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はじめに
　戦後、米国は、自国本土が直接に戦禍を被っ

た他の列強諸国（先進諸国）と異なり、圧倒的

生産力を保持し、復興期に他の先進諸国を資金

と物資によって支えた。米国以外の国について

は、戦争によって労働手段・流通を支える社会

資本などが破壊されたが、高い生産力を実現す

るための労働力の質と高水準の教育制度、高技

術の労働手段を生み出すための技術的ノウハウ

などを有していた。つまり、かつての列強諸国

は、資本の供給があれば、蓄積を急速に回復で

きる諸条件を有していた。そのため、戦後の復

興期以降、西欧諸国へのマーシャルプラン、日

本へのガリオア・エロア資金などの資金投下を

梃子として、かつての列強諸国は急速に資本の

再生産体制を整えていった。さらに、このよう

な生産力が生み出した所得水準の上昇によって

資本の実現余地が拡大し、戦前を大きく超える

資本蓄積が可能となった。むしろ、高蓄積資本

構造によって生み出された過剰な資本蓄積が恐

慌と同様の効果をもって戦争によって取り去ら

れたために、かえって資本蓄積の急速な拡大を

準備したともいえる。そして、日本の輸送機器

や家電などのように、米国を上回る技術力や高

品質の商品を生産業種も現れた。

　しかし、1970 年代になると、多くの先進諸

国は、それまでの資本蓄積の拡大速度を鈍化さ

せた。これをもたらした基底的要因は、無限の

増殖指向をもつ資本の運動とそれを実現するた

めの市場の有限性という資本制の構造矛盾であ

る。高成長期、資本の競争による国内の過剰資

本の淘汰・整理がなかったわけではない。しか

し、財政支出による有効需要の創出、戦後の資

本競争部面における規制（その中で「保護」の枠

組み）などが資本蓄積の過剰の発現を引き延ば

していた（1）。これとは別に、低成長期における

資本の構造矛盾は、一方では、資本の外延的拡

張によって現実資本の海外実現を進め、それが

資本の高蓄積国同士の貿易摩擦として現れ、他

方では貨幣資本の蓄積の膨張が架空資本市場を

拡大すると共に、その外延的拡張としての金融

の自由化・国際化を生み出した。

　本稿では、日本における低成長期の資本蓄積

構造の展開を資本過剰の視点から検討してい

く。資本運動のグローバル化（商品資本、貨幣

資本、生産資本形態の世界展開）は、資本の本

性に基づくものではあると考えられるが、今日

の資本の世界市場化は、特に金融部面の規模と

形態において、これまでにない展開を見せてい

る。本稿は、1960 ～ 70 年代以降本格化した現

実資本の実現の外延的拡大とそれによって生じ

た日米間の経済摩擦、その後展開する 1980 年

代以降の貨幣資本の膨張としての金融の拡大と

グローバル化の論理・歴史的な関係性を探るこ

とを目的としている。

1　日米貿易摩擦の展開
　戦後の日本経済において、現実資本と貨幣資
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（1） 「外国貿易は、利潤率の傾向的低落を緩和し、恐慌が現実化することを押しとどめる作用をもって

いる。だがそれと同時に、恐慌がより大きな規模で現実化する可能性を作り出している。恐慌は今

や世界恐慌という形をとるにいたる」松井清『改訂世界経済論体系』日本評論社 1982 年 180 頁。
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本の何れの資本蓄積においても、米国との関係

