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本日はよろしくお願い

します。
まず、
2016年の世界経済の
見通しについてコメントをいただ
けたらと思います。
＿＿ 水野 日本も同じだと思いま
すが、2015年に世界的な景気減速
に入ったと考えられます。例えば、
日本では2014年４月に消費税を上
げましたが、その直前の１〜３月
がおそらくピークであり、その１
年半後が「景気後退」に認定される
と思います。そして中国経済の減
速です。８％だったGDPの成長率が
７％を下回りました。８％でない
と完全雇用状態を維持できません
し、あるいは新規の雇用者数が吸
収できません。中国の人口は日本
のようにマイナスになっていない
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■ みずの かずお
プロフィール
■ 1953年愛知県生まれ。1977年早稲田大
学政治経済学部卒業。80年同大学大学院経
済学研究科修士課程修了。同年八千代証券

（国際証券、三菱証券を経て現三菱UFJモル
ガン・スタンレー証券）入社。99年チーフエ
コノミスト、2000年執行役員、
02年理事・リ
サーチ本部チーフエコノミスト、05年より
三菱UFJ証券チーフエコノミスト。10年退
社。10年〜12年内閣官房内閣審議官などを
経て、13年より現職。
「資本主義の終焉と歴
史の危機」
（集英社新書）が週刊ダイヤモン
ドの2014年ベスト経済書第１位、2015年
新書大賞第２位となる。

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

＿＿ 川田

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2016年世界経済

はずですから、８％の時に労働需給
がひっ迫していたのが７％になり
ますと働いている人や働きたいと
思う人が減る可能性があります。
ロシアも、輸出額が最も多い原油
の価格が、昨年の秋ごろからバーレ
ル当たり100米ドルから40米ドル
くらいに落ちて、今もその水準です
から相当厳しい状況にあると言え
ます。BRICsもほぼ壊滅状態でしょ
う。ブラジルは２四半期連続のマイ
ナス成長ですから明らかに景気後
退です。インドが少し良いみたいで
すが2016年に入ってもそれほど回
復するとは思えません。
また、米国の利上げが遅れていま
す。やはり失業率は低下してきてい
るのですが、実質賃金が上がらな
い。とくに男性の中央値が1973年
を下回っているという調査結果が
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きいのは米国とユーロしかありません。今は中
国の一番の輸出先である欧州が量的緩和をしよ
う と し て い ま す 。勝 ち 組 だ っ た ド イ ツ も ギ リ
シャ問題にかかわっていたら、今度はフォルク
スワーゲンの問題が出てきて、今までのような
勢いがありません。となれば、中国が6.9％まで
落ちた成長率をまた7.5%まで押し上げていくの
は難しいだろうと考えます。どこかの国の株が
バブルで崩壊してリーマン・ショックのように
ガクッと落ちることはないと思いますが、実体
経済の面で中国の過剰生産力を調整するには時
間がかかるのではないでしょうか。
＿＿川田 米国の利上げは今後どうなるとお考
えですか。市場の反応が過剰になることはあり

同じようにグローバル化してBRICsなどいろい
ろな国の経済とつながっていることが要因とし
て挙げられます。しかしながら、米国もどんどん
悪 く な る も の で は あ り ま せ ん が 、世 界 を 引 っ
張っていくような状況ではないと思います。
＿＿川田 そうですね。緩慢な拡大はしています
が牽引するほどではない。
＿＿水野 欧州では９月の消費者物価指数が再
びマイナスになり、年末には量的緩和を強化
するようです。これは日本と同じように原油
やエネルギー価格の下落が背景にあると思い
ますが、来年になるとエネルギー価格は上が
るのかと言うとそうでもないでしょう。しか
し、今年のような状況が来年も続いて実体経
済が急激に悪化することはないだろうと思っ
ています。
一番の問題は中国にあります。理由はやはり
過剰生産力です。自動車が今年に入ってかなり
過剰生産になっています。年間の生産能力4000
万台に対し2000万台ぐらいしか売れていませ
ん。さらに、鉄が約３割の過剰生産になっていま
す。鉄を作ればマンションも過剰に作らなけれ
ばなりませんし、基本的に工業製品にも鉄はい
ろいろと使われていますから、川上での過剰生
産が自動車産業にまで波及したことになりま
す。ユーロを１つの国として見れば、中国より大
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アの新幹線が中国にダンピングで負けてしまい

