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現代世界経済における需給バランスの不安定性(1)
－世界経済分析の焦点と問題次元一

高良倉成

UnstableDemand-SupplyBalanceintheWorldEconomy(1)：
FocusesandAnalyticalDimensions

ＫｕｒａｓｈｉｇｅＴＡＫＡＲＡ

や、多国籍企業の購入・生産・販売の各次元の少

なくともいずれかに何らかのかたちで組み込まれ

ている諸活動が、グローバル化の影響のもとにあ

ると解釈することは正当な現状認識でもあろう。

しかしながら、グローバル化によって「グロー

バル経済」が台頭したかのように位蔵づける場合

には、経済像を措定する従来の知見を無視ないし

軽視した議論になる危険性がある。グローバル化

についての論証は多々あるとしても、グローバル

な経済というのは今までその存在が論証されたこ

とがないと思われる。グローバル経済を世界経済

という語に鐙き換えて、グローバル化が世界経済

を出現させたという解釈はより無難であるかにみ

えるが、しかし世界経済は長い歴史を有するので

あり、いわゆるグローバル化によってはじめて出

現したわけではない。グローバル化それ自体もま

た、通貨・金融面の連鎖とそれに媒介された諸国・

地域の相互依存性の増進、あるいは商品取引連鎖

の諸国横断的性格の増進という脈絡で理解するか

ぎり、より部分的で限定された状態からの長い歴

史を経てきたというべきであろう。

必要なまなざしは、虚構にすぎないかもしれな

い「グローバル経済」の兆候探しをすることでは

なく、世界経済の展開過程のなかの最近の現象と

してグローバル化の急進展が生起したという視野

であり、またグローバル化の急進展が世界経済に

大きな影響を与えつつあるという視野であると思

われる。その場合、グローバル化と世界経済とを

区別して想定していることを意味し、世界経済は

変化の過程を歩んだ各種経済活動の直接・間接の

連携構造であり、グローバル化は長きにわたって

その度合いを増してきた資本主義的活動の傾向特

性であるという理解を前提している。そのような

理解を前提として、資本主義的活動と世界経済と

Ｉ世界経済分析の焦点と問題次元（本号）

（１）国際機関の論調にみる現代世界経済問

題の焦点

（２）世界経済についての伝統的分析枠組み

（３）本研究の焦点と叙述構成

、世界貿易の二元的構造の成立と解体

（次号）

ｍ古典的アプローチによる諸論点の再榊成

Ⅳ資本主義的部門における労働力需給

Ｖ生産力不均等発展と産業需給バラソス

Ⅵ現代世界経済の基層としての２つの需給

バラソス

はじめに

「グローバル」や「世界」という語を多用する

議論が、とりわけ90年代以降の国内外の論壇で噴

出し、多様な文脈のなかで「グローバル化」が語

られてきた。大まかな含意を抽出すれば、一方で

は、各種経済活動に対する市場的調整機能がグロー

バルに作用しつつある（あるいは作用せねばなら

ない）こと、他方では、市場的調整に反応して惹

起される非市場的調整システムがグローバルな脈

絡を考懲して再編成されつつある（あるいは再編

成されねばならない）ことが語られているように

思われる。

たしかに、多くの国が制度的に「自由化」処置

を整備してきた金融取引の舞台では、その取引対

象の貨幣性・流動性のゆえに、また電子化された

記号情報の更新というその取引の技術的特性のゆ

えに、グローバル化の形容がふさわしいであろう。

また、購入・生産・販売の各次元の諸条件を多救

国にまたがって充足する企業の取引についても、

グローバル化の表現は妥当であるかもしれない。

それゆえ、金融取引に何らかの接点をもつ諸活動
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格叢の拡大が顕著にみられた。高失業や賃金格差

