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 第７１回 高畠ゼミＯＢ・ＯＧ会読書会          

             水野和夫著  『閉じてゆく帝国と逆説の２１世紀経済』」 

                                 （集英社新書） 

２０１７．９．３０ 

報告者  吉田正一 

 
 

はじめに  「閉じてゆく」時代のために 

 

 先進国の国民の中で、グローバリゼーションを否定するかのような動きが急速に広がっている。 

イギリス国民のＥＵ離脱選択、アメリカの不法移民の国外追放や外国製品に対する関税引き上げ

を主張するトランプ大統領に選出。これまでグローバリズムの旗振り役だった，英米の国民の変化

により、グローバリゼーションの潮目の変化が明らかになった。 

 １９７０年代から約４０年間、世界に影響を与え続けてきた新自由主義的な考え方。「これからの

企業はグローバルな活動をしなければ、競争に負ける。」「世界全体を豊にするにはグローバリゼ

ーションしかない。」「グローバリゼーションによって、あらゆる国で、民主化が進む。」といった具合

に、グローバリゼーションを賛美する言葉がメディアを飾らない日はなかった。 

グローバリゼーションは不可避であり、不可逆な現象であるという強烈な刷り込みが盛んにおこな

われてきていた。 

 １９９１年、ソ連が崩壊後すると、グローバリゼーションが世界の「常識」として、あらゆる経済活動

の前提条件であるかの様に考えられてきた。現在、その新自由主義的イデオロギーをうまく包み

込んだ〈グローバリゼーションに背を向けよう〉という意識が、先進各国の国民の間に広まってき

た。 

  しかし、ここにきてグローバリズムの旗振り役だった英米両国民がともに、グローバリゼーション

に疑問符をつきつけたのは何故か。  歴史の見取り図をもとに言えば、13世紀初頭に始まった

資本主義が最終局面を迎えていることと無縁ではない。投資による利潤獲得が極めて困難な資

本主義の段階、「資本主義終焉」という「歴史の危機」において、資本の側が、わずかでも利潤が

得られるのであれば、あらゆる国境の壁を越え、なりふり構わぬ「蒐集」を行うようになってきた。  

これこそか゛グローバリゼーションの正体なのです。 元来、国家が市場を適度に規制することで、

保護されてきた社会の安定が、グローバルな資本の動きによって脅かされている。ナオミ・クライン

の言う惨事便乗型資本主義（ショック・ドクトリン）すらも厭わないグローバルな資本の動きである。

そうした現実が、国内の格差や貧困という形で、先進国の中でも目に見うる形で現れてきた。政治

の上でも、各国の国民は、グローバルな資本がもたらす不安定性から自分たちを守ってくれる党

派に「国民国家」の強化を求めている。 

  世界は、「閉じていく」プロセスに突入した。利潤をもたらしてくれるフロンティアを求め地球の

隅々までグローバリゼーションを加速させていくと、地球が有限である以上、いつかは臨界点に到

達し、それまでの膨張は反転し収縮に転ずる。資本の自己増殖を目的とする資本主義が限界に

達した以上、当然の成り行きである。 

  著者は、今進んでいる国民国家への揺り戻しという動きの延長線上に「歴史の危機」を乗り越

える解決策はないか との問いを投げかける。 ５００年続いた近代システムと８００年の資本主義

の歴史は共に終わりを迎えつつある。  世界は今、再び「帝国」の時代に向かっている。それの

歴史的文脈を踏まえ、日本の進路を考えなくてはならない。  

 

第１章   「国民国家」では乗り越えられない「歴史の危機」 
 

      「資本主義の終焉」という「歴史の危機」を乗り越える次なるシステムとは、一体どんなシステム
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なのか。 これから、１００年近くを掛けて移行していく次の世界システムとは、著者が考えるには、

複数の並び立つ「閉じた帝国」である。 

   私たちが生きているこの時代とは、一体どのようなものなのか。人類５０００年の金利の歴史の

中で、２．０％という水準を複数年にわたって下回ったことは、過去1度しかない。それは、中世から

近代への移行期である。１６１１－１６２１年のイタリア・ジェノヴァです。歴史家フェルナン・ブローデ

ル（１４５０－１６５０）が「長い１６世紀」と呼んだ大転換期のさなかに起きたこの超低金利期は、歴

史の歯車が大きく動くサインだった。 

  現在の日本は、そのイタリアの期間と水準をはるかに凌駕している。「長い２１世紀」（１９７０－）

とも呼ぶべき大転換期に私たちは生きているのだ。 何ゆえに利子率の歴史が重要かといえば、

長期金利は、資本利潤率の近似値であるからである。利子率＝利潤率の水準が、２．０％を下回

った状態では、資本を投下しても利潤を獲得することは出来ない。それは、金利の歴史が証明し

ている。利潤の低下は、社会システムを大きく揺さぶっている。 「長い２１世紀」の中で私たちが直

面している変化は、「長い１６世紀」の変化を上回るものかもしれない。 

「長い１６世紀」で起きた変化を手掛かりに、これからの世界のあり方を考える。 

  西欧には、歴史を「蒐集（コレクション）」の歴史と捉える考え方がある。「社会秩序それ自体が

本質的に蒐集的（コレクティヴ）」。西欧文明は、「蒐集」することで社会秩序を維持してきた。「蒐

集」の対象は、はじめは「土地」であった。１３世紀初頭に「資本」の概念が誕生したことで、その対

象は「資本」に変わった。軍事力により土地の「蒐集」をするよりも、市場を通じて資本を蒐集したほ

うが、圧倒的にコストがかからない。 「蒐集」とは、静態的ではなく、動態的な概念である。これで

十分という限度はなく、絶えざる「蒐集」を続けなくてはならない。 

  「長い１６世紀」に起きた大転換とは、「陸」の中世封建システムから「海」の近代世界システムへ

の変化であった。「閉じた」地中海経済圏の土地「蒐集」が限界に達し、七つの海で繋がった「無

限」の経済圏で資本を「蒐集」する様になった。 

  「２１世紀の超低金利」は、「実物投資空間」からは、もはや資本を蒐集出来なくなった事を示し

ている。資本の蒐集が困難になれば、定義上、「資本主義の終焉」である。だからこそ、資本の側

は、なりふりかまわぬ「蒐集」を行うようになっている。グローバル資本に振り回されるのは、もうたく

さんだ。自国の社会や市場を国民の手に取り戻すのだ、という国民国家の揺り戻しである。こうし

た声が潮流となり現れたのが、イギリスのＥＵ離脱の国民投票であり、アメリカのトランプ大統領の

誕生だったのである。 富裕層と一般国民との貧富の格差が拡大している。 

 日本という国民国家のなかで、資本と家計が、運命共同体であるというのは幻想であった。日本

の賃金は、１９９７年以降、現在に至るまで下落傾向が続いている。 労働分配率は、１９８０年度

の４６．５％が、２０１５年度には４０．５％まで低下している。如何に、経営者と株主が「レジに手を

突っ込んて゛いる」かがよくわかる。 

  既に、１６世紀のブローデルは、「望もうと望むまいと、領土国家は世紀最大の企業家」であると

言っている。２１世紀の現在、ただ先祖返りしているだけのことです。近代資本主義も「海賊資本

家」による「略奪資本主義」（Ｃ・シュミット）であり、「惨事便乗型資本主義」も原点に立ち返ったに

過ぎない。グローバリゼーションで国民の声が、政治に届かず、行き過ぎへの反発を産んでいる。 

しかし、歪んだ社会を立て直せ、という国民の声が実際の政策に反映されるかどうかは、甚だ心も

とない限りだ。グローバリゼーションに抗って、国民国家としての側面を以前の様に強化していくと

いう道では、この「歴史の危機」は乗り越えられない。 

   グローバリゼーションはオバマ政権時代から限界に達していた。グローバル経済は、世界秩

序の安定が大前提。２０１３年９月緊迫するシリア情勢に対し、「アメリカは世界の警察官ではない」

とオバマ前大統領が演説した時点で、グローバリズムの旗印では、世界秩序がもたないことは明ら

かだった。秩序のない「より遠く」の危険な地域に赴かない限り、先進国は資源の入手が、困難に

なっていた。グローバリゼーションの本質は、「中心」に富（資本）を蒐集することであり、ヒト・モノ・

カネの国境を越えた自由な移動によって、成り立つ。 最も容易に移動可能なのは、カネ（資本）。
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資本の中心であるウォール街にどれだけ資本流入があり、その結果どれだけアメリカから資本が