性が資本運動の展開を大きく変化させてきた。

　戦後の日本経済の復興において、米国からの

資金供給と傾斜生産などの国家的梃子入れは、

日本の一部工業品の生産力を米国との競争可能

な水準にまで上昇させていった。戦後復興期以

降において、日本だけではなく西ドイツなど欧

州でも、圧倒的優位性を有していた米国経済に

比類する工業製品が現れ始めた。他方では、米

国の自国内工業生産の蓄積の停滞が始まる。米

国における経済成長の翳りは、1950 年代後半

にその萌芽がみられる（2）。すなわち、米国内の

資本蓄積の停滞を反映し、あるいはより有利な

生産条件を得るため、米国企業の海外展開＝生

産資本の外延的拡張が始まり、それが徐々に米

国の商品資本の海外的拡張力を相対的に弱めて

いった（3）。

　このような状況において、日本での高蓄積を

実現した産業における商品資本の実現のための

外延的拡張が米国の同種産業との間で戦後

初の競合・摩擦を引き起こしていった（4）。1965

年に日米の貿易収支が逆転し、この年は米国の

対日赤字と日本の対米黒字という構造が定着す

る起点となった。その後、日本における急速な

拡大再生産によって生まれた生産資本・商品資

本の重要な捌け口の一つとして機能していた米

国市場において、日米の過剰資本同士の衝突が

諸分野での日米の貿易摩擦となって現れる。た

だ、1960 年代における貿易摩擦は、いくつか

の個別商品種類に限定されていた。また、貿易

収支の悪化に対する米国の対応も、輸出促進策

や輸入規制など、自国で生産された商品資本の

実現のための政策対応を行っていた。具体的な

貿易商品項目としては、繊維製品やオートバイ

などが主な摩擦対象となっていた。

　1970 年代以降、日本経済の外延的拡大とと

もに日米間の貿易摩擦が激化する。石油危機と

変動相場制下の円高ドル安が直接の契機では

あったが、60 年代まで急速に資本蓄積を増大

してきた日本においても過剰資本蓄積が構造化

し始めたことが米国との摩擦を激化させた。摩

擦の主要な品目は 1970 年代後半においては鉄

鋼製品であったが、1980 年代に入ると、貿易

摩擦品目は一気に拡大し、カラーテレビや VTR

をはじめとする電化製品・自動車・半導体など

のハイテク製品・農産物（米・牛肉・オレンジ）

などにおいて日米摩擦が激化した。

　1985 年には、米国の対日赤字が 500 億ドル

に達し、米国から日本の市場閉鎖性が強く批判

されるようになった。これは、摩擦への対応が

次の段階に移ったことを意味している。すなわ

ち日本の市場閉鎖性の批判は、その対象が単な

る貿易商品のみならず、投資環境、金融市場、

サービス市場などに及んでいる。摩擦対象は、

貿易の域を超え、直接投資、証券投資、その他

の投資（間接投資）などに及び、いわば過剰資

（2） このような状況を構造的恐慌とみることは可能であろう。すなわち、「恐慌は、相対的過剰人口の吸

収を伴う蓄積の進展→賃金率の上昇による利潤率の低下とそれを引き金とする蓄積の停滞ないし停

止（＝現実資本の過剰）→商品（＝生産手段と消費手段の）の過剰と実現困難→恐慌、という経路で

生ずる」村岡俊三『グローバリゼーションをマルクスの目で読み解く』新日本出版社 2010 年 182 頁。

（3） 米国の輸出競争力の低下の主要な要因には、他の先進国の経済成長による追い上げの他、自国の賃

金の上昇とその回避のための海外生産などの自国生産力の相対的低下がある。その他、米国資本の

特徴であった「株主資本主義」による経営の短期的視点などもあげられる。

（4） 資本の海外展開としての貿易は、商品資本の自国外での実現である。貿易が資本主義にとって必然

なのは、一般に、第 1 に資本主義における商品流通の世界市場規模の拡大、第 2 に資本間の競争と

産業の不均等発展、第 3 に生産の不断の拡大指向という資本の本質、として整理される（レーニン

の『ロシアにおける資本主義の発展』）。なお、第 1 が資本主義の「前提としての外国貿易」、第 2・
第 3 が「結果としての外国貿易」を示すとする点では、論者のおよそ一致をみているのに対して、内

容の位置付け・関連性に関する論争点は多いが、ここでは、これには立ち入らない。ただ、本稿で

取り上げている貿易摩擦はどちらかといえば、第 2・第 3 の「結果としての外国貿易」に深く関係し

ており、両国における部門間の不均等発展と不断の資本蓄積の拡大によって、日米の貿易面にお

ける衝突が激化したと言えよう。この論争整理については、吉信粛『国際分業と外国貿易』同文舘

1997 年、辻忠夫『国家と世界経済』御茶の水書房 1988 年が詳しい。
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本形態の変化に対応した経済摩擦が拡大して

