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ケインズ主義的財政・金融政策の史的成立根拠を問う 

国民的生産力批判の観点から 

 

１．国民的生産力の形成 

社会的分業＝再生産構造の国民国家による総括としての国民経済のもつ生産力 

その土台となった資本主義生産様式の発展とそれを支える市場圏の形成、 

とりわけ産業革命： 

消費財生産部門、生産財生産部門における産業革命とその国内的連関 

   その土台を形成した国民国家の形成： 

 言語の統一 

 国内関税の撤廃 

 徴税権と財政による産業育成 

 国民教育の普及と労働力形成 

   国民的生産力を基盤とした世界経済編成 

「資本主義国にとっての外国市場の必然性は、決して社会的生産物（および特

殊的には剰余価値）の実現の法則によって規定されるものではなく、第一に、資

本主義は商品流通が広範に発達して、国家の境界の外に出て行く結果初めて現れ

る、ということによって規定される。」「第二に、・・・相互に市場として役立つ種々

の産業部門は、均等に発展するものではなく、相互に追い越しあっている。そし

て、より発展した産業は外国市場を求める。」「第三に、資本主義的生産の法則は、

生産方法の不断の改変と、生産規模の無限の拡大である。・・・資本主義的企業は、

不可避的に、共同体や地方市場や州の境界をこえ、さらにまた国家の境界をも越

えて成長していく。」（レーニン｢ロシアにおける資本主義の発展」） 

イギリス産業革命の主導産業たる綿織物は、販路と原料を世界市場に求めた。

しかもその労働の国際的分業編成の起動力はイギリスの国民的生産力にあり、産

業革命は国民的生産力の世界市場に対する支配を、偶然的なものから構造的なも

の（「世界の工場」による支配）へと進化させた。 

   形成された国民的生産力との対抗関係において強制された国民的生産力の個性 

    フランス・ドイツ・アメリカ・ロシア・日本・イタリア各資本主義形成の 

「特殊」性 

 

２．レーニン帝国主義論の分析視角 

帝国主義の 5 つの指標 



1) 生産と資本の集積：独占の形成 

2) 銀行資本と産業資本の融合－金融資本の形成 

3) 資本輸出が、商品輸出とは別に時に重要な意義を持っていること 

 以上、国民的生産力の高度化＝再生産構造の深化についての分析 

4) 資本家の独占的資本化団体が形成されて、世界を分割していること 

「資本輸出が増加し、最大の独占諸団体の一切の対外的および対植民地的つながり

と＜勢力範囲＞とが拡大するにつれて、事態は＜おのずから＞これらの独占団体の

間の世界的協定にとって、すなわち、国際カルテルの形成にとって好適なものにな

った。」「資本と生産との全世界的集積の新しい段階であり、過去のものとは比べも

のにならないほどの高い段階」としての「超独占」が形成された。（帝国主義論） 

国民的生産力とは異なる、資本による労働の国際的分業編成枠組みの導入。この

両者の相互作用・相互浸透が分析の鍵となる。 

レーニンは、帝国主義論においては「不均等発展の法則」の適用により、国民的

生産力の体系のもとに資本による労働の国際分業的枠組みを統一した。超帝国主義

は幻想である「何故なら、資本主義の下では、勢力範囲、利益、植民地、その他の

分割のための根拠としては、分割に参加する国の、一般経済的、金融的、軍事的、

その他の勢力以上のものは、考えられないからである。だが、分割に参加する国々

の力の変化は一様に行われない。なぜならば、個々の企業、トラスト、産業部門、

国家の均等な発展は、資本主義の下ではありえないからである。」(帝国主義論) 

植民地支配＝国民国家の外延的拡大が支配的な時代にあって、そして、

国民国家の暴力による植民地支配・拡大と国民国家間の暴力による争奪

戦が歴史的前提となっている時代にあって、あくまで国民的生産力を矛

盾の主要な側面として捕らえることは、革命家として当然の結論であっ

た。だが、植民地人民の政治的独立が歴史的に闘われ、国民国家の外延

的拡大としての植民地が失われた現在、国民的生産力と資本による労働

の国際分業編成の相互作用・相互浸透＝矛盾の現在的ありようの分析が

必要。 

5) 地球の領土的分割が資本主義的最強国により完了されていること 

  