流出したかを追えば、グローバル化の勢いを測ることが出来る。アメリカに流入・流出した国際資

本は、最盛期の２００７年は対ＧＤＰ比で２６．６％。 ２０１６年１－９月期には８．８％（年率返還）と１

／３に下落。１９８２年には、８．７％で振り出しに戻ったと言える。 

  モノの移動である貿易量も2008年をピークに、世界全体のＧＤＰ比で鈍化しいる。アメリカへの

移民も２００６ 年の１２６．６万人から、２０１４年は１０１．７万人と減少している。トランプは何も突飛

なことを言い勝利した訳ではない。過激な言葉を使い、現状を追認し、ラストベルトの票を得ただ

けなのだ。 

   資本主義の自己増殖のためには、新たなフロンティアが必要。 果たして国民国家の砦に立

てこもる事で、グローバル資本主義の暴走を止めることが出来るだろうか。１９１０－１９７０年まで

は、国家が資本をコントロール下に置いていた。それは、二度の世界大戦と米ソが冷戦構造にあ

ったからだ。 

    ２０世紀の前３／４は、戦争という条件下で、政治家や企業家はいかに中産階級を生み出

すかに注力していた。しかし、現在の国家は中産階級の維持発展の努力を放棄してしまい、民主

主義や国民国家システムが機能不全を起こしている。単にグローバリズムに異を唱えるだけでは、

「資本主義の終焉」という「歴史の危機」から脱することにはならない。真に向き合うべき問は、『も

はや、国民国家を維持することは出来ない。では、どうするのか？』という事なのだ。 

  近代国家において、民主主義と資本主義は、車の両輪のように、相互に補完的役割を果てし

てきた。近代化は、工業化（分業化、専門化）と都市化。従って、高い教育と技能を身に着けた国

民が産業に従事するのが望ましく、民主主義は生産効率を上げる最高のシステムだった。民主主

義の実現には、国民の大半が中産階級になり、一定の豊かさを享受できることが条件。そのため

には、資本主義により一国の利潤を最大化する必要があった。１９５０年代－１９７０年代前半は、

「資本主義と民主主義の結婚」が、実現。福祉国家の実現を目指した幸福な、黄金時代だった。

両者の円満な発展には、経済成長が不可欠デアル。パイの拡大が止まれば、両立は出来なくな

る。  転換点は１９７３年のオイルショックだった。これが「長い２１世紀」の始まりだった。 

   富の追及という経済的側面から見れば、中世と近代の間に断絶はない。それぞれの時代が

追及した胡椒と原油も富への欲求という意味では同じダ。資源をタダ同然でに入れ、先進国が富

を総取りしたというのが「黄金時代」の実態。米のベトナムでの敗戦により、1975年西側先進国の

「実物投資空間」の膨張は止まった。地理的・物的空間の拡大はなく、資源も高騰。先進国は、経

済成長は頭打ち、手厚い福祉も困難になった。そして、この時期から福祉国家が崩壊し、規制撤

廃、貿易や資本の移動を掲げるアメリカ型の新自由主義が席捲した。さらに、アメリカは、グローバ

ルな「電子・金融空間」の構築に向かった。「地理的空間」からバーチャルな「電子・金融空間」へ

構造を変えた。 

  そして、冷戦が終結。アメリカは、軍事技術だったＩＴ（情報技術）などを民間に開

放。インターネット革命がグローバリゼーションを加速させた。1995年「強いドル」の

下、世界中のマネーがウオール街の支配下に入ったことで「電子・金融空間」が国境を越

えひとつに統一された。 

   1970年代半ばには、資本主義と国民国家の「離婚」が始まり、中産階級は消滅、貧

富の格差が拡大した。アメリカの所得上位1割の所得は①１９４５－１９７８の間は３

３％だったのが、約３０年後の２００７年では４９．７％と著増している。 

日本でも、金融資産非保有所帯が１９８７年は ３．３％、２０１６年には ３５．０％

と激増している。 

「歴史の危機」では、被支配層が打撃を受け、その一方で富を不当な増やす人がいる。 

世界の富豪８人の資産総額は、下位の３６億人の財産に匹敵（ＮＧＯのオックスファム調

査）。 

  世界的低金利が示唆しているのは、もはや「実物投資空間」では、経済成長できないということ
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だ。 

生産力が過剰になれば、不良債権が生まれるだけ。１０年国債利回りがマイナスになったというこ

とは、新規投資をすると既存の資産が不良化するというサイン。かっての「黄金時代」への回帰は、

「不足の時代」に戻るということであり、「過剰」に積みあがった資本を無にすることは不可能だ。グ

ローバル資本主義の下では、国家は「国民」国家であることを止め、「資本」を選んだ。国家はグロ

ーバル企業のために、規制緩和や法整備をし、経済成長出来ると思っている。国民国家の黄昏

は、国家が資本の下僕となり、国民と国家が分離する状態です。あくなき利潤を求める企業が、社

会秩序の安定を乱す存在となってきている。東芝の不正会計、ＶＷの排気ガス不正、こうした利潤

を追求する大企業の不正が、後を絶たない、社会の秩序を乱す時代となった。 

「閉じた空間」では、より多くのモノを作る（＝成長を求める）事は、将来の不良債権を生んでいる

事に他ならない。１９世紀の「実物投資空間」が無限であった時代の「供給が需要をつくる」という、

セイの法則（マネタリストの信奉する「貨幣を供給すればインフレが起き需要が伸びる」）は、通用し

ない。１８世紀の民主主義の成功は、「動力革命」による生産力の向上であり、先進国国民の「自

由」と「平等」の実現にあった。１９世紀の「蒸気」、２１世紀の「ＩＴ」は「地球をひとつ」と同じ「結合」

路線にある。ちなみに１３世紀の東方貿易は、未知なる土地への「知識欲」が、ヨーロッパとインド

を「結合」させた。１５世紀の「印刷革命」が地中海世界と北部ヨーロッバを「結合」。１９世紀の動力

革命が欧州と新大陸を「結合」。２０世紀末のＩＴ革命て゛は、全地球を覆いつくした。 

  ＩＴ革命では、情報伝達で国境を無化した。しかし、既に「地球はひとつ」に到達してしまってお

り、ＩＴ革命では実物経済の成長を起こすことは出来ない。現在、成長戦略の期待を一身に担うの

が、ＩｏＴ、ビッグデーターの活用、人工知能の活用などが「第四次産業革命」と呼ばれている。 

  しかし、機械をエネルギーで動かす「動力革命」が全てであり、第二次の電気、第三次のＩＴ、

第四次もエネルギーによる「結合」という点で変わりはない。 

  「より遠く、より早く、より合理的に」の理念が近代資本主義の本質。近代資本主義は、産業革

命＝動力革命により成長の３条件を手にした。１７－１８世紀の「進歩」は、啓蒙・教養・自律・教

育・道徳的完成をめざしていた。１９－２０世紀の「進歩」は、動力革命を経て、経済・技術が時代

の中心的関心となった。そして、技術進歩教・成長教の時代となった。 

   技術の進歩で現在の長期停滞を打破できると信じている人は、技術の進歩により、空間を広

げ、コストを切り詰め、売り上げや付加価値を増やせると考えている。前者は、「電子・金融空間」

に於ける高頻度取引であり、後者は「ビッグデータ活用やＩｏＴやＡＩ」である。２００８年のリーマンシ

ョックや２０１１年の福島第一原発事故が金融工学や原子力工学の魔術性・宗教性を露わにした

様にこの宗教性を自覚すること無しには、近代資本主義を終わらせることなど望めない。即ち、

「技術の魔術性」こそが、近代資本主義の最後の砦。成長教信奉者が最後に縋るのが、「技術革

新」だからである。 

   ２０１６年９月の日銀の声明は、黒田総裁３年半の異次元金融緩和の壮大な実験の敗北宣言

だった。マネタリズムやイノベーションによっては、経済成長できない。「セイの法則」の成り立たな

い現代において、資本主義と民主主義の結合はない。 資本の側が、グローバリゼーションとイノ

ベーションで利益をあげたのは、「より遠く、より早く、より合理的に」行動できる仕組みを自ら作り、

それを手にしたからである。その一方、生活地を容易に離れられない大多数は、低賃金で酷使さ

れている。貧富の差の拡大による民主主義の機能不全は、「資本主義の終焉」の帰結なのだ。民

主主義には、高邁な理念があるが、資本主義にあるのは、無限の権力獲得である。 

   フランシス・フクヤマは、１９９１年のソ連崩壊をもって「歴史の終わり」と宣言したが、資本主義

のあくなき富の蒐集が、フクヤマの宣言を打ち砕いた。２０世紀が「戦争の時代」であったとするな

ら、２１世紀は近代合理性を受け入れない人々による「テロの時代」（＝例外状況の時代／Ｃ．シュ

ミット）に突入した。「何が正常なのか」判らなくなる例外的状況が続くと、物事の本質が露わになる

（Ｃ．シュミット）。資本主義もまた「例外状況」に突入。長期にわたるゼロ金利と極端なまでのバー

チャル空間（電子・金融空間）の膨張だ。ゼロ金利は「実物投資空間」では資本を増殖できないこ
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との表明であり。ショック・ドクトリンが登場したのである。 

 

第２章   例外状況の日常化と近代の逆説 

 