きないでしょう。私はオリジナルを見ていませ

ましたし、輸出先がそれほど多くあるわけでは

んが、あるアナリストがFRB（連邦準備制度）の議

ありません。あとは内需です。安倍総理が2017年

事録というか４カ月に１回出している「物価展

４月には何としても消費税の再増税をと言って

望レポート」のような資料の中で、10数人いる理

います。ですから、2016年は景気を上げなくては

事の中で１人がマイナスFF金利を予想している

いけないわけです。とにかく、リーマン・ショッ

とありました。多くの理事が上限を0.75％くら

クの時のように株価が大幅に下がることはない

いで予想していて、二分というほどのことでは

と思います。
＿＿川田 日本の経済体質は外的な要因に依存

ないと思いますが、マイナス金利を予想してい
る理事が出始めてきているのです。
＿＿ 川田 IMFが米国の成長率は2015年が2.6
％で2016年が2.8％と予想しています。
＿＿ 水野 IMFでは、それぞれ加盟国政府から
派遣されたエコノミストが自国経済の予想をす

するところが大きいですから、2016年も日本
の景気はそれほど良くはないということで
しょうか。
＿＿水野 どこも似たり寄ったりだと思います。
＿＿川田

*01
そうした中で、一時トマ・ピケティの

るので、やや高めに出ます。それを認めたとし

『21世紀の資本』が話題になりましたが、最近は

ても、米国だけで大丈夫かなという気がします。

少々収まりました。あの背景には、正規と非正規

今の欧州は EUベースですと既に米国を名目

の格差問題などがあると思いますが、来年も雇

GDPベースで超えています。そうしますと来年

用者の実質所得は上がりづらいと考えてよろし

はユーロの方が今年より成長率が落ちると思い

いでしょうか。
＿＿ 水野 そうですね。10月下旬の公表では実

ます。

質賃金が２カ月連続で対前年比0.1％上昇しまし

2016年日本経済
＿＿川田

た。1997年をピークにずっと下がり続けるとい

中国経済に引きずられて東南アジア

も減速していくと思われます。それによって日
本の輸出がさらに減速すれば、2016年度の日本
の経済はかなり弱くなる可能性があります。
＿＿ 水野 頼みの外需については、インドネシ
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うトレンドの中で１年前と比べて上がったとい
うだけのことです。実質賃金は1998年の水準か
ら今まで１割強は下がっています。賃金が上が
らない理由の一つは、安倍総理が経済団体など
に賃金のアップを呼びかけていますが、経済産
業省の審議会では
「企業はROE８％以上を目指し
北陸経済研究 2016.1

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

なったというのは単独の経済だけなく、日本と

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

米国勢調査局から出ています。米国がおかしく

ませんか。
＿＿水野 米国の利上げはおそらく2016年はで

ましょう」というニュアンスで説明しています。
日本と欧米を比較して「欧米は12％くらいある
のに、日本はどうして８％なのか」ということも
あります。特に売上高営業利益率が欧米に比べ
て低いと言われています。
＿＿ 川田 半分くらいです。それを改善しない
とどうにもならない。
＿＿水野 要するにそれを欧米並みにすればよ
いということなのですが、売上高営業利益率が
低いのは、例えば日本の自動車会社や家電メー
カーの数が多くて激しく競争していますので、
販売価格を上げて全部利益にとってくれば、３
％の値上げで現在３％程度の売上高営業利益率
がすぐに倍の水準に押し上げられるのです。し
かし、販売価格を上げられないわけです。その背
景には、過剰な生産力があります。確か日本の自
動車会社も1000万台の生産力があって国内で
は300〜400万台くらいしか販売していません。
残る600万台くらいを米国やアジア市場に輸出
しているわけですが、車種は高級車または低価
格車の二極化になっています。ですから、日本が
今まで一番得意だった中間の価格帯で需要がな
くなっていますので、そこはやはり価格競争に
なってしまうわけです。販売価格を上げずに売
上高営業利益率を倍に上げようとするなら、結
局は賃金を削るしかありません。それで実質賃
金が長期にわたって下落しているのです。
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＿＿川田

結局、日本は「大量生産の安売りのモ

デル」から抜け出せていない。したがって競争の
激しいレッドオーシャンで価格競争に巻き込ま
れ、
賃金は上がらない、
ということになります。
日本の長期デフレをどう見るかということで
すが、サプライサイドで見るのかデマンドサイ
ドで見るのか多様にあると思います。サプライ
サイドで見ますと、要するにイノベーションが
起きていなくて、新規需要の開発というか開拓
ができていないのではないかと思います。同じ
製品をずっと作っていても、それは最終的に利
益率がどんどん下がって行って、実物投資のリ
ターンが下がっていくことになります。そこを
イノベーションで再度利益率を回復しなければ
いけないわけですが、それがなかなか出てこな
いという意見があります。
＿＿水野 いままでにないものを作るという発
想が弱い。
＿＿川田 デマンドサイドで見ると基本的に実
質賃金が下がり、グローバル競争の中で中間層
の購買力が落ちている、加えて日本では人口減
少でさらに落ち込んでいる。また成長の結果欲
しいものがなくなっており、もう成長を追求し