３．国民的生産力の非形成としての第三世界問題 

植民地において、近代的国民国家が形成されない条件の下、暴力支配のもと奴隷労

働を強制され、鉱産物資源や農産物など輸出用商品として世界市場と直結する形で生

産が行われた。産業革命以降は、原料供給地・商品販売市場として、帝国主義段階以

降はさらに資本の輸出市場としても、中枢の諸国民的生産力体系に周辺部として組み

込まれ、第三世界において独自の産業諸部門の内的連関＝国民的生産力の形成が阻害

された。 



 

４．過渡期世界とフォーディズム・ケインズ主義・福祉国家＝国家独占資本主義の形成 

ロシア革命への対応 

植民地支配による「超過利潤」 

第二次大戦後、国際的資本移動の規制により、政府の経済政策の有効性が担保さ

れたこと 

  「国際金融のトリレンマ」論 

  国際資本移動 為替の安定 金融政策の自律性  

戦前  ○   ○   × 

戦後  ×   ○   ○ 

70 年代～ ○   ｘ   ○ 

現在  ○   ｘ   ｘ    ？  

第二次大戦後、植民地は政治的独立を闘いとり国民国家形成に向かうも、国民的生産

力形成を妨げられる。例）輸入代替工業化戦略。これにより中枢による経済支配は継

続。一次産品の交易条件は政治的独立後も６0 年代まで低く抑えられ続ける。これが、

国家独占資本主義成立の物質的根拠を形成。 

 

５．第三世界経済ナショナリズム・国民的生産力形成と経済のグローバル化・金融化 

1) 第三世界諸国の政治的発言力の増加・経済ナショナリズムの台頭。その頂点が第四

次中東戦争を背景としたオイルショック。80 年代以降、原油先物市場が創設され、

再度価格設定力は先進国に移るも、今度は実物経済ではなく、金融市場によって価

格決定がなされる。これらにより、第三世界からの資源収奪によって得られていた

超過利潤の行き先は、先進国工業部門から金融部門および資源産出国ブルジョアジ

ーに移行。 

  73 年  1 バレル 3 ドル→12 ドル 

  79 年      →40 ドル 

  80 年代  原油先物市場の創設 

20 ドルに下落、以降平均 20 ドル(10～30 ドル） 

  03 年以降 投機による上昇 08 年 7 月 147 ドル、 

11 年も 100 ドルを超える 

   日本の鉱物性燃料の輸入代金 94 年 4.9 兆円、08 年 27.7 兆円 

その結果、先進国では、 

マクロ：輸入増加－総需要の抑制→不景気要因 

ミクロ：原材料費の増加分を人件費カットで埋める→労働力の不安定化・低賃金化 

2) 経済のグローバル化 

80 年代以降のインターネットとパーソナルコンピューターの発達による通信シス



テム・情報管理システムの飛躍的発展を物質的基礎として、生産資本の海外移転

＝資本の多国籍化が進行。それを支える物流・通信・金融業も多国籍化。 

グローバル化の二つの側面 

① 先進国へ：誘引としての為替対策、「貿易摩擦」 

② 第三世界へ： 

低賃金の利用を目的とした垂直統合 

いわゆる雁行型経済発展論（プロダクト・サイクル論：先進国の主導産

業の寿命と新しい産業の発展→旧くなった産業が周辺部へ移行→さらに旧

くなった産業がさらなる周辺部へ。繊維・鉄鋼・家電・自動車・パソコン

など日米の貿易摩擦のテーマの変遷が、この過程を示す） 

70 年代以降、輸出特区の設定・外資導入による輸出代替工業化戦略が、

アジア NIES の成功に刺激されて拡大。その結果、国民的生産力形成に向

かった国・地域と、中心部多国籍資本の下、組み立て産業として垂直統合

の部分として生き残る国・地域とに分化。 

金融化・グローバル化の下での、「国民的」生産力の形成：90 年代以降 BRICS 

「世界の工場」化 

多国籍資本主導→民族資本の勃興 

労働者の力の増大→経済要求・賃金上昇→政治的要求 

→フォーディズムへ？ 

サブ帝国主義化 

 グローバル化の結果として、先進国では： 

国内製造業の「空洞化」、産業連関効果の低減 

第三世界新興国の低賃金との競合 

経済の非物質的労働化 

戦後的国家独占資本主義フレームの崩壊 

3) 経済の金融化： 

 