  １９７５年の「資本主義の終焉」の始まりで幕を開けたこの時代に何が起きているのか。〈テロリズ

ム〉と〈ゼロ金利〉の二つの「例外状況」を考え、「長い２１世紀」を考える。 

  人類の５０００年にわたる「金利の歴史」の中で、おおよそ平時の金利は２－５％。２％以下の時

は、投資先がないというあくまで例外状況。５％以上の金利は、リスク・プレミアムを織り込む、戦争

のときに実現している。日本の〈ゼロ金利〉は、特筆すべき異様な「例外状況」である。 

 Ｃ・シュミットは例外状況について、『例外は通常の事例よりも興味深い。常態は何一つ証明せ

ず、例外が全てを証明する。例外は通例を裏付けるばかりか、通例はそもそも例外によってのみ

生きる』と述べている。即ち、〈ゼロ金利〉は資本主義にとり興味深い現象であり、資本主義のすべ

てを証明するものなのだ。我が国の政府・日銀は、「例外」である〈ゼロインフレ＝ゼロ金利〉の発す

るサインの意味を考えようとはしていません。あくまで、常態（消費者物価２％以上）に戻そうと躍起

になっている。 

  「金利の歴史」から見ると、戦後日本の別な形が見えてくる。日本の戦後は、敗戦からソ連解体

迄が「戦時下」であり、高度経済成長を実現したのだ。日本の金利が、〈平時〉＝〈状態〉の２．０－

５．０％であったのは、バブル崩壊直後の１９９２年から１９９６年の間、経済大国としては、事実上

世界一の生活水準を手に入れた時期であった。その後の１９９７年以降、日本国債１０年の利回り

は、２．０％以下であり「例外状況」に陥っている。その「例外状況」の持つ意味を考えようともしな

い政府・日銀は〈真の主権者〉でもなければ、〈真の改革者〉でもない。主権者ならば当然とるべき

ことは、２１世紀の新しいシステムとは何かについて、『深い洞察を真摯に希求する』ことでなけれ

ばならない。 

  日銀は次々に〈異次元量的緩和〉や〈マイナス金利政策〉と名称のみが勇ましい政策を発動し

ているが、何が正常で、何が正常でないのかを考える事さえ放棄している。日銀は生活者の立場

に立っていない。 

  〈ゼロ金利〉は「過剰」資本 即ち、「過剰」生産力を意味する。 低金利誘導による資金需要の

ない状態である、「流動性の罠」（吉田注： ケインズが理論上あリ得ると指摘していた。ノーベル経済学賞受賞
者ポール・クルーグマンが、日本経済は２０００年の段階で「流動性の罠」に陥っている、低金利政策によっても企業投

資は増えず、中央銀行の金融緩和政策が聞かなくなっていると指摘）。 

「流動性の罠」とは、植田和男によれば、「名目賃金に低下余地がない状況」であり、貨幣の退蔵

現象が起きる。金利の殆どつかない預金より、流動性の高い貨幣が選ばれる。 

２０１６年末で、日本の退蔵貨幣は６６．２兆円（貨幣発行額の約６８％、名目ＧＤＰの約１３％）に達

している。 

これは、政府・日銀に対する（富裕層の）の不信表明。国債のマイナス金利化とは、国民の側から

見れば、金融資産を削り取られていく事であり、実質的に資産課税に等しい。マイナス金利は、理

屈の上では、下限がない。日銀が、実質的な金融資産課税の税率を、国会で民主主義の議決を

経ずに徴税権を手にしたとも言える。中央銀行は、現金を廃止し、電子マネーに切り替えることに

より、〈マイナス金利〉と〈キャッシュレス社会〉を手に入れ、なし崩し的に『徴税権』を手に入れる。

（W.ブイター) 

    「既得権益者」に堕した、既存のエスタブリッシュメントやエリートへの不信が、政治的には〈ト

ランプ現象〉を生み、経済的には〈貨幣の退蔵〉という「静かな反乱」として表れてきている。16世紀

のイタリアでも、(１５７０年以降)大量の金銀の流入にも拘らず、一般市民も戦争の脅威に財産保

全を図り、貴金属の退蔵が行われ、(１５７３－１５９０年の間)物価は若干の下向を示した。「あらゆ

るインフレは貨幣現象だ」とするマネタリストには、想定外の事態が、「長い16世紀」には実際に起

きていた。イタリアの現代哲学者アガンベンによれば、〈緊急事態を宣言すること〉は、 『民主主義

を守る盾』になるどころか、むしろ反対に『全体主義的権力が欧州に腰を据えたときの手立てだっ
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た』という。 

緊急事態のもとでは、警察の取り締まりが司法権力に取って代わるようになる。この変化を「法治

国家から安全国家へ」の移行とアガンベンは見る。 

では「安全国家」とは何か。ホッブスでは「万人の万人に対する闘争のもたらす恐怖を終わらせる

ため」に国家が登場した。その図式が「安全国家」に逆転し、国内に恐怖をつくり出すことで、自ら

の存在の正当性と存在意義を維持する。日本はオリンピック開催でテロの危険を「恐怖」させ「安

全国家」へ変貌しようとしている。アガンベンは「安全国家」はテロの予防を目指すものではなく、

市民のコントロールを狙うものと指摘している。権力の強化のためには、恐怖をつくる。その兆候が

マイナス金利の導入。マイナス金利は、デフレ・マインドを醸成。デフレをつくりデフレ退治を宣言

するマッチポンプ。「安全国家は警察国家であり、司法権力が消滅し、常態と化した緊急事態にお

いて、次第に主権者として振る舞うようになる、警察の自由裁量の余地を全般化する」。 

「マイナス金利国家」もデフレ解消を目指すものではなく、国民の資産をコントロールするものにな

っている。 

   〈テロ〉〈デフレ〉〈ゼロ金利〉は、「近代の例外状況」、この政治的・経済的な例外状況にたし

て、民主主義国家はあまりに無力である。個人や少人数で行われるグローバル・ジハードと巨大な

グローバル企業は表裏一体の現象であり、国近国家の枠組みでは、有効な手立てを講じることは

不可能である。 

   長期にわたる超低金利という「例外状況」は、８００年続く資本主義を誕生以前の状況に回帰

させ様としいる。〈ゼロ金利〉は貸し出されるお金を「種子」から「石」に戻し、〈マイナス金利〉は「石」

を砕いてしまうという事態をもたらしている。資本主義が資本の自己増殖のプロセスであるのに、債

券市場は向こう10年間は資本は増えないと予想している。資本主義は、大きな矛盾を抱えてい

る。 

日銀が発行国債の買い占めを続けると、市場に出回る国債が消滅し、国債の価格も利率も判らな

くなり、市場メカニズムの働かない(資本主義の幕引き)事態となる。いま、資本主義の逆説を示

す、事例が頻発している。過剰設備投資によるシャープの破綻。コンビニの乱立、共食い。大和運

輸の時間指定配達の見直し。「便利な」サービスが「過剰」の領域に達した。売上増が、(少ない経

費で多額の利益をという)合理性に反し、営業利益の減少にいたった。近代自らが反近代を生ん

だのである。 

利潤を得ようと投資すればするほど、将来大きな負債を抱え込んでしまう。自動車業界の燃費改

竄事件の様に、競争に勝とうと、僅かな利益にも、悪魔の囁きについ耳を貸してしまう。〈金利ゼ

ロ〉=〈利潤ゼロ〉の時代に成長を求めると、資本主義は矛盾に直面する。 

   世界中で資本主義は、機能不全に陥っている。秩序構成の三条件とは、①生命の安全②信

義③財産の保護である。しかし、資本主義を維持・強化しようとすればするほど、国民国家は一段

と不安定化する。テロにより、生命と安全はおかされ、企業は不正を行い信義を裏切り、マイナス

金利により国民の財産は承諾もないまま徴税される事が可能となってしまう。これまでの国民国家

と資本主義の組合せの近代システムでは、打つ手なし。賞味期限切れなのだ。 

   グローバリゼーションが収縮に転じた現在、貨幣が神の座から滑り落ちようとしている。無現空

間に於いてこそ、貨幣が資本に転化することで無限の神となり得たのだ。このように考えると、現代

国家が相反するナショナリズムと新自由主義、ネイションと貨幣が神であり、同居していたのも腑に

落ちる。今や、近代国家は存立基盤を失ったのだ。にも拘らず、経済成長の夢から覚めず、ナショ

ナリズムを煽り、排外主義の色を濃くして、経済成長のために通貨競争に明け暮れている。 

   近代に於ける「中産階級」の誕生は、調和のとれた民主的合理性や経済合理性ではなく、20

世紀の戦争だった(Ⅰ.モリス)。近代の合理性が形式上成立したのは、１９５０年代－１９７０年代前半

の２０年間の「黄金時代」だけだった(英国の歴史学者エリック・ホブズボーム)。近代の市民革命

は、資産形成の観点から評価すれば、資本家の財産保護に熱心。一般国民にとって富の格差を

確実に減らし、調和の取れた安定を齎すであろうとの思い込みは幻想だった。 
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第３章      生き残るのは「閉じた帝国」    
 