を抱えつつも一定分野で新規雇用の創出があった

が、８０ｲﾄﾞ代に剣ｌＩｌされた新規臓川のほとんどは、

《hiMl､保険、対ビジネス・サービス、コミュニティー

・サービス、対0M人サービスなどのサービス分野

で生じたものであり、そのことを反映して、それ

まで長期的低落楓Ｉｆ１ｌにあった（就業判に占める）

櫛轍朋の割合が80ｲﾄﾞ代に反繼ヒレ“た（とくに鋤

藩なアイスランドとポルトガルとイギリスを含む

l3DlIIllln昨

そのようななかで、技術革新の進行や途｜:lklか

'?，の輸入Ｍ１の競合がリーピス分り}以外でのﾙﾊﾉ''減

1｣の11i[川であるとすら`総綱もl(X期したが、このし

;11-卜では、jlli｣ＭＯ;I:IIIlの$M験に!M1らすかぎり失

飛の１１i(川棚Iﾘlとしてそれら総iilIlが!Ｚヅセ|;をもたｽﾞに

いこA4fIiiiIiMしている《、つ?kfj、披術地歩は、欲

求が飽和したり砺ⅢIjが)k統的にiMI約されたりする

勘介には満失業をもたらすだろうが、しかしその

ような条件は過去に起こらなかったし、予想ii｢能

な将来においても起こりそうにないということ．

また、途上l劇からの輸入品のOECDili場に占める

シ試アはあまりにも小さいから、OECD側の失業

のiilllﾘＩとしてはiillijk的なものであり、むしろ

OECD側の輪M1ilJ場としてそれら諾I劇の欺要性が

噸火LOECDmIの成僅と臓川を促進する要素とな

ることのほうがi｢lIIHjだということである。それゆ

え、II1i失業は、技術i1H新を仰ｌｌｉＩしたり保護王錐を

採川したりして変化のベースを緩和することによっ

てではなく、変化に適応する経済的・社会的能力

を1,1{Ⅱすることによって解決策を展望すべきであ

る、という政簸的なメヅ化一ジが提示される。

$W1f｢１，.イ|:公的能ﾉjのＩｉ:１１１mをＩ11瓢するという場

合、その1鍵水川A(の１つは、社会保険負扣次ど

の側●外,貯働コスト（non-waReIaI)ourcosIs）

を削減するための条件鹸備である〔，【R金外労IliIコ

ストの労働コスト全体に占める割合はヨーロッパ

でとくに高いが、それは企業にとっての負担とな

り、そのコストを相殺するだけの賃金下落が生じ

ないから失業が増大したとされる。それゆえもう

１つの焦点は、その賃金のフレキシビリティーを

実現するための条件腱繍である。それは賃金格善

の砿大を是認することを意味するが、その理由は、

賃金格差の砿大が服用増大を可能にすることに求

の関連を考察するのが本研究の目的である。

（１）国際機関の論調にみる現代世界経済

問題の焦点

「111:界縫済」と「佼本主義」との関述について

の共休的な立諭のiijに、従来何がiIll題にされてき

たか、また現在何がI1il題にされているかについて

軒干轆理しておこう。まず乳椛('１が問題にされて

いるかという点からみるが、そのためには各孤国

際機関を獅台とする公認報告1Wや醐際機関の研究

スタッフ（たいし醐務風が委純した研究瀞・グルー

プ）の研究澱!↑鰯などをみるのが(M1利である。希

こには個別|】Mを脇えた政簸IMB繍の;M(点がiγかび｣：

が-’てくるから、I1uHLIiM済分りiの11笈をつけるこ

とがある洞1慨nmliとなるであﾝ)う`,「１１際機'111には、

名､Ｆ１の政jiYを世援.i１%》N【すＺＭ(効MijIifjLえた微イ

ブもあれば（１ＭﾄﾞやＩⅡ:界銀↑〕たど）、識ＩＨＩの放縦

的懸案率項に関する議論の期をllMliすることにji

I隈があるタイプもあれば（ＵＮＣｒＡＤやILOなど）、

潴剛政府間の⑭柿多様fに庭捗・紛?}処理の鯛とし

ての側面が剛立つタイプもある（ＷＴＯ）．!。さ

らに、先進諸国政府にとってのシソククソク的タ

イプもある（OECD）。まずＯＥＣＤサイドの統論

を取り上げよう。

ＯＥＣＤ（経済協力１１N発機機）が近年来Ni祝して

きたことの１つは服川・失業IM11MIであり、ｌji(ハ1戦

略（OECDjobsSlrategies）やそのための凧川

研究（OECDJobsStudy）を提示してきた。

OECD諸国全休の失業者数が1950年代～60f「代を

つうじて平均的にだいたい1000万人であったのに

対して、７０fIi代以降はその３１Vniij後の規模を持統

し改紳の兆しがみられなか-〕たことへのIMlll蝋を

背jRに、「()ECD腿ｌｌ１研兜：ｌ｢塊・分枡・llit略」

と岨したレポ･－卜が公炎された．'`,そのｉＩＩからい

くつかの畷点を扮い(Ⅱして鍬よう`，

岡レポートによれOB【、19926ﾄﾞにおける失業将に

占める長期失業者（12ヶ'１以上失業している者）

の割合は、ＥＣ諸国で40％以上、オセアニアが３

分の１、ＥＦＴＡや日本が15％前後、北米は11％と

いう諸国・地域間での相違をみせた。より厳しい

労働保護法制がある諸国（主としてヨーロッパの）

では長期失業率が商かつたのに対して、伝銃的に

労働保護法制が相対的に弱かったＵＳＡでは賃金

－１８－
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められている。つまり、賃金格差の拡大やそれに

ともなう就労貧困層（in-workpoverty）の発生・

拡大についての股大の懸念は、世帯主に関わって

おり、その部分については社会的調整が必要であ

ろうが、しかし若年層や世帯主以外の新規雇用参

入者たちにとっては低賃金職は有用な雇用機会で

ありうるし、より高給の雇用へと至る前段の就労

経験にもなりうるということである。股低賀金制

度はそのような若年層の雇用機会を制限する役目

を果たすので、根本的な見直しが必要であること

が強調される。

以上のことは労働市場における参入・退出の激

しい流動的状態を想定しているが、その参入・退

出が円滑に行われるための条件として強潤される

のが生涯学習（life-longlearning）の整備・促

進であった。総じて、OECD諸国においては、革

新能力をもち技術の効果的利用が可能な分野での

雇用拡大と、低牛塵朧の非貿易財分野における低

熟練労働者の就業機会増大がともに必要であり、

それら両者の間のバラソスをとりつつなされる政

策が望ましいとされる。

ＯＥＣＤが近年来重視してきたもう１つの問題領

域は、規制緩和・規制改革であった。ＯＥＣＤの

『2020年の世界』は、一方では競争圧力に速やか

に反応する構造変化が可能となるように生産要素

市場や生産物市場のフレキシビリティーが各国で

十分に実現されねばならないこと、他方では環境

への負荷が最小限になるようなさまざまなルール

がより十分なものに整備されかつ遵守されねばな

らないことを強調している麺。前者はいわゆる規

制緩和であり後者はいわば規制強化ないし規制新

設であるが、それらを包含した規制改革プログラ

ムによる規制の国際標準化がOECD主導で進行し

つつあり*4、同書はそのプログラムの進展に伴う

将来像を予想的に描いたものである。その認識の

基礎には、従来の各国経済は市場的調整が十分に

作用しないままに推移してきたという判断がある。

1998年のOECD閣僚会議での決定を受けて、各

国の規制改革の進展状況に関する国別レビューが

99年から提示された*5゜それは各国政府による自

己申告にもとづくものであるが、鍵となる改革領