６．まとめ：仮説 

１) 先進国の国民的生産力は衰退しつつあり、代わって多国籍資本による労働の国際分

業編成力が規定要因となりつつある。 

２) かつて国民的生産力を総括しその利害を代表した国民国家は、今や多国籍化した先

進国ブルジョアジー主流と自国の国民的生産力の維持・向上に直接の利害を負うそ

の他の諸階級との利害の分裂を止揚し得ない。 

３) 共産主義者のとるべき立場は、国民的生産力の再興ではなく、既に形成されている

労働の国際的な分業体制に、国民国家の枠組みを超えた新たな政治的共同体の枠組

みを創出し、与えることである。    以上 



 

 



固有の構造を持った国民経済の概念の否定＝ローザ 

「全てこれらの国々は相互のために生産し、部分的にはまた最も遠隔な大陸のた

めにも生産しているのだが、それらの国はまたそれらの国で、消費の場合にも生

産の場合に男、全ての大陸の産物を事毎に使用している。こんなに交換が厖大に

発達しているのに、何ゆえに人々は一国民の「経済」と他国民のそれとの間に限

界を設け、「国民経済」などと言って各国がそれ自体として観察されうる独立的領

域であるかのように語る必要があるのか。」 

彼女の関心は、世界経済における資本主義セクターと非資本主義セクターとの連

関にあった。「資本蓄積は、資本主義的生産様式の排他的かつ絶対的な支配という

前提の下では、叙述されえないのであて、非資本主義的な環境なしにはどの点に

おいても考えられないのである。」 

 

レーニン「いわゆる市場問題について」 

社会的分業の諸形態は現物経済より小商品経済へ、小商品経済より資本制経済へ

と展開するが、この生産力の発展は同時に市場をも造りだす。 

 ｢ロシアにおける資本主義の発展」 

自律的な「国民経済」＝一国資本主義－構造を形成する社会的分業の体系－を踏

まえ、外国貿易の必然性を次のように解明 

「資本主義国にとっての外国市場の必然性は、決して社会的生産物（および特殊

的には剰余価値）の実現の法則によって規定されるものではなく、第一に、資本

主義は商品流通が広範に発達して、国家の境界の外に出て行く結果初めて現れる、

ということによって規定される。だから、外国貿易のない資本主義国民を考える

ことはできないし、またそのような国民は存在しもしない。」 

「第二に・・・相互に市場として役立つ種々の産業部門は、均等に発展するもの

ではなく、相互に追い越しあっている。そして、より発展した産業は外国市場を

求めるのである。」 

「第三に、資本主義的生産の法則は、生産方法の不断の改変と、生産規模の無限

の拡大である。・・・資本主義的企業は、不可避的に、共同体や地方市場や州の境

界をこえ、さらにまた国家の境界をも越えて成長していく。そして、国家の孤立

性と封鎖性は既に商品流通によって破壊されているため、資本主義的な各産業部

門の自然的志向は、それらの各部門を「外国市場を求める」必要へと導く。」 

近代資本主義においては、輸出あるいは輸入を必要とさせる産業部門は決してそ

の部門のみにおいて発展しうるものではなく、その国の社会的分業の有機的部分

として、全体との関連のなかではじめて存在しうるものであった。 

 

自足的な再生産圏も、深化＝拡大のためには、その内的均衡を破壊してまで成長



し、外部より貨幣を獲得してくることができる部門を必要とし、さらにこの部門

は再生産構造の均衡を回復しようとする動力学に支えられなければならぬ。かく

て、いわば再生産構造が不均等に成長する部門により牽引されることによって、

生産諸力は展開するのである。「新大陸貿易」はこの牽引力としての産業部門（毛

織物産業）に尽きることなき可能性を与えたのであるが、イギリスの勝利はこの

部門を支える再生産構造を保持していたことを意味していたのである。 

 

国民的重商主義の成立 

植民地をイギリス産業の市場兼原料供給地として排他的に支配することを目的と

した。経済成長を促進するための貨幣(銀）の追加的流入・そのための流出抑制を

求める。戦争は毛織物市場を拡張する。←→身分的独占的重商主義：銀の輸出・

木綿の輸入 

 

