった。発券

がフランス全土に及んだのは、1848 年革命の後である。 

 フランス中央銀行の発券が安定するためには、国民経済の発展が必要であり、第二帝政以後にもちこされる。 

 

［４］ドイツ帝国と国民国家・国民経済の形成 

 （1）ドイツ国民国家の誕生 

  ●プロイセンの敗戦と国家の改革  

  国王ルイ 16 世を死刑にしたフランス革命に対して、ハプスブルク家とプロイセンは軍を差し向けるが、フランス

の国民衛兵軍の前に敗退する（ヴァルミーの闘い 1792）。さらに、プロイセン軍は 1806 年には、単独でナポレオン

と闘い完敗した。うち続く敗退は、プロイセンに軍隊の改革論を呼び起こした。国王ウィルヘルム 3 世は、シャル

ンホルストら改革派を登用して軍制改革へ向かわせる。外国人の徴募中止、体罰禁止、将校任官の貴族特権廃止、

士官学校、新しい軍隊編成、新しい戦術、陸軍省の新設等さまざまな改革が俎上に上ったが、問題の核心は、旧来

の皇帝軍の特徴である「貴族中心の将校団と代理人制（抜け道）のある徴兵制度の常備軍」をどうやって「貴族特

権から脱した将校団と国民皆兵制度の国民軍」へと改造するかであった。 

 軍制改革は紆余曲折を経て「一般兵役義務」（徴兵制）をようやく実現し、プロイセン軍は旧式の「皇帝軍」から

近代国家の「国民軍」へとなんとか変革された。［ラルフ・プレーヴェ『19 世紀ドイツの軍隊・国家・社会』創元社 2010］。

その反面、1848 年革命における自由主義改革派の敗北で、1850 年プロイセン憲法は、憲法を軍隊の宣誓の対象から

外し、国王の統帥権を規定した。プロイセンの軍隊は「皇帝の軍隊」でありかつ「国民軍」でもあるという二重性

をもつものとなった。 

  

 1871 年ドイツ帝国は、三つの戦争（合わせてドイツ統一戦争という）から生まれた。ドイツ統一戦争とはデンマー

ク戦争（1864）、普墺戦争（1866）、普仏戦争（1870－71）である。 

 普墺戦争では、プロイセンは一般兵役義務と鉄道により 30 万人を動員し、オーストリアを七週間で圧倒した。参

謀本部＝大モルトケの戦争指揮とドライゼ銃の威力が光った。 

 普仏戦争では、フランスは火力（ドライゼ銃を上回るシャスポー銃）と鉄道輸送力でプロイセンを上回っていた

が、プロイセン・ドイツ軍は、一般兵役により、開戦時の 52 万人から終戦時の 117 万人まで兵力を拡大し、開戦時

30 万人のフランス軍を圧倒した。ナポレオン３世の捕虜で、戦争は（パリ・コミューン軍との戦いになったが）1 年
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後に終結した。 

 普仏戦争の勝利は、プロイセンの軍事システム――参謀本部、戦争計画、工業力、鉄道網、電信網、兵力動員―

―の優位性を示した。また、この普仏戦争の勝利後、「市民層は、プロイセン軍の軍人と自らを自己同一視する傾

向を増し」戦争が国民全体の仕事になった。［『ドイツ史と戦争』細流社 2011 第 1 章 ドイツ統一戦争から第一次世界

大戦 （中島浩貴）］。 

 これは戦争が「国王の戦争」から「国家の戦争」になった、ということである。「国家の戦争」は「国王の戦争」

ではもはやない、という意味で「国民の戦争」といってもよい。少なくとも国民のかなりの部分には「自分たち国

民の戦争」と意識されるようになった。国民のかなりの部分が「自分たち国民の戦争」を遂行すると考える国家、

これは「国民国家」にほかならない。 

 こうして「戦争を遂行する組織・主体としての国民国家」が、フランス、イギリスに次いで、ドイツに生まれた。 

 プロイセン・諸邦・帝国の錯綜する利害を調整してドイツ帝国を軌道に乗せたのはプロイセン首相にしてドイツ

帝国宰相となったビスマルクの辣腕であった。ビスマルクは英仏露墺との巧みな外交でヨーロッパの軍事的衝突の

回避をはかったが、1890 年失脚する。ビスマルクを失った「指導者なきドイツ」はその後迷走し、第一次世界大戦

の主たる要因になる。 

 

 （2）ドイツ国民経済の誕生 

 ドイツ帝国の諸都市は、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。ハンザ諸都市はドイツ関税

同盟成立後もこれと距離を保っていた（最後まで抵抗したハンブルクが 1881 関税同盟に加入）。アウクスブルク、

ニュールンベルクはベネチアと結合し、フッガー家はアントウェルペン、リヨン、セビリアと結合し、東プロイセ

ン、ダンチヒ（木材、穀物、造船資材）はオランダ商人と結合し、ハンブルクはイギリスと結合し、ブレーメン（棉

花、コーヒー）は大西洋貿易と結合する、というぐあいで、「国民経済」が未形成であった。 

 

 ●関税の廃止と関税同盟 

ドイツは、多数の邦国に分かれていた。それぞれの邦国がそれぞれの通貨を使用し、他の邦国との商品売買に関

税をかけた。邦国間だけではない。邦国の中でさえ、関税が徴収された。プロイセン内でも、マーグデブルクから

ハンブルクまでエルベ川を下る船は 14 回関税を払わねばならなかった。通貨の統一と関税の廃止が、ドイツの統一

市場を作り出す上でカギであった。  

関税同盟に向けての歩みは、各邦の中での内部関税の廃止（バイエルン 1807 年、プロイセン 1818 年、…）、つ

いでいくつかの邦国間の関税同盟、そして 1834 年ドイツ関税同盟［18 領邦、2,300 万人、16 万平方マイル］へと進

んだ。 

 ドイツの国内関税の廃止は、自由貿易への転換となった。というのは、国内関税の廃止にともなって、1818 年プ

ロイセン関税法の税率表が基本的にドイツ関税同盟に引き継がれたが、この税率表において、輸入関税は（従価税

ではなく）従量税であったので、イギリスからの輸入品（精密工業製品が多い）には低率であったからだ。［ドイツ

関税同盟の成立 諸田実 1974 有斐閣］。 

 

●通貨の統一 

 19 世紀前半、南部はグルデン通貨、北部はターラー通貨、さらに各邦国内で通貨単位異なり、邦国ごとに法貨が

あった。1866 年普墺戦争でプロイセンがオーストリアに勝ち、南独グルデンに対するプロイセン・ターレルの優位

が確定した。 

 1820～1860 年、29 の発券銀行が設立されたが、ドイツ帝国成立にともない 1875 年プロイセン銀行がドイツ帝国

銀行［ドイツ帝国の中央銀行］となり、発券は帝国銀行に集中した。統一通貨マルクが実現。 

   

●ドイツの経済の発展 
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 イギリスで鉄道が開業したのは 1830 年。その 10 年後の 1840 年代には、はやくもドイツで蒸気機関車の国産化が

実現した。1854 年には蒸気機関車をすべて国産化しただけでなく、ポーランド、デンマークに輸出もした。 

 19 世紀前半、農業生産性が発展し、農産物輸出の増大、工業原料・工業完成品・植民地物産の輸入増大があった。

［1835 年以降貿易量急増］ 

 鉄道建設と基幹産業への大規模投資が 1848 年以降、株式会社形式と銀行の参入により増えた。1840 年から 1850

年の 10 年間に蒸気機関が 6 倍増した。 

 この時期、工場制大量生産が増大し、ルール地方に新工業地帯が生まれた。1863 年、ドイツは機械の輸入国から

輸出国へ転じた。1868－69 年、ドイツは鉄鋼の輸入国から輸出国へ転じた。 

 

