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J令政后的世界与日中美系

〔日〕併爪太三郎

依俊博

【栃爪先生是Jt.京工並大学制教授.J 992年和 1993年庄王

蒋院長之進，荷次来天津社会科学院坊{司，弁逃行学求交流.本

文即711993年初栃爪先生在天津社会科学院的t井演稿 ，本刊度

表吋.略作 T酔l常一一編者.)

一、;守故后肘代的芥始

美国t新岡周予IJ>>奈君、2月 8日号預測悦，到公元 2000年，

中国的貿易臣、移i将会趨泣日本.而且，到 2040年，中国的経済規

模将会超近日本和美園 ，成'JJ世界第一.世界上持会出現ーノト経

済上的超級大国.中国.

宅者不敢泌i主介預測的可1吉程度.但是，逮↑新i!!11有商点是

正lifij的.其ー，在不久的将来，以美国方中心的吋代*寺会結束.其

二J日;果可能形成新的中心的活，郷将是中国.

在美国，布什正文校長E不能跳出冷故吋代的思捻方式，子是，

取而代之的克抗野Ii攻枚挺生了.克林郁1政収在挑逃!Ii.洲問題的

fn.賢人吋，設有逃捧日本問題守家，而逃持了中国向1m守家.宅

• 76 • 
日本研究地必

所以，第二次的故争使成方不可避免的T.在逮ノトB1期，美国放

芽了孤立主5(，承担起了保E西方世界(資本王文各国}繁策的

責任，弁且与向美園提出挑依的努:朕形成了尖鋭、全面的対立.

可是，美国下決心与日本作峨的程序与を海湾級争中下決

心与伊位克作銭的程序，有利似之主L日本把中国完全Jfi.子統治

之下，遮終究是美図所不能容t午的.美国も入方J日果日中両国携

子，那ゑ世界的平衡将会被打破，逮是危陰的.瓦到今天，美図的

i主手l'看法依旧椛t軍手事国.

本来，美国不是↑帝国王文国家，而是ノト以“IJ、政府"方理想

的古典的資本主51-国家.自第二次世界大峨始，美園変成了筑.$

西方自由世界的超級大国.美図的科学技水型N尋領先世界也是

在1奇抜E寸代.

在以下三点上，}手抜吋代的美国与此前的美圏不同z

I.F・2ヲ斯福的困納西疏域治理子干友汁主IJ以后，号1i差了凱

恩斯型的財政政策，事'*よ変成了“大政府"

2.経泣第二次世界大峨的国家怠功員体制，形成了巨大的

宰芹lt合体.

3.由子 }}..列的高技木的出現，在汁算机戸足並、字紙?";lt、
原子能?"1t等領域，出現了統治世界的巨大企此.

手争占主使超級大国身背霊負.美国毎年支付的2事費占国民生

?")也値的 7-8% ， 而芳:朕所支付的~契据佑i十要占国民生芹怠
値的近 20%.よ主主吉徳国的 3%，日本的 J%相比，数字太大T.

在距F寺故結束近 20年前，中国便勾美国接近了，因此，中国

得以減経宰費負担.而且，由此走上了一条与努:咲不!司的道路.

三、冷哉后的吋代世界将会忽祥?

美国在冷占文中荻E主，排除了長年的散手.芳:取解体了.核武
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者以;り，逮是美園芥始比以往吏加重視与中国的美系的表現.

90年代的世界ill入了諦rA1代.有些人も入方，逮是一小“勃揺

的日、I代"

所消号'Jl岳，包括商小方面的内容.其ー是客1見上的内容.世

界正在b人冷故吋代的両被uよ界向冷峨后的多級世界演交.商級

世界是↑単純的世界.所有国家都可以リヨ緒方或左或右的意、玖

形志上的対立.中目l支，多扱的世界則不像求解物理学上的浄数

値，1;是扱方不稔、定的.

其二是王1見上的内容.在冷依吋代，可以抱一切夢物放在一

↑固定的経位里去羽察.11，克思王X的意訳形~也好、西方世界

的世界~Æ也H ，都是如Jlt .J司克思主火星然も人労政治、径済、文化

和社会都是互相駁系的，但;真朕表的方法却是固定的.男一方

面，西方的社会科学も入方政治、経済和法等都服仏子各自独立的

規律，侶却井t¥l:有研究官fil之l司的朕系.冷誠之后，民族問題涌

Z見出来，千是，人fil河i漸地岱得，在人炎社会上.宗教和民族的向

題是与政治、経済和法等等密不可分的.

二、20世紀是窓様的肘代?

方了理解今后的冷誠后的1世界，首先要図版迄今方止的 20

世f己是ノト:吉祥的吋代.

20世妃是峨争的世紀.其前半，美園通泣両次世界大成建

立了領枚.其后半乃是向迭一筋枚挑峨的努:政(以其方首的社

会主X国家〉与美図的冷故<I筒抜体制〉的吋代.

20世紀7干始之隠，列強間的対立一員事莫展.列強(帝国主文

国家〉之|司的利害美奈錯綜笈染，恰如求解浄数値的問題iJ~祥，

迩技不到解決(1ヲ端緒.第一次世界大峨使是欲用武力強制解決

迭ノト問題.由子在i主次故争的故11文圏中芹生了侵略性的法西Wi.

時故后的世界耳目中央墨 .77・

u会留下来，但要逆行核裁写.リ面占主体制被解除的結果.使美国

得以受到“和平的恩典'¥

在美努:両国尖鋭対立的冷故期1司，町長合国的作周波有;liJ写
(美園筋奴的建立与校合国元失).由子美国交成了世界唯一的

中心図，子是，朕合図的作用便恢笈了.国カ正;(f相対消弱的美

国，可以iiiii立政合国友拝更大的政治力ta.
但冷故以后.井不能保i正美国氷返是l唯一的超級大国.

1;;;者以方，冷占主后的日す代，将会形成ー↑三板的世界.