*

01トマ・ピケティ（1971〜）
フランスの経済学者。パリ経済学
校教授。
『21世紀の資本』に於いて「数量経
済史」という最新の統計手法を用
い、過去200年以上の欧米諸国のデ
ータを分析したピケティの主張
は、以下の「資本主義の根本的矛
盾」と呼ばれる不等式＜資本収益
率r >経済成長率g＞で表現した。
「資本主義では過去200年間、格差
が増大し、今後も不平等が拡大す
る」と発表し「資本主義の発展とと
もに富が多くの人に行きわたって
所得分配は平等化する」という定
説を覆し大きな話題をよんだ。

新聞記事だったと思いますが読んでいて得心し

済の長きにわたる低迷というものはどこから来

たのは、日本人が作るガラ携は「ネジの箇所をい

たのかというところです。それは、単なる経済循

かにスムーズにパカッと開けるか」をテーマに

環とかいうものではなくて、構造的なところから

一生懸命取り組んでいたところ、画面がスライ

きているのでしょうか。
＿＿水野 今おっしゃられた中の一番のトレン

ドするスマホが開発されてネジなんかいらな

ドは日本だけでなく欧州も同じだと思うのです

的にはもう満ち足りた社会になっているという

が、やはり「必要なものは全部そろえた」という

トレンドの中で、
技術革新は過去の延長線上で行

社会ができたのだと思います。おそらく米国も

われていて、
要するに
「イノベーション」
というよ

これからはそうなるでしょう。
「 必要な時に、ど

りも
「改良」
ばかりになっているのだと思います。

こでもいつでも物が手に入る」というのが理想
の社会であり一つの面ではあります。しかし、日
本は既にコンビニ社会が行き渡りました。家の
中にもっと大きな冷蔵庫が必要かと言いますと
もう必要ありません。買い替えているうちに、胸

つまり「必要なものは全部そろえた」

社会になり需要が出てこない。そのうえ日本で

よりも大きくなりましたし、携帯電話も固定か

ターンが描きにくい、
ということですか。

らポケベル、そしてPHSからガラ携に進歩して、
今はスマホが一般的になりました。これは１世

それを無理やり金融的に、お金をつぎ込んで
糊塗しているので、金融市場は非常に投機的に

代に四つの技術革新があったことになります。

*02 『長い20
なっています。ジョヴァンニ・アリギが

特に日本の場合、供給サイドでは消費者から要

世紀』の中で、ベネチアからジェノバ、オランダ、

求されているモノを作るための技術革新が全く

イギリス、アメリカと覇権が移行していく資本

されていないと思います。
＿＿川田 消費者のほしいものが出てこない。

主義の歴史を検討して、覇権が移行する背後に

＿＿ 水野

iPadやiPhone、それからタブレット

は、経済的なサイクルがある。最初は実物投資
が拡大していく、それが利潤率の低下で壁にぶ

といったように全部席巻されてしまいました。

*

（調査産業計）
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崩壊する中産階級
金融資産の有無（保有していない世帯の割合）
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02 ジョバンニ・アリギ
（1937〜 - 2009）
『長い20世紀』
資本が健全な投資先を失
い、利潤が下がると、金融
拡大の局面に入り、と同時
にその国の実態経済がうま
くいかなくなり金融化に走
るという。経済大国の利子
率の推移の歴史は、そのま
ま各時代の覇権国家を表し
ているとした。

つかり、末期には金融的な投機で利潤を確保し
ようとする、と言っています。今はアメリカか
らヘゲモニーが移行する過渡期という見方もあ
ります。
＿＿ 水野

その通りだと思います。資本主義は

転換点にあるということです。ここ40数年、経済
パフォーマンスは悪化しています。特に2002年
以降成長戦略がうまくいかないのは、価値観の
多様化の中で社会を秩序づける権威が崩壊して
いること、ニューフロンティア、新しい空間の消