 鉄道建設の経済効果は特筆に値する。石炭・原料の輸送コストが下がり、都市での工業生産が可能になった。企

業の株式会社形式が普及。鉄道の裾野産業［製鉄、鉱業、機械製造］の発達。それとともに、産業への公的関与が増

大し、1853 年、鉄道の半分は国有鉄道となった。 

 

●軍事産業と産業革命 

 帝国議会は、七年制予算を成立させ、永久予算を阻止した。平時の兵力を人口の 1％とし、兵員一人あたりの経費

を一定額に固定した。 

 私企業的な軍需産業は、19 世紀後半、機械・鉄鋼工業とともに形成された。 

 クルップ社は、自ら技術開発に専念するクルップ父子の家族的企業から出発した。1835 年、水車に替わる蒸気機

関を導入し、1847 年、鋳鋼製の砲身の鋳造を開始した。1864 以降、年 1 万両の鉄道車両と 2 万の車輪を供給した。

1870 年、労働者 1 万 2000 名の大企業へと成長した。1860 年代 軍の鉄道利用開始と 通信革命。 

 1880－90 年代 クルップを筆頭とする軍事・産業複合体が成長し、1890 年代からの艦隊建設を担う。 

 ドイツの産業革命の特徴は、（1）産業部門的には、鉄鋼、機械、化学等生産財投資財産業中心であること（第 2

次産業革命）、（2）イギリスよりはるかに進んだ大学・高等教育機関での科学技術研究・職業教育に支えられたこ

と、（3）金融的には、（イギリスのように利潤の再投資ではなく）銀行による資本調達で投資した。その結果、ド

イツの銀行は、商業銀行と投資銀行をかねる「兼営銀行制度」となった。 

 

［５］パクス・ブリタニカの形成 

●国際金本位制と国際金融資本市場 

 19 世紀初、フランス・ドイツ・オランダの国際金融市場がロンドンと競合していた。パリではプロイセン国債、

オーストリア国債、オーストリア・スペインの鉄道債が売り出された。アムステルダムでは米鉄道債、ラテンアメ

リカ国債が売り出された。フランクフルトではオランダ・スペイン・ポーランド・オーストリアの国債、米鉄道債

が売り出された等々。 

 1848 年二月革命で、ロンドンに資本が逃避し、ヨーロッパ国債市場は危機にみまわれた［フランス国債金利は、

3％→9.25％に上昇、価格は額面の 32.5％に下落。革命の波及しないロシアでも国債金利上昇］。クリミヤ戦争では、

イギリス・フランス・オーストリア・ロシアの国債金利がいっせいに上昇した。普仏戦争でフランス国債が大暴落。

この間イギリス国債金利の安定性が示され、イギリス金本位制への信頼がまし、世界の通貨システムの基軸として

の地位を不動のものとした。各国の国債金利がイギリス国債価格をベンチマークとして、イギリス国債金利プラス

各国のリスクプレミアム、というかたちで表わされたが、これはロンドンが国際金融の軸になっていることを端的

に示すものであった。 

 

 普仏戦争後、金本位制に移行する国が増えた。ドイツは、普仏戦争の賠償金 50 億フランで金本位制に移行した。

これに刺激されて、1872 年、北欧経済会議が通貨制度の変更を共同決定し、デンマーク、スウェーデン、ノルウェ
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ー、オランダが相次いで銀本位制から金本位制に移行した。フランス・ベルギー・スイスも 金銀複本位性から 1878

年、金本位制に移行した。アメリカも 1879 年、金兌換を再開した。 

 金本位制国は信用リスクが低いと見なされて国債金利が低い。たとえば日本は 1897 年の金本位制移行で、日露戦

争戦費と戦後国債整理費用をロンドンで調達できた。1900 年代、日本はロンドンでの最大の国債発行国となった。  

  

 ●金融センターとしてのロンドンの機能 

 イギリスの対外貸し付けは、1815 ウィーン会議でのフランス賠償金をベアリング商会が貸し付けて大成功したこ

とから始まった。対外投資は、リスクをともなう。1820 年代、ラテンアメリカ植民地の独立にともなう新政府のロ

ンドンからの借入による証券ブームとその破綻（1825）。 

 1830 年代鉄道ブームでは、国内貸付からフランス鉄道貸し付けへと広がる。ロンドンでポンド建て起債のほかに

フランス・フラン建ても。 

  

 ●パクス・ブリタニカへの挑戦 

 以上見てきたように、イギリスは、19 世紀の半ば、世界の海上覇権にもとずく商業革命、産業革命を経て拡張し

た工業生産力と世界の金融センターとしての地位、そして財政＝軍事国家によって構築された世界一の海軍力をも

つに至った。 

 これにたいして、19 世紀のヨーロッパに出現した諸国民国家は、経済的には、ロンドン金融センターを軸とする

貿易・金融のネットワークに入ることによってはじめて、それぞれの国民経済を発展させることができた。また外

交・軍事的には、世界の海上覇権を握るイギリスが、諸国民国家の主権拡張運動と主権防衛運動によって不断に起

きる危機を管理することになる。 

 イギリスの経済的政治的軍事的力による世界秩序の維持――パクス・ブリタニカの成立である。 

 

 だが、資本主義経済の力学は、それぞれの国民経済に現状維持を許さない。 

 ドイツ帝国の経済的軍事的強大化は、パクス・ブリタニカへの挑戦となり、その行き着く先は第一次世界大戦で

あった。その問題に行く前に「パクス・ブリタニカ」とはいかなる世界体制であったのか、確認する。 

●パクス・ブリタニカ（イギリスによる世界平和体制）とは？ 

 1815－1914が「パクス・ブリタニカ」といわれるが、この間、世界中いつでもどこもでも「平和」であったわけ

ではない。 

 第一に、パクス・ブリタニカは「ヨーロッパ列強間の平和」であり、ヨーロッパの外や列強間以外では、戦争が

多発していた。（ア）列強の対植民地戦争［イギリスによるインド大反乱の鎮圧戦争（1857）、イギリスによる対

中国アヘン戦争（第一次1840，第二次1856）、南ア戦争（1899）、ベトナムをめぐる清仏戦争（1884）］。（イ）

オスマン帝国の弱体化にともなう戦争［ギリシャ・トルコ戦争（1821）、露土戦争（1828）、エジプト・トルコ戦

争（第一次1831、第二次1839）］。（ウ）国家統一をめざす戦争［イタリア統一戦争（1859）、プロイセンの３戦

争（対デンマーク（1864）、対オーストリア（1866）、対フランス（1870））等。 

 

 第二に、時期的に、前半（1815－1853クリミヤ戦争まで）は、ウィーン体制による、英（パーマストン外相・首

相）・墺（メッテルニヒ）主導の会議外交による「平和」、（イ）1853－56クリミヤ戦争・1870普仏戦争をはさん

で、（ウ）後半（1870－1890）は、ドイツ・ビスマルク外交による「平和」である。（エ）ビスマルク失脚後の18

90－2014は、すでに大不況・英仏独建艦競争激化で、パクス・ブリタニカは崩壊過程に入り、最終的に、第一次大

戦で崩壊した。 

 

 つまり「パクス・ブリタニカ」といっても、イギリス主導の大国間平和が維持されたのは、空間的にも時間的に

も、限られている。 
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「パクス・ブリタニカ」が19世紀に実現したのは、世界一の海軍力によるイギリスの世界的な海上覇権と、イギリ

ス主導の世界自由貿易体制による。この時期の自由貿易体制は、植民地にとっては収奪される体制であるが、中核

諸国は利益を得た。イギリスの海上覇権と自由貿易体制が1815－1870年代のパクス・ブリタニカ――「世界戦争」

のない「平和」――を大枠として支えた。 

 