   常態化した「例外状況」のなかでは、国民国家と資本主義からなる近代システムは既に機能

不全に陥っている。近代システム成立の前提であった無限空間の喪失が現代危機の本質であ

る。フロンティアが消滅した今日、次の時代にはどの様なモデルが在るのか。 

   二つの「非公式の帝国」が登場した。〈アメリカ金融・資本帝国〉と〈ＥＵ帝国〉だ。どちらも、

「公式の帝国」（併合による、植民地総督による支配）を名乗っている訳ではない、「非公式の帝

国」（法的には独立した、従属的周辺エリートを通じた間接的支配）である。 

 前者が、近代の延長にあるのに対し、後者はポスト近代的な帝国だ。ふたつの帝国は、近代の

限界とポスト近代の条件を示唆する。両者は、１９７０年代後半から１９９９年代の長い胎動期間を

経て具体的な姿を現した。アメリカはルービン財務長官の「強いドル政策」により、アメリカに世界

中のマネーを集めた。世界の富を『ウォール街に蒐める』システムを構築したのだ。この帝国は土

地に制約されず、国境なき「電子・金融空間」に立脚している。このバーチャルな「電子・金融空

間」のおりなすネットワークは、無国籍の「資本帝国」と呼ぶ方がふさわしいかも知れない。無国籍

化する資本帝国は、当のアメリカ国民すらも、帝国の臣民にしてしまった。その忘れられた人々の

一揆が、当のアメリカ国民国家の秩序を壊している。 

  対するＥＵは、ヨーロッパという「有限空間」を前提とし、世界帝国を目指していない点では新帝

国だが、土地に立脚している点では、旧帝国である。 

  近代の出発点で「空間」と「時間」につき、『有限』であるという考えに、従来の『無限』という思想

からの大転換が起きている。「長い２１世紀」においては、逆のベクトルが生じ、「閉じた」帝国化に

向かわせる。２１世紀は、『有限』を前提とした社会になっていく。 

  人々の時代意識の変化は、経済活動の結果としての金利の発するサインを読み取ることが重

要。利子率は、実物経済での利潤率と近似値を示す。従って低金利とは、いくら追加資本を投下

しても、高い利潤を上げることの出来ない成熟した経済に到達していることを示す。「長い１６世

紀」の終わりに起きた「利子革命」と呼ばれる、１１年続いたジェノヴァの超低金利は、中世の帝国

システムを解体し、近代主権国家システムを準備した。近代の最低金利国の変遷はあくまで、近

代システムの中での「覇権国家」の交代に過ぎない。覇権国はあくまで近代システムの概念であ

る。近代は、生産力の増大を競い、最も生産力の高い国が覇権国となる。世界中の生産力が「過

剰」になった今日、生産力が即、覇権国であるという意味がなくなったのである。 

  アメリカは、１９７０年代以降、製造業から金融業への転換を推進し、１９９０年代には投資銀行

が成長産業としてアメリカ経済を牽引した。しかし、金融業の勢いも２００８年リーマンショックで破

綻した。 

また、金融化の発展過程で中産階級が没落していった。資本の側は、金融の自由化の名のもと

に、多くの雇用者の生活水準の向上につながらない「電子・金融空間」を創ったが、その一方で国

民の一部を「金融・資本空間」から締め出した。   利潤を得る「実物投資空間」が、無限であると

いう近代システムが、『幻想』であることが、顕わになってきたのが、２１世紀である。 

   国家の際限なき、軍拡と戦争が国家の信用を崩壊させる事が判った、という点でスペインとフ

ランスの国家が生産力を競う近代の始まりであった。〈スペインとフランスの財政破綻による『躓き』

による和解＝戦争終結＝カンブレジ条約〉の１５５９年と〈近代の終焉であるソ連崩壊〉の１９９１年

は共通している。ただ、「未来へのスタート」の意志がない点で１９９１年は未完である。完結するに

は、日本が「より近く、よりゆっくり、より寛容に」へと舵を切りスタートすることだ。「より近く、よりゆっ

くり、より寛容に」は、２１世紀日本の土台とすべき「ポスト近代」の原理である。 

   ２１世紀は好むと好まざるに拘わらず「閉じた帝国」に向かって行かざるを得ない。資本が利

潤を得られる「空間」が消滅寸前であり、国民に配るパイが減れば、中産階級が没落し、国民国家

は維持できない。そこで欧米が選択したのが、「帝国」化だったのだ。 

 ウェストファリア条約で成立した、建前では平等である主権国家だが、国内秩序は安定しても、そ
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の上位概念である世界秩序は安定しない。そこで、世界秩序に責任を持つ「非公式の帝国」が登

場する。 

 「非公式の帝国」が世界秩序に責任を持つのは、富=資本を「周辺」から「中央」に「蒐集」するの

が容易になるからだ。国境線の有無が、主権国家システムと帝国システムを分ける。しかし、後者

では、常にモノや情報の流れが「中央」から「周辺」に命令を通じ一方通行で流れる。 

 閉鎖空間での大きなショックは、成長の中では取り戻すことは出来ず、打撃が残り経済は疲弊す

る。帝国は「周辺」に対し内政・外交すべてに影響力を行使して支配する。これに対し、覇権国

は、他国の外交に影響は与えるが、主権国システムと相容れなくなるため、内政干渉はしない。た

だ、主権国家システムのなかにある覇権国であっても、いとも簡単に「帝国」に変身できるのだ。   

アメリカは、金融グローバリゼーションを通じて、各国に金融の自由化や規制緩和を強制的に導入

させ、他国の預金でアメリカ経済が廻る仕組みを構築した。他国への内政干渉により、世界の富を

ウォール街に集めたのである。アメリカ金融・資本帝国は、主権国家システムの一員を装ってい

る。ＥＵ帝国は、表向きも、主権国家の枠組みを超えている。この動きは、ロシア・中東トルコ・中国

にもみられる。 

   ２１世紀は、「陸と海の戦い」の展開となっている。海の英米「金融・資本帝国」ｖｓ.陸の独仏・

露・中東・中国の「領土帝国」の闘いである。アメリカ金融・資本帝国は、無限帝国である「海の国」

の延長に対し、ＥＵ帝国は有限空間の「陸の国」である。現代では、近代システムの勝者であった

海の国」が弱体化し、近代システムでは敗者であった「陸の国」の力が強まっている。金利がゼロ

になれば、これまで蒐集する側だった「海の国」が富を蒐集できず、相対的にその力が低下する

からである。 

 ２０世紀末アメリカが、ソ連に勝利したのは、「海の国」が中東の化石燃料を支配し、安価に「より

遠く」にある富=資本を集めることができたからである。石油を支配するセブン・メジャーズの国籍は

英米蘭の３ケ国であり、近代の本質を如実に物語っている。アメリカのグローバルに膨張する「電

子・金融空間」の帝国の創出は、近代の延長線上の発想である。従来の航路の支配に代わり、イ

ンターネット網の支配を通じて、近代システムの延長線上に「より遠く、より速く、より合理的に」の

バーチャル空間を創出したのだ。近代の延命を図るアメリカ金融・資本帝国は、世界の隅々まで

網をかけ、利益を吸い上げようとしている。しかし、リーマンショック後は、アメリカへの資本流入が

減少たため、ウォール街は高頻度取引（ＨＦＴ）により対応している。 全米全産業収益の金融部

門比率はピーク時の２００２年３０．９％から、２０１６年には２２．３％に低下している。アメリカ金融・

資本帝国の主役の利益が相対的に低下し、アメリカがグローバリゼーションの「中心」を担えなくな

っているのだ。 

   一方、〈ＥＵ帝国〉は、「実物投資空間」で成り立つ「陸の帝国」である。一定の地域に限定さ

れた「閉じた帝国」なのだ。ＥＵ帝国には、世界に拡大する意図はない。フランク王国以来のキリス

ト教がもつ普遍帝国の理念で、「閉じた帝国」だ。イギリスのＥＵ離脱を、ドイツが引きとめもせず、

静観しているのは、「海の国」イギリスなき「陸の国」だけのＥＵ帝国だけの方が、より本来の形を目

指せるからなのである。ＥＵ帝国は、ギリシャ問題・雇用問題・南北問題を抱えているが、利潤はお

おむね域内で働く人々に還元される。ＥＵ解体の処方箋として①健全な国民国家への回帰（エマ

ニュエル・トッドなど）と②超国家的共同統治（ユルゲン・ハーバーマス）③国民主権国家システム

（国家主権＋民主主義、ダニ・ロドリック）がある。「資本主義の終焉」という歴史的危機の時代に、

グローバル化した企業の経済活動を国民国家大の枠に一気に収縮させることは出来ない。経済

単位と政治単位の一致が秩序安定にとって最適である。食料・エネルギー・工業製品（生産能力）

がそろう「地域帝国」サイズ単位が、２１世紀の経済単位となる可能性が高いのだ。 

   資本の自己増殖が不可能になり、ゼロ金利により、資本の希少性を解消した日本とドイツで

は、地域帝国のサブシステムとして、国民国家より更に小さい単位が大半の企業の活動範囲とな

る。「より近く、よりゆっくり、より寛容な」社会への移行が起きるのだ。資本主義が役割を終えようと

している現代においては、膨張や拡大も終わらなくてはならないのだ。 
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   根源的に考えれば、西欧史を貫いてきた社会維持秩序を目的とした「蒐集」という理念が、終