* 環境問題にみられるように経済合理性が限
滅、
03

界にたっしており、もはや構造的に成長メカニ
ズムが崩壊しているということです。
＿＿川田 マルクスが言うように資本とは価値
*04
の自己増殖だとすれば、成長の可能性がなくな
った資本主義というのは資本主義でなくなると
いうことでしょうか。資本主義の守護聖人のよ

*
*
うなドラッカーやガルブレイスでさえ資本主義
05

06

は1970年代ころから転換期に入っていると言っ
ています。だとすれば、資本主義はどこへ向かう
のかということです。
＿＿ 水野 資本主義は転換点といいますか「歴

* を迎えているといえます。利子を認
史の危機」
07

め、貨幣の種子的性格を容認した1215年のラテ

*
ラノ公会議から資本主義は始まりました。
今ま
08

『利子率革命』 利子率2.0％割れは投資機会の消滅
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（注） 金融資産には、預貯金のほか、有価証券、保険、その他金融資産を含む
出所：金融広報中央委員会「家計の金融行動に関する世論調査（平成25年）」

（出所） 厚生労働省「毎月勤労統計」

（100万人）
12000

出所：国立社会保障・人口問題研究所「人口統計資料集（2015）」表 1-9
国連 world Population Prospects: The 2015 Revision
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＿＿川田

は「イノベーション」も弱く、構造的に成長パ

グローバリゼーションが「周辺」組み換え減少する賃金と崩壊する中産階級
1人当たり実質賃金

資本主義の転換

の高さくらいしかなかった冷蔵庫が自分の背丈

成長戦略化で低下する実質賃金
（2010年＝100）
115

くなったということです。
そういう意味では構造

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

日本経済の長期停滞について

なくてもよいと言う考えもあります。
今の日本経

世界
先進国
ヨーロッパ
（ドイツ）
北米
日本
新興国
アフリカ
（サハラ砂漠以南）
アジア（日本、韓国、
シンガポールを除く）

2015〜2050年 2050〜2100年 （増減率、
（千人）
（千人） 年率％）
2,375,676
1,488,169
0.3
5,071
−9,043
−0.01
−31,649
−1,622
−0.18
−6,176
−11,268
−0.33
75,276
67,029
0.29
−19,162
−24,236
−0.51
2,340,605
1,497,212
0.33
1,291,358
1,909,055
1.15
1,160,945
1,811,596
1.24
891,338

−340,781

−0.14

出所：国連 World Population Prospects: The 2015 Revision
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*地理的・実物投資の場、ネッ
03 新しい空間の消滅

ト金融の場からも利潤を上
げることが出来なくなった
構造。

*

04カール・マルクス

（1818〜188）
『資本論』で資本の本質
は価値の自己増殖であ
ると考えた。
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※利子率革命
金利は資本利率とほぼ同じと言えるので、利潤を得て資本を自己増殖させることが資本
主義の性質ならば、利潤率が極端に低いことは、資本主義が機能していないことをいう。

*

05ピーター・ドラッ
カー
（1909〜2005）
経済学者。社会学者。
マネジメントの主な
概念と手法を生み発
展させた、マネジメン
トの父とされる。

06ジョン・ケネス・
*07歴史の危機
*ガルブレイス
（水野和夫氏）

（1908〜2006）
カナダ出身の制度派
経済学者。
「経済学の
巨人」
と評された。

地理的・物的空間での利
潤獲得が出来なって資
本主義の拡張が不可能
になると、資本主義シス
テムも変わる。

081215年ラテラノ公会議
*キリスト教で利子を取ること
を禁じられていた時代、教会が
利子を取ることを認めた。資本
主義の懐妊期間と言える。
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金とドルのリンクが立ち切られ、
秩序の頂点に何
を置くべきかわからない時代になってしまいま
した。
＿＿川田

価値尺度としてのドルという共同幻

想が破壊された。
＿＿ 水野 秩序の頂点に置くべきものが何かわ
からない時代に入って、
経済的な秩序が崩れたの

*09
ローデルの言う
「長い16世紀（1450〜1650）」、
この時はジェノバで1611年より1621年まで２
％割れの状態が続く第１回目の利子率革命が起
こりました。それは中世から近代への移行の時
期です。その後スペインは100年にわたる長期の
危機の悪化に苦しむことになります。そして今

*10 における危機
回の1971年以降の「長い21世紀」

です。利子率が先進各国で2%を下回る「21世紀
の利子率革命」が現在進行しています。それが意
味するところは、近代システムの崩壊というこ
とです。実物投資空間で利潤率が低下し、電子・
金融空間で超過利潤を生み出そうとしました
が、結局ITバブルの破裂、リーマン・ショックと
いう形で失敗しました。
近代の後に来るのは、中世のようないくつか
の帝国に分かれた世界ではないかと思います。