●パクス・ブリタニカの崩壊過程 

ナポレオン戦争の戦後処理としてのウィーン体制は、「正統主義」、つまりフランス革命以前のヨーロッパ諸国

王体制への復帰を基本理念としつつも、じっさいには、ナポレオン戦争の過程で生まれた変革の多くが追認された

。たとえば、ドイツについては、ナポレオンによって整理統合されたドイツ諸国の枠組が「ドイツ連邦」として引

き継がれ、神聖ローマ帝国の復活はなかった［岩崎周一『ハプスブルク帝国』］。 

 

「ウィーン体制」は、英・墺・普・露の反仏同盟として発足するが、ウィーン会議には、敗戦国フランスも加え

たG５体制。大陸のG4は、〈北方3列強（墺普露）〉対フランスという構図になっており、イギリスが中立の立場

で勢力均衡を図る、というのが1815-48年のパクス・ブリタニカである。イギリスは、ヨーロッパ大陸の外に位置

するゆえに「領土を要求しない」立場を貫くことで「公正な調停者」の役割を果たすことができた。［海軍大国の

イギリスの欲する「領土」は海上にあった。］ 

 

「ヨーロッパの平和」の直接の要因としては、1793年～1815年の十年余にわたる長期の戦争にどの国も疲れてい

たことがある。また、この間の紛争の火種が、デンマークのオランダからの独立、ギリシャ・エジプトのトルコか

らの独立、シュレスウィヒ＝ホルシュタインの帰属問題等、小国の問題であった。そのため、ウィーン体制が1848

年革命で解体するまでは、オーストリアのメッテルニヒとイギリスのパーマストンの主導する5大国会議（Ｇ5）に

よって解決された。軍事衝突は、小国間に限られ、列強間の戦争に発展することはなかった。 

 

ロシア（ニコライ1世）が南下政策でオスマン帝国を攻撃すると、イギリスは、「ロシアの南下の脅威」に対し

て、このときは、「外からバランサーとしてふるまう」立ち位置を逸脱して、英仏連合軍でオスマンを支援する（

クリミア戦争 1853年）。イギリスは領土は要求しなかったが、海上権益は死活問題であり、ロシアの南下は座視

できなかった。そのためロシアが黒海での海軍基地と海峡の支配を狙ったとき、英仏連合軍を出動して、クリミヤ

戦争になった。 

 

ビスマルクに指導されたプロシアがドイツ諸邦を統合して1871年ドイツ帝国を創設し、急速に軍事強国にのし上

がる。パクス・ブリタニカの後半は、じつはビスマルク外交であった。英露の対立はクリミヤ戦争後も続くが、イ

ギリスはその調停をビスマルクに任せるほかなかった。 

 

1873年に始まる大不況が自由貿易による世界経済成長を終わらせた。 

 

ビスマルクは、後発のドイツ帝国にとっては平和維持が必要であると考えていたが、1890年失職。ヴィルヘルム

2世のドイツは、軍事力を前面に出して英仏に挑戦するようになる。ドイツだけではない。フランスが海軍の拡張

に突き進み、イギリスも煽られて、海軍の拡張へ。仏・英・独の建艦競争へ。重工業化を背景として列強が大軍拡

競争（その中心は英仏独露日等の建艦競争）に突入したこと――これらの要因がパクス・ブリタニカを崩壊させ、

列強の第一次世界大戦に帰結した。 
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。 

［６］国民国家と国民経済の成立――国家と経済の資本主義的な結合 

 王権の強大なスペイン・ポルトガルは、資本主義との結合による主権国民国家への転換に失敗し、半資本主義的

農業国にとどまった。16－17世紀に世界商業に覇を唱えたオランダは、その都市国家としての限界により衰退し、

ナポレオンによる支配を経て弱小資本主義国へと後退した。スペイン･オランダのこうした衰退の過程については

すでに見た。ここでは、のちに第一次世界大戦の主役となる イギリス・フランス・ドイツ・イタリア・ロシア・

日本について、国民国家と国民経済の成立過程をみておこう。［英・仏・独についてはすでに触れたので要点のみ

記す］ 

 

（1）イギリスのばあい   

 イギリスは資本主義経済と主権国家が名誉革命によって上首尾のうちに結合させた。イギリスは名誉革命によっ

て王政から立憲君主制の国民国家へと転換し、戦争のための国王の借金が国家の借金、つまり国債となった。こう

した「財政＝軍事国家」への転換によって、イギリスは軍事力を飛躍的に高めた。軍事力の強化がまたイギリス世

界商業の発展（二つの三角貿易）とそれに導かれた国内産業の飛躍的発展（産業革命）をもたらした。 

  

 ●財政＝軍事国家とは 

 ここで、イギリス名誉革命で出現した「軍事＝財政国家」が、国家と資本主義経済を結合するどのような機構（

制度、実質）であったか。 

 1）国王の「家産」から国家の「財政」への転換。国王に代わって議会、つまり土地貴族・資本家等実際の経済

権力階級が「財政」の責任を負う財政統括体制の確立。 

 2）同時に、経済権力によって創設された中央銀行が国家の借金（国債）の返済の責任を負う。 

 3）確実な徴税によって国債の元利返済が実現する。 

 4）以上の1）～3）によって、国家の内外金融市場に対する信用が確立し、中央銀行が財政と金融市場を結ぶ媒

介環となって国家の借金つまり国債というかたち
、、、、、、、、

での軍事資金・戦費の内外金融市場からの低利の資金調達を可能

にする。 

 5）内外金融市場からの資金調達（および財政）によって増強された軍事力が――貿易・海運の排他的利益確保

、植民地の獲得、支配地域・領土の拡張、戦争による賠償金の獲得などによって――国民経済の発展を助長する。

国民経済の発展が税収増・国債の償還を可能にし、国債の確実な償還が財政への信任を高め、さらなる低利の国債

発行を可能にする。こうして国民経済・財政の発展拡張と軍事力拡張の好循環が形成される。 

 6）国民経済の発展は、内外の金融市場と産業を結ぶ銀行信用によって媒介されており、中央銀行は唯一の発券

銀行となる。商品貨幣（金本位制）・商業信用を基礎とした銀行信用の頂点としての中央銀行の銀行券が国民経済

の国民通貨となる。 

  

 イギリスにおいて実現した「財政＝軍事国家」は、このあと先進国だけでなくドイツや日本のような後発資本主

義国にとっても、モデルとなるものであった――ただしイギリスと同じようにはならなかったが。 

 

（2）フランスのばあい 

 フランスは、大革命とナポレオン戦争をとおして、主権国民国家と資本主義の結合を実現した。 

  

 ●フランス絶対王政の財政 
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 イギリスが低利で国債を発行できたのは、すでに見たように、1688年名誉革命によって成立した有産者層の議会

権力が国債の価値を保障したからであった。フランスでも、これに近い仕組みができかかったことがある。それは

百年戦争後のフランソワ1世時代に、国王の年金型の長期債務（ラント）の発行に対する返済の財源として、第三

者機関（パリ市庁とリヨンの銀行家）が国王の直轄財産や徴税権を国王から委譲されて管理する、という方式であ

る。1522年、1536年にはこの方式で国王はかなりの金額の借入ができたが、金利は8％から16％にも及ぶ高金利で

、国王は利払いに苦しみ、1588年にはついにデフォルトしてしまった。ために、国王の直接借入という中世の方式

に逆戻りした。［富田俊基『国債の歴史』東洋経済2006］  

  