いった（5）。

2　貿易摩擦に対する米国の要求と日本の対応
～アンチ・ダンピング課税と米国通商法～
　次に貿易摩擦に対する米国の要求と日本の対

応をみていく。貿易摩擦の背景にある商品資本

と生産資本の過剰に対する資本としての対応が

より明瞭になるからである。

　まず、1960 年代、70 年代の貿易摩擦に対し

ては、「日米繊維協定」の締結（1972 年）や鉄鋼

製品・カラーテレビなどにおける日本からの対

米輸出「自主」規制（1977 年）などの対策がとら

れた。こうした貿易摩擦対策の基本的特徴は、

1 つに個別業種ごとにその対応が行われている

こと、もう 1 つに対応において両国の政治的介

入構造が反映されていることである。これらの

特徴がいわゆる「戦略的通商政策」と呼ばれる

国家の介入を含む自由貿易主義（グローバリズ

ムの一局面）には内包されている（6）。

　貿易面において、より明確に米国の政治的優

位性が示されたものとして、米国の輸入におけ

るダンピング提訴、アンチ・ダンピング税、輸

出における米国通商法の利用がある。

　アンチ・ダンピング税とは、ある商品資本が

輸出国での国内販売価格より安い価格で輸出さ

れ、輸出先において同種の商品を生産している

資本が存在する場合、その外国商品に対して通

常の関税に加えて課せられる自国資本を保護す

る税である。日米間では 1970 年代の日本のテ

レビの対米輸出を契機としてダンピング問題

をめぐる日米貿易摩擦が激しくなった。 日米

貿易におけるアンチ・ダンピング措置に関して

は、アメリカがダンピング・マージンを不当に

高く算出し、課税したとされている。さらに、

ダンピング提訴された高い競争力を持つ日本製

品に輸出自主規制をも促すという問題も発生し

た。とりわけ米国が不当に高く算出したダンピ

ング・マージンにより、日本からの輸出品には

高い税率を課せられた（7）。

　さらに、米国は、貿易相手国の市場保護政策

への対応について、アンチ・ダンピング措置な

ど GATT で認められている対抗措置だけでは不

十分とし、「1974 年通商法」を制定した。米国

資本の意向を反映した議会の要請に基づき、米

国通商代表部（USTR）が独自の判断で市場開放

交渉を行い、それが不調である場合、相手国か

らの輸入品に報復関税をかけるなどの制裁措置

をとることができるとされた。通商法 301 条に

は不公正貿易慣行国に対する制裁措置が規定さ

れ、一方的な制裁をとることができた。いわば、

米国の商品資本の海外における実現のために、

米国の政治的覇権をもって輸出先の資本環境や

慣行を強制的に変える措置である。

（5） 村岡俊三は世界恐慌の発現として次のように述べている。「先進国の利潤率の中には先進国資本の海

外生産のあげる利潤が含まれているのであって、したがって、この点からすれば、先進国の『資本

過剰』は、自国の賃金上昇だけではなく、投資先のそれによっても規定されている」「対外直接投資

を通じて、孤立的にみえる各国ごとの『資本過剰』は世界的スケールでの『資本過剰』の一翼を担う

存在となっている」197 頁「『資本過剰』は、まず利潤率の低い国から始まって順次に各国に及び、世

界的スケールでの『資本過剰』として現れて各国の蓄積を停滞ないし停止させ、それによって暴露さ

れた商品の過剰が輸出入の変調を介して、世界的なスケールでの商品の過剰→商品価格の崩落→世

界市場恐慌、へと進む」村岡、前掲書 198 頁。現代においては、資本の過剰を商品資本形態のみで

想定することはできない。恐慌の発現も緩慢かつ構造的な性格をもってきているため、そのまま上

記の規定が当てはまるわけではないが、過剰資本が各国の蓄積の停滞を介して波及する視点は重要

である。

（6） 「戦略的通商政策の登場の意味するものは、グローバリズム（自由貿易主義）に国家の介入の余地が

あることを示唆した点にある。しかもそれは自由貿易主義を補完する役割を担っているのである。」

前田芳人『国際分業と現代世界』ミネルヴァ書房 2006 年 193 頁。

（7） 後に、このアメリカの措置は WTO のアンチ・ダンピング協定に違反するとして、日本は WTO に紛

争解決手続きを行った。ちなみに、WTO が発足されてから個別の製品、アンチ・ダンピングに関す

る法に対する、日本が提訴をした案件 10 件のうち、7 件が米国に対するものであり、そのうち、日

本の案件か全面に容認された案件は 4 件であった。
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　米国の通商法 301 条において、対外措置を

