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第５６回 高畠ゼミＯＢ・ＯＧ会読書会  2015．３．１４     佐藤 健人 

『資本主義の終焉と歴史の危機』（水野和夫著 集英社新書） 

 

 本書を今回のテキストに選んだのは、加藤典洋『人類が永遠に続くのではないとしたら』の参考文献 

に採り上げられていたからにすぎません。本書を読んでの感想は、加藤氏の問題意識とは些か異なりま

すが、水野和夫氏の歴史を視る視点（「長い１６世紀」と「長い２１世紀」との類似点からの考察）や、 

資本主義の定義からはじまり、「利子率革命」「価格革命」「地理的・物的空間」「電子・金融空間」等の、

報告者には初めての聞く定義の数々によって、現在の経済的な世界状況を分析した良書だと思います。 

しかしながら、水野氏のように＜資本主義終焉を告げる鐘の音がはっきりと聞えています＞とは言え

ませんが、グローバル資本主義の爆風によって現在の世界の情況がどのようなものかを幾分かは理解で

きました。さらに、思いがけない収穫は私の大きな関心事のひとつである、日本の高度経済成長期（1955

年～72 年）に形づくられた＜１億総中流社会＞（本書で言うならば＜中間層＞の没落）が、わずか３０

～４０年後に崩壊しようとしているということの原因は何か？という疑問の一端が明らかになったこと

です。 

報告者の関心に副って本書を読みながら、最後に論点を２～３点採り上げたいとおもいます。 

 

著者は資本主義を次のように定義している。 

資本主義は「中心」と「周辺」から構成され、「周辺」つまり、いわゆるフロンティアを広げる 

ことによって「中心」が利潤率を高め、資本の自己増殖を推進していくシステムです。３ 

 

資本主義の性格は時代によって、重商主義であったり、自由貿易主義であったり、帝国主義で 

あったり植民地主義であったりと変化してきました。ＩＴ技術が飛躍的に進歩し、金融の自由化 

が行き渡った 21世紀は、グローバリゼーションこそが動脈と言えるでしょう。しかし、どの時代 

であっても、資本主義の本質は「中心／周辺」という分割にもとづいて、富やマネーを「周辺」

から「蒐集」し、「中心」に集中させることには変わりありません。 164 

 

こう考えたとき、現代の資本主義はもはや資本主義の機能をせず、終焉を向えつつあると言う。 

   「アフリカのグローバリゼーション」が叫ばれている現在、地理的な市場拡大は最終局面に入っ 

   ていると言っていいでしょう。もう地理的なフロンティアは残っていません。 

   また、「電子・金融空間」（金融・資本市場）のなかでも、時間を切り刻み、１億分の１秒単位で

投資しなければ利潤をあげることができない。 

   つまり、「地理的・物的空間（実物投資空間）」からも「電子・金融空間」からも利潤をあげるこ

とができなくなってきている。 

 

さらに、利子率の推移に着目した著者の独創的な（？）「利子率革命」から考察すると、現代は中世 

封建システムから近代資本主義システムへの転換期――「長い１６世紀」（1450～1640年）――に匹 

敵する歴史の峠に立っているという 

   昨今の先進各国の国債利回りに着目すると、際立った利子率の低下が目立ちます。先鞭をつけたの
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は、この日本です。日本の１０年国債の利回りは１９９７年に２．０％を下回り、２０１４年１月

末時点では０．６２％です。さらにアメリカ、イギリス、ドイツの１０年国債も金融危機後に２％

を下回りその後、多少の上昇はあっても、短期金利の世界では事実上ゼロ金利が実現しています。 

   なぜ、利子率の低下がそれほどまでに重大事件なのかと言えば、金利はすなわち、資本利潤率と

ほぼ同じだと言えるからです。資本を投下し、利潤を得て資本を自己増殖させることが資本主義

の基本的な性質なのですから、利潤率が極端に低いということは、すでに資本主義が資本主義と

して機能していないという兆候です。16 

 

利子率＝利潤率が２％を下回れば、資本側が得るものはほぼゼロです。そうした超低金利が１０

年を超えて続くと、既存の経済・社会システムはもはや維持できません。これこそが「利子率革

命」が「革命」たるゆえんです。18 

    

