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はじめに
世界の秩序は混濁の只中にある。いったい世界は何処へ向かうのか。この問い掛けに真摯に
向き合い応えるための鍵と術は，以下にある。すなわち，景気の波に幾度も揉まれつつ覇を競
わんとする世界の秩序の編成の止め処なき変動と，その果てにまみえた実状を凝視し，その範
疇に潜む一連の揺動の機序を，時空の両軸から，演繹と帰納を繰り返して剔抉すること。まさ
――――――――――――――――――――――――
＊
本稿は，計３回に及ぶ「一帯一路」研究会（2018年９月９日，2019年３月24日，2019年９月13日開催）におけ
るカンファレンスでの報告内容を踏まえて紡がれた所産である。報告に際し，藤木剛康（和歌山大学），金澤
孝彰（和歌山大学），遊川和郎（亜細亜大学）の各氏より貴重な御批評を頂戴した。記して謝意を表したい。
※
新潟大学大学院現代社会文化研究科・経済（科）学部
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にこれに尽きる。
だが，この術を手掛けるのは至難の業である。なぜなら，夥しい因果の繁茂が錯雑に満ちた
世界の秩序の流転の中身をこじ開け，数多の因子を捻出しては因果の連鎖を改めて組み直すと
いう，難渋な思索を施さなければならない。さらにそこから熟考を重ね，自賛を以て仕上げた
「構造物」を，
「概念」として措定しては衆目の前に提示し，現実の流れとの照応を気に掛けつつ，
その普遍性と妥当性とについて絶えず検認され続けてゆかなければならないからである。これ
は，不可逆に変容し続ける現実の社会を科学する，すなわち社会の仕組みを解明するうえで，
決して避けては通れない思考作業の工程である。
筆者は，混濁を深めた世界の流転と現状の解析について，上述の術に基づく完遂を目指し，
論究を進めている。すなわち，格差と諍いと景気の騰落との連環に翻弄されながら育まれ，常
軌を逸する速度で頭角を現してきたアメリカという国民国家が，世界大恐慌と２つの壮絶な世
界大戦を経て，イギリスに変わり世界経済の覇を握る。だが，アメリカは次第に軋みを増し，
この隘路を拓くべく，金融自由化の進展と「双子の赤字」の拡大と共に迷走する。アメリカは
経済の混迷から脱却すべく，冷戦の崩壊と共にいわゆるグローバル化の流れを推進するための
新自由主義に基づく施策を主導することになるが，金融・証券取引に係る相場の動きと実体面
の動きとの間の乖離が進み，パックス・アメリカーナの体制は衰微を続ける。リーマンショッ
クを経験し，中国を筆頭とする新興諸国の台頭をも踏まえ，世界の秩序の混濁を招き，「内向
きの世界」の様相を強めている，と。そしてこの一連の流れを，
「行き過ぎたグローバル化の
動きの果てに生じた「ネオブロック」化の進む世界の現れ」と説き，現在はこの「ネオブロック」
化のベクトルがさらに尖鋭化し続けていて，世界の秩序を籠もらせる性質をいっそう強める状
態にあるもの，と捉え，これが現代の世界の秩序の混濁と流浪を生む根幹にある，との論訣を
提示している（大森［2014］
［2017］
［2018］
）
。
上掲の仮説の提示を踏まえ，特に注視されるべき論点は，以下の事柄にある。すなわち，大
森［2014］において展望した，
「アメリカの衰微と中国の台頭」という争覇への連動を視野に入
れた，おもに環太平洋圏における米中経済関係の変動に起因する，「ネオブロック」化の進む
世界のその後に対して，現実の遷移を踏まえ，省察を加えることである。幸いにもこの論点を
鋭く追究された先学がいる。例えば丸川［2017］は，筆者の仮説を批判しつつ，世界経済の「中
心」としての中国のプレゼンスの向上力を高く評価される。そしてこの立場から，「一帯一路」
構想の飽くなき具現を目指し亢進するその後の中国の推移とそこにまみえる世界への主導力・
影響力の度合いについて，瞠目すべき所説を標榜されている。
他方，リーマンショックを経た，2010年代の世界秩序の変動における中国の相対的なプレゼ
ンスの向上性を示す有力な概念として，
「一帯一路」構想の展開というものが注目されて久しい。
中国によるこの構想の具現は，いわゆる中華思想を国内のみならず国外，すなわち世界に対し
積極的に充てがおうとする意味において，
「華夷秩序」の再興へのステップに成り得る可能性
を秘めたものとして，パックス・アメリカーナの衰微とその後の内向く世界の中での秩序の再
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編成や制御にどれほどの影響力がある対象なのか，あるいはさしたる影響力も無いのか，衆目
の関心を集めている。
そこで本論では，丸川［2017］の秀逸な所論への検討を導きの糸として，争覇をめぐり暗中
模索の続く現今の米中間の蠢きにまみえる特性を，「一帯一路」という特殊な概念の質とその
意義を問い詰めてゆきながら，論究する。この論究を通じ，
「ネオブロック」化に浸る世界の
秩序とその後の変性の把握について，自説の彫琢にさらなる磨きを掛けてゆくための足掛かり
としたい。