 17世紀、フランス王権は、スペイン王権と並んでヨーロッパ最強であったが、その強大な王権をもたらした軍事

支出のための借金の決済に行き詰まり、大革命による王権の打倒と共和制国民国家への転換がもたらされた。その

過程を概観しよう。 

 ルイ14世は9年戦争（1688－97年）、スペイン王位継承戦争（1702－13年）で巨額の戦費を必要とした。戦費は、

国王の直接借入（強制／任意）15.37億リーブル（金利は8.3％の高利）、売官6.39億リーブルで賄った。国王の債

務残高は1713年には税収の18年分（30億リーブル）に達した。国王の死後ルイ15世の摂政となったオルレアン公は

債務を（法定金利を超えていた等の理由で）強制的に削減し、借金残高17億リーブル、政府紙幣残高2.5億リーブ

ルとなった。公はスコットランドの財政家ジョン・ローを招いて発券銀行を設立させた。王立銀行の紙幣をミシシ

ッピ会社（ルイジアナの金鉱開発）、インド会社の株式と連動させたが失敗。インフレの加速、株式の暴落、王立

銀行券の正貨への交換加速で「ローのシステム」は破綻し、ローは国外逃亡した。 

 1788年の国債費（償還費と利払い）の国債残高に対する比率は、イギリスの3.8％に対してフランスは7.5％もあ

った。これは、イギリス国債の多くが永久債で、償還が不要であったのに対して、フランス国債は償還が必要であ

ったことに加えて、フランス国債はたびたびの国王によるデフォルトで「リスク・プレミアム」が上乗せされてい

たからである。［富田、前掲書］ 

 ルイ16世は、王室財政の危機を打破すべく1614年以来175年ぶりに議会（全国三部会）を招集したが、これが裏

目に出て、王政転覆の大革命となった。フランス王室の財政危機はもはや課税強化によっては解決しえないところ

まで達していたのだ。 

 

  ●ナポレオンはなぜ戦争をつづけたか 

 ジャコバン独裁の混乱とヨーロッパ諸王国反仏同盟軍の攻勢はナポレオン帝政を生み出した。 

 ナポレオンが1795年国民公会軍の副司令官として登場してから1815年ワーテルローの戦いに敗れるまでの20年間

は、戦争の連続であった。戦争はナポレオンにとって、三つの意味で、不可欠の手段であった。
、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、

第一に、内外の王

党派との闘いに勝利することによって、ナポレオンはフランス革命の体現者として国民の圧倒的支持を獲得し、フ

ランス皇帝に登りつめることができた。第二に、貴族の軍に代わる徴兵制による国民軍の形成によって「フランス

国民」を作り出し、フランスを国民国家とした。第三に、戦争によって獲得したイタリア、オランダ、スペイン、

南ドイツ等の領地からの収入がナポレオン帝国の財政を支えた。 

 こうして、ナポレオン独裁、国民国家、財政のいずれにとっても、戦争こそが「生みの母」であった。
、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、

 

  

 ●ナポレオン戦争に見る英仏の差 

イギリスとフランスは、戦費の調達方法が対称的であった。信用力のあるイギリスは国債発行で戦費を調達でき

たが、フランスにはそれができなかった。英仏の信用力の差が、勝敗を分けた。
、、、、、、、、、、、、、、

［富田］ 

  ナポレオン財政の特徴は、「国債を発行しない
、、、、、、、、

」ことであった。 

 ブリュメール18日のクーデタで権力の座に着いたナポレオンにとって、ジャコバン独裁の経済的混乱･インフレ

に対して、紙幣の増発や国債のデフォルトという手段－－それは大革命が打倒した王政の常套手段であった－－に
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頼ることはできなかった。じっさい、フランスでは、国家・中央銀行に信用がなく、国債の発行はしたくてもでき

なかった。ナポレオンは間接税復活、国債金利の正貨による支払、均衡予算で政府に対する信頼を回復し、フラン

ス銀行設立（1800年）によって金銀本位制に復帰させた（1803年）。 

 では、増税も国債発行もなしに、ナポレオンはどうやって戦費を賄ったのか。その基本は、「駐留軍の費用は駐
、、、、、、、、

留地に負担させる
、、、、、、、、

」ことであった。駐留地とはナポレオン帝国の従属国、つまりイタリア王国、ナポリ王国、オラ

ンダ王国［弟ルイが国王］、ベルク大公国（ナポレオン派となったドイツの領邦国家）等である（註）。1799－18

14年の間にナポレオンは占領地から8億フランの正貨をフランスにもたらしたといわれる［富田、前掲書］。 

 また、駐屯費用の他に、1811年予算についてみれば、総額10億5600万フランのうち、オランダ、ハンザ都市から

の税収、イタリア王国からの支援金、アルプス以南からの塩税・たばこ税、併合地の財産没収等の特別収入が2億4

800万フランもあり、これが帝国財政を支えていた。 

 大蔵大臣が「財政は休息を必要としている」と言うと、ナポレオンは「ぎゃくだ。財政は戦争を必要としている

」と言ったと伝えられている。［本池立『ナポレオン』世界書院1992 149p］ 

 

 （註）1808年のフランス兵員はヨーロッパ最大の65万人あったが、国内に駐屯するのは半分以下の92個中隊（ノルマン

ディ沿岸に50個中隊  その他国内駐屯地 42個中隊）だけで、国外にそれ以上の中隊を駐屯させていた（ドイツ27中隊 ス

ペイン55中隊 イタリア24中隊）。 

 

（３）ドイツのばあい 

  ドイツにおける近代国家の成立は、英仏に大きく遅れて1871年「ドイツ帝国」創設に始まるが、ドイツ帝国の

誕生を｢資本主義と国民国家の結合｣という視点から見るとき、注目すべきはつぎの3点である。 

 1)ナポレオンの支配に対する｢ドイツ意識｣の高揚と軍事改革がプロイセンを軍事強国へと再編し、ビスマルクに

よる対デンマーク戦争、対オーストリア戦争、対フランス戦争の三度の戦争を勝ち抜
、、、、、、、、、

くことをとおしてプロイセン
、、、、、、、、、、、、、

をモデルとするドイツ帝国
、、、、、、、、、、、、

が形成された。（註１） 

 2)プロイセン王国のライバルは（プロイセンより強大な）オーストリアであったが、1850年代の工業化の差異－

－プロイセンがドイツ関税同盟を基盤に英仏との自由貿易で急成長したのに対して、オーストリアが旧い農業経済

にとどまった－－が力関係を逆転させた。言い換えれば、ドイツ帝国は資本主義的国民経済の形成と軌を一にして

形成された。 

 3)1848革命の大目標は｢自由と統一｣であったが、ドイツ帝国の成立は｢自由｣よりも｢統一」（ドイツ人としての

ナショナリズム）が優先された。「リベラリズムなきナショナリズム」［末川清、第８章 帝国創建の時代、『ド

イツ史2』山川出版社1996］。（註2） 

 

 （註１）ドイツ帝国は、 22邦国と3自由都市からなる。対外主権は帝国にあり、邦国は独自の立法権･行政権･財政を持

つ。プロイセン国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となる。皇帝には、戦争、官吏の任命、議

会の招集、軍隊の統帥権･人事権がある。軍は憲法に宣誓せず、統帥権が内閣から独立している（日本の明治憲法はこれを

模倣）。 

 

 （註2）領主への人格的隷属から解放された自由な個人としての｢市民｣を求める｢自由｣と、ナポレオン帝政のような他国

の支配に対抗するドイツ人の国家を求める｢統一｣の二つが一体となって、1848年革命以来の新しい政治潮流を形成していた

。諸邦国の中には、プロイセン主導の帝国形成への強い反発があったが、三度の戦争勝利による領土拡張･経済発展の実利

が反対派を孤立させ、｢統一国家の形成｣へ傾斜させた。「ドイツは一つの国民、一つの民族、一つの国家である」（1813フ

ンボルト）、「政治上の独立を失っても、言語･文学が失われないから一つの国民として存在するというのは根拠のない俗

説」（フィヒテ「ドイツ人に告ぐ」）のようなナショナリズムがけっきょくはドイツ帝国を成立させることになるが、ゲー
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テは「国民的憎悪は文化の最も低い段階で生まれる」と述べて排外主義的ナショナリズムに反対した。ヘーゲル、シラーも

愛国主義に反対した［坂井栄八郎、第5章 改革と開放の時代、『ドイツ史2』山川出版社1996］。 

 