とる貿易相手国の違反行為の判断は、 GATT や 

WTO 協定への違反基準とは関係なく、一般的

に定義されていない不透明で曖昧なアメリカ独

自の「不公正」基準によるものであった（8）。米

国の曖昧な対外措置基準は日本に対してだけで

なく、ブラジルやカナダなどにも適用された。

また、その範囲も単なる貿易財を超えるものと

なっていった（9）。ここに資本の過剰形態と量に

おける変化がみられる。

　1980 年代後半、この法律はその攻撃性をより

強めた形に変化した。米国では国内資本の意向

を反映して、議会において保護主義的論調が展

開され、当時のレーガン政権は、日本や EC に

国内市場拡大と貿易障壁の撤廃を強く要求する

とともに、1988 年に「包括通商・競争力強化法」

を成立させた。包括通商法では、大統領の承認

がなくとも、USTR の裁量によって制裁を発動

できる、いわゆる「スーパー 301 条」が導入され

た。スーパー 301 条では、発表される「外国貿

易障壁報告書（NTE レポート）」の中の不公正慣

行や輸入障壁のある「優先交渉国」に対して、通

商法 301 条が「自動的」に発動され、USTR が 1

年～ 1 年半の交渉を行い、それでも改善されな

い場合、3 年以内に制裁を行うとされた。レー

ガン政権はこの強化された「スーパー 301 条」

によってさらなる市場開放を要求していった

のである（10）。

　通商法 301 条については、WTO 協定が締結

されるまで、多国間協議ではなく、二国間交渉

などでアメリカが一方的に外国を非難する形で

多くの請求が処理されてきた。しかし、WTO 

協定の発効後は、発動時のアメリカの主張が

WTO 協議や紛争解決手続きを通して認められ

てきたため、同法は新自由主義的な性格を強め

ていった。そのため、通商法 301 条については、

「相互主義」の理念とともに、自由貿易を進め

る機能をもつ法であったとの見方が存在する。 

他方では、当初の通商法 301 条は、米国が輸入

大国である故に貿易相手国からのある産品の輸

入を制限するとの脅しと引き換えに、相手国の

障壁を取り除くことを求める「攻撃的一方主義」

の性格を強くもっていたとみる見解もある（11）。

アメリカ自身の他国に対する政策では、保護主

義が見られ、特にアメリカの輸出拡大に代表さ

れる、通商政策上、アメリカ資本の利益に結び

つく優先事項が込められている点で保護主義の

性格も強い。 

　戦略的通商政策（12）は、単なる自由貿易・保

護貿易という枠の中で捉えられるべきではな

く、米国の資本蓄積構造の中で位置付けられる

べきであろう。その特徴の 1 つは、米国の覇権

を背景にして国家による政治介入を伴って貿易

摩擦への対応が行われていることである。これ

は、資本蓄積の対外面における歴史段階規定を

含んでいる。もう 1 つの特徴は、国家の介入が

自国の資本蓄積を進めるために行われるため、

海外での商品資本の実現によって資本蓄積を推

し進める自由貿易的側面がある一方で、国内を

主要な商品資本の実現の場とする資本に向けた

（8） 落合浩太朗『日米経済摩擦』慶應通信株式会社 1993 年

（9） スペシャル 301 条は知的財産権に特化した法であった。スーパー 301 条と同様、USTR がアメリカ

の知的財産権の保護を阻害し、市場アクセスに障壁を持つ国を特定・認定し、それらの国に対する

監視リストを作成し、調査を開始するものであった。 
（10） 米国の通商や製品を供給する上での市場アクセスを制限する障壁が存在することや米国製品の販売

を阻害する輸出補助金を供与することなどの事項が含まれている。日本に対しては、例えば 1987 
年に日米半導体協定への違反を指摘し、日本製品の関税を引き上げる措置をとった。 また、1980 
年代に入り、米国の貿易赤字が増大するにつれ、日本の対応を怠慢であるとし、積極的な行動を促

した。

（11） 「アンチ・ダンピングや報復関税の提訴という脅威を与えるだけでも抑止的価値があるという意味

でアメリカ企業に保護を与えてきた」アン・O・クルーガー『アメリカの通商政策と自由貿易体制』

東洋経済新報社 1996 年 58 頁。

（12） 「戦略的貿易政策とは貿易過程への国家の介入（例えば、輸出補助金の供与）が収穫逓増のメリット

を増幅させるということを強調する理論である」前田、前掲書 191 頁。
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保護主義的側面も含むということである。つま