「長い２１世紀」（1970年～）の資本主義の終わりの始まり 

   １９７４年、イギリスと日本の１０年国債利回りがピークとなり、１９８１年にはアメリカ１０年

国債利回りがピークをつけました。それ以降、先進国の利子率は趨勢的に下落していきます。 

１９７０年代には、１９７３年、７９年のオイル・ショック、そして７５年のヴェトナム戦争終

結がありました。 

   これらの出来事は、「もっと先へ」と「エネルギーコストの不変性」という近代資本主義の大前提

のふたつが成立しなくなったことを意味します。～ 

   アメリカがヴェトナム戦争に勝てなかったことは、「地理的・物的空間」を拡大することが不可能

になったことを象徴的に表しています。 21 

 

ブローデルの「長い１６世紀」にならった、現代の大転換期を私は「長い２１世紀」と呼んでいま

す。「長い２１世紀」の始点を１９７０年代に置くのは、この利潤率の低下が、これまで世界を規

定してきた資本主義というシステムの死につながるものだからです。21 

 

アメリカの資本主義の延命策―――「電子・金融空間」の創造 

本来ならば、「地理的・物的空間」での利潤低下に直面した１９７０年代半ばの段階で、先進各国 

   は資本主義に代わる新たなシステムを模索すべきでした。 

   しかし、アメリカは、近代システムに代わる新たなシステムを構築するのではなく、別の「空間」 

   を生み出すことで資本主義の延命を図りました。すなわち、「電子・金融空間」に利潤のチャンス 

   を見つけ、「金融帝国」化していくという道でした。 

   「電子・金融空間」とは、ＩＴ（情報技術）と金融自由化が結合してつくられる空間のことを言 

   います。26 

 

   アメリカの「電子・金融空間」の元年は１９７１年です。この年、ニクソン・ショックでドルは 

   金と切り離され、ペーパー・マネーになったのです。いかりを外されたドルは自由に目盛りが伸  

   び縮みし、バブルが起きやすくなりました。 26 
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    ＊報告者にとって、１９７１年当時のニクソン・ショックは政治的なショック――ニクソンの

電撃的な北京訪問で開催された＜毛沢東×ニクソン会談＞――であり、経済的なショック――

ブレドンウッツ体制の崩壊とその影響力――については、アメリカの経済的な支配力が落ちた、

という程度の認識が正直な感想です。 

    本書を読んで、アメリカが僅か２５年後（１９９５年）に「金融帝国」という新たな１強支配

国となり復活するというパワーにアメリカの狡知を教えられました。 

 

   アメリカが金融帝国を確固たるものにしたのは１９９５年です。この年、国債資本が国境を自由 

   に超えることが統計的に明らかになり、それ以降、債券の証券化などのさまざまな金融手法を開 

   発することで、世界の余剰マネーを「電子・金融空間」に呼び込み、その過程でＩＴバブルや住 

 宅バブルが起こりました。アメリカは世界中のマネーをウォール街に集中させることで、途方も 

ない金融資産をつくり出したのです。 28 

 

高騰したエネルギーを必要としない「空間」をつくることが利潤を極大化させる唯一の方法だった 

からです。 

国際資本の移動の自由が確保され、１９９５年に就任したロバート・ルービン財務長官が「強い

ドル」に政策転換すると、アメリカは経営収支の赤字額を上回る資金を世界中から集めて、それ

を世界へと再配分していくようになりました。この「マネー集中一括管理システム」により、ア

メリカは「アメリカ投資銀行株式会社」となり、金融帝国となったのです。30 

    

１９９５年からリーマン・ショック前の２００８年の１３年間で、世界の「電子・金融空間」に 

は１００兆ドルものマネーが創出されました。これに回転率を掛ければ、実物経済をはるかに凌 

駕する額のお金が地球上をところ狭しと駆け巡ったのでした。 35 

    

バブルによる中間層の没落 

しかし、こうしてでき上がったアメリカ金融帝国も、２００８年に起きた９・１５のリーマン・

ショックで崩壊しました。 35 

    

   実物経済の利潤低下がもたらす尻ぬぐいを「電子・金融空間」の創出によって乗り越えようと 

しても結局バブルの生成と崩壊を繰り返すだけです。まさに、クリントン政権時のローレンス・ 

サマーズ財務長官が指摘した「三年に一度バブルは生成し、崩壊する」ようになったのです。 

 