●国債ファイナンスによる第一次世界大戦突入 

  ドイツは第一次世界大戦に突入したとき、戦費のほとんどを債務でまかなった。普仏戦争の経験から、戦勝後の

賠償金で返済できると考えた［富田、前掲書］。 

 1914－19年度の戦費特別会計は1600億マルク （1913年度一般会計の歳出32億マルクの50年分）。国債の利払い

・償還費は一般会計に計上したので、一般会計も赤字になった。 

 国債（軍事公債）は、民間銀行、貯蓄金庫を通じて投資家に販売された。長期国債の発行条件は、「金利5％、1

924年10月までの据え置き期間の後政府が任意償還」で、大戦中に9回、累計867億マルク発行された。また、6－7

年の中期国債が「金利5－4.5％」で8回、累計128億マルク発行された。  第一次世界大戦中のドイツは政府短期証

券の増発あるもインフレ率は2.45倍でイタリア・フランスより低く、米英と同程度であった。 

  なお、1914年7月の金兌換・金本位制停止で発券の制約をなくしたため、中央銀行券の増発による財政赤字をま

かなう「マネーファイナンス」があったが、大戦中のドイツの物価上昇は、イギリス、アメリカと大差なかった。

戦後の1922－23年のハイパー・インフレは、戦後要因（未定の賠償金額、フランスによるルール地方占領など）に

よるものと考えられる。 

 ライヒスバンクの発券残高は、戦前の20億マルクから1919年3月末56億マルク、1918年3月末120億マルクへと上

昇した。これと並行して、国債残高も1914年の50億マルクから1919年1565億マルク（うち638億マルクは政府短期

証券）へと増加した。「戦勝後の賠償金で返済する」という目論見は敗戦によって完全に破綻した。
、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、

 

 

（４）ロシアのばあい 

 ロシアは、ユーラシア大陸の後発帝国であったため、その領土（国境）は、四囲との何世紀にもわたる不断の戦

争を通して、めまぐるしく変化しながら膨張した。とくに北方の軍事大国スウェーデン、南方のオスマン・トルコ

帝国、西方のオーストリアとプロイセンとの戦争は、第一次大戦まで形を変えて続く。その中でロシアは、ナポレ

オン戦争終結時には、ヨーロッパ大陸随一の陸軍強国となっていた。 

 以下、ロシアの帝国的主権国家としての発展と軍事国家の財政的基盤の変化を概観する。 

●ピョートルによる北方戦争と近代国家への出発 

ピョートル 1世は、1697年と 1716年の 2度にわたり西欧諸国を歴訪して西欧の文物を取り入れ、ロシアをヨー

ロッパ列強の一角に押し上げた。 

17世紀末、軍事大国スウェーデンは、北海周辺のデンマーク、ロシア、ポーランドに戦争を仕掛け、つぎつぎと

領土を広げていた（註）。これに対して、1699 年、ロシア、ポーランド、デンマークの 3 国が対スウェーデンの北

方同盟を結成し、翌 1700年スウェーデンとの北方戦争に突入した。ロシアは 3－4万人の軍勢をもっていたにもか

かわらず、スウェーデンの若干 18 歳カール 12 世の率いる 1.8 万の軍勢に大敗。敗因は、新兵の訓練不足にあった

とされる。ピョートルは、教会の鐘を鋳つぶして（！）大砲を作り、1705年徴兵勅令（註）で 2万人の兵を集めて、

反撃。ようやく、スウェーデン軍を撃破した。 

（註）スウェーデンの軍力の経済的基盤  鉄と銅は輸出用商品として王室に莫大な貨幣をもたらしたが、兵器生産

に不可欠な原料（戦略的資源）だったから、スウェーデン自体の軍備増強にとっても不可欠かつ決定的な資源だった。

スウェーデンはヨーロッパで最大の戦略的な基幹産業＝兵器産業の１つを域内に保有することになった。その中心地

はイェーテボリで、この都市はバルト海から北海への出口にあって、ズント海峡――デンマーク王権の威圧――を経

由しないでヨーロッパ経済の中心地ネーデルラントへ向けて出航することができた。  こうして、鉱山と金属精製産

業は、バルト海とその周域でのスウェーデン王権の軍事的膨張のために財政的基盤と軍需物資の両方を提供した。［第
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７章 スウェーデンの奇妙な王権国家の形成――辺境からの離脱の試み］ 

 

 1707 年、スウェーデン・カール 12 世はふたたび 4.5 万の兵を率いてロシアを攻撃。ピョートルは、ポルタヴ

ァ［ウクライナ］でこれを殲滅。ポルタヴァの勝利によって、ピョートルのロシアは、ヨーロッパ列強の一員とな

り、ヨーロッパ国際政治に対する発言権を持つようになった。 

 

ピョートルの北方戦争は、兵員も大砲も、貨幣ではなく、「現物徴収」で賄った（註）。 

ピョートルはじつは、「貨幣こそ戦争の動脈である」と、戦争における財政的基盤の重要性を熟知していた［土肥

恒之、ロシア史 2］。にもかかわらず、当時のロシアには、租税で戦費を賄うための経済的基礎も行政機構もなく、

現物徴収のほかは、酒税、塩税、はては「髭税」等の場当たり的な臨時税に頼るしかなかった。 

 

（註）1705 年の徴兵令 ピョートル政府は、1705 年勅令を出して、納税世帯 20 戸につき一人の若者を兵士とし

て差し出すよう命じた（ほとんどが農民。全国的な担税民調査を 1709年実施）。これにより 1705－1709の 5年間に

3.5 万人の徴兵が見込まれ、じっさいに 2 万人が徴兵された。農民は、兵役のほかにも、都市・要塞の建設に徴用さ

れ、また、馬の徴用もあった。 

 

北方戦争以前、ピョートルの軍は、すでに 16万の規模に達していたが、1725年末には 21万人に増加、カザーク

などの非正規軍１０万をふくめて、ヨーロッパ最大の陸軍であった。 

ピョートル大帝は、軍備増強のために、ウラルに官営製鉄工場をつくり、1701年操業を開始した。製鉄は、1725

年には 6200トンの銑鉄を生産し、やがて銑鉄は輸出産業となった。 

ピョートルはまた、ネバ川河口に首都ペテルブルクとクロンシュタット要塞を建設し、バルト艦隊の建造に着手

した（1703年最初のフリゲート艦進水）。海軍はゼロからの出発であったが、9千名の海軍工廠でバルト海艦隊を建

設し、1714年にはスウェーデン海軍を破った。海軍力も、1719年にはスウェーデンを凌駕していた｡ 

1721年スウェーデンとのニスタット和平条約は、スウェーデン「バルト海帝国」の崩壊と、ロシアのバルト海覇

権の確立を告げた。バルト海は「北の地中海」と呼ばれた。ピョートルは「ピョートル大帝」となった。 

 

エカチェリーナ時代（1762－96）は、トルコとの海戦に勝ち、1774年クチュク＝カイナルジ条約で、ロシア商船

は、黒海への出口を確保した。黒海貿易は急成長し、19世紀半には、港湾都市オデッサは、ロシア最大の穀物輸出

港となった。 

 

●対仏大戦争とロシア 1793－1815 

 1805 年三帝会戦でロシアはナポレオンに大敗し、1807 年ティルジット条約で仏と和解。その結果ナポレオンの

大陸封鎖に参加し、イギリスと断交。イギリスとの貿易［穀物輸出］減少がロシア経済に打撃を与えた。財政破綻、

インフレへ。 

1810 年、ロシアは大陸封鎖から離脱してイギリスとの貿易を再開。それに怒ったナポレオンは、ロシア遠征へ。

ナポレオン軍は 50－60万人だが、モスクワに入ったのは１０万人［途中の極暑で消耗したとされる］。冬将軍に阻

まれて帰還したときは 3万人のみで、ロシア遠征がナポレオンの滅亡のきっかけとなった。 

 イギリスがスペインでナポレオン軍と戦っているとき、露普墺 3 国連合軍は 1814 年パリに無血入城し、ナポレ

オンはエルバ島に流された。そのあとの第一次パリ条約では、フランスは 1792年当時の国境が認められた。プロイ

センは仏領の割譲を要求したが、オーストリアが反対した。勢力均衡の力学をここに見ることができる。ナポレオ

ン百日天下のあとの第二次パリ条約では、フランスの国境は 1790年当時に制限された。ナポレオンへの国民的支持

を列強が脅威と見たからである［『フランス史２』山川書店］。 
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 ●ロシアの南下政策とクリミヤ戦争 