わりを迎えようとしているのが現代である。ヨーロッパ文明の根幹にある「蒐集」という概念。「蒐集」

とは人類救済の為に蓄えるということなのだ。キリスト教は霊魂を「蒐集」し、資本主義は物質を「蒐

集」した。近代初期の欧州では〈俗権〉は農奴を集め、〈教権〉は霊魂を集めた。両者は根源的に

「蒐集」ということでは同じことである。「蒐集」は必然的にグローバリゼーションを志向するから、霊

魂もモノも同時に「蒐集」されていったのだ。秩序維持のために今までは「蒐集」が行われてきた。 

フロンティアが消滅し、永続的「蒐集」が困難になった現代の資本主義と西欧文明は歴史的危機

に晒されている。 

    「歴史における危機」とは、秩序の崩壊である。国民の生命の安全を守り、国家や国家のリ

ーダーが信義・約束を守ること、財産がきちんと保護されていること、が秩序の基である。ところが、

現代では、いずれの条件も満たされていない。 

９．１１以降、現在のＩＳに至るまで、世界中でテロが頻発。日本でも貧困や格差が拡大している。

世界中どこにも、フロンティア＝新しい空間はない。  「中心」と「周辺」からなるシステムは、「周

辺」が「中心」に入ってくれば維持出来なくなり崩壊する。 ２０世紀末以降の危機も同じだ。「周

辺」であった新興国から「中心」の先進国に移民や難民が大量に入ってくれば、秩序は維持でき

なくなる。「中心」において中間層の生活水準が下がり貧富の二極化が起き、「周辺」においても同

様なことが起きるのである。 

   近代とポスト近代の過渡的性格を帯びているＥＵ帝国。ドイツが「非公式の帝国」として全面

に出てくると「中心」が「周辺」を「蒐集」するグローバリゼーションと同じ罠に嵌ってしまう。それで

も、国境を越えた資本の動きで富を蓄えようとする「資本帝国」に対し、歯止めをかけようと金融取

税や金融行政の統合策・国境を越えた追徴課税等の動きに、ＥＵの中にポスト近代の可能性を強

くみている。「資本帝国」の収奪を防ぐには、経済圏を「閉じる」方向に舵を切る必要があるのであ

る。 

             

第４章   ゼロ金利国・日独の分岐点と中国の帝国化 

 

   近代を延命させる為、政治的には国民国家のまま「電子・金融空間」を創ったアメリカ。 

そして、グローバリゼーションにより富の蓄積を図った。 しかし、２００８年のリーマンショックで破綻

する。 

アメリカ国自体が資本家や超巨大企業からなる「資本帝国」の使用人になってしまった。ＥＵは、

加盟国の主権を制限し、経済を閉じることで、近代の危機に対応しようとした。ＥＵの試みは近代

の延命ではなく、ポスト近代システムの実験場の色彩を感じさせるものである。 

   日本とドイツの描く２１世紀像はまったく異なる。 アメリカの金融・資本帝国とどう向き合うか、

その姿勢の違いにあったのだ。同じ敗戦国の日本とドイツでありながら、日本は〈対米従属〉の道

を歩み、ドイツは自ら、〈新しい帝国〉を建設したのである。 

   戦後の世界経済はブレトンウッズ体制下（吉田注：１９４５－１９７１。ＩＭＦ・世界銀行・ＧＡＴＴ、米ドル金

本位制、固定相場制による国際経済体制）、米ドルを基軸通貨とし、外国為替を固定相場とする〈金ドル

本位制〉、金１オンス=３５ドル、１ドル＝３６０円とされた。戦後復興を遂げた日本と西ドイツの製品

は、円とマルクの通貨安により、国際競争力が強まり、アメリカに大量に流れ込んだ。貿易赤字と

財政赤字の双子の赤字を抱えるアメリカは、１９７１年８月１５日ニクソン大統領により、金ドル交換

の一時停止を発表。(吉田注:金ドル交換停止のほか輸入品に一律１０％の輸入課徴金を課す。更に１９７１年１２

月の１０ケ国蔵相会議によるスミソニアン合意により、１ドル＝３０８円に移行。輸入課徴金は撤廃。１９７３年各国が、変

動相場制に移行してブレトンウッズ体制は崩壊。)  