り、国家の介入を伴う貿易政策では、輸出・輸

入双方の資本蓄積を後押しすることは当然とい

える。そもそも、国家的政策の枠組みにおいて

は、自由貿易なるものは概念としてしか存在し

得ないであろう（13）。

3　貿易摩擦から経済摩擦への移行
～日米円ドル委員会～
　80 年代に入ると、貿易摩擦の業種が多岐に

わたるようになり、同時に、摩擦への対応が単

なる貿易上だけではなく、総資本的に一国の経

済構造としての変革を求められるようになる。

この変化は、商品資本実現における停滞だけで

なく、生産資本・貨幣資本形態での蓄積の停滞

をも含む両国の資本蓄積構造関係としての対応

が求められていることを意味している。

　その本格的かつ詳細な政策対応を迫られたの

が、1984 年 11 月に開催された「日米円ドル委

員会」である（14）。この委員会は、貿易収支不均

衡の是正のためには、円ドル為替相場の是正が

必要との米国政財界の見解に基づいたもので

あった。しかしながら、その内容は貿易＝商品

資本の実現の範囲を超え、「金融・資本市場の

自由化」、「外国金融機関による日本の金融・資

本市場への参入等」、「ユーロ円投資・銀行市場

への発展」、「直接投資」など、生産資本や貨幣

資本における米国資本の海外展開の拡大を求め

たものであった。

　「金融・資本市場の自由化」について、米国は、

利子への源泉徴収税の撤廃、定期預金利子の自

由化、TB 市場類似の短期金融市場創設、CD 発

行条件の緩和、円建 BA 市場の創設、円転規制

の撤廃、円建対外貸付の自由化、先物外国為替

取引における実需原則の撤廃、居住者海外口座・

直接取引の自由化などを求めてきた。これは貨

幣資本蓄積の過剰を反映して、総じてその投下

部面を拡大させるものであり、米国による貨幣

資本運動の外延的拡大要求であった。

　日本は、こうした米国の要求に対して、利子

の源泉徴収税撤廃要求は日本の税体系の基本原

則を害するとして、また、居住者海外口座・直

接取引の自由化は対外直接投資の抜け穴になる

こと及び銀行・証券業に免許制をとっているこ

ととの関係から認められないとして拒否した

が、その他の大部分の要請については、アメリ

カ側の要望をほぼ受け入れた。日本政府は自国

資本の蓄積にも結びつくものについて積極的に

認めた形である。

　「外国金融機関による日本の金融・資本市場

への参入等」の要求も同様の性格を持つ。米国

は、東京証券取引所会員権の取得、信託業務へ

の参入、金融機関の活動に係る規則や政策を実

施する上での透明性の確保を求めた。これに対

して日本は、東京証券取引所は会員組織のため

政府が直接対処できないという事情を説明し , 

外国銀行の信託業務参入については、これを認

めることとした。

　金融・資本市場の自由化と外国資本の参入要

求は、自国の資本蓄積が、貿易部面における商

品資本だけでなく貨幣資本においても、国家の

介入をもって進められていることを意味してい

る。その背後には、より大きな資本蓄積を実現

しようとする米国の貨幣資本の存在があり、日

米の政治力を反映して、米国資本の要求が大方

貫徹したものといえる。

　「ユーロ円投資・銀行市場への発展」について、

米国は、完全に自由なユーロ市場の確立こそ円

の国際化進展のために必要であり、円の国際化

をユーロ円市場から着手すべき、と主張した。

そのために、ユーロ円債市場の拡大、外国の証

券引受業者のユーロ円債市場への自由な参加、

非居住者が取得する居住者発行のユーロ円債に

係る利子所得に対する源泉課税の免除、ユーロ 

円 CD 市場の創設、ユーロ円シンジケート・ロー

ンの認可を求めた。この項目について日本は全

ての実施を受け入れたが、それは日本側の銀行

資本の要求にも合致するからであった。

（13） 前田、前掲書 193 頁を参照。

（14） 詳しくは、滝田洋一『日米通貨交渉』日本経済新聞社 2006 年を参照。
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　「直接投資」について、米国は、直接投資の