   バブルの生成過程で富が上位１％の人に集中し、バブル崩壊の過程で国家が公的資金を注入し、

巨大金融機関が救済される一方で、負担はバブル崩壊でリストラにあうなどのかたちで中間層に

向けられ、彼らが貧困層に転落することになります。37 

 

「地理的・物的空間（実物投資空間）」に見切りをつけた先進国の資本家たちは、「電子・金融空間」 

   という新たな空間をつくり、利潤極大化という資本の自己増殖を継続しています。しかし、「電子・ 
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   金融空間」で犠牲になっているのが雇用者です。 

   振り返ってみれば、「地理的・物的空間」で利潤をあげることができた１９７４年までは、資本の 

自己増殖（利益成長）と雇用者報酬の成長とが軌を一にしていました。資本と雇用者は共存関係 

にありました。 

    しかし、グローバリゼーションが加速したことで、雇用者と資本家は切り離され、資本家だけ 

   に利益が集中していきます。２１世紀の「空間革命」たるグローバリゼーションの帰結とは、 

中間層を没落させる成長にほかなりません。 40 

 

これまでバブルが崩壊するたびに、世界経済は大混乱に陥ってきました。しかし、バブルが崩壊 

して起こることは、皮肉なことに、さらなる「成長信仰」の強化です。 

巨大バブルの後始末は、金融システム危機を伴うので、公的資金が投入され、そのツケは広く一

般国民に及びます。つまり、バブルの崩壊は需要を急激に収縮させ、その結果、企業は解雇や賃

下げなど大リストラを断行せざるをえないのです。まさに、「富者と銀行には国家社会主義で臨む

が、中間層と貧者には新自由主義で臨む」（ウルヒック・ベック『ユーロ消滅？』）ことになって

いて、ダブル・スタンダードがまかり通っているのです。 

バブル崩壊は結局、バブル期に伸びた成長分を打ち消す信用収縮をもたらします。その信用収縮 

を回復させるために、再び「成長」を目指して金融緩和や財政出動といった政策を総動員する。 

つまり、過剰な金融緩和と財政出動をおこない、そのマネーがまた投機マネーとなってバブルを 

引き起こす。先進国の国内市場や海外市場はもはや飽和状態に達しているため、資産や金融でバ 

ブルを起こすことでしか成長できなくなったということです。こうして、バブルの生成と崩壊が

繰り返されていくのです。 52 

 

「長い２１世紀」の「価格革命」による実質賃金の低下 

 ２０世紀の「労働者の黄金時代」 

   １９１８年から１９９１年までの間、イギリス人の実質賃金は４・９倍に上昇（年率２・２％） 

   第二次世界大戦の終結した１９４５年から１９７３年は、世界的な経済成長のもとで福祉国家が 

   実現した「黄金の時代」でした。 74 

     ＊その時のリーダーは＜ブレドンウッツ体制＞という経済体制を構築して西側世界をコント

ロールしたアメリカです。それは冷戦体制に守られて作られた日本の高度経済成長の時代

にちょうど重なります。 

    

資本主義の発展によって多くの国民が中産階級化するという点で、資本主義と民主主義はセカンド 

   ベストと言われながらも支持されてきました。資本が国境を越えられなかった１９９５年までは、 

国境のなかに住む国民と資本の利害は一致していましたから、資本主義と民主主義は衝突するこ 

とがなかったのです。 82 

     

このグラフ（図９P７６イギリスと日本における名目ＧＤＰと雇用者所得の関係）を見ると、１９

９９年以降に「革命」的な変化が起きていることがわかります。１８６５年から１９９８年まで
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の１３０年間、弾性値ａの平均はイギリスにおいて１・０１でした。また、１９６０年代以降の

日本では０．９７でした。つまり名目ＧＤＰの増加率と同じだけ雇用者報酬も増えていたのです

から、名目ＧＤＰから雇用者報酬を差し引いた企業利潤（固定資本減耗も含めて）も同率で増え

ていたことになります。ところが、１９９９年以降、この関係は崩壊し、弾性値ａは急落、２０

０６年あたりにはマイナスの値をとってしまっています。つまり、この時期から企業の利益と雇

用者報酬とが分離し、２００６年に至っては企業の利益はあがっているのに、雇用者報酬が減少

するという現象が起きてしまったのです。 

同じことは、日本の実質賃金の推移を見てもわかります。1997年１～３月期をピークに、好不況 

にかかわらず実質賃金は激しく低下しています。 

こうした傾向は、データが存在する１３０年間の歴史において初めてのことです。 77 

 