所i目三板，是指美園、欧洲共同体和京5!E.<日本+中国).在

其周迎，迩附席者若干国家f，f..美国有中南美各国，欧洲共同体

有京欧和俄~j折;京5!E.有末南5!E.各国 .比タト，迩有豆洲、#洲的第

三世界各国.

其中，欧洲共同体的i式盛正在理所当然地進行.欧洲共同体

是以欧洲的共同文化基督教労基拙的.美国也是以基督教(新

教〉方基硝成立的国家.正如社会学家 M ・事伯Jofr分析的那祥，

欧洲共同体和美国可以i見是笑現了近代化的国家.

対此，第三板m5!E.的佐原与其他商級不同.日本和中国九乎

都没有受王IJ基督教的影B向，m5!E.，*現近代化的道路与欧洲和美

国椴然不同.

不仮昔日比，迩必須注意家主的内部佐原.

中園、日本与豆洲新兵国家和地区常常被称方儒教文化図

的国家.イE是，至少日本不是以儒教労基則的社会，而是一小不

同与中図的、具有集図主5(i寺筑的社会.与欧洲共同体相比，中

園、斡図和日本在文化上的共同点{!!少.而旦，日本迩有侵略符

近渚国的厨史，尚未b人逮ー厨史中撰脱出来.

京5!E.<特別是中国〉在対内和対外方面都具有i午多性康不問

的要素，古川今后走什i..祥的道路 ol主是預測冷誠后吋代的世界

的失鍵.
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四、如何者待“社会主文市場経，芥円

冷占主后的 Bt代是 f宣有~事対立的吋代、是世界依J君 ìffi 用的
規則共同前:i11:的吋代 s 所切世界通用的規則.~Il市場経済. 1992 

年末，中国正式宣布英行“社会王fJ.市4括経済に可以も入方"主是

中国向世界表明:中国将与世界共同前i堂。

百11z..何清“社会主文甘T坊経済J}?対此有料利『解秤，然而，現

在下tS吃逆方自サ尚早.在j比，答者略隊己見，井預1測其未来.

イ可情社会主文?板狭fJ.地来看.:'@'即共r党政枚.但是，再

稿作IfJ.的解蒋・則可以も入先是“国家(乃至公共校力)介入弁i某

求資源寺を移UAc畳者到弱者的重新分配)的制度"迭也就是t且，
不阪市坊規律，企図由国家介入解決経済問題.

男一方面.i可1関市場 ~~ i井 7 h人径済学的魚度来悦，市場経済

不是指現実中的市坊.而是指紋理想化了的ー朴模式.市坊経済

是指完全党争的市坊.

什z.是完全党争的市場児?我il1来友三ヨー下

l 余多的実方和~方充分自由 i也決定自己的英実，
2可以荻得完整的情扱;

3. :;J;:現了一物-j介;

4有加入和退出的自由.

在市坊中，不庄有絶対的校力者，毎↑経済主体自由行電力，

独立地決定自己的意志.図比;'Ei支有任何封建的束縛.自由的

経済主体有校lH<<自己的意志決定自己的行功.l主料品~J Jl'就是
市場.

Q，5i:忠所了解的市場経済是正当・ Wi密、李p.図的市場経

済.然而.新古典経済学〈美図的正統径済学 ){t1i基r.:.~是法図的経
済学家瓦~Fl立.瓦力Z控在其《純粋径i井学要吃)(J877 年)中，透
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市土五和債券市場、役立南北銀行(私人銀行的借貸制度)、うり了引

遊園隊資本而使tc.52.自由化.如果位行i主些矯1志的活，市坊主至済

的作用将会元限I也接近資本主fJ..

現代資本主fJ.己不同子古典的資本主fJ..古正在主主受着各

科各祥的変化.例如，由国家介入的福利制度、公共部門的公営

化、界境保が政策的制定等等。 其性ff;:愚被称jgi毘合笠1汗，但其

中心半寛j主是市坊。混合的〈不基子市場原理的)部分半lt不泣

是1式市坊之タト対市坊的判、充.

因此，向題在子 迭科市坊経済能否子“社会主文"井存7(在

“社会主文"之下能否1~好地友待作用 7)

如何理解社会主文市坊主呈済的“社会主5/.."1其双点各弄.現

在，我u'1哲旦将其僻蒋方公有制的堅持和共i'"党的政枚.因方后

者是政治問題，逮旦姑且不 ì~ .i吉先看ー看公有制的問題.

改革公有制的第一ノト可能性在子変更所有的主体.以往的

固有制是国家逮ノト単一的経済玉体所有一切.也就是i見，圏有制

是由国家決定一切的制度，リヨ結方i十 ~J経済.勿廊習を吉，'E不能

主寺市場経済井存.因此.uI;主犯所有的主体特移jlJi者責日地方自治

体、各ノト(国営)企止之焚的地方"主就形成T~似tIJ.会主文(エ

因主fJ.) 的制度 .1尚若宮口此，使不同子国有:IiH.或i午可以~1草市

坊経済的作用.因フり，迭科2情況的経済主体是省、市、村和単↑的

企-lk.出子径i!r主体変成了笈数，所以庄咳可以在官111之阿波行

芙~.

但是.1子畑想来.l主神作法也有問題.首先，地方自治体究寛

庄i京在什仏水平上成方所有的主体?此タ卜，如果是主上私入所有了

企~t .由予見rr有与径営没有分内 ，fl，年以有可能霊u“自主管理"到[1

祥的失敗.必之，Ri京悦，問題在予如イ司令1:&出休現“資本主文精

神"的、b人事合理的企-lk径嘗的主体.

改革公有制的第二ノト可能性是分割所有.
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1切地究明了上述市幼的理it.

現在...上我(11再簡単地看看瓦古，t主的市坊笠7斉検式。i主是因

方，希克斯f11l?"f喜忽i社等j比后的現代短済学疏派，都世草子瓦然t立

的模式.

瓦力，ti立把資本主文社会的市坊由筒単至IJ笈染模式化方如下

4ノト紛段

]交換的一般均衡;

2生戸的一般均衡，

3信用及資本形成的一般均衡 5

4. 1責吊的一般均衡。

迭里所i目的“一般均衡"是指一般史1:1.里各科財戸市坊的互

相美系的様式.迭手l'模式長然彼雄用数字来表示，但是，希克斯、

炉謬忽逝:等新古典派都在迭方面取得了成功.