自由な国際交流を妨けるような障壁・障害を除

去するため、指定会社制度の廃止、海外投資家

に対する内国民待遇の供与を求め、日本はこれ

らを全て了承した。これらの項目については、

現実資本のうち生産資本の外延的拡大による資

本蓄積をより容易にすることを意味している。

したがって、これは、米国の現実資本の過剰蓄

積の存在を前提しているという点で、貿易部面

における要求と同様の背景を有している（15）。

　これらの合意は、具体的には 1985 年 3 月に

外国為替審議会答申「円の国際化について」、

同年 7 月に「市場アクセス改善のためのアク

ション・プロクラム」として結実した。また、「日

米円ドル委員会報告書」と同時に公表された大

蔵省作成の「金融自由化および円の国際化につ

いての現状と展望」では、金融の自由化のため

の具体的な自由化スケジュールが示された。そ

の内容は、預金金利の自由化、金融市場の整備・

充実による金利自由化、内外市場の一体化、外

国金融機関の対日アクセス、ユーロ円の自由化

であった。具体的には、CD 発行の弾力化、市

場金利連動型定期預金 （MMC）の導入、大口預

金金利の自由化、小口預金金利の自由化があげ

られている。この「展望」に基づいて実施され

た金利自由化は、10 年後の 1994 年 10 月の預

金金利の完全自由化において完結する。

4　プラザ合意と米国の財政赤字　
～日本による体制支持金融～
　プラザ合意は、米国が日本だけではなく他の

先進諸国に対して、米国の貿易収支改善のため

に共同歩調を求め、これを了承して交わされた

ドル安誘導の国際合意である。ただし、米国の

貿易赤字と日本の貿易黒字という構造が定着し

つつあったため、協議内容の焦点は主に日本に

あったと言って良い。

　プラザ合意の主目的は、米国の輸出における

現実資本蓄積の構造的な停滞の打破というより

も、レーガノミックスによる輸出産業の資本蓄

積の悪化からの回復であった。レーガノミック

スによって生じた高金利ドル高（米国の金融資

本の利益と貨幣資本蓄積の優先）、さらにこれ

によって悪化した未曾有の規模の財政赤字と経

常収支赤字は、その「後始末」としてのプラザ

合意を必要としたのである。プラザ合意におけ

るドル安政策は、第二次大戦前の列強間の為替

切り下げ競争と比べると、米国一国への他の先

進諸国の「協力」体制という特異性が際だって

いる。円の対ドル価値は 2 年弱で 2 倍近くまで

跳ね上がり、その結果、日米の貿易収支不均衡

の拡大は緩慢になった（16）。

　レーガン政権が進めた経済政策は、これまで

の有効需要政策とは異なる理論背景をもつサプ

ライサイド経済学に基づくとされている。サプ

ライサイドとディマンドサイドの政策上の違い

は、前者が生産資本の開始部面における資本条

件の改善（例えば資本への減税）を意図してい

るのに対して、後者は商品資本の実現部面の拡

大を意図しているという点にある。ただし、両

者とも資本運動とその実現を高めるための国家

による介入・後押しである点は共通しており、

単に国家の資本への介入における焦点の違いと

も言える。相違は生産様式の変化をもたらすよ

うな本質的なものではない。実際、レーガン政

権は、「強いアメリカ」を求めた結果、軍事費を

GDP 比で大きく増大させ、未曾有の財政赤字

額を招き、「軍事ケインズ主義」とも評された。

　米国の金融市場では、大量の国債によるクラ

ウディング・アウトが高金利をもたらし、これ

を緩和するための国外からの資金投入が必要と

された。日本は、価値が下落し続けているドル

建て資産＝米国債をひたすら買い続け、米国の

過剰資本の解消に積極的に協力する姿勢をみせ

た。日本側の購入主体は生保や銀行などの機関

投資家であるが、そこには日米双方の公的な力

が働いていた。日本による米国債の購入は、日

本の巨額の経常収支黒字に対応する資本収支上

（15） 村岡、前掲書 208 頁。

（16） 拙著『国際収支と国際通貨』梓出版 1995 年 60 頁。



9戦後日本の資本蓄積構造（吉田）

の赤字としてファイナンスした。日本はこの時

期以降、米国債の購入に も貢献する国となっ

た。日本の米国に対する姿勢は、自国資本の価

値増殖を犠牲にしても、なお米国への「協力」

を貫いており、後に呼ばれる「体制支持金融」（17）

としての独自の政策対応という側面が強かっ

た。

5　日米構造協議
　この時期、貿易に関する日本への要求は、プ

ラザ合意だけではない。1985 ～ 86 年、米国

内では円安是正とともに日本市場の開放を要

求する声が高まり、プラザ合意とほぼ同時期

の 1985 年に中曽根政権とレーガン政権の下で

「市場重視型個別協議（Market Oriented Sector 

Selective talks ＝ MOSS）」が開始された。「MOSS

協議」は、電気通信、医薬品・医療機器、エレ

クトロニクス、林産物の 4 分野における日本へ

の市場アクセス環境に対する種々の障害を取り

除くことを目的とした米国輸出資本のための協

議である（18）。同協議の結果、日本は電気通信

サービスの外資規制の撤廃、医薬品・医療機

器の審査の迅速化、エレクトロニクス製品・木

材・紙製品の関税引下などを実施することと

なった。MOSS 協議の特徴は、個別分野の協議

でありつつも多岐にわたる分野が一括して協議

されていること、日本の市場を米国の商品資本

実現の場とするための米国側の総資本的な要求

となっていることである。これは、特定分野に

おける資本蓄積の停滞の解消では済まず、米国

の多くの産業分野における現実資本の実現にお

いて停滞が起こっていること、こうした状況を

反映して米国資本が米国の政治覇権を用いて資

本の実現を外延的に拡大しようとしたことを意

味している。

　日本は、米国側の要求に対して、1986 年 4

月「国際協調のための経済構造調整研究会」に

よる報告書「前川レポート」を作成した（19）。具

体的には、日本市場の開放と規制緩和、経済構

造の是正を基本とし、①住宅整備と都市再開発、

週休 2 日制の完全実施による内需拡大、②農産

物の輸入、海外直接投資による産業構造の転換、

③流通・販売規制の見直しなどによる市場開放、

④国際交流の推進と世界経済への貢献が提案さ

れた。特に財政面では、日本政府は、内需を喚