イギリス産業革命 

牽引力的産業部門の移行：単なる部門間の移行ではなく再生産構造そのものの質

的展開（国民的生産力の質的確立） 

毛織物：使用価値としてイギリス的、原料自足的、世界市場は販路のみ 

綿織物：使用価値として世界的、販路・原料：世界市場。しかも労働の国際的分

業の起動力はイギリスの国民的生産力にあり、産業革命は国民的生産力の世界市

場に対する支配を、偶然的なものから構造的なもの（「世界の工場」による支配）

へと進化させるものであった。 

 

国民的生産力こそ、一方において資本主義の実体をなすものであるが、他方にお

いて、これこそが民族を民族＝国民たらしめた決定的な土台であった。 

 

階級闘争によってそのまま直線的に国民は解体されるものではなく、まず、階級

関係そのものが民族と言うゲマインシャフト的関係を前提とし、その上で確立さ

れるということ、このゲマインシャフト的関係そのものの突破が前提されないか

ぎり、階級闘争も民族の枠より解放されえない。 

 

１．ケインズ主義による政策 

 

２．国民的生産力とは 

３．国民的生産力を超えて 

 

グローバル化によって、国民国家は有効性を失い、後退する 



一つの国家の中にある運命共同体 

多くの人々の心の奥底には国境がはっきりと存在している 

会ったことも無い被災者の苦難を分かち合うと言うことは、実は当たり前のことではない。

それは、他人であるはずの被災者を単なる他人として考えず、同じ運命共同体に属する同

胞として意識することによって可能となる。同国人に対する同胞意識、すなわちナショナ

リズム。 

近代国家は、ナショナリズムに訴えることによって国民の資源を動員する。 

国民全体が団結・連帯すればするほど、被災地の早期復興が実現する。国民が団結・連帯

して行動することによって生み出される力が「国力」に他ならない。 

 

企業と国民の利益の乖離 

 

企業が国内活動：労働者の賃金の増加⇒購買力の上昇⇒有効需要の増加 

新興国低賃金労働者との競争⇒先進国労働者の賃金上がらない⇒労働者と企業の利害は不

一致 

投資家⇒高収益が見込める国・地域へ投資、ex 労働市場 

構想改革＝企業・投資家の利益＞国民の利益 

デフレ＝供給過剰・需要過少による物価下落＋構造改革・自由化⇒人件費抑制 

1997 年橋本内閣：財政改革＝消費税増税と財政支出削減⇒デフレ 

緊縮財政と増税＝内需圧迫・低賃金⇒輸出増加・外需拡大 

1999 年労働者派遣事業原則自由化、2004 年製造業への労働者派遣解禁 

2001 年確定拠出型年金制度 

2002 年商法改正・社外取締役制度の導入、外資による日本企業買収の容易化 

2005 年会社法制定・株式交換が外資に解禁 

  日本企業の外国人持ち株比率は 90 年代前半 1 割程度⇒06 年約 4 分の 1 

 

2001～2006 年 

大企業の純利益増大、役員報酬・配当増加 

失業率高止まり、一人当たり給与低下、労働配分率低下 

 

資源の高騰、製造業の圧迫 

投資家：企業の短期的な利益・配当の増を求める 

TPP：さらなるグローバル化・内需縮小・外需追求路線 

グローバル化した企業と投資家はデフレ不況を好む 

 

米国経済＝住宅バブルによる「民営化されたケインズ主義」・民間債務増加による消費需要



刺激 

グローバルインバランス⇒リバランスへ：国家による経済の制御が不可欠 

だが、 

 国債の買い手が国際市場、財政出動を行うと市場が反応し金利上昇⇒資金調達コストの

増加、あるいは困難 

 金融緩和も、国外移動・投機に結果するのみ 

国家の経済統治能力や危機管理能力は、グローバル化によって著しく損なわれてしまった。 

 