域に焦点をおきつつ、競争政策、市場開放性、部

門（電気・通信など）別評価、マクロ経済的脈絡

の評価などの共通の考慮事項を指示することで一

定の枠づけがなされている。最初に出されたレビュー

は、日本、メキシコ、オラソダおよびＵＳＡの４

カ国に関するものであった。特徴的な叙述をそれ

ぞれ１点のみを取り上げれば、ＵＳＡに関するレ

ビューでは、ＵＳＡにおける規制改革が現在進行

中のグローバルな改革運動をもたらすきっかけと

なった、とその先駆性・先導性を強調している。

オラソダに関するレビューでは、公共政策に対す

る国家主権を政府と経営者組織と労働者組織とで

分有するというコーポラティズムが、社会的コソ

セソサスに依拠しつつ柔軟な調整と社会的安定性

とプラグマティヅクな解決とを可能にしてきたが、

しかしとくに80年代初頭の危機を転機に80年代末

から規制改革が実行され、９０年代にヨーロッパ単

一市場への統合という課題によってさらにそのよ

うな改革が促進されたことが示されている。他の

国のレビューに比して、より慎重で漸進的な対応

という印象を与える。それに対して日本とメキシ

コに関するレビューは、その取り組みのドラスティッ

ク性を強鯛している。日本の場合、規制改革の目

漂は「野心的なもの」であり、「国家主導的成長

モデル」から「市場主導的成長モデル」への転換

を「完成させる」ことにある、と宣言している“･

メキシコの場合は、過去15年にわたって内向型経

済から開放的・市場依存的経済への転換を強力に

推進し、その規制改革の早さ・広がり・深さにお

いて他のほとんどのOECD諸国を上回っている、

と強調している。

OECDはいわゆる先進諸国およびそれらと親近

的関係におかれた諸国から構成され、その事務局

はそれら諸国のいわばシソクタソクのようなもの

である。さらにそのなかの主要諸国（Ｇ７）が先

進国サミットを組織し、OECD的政策構想を支え

る。それと対照的なものは途上諸国のG77で、そ

れら諸国にとってのシソクタソクの役割を果たし

ているのが国連総会に直属している国連貿易開発

会議（UNCTAD）である。1999年10月にG77の

第９回閣僚会議で提示された「行動計画」。7を取

り上げよう。

その「行動計画」でまず強鯛されていることは、

90年代に入って加速したグローバル化が途上国に

対先進国ギャップ解消の期待を抱かせたが、しか

－１９－
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し実際には期待はずれの結果になったこと。多国

間金融機関の扇動（instigation）のもとで開発戦

略を誘導してきた規準であるワシソトソ・コソセ

ソサスが聯途上諸国の発展にとってしばしば制約

となったこと。貿易や投資から遊離した金融自由

化の急速な進展がしばしば混乱をもたらしたこと。

国連の多くの重要な会議が、キャパシティ構築、

技術移転、女性の権限強化、貧困撲滅、雇用創出

など多くの公約を採択してきたが、それらは実行

されてこなかったこと、などである。それにも関

らず、グローバル化は成長と発展にとって潜在的

にパヮフルでダイナミックな力であり続けるとい

う展望を他方でもっている。それゆえ焦点は、グ

ローバル化と途上国の発展戦略との関連をどう再

櫛簗していくべきかということにおかれている。

そのさい最大の懸案の１つとして強調されてい

るのは、貿易自由化が特定一次産品への依存をま

すます強化し持続させる作用を及ぼしたことであ

り、特化した比較優位産業以外の産業における体

験的学習（learnmgbydoing）の機会を阻害し

てきたことである。途上諸国は、国内企業を支援

しつつ生産と輸出の拡大・多様化を促進するため

に政策的なフレキシビリティを必要としているに

もかかわらず、今日の後発諸国は以前の後発諸国

よりも厳しい政策遂行上の制約条件に直面してい

ること。具体的には、ＷＴＣ（世界貿易機構）規

則の多国間枠組みが、途上諸国における数ｍ規制

による保譲や生産割当を排除し、関税をその公約

の範囲内に制限し、2003年以降には輸出奨励金を

許さないというように、一定の分野で途上国政府

の政策的オプショソを狭めていること。ｍｄＦ・世

銀の構造調整プログラムはＷＴＯ協約を補強・拡

大して、まだ残っている政簸オプショソをいっそ

う狭めてきたこと、などが告発されている。

今後の展望としては次のようなことが強禰され

た。電子商取引（electmniccommerce）の出現

によって、多くの諸国が国際的な生産・貿易に参

加する潜在的な機会を有するが、しかし幅広い技

術力をもっている国の3Aが財・サービス生産の多

様なセクメソトのうちの特定活動を受け入れるこ

とができること。途上諸国に必要なのは、そのよ

うな幅広い技術力を育成し定着させることにある

こと。伝統的な要素賦存よりも、むしろ創出され

ろ技術資産が今日の知識ペースの世界経済におけ

る比較優位を決定すること。総じて、「保護」が

有効かつ正当であることを前提にしたうえで、諸

種の政策構想が組み立てられているといってよい。

2000年２月のUNCrAD第10回総会において「パ

ソコク宣言」（UNCTAD,ＴＤ/387)とともに「行

動計画」（UNCTAD,ＴＤ/386)が採択されたが、

それは同上G77閣僚会議が示したものをほぼ踏襲

している。

UNCrADの『貿易開発報告（1997年版）』は、

市場諸力が解き放たれたと同時に不平等性の噸大

と成長減速がみられたことが1980年代初頭以来の

世界経済の大まかな特徴であるという認識のもと

に、いくつかの堕要な側面を描いている。その１

つは分配面に関わることで、８０年代以降の先進主

要７カ国において民間営利部門の資本収益率がそ

れら諸国間で収敏（格差縮小）しつつ上昇してき

たこと、同部門の付加価値に占める余剰（付加価

値から労働所得を除いたもの）の割合は上昇趨勢

であったのに対して投資率（GDPに占める固定

資本形成の割合）は低迷してきたこと、また途上

諸国26国の製造業においても付加価値に占める賃

金の割合はほとんどの場合80年代前半に比して後

半には低下したことを描いている*8°いわば資本

分配分が上昇してきたにもかかわらず、生産的投

資はそれに見合うほど活発ではなかったことを同

報告書は強調しているといってよい魚,。

『貿易開発報告（1999年版）』の第４章では、

途上諸国は貿易自由化を進展させてきた80年代以

降、成長率が高い場合でも成長が減速した場合で

も、対外経常収支赤字の拡大を経験してきたこと

が指摘されていろ*１０。すなわち、途上国の貿易収

支を左右する主要な要因は先進諸国の成長率であ

り、貿易自由化は途上国貿易収支に対する先進国

成長率の影響をより強固なものにしてきたこと、

加えて途上国における輸入の所得弾力性は高かっ

たし、一次産品価格の下落や低技術製造品の価格

下落などで交易条件も悪化傾向であったから、経

常収支赤字が拡大し、それゆえ輸入は資本流入に

よってファイナソスされる必要があったことを強

調している。

そして同報告の第５章では、そのような輸入の

ファイナイソスというニーズと実際の賓本流入と
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の不整合が強調されている寧皿。つまり、資本移動