  １９７１年、ニクソン・ショックが金融空間を、またインテルのマイクロプロセッサーが電子空間を

切り開いたのである。  それ故、１９７１年は、「電子・金融空間」元年でもあったのだ。  財政と

貿易の双子の赤字に苦しむアメリカの膨大な赤字を支えたのは、日独の貿易黒字（貯蓄超過国）

であった。日本の生命保険会社は米国債を買い続け、アメリカのレーガンの軍拡路線を支え続け



10 

た。   １９７３年２月には、「変動相場制」に移行。 １９８５年には更に、Ｇ５で無理矢理「プラザ合

意」（吉田注：ドル高是正により、円高進２５０円前後から一挙に１２５円付近に）により、ドル安に向けた協調介

入を決定させられた。 １９８５年の〈プラザ合意〉は、まさにアメリカの日独に対する内政干渉だっ

たのである。 

 巨額のドル債を保有したザ・セイホは、円高による含み損にも拘わらず、日本国内で醸成された

株と土地バブルの含み益により、あくまでドル債を手放さなかった。 即ち、日本のバブル経済化

とは、冷戦にとどめを刺そうとしていた米国を経済面で支える国際政治学的意味合いを持ってい

たのだ。日本のバブルによる巨大な含み益が、アメリカに還流するように仕向けられていたのであ

る（谷口智彦）。 

  １９８０年代に於ける「電子・金融空間」は当初、ソ連という社会主義の帝国に勝利する目的の

ための手段であった。 ソ連の崩壊後は、「電子・金融空間」の膨張それ自体が目的と化したので

ある。 

  つまり、中曽根政権下での不自然な日銀の金利抑制策や内需拡大政策（リゾート開発ブーム

など）は、膨大なアメリカの軍事費を日本の金で賄いたいというアメリカの思惑を忖度した結果であ

った。  １９８０年代の〈日本のバブルは日米合作〉の国策だった。１９８６年、加熱するバブルに対

し利上げのタイミングを探る日銀、しかし、１９８７年２月のＧ７の「ルーブル合意」で日銀は、利下げ

手段を縛られ、日本のバブルは更に加熱せざるを得なかったのである。 

   １９８６年、日銀が金利引上げ決定権を行使しないことにより、日本はアメリカの金融・資本帝

国の傘下に入ることを決めたのである。そして、１９９１年、ソ連は崩壊した。アメリカにとり、単なる

一財務担当部門でしかなかった日本は、冷戦終結とともに、存在意義を失った。そして、外国人

投資家の主導による日本株売りで、バブルは崩壊した。 

   日本はアメリカ金融・資本帝国を支えた挙句に、〈平和の配当〉を受け取ることもなく、今もな

お、バブル破裂後の「失われた２０年」に苦しんでいる。 さらに、アメリカは日本の経済・内政のレ

ベルにまで干渉するようになってきている。 

   一方、西ドイツはアメリカからの利下げ要請を振り切り、１９８７年９月、利上げを実施した。この

利上げが、１０月のアメリカの〈ブラック・マンデー〉を引き起こした。即ち、アメリカ帝国を離脱した

西ドイツは、待ちかねていたかの様に、電光石火のごとく政治カードを切った。ベルリンの壁崩壊

後半年、東西ドイツと６ケ国外相会議を開催、１０月に〈東西ドイツ統一〉を実現したのだ。これは、

経済合理性を脇に置いた「陸の国」ならではの政治判断であった。ソ連崩壊から三ケ月足らずの１

９９２年２月には〈マーストリヒト条約〉を締結し、ＥＵ誕生をほぼ決定的なものとした。強いマルクを

捨ててまでＥＵ誕生に漕ぎつけたのは、時代の潮流を読み解き、この機を待っていたからである。

欧州には、アメリカが世界に押し付ける経済ルールには対抗する伝統が脈々としてあったのであ

る。ドイツはＥＵを創ることでアメリカ資本帝国から距離を置くことに成功した。 

ＥＵ帝国もまだ国民国家と資本主義からなる近代システムを引きずっている。資本主義をつづけ

ている限り、ＥＵ内であっても、「資本帝国」からのグローバルな利益吸い上げの収奪からは逃れら

れない。ＥＵの問題はまだ「閉じていく」プロセスが完了していないことに起因しているのである。 

    金本位制の裏付けなきドルが世界の基軸通貨であることで、ドルの価値が変動しアメリカが

以外の先進国は振り回されている。２０１５年アメリカは世界ＧＤＰの１／４にすぎないが、世界各国

の外貨準備金の６３％を占めている。エネルギー・食料といった国家の存続に不可欠な戦略物質

がドルで決済されているからである。 

    虎視眈々と「帝国化」を目論む中国だが、周辺国は南沙諸島・尖閣列島の領有を認めてい

る訳ではないので、その意味で覇権国ではない。ただ経済的には中国の「帝国化」はある程度す

すんでいる。 中国の深刻な問題は、過剰生産力。特に鉄鋼・石炭産業の過剰能力は深刻だ。稼

働率はわずか、６割程度。自動車産業では、２５００万台分の過剰生産能力を抱えている。 中国

が、ＧＤＰの半分を投資が占める状態を長きにわたり続けてるが、これは明らかに過剰投資でであ

る。資本が効率的に利用されていない。先進国の中でも資本係数の高い日独を中国は上回って



11 

いるのである。  過剰生産には限度があり、その限度を無視すれば、国家は解体する。中国が

「世界の工場」である限りは、生産力が「過剰」になることはない。しかし、近代は終わりに向かって

いるので、輸出主導の経済は続かない。国内需要の弱い中国では、異常に膨張した生産力を吸

収できない。その結果、中国企業の経営は悪化している。背後に中国共産党があり、今のところ企

業の経営不振を国家財政で肩代わり出来ているため、直ぐに実体経済に悪影響を与えていない

だけなのである。 

  ２０１２年経済成長が８％を切った段階で、中国の経済モデルは維持できない状態に陥ってい

る。２０１５年以降の中国経済は、バブル崩壊後の日本経済に近いプロセスをたどっていくであろ

う。中国の景気後退は、世界経済に大きな影響を及ぼす。リーマン・ショックの本質は〈信用バブ

ル〉の崩壊。日中のバブル崩壊は、不動産バブルが中心である。ところが、地価下落によるバブル

崩壊は、小手先の対応で先送りが可能なのだ。不良債権を「飛ばし」により、数年は〈まわし〉と〈と

ばし〉を続け、金融危機を繕い続け、最終的な〈公的資金投入による処理〉までには、日本でも１０

年以上かかっている。これから現れるチャイナ・ショックは、日本と同じように１０年以上の長い期間

を要するであろう。 

 問題は、１９９７年のアジア通貨危機以降、日欧の過剰な貯蓄がウォール街に集まり、アメリカの

株価を吊り上げ、その〈溢れたウォール街のマネー〉が向かった先が中国だったことなのである。 

 中国は、集まった世界中のマネーを元手に過剰生産能力を積み上げてきたわけだ。もはや実物

経済では成長の見込めない過剰なマネーは、土地や株式に流れ込む。先ずは、チャイナ・ショッ

クで、株式バブルが崩壊。でも、まだ新築住宅価格は上昇し続けている。おそらくは今後、中国の

住宅バブルが弾けると、海外資本・中国資本も徐々に逃避していくであろう。 世界経済が落ち込

んでいる現状では、過剰生産力は、輸出で解消できない。中国の過剰債務はＧＤＰの２．４倍、２６

兆ドル。うち、企業債務は１７．２兆ドル。積み上がった過剰債務の行き詰まった段階で、設備バブ

ルの崩壊が起き、その影響が世界中に及んで来るであろう。過剰設備を抱えて崩壊したソ連、過

剰生産は、国家を破壊する。中国共産党は、経済の転換期にあることを十分認識している。解決

策を「外需」に求めた、「一帯一路」の経済圏構想である。中国が「帝国」となり、「実物投資空間」

を新たに作ろうという宣言である。〈一帯〉とは、中国から中央アジアを経て欧州に至る〈シルクロー

ド経済ベルト〉であり、〈一路〉とは、中国沿岸部・東南アジア・インド・中東・アフリカ・欧州に至る〈２

１世紀海のシルクロード〉である。海と陸から中国の経済圏を拡大しようとしているのだ。そのため

の資金源が、ＡＩＩＢとシルクロード基金です。中国が投資家となり、需要を創出するのが狙いであ

る。１９９０年代にアメリカが世界のマネーをウォールに集め、繁栄を謳歌したように、中国元をアジ

アの基軸通貨に据え、繁栄を狙う意図も透けて見える。 

  しかし、中国の描く夢は、あまりに実現性を欠いている 中国の過剰生産力を吸収出来るだけ

のフロンティアは「一帯一路」の中にも残されていないからである。 

〈海の道〉の南シナ海の領有権問題について、ハーグの仲裁裁判所の判決や国際世論を考える

と、中国の帝国化は近隣諸国にすぐには認めてもらえない様である。 

  また、中国が積極的に進出している「最後のフロンティア」と言われているアフリカでは、８億人

がサハラ砂漠以南にすんでおり、そのうち半数は１日１．５ドル未満で暮らしている。政治も不安定

で、十分な経済活動をすることも出来ない。 

  〈陸の道〉も、ＩＳなどイスラム過激派のリスクがあり、簡単に「一路」を築くことは困難である。 

またアメリカやイギリス、ＥＵも閉じる方向に向かっているので、インフラによる創造による大きな需

要創出は見込めない。中国を待ち受けているのは、かつてのバブル崩壊後の日本と同様、長期

にわたるデフレや低金利である。 

  その影響は世界に及び、世界デフレは半永続的に進行する。それはすなわち投資機会の減

少に向かっているということである。    表層的には、中国はＥＵと同じような、「地域経済圏」を

目指しているように見える。しかし、本質的なところで大きく異なる。ＥＵはじめ先進各国では「近代

からポスト近代への転換」が起きている。 ところが、現代中国は、むしろ近代を始めたばかりの存
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在である。近代化最後の国、中国がデフレになるとき、資本主義は最終局面に入る。  歴史的に

みると、より大規模なバブルの崩壊は、先進国側ではなく、資本の流入する新興国側で発生する

可能性が高いのである。  投資機会を失った先進国の資本が新興国に大量に流入。そして、よ

り大規模なバブルとその崩壊は、資本の流入する新興国で発生するのだ。バブルの崩壊で、一気

に需要が減退し、設備過剰となり、工場稼働率を下げ、リストラが行われ、デフレとなる。 

 中国の本格的バブル崩壊は鉱物資源大国、ロシア、ブラジルなどにも及び、ここに BRICｓが加

われば、世界デフレは完成する。 中国は、「１３億総中流」を実現する前に、近代＝成長の時代

が終わってしまう最悪の事態をむかえる可能性が高いのである。  そのとき、世界の金利がゼロ、

ないしマイナスとなる時代が完成するであろう。 

 

第５章   「無現空間」の消滅がもたらす「新中世」 
 

    １９７０年代になると、先進国の成長率は大きく鈍化した。近代は成長することで秩序を維持

してきたので、成長率が（長期にわたって）ほぼゼロになれば、それは、近代そのものの危機であ

る。  １９８０年代から現代に至るまで、「３年に一度」のバブルを繰り返しながら、資本主義は惨事

便乗型バブル崩壊により、その延命を図ってきたのだ。１９８０年代レーガノミックスによるドル・バ

ブル、日本の株式・土地バブル、１９９４年メキシコ通貨危機、１９９７年アジア通貨危機、１９９７年ロ

シア危機と９７－９８年の日本の信用システム危機、２０００年米インターネット・バブル崩壊、２００８

年リーマン・ショック、２０１０年ギリシャ危機と、およそ３年に一度、バブルが起きては弾けている。 

    中世から近代に移行するとき、１３世紀に生まれた資本主義がなぜ生き延びたのか？ 

中世システムにおいて、資本主義は「周辺」の更にその外側にあった。キリスト教から忌み嫌われ

ていたのは（資本家・商人）・娼婦・宿屋の三つの職業であった。高利貸しが一代で築いた富は、

相続の段階で教会や貴族がその富を没収していた。１７世紀、英蘭の覇権国がイタリア・スペイン

連合に取って代わったとき、資本主義を中世封建制度とともに葬りされなかったのは、中世におい

て、商人も資本主義も「周辺」に位置していたからである。「長い１６世紀」に、経済では資本主義

は継続し、政治体制には断絶があった。つまり、資本主義と主権国家システムは自動的に一致す

るものではなかったのである。 

  勿論、近代システムの行動原理「より遠く、より速く、より合理的に」と資本主義の「より多く」には

親和性があります。つまり資本主義は、グローバルな指向をもっている。従って、資本主義が機能

するためには、世界秩序の安定が不可欠である。ところが、主権国家は世界秩序安定に直接責

任を持つ主体がないという、近代システムの致命的欠陥が潜んでいる。（「帝国の分裂で生まれた

『主権国家』への分裂は、世界秩序に責任を持つ主体の消去をもたらしたという意味で、人類史

上最大の誤りではないか」という長尾龍一の衝撃的、問題提起である）。 

  畢竟、主権国家システムとは、血みどろの宗教戦争を棚上げする試みである。「長い１６世紀」

の後半の危機を乗り越えるための、〈応急措置〉にすぎなかった。にも拘らず、「世界的公共財の

担い手」を欠く、主権国家システムは抜本的に見直されることもなく、現在まで続いてきてしまっ

た。「国家を『主権』という「世界の部分秩序」に過ぎない唯一神の『全能』の類比概念によって性

格づける国家論」が、基本的」に誤った思想だったからだ」（長尾龍一）。主権国家システムは、主

権国家の外部に「蒐集」可能な「周辺」を必要としている。  近代主権国家という概念が、日本に

渡来するや否や、日本は、富国強兵のリヴァイアサンになることに全力を傾注した。 

   国境を瞬時に超える巨額のマネーは、もはや一国では制御出来なくなっており、バブルを多

発させたり、資源価格を高騰させたりしている。過剰マネーをコントロールする世界的な公的機関

は存在していない。グローバル企業が租税回避手段を駆使しても、それを管理・抑制する「世界

的公共性の担い手」はいない。それどころか、資本主義国家の中枢であるシティやウォール街が

タックス・ヘイブン化しているのが現状である。 

   国民国家では、「贅沢」を国民全員が平等に求めるようになった。欲望に限界はなく、人々は

過剰な要求をする。民主主義のもとでは、施政者はそれに答えなくては、政権の維持ができない。
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国民国家システム（主権国家システムと民主主義が一体化）においては、国際社会では国家間の