英露普墺の四国同盟（のちに仏が加わって五国同盟）の会議外交によって、ナポレオン戦争終結からクリミヤ戦

争までの「ヨーロッパの平和」が維持された。 

 この間、ロシア（ニコライ 1 世）は、トルコを攻めてアドリアノープル条約で黒海沿岸の割譲と黒海・両海峡の

自由航行を認めさせた。これにより、ロシアの穀物が世界市場に輸出されることになった。 

 ロシアによる黒海の支配は、イギリスのインドへの「帝国
エンパイア

ルート」への侵害であり、イギリスにとって認められ

ないものであった。1840年のイギリス主導の 4国会議で露土による黒海独占が覆され、両海峡が、平和時にはすべ

ての軍艦に閉鎖されることになった。イギリス外交の勝利だった。これをふたたび覆そうとしたロシアのトルコ侵

攻が、クリミヤ戦争を引き起こした。 

  

 クリミヤ戦争の敗北がロシアにもたらした負の遺産は、第一に、永年の国策としての南下策の挫折｡第二に、ナポ

レオン戦争で築いたヨーロッパにおける国際的地位の失墜。そして第三に、対外政策（ロシアという国家の発展）

を基本とするニコライ政府の国内支配力の弱体化であった。 

 また、クリミヤ戦争で暴露されたのは、ロシアの軍事・経済の後進性であった。小銃（施条銃ではなく、旧式の

先込銃）・大砲・軍艦（蒸気船ではなく、帆船）・兵站輸送路（鉄道建設の遅れ）において、英仏に大きく立ち後れて

いた。 

 

●アレクサンドル２世による改革 

クリミヤ戦争の敗北は、ロシア帝国に抜本的な軍事改革を迫り、軍事改革は、軍需生産のための重工業化を緊急

の課題とした。鉄道建設は、軍事的輸送のためにも、穀物輸入拡大のためにも必要だった。 

1857年鉄道建設勅令で「中央鉄道会社」設立。この会社に、4000㎞の鉄道建設が認可され、国家が株式・社債の

利子・配当を保障した。ロシアの鉄道は、1857年の 1116㎞から 1883年には 2万 4100キロに増加。 

鉄道建設は、レール、機関車、車両の輸入から始まったが、1872年高炉工場が稼働開始し、1870年代末には機関

車・車両も国産化した。 

石炭、石油業が急拡大。綿工業は、ロシアの支配下に入った中央アジアが、原料供給地・販売市場となって、拡

大。工場制綿布が農民の手作りの亜麻布にとって代わった。 

 鉄道の建設の資材の輸入のための関税引き下げ、信用制度改革［国立銀行、株式銀行、信用組合の設立］、税制改

革［酒（専売制をやめて）・タバコ・砂糖の間接税導入、町人身分の人頭税廃止、都市不動産税の導入］、農奴制の廃止、

教育改革――1864 年初等国民学校令（3 年以下、有料、非義務制）。1864 年、新高等学校令（7 年制、古典ギムナ

ージャと実科ギムナージャの 2種類、有料）。 

●軍事改革 

ミチューリン軍事大臣の軍制改革。兵役の 25年→16年の短縮。師団制・綜合参謀本部制。軍事教育部門の整備。

1874年、国民皆兵制［20歳以上の、身分に関係なく、すべての成年男子を対象に、陸軍は兵役 6年・予備役 9年、

海軍は兵役 7年・予備役 3年。その後は 40歳まで予備役として登録。「国民兵」の実現。じっさいには対象者の 25

－30％程度の実施であるが、19世紀末には予備兵 300万人になった。］。兵器の更新－－ただしロシアの工業力が遅

れており、大半は巨額の支払いで輸入。 

 

●露土戦争とヨーロッパ列強の対露姿勢 

1877 年 4 月、ロシアはトルコに宣戦布告。ロシア・ルーマニア・ブルガリアの同盟軍がトルコを破り、1878 年 3

月、サン・ステファノ条約で、セルビア、モンテネグロ、ルーマニアがトルコから独立した。目玉は、ブルガリア大

公国の出現で、トルコに対しては貢納のみで、自前の軍隊をもつ自治公国となり、５万のロシア軍が 2 年間ブルガ
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リアに駐留することが決められた。ブルガリア大公国は、黒海とエーゲ海に出口を持つ。 

イギリスとオーストリア・ハンガリー帝国は、これをロシア南下の脅威が増すものとして反対し、その見直しを

求めて全欧州会議を要求した。 

1878年 6月、ビスマルクを議長とするベルリン会議（英仏露墺独伊土の７カ国）が開かれ、ベルリン条約が調印

された。セルビア、モンテネグロ、ルーマニアの独立は認められたが、ブルガリア大公国は 3 分割され、ロシア軍

の駐留も 9ヶ月に短縮された。ロシアの南下政策は、英独によって大きく阻まれた。 

 

●ウィッテによる経済改革 

 開明官僚ウィッテは､シベリア鉄道の満州・ウラジオストックまでの延長を図る。清国の［対日賠償金支払いの

ための］パリでの借入をロシアが保証人となり、露支銀行を設立し、満州鉄道建設の利権を李鴻章との交渉で獲得

した。 

 1891年、シベリア鉄道の建設決定。鉄道はドネツ炭田とクリヴォイ・ロークの鉄鉱床を結び、1900年には、南部

に銑鋼一貫企業 12，単独高炉企業 4，単独製鋼企業 5が生まれた。うちベルギー・フランス等外国企業が 11，外資

系ロシア企業が 5，ロシア企業が 4で、ちょうど 20世紀末の中国の改革開放・外資による急激な重工業化と同様で

あった。このけっか、1900年には、ロシアの銑鉄生産は、フランス、オーストリア・ハンガリー帝国を超え、ドイ

ツの 4割、イギリスの 3割にまで追い上げ、国内需要の 9割近くを満たすまでに増えていた［中山弘正『帝政ロシ

アと外国資本』1988岩波書店］。 

ウィッテ蔵相は、さらなる外資導入のため、1897年、金本位制導入し、国立銀行を発券銀行とした。フランスで

外債発行。ドイツとは関税で対立したが、妥協が成立し、1894年露独通商条約が成立。ロシアから独へ穀物輸入し、

独から機械器具を輸入する貿易関係が成立。 

 かくて 1890年代、フランスからの資本導入でドイツから資本財を輸入し、シベリア鉄道建設と工業化を推進する

国際資金循環による軍備強化の体制ができたが、これは財政赤字の拡大をもたらした。 

 