の自由化によって資本の純流入があった場合でも、

途｣北liMw属作者（当該国の国籍を有するとはかぎ

らない）による対外短期投資の増大（国際収支表

における「誤溌脱漏」の膨張に反映される）と、

それを含む短期資金の移動に伴う不安定性への対

応として外食準備増大が余儀なくされ、輸入のファ

イナイスとしての利用可能性を制約したこと．ま

た腿期的で安定的な資本移動とされている直接投

溢にしても、それは特定地域・諸国に集中する傾

向をもってきたし、さらに、中国を除けば、近年

のその多くは国際的Ｍ＆Ａによる'1〕のであり、そ

れはしばしば途上国側での民営化（その多くがサー

ビス分野）の進行と対応して移動した投資であっ

たから、９０年代の直接投資流入増は輸出蝋とは遮

助していなかったことなどを指摘している。要す

るに、輸入増大を安定的に相殺する資本流入を実

現することができなかったということであろう。

同報告第６章では政策的メッセージが提示され

ているが、いくつか拾い上げれば以下のようなこ

とが強調されている*鰹。かつて少数の国でうまく

いった外向的発展を多数国が採用してもうまくい

く条件は、先進諸国や新興工業化諸国が速やかに

低技術分野から撤退してそれら分野の市場をより

いっそう開放することと、途上諸国相互間貿易を

拡大すること、および途上国側の輸入の所得弾力

性を低めることにある。輸入の所得弾力性を低下

させるには、幼稚産業の概念を製造業発達の初期

段階を越えて拡大適用し、適切な保護と支援を通

じてより進んだ産業を育成することが必要となる。

以上は、途上諸国の側での限定的貿易自由化を推

奨している点で、また先進諸国側に比較劣位分野

からの速やかな撤退を求める点で、前述のグルー

プ77とほぼ同様の政策展望であるといってよい。

OECDの報告轡とはかなり政策展望が違っている

が、とりわけ興味深い違いは履用問題と関連した

政策メッセージであり、７０年代半ば以降の北側諸

国における「構造的失業」は、投資の減退（それ

は抑制的なマクロ経済政策と金融市場の規制緩和

を反映していた）に関連していたことを強調して

いる。つまり、雇用保護を削減することが高失業

の解決法となるという証拠はほとんどなく、西欧

で過去20年に失業が減少したときそれはマクロ経

済政策の緩和と関連していたから、失業の減少に

は需要の増大とそれを持続させる投資の拡大が必

要であると論じている。

幼稚産業保誰については、歴史的にも多くの諸

国で模索されてきた政策課題であったろうが、現

在の多くの途上諸国は今日に特有の条件、すなわ

ち情報通信手段の急速な発達という条件のもとで

そのような政策課題を抱えている。物流とマーケッ

ティングの設備や人材のすべてを、途上国側の個

別企業はもちろん個別国が自前で整えることなく、

途上諸国に所在する企業（とくに中小企業）が国

内外の市場向けに商品生産することを、電子商取

引が可能にするかもしれないという期待があるか

らである。電子商取引の可能な効用を途上諸国の

発展戦略にいかに組み込むかについては、最近の

UNCTADが粉力的に検討を進めている*13。とく

に期待されているのは企業間電子商取引であるが、

そのことを股近の多くのUNCTAD報告書が先進

諸国側での比較劣位化産業からの撤退を求めてい

ることと併せて考えると、より先端的な分野（ハー

ド技術開発あるいはＯＳや応用ソフトの開発など）

が先進諸国側に偏在することを了解しつつ、相対

的に低価格で低技術集約的な分野の生産が途上諸

国側に偏在しつつ先進国所在の事業組織にも供給

する状況を展望する、いわば棲み分け戦略が背後

にあるといってよい。

2000年２月に開催された第10回UNCrAD総会

を展望しつつ提示された事務局長報告は、「市場

の画一化を超えて」＊凶と題され、その冒頭で、グ

ローバル化はたんなる貿易・投資・金融等の障壁

削減や市場画一化という抽象的なものではなく、

それらを実現する人々をつうじて自由化のやり方

に一定の選択的幅を許容すべきものであると述べ

られている。その第１章では、食料や繊維・衣服

などに対する先進国側の輸入障壁（高関税や数鼠

制限）が高いままであることに加えて、９０年代に

は先進諸国から途上諸国へのＯＤＡも減少したこ

と。特定一次産品への依存が高い最貧途上諸国は、

製造業発達を伴いつつ生産・輸出分野を多様化す

る必要があるにもかかわらず、自由化処匿を受け

入れてから特定一次産品依存はむしろますます高

まってきたこと。供給者が少数で、しかもそれは

しばしば巨大多国籍企業であるから、途上諸国に
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へ過剰労働を吸収するうえで不十分であったこと