在主査済学上，生戸要素分方土地、芳功、資本三ノト部分.資本

主文経済的特征在子完全具各了迭些生戸要素的市場〈土地市

坊、芳劫市坊和資本市坊).子是，在生芹要素的配置上就可以追

求経済合理性。在逮一点上，与〈未必伴有生戸要素市1括的)一般

市場〈商品経済)是不同的. ノ

如果根据迭ノI'j見点来解蒋上述囚↑模式的活，那L...就可以

理解方:第一↑検式是商品経済，第三和第四↑模式則是包括了

生戸手段和〈資本主x的)貨吊交換的市場経済.

根据宅者的理解，ネ士会主J足市坊経済.pJfi間的“市坊主主済"必

須要創造出来i主小1童文上的生芹要素的市坊〈土地市坊、芳号J市

4括和資本市坊).否則，就不能荻得与先ill各国資本主文経済相

匹致的径百年主主益。

具体地来世f.創造出土地市場就要改変土地的固有、公有制

度，承主人土地的自由芙ff;.創造出芳7;JJ市場，就要改変分配制度，

創造労功市坊〈自白地逃持J!R-lk).創造資本市坊，就3喜子干波股察
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〈近代的〉“所有"i主介概念，庄核包括某ー財芹的三↑方面

的完整奴利.gp使用、収益和史土査.千是，我JIJ可以把公有:ii'J僻秤

方国家保留史上宣枚〈出管的校利〉或加以公共的限制，同吋特使

用枚和牧益枚作方一手1'1叉;f~使其独立出来，出管姶私人的経済

主体.

一切所有枚都可以迭ゑ解稀.土地可以建立土地的使用校，

弁血管之.而且，使用奴量然出笹了，但赴宜枚井没有改革E.也

就是i見，土地的元限t>'J的使用校是事実上的所有校，現在，把土

地的使用校加上了 70年的期限，丙者的不同仮此而己。

企-lk対芳劫力商品所失心的是其使用枚和収益枝.所清対

労iJJ力的史上軍，是指解雇，但是，公有制不正R以遠一点、.子是，向

題就出現T.
渚如工f設各之主性的資本財芹，可以刻分7J使用枚和枚益

枚的赴宜主事其財戸本身的史上萱.囚而，即便是投定了使用枚和牧

益校，国家和公共団体也辺是保留了工「役各的赴3針X.在i主ー

煮上，公有市J也会出現向題.

那z.，不承も人赴宜校(或jJ日以限制)的公有制要解決f十z.問

題呪?除Ti某求通泣市坊、合理j也配萱資源以外，公有制迩必須

以下列条i先方前提ー即工人的解庖和企北対自己所掬有的資戸

和Jd:N校.m:后，企.!l~可以破i"'.如果公有制限伽l企!It的迭些校
;f1J的活，那就不能追求経済合理性.

如来公有制的目的在子防止因私入所有制造成的財富泣分

集中的活，那z..可以考慮迷~Ji主一目的的其他方法。例如，在土

地問題上，制定城市規刻和限制3真実。在枚入和l1f芹上，建立所

得税、'?f戸税、企)It税得税制.1s者主人J;].采取迭些方法可以更好

地追求径iJf的合JAf1.
筆者迩主人方，是否fîi:~主把“社会主文市坊径済"中的“社会主

){"~l'司，与所有制分~汗来去理解.所i閣“社会主文ヘ按照宅者
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的定51..，是』人市場的外部〈例如国家〉介入在市場内部不能解決

的安源百~~向!I;IT，以保1p弱者.社会主51..的終抜目的在子保障人
民的幸福.人{Il不愁吃住、有工作可倣、可以受教育，安心E充満

希望地自由生活，途不就是社会主文l喝?因此，在最大限度地庖

功市場活力的同吋，去改革和完普公有制.迭オ長三現~的.

五、;守故后肘代的日中美系

不管社会主51..市坊主至済作方;ç~示向題如何操作，中国主'21井
今后也肯定会順利地没展下去.而旦，如:果不友生大的政治混

乱"主科友展将会長期待袋.

中固有{巨大的潜カ.日本不能想像会超泣美国，但中国超辻

美圏不是不可思i史的.在中固有了有美国相匹敵的国カ的日す候，

世界将変方商ノ「中心.

清看下列中国利日本的簡単比較:

中国 日本

文化侍筑.文化的中心国 文化的周迎国

人 口 i2イ乙(美国的 5f音) 1¥2イ乙(美国的一半〉

民 族:多民族国家 単一民族国家

体 制:社会主文市場径済 資本主J足7甘坊主主済

芹ill.杓成表民占 80% ~民占 10%

中国主事日本的互キトf生扱強.日本有資本利投木，中国有人材

和資源.中日商固ま王E付日果結合起来的活，対双方板効有利。商

図的京密失系庄咳能i吏京E成方冷占主后的世界三板中的一級.

迄今方J1:..成方向国土吉合的障碍的是中国主主済的友展史上千

初5&~5f段和両国社会体制的不同.但是，中国公7f承主人了“社会
主51..市場径済"格改革一汗放政策又J1Eill了一歩。此タ卜，中国正在

完普園内的法律制度利社会制度.主日果能加人美m怠協定、世界

• 84・ 聞本研究ie品

速一意文上的“社会主5<.."市坊経済.

如前所述，当前共芹党政枝辺是有其存在的理由的。i主就是

衣ill.和工ill.的失系.

中国仇旧是以衣民~主体的国家.方了保炉~民l的利益，需

要提高衣芹品{介格(~草 fl~工!I~Ji， fJト格入而且，衣ill.弓工ill.不同.

~p使来取“破芹"制度，也不会増加経済合理性.