２１世紀の「価格革命」 

グローバリゼーションによって市場が統合され、新しい経済・社会システムに適応した新しい価 

格体系に移行する過程で起きるものです。新興国において、大量の中産階級が誕生し、食糧やエ 

ネルギーの需給が逼迫することを織り込んで、市場は価格を高騰させる。そのために、資源や食 

糧の価格が非連続的に高騰するのです。 80 

 

   それまでの国家と資本の利害が一致していた資本主義が維持できなくなり、資本が国家を超越し、 

   資本に国家が従属する資本主義へと変貌していることを示すものだと。81 

   つまり、「価格革命」とは、「電子・金融空間」創出の必然的帰結の出来事として捉えるべきこと 

なのです。「電子・金融空間」でつくられた「過剰」なマネーが新興国の「地理的・物的空間」で

過剰設備を生み出し、モノに対してデフレ圧力をかける一方で、供給力に限りがある資源価格を

将来の需給ひっ迫を織り込んで先物市場で押し上げるのです。 81 

     

グローバリゼーション 

   グローバリゼーションとは、「中心」と「周辺」からなる帝国システム（政治的側面）と資本主義 

   システム（経済的側面）にあって、「中心」と「周辺」を結びつけるイデオロギーにほかなりませ

ん。 

 

グローバリゼーションとは、「中心」と「周辺」の組み替え作業なのであって、ヒト・モノ・カネ 

が国境を自由に越え世界全体を繁栄に導くなどといった表層的な言説に惑わされてはいけないの 

です。２０世紀までの「中心」は「北」（先進国）であり、「周辺」は「南」（途上国）でしたが、

２１世紀に入って、「中心」はウォール街となり、「周辺」は自国民、具体的にはサブプライム層

になるという組み替えがおこなわれました。中間層が没落した先進国で、消費ブームが戻ってく

るはずがありません。 61 

 

グローバル資本主義とは、国家の内側にある社会の均質性を消滅させ、国家の内側に「中心／周 

辺」を生み出していくシステムだといえます。166 
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   象徴的な例が、アメリカのサブプライム・ローンであり、日本の労働規制の緩和です。 

   サブプライム・ローンでは、「国内の低所得者」（周辺）を無理やり創出し、彼らに住宅ローンを 

   貸しつけ、それを証券化することでウォール街（中心）利益を独占していました。 

   日本では労働規制を緩和して非正規雇用者を増やし、浮いた社会保険や福利厚生のコストを利益 

   にするわけです。168 

 

『資本主義の終焉』のモデル・ケースとしての日本とアベノミクス 

著者は、１９９7 年から現在まで超低金利時代が続いている日本は、先進国のなかでもっとも早く資

本主義の限界を迎えている。そのことは逆説的には、日本は新しいシステムを生み出すポテンシャル

という点で、世界でもっとも優位な立場にある。 

危機と可能性の矛盾を体現している現在の日本、その日本を著者が思い描いている可能性の方向では 

なく、危機の方向に邁進しようとしている格好の事例が愚かな首相による現在進行中のアベノミクス 

である、と言います。 

   

資本主義の限界とその現象 

 １．１９７０年代半ばに「地理的・物的空間」（＝国内需要）の膨張のピークを迎える 

・ １９５５年から７２年まで、交易条件が大きく改善（＝高度経済成長期） 

・ １９７３年 近代化のバロメーターである粗鋼消費量がピーク（＝大量生産・大量消費社会 

  のピーク）  

・ １９７３年 中小企業・非製造業の資本利潤率がピーク（＝国内において拡大路線の終焉） 

・ １９７４年 合計特殊出生率が総人口を維持できる限界値を下回る（＝少子化の進行） 

 