は今までの長い経験から明白になり、そのことが

ILO活動の再構築を余儀なくさせたと説明してい

る。そして、全就業者に占めるイソフォーマル部

門就業者の割合はラテソアメリカではほとんど

60％に達すること、アフリカで過去10年間で新規

創出された都市就業（newurbanjobs）の90％

以上はイソフォーマル経済によるものだったこと、

などに言及している。

第２章には、雇用問題に関するOECDの政策メッ

セージと親近的な認識が表明されている。つまり、

急速な生産性上昇（とくに工業における）が成長

の雇用集約度を永久に低下させてきたという議論

があるが、ＬＯの調査を考慮すればその主張は支

持されないこと。理由は、他の産業分野（とりわ

けサービス業）における急速な雇用成長があった

ことに求められるが、ただし労働市場の両極分解

があり、一方では高度で複雑な技能に対する労働

需要の増大があり、他方では低賃金で低保護で短

期性の労働者も増大し、その結果イソフォーマル

化が技術的に洗練されたグローバル生産システム

の成長と平行して展開してきたことが述べられて

いる。そこには、インフォーマル部門への就業者

吸収を積極的に評価しようとしてきた近年のILO

の姿勢がみえる。

イソフォーマル部門と称されている事業活動は、

産業分類でいえばその多くが商業に属する。広義

のサービス分野に含まれる商業での雇用問題に関

しては、ＬＯの報告書「グローバル化と商業分野

再構築の人的資源上の含意」＊１，があるが、その第

１章では、商業部門の大まかな特徴として、その

失業率が全産業平均の失業率よりも高いにもかか

わらず、就業者の純増が顕著にみられ、当該部門

労働市場における（とりわけ女性の）参入・退出

が激しかったことが描かれている。

ＩＬＯがその活動目標をDecentWorkというキー

ワードのもとに総合しようとしていることは、国

ごとのフォーマル部門雇用者の労使関係調整を支

援してきたILOの長い歴史に転換をもたらす画期

であるといってよい。なぜなら、労使関係法制に

把捉されたフォーマル部門就業者の正規労働のＺＬ

でなく、イソフォーマル部門就業者をも包摂する

ような労働諸条件の基本的ルールの実現を目指し

おいて政府介入を撤廃することそれ自体が十分に

機能する競争的市場を生み出すと期待することは

できないこと、などが強調されている。

以上取り上げた諸国際機関の議論の重要な焦点

の１つは雇用問題であるが、この問題については

各国の政府機関と経営者組織と労働者組織との３

者代表構成をとる国際労働機関（ILO）が議論の

重要な舞台を提供してきた。

ILOは1984年から『世界労働報告』を公刊して

きたが、1995年からはそれと並んでより広範な雇

用・就業に関わるテーマを扱う『世界の雇用』と

いう報告轡を出した。その２回目の報告醤では、

先進諸国は高失業率の持続と所得分配の不平等に

苦しめ続けられてきたことや、東・東南アジア諸

国を除く途上諸国は過去20年間生産的雇用の増大

が不十分であったことなどにより雇用ペシミズム

が蔓延しつつあるが、世界経済のグローバル化へ

適合する各国の改革を円滑に進めながら完全雇用

という目標に近づくよう今後とも努力すべきであ

ることを強調している噸'５。しかしその３回目の報

告書は、タイトルも変更されて『世界雇用報告』

となったが、1998年末には世界の労働力人口約３０

億人のうち顕在失業者が約１億５千万人、不完全

就業者（就業時間や稼得額がある最低基準を満た

していない就業者）が７億５千～10億人になると

推定し、問題が改善される兆しがなかなか現れな

いこともまた指摘している*'`･

第８7回国際労働会議（1999年）で提示された事

務局長報告は「DecentWork」と題されている蝋

厨。その報告醤は、２１世紀までに従来の39の主要

プログラムを４つの戦略目的.!`へ再編成するとい

う提案（ＬＯ改革の一環として98年３月に示され

た）を引き継いで、それら４つの戦略を統一的に

総合するＬＯの目標をDecentWorkというキー

ワードを用いて明示することを主旨としている。

同報告第２章で示された定羨によれば、Decent

Workとは、適切な社会的保護のもとで諸権利が

保証されつつ妥当な所得をもたらすような生産的

な仕事を意味する。

同報告第１章では、その発足時の事情のために

ILOはフォーマル部門企業の雇用者（その大多数

は男である）のニーズにほとんどの注意を払って

きたが、しかし経済成長の過程がフォーマル経済

－２２－



高良：現代世界経済における需給バラソスの不安定性(1)
｡

ているからである。インフォーマル部門を経済発

展のなかで解消すべきものと評価するのでもなく、

顕在失業の蔓延を過渡的に代替する必要悪として

評価するのでもなく、多くの就業者を吸収する正

当な諸活動の集合として評価しようとしているこ

とを意味しているのが、DecentWorkという理

念の提示であると思われる。その訳語としては、

「まともな仕事」とか「きちんとした仕鞭」とか

「ほどよい仕事」とかが考えられるが、あるルー

ルに従った労働というその含意を生かすとすれば

「準則的労働」とでも訳したほうがよいのかもし

れない。ただし、この場合の「則」とは、各国の

労働法制のことではなく、諸国貫通的に充足さる

べきものとしてILOが整備しつつあるルールのこ

とである。

ところで、国際機関には、諸国共通の懸案事項

を討議する舞台を提供したり、そのために必要な

現状分析と政策研究を提示したりするだけでなく、

特定の国々に対する資金融通機能とそれに連動す

る政策誘導機能を有するものがある。その典型が

世界銀行（国際復興開発銀行）と国際通貨基金

（IMF）である。プレトソウッズ体制を支える国

際金融機関として、世銀は主として長期開発資金

を、ＩＭＦは主として短期の国際収支調整資金を貸

し付けてきたが、８０年代に入ってから「構造調整

プログラム」の名のもとに世銀とmAFが連携する

ようになった。それによって、途上諸国に民営化

とイソフレ抑制と貿易・投資自由化という重点政

策の採用を促してきたのであるが、しかし、近年

来その姿勢が変化しつつある。

変化は世銀側からもたらされた。それを象徴す

るのが、世銀が最近模索している「包括的開発枠

組（Compr巳hensiveDevelopmentFmmework）」

という理念である。世銀総裁が組織構成員に向け

て提示した1999年１月の内部文欝.､によれば、包

括的開発枠組という理念の提示は、構造的・社会

的・人的側面と切り離してマクロ経済政策のみを

採用することはできないという決意表明でもある。

世銀は貧困削減という目標をより積極的に掲げ

るようになり、かつIMFをもそれに巻き込みつつ

あるように思われるが、それを象徴するものの１

つとして、Fとの共同で組織した開発委員会によ

る「途上国における貧困削減戦略の構築」という

文露がある*21゜その文書の目的は、貧困に対する

公的アクションの影響を強化するために諸国当局

者によって利用しろうような枠組みを設定するこ

とにあるが、その鍵となる要素は、貧困とそれを

規定している諸要因を包括的に理解すること（誰

がどこで貧困状態にあり、貧困からの脱却を妨げ

ているのが何なのかを特定すること）であり、貧

困にもっとも影響を及ぼす公的アクショソを選択

することである、と序文に記されている。

また、多くの途上諸国における貧困削減が遅滞

してきたかあるいは場合によっては貧困の増大が

あったことをうけて、世銀はその報告霞『グロー

バル経済の展望と途上国（2000年版）』極で貧困

に焦点をおいた。その第２章で強稠されているこ

とをいくつか列挙すれば、次のようになる。国際

金融の流れの突然の逆転が途上国経済に混乱をも

たらす外部ショックの１つとすれば、もう１つの

古くて新しい重要な要因は交易条件であり、６１～

97年期間において途上諸国（とくにアジアを除く

途上諸国）の交易条件の不安定性は工業諸国のほ

ぼ３倍であったこと。外的ショックを受けつつ危

機に避遇した諸国では、失業の増大、GDPの下

落とそれを上回る賃金下落があったこと。賃金下

落によって雇用（興金雇用）の減退は緩和される

はずであるが、しかし賃金雇用は減少し、賃金属

用以外の形態での就業が増大したこと。フォーマ

ル部門雇用者の労働時間は減少し、またフォーマ

ル部門からイソフォーマル部門や農村部門に労働

力がシフトして、就業人口の地位別構成において

雇用者（employees）の割合が低下したこと、な

どである。

(2)世界経済についての伝統的分析枠組み

国際機関を舞台とする諸論調が問題にしている

ことの要点を大まかにいえば、貿易・投資の自由

化によって増大する諸国横断的な市場的調整圧力

を再確認し、それに対する個々の国の政策調整の

あり方を模索し、さらに雇用不安を最小限にする

開発戦略について諸国で共有しうる理念を追求す

ることにあるといってよい。本研究で扱う諸テー

マもそれらに関連していることであるが、ただ政

策論的要素は最小限にして実態把握に重点をおき、

世界経済の問題次元は何かという根本的な問いと
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っという認識を基礎に、「グローバル化」や「グ