在t住f寺共芹党政枚不11:的情況下，又能満足西1i各国的要

求，其可能性之 便是党内的民主化.共1"1c没有必要保冷峨吋

代河川羊在意訳形容よ或卒事上与嚇ノト国家方散。

面対中図的友展，日本所函l陥的一方面是移植技木和望号本.

男一方而是ヲ干放市坊.中日合資企止的出現，是自然的。既然亦

τ合'if企ill.，日本就要努力fJt級地向中国移功資本、逃口許品.

中国的市場径i芥尚不友i主和両国径済的差昇.是迄今方止

阻碍中日双方建立合資企ill.的王喪服囚.中国必須迅速友康市

場(特別是土地、労切J和資本市場入市場形成了，(均衡)(骨格使

可以形成。i主ノ卜併格庄核兵有一定的経済合理性 1主科{介格形

成之后，オ可以1剖買会i十制度〈径沓的合理化〉和金融制度〈資源

配i量的合理化〉。整頓逮些制度，対予中国経済的国隊化、対予促

途中日合資，都是不可或般的.

在中図的径i非中 J日果不能使健全企>!t(亦~f1主主従好的現代

企ill.llS速友展，那i"就不可能去盤坊i号損的国嘗企ill.和其他

企ill..首先~逐ノ卜.$同地対毎ノト企ill. i丘行経営i会断和 '5f1"坪佑.
必要Hず，要特'ti戸和人民リJ岱或特移到先立絞好的企ill..如果再不

行，庄采取破F措施..b人現在算起，返些工作需要凡十年的肘向.

~此，不可忽略的是教育投資.

ぷ人民市現在的I[率来看，逃拷芳功集約型的芹ill.具有国

綜tJe勢.jg是，随者中国経済笑力的地強，I[率将会よ升担]現在

的凡倍。考J邑到物伶也会よ升，ffr以，需妥在短吋l司内迅速向技

ノデデ十「乃 守地后山i守口十夫果 ・83

銀行和国1昂!日付x?，d'Jo'J i古，那i，日本会更加緊密Jill勾中国主吉合。

fg是，対千中 日内国来説，互j~ 向的 ~t系主t密，也是危R主的.

首先，対日本来i見.与中国接近j~可能会招致美国的不快.日本

現在加担対中園的影哨能力，対5庭園是小威ftj}.晃一方面，対子

中国来i見，也不希望!mf*対 日本和美図的i削除.在喪失了要Pli長牌

的今天，首先要与各国加1量失系.中国似乎会与斡園、俄'$斯、欧

洲共同体各国 、京商亜各国都加温美系.

i上税問看ー看中国的未来

如果中国依照市坊主圭済的規律継銭高速増t史的活，那玉~，就

会遇r'J日本i}済友展中曽経過到迂的{司庖.

一小是タト?亡|司題。最近，人民市可以自由携帯出国7.可以

預t十，タトi[人民吊不久也将会耳iti高。与陶芸力相tじ，現在対人民

吊的i平愉辻{氏.如果人良市成方国防貨市，黒字釈多，将会被迫

チt僅.日本径厨了尼克松沖缶(由 l美元=360目元升到 1.美元

=240目元〉和田元升値不景宍(由 1美元=240目元升到 l美

元=120日元〉両次大幅度チ1m.図此，有必要伏期預測人民吊

的升{直 ， h~而制定相I主的役済政策.

男一↑是貿易摩f理問題。中国呈然需要保持稔定的黒字基

調，但是.主要的出口国却是美図利日本.今后，美園和日本会向

中国要求像現在美園内日本要求那祥的貿易協定和物造ji}攻。

人枚向lI.lï可以 iìí是ノ「先例，美国会抱怨i見，中国庖該根据図~規

Ij!IJ推行国内政策.

対干与美国具有不司{介値規的国家威肋美国的地位，美国

是根方敏感的.美国持除了亦朕的挑峨，也打退了伊斯主教徒的

挑抜.正悶:J]美国彼1住音退中図的挑峨，所以，中美之「司的斗争

将是激烈的.中図的国内体制越接近回廊規則，有美図的康被也

就越小，世界也因此而可以穂、定.

h¥i主一点出友，最后if必須要i並行考察的是“共芹党政校"

時母后的世界再日中央果 • 85・

木集約型的芹ill.特移.方此，就需要特別是h¥衣村吸牧将来可能

会敏乏的、具各高知ip、和技木的人材.

日本和中国的美系将会変成如同辻去英国弓美国)祥的美

系.在一定的情況下.形勢将会友生逆特，中国将取代日本.

自日:果中国径済如此順ホIJJt!l友飛下去的活，不久(在工止上部f1

中的)日中経済的友展ノjく平将会相向。?i1J7i主ノト険段，将会建立

対等的国豚分工.資源的儲各状況不同，図此，双方可以互相享

受“貿易自力刺益ヘ

尽管両国的文化和社会体制不同，但是，如来能堅持半ノ卜世

紀的理解与合作的美系的i舌，到 2040年，送付“貿易的利益"一

定会成方新的緊密合作的基叫.~者相{吉，日中美系的ill一歩加

強，~存会均未来的並洲、遊而方世界的和平与友展{故出貢献.

ー.

r 



/タグ〆イ「タラ

天津社会科学院

学術交流研究会

ポスト冷戦の1主界と

目t:t隠忍壬系、

ポスト冷骸時代の車聞け

二O世紀はどついう時代だったか

ポスト冶鞍時代はどういう世界与のか

「社会主童市場経贋 Jをどう考える べき か

ポスト冷世跨代の B中関時

a 1 ポス ト冶戦時代の幕開け

1993.2.16 

橋爪大三郎

アメリカの雑誌『ニューズウィーク』は、 2月8日号につぎのような予測を掲げた。西

暦二000年までに、中国の貿易総額は日本のそれを追い越すであろう。そしてニ01<90
年までには、中国の経済混慎は、日本やアメリカのそれを追い越して、世界ーとなるであ