*11
いわゆる新中世主義の世界です。

近代の終焉
＿＿川田

つまり現在は近代から新中世への移

*12
行期だとするとウオーラステインが示した中
心、周辺、辺縁という三層構造をはらみながら膨
張していく、近代世界システムとしての世界経
済も崩壊していきます。

*

09フェルナン・ブローデル
（1902〜1985）
フランスの歴史学者。
『 長い16世
紀』
『 地 中 海 』に お い て 投 資 先 が
隅々に行き渡り、マネーがだぶつ
いているのに投資先がない現代
と同じ状況があったと記す。

*

10長い21世紀
ブローデルが『長い16世紀』で
論じていることが現代と同じ
状況を示していることになら
って、
水野和夫氏が命名した。
11新中世主義
*国際政治学者のヘドリー・
ブルが主権国家システムを
超える脱近代の形態のひと
つとして提唱する国家シス
テム
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でに「歴史の危機」は2度ありました。一度目はブ

＿＿ 水 野

で、資本主義とおそらく国民国家というのが、政
今回の危機は1971年のニクソン

治は主権国家で、
経済は市場経済を基礎とする資

ショックをきっかけに始まりました。ニクソン

本主義経済でという体制はもう続かないでしょ

ショックによって金とドルが交換されるという

う。それで、国民国家よりもうちょっと大きな枠

共同幻想が破壊されました。私はこれが一番近

でないと、
もう秩序が形成維持できなくなってき

*13
代のあるいは資本主義の終焉の始まりを告げる
ものだと思います。
近代以前は神様が天球の一番上にいて、
天球と
いう閉ざされた空間の、
固定された空間を秩序付

*14
けていました。
ところがコペルニクスの天動説や

ているということでEUがつくられたのだと思い
ます。
＿＿ 川田

国民国家というものが機能しなく

なっている。
＿＿ 水野 「Amazon」や「Apple」などどんどん企

*15
ルターの宗教革命により閉じた宇宙空間から、
人

業がグローバル化してくる。
そしてアイルランド

間を主役にした無限空間・無限の時間を求める近

やアイスランド、
オランダといった国にペーパー

代社会が成立してきます。人間が主役といって

カンパニーをつくって、税金を払わない。そうい

も、
結局は貨幣換算した価値によって秩序付ける

う巨大企業が、
税金を払わないということ自体が

ということになりました。
貨幣換算の後ろには常

もう、
国家主権の徴税権の侵害です。
それで、
1992

に貨幣が金とリンクしているという約束があり

年マーストリヒト条約を結んでもうちょっと大

ました。
それは利潤継続を目指す株式会社が主役

きな単位でということを始めたのだと思います。

の世界であり利潤極大化が絶対的な目標の時代

今後は近代の特徴であるグローバリゼーショ

です。
そこでは資本の利益を代表する国民主権国

ンが行き詰まり、
世界は中世のようにいくつかの

家による世界経済が形成され、
「より速く、
より遠

*17
帝国に分割される可能性が高いと思います。

くへ、より合理的に」という近代システムが出現

＿＿ 川田

してきたのです。
＿＿川田 貨幣で換算された価値体系というこ

くるというお話ですが、
それは同じポスト資本主

いくつかの地域帝国が立ち現われて

*18
*19
義における「帝国」でもネグリとハートが提唱し

*16
とは、ウェーバーの言う計算可能性ということ

たグローバルな権力としての「帝国」とは対極に

につながり、近代の合理性の基礎になるわけで
すね。計算可能性が出来上がるとより効率的・合

ある考え方ですね。
＿＿ 水野 グローバルな「帝国」という考え方は

理的に、より速くとなる。さらには無限の膨張圧

成り立たないと思います。

12イマニュエル・ウオーラステイン
（1930〜）
米国の社会学者、経済学者、歴史学者。
「世界システム論」を提唱。資本主義は
自由貿易を提唱し、その時代に応じて
中身は変わるが「中心/周辺」、
「中心/地
方」という分割のもとに、富を集中さ
せるシステム構造を示し、このシステ
ムを超えない限り資本主義の危機は
終わらないと説く。

*

13資本主義の終焉
（水野和夫氏）
海外に富を蒐集する場を無
くした資本主義は、新たな
周辺を国内に作り出した。
アメリカのサプライロー
ン、日本の労働規制緩和で
非正規雇用者を増やし、浮
いた社会保険や福利厚生コ
ストを会社利益にする。そ
の強欲さが資本主義のシス
テムを自己崩壊させる。