１９８０年代の金融バブルで資本主義の限界を体験 

    金融バブル発生の条件 109 

    １．貯蓄が豊か＋時代が大きく変るようなユーフォリア（陶酔） 

     １９８０年代の個人貯蓄率は年平均約１３％ 

     首都改造計画やリゾート開発ブームで「土地は値上がり続ける」というユーフォリアの醸成 

    ２．「地理的・物的空間」の膨張（＝成長）が止まったのは日本が最初 

     日本は中間層が７割を占める社会に成功し、消費行動の同質性（ex.三種の神器・新三種の神 

器）によって、消費財（乗用車やテレビ）の普及率がほぼ１００％（＝一億総中流化現象） 

     また、少子化が先進国のなかでもっとも早く進行した。 

こうして金融バブル生成のふたつの条件を満たした結果、実物経済とはかけ離れた資産価格の高騰、 

すなわち土地バブルが日本で起きた。110 

 

しかし、「地理的・物的空間」での利潤率低下を覆い隠そうとしてバブルに突入したという点で偽装 

ですから、すぐにその矛盾はバブル崩壊という形で露呈します。113 

 

  バブルが崩壊すれば２年間分のＧＤＰ（雇用者報酬と企業利潤の合計）の成長を打ち消して有り余 
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るぐらいに信用収縮が起き、名目ＧＤＰが縮小します。そして、バブル崩壊の後に待っているのが、 

賃金の減少や失業です。それに対処するという名目で国債の増発とゼロ金利政策が行われ、超低金 

利時代と国家債務膨張の時代へと突入していきます。113 

 

２．「雇用なき経済成長」の現象 

1991年のバブル崩壊後の日本は、長期停滞と同時に金融グローバリゼーシュンの波に巻き込まれて、 

1990年代後半から実質賃金の低下が始まり、しかも 2002年から 2008年にかけて、戦後最長の景気 

  回復があったにもかかわらず、賃金は減少した。 

  つまり、経済成長と賃金の分離は必然的な現象という資本主義の最終局面が起きている。 

  にもかかわらず、「雇用なき経済成長」という悪夢を積極的に邁進しているのがアベノミクスに 

  ほかならない。 

  そのことを雄弁に物語るのが、１９９０年代以降の日本の労働政策です。 

   １９９５年 「新時代の『日本的経営』」 

＊報告者は、日経連のこの提言（労働者を長期蓄積能力型、高度専門能力活用型、雇

用柔軟型の 3 グループに分ける）こそ、終身雇用制度・年功序列賃金体系の日本型

雇用形態を改変して、労働市場の規制緩和を実施して現在にいたる大量の非正規雇

用者を生み出す画期となったものだ思うのだが、著者は意図的に書かなかったのだ

ろうか？ 

      また、本書を読むことで１９９５年という年にこれが出された理由が理解できました。 

 

   １９９９年  労働派遣法の改正＝労働市場の規制緩和＝人件費の変動費化（抑制化） 

   ２００４年  製造業への派遣も自由化 

 

   資本の絶対的優位を目指すグローバリズムにとって、人件費の変動費化を実現するには労働市場 

の規制緩和は不可欠だったのです。グローバリゼーシュンに対応して生産拠点を海外に容易に移せ 

るようになった大企業と、企業のようには容易に働く場所を変えられない雇用者の力関係をかんが 

えるとわかるように、労働市場の規制緩和は総人件費抑制の有力な手段として独り歩きするように 

なったわけです。 

   労働市場の規制緩和は本来、労働の多様化の要請に応えて導入されたものです。すなわち、半年 

間だけ働きたいというような人に柔軟な労働機会を提供する、労働者に便宜をはかるものだったは 

ずなのですが、企業は利潤が低下するとバブル経済に依存を強め、そのバブルが崩壊すると、企業 

リストラのために、派遣社員の大量の雇い止めを実施したのです。 

   どんな立派な法律も、為政者が時代認識をしっかりともっていないと、その立法趣旨とかけ離れ 

て利用されてしまうのです。 

     

  「雇用なき経済成長」でしか資本主義を維持できなくなった現在、経済成長を目的とする経済政策 

は、危機の濃度をさらに高めることにしか寄与しないでしょう。 

  その格好の事例を今まさに現在進行形で展開しているアベノミクスに見て取ることができます。 
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アベノミクス 

  第一の矢：金融緩和によるデフレ脱却はできない 

   貨幣数量説から導かれる「インフレ（およびデフレ）は貨幣現象である」というテーゼは、国民 

国家という閉じた経済の枠内でしか成立しない。貨幣が増加しても、それは金融・資本市場で吸 

収され、資産バブルの生成を加速させるだけです。そしてバブルが崩壊すれば、巨大な信用収縮 

が起こり、そのしわ寄せが雇用に集中するのはすでに見た通りです。118 

      