ろう。経済超大国 ・中国の登場である。

この予測がどこまて信頼すべきものなのか、 わからない。しかし、この予測は、二つの

面で正しい。ひとつは、やがていつか、アメ リカ中心の時代か終わるということ。もうひ

とつは、新しい中心ができるとすれば、それは中国であろうということ。

アメリカでは、冷戦時代の思考から脱け出すことができなかったブッ y ュ政権に替わっ

て、クリン トノ政権が誕生した。クリ/トン政mは、7:;7担当の責任者に、日本ではな

く中国の専門家をあてた。アメリカがいままで以上に、 中国との関係を劃見し始めたこと

のあらわれだと理解できる。

九0年代の世界は、新しい時代に入った。これを「ゆらぎの時代」とする論者もいる。

ゆらぎには、ふたつの側面があるだろう。ひとつは、客観的な側面。世界は、冷戦時代

の二怒的な世界から、ポスト冷戦の多極的な世界に移行しつつある。二極的な世界は、す

べてを右か左かのイデオロギー的な対立に還元できる、単純な世界である。アメリカと ソ

連ががっぷり四つに組み、世界は安定していた。それに対して、多極的な世界は、物理学

のn体問題に 般解がないように、きわめて不安定である。

もう ひとつは、 主観的な側面。冷戦時代は、ものごとを固定した枠で見れば、それです

んでいた。マルクス主還のイデオロギーにしても、西側世界のものの見方にしても、そう

である。マルクス主義は、政治 ・経済・文化 ・社会tJ¥すべて相互に関係するという見解

をとっていたが、その関係の仕方は固定的であった。いっぽう、西側の社会科学は、政治

・経済 ・法 ・ を、それぞれ独立した法則に服するものと考え、それらの関係を飯うこ

とはなかった。冷戦以後、民族問題が噴出してはじめて、人聞社会では宗教や民族の問題

が政治 ・経済 ・法 ・ と密接にからまっていることを、人びとはようやく理解したので

ある。

a 2 二O世紀はどういう時代だったか

これから始まるポスト冷戦の世界を考えるため、それきに先立つニ0世紀が、どういう

/p 

時代だったかt!'iり返ってみよう。

二0世紀は、戦争の世紀だった。その前半、二度の世界大戦を通じて務権を確立したの

がアメリカである。後半は、その覇権に挑戦する メ速(をはじめとする社会主義国)とア

メリカとの、冷戦(臨戦体制)の時代であった。

ニO世紀が始まった当時、列強の対立は抜き差しならないものになっていた。列強(帝

国主義国)の利害関係は複雑に絡みあっていて、ちょうどn体問題のように解決の糸口が

みつからなかった。それを武力で無理やり解決しようと したのが第一次世界大戦だった。

この戦争は、敗戦国に侵略的なファシズムを生み出したので、 二度目の戦争が避けられな

くなった。この段階で、アメリカは孤立主義を放棄し、西側世界(資本主義諸国)の繁栄

を守る責任を引き受けた。そして、アメリカに挑戦するソi車と、きびしく 全面的に対立す

ることになった。

ところで、アメリカが日本との戦争を決意したプロセスは、湾岸戦争でイラクとの戦争

を決意したプロセスと、似たところがある。アメリカにとって、日本が中国を完全に支配

下におくことは、とうてい許容できないことだった。両者が結びっくなら、世界のノ、 ラン

スヵ、崩れて危険である、とアメリ カは考えた。現在でもこの見方は、アメリカに根強い。

本

アメリカはもともと、帝国主義的な国家ではな く、 「小さな政府Jを理守、とする古美的

な資本主義の国家であった。それが、第二次大教を境に、西側の自由世界を率いる超大国

に変貌していった。 アメリ カの科学校術が世界をリードするよつになったのも、この冷戦

時代である。

冷戦時代のアメリカは、つぎの三つの点で、それ以前のアメリカと異なっている

11IF・ルーズヘル卜のTVA計画以降、ケインズ型の財政政策が導入され、事実上 『大

きな政府Jとなった。

121第二次大戦の国家総助員体制を経るうちに、巨大な車産複合体が形成された。

131システム化された巨大技術の出現により、コンビュータ産業、航空宇宙産業、原子力

産業なとの分野で、世界を支配する巨大企業が登場した。

冷戦は、超大国に、大きな負担を強いた。アメ リカは軍事貨に毎年、 GNPの 7-8%

を、 ノi車はj量定でGNPの20%近くを支出した。これは、 ドイツの 3%、日本の 1%と比

べても、あまりに大きすぎる数字である。

中国は、冷戦の終了するより20年近くも前にアメリカと接近し、この負担を軽滋するこ

とができた。そして、ソ連と別の道を進むことになった。

a 3 ポスト冷戦時代はどういう世界なのか

アメリカは冷戦に勝利し、長年の敵対者壬斥けた。ソ速は解体した。綾兵箔は残るだろ

うが、核軍縮は進むだろう。臨戦体制が解除された結果、アメリカは f平和の配当」を受

け取ることができる。

国連は、米ソ両国の対立が厳しかった冷戦の問、機能しなかった。(アメリカのヘゲモ

ニーは、国連と関係な く成立した。 )アメリカが世界の唯一の中心国となったことで、国

連は機能を回復した。相対的に国力の弱まりつつあるアメ リカは、 国連を通じてよ り大き

な政治力を発療できる。

しかし冷戦以後、アメ リカがいつまでも唯一の超大国でいられる保証はない。

うず
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ポスト冷戦時代は、むしろ、三極の世界になると思われる。