ローバル経済」や「グローバル・スタソダード」

などの用語を多用して、各国経済システムの特殊

的．個別的性格を普遍的特性からの距離でもって

浮き彫りにしようとする。それは、市場メカニズ

ムの原理的論証それ胤体は鬮境を考臘する必要が

たいということに関連していると思われる。諸国

暇[述的に市場的調整が作用する条件が（少なくと

も部分的に）現実に出現してきたと想定できれば、

あとは市場メカニズムについての原理的説明を誌

国横断的な経済的相互述関に応川すればよい。ｉｌｉ

蝋的綱雛圧力がｲF在するかぎり、一時的にｿ'2市場

的lifi力でlMj術的に鯛鵬し続けることは涜源配分の

効聡Wliを１%l潤し、満コスト柵jlljをiIiilJj:させて社会

的厚11Aも低1くさせる。よって、供給過剰的箙莱分

野における供給者数の減少や供給者:%たり供給舷

の減少を非ilﾌﾞ場的識力で妨害してはならず、また

需要趣過的産楽分野における新規参入供給者の墹

大や供給者当たり供給鍵の拡大を非市場的諸力で

制約してもいけない、というのがあらゆる国の経

済事象に応用される基本的メッセージとなる。総

じて、非市場的諸力による多様な規制を撤廃・緩

和することを求める「規制緩和」論となって噴出

してきた。

第２は、伝統的な国際経済論の枠組みを踏まえ

た議論であり、上記第１のタイプと重複する場合

も多いと思われるが、市場論そのものを可能な限

り応用するというよりも、国際経済論で培われて

きた分析ツールを応用する。それは比較優位仮説

にもとづく国際貿易の把握を基礎とし、比較優位

に対応した特化メカニズムに整合する国際経済関

係の理念像と、それからの現実の偏鵜およびその

雌正簸を追求する。多くの場合政策的含意を導出

することが並視され、主要国際機関の政策研究な

ども、樫度の麓はあれ、この分析枠組みを踏襲し

ているといってよいと思われる。

第３は、第１および第２のタイプを批判する諸

論調（その多くは市場主義批判という社会認識論

全般の問題領域に属する）のうち、伝統的な「世

界体制論」をひきずっているものがあげあられよ

う。それは「資本主義の全般的危機」を仮定した

世界体制論で、かつて帝国主義時代を対象になさ

れた分析の遺産を受け継ぎ、主要な資本主義的諸

ともに考察する。どのような学説史的脈絡のもと

で考察しようと試みているのか、それをここで提
示しておこう。

まず、世界経済を間脳にする議鹸は必ずしも近

年にIimjli｢のものでは太くて、それほど際だってた

かったかもしれ広いが従来から論埴の一角につね

に存瀧してきたことは踏まえねばならない。かつ

ての１１上界経済への鐵及は、191M:紀終穂以降の「帝

鬮独義」の綴済的内爽を鍵塊するためであったり、

ili大戦柵期におけ乃樹鰯と投資の混乱に側する説

明の一・鍬であっﾒこり、雛２吹火戦後にクローズアッ

プされてきた綱-1ｈMW剛にl側する解脱の一環であっ

たりした。その内容は、街〕榔鏑的発１１Aが不iiJjllf

lWに諸倒ｌｌＩｌの対MH・ljW11MP通N縦臓卿係な１１１:界に

もたらすとす為か、あるいIiM]lll倒ｌｉ&状態からの

Ni雛を'1,jＡＩにIlWILがiMMf1IlbJWj：のほうへjlFjいた

り近隣窮乏化の繩うへ近づいたりする様を描くも

のであったｐ

しかしながら、ドル危機や石iMI危機や途上国累

瀬俄務などの「１１t界的」問題の多発に伴って、世

界縫済諭議はしだいに論壇のなかで際たつように

なってきた。貿易摩擦やヨーロッパ統合やアジア

成焚、さらには頻発する通旋・金融危機の発生な

どを契機に、「世界」や「グローバル」や「ポー

ダーレス」などのキーワードが蔓延するようにす

らなってきている。Ｕ上界経済を意識した諸論調が

活発化してきた背既には、従来型思考の対象とそ

の認繊枠組みからは乖離している新現象であるこ

とを強iiMlすることによって、従来の研究をそれほ

ど踏襲しないでも新参者が諭臘に新規参入しやす

くなるという諭壇の忠蝦提示様式そのものに起因

する部分もあると蝋われ為｡とはいえ職大の背擬

は肌鍵の噸鵬のHlIDNがそれを促したからであり、

噸臓避またが過IliidiAの侈勤や資本（資金）の移動

や労働刀の秘勤、さらには騒徴擬源や技術やノウ

ハウの移艦・伝播が鉱２次大戦後のI』:界において

ますます顕著になり、またそれを可能にする制度

的条件（多国間貿易調整や金融･資本自由化など）

が整備されてきたということを反映している。そ

のような現実を反映して活発化してきた多様な世

界経済論議には、３つのタイプがあるように思わ

れる。

第１は、市鍋的鯛整が諸国蝋通的な普通性をも
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高良：現代世界経済における需給バラソスの不安定性(1)