北陸経済研究 2016.1

*

*

15マルティン・ルター
14ニキオラウス・コペルニクス
（1483〜- 1546）
（1473〜1543）
宗教改革で知られる。宗教改
著書『天球回転論』
天動説に異を唱え地動説を発表。 革の成功は、ルターがグーテ
コペルニクス的転換として有名。 ンベルクの印刷技術により
当時特権階級が占めていた
歴史学者アルフレッド・W・クロス
情報を各国の言葉に訳し広
ビーによれば『宇宙の容積は伝統
めた。情報が固定化され閉じ
的な宇宙のそれよりもすくなく
た空間から解放された「情報
とも40万倍大きい』
（『数量化革
革命」
でもあった。
命』）と16世紀に無数の世界に「無
限」
空間を示した。
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力からより遠くへということになります。
＿＿ 水野 ところがニクソンショックによって

株式会社の役割は終わった
＿＿ 川田

*
16世紀、ボダンによって確立された
20

主権概念をベースに国民主権国家が成立してき

* によって
ます。ウェストファリア条約（1648年）
21

多数の国民主権国家による国際社会＝世界経済
という近代世界システムができてきます。こう
した国民主権国家による国際体制も帝国化とい
う形で崩壊過程にあるということですね。
＿＿ 水野 近代世界システムが崩壊しつつある
のです。
＿＿ 川田

近代システムは、貨幣で価値を図る

システムだということは、労働力含めてすべて
のものが商品化される商品交換経済が完成した
状態ということになります。交換される場が市
場ということですよね。近代システムの崩壊と
いうことは市場、商品交換経済というものが、
じゃあどうなっていくのか、さらには市場の主
体である企業、株式会社はどうなるのか、という
ことになります。1602年にオランダで設立され
た東インド株式会社が株式会社第１号だといわ
れていますが、ドラッカーもガルブレイスも、17
世紀にできた株式会社制度というものが、もう
そろそろ主役から降りるのではないか、新た
なアソシエーションだとかNPOだとか、何か
そういったものが主役になってくるのではな
いかと言っています。
＿＿水野 実際は東インド株式会社の前にもっ
と小さな会社で株式会社があったともいわれて
いますが、株主を中心とする株主資本主義の時
代はもう終わりつつあると思います。株式会社
の取締役会は「陰謀とか値段をつり上げるため

*
の方策をやっている」と言ってスミスは否定し、
22

株式会社に強く反対していると、ガルズレイス
は指摘しています。この陰謀とか値段を釣り上

16マックス・ウェーバー（1864〜1920）
『経済と社会』
（1922年）
に収録
『国家社会学』
「計算可能」とは、合理的に考えると次の状態は
…となるはずだ。こうした予見・予期が成立して
いる状態を計算可能と呼んでいる。
資本主義が成立するためには、法律といった合
意にもとづく「一般ルール」が、掟や宗教、暗黙の
慣習といった「習俗のルール」の上位にあるので
なければならない。もしそうでなければ、その国
家において資本主義経済は成立しえない。

17帝国
*古典的な帝国主義とは違う
『帝国』。

経済のブロック化をいう。過去では
EC（ヨーロッパ共同体であり現在の
EU（欧州連合）、アメリカの金融資本
帝国、BRIKs、TPPなど各地域の経済
ブロック。ブロック化より域内に利
益を還流させる共同体。
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陸横断鉄道は30年でできたかどうかわからない
長期投資です。そうすると、見知らぬ人から資金
を集めなきゃいけない、
地球の裏側からも資本を
募ってこなくてはいけない。
それが株主です。
＿＿ 川田 株式会社がどんどん巨大化して国家
を超え出した。
＿＿ 水野 今後は、大会社じゃなくて、私のイ
メージとしては「地域分割」によって規模の小さ
い会社が主役となる社会です。そう思うのは、
子を認めると同時に33％以上の価格投機は不当

*23
だと宣言したラテラノ公会議に行き着きます。
資本主義が始まった時にもう、陰謀とか価格の
つり上げは、みんなやりだしていたということ
です。
ガルブレイスは『不確実性の時代』において
「企業こそ不確実性の主たる源泉」といい、取締
役会の廃止と株主からの決別を主張していま
す。取締役会の代わりに公的な監査役会を設置
し、株主が持っている株式は債権と交換し時代
遅れになった株主と縁を切ることまで提案して
います。
＿＿川田