平等が要請され、国内では国民の間の平等が求められる。しかし、歴史的事実としては、資本主

義の本質のベクトルは、逆の方向を向いている。資本主義は、フロンティフア「周辺」を広げること

により「中心」に富を『蒐集』する、資本自己増殖のシステムです。「中心」が「周辺」から利益を吸い

上げる以上、必然的に不平等が生まれるのである。 

     我々の生きる「長い２１世紀」では、国民所得を増加させる「実物投資空間」の膨張が止ろ

うとしている。従って、国民と資本の間に軋轢が生じる。国民国家システムの平等と資本主義の格

差を生んで資本を増やす矛盾が露呈すること無しに両立できるのは、経済か成長する場合に於

いてのみなのである。「長い２１世紀」とは、「蒐集」できる無限空間が、消滅する時代であり、空間

の有限性を前提とする時代である。「無限空間」から「有限空間」へという「閉じる」知恵がなければ

世界は崩壊に向かっていくであろう。 

     本来的には国民国家と資本主義は両立の難しいシステムである。  コペルニクス革命が

「無限空間」を用意し、市民革命により〈国民の欲求表現が許される〉変化が起きたからこそ、両立

したのだ。国民国家と資本主義の両立の前提条件である「無限空間」が消え去った以上、資本主

義と国民国家の矛盾は、より激化する。国境を越えて不平等やそれに起因する争いが拡大し、主

権国家システムの枠組みを破壊してしまう。 

    〈ポスト近代〉のヒントは、〈中世〉という時代にあります。現代先進各国は、人口減少と経済

の長期停滞・ゼロ成長という問題に直面している。かつて、輝いていた国民国家が色褪せてしまっ

た。直接、ＥＵという「中心」に繋がりたいというカタルーニャやスコットランドの欲求は、〈中世〉への

回帰と見ることも出来る。国民国家システムがそうである様に、資本主義も「過渡的」に存在するシ

ステムである。利子生活者階級は、過渡的存在に過ぎず、資本の蓄積に伴いやがては消滅する。

資本の場合、土地の様な内在的希少性がないから（ケインズ）。 

    ソ連が軍人の「過剰」な要求に応えてその負担に耐えかねて崩壊したのに対し、資本主義

は一般市民の「過剰」な要求に十分に応えて、その役割を終えようとしている。ソ連の崩壊は資本

主義の勝利でしなく、生産力増強の時代の終わりを意味していたのである。だから、社会主義国

の崩壊は、資本主義の終焉に繋がってくるのだ。１９７７年の段階で「新中世の時代」を提示してい

た国際政治学者へドリー・ブルの洞察は、先鋭的であった。一方、悪しき中世的現象《私的国際

的暴力の復活》である〈テロの常態化〉と〈富の集中〉（富める者の資産の１／３は相続によるもので

あり、４３％は縁故主義によるグローバル企業の影響力行使によるものである）。 

市場主義、自助努力を迫る近代社会が、かつての中世の身分社会と同様な状況になっている。  

重要なことは、中世システムの長所・短所を参照しながら、ポスト近代のモデルを粘り強く構想して

いくことである。「長い１６世紀」では、宗教改革による血みどろの闘争で終結ま゛１３０年かかってい

る。現在の内戦・テロもニクソン・ショックもなお数十年単位の時間を見る必要があるだろう。  世

界の潮流は、「海の国」の時代から「陸の国」の時代へであり、変わらないであろう。 

   ポスト近代システムは、ゼロ成長の社会であり、富や財がその外部に出ていかない自給経済

圏なので、「閉じてゆく」ことが不可欠である。富の蓄積がもはや高い社会的重要性を持たない、

ゼロ金利の時代は、「生存のための闘争」という「最も切迫した問題」から解放されたのだ（ケイン

ズ）。 

   世界の富は、世界上位８人の所有する資産と下位の３６億７５００万人の資産と同額である。 

富裕層の多くが「財産としての貨幣愛」の呪縛から逃れられないでいる。成長教にとらわれた、国

家・企業も、定常状態を目指さず、成長に躍起になっている。「閉じた」空間では成長自らが、逆成

長を生む。東芝不正会計事件とＶＷの違法ソフト問題。国を代表する大企業ですら、不正をしな

いと株主が期待するレベルの利益を得られなくなっている。アベノミクスも同様である。アベノミクス

で儲かったのは資本家と経営者だけである。ＧＤＰも上がっていない。近代がほぼ終焉した現代に

あって、今さら近代の目標を掲げたところで、事態はますます悪化するばかりである。既に日本

は、「必要な時、必要な物が、必要な場所で手に入る」豊かさを手に入れている。新規投資がなけ
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れば、企業の付加価値の分配は、固定資産償却費と雇用者に支払う人件費等で十分である。 

 日本政府がなすべきことは、①基礎的財政収支を均衡させ、税負担を高めない事に加え、②人

口減少を９０００万人あたりで横這いにすることである。そのうえで、③安いエネルギーを国内生産

し、原油価格の影響を受けない経済構造にすることである。 

  現在起きているポスト近代の具体的姿は「地域的・世界的権威」は地域帝国がもち、「国家・民

族の会にある権威」は、地方分権や連邦制に基づいて地方政府がもつ（ブル）。 

マネーは経済圏を還流する。「地域帝国」と「地方政府」の二層からなるシステムは、どちらも「有

限」であり、膨張しないことを特徴としている。 

      資本の希少性を克服した、日独の様な国では、「ほどほど」の利益は自己資本比率でみ

て、２％程度で十分である。２０１５年日本企業の純資産は６３６．３兆円、倒産金額は最近のピーク

である２００８年で １４．２兆円、従ってＲＯＥで、２．２％ですので十分対応できます。日本企業の

最終利益は２０１５年過去最高の４１．８兆円ですが、総人件費は１９９８年度の水準のままである。

「閉じた経済圏」で市場経済を実現させるには、株式会社も大きく変わらねばならない。２１世紀の

経済システムに信頼を取り戻すには、不確実性の厳選である企業が変わらねばならない。近代で

は不特定多数の株主から巨額の資金を効率的に蒐める最適資本調達制度であったが、ポスト近

代では、企業活動を長期的に〈応援する株主〉と〈信頼される企業〉の関係にする。投機家とは縁

を切り、長期的信頼関係を保てる投資家を育成する必要がある。 

 

第６章    日本の決断  近代システムとゆっくり手を切るために 

 

    今終わりつつある国民国家と資本主義の矛盾は、５００年続いた近代システム ８００年続い

た資本主義、そして西洋史を貫いてきた「蒐集」という概念が、フロンティアの消滅とともに終わりを

迎えようとしているからである。その矛盾をどう考えるかが、私たちが生きる「長い２１世紀」の課題

である。 ゼロ金利は、もはや新たな「実物投資空間」がないことを意味してる。近代文明は安価な

化石燃料により成立していた。しかし、原油の採掘コストは悪化している １９３０年代は１単位のエ

ネルギーの投入で得られるエネルギーは１００単位、７０年代には３０単位、２０００年には１１単位に

まで低下している。この採掘コストは悪化の問題は［エネルギーの崖］と呼ばれている。  シェー

ル・オイルはエネルギー収支が２．０に近い。原子力発電では、今後もまた３．１１の悲劇を繰り返

すことになるであろう。技術で解決出来ないことは無いとする〈技術進歩教の時代〉も終ったのであ

る。 

    日本は、このまま近代路線を続けて行くのか、それとも まったく異なる道を行くのかという、

分岐点に立っている。 「より遠く、より速く、より合理的に」の近代の理念は限界に達したから、そ

の逆の理念が「より近く、よりゆっくり、より寛容に」である。これから日本が〈新中世〉に移行する際

には、「ゆっくり」と事を進めて行くことである。決してあきらめない事だ。民主的で、平等なシステム

を願うなら、前向きに未来を求め続けよう。「長い１６世紀」に次の世界システムを予測できた人は

いない。 

    ジェノヴァとスペインは過去の中世システムにしがみついたあまりに、遅れを取った。 

日本が現代の「海の国」の盟主・アメリカに唯々諾々と、追随をする姿勢には疑問を持たざるを得

ない。 

レーガノミックスの失敗のツケを３０年懸けても拭い切れなかったのが今のアメリカである。レーガン

政権で内政干渉の洗礼を受け、以来アメリカ金融・資本帝国の配下に入った日本。冷戦終結でア

メリカ財政のファイナンス役は御用済みとなり、バブル崩壊、「失われて２０年」に突入したのだ。 

    対米従属問題は、戦後７０年以上、「解けなかった問題」である。存在することさえ否認しよう

としてきた問題である（白井聡「永久敗戦論」）。７０年かけても解けなかった問題である。まず問題

の存在を認め、長いスパンで「ゆっくり」アジアの「地域帝国」化に取り組む決断が必要である。「諦

めてしまえば、負の未来が勝つ」のですから。 

    ２１世紀は政治は地域帝国、経済は定常状態（＝資本蓄積をしない）というのが二つの方向
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性である 

あとはどのような社会システムを構築するかが課題である。システムの頂点には何を据えるかであ

る。中世は神、近代は人間（貨幣で人間を評価し、富をより蓄積した人を中心に据えた）であった。 

日本はどの国と一緒に「地域帝国」を創っていくかを考えるべきである。対米従属もアジア共同体

も現実味はない。日本が出来るのは、①いつか選択肢が生まれるときに備える②選択肢ができるよ

う環境を整えるだけである。百年単位で考えれば、東アジアやアジア全体も大きく変容するであろ

う。その時に備え、ビジョンを作っておく事が重要である。国民国家と資本主義という近代システム

の終焉までにまだ数十年の時間がかかる。その間に世界に先駆けて、定常状態＝ゼロ金利・ゼロ

成長の社会への移行を実現しなければならない。そのためには、３つのハードル①財政均衡②エ

ネルギー問題③地方分権がある。「閉じた経済」のなかで、地域に密着した教育機関や企業、金

融機関を充実させていく。売り上げの１１％を占める企業利潤を人件費に順次振り替えていくと、

人件費は１．５倍になる。二一世紀の新しい社会を考えるのは、専門家ではなく、総合的学問を身

に着けた若い世代に託せ。寛容の精神はエラスムスに学び、時代精神とする必要がある。「近代

の秋」を生きている私たちは、過ぎ去ったものの死滅を見届け、２１００年を世代に希望のバトンを

受け渡すことである。そのためには、ゆっくりと近代のシステムと手を切る決断が必要である。未来

の姿は、すぐには形を現してこない。たた、どちらの方向に舵を切るのか。その選択権は、私たち

の手にあるのだ。 

 