オバマ政権 

 7870 億ドルの財政支出：不十分 

 米国債の信認問題 

 財政出動：内需拡大⇒貿易赤字の拡大、中国・日本の内需拡大を求めるも輸出主導の成

長戦略の変更なし 

 中国・日本の経常黒字が米国債を買い支え、インバランスを支える 

 ドル安・TPP への日本の参加・人民元切り上げ：米輸出拡大を狙う 

米産業構造の問題 

 雇用吸収量の大きい製造業の新興国へのシフト 

 高技能を要する高付加価値製品の製造業の可能性しかないが、競争力は既にない 

 米輸出 

30％はサービス業；銀行・保険・コンサルティング・ソフトウエア：高学歴者 

  15％は農産品：資本集約的なアグリビジネス、雇用吸収量は少ない 

 輸出が伸びても恩恵を受けるのは資本と高学歴者 

 

ドイツ：グローバル化に合わせた構造改革の推進、労働市場の規制緩和・国際競争力の増

加、輸出主導型成長路線⇒貧富の格差、実質賃金の低下、EU 内の貿易インバランス 

 EU：ユーロの発足・欧州中央銀行による単一通貨政策の実施⇒各国は金融・為替政策の

権限を失う。財政赤字規制＝GDP の３％まで、公的債務残高＝GDP の 60％まで 

 しかも、中央集権的な権力＝主権を有しない。各国民も EU の利害より自国の利害を優

先 

 

ケインズ主義的政策は高度に統合されたネイションの存在がなければ、実効性をあげるこ

とは難しい 

 ケインズ主義：国民全体のために資源を再配分する政策（三階級論と金利生活者の死滅

を理解していない） 

 富裕層や多数派の民族が貧困層や少数民族にも利益を及ぼす財政支出に同意し、その為

の負担に応じる用意がなければ財政政策の実施は不可能⇒同じ同胞としての国民の意識が



不可欠（同朋意識による善意の同意などありえない。階級闘争の結果である） 

 多民族国家はネイションとしての統合が不十分、ケインズ主義的な財政金融政策の恩恵

は一部の特権階級や民族集団のみが教授し、国民全体にいきわたらない。国民統合が不十

分な新興国の国内秩序は外的なショックに対し脆弱 

 

国家を強化して国民を守る 

 

経済ナショナリズム 

 ←→経済自由主義： 

比較優位・自由貿易、資源配分の効率性 

経済＝市場メカニズムが支配する自律的な領域 

世界経済の成長 

 経済ナショナリズム： 

 保護主義と産業政策：戦略的に重要な産業や先端技術を選択し振興 

 自国の政治力と経済力を強化 

貿易は富の獲得を巡る国家間の闘争、国際経済は自国の利益を追求する国家同士

の経済資源獲得競争の場 

経済に介入する国家主権の範囲を拡大、国内経済が他国からの干渉や国際市場か

らの影響を受けることを避ける。自給自足が理想 

だが、経済ナショナリズムと自由貿易が結びつくこともある。基準は国力増進 

 

絶対王政から中央集権的近代国家へ：国内経済の統一に向けた種々の規制撤廃、統一的な

規格や規制の導入 

国民国家権力によって支えられ推進された自由化・グローバリゼーション 

 アメリカ：情報技術・金融技術を背景にグローバル化・自由化が自国の経済発展にとっ

て有利と判断 

グローバリゼーションは世界経済の自然発生的な流れや歴史の不可避の潮流ではなく、ア

メリカという強大な国家の政治意思の産物。経済ナショナリズムがグローバリゼーション

を生み出した 

 グローバルな時代になったから自国の経済ナショナリズムを放棄してよい、と考えた愚

かな国は、アメリカの経済ナショナリズムの前に敗北することになった 

グローバリゼーションは、政策である。政策を変えればグローバリゼーションは

必要ではなくなる 

  経済ナショナリズムが国の政策を一元的に決定するという、還元論のあやまり 

 階級闘争の結果であることを見ない 

 自国の国力の強化か、企業の強化か： 



ブルジョアジーの分裂・国民国家統治能力の衰退 

 ←→ プロレタリアートの強化を対置 

state の支配力と nation の能力、経済ナショナリストの目的は後者の増強、前者は手段に

過ぎない 

 区別できるのか？ 

90 年代以降のアメリカの金融グローバル化戦略は「自国の国力強化のためと信じて」行わ

れた？その結果は、国力の衰退を招いた 

真の国力強化のためには、動機としての経済ナショナリズムは不十分。国力の本質を抑え

た理論としての経済ナショナリズムが必要 

 