国における工業生産力上昇とそれら諸国からの資

本輸出が世界を再編する構造を重視しつつ形成さ

れてきたものである。それは現代世界経済を歴史

的脈絡において理解しようとする姿勢に根ざして

おり、それゆえある一定の歴史観や歴史理論を前

提としている。社会主義諸国で体制化された教義

を別とすれば、多くの場合アカデミズムの領域を

中心に継承されてきたマルクス援用的論調を基礎

とするもので、歴史的経緯を通じて累積してきた

矛盾の兆候や発現形態を析出することが重視され

る。それは必ずしも冷戦時代の産物なのではなく、

それ以前からの思考枠組みに根ざしているもので

あるから、冷戦終結によって消滅するような性質

のものではない。たしかに、全般的危機論型世界

体制認識は冷戦時代に比較すればそれが崩壊した

1990年代には議論鯛の表面からはしだいに目立た

なくなって影を潜めてきたが、思考バクーソの根

底には根強く残っているように思われる。という

より、その議論のなかの受け継ぐべき長所と精算

すべき短所とを盤理する前に、資本主義的発展が

持続してきたという現実を部分的に追認していく

作業に追われてきたといってよいかもしれない。

本研究では、第２のタイプと第３のタイプを世

界経済論議における２つの伝統的分析枠組みと3Ａ

なし、世界経済論議の多くがそれら２大分析枠組

みのいずれかに付かず離れずしながら識いてきた

と理解している。そしてそれらを相対化しつつ再

検討することによって、世界経済像を展望しよう

と試みる。市場についての原理的説明を諸事象に

応用し解説する第１のタイプは、その蔓延自体が

80年代以降の世界経済的現実を反映したイデオロ

ギー現象であり、分析枠組糸というよりはむしろ

分析対象とみなしたほうがよいであろう*詞。

ところで、２つの分析枠組みを相対化しつつ再

検討するのは、それらには踏襲すべき側面と否定

すべき側面とがともに含まれていると考えている

からである。国際経済論の踏襲すべき側面とは、

比較優位論の原理的説明それ自体は否定できない

ことと、その原理的説明の含愈をもとに多様な国

際経済論上の知見がもたらされてきたことに求め

られろ。全般的危機論の踏襲すべき側面は、世界

経済が単一の調整権力に掌握されることなく、し

ばしば諸国間での政治的緊張を派生させながら、

均衡と調和の落着点を見いだし得ない不安定な性

質をもつという観点に求められる。否定きるべき

側面としては、それら分析枠組みにおける以下の

ような蕪本的な難点をさしている。

比較優位論の難点は、貿易利益論を核にしなが

ら比較優位に対応した各国諸産業間の棲ふ分けメ

カニズムの証明を目的論的に追求する姿勢に由来

する。棲み分けが現実には進行しないとすれば、

それは各種の経済外的規制が市場交換原理を基礎

とする比較優位のメカニズムの作用を歪曲してい

るものとして扱われる傾向がある。ケイソジアソ

系の議論を除けば、産業需給パラソスの不安定性

は軽視されるか、あるいは歪曲の産物とみなされ

る。比較優位に応じた棲み分けメカニズムの貫徹

がいわば市場法則に則った真正状態として判定基

峨にされ、比較優位のメカニズムが現実に作用し

ない場合には是正されるべき歪象として扱われる

のであり、作用しない現実そのもののもつ社会的

意幾を構造解明する志向が稀薄であると思われる。

全般的危機論の難点は、その議論が想定する

「現代＝全般的危機の時代」が長引いて持続する

に伴って万年危機論に陥り、危機の兆候捜しに固

執するあまり、分析対象の設定とその理論的基準

があいまいになったことにある。それは一定の歴

史観に根ざしており、近代ブルジョア的社会が成

立したイギリスを核に資本主義的体制が成立・定

着し、また一定の諸国に波及することによって、

やがて諸種の矛盾の累積で変質しながら全般的危

機の状態になり、そして社会主義的体制が不可避

となるという長期史的脈絡を想定する。近代ブル

ジョア社会が成立してから社会主義的体制へと変

転するという経紳が、いわば歴史法則に則った真

正状態であることが含意されている。その意味で

は全般的危機論そのものはまだ表面的なものであ

り、それを支えているより根本的な枠組ZAは歴史

理論や歴史観のほうにあると考えられる。それゆ

え実際の再検討作業も歴史観の見直しを含めたも

のにならざるをえない。

そのように本研究は全般的危機論に対しても比

較優位論に対しても批判的であるが、しかしとも

に同等に否定しているのではない。全般的危機論

型認識については主としてその理論的根拠を疑問

視し、比較優位論型認識については主としてその
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射程を超えた実証研究の問題領域であると思われ

る。

また本研究では「世界市場」という語の使用を

極力回避している。その理由にまつわる詳しい文

脈は第Ⅲ論文であらためて展開するのでここでは

要点だけをいえば、世界市場というのは企業側が

抱く観念であり、それを理論的に捉え直して概念

化することも可能ではあろうが、しかしそれはけっ

して実体として存在する体系ではないし何らかの

関係像でもないと考えられるからである。それゆ

え、その成立の歴史的時点を問題にすることは無

意味かつ不可能であるし、何よりもその成立の是

非や存在の有無を問うさいの分析対象を措定でき

ないはずである。

貿易関係に関して本研究で重視することは、世

界貿易の二元的構造が成立している局面とそれが

崩れていく局面との対比である。二元的構造とは、

各国・地域ごとの貿易構造を、工業品を輸出して

一次産品を輸入するタイプと一次産品を輸出して

工業品を輸入するタイプという対照的グループに

分類しうる状況が顕著である場合を指している。

世界貿易において二元的構造が成立していた歴史

的局面とそれが崩れていく歴史局面との差異を明

示的に考慰することによって、歴史貫通的な連続

性を誇張することなく世界経済を長期史的な脈絡

で分析する目安がつくと思われる。ただし、貿易

バクーソという表層の次元を超えて世界経済を考

察するには交換媒介的分菜連関における生産・労

働の局面に立ち入らねばならないが、それは第Ⅳ

論文と第Ｖ論文のテーマである。

第Ⅳ論文においては、諸国横断的な交換媒介的

分業連関のもとで資本主義的生産・蓄積過程が進

行するさいに、各国における資本主義的部門の比

重上昇過程の国際比較および歴史段階的比較を試

みる。その場合、資本主義的部門は資本蓄積と生

産性上昇を志向しつつより効率的な生産機構の改

変を繰り返し、世界史的段階局面ごとにその機構

的特性は変化してきたから、その段階的変異に対

応して各国での同部門の比重上昇過程も異なった

様相をもつことに注目する。たとえば19世紀前半

での経験と２０世紀前半での経験とでは異なってい

るであろうし、２０世紀前半の経験と終盤の経験と

のあいだにも違いがあるであろう。他方で、資本

現状把握のあり方を疑問視しているが、問題意識

そのものは前者と共有する部分がかなりある。な

ぜなら、比較優位論が想定するような棲み分けメ

カニズムの貫徹が現実的根拠をもたなかったこと

を強調し、需給バラソスの不安定性が不可避となっ

てきたことを主張することになるが、そのことは

本研究が現状分析の基準として調和や均衡を仮定

しないということであり、大筋の問題意識として

は全般的危機論の伝統に近いといえよう。危機還

元的アプローチとその理論的根拠はたしかに否定

するが、しかし世界経済像を資本主義的発展の長

期史的な脈絡のなかで展望することを試糸、その

全般的状況そのものに潜む矛盾を析出するという

意味では、本研究は旧来の世界体制認識に親和的

ではあるのである。

(3)本研究の叙述構成と主要テーマ

さて、本研究の榊成であるが、序論（第１論文：

つまり本稿）に続く本論の冒頭（第１I論文）に貿

易構造分析をもってきている。だからといって貿

易分析が世界経済論において最重要であるとみな

しているわけではない。むしろ本研究では、世界

経済論は貿易論や国際投資論に綴小化されるべき

ではないという宇野弘蔵の基本認識を一定程度踏

襲している*割。世界経済のいくつかの重要な側面

が貿易パターソに反映されているとはいえ、国際

貿易はあくまで諸国横断的な交換媒介的分業連関

の表鬮にすぎず、そして貿易構造分析は世界経済

分析にとっての第一次接近であって、それ自体が

世界経済論の核をなすのではないはずだからであ

る。貿易構造を分析する第１I論文の役回りも、後

続の論文のテーマを浮き彫りにするための問題開

示をすることにある。

そこでは、「貿易関係の発生」メカニズムも

「世界市場の成立」時期も問題にしてはいない。

貿易関係を伴う交換媒介的分業連関をすでに所与

のこととして前提とするのであり、その歴史的経

緯と変容過程は扱うが、しかしその発生メカニズ

ムは扱わない。貿易関係発生のそもそもの起源の

詮索は、貿易関係がたい国民経済と貿易関係のあ

る国民経済とを比較してその貿易利益の存在を根

拠に貿易関係発生の不可避性を導出する抽象化モ

デルを用いる議論を別にすれば、それは経済学の
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主義的部門の比重上昇過程は国ごとに個性的な構