  第二の矢：積極的財政出動は「雇用なき経済成長」の元凶 

   宮沢喜一内閣（1992年）以降の総需要対策で２００兆円以上もの外生需要を追加しても、日本経 

済を内需中心の持続的成長軌道に乗せることはできなかった。理由は明らかで、すでに（日本国

内の）経済が需要の飽和点に達していたからです。 

 ２００２年から０８年至る戦後最長の景気拡大期において、実質ＧＤＰが年平均２・１％と成長 

できたのは、アメリカのバブルや新興国の近代化に牽引された外需主導の拡大にすぎません。 

 個人消費支出と民間住宅投資を合わせた個人部門は、同時期に０・６％（年率）しか伸びず、 

戦後の景気回復のなかでもっとも増加率が低かったのです。 

   さらに、財政出動は「雇用なき経済成長」の元凶にもなってしまいます。公共投資を増やす積 

極財政政策は、過剰設備を維持するために固定資本減耗を一層膨らまし、賃金を圧迫するからで 

す。 

 

  第三の矢：法人税減税・規制緩和政策の時代錯誤 126 

   グローバリゼーションによって国境を容易に超えられるようになった大企業が、法人税や人件費 

のより安い海外（中国・ヴェトナムなど）に生産拠点を移行あるいは選択する事態は現在進行形 

で展開されています。 

 

アベノミクスのごとく過剰な金融緩和と財政出動、さらに規制緩和によって成長を追い求めること

は、危機を加速させるだけであり、バブル崩壊と過剰設備によって国民の賃金はさらに削減されて

しまうことになります。131 

 

では、グローバル資本主義の暴走にブレーキをかけて、成長を求めない脱近代システムをつくるために 

はどうすればよいのか？ 

 

著者はその明確な解答を持ちあわせていないが、当面は（グローバル）資本主義の「強欲」と「過剰」 

にブレーキをかけることに専念しながら、資本主義のソフト・ランディングを模索することが、現状で

は最優先させなければならない、と言います。187 

具体的には、たとえばＧ２０が連帯して、法人税の引き下げ競争に歯止めをかけたり、国際的な金融取 

引に課税するトービン税のような仕組みを導入したりする。そこで徴収した税金は、食糧危機や環境危 

機が起きている地域に還元することで、国境を越えた分配機能をもたせるようにするのがよいと思いま 

す。 187 
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＊「トービン税」 ジェームズ・トービン（1918～2002） ノーベル経済学賞受賞（1981年） 

   国際的な通貨取引に課される税のことをいう。（＊当初は投機の抑制が目的） 

   ブレトンウッツ体制崩壊後の、国境を越える民間金融資本の過剰な国際通貨のすべての直物取引 

  （売買契約と同時に決済が行われる取引）に対して、一律税率で課税する。 

１）財源調達手段 

  経済のグローバル化によって生じている南北間格差の諸問題を解決するために必要な「国債公共

財」（途上国の貧困撲滅、衛生・医療制度の改善、環境保全等）の一部に充当する 

２）政策課税 

通貨危機（外部不経済）の原因となる投機的取引に重課する（内部化）ことによって、いったん 

発生すると膨大な外部費用をもたらしかねない通貨危機や金融危機を、未然に防止する役割を担

う。（ex.アジア通貨危機 1997～98年） 

  失われた「累積産出額」インドネシア ８２％ 韓国２７％ タイ５７％ 

  負担した「財政支出額」       ４５％   １５％   ４１％（ＧＤＰ比） 

     失業率                     ３倍    ２倍 

＊２０１６年導入予定のＥＵ「金融取引税」は広義のトービン税 

             『私たちはなぜ税金を収めるのか』諸富 徹  

 

「資本主義の終焉」の後に来る社会とはどのようなものなのか？著者はこう語ります。 

 

私がイメージする定常化社会、ゼロ成長社会は、貧困化社会とは異なります。拡大再生産のために 

「禁欲」し、余剰をストックし続けることに固執しない社会です。資本の蓄積と増殖のための「強欲」

な資本主義を手放すことによって、人々の豊かさ（「必要な物が必要なときに、必要な場所で手に入る」）

を取り戻すプロセスでもあります。 213 

 