資本主義の歴史はそうした不正を何

とか修正しようとしてきた歴史でもありまし

*24
た。監査というのも18世紀の南海泡沫事件の後
始末の過程で初めて実施されました。最近のコ
ンプライアンスへの取り組みもその一環です
が、やはり構造的に修正はできないということ
でしょうか。
＿＿ 水野 エンロン、フォルクスワーゲンの不
祥事、日本でもオリンパス、東芝の不正経理があ
りました。それからいろいろなデータの改ざん
など不祥事が絶えない状況を見ていると完全に
修正することは不可能だと思います。

*25
ローマ法王はそれにブレーキをかけるわけで

*

18アントニオ・“トーニ”・ネグリ
（1933〜）
イタリアの哲学者、思想家。スピノザ
とマルクスの研究で新局面を開拓。

*

19マイケル・ハート
（1960〜）
アメリカの哲学
者、文学者。イタ
リアの政治哲学
者 ア ン ト ニ オ・
ネグリに師事す
る。
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18 19ネグリ＝ハートの『帝
国』/いま起こっているのは、大き
な世界秩序の転換であり主権国
家が＜帝国＞というグローバル
な支配権に統合される過程を述
べている。＜帝国＞に対置するの
は、マルチチュード（多数性＝民
衆）。国家や企業によって世界を
管理するための秩序として世界
の民衆が直接に連帯する、もう一
つのグローバル化をいう。現代の
『資本論』
といった方がよい。

*
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げるというのは、ずっとさかのぼっていくと、利

すね。それはやっちゃいけない、それは不当であ

ちょっと前に
「イオン」
が共同仕入れをやめて
「イ

り「七つの大罪」の筆頭で死刑に値するとして歯

オン・リテール」
をいくつかに分けて、
そこで仕入

止めをかけている。

れをしなさいと、発表したのがきっかけです。７
兆円の企業が全部一括仕入れして、
九州や北海道

「よりゆっくり、より近くに、
より寛容に」
＿＿川田

株式会社が主役でなくなるとすると、

市場経済に基づく商品交換も変わらざるを得な

*26
くなると思います。
思想家の柄谷行人は交換様式

全部で同じものを売るというと、
だんだん売上が
落ちていって、
地元の小さなスーパーに勝てませ
ん。それはまた成熟化して、なんでも必要なもの
が揃っている社会では、
マスで勝負する大量消費
型のモデルではもう立ち行かないことを示して
いると思います。

を４種類に分類しています。互酬に基づく交換

目に見えるところだけの株主だけの、
小さい会

A、略取と再分配に基づく交換B、資本主義のよう

社にすれば、巨大資本はいらないですから。そう

に全面的に商品交換に基づく交換C、その後にA、

すると今度は何が起きるかというと、
多分配当利

B、Cの交換様式を包摂したアソシエーション、協

回りももっと低くて、
現金配当ではなくサービス

同体が主体となる交換、いわゆる交換Dの時代の

で配当する。スーパーだったら「お買物券」、何か

四つです。そして交換Cが支配的な近代世界から

生産しているところはその生産物と交換できる

交換様式Dが支配的な世界への移行を示唆してい

「お買物券」
でいいということになります。
国単位では石油を仕入れる時など貨幣、
円とか

ます。
＿＿水野 柄谷さんは商品交換とは異質の互酬原

ドルは必要ですが、
「 お買物券」を交換できるシ

理の復権としての交換様式Dを考えていらっしゃ

ステムを作っておけば、
「 お買物券」への需要を

ると思います。

バロメーターにして、生産を調整していけば過

ければいけないかというと、
コペルニクスが地球

剰生産にはならない。
＿＿川田 意味合いが少し違いますが、ハイエ

も無限…40万倍くらいに地球は広いとか、
宇宙は

クあたりは、国家が通貨を発行していると恣意

無限と言いましたので、
それで大西洋航路とかア

的になるので、民間企業が発行すればいいと

メリカ横断鉄道とかパナマ運河という、
一世代で

言っています。

それでは何で資本主義社会では株式会社にしな

20ジャン・ボダン
（1530〜1596）
フランスの経済学者 、法学者。ボー
ダンとも表記される。弁護士。経済
学においては、貨幣数量説を唱え、
重商主義の先駆者的存在。フランス
の内戦を経験したボダンは『国家
論』
（ 1576）において主権概念に本
格的な理論的基礎付けを与えた。