造変化でもある。たとえばイギリスの経験と日本

の経験は異なるであろうし、ドイツの経験と韓国

の経験とのあいだにも違いがあるであろう。その

ように世界史的段階ごとに特殊であるという側面

と、国ごとに個別的であるという側面とを複合的

に捉えることを試みたのであるが、段階的特殊性

については宇野段階論を援用して、社会的個別性

についてはチャヤノフ仮説を援用して議論を組み

立てている。宇野段階論から主として導き出すの

は資本主義的部門における雇用の産出弾力性が低

下していくことであり、チャヤノフ仮説から導き

出すのは主として途上諸国における労働力商品化

の進展や労働力率上昇による労働力供給の拡大の

可能性があることである。とくに宇野段階論とチャ

ャノフ仮説を援用する意義は、従来の一部の議論

において想定されてきた途上諸国における生存維

持部門の強固な残存力を否定する論拠を導出でき

ることにある。

ちなみに、第Ⅳ論文の基礎にある視角は、マル

クスの本源的蓄積（原蓄）論と相対的過剰人口論

を参照したものである。従来の全般的危機論型ア

プローチでは、第１次大戦やロシア革命以降の現

代においての資本主羨的発展の持続性や拡大普及

を含意する原蓄過程の存在を、無視ないし軽視し

てきた。社会本義的要素の世界的拡大ということ

とほぼ同義である「資本主義の全般的危機」のな

かで、資本主義的経済として成立してくる新たな

諸国が台頭（ないし誕生）することは、そのアプ

ローチのもとでは説明に窮するからである。他方

で、とくに第２次大戦後の途上国工業化の考察に

さいしては、窮乏化論や農民層分解論や相対的過

剰人口論はしばしば援用される場合があった。そ

れらは「資本主義の矛盾」の発現とみなされるか

ら、全般的危機論型発想に適合するのである。と

ころが原蓄過程は、「資本主義の矛盾」の発現と

いうよりも、ある国で資本主義的部門の比重が上

昇する構造的過程である。相対的過剰人口の問題

も、全般的危機の諸兆候の１つとして一面的に詮

索するよりも、原蓄過程の構造的特性と関連づけ

ながら扱ったほうがより有意義であろう。

ところで、原蓄過程を経験する諸国が陸続と登

場するということは、資本主義的発展が世界的に

広範になると同時に加速するということである。

それゆえ、資本主義的部門がより多くの諸国に定

･着することに伴う生産力上昇と、その帰結として

の諸国横断的な産業需給バラソスの不安定性は、

現代において多くの諸国が原蓄過程を経験したこ

とに注目してはじめて分析課題として設定できる。

資本主議的発展の拡張に伴って、諸産業の需要の

分布と生産・供給能力の分布がたえず流動的に変

化していくという問題である。

ある産業に関して、諸国間での需要の分布状況

の変動と生産・供給能力の分布の変動とが不整合

な過程であるならば、それぞれの国境ごとに国家

形態で総括される産業需給は政治的摩擦を伴う社

会的調整に晒されるが、その問題への視野も生産

力上昇とその不均等発展を考慮したときに生まれ

るものであろう。さらにそのような産業需給パラ

ソスの不安定性の問題は、比較優位論で想定され

る棲み分け的調整過程が非現実的であるかあるい

は少なくとも困難であることに注目してはじめて

課題設定できることであり、比較優位論の再検討

作業を交錯させる必要がある。全般的危機論の再

検討から導き出した視野と比較優位論の再検討か

ら導き出した視野とを交錯させて、産業需給バラ

ソスの不安定性について考察するのが第Ｖ論文の

課題である。

そこでは、人口１人当たりGDPや製造業の就

業者１人当たり付加価値などの指標に即してキャッ

チアップや収敵の動向分析を交えつつ、生産力の

諸国間不均等発展過程を扱っている。そして比較

優位論的な棲み分け調整メカニズムが現実にはあ

まり作用してこなかったことを析出している。ま

た、ほとんどの諸国が比較劣位産業を手放そうと

しなかったことの反映として諸産業の供給超過傾

向が定着していくという問題も扱っており、とく

に製造業に焦点をおいて、就業者数の増減を左右

している要因が何であったか、つまり国内需要の

制約が主因であったか生産性上昇が主因であった

かそれとも貿易収支の変化が主因であったかにつ

いて分析していろ。

第Ⅳ論文と第Ｖ論文は現状分析的側面をもって

おり、現代世界経済における労働力需給バラソス

の不安定性と産業需給バラソスの不安定性とを分

析している。ただ、その両論文の問題設定をする
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どのような観点で受け止めろかの違いが大まかな

分析視角を左右する。つまり、市場的調整が貫徹

すべきであったにもかかわらず、それを妨害・阻

害した要因があったという問題設定をするか、そ

れとも、市場はそれのみで諸国・諸産業の需給バ

ランスを調整するものではないことが現実の経済

の特性であった、という観点から問題設定をする

力､の違いである．本研究は後者の観点にたつ。

さいにはクリアせねばならない多種多様な諸論点

があり、関連する広範な論調に対してコミットし

ておく必要があった。たとえば全般的危機論とい

う枠組ZAでなされた諸研究を相対化するには、マ

ルクス的類型概念の再検討と歴史研究全般の基底

に横たわる歴史観の再検討にまで立ち入らねばな

らなかったし、かつそれを世界経済や国際経済の

問題領域と接続可能なように再榊成せねばならな

かった。また比較優位論の元祖とされるリカード

比較生産饗説を相対化するために、個別産業レベ

ルの絶対優位と集積利益に注目したアダム・スミ

ス的論点を再評価する必要があった。そのように

クリアせねばならない理論的課題を検討すること

が第、論文のテーマである。

以上が概要であるが、あらためて本研究全体の

構成と各論文のテーマの特徴を要約すればつぎの

ようになる。世界経済分析の焦点を示唆する貿易

バターソ分析である第１I論文、資本主義的部門の

長期持続性と世界的拡張性にまつわる労働力構造

の流動化の様相についての考察である第Ⅳ論文、

生産力不均等発展過程および産業需給バラソスの

不安定性にまつわる問題の考察である第Ｖ論文に

おいて、できるだけ数値データを活用しながら論

を展開している。第Ⅲ論文と第Ⅳ・第Ｖ論文とを

橘渡しする理論的整理として、第Ⅲ護文がある。

すなわち本研究の試みの第１は、資本主義的蓄

積過程が漸次的に進行してきた長期史的過程を特

徴づけることである。それは全般的危機論の想定

に反して、原蓄過程を経験する国がつぎつぎに登

場しつつ資本主義的部門が世界的にみれば拡張す

る過程を歩んできたし、いぜんとして歩みつつあ

るという認識にたつことになる。そして資本主銭

的部門の拡張は生産力・供給力の拡大と雇用弾力

性の低下する過程であり、それはしばしば労働力

需要と産業需要という両局面における需要制約に

遭遇して、国ごとの政治的・政策的な調整と１国

的裁匿を超えた政治的調整とを惹起するが、その

ような二重の需給バラソスの不安定性にまつわる

世界的構造を特徴づけることが本研究のもう１つ

の試みである。

たしかに、需給バラソスの不安定性が必ずしも

市場的調整では処理されなかったという認識自体

は一般的に共有されてきたものであるが、それを
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