起するため、10 年で 430 兆円の公共投資を中

心とした財政支出（財政赤字）を拡大し、民間

投資を拡大させるための規制緩和の推進などを

約束・実施した。これは、日本側の対応が、日

米間の政治的関係性を反映して米国の要求に合

わせつつも、「自主的」に改革していったこと、

すでに個別分野ではなく日本の市場構造全体を

米国資本全体の要求に沿った形に変えていくこ

とを意味している。

　1989 年から以上の経緯を踏まえて、「日米構

造協議」（1993 年に「日米包括経済協議」に名称

変更）が進められた。プラザ合意以降の円高ド

ル安の中にあってもアメリカの対日赤字が膨ら

む要因は日本の市場の閉鎖性にあるとして、米

国は主に日本の経済構造の改造と市場の開放を

迫った。1990 年 1 月のベルンの非公式会議に

おける米国の日本への要求項目は、200 を超え

た。協議の名称に象徴されているように、この

協議の主題は日本の経済構造全体の改革にあ

り、それは個別品目の対象範囲に収まらない包

括的性格をもつものであった。日米構造協議は、

MOSS 協議とその回答としての前川レポートの

方向性について、その範囲を拡大し機能を一層

強力にしたものといえる。

　日米構造協議は、不均衡をもたらす両国の構

造問題を解決するとされたが、米国は対日輸

出が伸びない原因を「日本市場の閉鎖性」にあ

るとしたため、協議では米国企業の日本市場

参入に障害となる日本の経済構造を変えるこ

とが主な内容となったのである。日米構造協議

は 1989 年 9 月から 5 回の会合を経て、1990 年

（17） 松村文武『体制支持金融の世界』青木書店 1993 年。

（18） 鈴木一畝『日米構造協議の政治過程』ミネルヴァ書房 2013 年。

（19） 「前川リポート全文」参照
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6 月に 終報告が発表された。この協議に基づ

いて実施されたことは、内需と公共投資の拡大

（関西国際空港や東京臨海部の開発など）、規制

緩和（大規模小売店舗規制の緩和など）、輸入

手続きの迅速化、独占禁止法の運用強化、談合

の禁止などである。協議における米国の意図は、

1991 ～ 2000 年の 10 年間で行われる 430 兆円

の公共投資（公共投資基本計画）において、公

共事業へ米企業を参入させることであった。し

かし、当時の海部首相は、本来の協議の狙いと

は別に、これらの措置が日本の国民生活の質の

向上、消費者利益の増進、世界経済との調和に

貢献すると発表した。

　日米円ドル委員会報告書に示され、日米構造

協議において求められた日本の経済構造の大き

な変化は、低成長期における貯蓄過剰が構造化

し、経済規模では世界第 2 位の日本には、必然

的であったとする見解もある。しかし、重要な

のは外圧一般ではなくほぼ米国の要請に応じて

進められたという構造、そして米国の総資本的

要求の背後にある資本蓄積の深刻な停滞である。

6　金融の自由化
　資本蓄積の停滞は、現実資本のみならず、貨

幣資本にも共通する問題であり、これが金融自

由化を促した根本要因であった。過剰貨幣資本

蓄積を背景にして、その投下場所としての金融

市場の拡大が図られたのである（20）。

　日本における金融自由化の促進要因には、自

国の金融資本からの要請と海外資本からの要請

（主として米国資本）がある。まず、日本側の

要因には国債残高とその市場の膨張がある。低

成長期、過剰となった資本による蓄積の停滞に

おいて、国家の財政支出によって個別資本の資

本実現の場が作り出され、その一方、赤字国債

の拡大によって、証券市場における貨幣資本運

用の量的・質的拡大が求められたのである。

　他方、米国資本の意図が反映された面では、

日米の経済摩擦への対処の一環として 1984 年

に設立された「日米円ドル委員会」がある。こ

れには米国の貨幣資本の要求が反映されてお

り、同委員会において日本の金融自由化の基本

的方針が作られた。その内容については既にみ

たので、ここでは、米国が日本に対して金融自

由化を迫る本来的要因について整理しておく。

　レーガノミックスによって拡大した貿易収支

の不均衡是正には円ドル相場の是正が必要との

認識が米国政財界にあった。この主張の背後に

は 「ソロモン・レポート」がある。1983 年、キャ

タピラー・トラクター社のリー・モーガン会長

が、米国の企業が日本の企業に負ける原因はド

ル高円安にあるとして、その是正を求め作成し

たレポートである（「ドル・円の不整合─問題

の所在と解決策」（「ソロモン・レポート」1983

年 9 月 19 日）（21）

　当時、ドルはほとんどの主要通貨に対して切

り上がっており、米国の高金利によるドルの独

歩高との認識が一般的であったが、米国では、

レーガノミックスの否定にも繋がりかねないた

め、ドル高の原因を高金利に求めるのではなく、

米国以外の国に責任を求めたのである。1983

年 11 月に行われた中曾根・レーガン会談では、

米国から、日米間の貿易不均衡の問題や米国議

会の保護主義の動きに対応するため、日本市場

へのアクセス問題、市場開放、円ドル問題、資

本市場の問題、円の国際化の問題等について日

米間で協議・協力していきたいとの意向が示さ

れた。これは、基本的には米国側が議会におけ

る保護主義の台頭を圧力として用いて、日本に

対して米国の商品資本のみならず貨幣資本の実

現市場をも拡大するための「金融開国」を求め

るという構図であった（22）。米国の貨幣資本に

（20） 滝田洋一『日米通貨交渉』日本経済新聞社 2006 年。

（21） このレポートはモー ガン会長がスタンフォード大学エズラ・ソロモン教授及びワシントンのデビッ 
ド・マーチンソン弁護士に依頼して作成された。

（22） 当時の新聞では、1984 年大統領選挙に向けた財界へのアピール、日本側の強い抵抗がある農産物を

避けた次善策として金融問題の選択、米国に優位のある金融分野で日本市場へのアクセスを拡大し

てビジネスチャンスを拡大すること、などが指摘されている。
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おける過剰蓄積が急速に顕在化した背景の一つ