おわりに   茶番劇を終わらせろ 

 

    ポスト近代システムは「閉じた帝国」と「定常経済圏」である。 

幸福の追求と引き換えエネルギーの浪費を続けるならば、いずれ資源争奪の戦争も起こり得る。

フロンティアの消滅した現代では、成長を追い求めるほど逆説的に、企業は巨大な損失を被り、国

家は秩序を失ってしまう。人類救済の為のノアの箱舟の「蒐集」にはじまり、２１世紀の現在、資本

を「蒐集」するほど、能力差では証明できない程の格差が広まっている。 

  フロンティアなき「長い２１世紀」は、アメリカの衰退とともに、「陸の時代」に向かおうとしている。

ＥＵ・ロシア・中国が存在感を強めている。イギリスのＥＵ離脱やトランブ大統領の誕生は、現実世

界が「閉じる」ことを選択しつつあるあらわれである。食料やエネルギーの自給、地産地消を目指

す動きも増えてきた。  資源争奪戦争を起こす前に、自国の生存のみに関心がある主権国家シ

ステムを捨て、「閉じた帝国」が、定常経済圏を築き、帝国内の秩序に責任を持てるようにしなくて

はならない。 シュミットは、近代は「神に対する反逆」だと言い、ケインズにとって実現させるべき

人生の目的は、「人間的交流＝愛、美しいものに接する＝美、真理を求める＝真」であったが、近

代（合理性と貨幣を市場のモノとした）は、この三つを捨て去った。 

   資本の希少性を解消した日本とドイツは近代の視座には入っていなかった、「愛・美・真」を

人類史上初めて追求できる環境にある。ＥＵを先導したドイツ。対米従属に固執する成長教の国

民国家のままの日本。日本は危機の本質に立ち戻って考えなくてはならないのである。 

 

本書を読んで 

 

   堺屋太一は、かつて「近代規格生産時代」の後に来るパラダイム・シフトした社会を「知価社

会」であるとした。変化する社会の現象を調べ、原因を探り、共通の原理を発見することによって。 

現象は石油危機、公害問題の多発、コンピューターの普及、巨大技術の停止、グローバル化の進

展、欲求の主観化、社会手記の崩壊。原因は資源と環境のアンバランス、物離れ現象、多様化、

主観的満足重視、ヒト・モノ・カネ・情報・技術の全地球的移動が大量・高速・安価になった。これら

の原因から日本のモノ・土地余り・ヒト不足から、文明変化の犯人を探った。経済の悪化・社会の荒

廃・教育水準の低下（学級崩壊）・生活の変化（コンビニ・携帯・廉価選択）。  

 堺屋は、近代工業社会の時代と体制が有する価値観、美意識、正義観の変化を１９７０年代に
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感じとり、ソ連崩壊後発表に「知価社会」の構想を発表した。堺屋の歴史区分は、始代・古代・中

世・近世・近代・ポスト近代。 これからやって来る〈ポスト近代〉は、中世（人口は減少・停滞、物財

に関心を持たない、国家も組織も曖昧な時代で極めて、精神的な時代）に似た社会であるが、時

間余りで・知恵余りの時代と捉えている。 

  近代規格大量生産社会の安定した価値・組織・金融は、知価社会では安定性がなくなり、リス

ク化する。知価社会では、智慧の値打ちが変動し、予測は困難、貯蔵が不能であるからだ。知価

は、消費者に主観的満足を与えることで、価値を生む。その満足の輝く期間は短く、可変的であ

り、予測は困難。近代（取分け全体主義・社会主義）の前提は、①人は、財の多さに幸せを感じる

存在＝ホモ・エコノミクス（経済人）②豊かさには、規格大量生産が有利であり、社会進歩に至る 

③最適モデルは存在する（国民車・国民服・国民休暇村など）④官僚の無謬性。工場・農地・油田

等の価値は不変＝「価値不変仮説」。法人・財団は永遠の生命を与えられ、組織はフィルハーモ

ニー型のヒエラルキーをとる。 

 知価社会では、資産価値は流行や世間の評判で価値は変動的となる。人々は感動や感動体験

に価値を見出す。組織はジャズバンド型でキーマンを中心にしたネットワーク型。人々はやりたい

ことで集う「好縁社会」。 経済は、①消費者主権②市場への参入の自由③供給側からの情報公開

と消費者のプライバシーの保護となることを予測した。 

    １９９０年代の変化を① グローバル化  ②官僚主導の行き詰まり   ③人口構造の変化   

④職縁社会の崩壊   ⑤怠惰の否定   とし、日本は来たるべき知価社会から取り残されたと指

摘。その原因の一つは、８０年代から官僚の力が強くなり、新時代に逆行した猛烈な近代工業化

を官僚が強化促進したことをあげている。 

戦後日本の経済成長を支えた理念「効率・平等・安全」が文明の転換を阻んでいる。文明は「人

口・資源環境・技術」であり、人間精神は条件変化に対応した美意識と倫理観を持つ性格がある。

「豊富な物をたくさん使うことがカッコいいという美意識と、足りない物を節約するのが正しいという

倫理観」です。 

   本書の著者 水野和夫は、来るべき「長い２１世紀」の「閉じた地域帝国」のシステムの中心概

念が中世の「神」、近代の「経済的人間」に対し中心概念を明示出来ていない。中心概念なくし

て、来るべき社会は語れない。本書の物足らない所以である。 

   著者の本書のテーマは、「ゼロ金利が何故かくも長期にわたって続くのだろう」に対する一つ

の回答ではある。日本経済新聞は２０１７．９．２４に「上がらない物価世界を覆う謎」の記事を掲載

した。先進各国で、景気は底堅いのに低インフレが続くナゾの現象の論争が盛り上がっているとい

う記事である。 

  確かに、著者は日本の危機の本質を考えてはいる。「戦後７０年以上解けなかった問題」であ

り、搾取され続ける対米従属体制への彼の危機感がある。 

  「より近く、よりゆっくり、より寛容に」や「諦めてしまえば、負の未来が勝つ「この先、数十年をか

けてビジョンと仕掛けをつくり、時代の潮流を読み解き、その一瞬のチャンスを待つ、機会を待て」

の標語は共感を呼ぶ。 

  ただ、著者の主張する、ゼロ成長の定常状態実現のための三つのハードル、①「地方政府」を

視野に入れた地方分権（＝道州制）は判るが、「地域金融金融機関に金利ゼロの株式預金？  

をして、現物の配当を受ける」とは全く理解出来ない。②エネルギー問題の解決策として挙げる再

生エネルギーも疑問である。  

  エネルギー源は社会を規定する。資源争奪戦争さえ触れているのにあまりに無責任。もっとも

っと考えなくてはならない問題である」。 著者は中世の「科学する心」を否定する時代思潮を肯定

し過ぎている様である。 

 小生は、来るべき社会では、技術革新による水素社会や人工光合成の開発はやはり不可欠と

考えますが諸賢は如何お考えであろうか…？  

  財政均衡策について、著者の主張する「国債発行額ゼロ」をどうやって実現するのか。プライマ
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リーバランスの均衡を増税せずに、どう実現するのか。全くの絵空事としか思えない。 

例え仮に、政府所有資産を日銀所有国債に全額充当したとしても、無理矢理リース料と資産税を

均衡させたとしても、翌年以降の福祉予算の成立は、不可能である。 

   堺屋は、新しい時代「知価社会」を迎えるにあたって、日本の危険な芽として、「怠惰と嫉妬の

肯定」をあげている。日本の構造をどう変えるか、どんな体制にするのか、国の官僚主導文化をど

う変えるか、産業構造・金融の問題。国の体形、都市の構造・日本の構造をどうするか。首都機能

の移転は不可欠と主張する。 栗原彬先生は、ハビトゥス（慣習行動）が変わらねば社会は変わら

ない。上からの法律や規則により社会を変えることは出来ない。福沢諭吉を引用し「日常のハビト

ゥスを変える事が重要だと説いている。 

  リニア新幹線計画が推進されている。高校時代のプロジェクトに関わった友人の話では、このリ

ニア新幹線を運行するには、原発一基分の電力が必要だという。人口減少してゆく日本に過去の

遺物のこの様な計画は国家プロジェクトとして如何なものだろうか。 

  我々はまだいまを語るに相応しい言葉の体系をもっていのかも知れない。だが現実は先行し、

ヒト・モノ・カネは国境を超える。されど国々は国境を越えられない。その現実が国民国家を置き去

りにしてゆく。これからの、国境の垣根が低い時代には、近隣他国の脅威のみを論
あげつら

うよりも、共に

近隣富徳化の困難な道を目指すべきであろう。多様性と包摂性。これまでの日本には終身雇用・

年功序列・護送船団方式と包摂性はあっても、多様性は排除されてきた。これからの社会は、多

様性を認め合い相異なる価値観と行動様式を、包み込む〈分かち合い〉の社会になってゆくのか

も知れない。 

 

 

 

 