*

21ウェストファリア条約（1648年）
宗教改革による信仰の分裂をへて、16世
紀ヨーロッパは長期にわたる内戦を経
験する。内戦に終止符をうつために提起
されたものの1つが主権概念であった。
それぞれの政府が、権力と権限を独占す
る一個の独立した主体として国家の意
志を代表し、国家同士が互いの主権を相
互に承認する。ウェストファリア条約に
おいて主権国家システムを確立するこ
とによって、ヨーロッパは秩序の再建に
とりあえず成功した。

*

22アダム・スミス
（1723年6月5日〜1790年）ス
コットランド生まれのイギ
リ ス（ グ レ ー ト ブ リ テ ン 王
国）の経済学者・神学者・哲学
者。近代経済学の父と呼ばれ
ている。
「 富とは国民の労働
で生産される必需品と便益
品」
「神の見えざる手」がよく
知られる。
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*

23ラテラノ公会議
ラテラノ宮殿に召集された五つ
の公会議（1123年、1139年、1179
年、1215年、1512年〜1517年）。
目的は正統信仰の保護、十字軍
国家の支援、俗人による聖職者
叙任権への介入の排除、異端の
排斥、新たなる十字軍の編成で
あった。公会議自体はその壮大
な規模とは裏腹に、討議という
より、教皇の提出した教令に印
鑑を押すだけ、承認するだけの
役割しか果さなかった。

北陸経済研究
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は事業ができないような大型投資を、
たとえば大

＿＿水野

それに近いもしれないですね。それは

通貨というより、
具体的にそのお店でしか買えな
い。
その地域でしか使えない「プレミアム券」
に近
いイメージです。
これからは大学の８年制や75歳定年制が普及
し「よりゆっくり」としたライフスタイルになっ
ていくでしょうし、累進課税の強化で「より寛容
な」
社会が実現してほしいと思います。
無限に膨張するグローバリゼーションからク
ローズドな循環型の社会システム、
つまり新中世
主義の時代に変わっていく。
したがって利潤率が
ゼロの時代においては新規投資よりは既存資本
の利用が中心となり、
「より速く、より遠くへ、よ
り合理的に」という資本主義の原理が、ポスト資
本主義においては
「よりゆっくり、より近くに、
よ

* と変化していくのです。
り寛容に」
＿＿川田 そういう意味でいくと、
少なくともこ
27

こ10年、20年ほどはまだまだパラダイムシフト
は続くということですね。
＿＿水野 そうですね。もっとかかると思います
ね。1971年から始まったとすると、今40年じゃ
ないですか。ですから、まだ中間にも来ていない
と思います。
中間に来るという意味は、
コペルニクス的転換
点に来るということです。コペルニクスが「中世
の言っているのは、嘘だ」と言ってひっくり返し
て、ようやく価値観の転換が動き出しました。コ
ペルニクスは宇宙をひっくり返した、
神様の位置
をひっくり返したわけですが、
それは今でいうと
貨幣の位置をひっくり返さなきゃいけないと思
います。
それを誰かがやったら折り返し点かなと
思います。
貨幣で構築されたのをひっくり返すと
いう考え方は、今のところ出てきていないと思い
ます。
＿＿川田

今日は示唆に富んだお話をありがと

うございました。

*

26柄谷行人（1941〜）
『世界史の構造』
世界史を「交換様式」の観点から読み直
し、これからの新しい世界のあり方を提
示。資本主義は、たえざる技術革新、安価
な労働力、無尽蔵の自然を必要とすると
25ローマ法王
いう限界を抱えている。この問題を克服
南米を歴訪中＝過剰な資本主義を強く批判。 するためには、われわれは再び交換様式
2015年７月５日から８日間の日程でエクア
A、すなわち「互酬性」を原理とする社会
ドル、ボリビア、パラグアイ歴訪中のフラン
を構想しなければならない。つまり交換
シスコ法王が、ボリビアで９日、資本主義は
様式Dの創出だが、互酬性の原理を回復
「社会的排除と自然破壊」
「 巧妙な独裁」だと
という主張には、かなりの論理的飛躍が
激しく批判し、
社会構造の変化を訴えた。
ある。

*

24南海泡沫事件
1720年にグレートブリテン王国 (イギリス)
で起こった投機ブームによる株価の急騰と
暴落、およびそれに続く混乱を指す。バブル
経済の語源になった事件。

*

＊本誌記事の無断転載を禁じます

*

27「よりゆっくり、より近くに、より
寛容に」
（水野和夫氏）
ミヒャエル・エンデのいう「必要なもの
が、必要なときに、必要な場所で手に入
る」と定義すればセロ金利・セロインフ
レの社会である日本は定常状態を実現
できる、とする近代資本主義へのアン
チテーゼ。
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