には、レーガノミックスの高金利ドル高に引き

寄せられた各国貨幣資本の流入がある。

　加えて、米国金融資本の相対的地位の低下が

ある。1970 年代、米国の銀行は世界の金融界

のトップを独占していた（1972 年世界の金融機

関資産規模ランキングトップ・スリーはバンク・

オブ・アメリカ、シティ・バンク、チェース・

マンハッタン）。しかしながら、82 年にはチェー

ス・マンハッタンが脱落し、1987 年には米国

の銀行はトップ 20 位内にも入らなくなった。

米銀は 1970 年代からの金融自由化の中で生き

残りをかけて融資を拡大したが、中南米向け融

資、LBO（企業買収）向け融資、不動産向け融

資等の主要戦略が失敗し、多額の不良債権を抱

えるようになった。こうした米銀の資本活動と

その帰結は、 終決済をしていない国際通貨ド

ルを背景にした突出した信用創造によるもので

あった。これに対して、日本の銀行は欧米での

支店開設・現地法人設置、現地の金融機関の買

収等を行い、資本を拡大しつつあった。したがっ

て、米国の銀行が力を有している間に、日本

の金融市場を開放させ、自国の貨幣資本の投下

先を拡大させるというのが米国側の意図であっ

た。

むすびにかえて
　経済摩擦は国際部面における資本の実現をめ

ぐる競争の反映であるが、それは商品資本、生

産資本、貨幣資本における資本形態とその実現

の仕方の違いを反映している。貿易摩擦は商品

資本の各国間の競争であるが、その背後には生

産資本形態での過剰が存在する。

　これに対して、生産資本の過剰が直接に海外

展開として対処される場合、他国への資本進出

の際の投資環境をめぐる経済摩擦、すなわち直

接投資環境における軋轢となる。ただし、この

ような過剰生産資本の直接的衝突は、自国の資

本に合わせた他国の資本活動環境における変更

の強制と資本移動の自由化の国際ルールの形成

をもたらす。とりわけ変動相場制以降、相場変

動が拡大・頻繁化し、投機的資本の増大ととも

に、国際資本移動を容易にする制度改革が進め

られた。このような国際的資本移動の制度的条

件を背景に生産資本や貨幣資本形態での海外展

開が活発化した。

　相場変動が資本の投下部面を拡大し、それが

また相場変動をもたらすという点では、貨幣資

本の架空的投下部面も拡大し、その投下環境を

めぐる対外要求が強まる。すなわち、証券市場

の投資環境や制度変更への圧力となる。貨幣資

本の投下部面の拡大については、米ドルという

戦後の国際通貨体制独自の要因も日米間では大

きい。すなわち、 終決済を行わない米ドルは、

自国通貨の信用創造によって、他国よりも容易

に過剰な貨幣資本が生み出される。つまり貨幣

資本蓄積とその実現性が他の国以上に大きな課

題となっていたのである。

　貨幣資本の過剰蓄積は、80 年代の米国銀行

資本の中南米諸国融資の焦付きをもたらし、そ

の代替として金融市場や証券市場の拡大を促し

た。80 年代以降、貨幣資本の過剰に対応して

金融領域における資本運動領域の規模と種類が

急速に膨張した。この現象は、「金融自由化」「経

済の金融化」「金融の証券化」と呼ばれている。

先進諸国では、戦後の高成長期に資本蓄積部面

として主要とは言えなかった金融の領域に、資

本運動の主要な拡大領域を移さざるを得ない段

階に達したといえる。金融自由化現象の基底に

あるのも資本の過剰蓄積であり、「過剰」を引き

起こしているのは、資本の無限の増殖動機とそ

の実現の矛盾である。金融自由化は、各先進諸

国の資本にとっても、戦後の制度的枠組みを大

きく変えなければならないという共通の政策課

題となった。

　貿易摩擦、経済摩擦、金融の国際化と自由化

は、2 つの点において一体として把握しなけれ

ばならない。1 つは、これらの日米間における

展開が、資本力のみならず国家の力関係を反映

して「解決」されていったことである。純粋な

自由貿易や自由経済なるものは、国家が存在す

る以上、存在し得ない。ただし、現代は米国へ

の権力集中度が圧倒的である。もう 1 つは、こ

れらの展開の経緯が資本形態においては、商品
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資本→生産資本・貨幣資本という変化をとも

なっていた。とりわけ貨幣資本における過剰蓄

積が異常な規模となり、それが市場の投機性と

不安定性を拡大している。この点について、資

本蓄積の程度と生産力水準を反映する国際収支

の発展段階との相応関係もあるが、この問題の

検討については、別に論ずる。