三極とは、アメリカ・ EC・東アジア(日本+中国)の三つの極。この周囲に、さらに

いくつかの国家群が付属する。アメリカには、中南米。 ECには、東欧・ロシア。東ア ジ

アには、東南アジア諸国。このほかに、アジア・アフリカの第三世界の国々がある。

このうち、 ECの試みがもっとも進んでいる。 ECは、キリス卜教というヨーロッノ々の

共通文化を基礎にしている。アメリカも、キリス卜教(新教)を基盤に成立した国家であ

る。 ECとアメリカは、社会学者M'ウェーパーが分析したとおりの、近代化を実現した

資本主義だと言えよう。

これに対して、第三の極、東アジアは他の二極とは異質である。日本も中国も、キリス

ト教の影響をほとんど受けていない。東アジアは、ヨーロッパやアメリカとまったく異な

った径路によって、近代化を達成した。

東アジアは、他の二極と異質であるばかりでなく、内部も異質で、あることに注意しなけ

ればならない。

中園、日本、アジアNIESは、儒教文化圏の国々だとしばしば言われる。しかし、少

なくとも日本は、儒教にもとづく社会ではない。中国と違った、集団主義の伝統をもっ社

会である。中園、韓国、日本は、 ECに比べて文化的な共通点が少ない。そのうえ日本に

は、近隣諸国を侵略した歴史があり、その過去を克服してはいない。

この、対外的にも対内的にも、異質な要素を多く含んだ東ア ジア(特に中国〕が、今後

どのような道を歩むのか。ここに、ポスト冷戦時代の世界を占う鍵がある。

S 4 社会主義市場経済」をどう考えるべきか

ポスト冷戦の時代は、軍事的な対立を含まない時代、世界が共通のルールに従ってとも

に歩む時代である。世界共通のルールとは、すなわち、市場経済にほかならない。九二年

の終わりに、中国が(社会主義市場経済Jを正式に掲げたことで、中国は世界とともに歩

む意思を世界に示した、とも言える。

では、 「社会主義市場経済」とは何だろうか。いろいろな議論があるようだが、まだ桔

論が出るには早い。ここでは、私の見解をのべ、あわせてその将来を占うことにする。

牢

社会主義とは何か。ごく狭義に考えるなら、それは、共産党の政権を意味する。しかし

ここでは、もう少し広義に、 「国家(ないし公権力)が介入して資源の移転(強者から弱

者への再分配)をはかる制度Jと考えておこう。これはすなわち、市場の自律性にすべて

を任せず、国家が介入して経済問題の解決をはかること、を意味する。

いっぽう、市場経済とはなにか。経済学で考えるのは、現実の市場ではなく、 E呈想化さ

れた一種のモデルである。それが、完全競争市場である。

完全競争市場が向を意味していたか、復習してみよう:

①十分に大勢の売り手と買い手がいて、独自に意思決定を行なう。

②完全情報が与えられている。

①一物一価が成立している。

@参入・退出の自由がある。

市場には、 t色対的な権力者がいるわけではない。一人ひとりの経済主体は、自由に行動し

イジt

独立に意思決定を行なう。そこには一切の、封建的な束縛もない。自由な経済主体による

分権的な意思決定を行なう制度が、市場である。

マルクスの学んだのは、アタム・スミス、リカルドの市場経済である。しかし、新古典・

派経済学(アメリカの正統近代経済学〕の基礎は、フランスの経済学者L・ワルラスにあ

る。ワルラスは、 『純粋，怪済学要論J (一八八七つ〕のなかで、以上のような市場の論理

を徹底的に明らかにしたのだ。

牢

さてそこで、われわれは、ワルラスの市場経済のモデルについて、もう少し:考えてみよ

う。というのは、ヒックスもサミュエルソンも、その後の近代経済学の流れは、すべてワ

ルラスのモデルに従っているからである。

ワルラスは、資本主義社会の市場を、単純なものから複雑なものへ、つぎの四段階にモ

デル化した:

(1)交換の一般均衡

(2)生産の一般均衡

(3)信用ならびに資本形成の一般均衡

(4)貨幣の一般均衡

ここで「一般均衡Jとは、種々の財の市場の相互関係を一般的に抜うモデル、という意味

である。このモデルは、数学的な取り扱いが難しいが、ヒックス、サミュエルソンら新古

典派はこれに成功した。

経済学では生産要素を、土地・労働・資本の三つに区分する。資本主義経済の特徴は、

これら生産要素の市場(土地市場、労働市場、資本市場)を、すべて具えていることであ

る。このようにして、生産要素の配置に関しても経済合理性を追求できる点が、 (必ずし

も生産要素の市場を伴わない)一般の市場(商品経済)と異なる。

この観点から、(1)---(4)のモデルを解釈してみると、())は商品経済、 (3)~(4)が、生産手段

や(資本主義的)貨幣の交換を含む市場経済、と理解できる。

私の理解によると、社会主義市場経済にいう「市場経済」とは、この意味での生産要素

の市場(土地市場、労働市場、資本市場〕を創出するものでなければならない。さもなけ

れば、先進諸国の資本主義経済に匹敵する経済効率を獲得することはできない。

具体的に言えば、土地市場の創出とは、土地の固有、公有制度にかえて、土地の自由売

買を認めること。労働市場の創出とは、分配制度にかえて、労働市場を創出すること(職

業選択の自由)。資本市場の創出とは、株式市場・債券市場を開設すること、商業銀行を

設置すること(市中金利による貸付け制度の開始〕、為替を自由化して資本の国際的な移

転をはかること、である。これらを推し進めるならば、市場経済の機能はかぎりなく資本

主義に近づく。

現代の資本主義は、古典的な姿でなく、さまざまな変化を被っている。たとえば、国家

の介入による福祉制度。公共部門の公営化。環境保護政策の設定。こうした性格は、混合

経済とも呼ばれるが、その中心はあくまで市場にある。混合的な(市場原理にもとづかな

い)部分はあくまでも、市場の外から市場を補うものにすぎない。

牢

そこで問題は、こうした市場経済が「社会主義」と雨立するか(r社会主義」のもとで

うまく機能するか〕、ということである。

社会主義市場経済の「社会主義」をどう理解するか、いろい旨議論がある。いま、かり

にそれを、①公有制の堅持、②共産党の政権、のことだと解釈しよう。②は、政治の問題

切
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なので、さしあたり論ぜず、¢の公有制について考えてみる。