●日露戦争における財政危機 

 日清戦争における日本の勝利はロシアを対日強硬政策へと転換させ、独仏を誘って三国干渉となった。日露の対

立は 1904年日露戦争へと発展する。 

ロシア政府は、1904年フランスから 3億リーブリ、ドイツから 2億 3150リーブリ借入したが、ロシア財政にと

っては、焼け石に水。さらなる借款をフランスに求めるも、ロシアの内政不安定を理由に拒否される。 

 ロシアは信用券発行高が 5 億リーブリから倍増、金貨へ交換増で金準備も減少。金兌換停止は対外信用の減退を

招くと躊躇していたが、ついに 1905年末には実質金兌換停止へ。 

 日露戦争時には、ロシア財政は、金本位制・中央銀行信用とヨーロッパ金融市場での起債に支えられる資本主義

的財政構造になっていたが、公債を償却すべき国富の主たる源泉は、依然として穀物の飢餓輸出であった。 

国民皆兵による陸軍大国が 19 世紀ロシアをヨーロッパ列強の地位に押し上げ、そのことによってヨーロッパ金

融市場からの資金調達が可能になり、外債で軍備の近代化・増強を賄ってきた。戦時の支出増は、より高金利の外

国からの借入に頼るほかなかった。日露戦争時の外債がまさにそうであった。 

ロシアの戦時外債は、イギリス「財政＝軍事国家」のように、国民経済自体の発展による租税で償却するのでは

なく、戦争に勝つことによって（賠償金、領土の割譲など）返済することを予定するものであった。それゆえ、日

露戦争の敗北は､ただちに外債のデフォルトと財政破綻の危機に結びつくものであったが、この危機を救ったのは、

フランスによる 1906 年の 5％利付き国債 22.5 億フラン引き受けであった。フランスはモロッコ問題でドイツと対

立、英仏露独アルヘシラス会議で、ロシアの無条件支持を得るために、ロシアに融資した［富田、前掲書］。この融

資が第一次大戦に至る強固な露仏同盟をつくった。［ケインズは『フランスのばかげた対露融資』と言った］。 

ロシアは引き続きフランスからの借金を膨らませながら、第一次大戦に突入し、1917年ロシア革命に至る。フラ
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ンスが大半を所有するロシア国債は、レーニン政府に引き継がれ､けっきょくは紙くずになった。 

（５）日本のばあい 

 徳川幕藩体制の日本において｢我が国｣は「我が藩」を意味した。日本が主権国家たることを迫られたのは、アメ

リカ、ロシア、フランス、イギリスの軍艦によって開国を迫られたことである。列強の開国要求に対して統一国家

として対処すべきことは、佐幕派にも反幕府派にも異論はなかった。 

 明治維新は、（１）列強の武力に対する統一的な国防体制としての｢国家｣の形成、（２）版籍奉還→天皇制国家

による主権国家の形成、（３）廃藩置県による全国単一市場の形成、（４）藩札を廃止し、政府紙幣発行による通

貨の統一、を一挙に実現し、近代国家形成 のスタートとなった。 

 日本は日清･日露戦争をとおして｢資本主義と国民国家の結合｣の軌道に乗った。（註） 

   

（註）維新直後の世界経済と日本経済を概観しておこう［石井寛治『日本の産業革命』］。 

 1882年初、リヨン株式市場の暴落に発端し米鉄道ブームの崩壊で4年間世界不況がつづいた。世界不況は、対米仏の生糸

輸出の減少をとおして日本にも波及した。英独仏からの資本輸出により、米鉄道ブームが再開し、ヨーロッパの対米鉄道資

材輸出も増大した。しかし、日本は外国人の直接投資を禁止していたため、ヨーロッパ資本投資の影響はなく、国内の賃金

・金利低下によって景気が回復した。輸出の増加がみられたのは、生糸（対米）、
こめ

米（イタリアへの飢餓輸出）、銅（足

尾銅山、対中国・インド・イギリス）、石炭（官営三井炭鉱、三菱高島炭鉱 対上海・香港・シンガポール＝欧米の汽船・

軍艦の燃料用）であった。輸出増は国内消費を拡大したが、織物輸入は増加せず（1870年代半の在来織物業の再編があった

ため）国産織物の増産をもたらした。1887－89年、１万錘規模の紡績会社（のちの３大紡績）が、大都市商人の株式払い込

みによりあいついで設立された。鉄道は、1886－92年、14鉄道会社が開業し、私鉄の営業線は 国営鉄道を上回った。鉄道

投資は、綿紡績の10倍以上の巨大資本を必要とするが、その資金調達のための近代的銀行システムがすでにできていたこと

、松方デフレで社会的資金が銀行に集中していたことが、鉄道の銀行を介しての資金調達（銀行が株式担保金融）を可能に

した［古典的景気循環］。日銀も鉄道株を担保とした手形割引に応じ、鉄道株暴落による銀行の破綻を防いだ。 鉱山業が

 三井・三菱・住友・古川の財閥を育てた。1886.6海軍公債500万円が発行され、5％の低利であったのに、応募は3倍あっ

たことは、国内資金の動員が国内産業の育成にとってはかなり可能な水準にあったことを示している［あとで見るように、

｢強兵｣には外資が不可欠］。 

 

 ●日清戦争に向けての軍拡 

  明治新政府が旧幕府から引き継いだ艦隊はきわめて貧弱で、遠洋航海可能は2隻のみであった。1874年の台湾出

兵でその不足を痛感し、以後本格的な海軍建設に向かう。1875年イギリスへ2隻発注（312万円 当時の国家予算六

千万円）したほか横須賀造船所で年３隻ずつ建造の計画を立てた。 

   「富国強兵」と一口に言われるが、明治政府内には「富国」派
、、、、、

（殖産興業派、軍拡抑制派）［松方、伊藤博文

、井上馨ら政府主流派］と「強兵」派
、、、、、

（軍拡優先派）［岩倉右大臣、陸海軍ら］の対立があった。明治14年（1881

）の政変で大隈重信大蔵卿が失脚し、「富国」派の松方・井上財政となったが、陸海軍からは大軍拡の要求が出さ

れた。海軍は20年間に60隻建造（4千万円、年3隻 二百万円）と新造船所建設（5年間で300万円）。 陸軍は定員4

万人の充足を要求。陸海軍合わせて82年度予算での軍事費要求は、81年度予算を700万円上回った。 

 これにたいして、松方正義大蔵卿は緊縮予算を貫き、陸海軍の要求を退けた。のみならず82－84年度の3カ年緊

縮予算方針を決定し、軍拡凍結の予算とした。 

 ところが1882
じ ん ご

壬午事変（註1）を契機に対清戦争に備えて軍拡へ転換。海軍の要求は壬午事変を経て4千万円から

7千六百万円へと拡大した。松方も、たばこ税を財源に軍拡を承認せざるをえなかった。対清政策でも、 緊縮派（

井上馨、松方正義）は対朝鮮不干渉を主張し、軍拡派（山県有朋、大山厳）は対清対決を覚悟した積極干渉論を主
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張という対立があったが、緊縮派が対朝鮮不干渉政策を貫くことはできなかった。 

 

（註１）壬午事変：1882年7月23日に、興宣大院君らの煽動を受けて、朝鮮の漢城（後のソウル）で大規模な兵士の反乱が

起こり、政権を担当していた閔妃一族の政府高官や、日本人軍事顧問、日本公使館員らが殺害され、日本公使館が襲撃を受

けた事件 

  

 1874台湾出兵のさいは、日清双方の海軍力はともに貧弱で対戦はなかったが、これをきっかけに 日清の双方が

海軍力拡大へ向かった。1875年、日本はイギリスに2艦発注し、木造艦を毎年1隻国産。 

1874年、清国は海関税の2割（年400万両）を海防基として支出すると決定。1874年以降イギリスに8隻発注。1879

年、日本の強引な琉球処分により、清国はドイツに鉄甲艦2隻（定遠、鎭遠）発注し、海軍大拡張へ。 

 1885年にはイギリスがロシア南下の驚異に備えるために巨文島を占領する巨文島事件が起き、日本の対朝鮮政策

も転換し、対ロシアが第一となった。 

 軍拡による財政危機で86予算編成できず。 緊縮派（伊藤、井上、松方）が主導権握り、軍拡方針の撤回を要求

。軍が抵抗し、海軍公債の発行（1886年度より3年間で1700万円の内国債）と軍拡案の縮小で妥協した。 

 