定常状態を実現するためには、 

第１に人口減少を 9,000万人あたりで横ばいにすること。 

第２には安いエネルギーを国内でつくって、原油価格の影響を受けないことが重要。195 

 

「定常状態」とはゼロ成長社会と同義です。～自動車１台の状態から増やさずに、乗りつぶした時点 

で買い替えるということです。買い替えだけが基本的には経済の循環をつくっていくことになります。 

つまり、買い換えサイクルだけで生産と消費が循環していき、多少の増減があっても均せば一定の台数 

で推移していくということです。188 

 

この定常状態の維持を実現できるアドバンテージをもっているのが、世界でもっとも早くゼロ金利、 

ゼロ成長、ゼロインフレに突入した日本です。190 

それに加えて、基礎的財政収支（プライマリー・バランス）を均衡させておく必要がある。 

実現するうえで、増税はやむをえない。消費税も最終的には２０％近くの税率に、法人税や金融資産 

課税を増税して、持てる者には負担してもらう。 194 



~ 10 ~ 
 

アベノミクスの浮かれ声とは裏腹に、今なお格差は拡大している現状に対して著者は格差拡大の処方箋

として以下のように提言します。 198 

生活保護受給者（200万人超：2012年）のためには、 

働く場所を確保するために労働時間の規制を強化して、ワークシェアリングの方向性に舵をきる。

また、サービス残業を含めて、過剰労働、超過勤務をなくすように規制を強化して、その減少分を

雇用する。 

非正規労働者（1,906万人：2013年、年収 200万円以下数：1,090万人）のためには 

労働規制を強化して、正社員としての雇用（福利厚生・社会保険・ボーナス）を義務づける 199 

 

本書を読んでの異見、偏見 

１．著者は資本主義の終焉を次のように定義して本書を展開しています。 

資本主義は「中心」と「周辺」から構成され、「周辺」つまり、いわゆるフロンティアを広げる 

ことによって「中心」が利潤率を高め、資本の自己増殖を推進していくシステムであり、 

   その結果として、＜利潤を生む＞資本主義のシステムはまもなく終焉を向かえるようになると。 

   しかしながら、私には見田宗介『現代社会の理論』（読書会で既読）で語っているように資本主義 

社会（情報化・消費化社会）に内在している、もっとも魅力的な＜自由＞と＜豊かさ＞を生む機 

能を持つ資本主義は終焉を向かえているとはかならずしも思えないのだが？ 

２．第４章 西欧の終焉について 

   第４章は、著者が「ユーロは経済同盟というよりも政治同盟であり、最終的にはドイツ第四帝国

の性格を強めていく」と語っているように、経済的視点よりも政治的考察に重点を移して、批判

的な考察をしています。 

   しかしながら、報告者の偏見ではＥＵ加盟の３条件（①民主主義、法の支配、人権と少数民族の 

   尊重、②市場経済圏、③三面統合（政治外交、経済通貨、社会）を受け入れる）にみられるよう

にＥＵのさまざまな試行錯誤は未来への期待を担っているように思います。 

３．中国に対する報告者の偏見：中国４０００年の歴史力を侮るな 

   中国の今日の政治・軍事大国化への道は、アヘン戦争のトラウマ（植民地の悲惨）つまり過去か

ら学んだ教訓である。 

   また経済面でも、中国国内には未だに膨大な「地理的・物的空間」があり、内需主導／拡大に経

済を転換したならば経済成長の可能性はおおいに可能です。 

４．水野氏は、「アメリカがヴェトナム戦争に勝てなかったことは、「地理的・物的空間」を拡大するこ

とが不可能になったことを象徴的に表しています。」と言っていますが、 

  鶴見俊輔、高畠通敏の徒としては、国家を超える新しい「知の空間」が「地理的・物的空間」に 

  勝った、と考えたいと思います。 

 

５．「長い１６世紀」は１４５０～１６４０年の１９０年間とするなら、「長い２１世紀」は１９７０年

代に始まりました。つまり、「長い２１世紀」には１６０年の時間が残されています。 

終焉をむかえるのか？あるいは生き残れるのか？  

皆さまの英知で活発な議論をお願いします。   