企業の利益と国民の利益の乖離 

 

第 6 章 

 

国債は国内で消化される内国債である場合には、その金利は国民の負担とはならない。国

債の償還金の支払先は国民だからだ。また、政府は借り換えを続ければよい。政府は民間

企業や個人とは異なり、永続してなくならないと想定されているから 

 だが、国債を買える人の利益、買えない人の負担増であることは見ようとしない 

また、想定しえいるのは誰か？市場の評価はそうした想定とは別にあるのではな

いか？ギリシャの事態をどう説明する？ 

政府は通貨を発行することで債権者に支払いをすることができる。政府が通貨発行権を有

することが、国債の返済能力を究極的に担保している。 

でたらめ。この論は流行っているのか？ハイパーインフレを起こし、経済は大混

乱に陥る。これこそ、反経済ナショナリスト的政策ではないのか？また、厳密に

は政府は通貨を発行しない。中央銀行である。 

内国債の場合、政府の債務が増大したと言うことは、国民の債権が増大したと言うことで

あり、国富の増減はない。だから問題ない。 

これまたでたらめ。国民の債権なるものは、利子も含め、税金で返還することが

求められる。得をするのは、国債を買うことのできる「国民」であって、買うこ

とのできない「国民」ではない。しかも、買うことができるのは、貯蓄の範囲で

あって、それを超えれば誰も買わなくなる。 

 

［日本の産業構造］  日本は第2次大戦後，第1次産業に抱えていた豊富で良質な労働力を

使い，先進諸国の大型最新技術を導入し，安価な石油に代表される原料資源の安定輸入，

大型設備投資と〈投資が投資を呼ぶ〉内需の拡大，大量生産方式によるコストダウンとそれ

に基づく製品の海外輸出に支えられて高度成長を達成した。国家の目標は，もっぱら先進工



業国へのキャッチアップにおかれていた。 

 天然資源に恵まれぬ日本がこのような高度成長を達成できたのは，一貫して国際競争力を

強化して貿易立国たらんとした結果である。しかし1970年代の日本の産業構造は，国外から

大きくその根底をゆさぶられることになった。世界的なインフレの拡大により IMF 体制が崩

壊，71年8月いわゆるニクソン･ショックにより，ドル防衛策が打ち出され，日本の円も73年2月

ついに固定相場制から変動相場制へ移行した。続いて同年10月，第4次中東戦争を契機とし

ておこった第1次石油危機により，原油の公示価格が一挙に4倍となり，1970年からの値上げ

を加算すると70‐73年で実に8倍への引上げとなった。日本は戦後の経済発展を石炭から石

油への転換によって進めて，安い石油を大量に使ってきた。しかも石油のほぼ全量を輸入に

依存していた。石油製品の値上がりは，これを原燃料とする産業の製品価格上昇を誘発し，

経済全体の価格水準をおしあげる結果となった。このため日本の産業構造は大きな変革を

余儀なくされた。とくに製造業のうち，石油多消費産業である素材産業は，コスト上昇によって

国際競争力が著しく低下した。石油化学工業，アルミなどは，国内の価格騰貴で需要が減

退，大幅な需給ギャップが発生，低操業に陥った。これらの産業では安い原料，電力を求め

ていっせいに海外立地に向かった。造船，砂糖，平電炉，肥料，繊維などでも内外需要の減

退で設備過剰に陥り，生産調整，再編成の動きがみられた。一方，石油依存度が相対的に

低く，製品価格の上昇が比較的低水準であった家庭用電子製品，自動車などは，輸出の増

大を続けた。さらに景気浮揚策としてとられた電力，建設などの投資拡大，消費需要の堅調

さに支えられて，流通･サービス業は比較的好調で，新規投資もおこった。このように第1次石

油危機を契機に日本の産業は，好調な産業と構造不況産業の差がはっきりと色分けされる

ことになる。さらに79年に第2次石油危機が発生，原油価格はさらに2.5倍以上に急騰した。こ

のように2度の石油危機によって日本の産業構造は変革をもたらされたが，日本は原燃料，

食糧の対外依存が極度に高いので，それらを安定的に供給する経済の安全保障が最も重要

な国の政策課題となる。     北原 正夫 

 

 

 