 日清戦争の戦費調達はどのようになされたか。 

 ①「臨時軍事特別会計」に計上されたのが、陸軍省所管 1億6452万円、海軍省所管3996万円、 計2億0048万円

［参考：1893年度一般会計歳出8,452万円］  

  ②内債を募集したが、政府はあらかじめ、日銀借入で軍事費を散布し、これを公債で回収した形になった。これ

は1930年代以降の日銀による赤字公債引受による戦費調達の先駆であった。 

 

●日清戦争の勝利で金本位制へ 

 公債を租税で償還する「租税公債国家」機構が資本主義的国民経済成立の前提であるが、これはドイツ・日本に

おいても創設された。これに加えて、ドイツは工業開発（産業革命）による輸出拡大で外貨を稼ぐが、日本は第一

次世界大戦時の輸入急増期を除いて、貿易は輸入超過であった。 

  日本は淸国賠償金を基礎として明治30年（1897年）に金本位制度の制定を強行した（註）。その理由の一つは、

これによって対外信用度を向上させ、外資導入の条件をつくることである［日銀、戦前期の外資導入、日銀サイト

］。日本の外国債発行は、軍拡のほかに、鉄道・電力等のインフラ整備や国際収支の赤字補填にも必要であった。 

 

（註）日清戦争の賠償金364百万円のうち、308百万円が軍事費として費消された。 

 

  金本位制国は信用リスク低いと見なされ、国債金利が低い。日本は1897金本位制移行で、日露戦争戦費と戦後国

債整理費用をロンドンで調達できた。日本は、1900年代、ロンドンで最大の国債発行国であった。  

  

●日露戦争と外債による軍拡 

 開戦を前にして、政府による戦費の見積もりは、以下のようであった。 

  ロシア：1903末外貨建て公債残高42億ルーブル（うち3／4がフランスからの借金）。利払いが年1.8億ルーブル

。ロシアの日露戦争のための戦費予想は5.5億ルーブル～8億ルーブル。 

  日本：当時の日本の兵器生産能力は、小銃･機関銃は国産化していたが、主力艦と陸軍の火砲はすべて英仏独等

からの輸入に依存したから、外貨が必要であった。戦費の見積もり4.5億円（註）に対して開戦時の日銀保有正貨

の余力は0.52億円。戦費の1／3（1.5億円）が海外流出するとして、正貨の不足分は 0.52億円－1.5億円＝▲0.98億

円＝ 約1億円となる。これに備えて  政府は開戦直前の1903年12月ポンド建て公債2000万ポンドの募集枠を決定
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した。 

 

（註）4.5億円が日本経済にとっていかに大きな金額であったかは、1903末の全国銀行預金残高7.6億円、一般会計規模2.5

億円を見ればわかる。 戦費見積もりは、最終的に20億円［陸軍12.8億円 海軍2.2億円］にまで膨張した。 

 

 ロシアが1905年5月バルチク艦隊の派遣を決定すると、政府は戦費の拡大に備えて、1905年6月高橋是清に公債2

億円の追加募集を指示した。 

 日露戦争は、ロンドン国際金融市場における信用力の闘いでもあった［板谷敏彦『日露戦争、資金調達の闘い』

新潮選書2012］。ロシアは1889年に65.5年満期、4%クーポン債をロンドンで売り出している。これにたいして、日

露開戦の直後の1904年2月にベアリング商会が日本に対して提示した日本公債の発行条件は「10年満期、クーポン6

％、政府手取り85％、調達金利7.06％（現代式計算法では8.23％）、担保として200万ポンドをロンドンへ預託」と

いうきびしいもので、日本政府は断った。 

 高橋是清が渡欧して外債発行の交渉に当たった。外債発行は当初困難であったが、鴨緑江渡河、九連城占領、マ

カロフ戦死など戦況の日本優位が伝えられると、一転してロンドンおよびNYで日本公債歓迎になり、1904年5月11

日第1回ポンド建て日本公債発行は、大人気・大成功であった。ただし、日露の公債価格はロシアの方が高く、日

露の公債利回りの格差（スプレッド）は、日本の戦況優位にもかかわらず、拡大した。ロシアの国力は日本よりは

るかに高く評価されていたのだ。ロシア公債の利回りは、ロシアの戦況悪化にもかかわらず変わらず、日本の公債

利回りが低下（公債価格は上昇）して、ロシア公債の利回りと同じになるのは、ようやく1905年3月、日本海海戦

でロシア・バルチク艦隊が敗北した後である。［板谷、前掲書］ 

 

 日露ともに、それ以上の戦争継続は資金的に困難であり、アメリカの仲介で日露ポーツマス和平交渉となった。

日本は樺太の南半分を獲得したが、ロシア皇帝ニコライ2世の強硬姿勢により、賠償金はあきらめた。日本の「世

論」は小村寿太郎全権の譲歩に激怒、日比谷公園焼き討ち騒動となったのは、周知の通りである。 

  

  ●金本位制による財政規律と世界恐慌によるその終焉 

  1905.9ポーツマス条約で終戦にこぎ着けたが、賠償金は取れず、戦争の財政負担は大きかった。国債残高が1903

年3千6百万円から1906年1億5千万円へと増加。税収はこの間1億5千万円から2億8千万円と倍増したが、これが限界

だった。 

  日本政府は、日露戦争の勝利を踏み台にさらなる軍拡の「戦後経営」へ進む。軍備、鉄道、電話網の拡充。その

ために戦時国債の低利借換を図るが、これも外債に依存せざるを得なかった。1905年11月第2回4%利付き英貨国債

（ロンドン、NY、パリ、ドイツで計5000万ポンド）。1907年3月5％利付き英貨国債。1910年5月 第3回4%利付き

英貨国債（1,100万ポンド）。 

 

 日露戦争から第一次世界大戦までは、イギリスを中心とする国際金本位制の全盛期で、各国はロンドン、NY、

パリ等の金融市場で盛んに起債した。 

 金本位制の導入は日本経済への信用を高め、日本はロンドン金融市場でくりかえし外債を発行して、日露戦争の

戦費を調達できた。日露ポーツマス条約は、日清戦争と異なって、日本に賠償金はもたらさなかったが、英米に対

して信用を高め、第一次世界大戦では戦時需要の恩恵を享受できた。 

 金本位制と外債発行は、日本の金融･財政規律の維持に役立った。というのは、放漫財政はただちに国債価格の

下落（国際金利の上昇）と国債の消化難、為替相場の下落をまねき、緊縮財政への転換が必要なることが、軍部を

含めてのコンセンサスとなったからである。 
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 後発資本主義の独･米の工業力が19世紀末にはイギリスを追い抜き、イギリスは資本の海外投資で稼ぐ金融資本

主義へと転化し、20世紀初頭にイギリス国際金本位制を軸とするパクス・ブリタニカが成立する。そのパクス・ブ

リタニカが、第一次世界大戦を境に性格を変える。大戦でヨーロッパ経済が戦勝国も敗戦国も消耗し尽くし、アメ

リカが債務国から債権国へと台頭する。パクス・ブリタニカは英米基軸の世界経済体制へと変化するが、産業的基

盤の脆弱な国際通貨ポンドと国際金融面で脆弱なアメリカ経済の組み合わせという連携の未熟さが、1929年アメリ

カ株式バブルの破綻を世界恐慌と世界経済市場の分断にまで激発させた。 

  

 先回りしていえば、1929年世界恐慌による国際金本位制の崩壊は、外債の起債を不可能にすると同時に、財政規

律の歯止めをなくした。政府は長期国債を大量に発行しこれを日銀が引き受ける、という方式に転換した。軍部が

天皇統帥権をふりかざして日中戦争から太平洋戦争へと突き進んだとき、戦争はもはや資本主義経済とも切断され

た「国家（大日本帝国）｣の暴走となった。大日本帝国が、そこに殉じた軍人･政治家だけでなく多くの市民を巻き

添えに崩壊した跡には、焦土と化した｢国民経済｣の残骸が残された。 

 

 