公有帝IJの第一の可能性は、所有の主体を変更することである。かつての国有制は、国家

という単一の経済主体がすべてを所有する、つまり、あらゆる意思決定を行なうという制

度で、計画経済を帰結した。これはむろん、市t島竜王済と両立できない。そこで所有の主体

を、たとえば地方自治体や、個々の(国営)企業に移す。後者の場合、組合主義(サンデ

ィカリズム)と似た制度になる。こうすれば、固有制と進い、市場経済はうまく機能する

かもしれない。なぜならこの場合、経済主体は、省や市、村、あちこちの企業と、複数に

なるので、それらのあいだで、売買を行えばよいからだ。

しかしこのやり方も、よく考えてみると問題がある。まず地方自治体と言っても、いっ

たいとのレベルを所有の主体とすればよいのか。また、企業に自分自身を所有させた場合

には、所有と経営が分縦しないため、 「自主音理Jと同じ失敗を繰り返す可能性がある。

いずれにしても、 「資本主義の精神jを体現するょっな、合理的な企業経営を行なう主体

をいかに創出するかに、問題があると言わなければならない。

* 
公有制の第二の可能性は、所有を分割することである。

(近代的な)所有の概念は、ある財の、①使用、②収益、③処分、の包12;的な権草qを意

味する。そこで、公有制を、③の処分権(売却する権利)を国家に留保し、あるいは公共

的な帝IJ限を加えながら、①の使用権、 eの収益権を、権利として独立させ、私的な経済主

体に売買させることだと、解釈できることになる。

すべての所有権を、このように解釈できるであろうか。土地の場合、その使用権を設定

して売買することは、可能だ。そして、使用権を売買できれば、それは③の処分と変わら

ない。すなわち、土地の無制限な使用権は、事実上の所有権なのである。現在、土地の使

用権は70年の期限がつけられているが、要するにそれだけの違いである。

労働力商品の場合、企業にとっては、その使用、収益か念頭においている。労働力の処

分とは、解雇にあたるであろうが、公有制がこれを認めない止すると、問題が生ずる。

工場設備のような資本財の場合、その使用、収益の権利の処分と、その財そのものの処

分を区別できる。したがって、使用 ・収益権を設定しても、国家や公共団体に、 工場設備

の処分権か残ることになる。公有刺はここでも、問題を生ずるであろう。

では、処分権を認めない (または制限を加える)公有制は、どのような問題を含むので

あろうか。市場を通じて、資源の合理的な配分をはかる以上は、労働者の解雇や企業の保

有する資産の処分、最終的には企業の倒産もあり うることを、前提とせざるをえない。 公

有制がこれを制曜するのであれば、その分だけ経済合理性を追求できないことになる。

結論として、公有制の第二の可能性について、っきのように言えるだろう。経済合理性

を十分に追求するのであれば、公有制を全面的なかたちで維持することはできない。

もし維持するとすれば、それは部分的なものになる。たとえば、鉄道や電信電話事業、

郵便、水道、衛生事業などが、公言された。しかし、競争の可能性が広がると、合理化の

ため、郵便事業をのぞいていずれも八0年代に民営化され、現在に至っている。

本

公有制の目的が、私的所有にもとづく富の過度の集中を防ぐことにあるとするならば、

同じ目的を達する別な方法は、いろいろ考えられる。たとえば、 土地に対しては都市計画

止売買銅11張。所得や資産に対しては、所得税、資産税、企業税。 これらの方法をと ったほ

うが、経済合理性をよりよ く追求することができると恩われる。

ここで再ひ干Lの考えをのべれば、 『社会主義市明径済JIこいう 「社会主義Jの意味する

れ

ところを、所有制度と切り離して理解したほうがいいのではないかと思う。 r社会主義J

とは、私の定義では、市場の内部では解決できない資源の分配問題を、市場の外部(たと

えば国家〕が介入して、弱者を守る ζ となのである。社会主義の究極の目的は、人民の幸

福を保障すること。人びとが、食料に図らず、住居に図らず、仕事や教育に恵まれ、安心

して希望をもって、しかも自由に巴を送れるな ら、それが社会主義ではないのか。公有事IJ

にこだわって、経済がうまくいかないのでは何にもならない。市場の活力を最大限に生か

しつつ、それを捕っ方法を考えるのが現実的である。

S 5 ポスト冷戦時代の日中関係

社会主義市場経済が、実際問題としてどのように運用されようとも、中国の経済が今後

もしばらく順調に発展していく のは間違いない。そして、大きな政治的混乱が起こらなけ

れば、この発展は長期にわたって継続しよう。

中国には大きな潜在力がある。日本が、アメリカを追い1主くことは考えられないが、中

国が追い抜いても末思議はない。中国がアメリカに匹敵する置力を手にしたとき、世界は

二つの中心を持つことになる。

* 
中国と日本とを、簡単に比較してみよう

文化的伝統

人口

民族

体制|

産業構成

〔中国〕

文化の中1(;画

12億(アメリカの5/;音)

多民族国家

社会主義市場経済

農民80%

〔日本〕

文化の周辺国

12億 (アメ リカの半分)

単一民族国家

資本主義市場経済

農民10%

中国と自本は、きわめて補完性が高い。 日本には資本と技術があり、中国には人材と資

源心地〈ある。中日両国の経済が一体となれぽ、双方にとって極めて有れだ。商国の緊密な関

係が、東アジアを、ポスト冷戦の世界の三つの極の っとするはずである。

これまで商国の隙警となってきたのは、中国の経済発展がまだ初期段階にあったこと、

そして、社会体制の違いであった。 しかし中国は、 「社会主義市場経済」を公認し、改革

開放政策をもう一歩押し進めた。加えて、 中国は国内の法制度、社会制度の笠備を進めて

いる。 GATTや世界銀行、園際著作権条約への加盟が実現すれば、日本はいっそう中国

と緊密な結びつきを持てるだろう。

しかし、中日両国にとって、互いの結ひ'つきを強めすぎることは、危険でもある。まず

E本にと って、中国への!妾近は、アメ リカの不興をかうこ止になりかねない。 日本がいま

中国への影響カを強めることはアメリカにとって脅威である。いっぽう中国にとっても、

日本やアメ リカへの依存を深めることは、笠ましくない。ソ連カ ドを失ったいま、それ

以外の国々との関係を強めることが、とりあえず望ましい選択になる。中国は、鈴園、ロ

γ了、 EC諸国、東南アジア諸国との関係をも強化していくだろう。

ヨ与

中置の今後を考えてみよう。

分
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中国が、市場経済のルールに従って高度成長を続けていくとすると、日本がかつて経験

したような問題にぶつかるはずである。

ひとつは、外貨の問題。近々人民元の国外持ち出しが自由になり、追って外貨党換券も

廃止されると予想される。現在の人民元は、購買力に比して低く評価されすぎている。人

民元が国際通貨になれば、黒字が累積するにしたがって、切り上げが迫られるだろう。日

本は、ニクソン・ゾヨック(ードJレ=三六O円→二四O円)と円高不況(二四O円→一二O
円)の、二度の大幅な切り上げを経験した。人民元の切り上げを長期的には見越して、経

済政策を立てる必要がある。

もうひとつは、貿易摩擦の問題。中国は、安定した黒字基調を続ける必要があるが、主

要な輸出先はアメリカと日本であろう。アメリカが日本に要求したような、貿易協定や構

造協議を、今後はアメリカと日本が中国に要求することになろう。人権ι官昼は、そのさき

がけとも言えるが、国畷的なんールにもとづいて中国の園内政策を進めるべきであるとい

うのが、アメリカの言い分である。

アメリカと価値観のことなる国が、アメリカの地位を脅かすことに、アメリカはきわめ

て敏感である。アメリカは、ソ遣の挑戦を斥け、イスラム教徒の挑戦もはね返した。中国

の挑戦は、撃退するのがむずかしいだけに、先主要!!なものになるだろう。アメリカとの摩擦

は、中国の園内体制が国際的なル ルに近ければ近いほど少なく、したがって世界にとっ

ても安心できる。

本

この点から、最後にもう 度考えなければならないのは、 「共産党の政権」という意味

での「社会主義J市場経済だ。

市場経済を合理的に運営するためには、制度っくりを進めることが大切で、あとは市場

にませるのがよいことは、すでにのべた。政府が経済に直接介入する必要はないから、共

産党が政権を握っていなければならない必然はない。経済の改革開放が進むにつれ、政治

的な自由を求める声は、再び起こるだろう。そしてそれを、外国も支持するだろう。

しかし、それはしばらく先の話である。当面は、共産党の政権に、存在理由があると思

われる。それは、農美と工業の関係である。

中国はまだ、農民主体の国家である。農民の利益を守るためには、農産物価格を高めに

(工業製品の価格を低めに)設定する必要があることをのべた。また、農業は工業と違っ

て、 「倒産」制度を取り入れても経済合理性が増すわけではない。中国の農村がかなりの

比重を占めているあいだは、共産党政権が人民に支持される可能性が高い。しかしそれで

は、西側諸国と社会運営のルールが違いすぎ、経済発展に支障が出るかもしれない。

共産党の政権を維持したまま、西側諸国の要求を満足させるひとつの可能性は、党内の

民主化を進めることである。共産党は、冷戦時代のようにイデオロギー的にも軍事的にも、

誰かと敵対する必要があるわけではない。そこで、党の指導部を、複数候補の投票で選/ふ

ことにする。自民党の派閥のように、党のなかにいくつかグループがあってもよいかもし

れない。こうして、可能なかぎり民主主義にしたがって社会を運営する。日本も政権交替

がない(なかった)という点で、アメリカのような民主主義とは言いにくい。中国が中国

のやり方を考えるなら、それも認められてよいのではないか。

本

さて、日本が中国の発展に対して当面なすべきことは、①技術・資本の移転、そして、

②市場の開放、である。これには、中日合弁企業のかたちが自然である。合弁企業であれ

ば、日本は積極的に資本を移動し、製品の輸入に努めるだろう。

F会

いままで、合弁企業の成立を阻害してきたのは、中国の市場経済が未発達であること、

それに両国の経済制度の違いが主たる原因だった。中国は急いで、市場(特に、土地、労

働、資本の市場)を発達させなければならない。市場が形成されれば、 (均衡)価格が形

成される。この価格は、妥当な経済合理性を持っているはずだ。こうして価格が形成され

てはじめて、会計制度(経営の合理化)と金融告l肢(資源配分の合理化)を整備できる。

こうした制度の整備が、中国径済の国際、化にも、中日合弁のt佐i量にも欠かせない。

中国経済のなかで、健全企業(効率の高い近代的な企業)が急速に成長していないと、

採算の悪い国営企業、それ以外の企業を整堕することができない。まず、個々の企業を、

工場ごとに経営診断・資産評価し、必要なら資産・人員を効率の高い企業に売却・移転す

る。それでも駄目なら、倒産の措置をとる。これが、これからの数十年間に必要なことで

ある。

このためにおろそかにすることができないのが、教育投資である。

人民元の現在の為替レ トからすると、労働集約型の産業を立地することに、国際優位

がある。しかし中国の経済が体力をつけるに従って、為替レ 卜は現在の数倍に上昇す

るであろう。物価の上昇を考えると、かなり早い時期に、技術集約型の産業にソフトする

必要がある。そのためにも、将来不足するであろう、高い知識と技術をそなえた人材を、

特に農村地岐に要請しておく必要がある。

本

日本と中国の関係は、ちょうとかつてのイギリスとアメリカのような関係になろう。あ

るとき逆転がおこり、中国が日本にとって代わりはじめる。

中国経済がこのように順調に発達すれば、やがて(工業部門における)日中程，斉の同質

化が実現する。その段曙ではじめて、日中の対等な国際分業が成り立つだろうコ日中は、

基礎になる資源の賦存状管Jが異なるので、互いに「貿易の利益」を享受できるはずだ。

両国は、文化や社会体制が異なっても、二O四O年までに半世紀にわたる理解と協力の

関係を堅持しれば、それか新しい緊密な結ひっきの基礎となるに違いない。日中関係のよ

りいっそうの強化が、将来のアジア、ひいては世界の平和と発展に寄与すると信ずる。
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