１．論点の整理と剔抉
１．
１

浮揚する２つの論点

丸川［2017］による立論の摘要は，以下の５点に集約される。
①中国の対米輸出依存の構図が崩れ，日本やアジアへの依存が高まっている。中国は，中所
得国の所得水準であるのに，資本輸出，特に対外直接投資が増えている（アメリカに次ぐ世界
２位：2016年）
。
「委託加工」の減少と「三角貿易」からの形態変化が見られる。また，国際収
支の構造変化が2012年から変わる。すなわち，
「経常収支＋対外直接投資＋対内直接投資≒外
貨準備の増加額」から，
「その他資本収支」が大幅な赤字の構造に代わっている。人民元の対米
ドルレートの下落を予想し企業が借入資金の返済を強めていることと，国民の外貨預金の増加
による投機的取引の拡大，海外旅行の増大による「サービス収支」の大幅な赤字に加え，対外
直接投資も増えた結果，2014年以降，輸入以外のルートで中国から資金が流出している。外貨
準備も急減している。間接投資による資金の還流にも変化がある。中国はスポンサー的役割か
ら離れつつある。米国債保有の減少（１兆3,000億ドル（2011年６月）→１兆856億ドル（2017年
３月）
）も見られ，その保有比率も下げている（32％→20％）。米中経済関係について，「再生ブ
レトンウッズ体制」論も「チャイメリカ」論も「三角貿易」論も有効性を失いつつある１。
②中国は世界経済の「中心」の条件を備えている。
「中心」の定義は，プレビッシュ（
「中心」
＝工業製品を輸出する先進国，
「周辺」＝一次産品を輸出する後発国）に拠る。中国への一次産
品の輸出依存度が高い国が数多く，中国も一次産品の輸入比率を高めている。資本輸出国への
転化という条件もクリアしている。
――――――――――――――――――――――――
１
「再生ブレトンウッズ体制」論についてはDooley, Garber and Folkerts-Landau［2009］を，「チャイメリカ」論に
ついてはFerguson［2008］，Ferguson and Schularick［2009］，Ferguson and Zieglar［2010］や矢吹［2012］を，それ
ぞれ参照すると良い。なお，これらの学説に加え「グローバル・インバランス」論の批判的検討から「三角貿易」
の展開を含む複層性を帯びて変容する，リーマンショックを挟む米中経済関係の実像を立体的に究明したのが，
大森［2014］である。丸川［2017］は，筆者の仮説をも含む上述の学説を押し並べて批判する立場から，このよ
うな主張を示していることに留意されたい。
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③「一帯一路」構想の打ち出しも注目すべきだ。中国主導によるアジアのインフラ投資計画
が叢生する。開発金融機関とAIIB（アジアインフラ投資銀行）も創設される。大森［2014］の
「
「ネオブロック」化の進む世界」という展望は違う。米中双方の環太平洋圏でのブロック経済
化・市場分断にはそれぞれに大きな経済的損失を被る。伊藤［2018］による所説（中国：米の
アジア回帰への対抗，TPPへの対抗策＝「一帯一路」
）も疑問だ。米中両国ともブロックを造る
意志はないし，ブロック形成ほどの影響力は持ち得ない。自由貿易協定に過ぎない点を注視す
べきだ。RCEP（東アジア地域包括的経済連携）とTPP（アジア太平洋経済連携）が仮に成立す
れば，双方に属する日本の企業は，関税免除など自社に有利な条件を適用しFTAを利用する程
度のものだ。EUのような関税同盟とも異なる。RCEPとTPPが関税同盟になる展望も難しい。
「一帯一路」
はインフラ建設プロジェクトの総称に過ぎず，ブロックへの転化は考えにくい。「一
帯一路」はアジア・アフリカにインフラ輸出プロジェクト等で大きな網をかぶせるものだ。各
プロジェクトがホスト国の経済発展に対する貢献度を評価すべきだ。
④中国のイニシアティブに関しては，先進国が設けてきた既存のレジームに挑戦する姿勢を
見せていないし，世界経済のルールを書くつもりもない。既存のレジーム内での役割を高めよ
うとしているだけだ（人民元におけるSDR（特別引出権）への寄与度の増大，IMF出資比率の増
大など）。中国は資金や技術の提供によって新興国の発展を促進したに過ぎない。AIIBもADB
（アジア開発銀行）の補完的役割を演じている。
⑤中国は無理に世界経済のイニシアティブを執ろうとすれば，中国を経済ブロック形成に追
いやる恐れがある。先進国は，世界経済の安定的成長に中国がその経済力の高さに適した貢献
をすることをむしろ歓迎すべきだ。但し中国の急成長が対新興国や新興国間の関係に波紋を投
ずる点が危惧される。対外進出の拡大は，
それに見合った外国の理解の深化を伴う必要がある。
さて，丸川氏の論筋から抽出された５つの主張を俯瞰のうえ簡約すると，２つの論点が浮揚
する。ひとつは，
おもに①に示されている，
「中国経済の機構の変容に伴う対米経済関係の変質」
という論点である。もうひとつは，②から⑤において網羅されている，「世界経済の「中心」を
担いうる中国の主導性とそのゆくえ」に纏わる論点である。では，双方の論点に早速迫ってみ
ることとしよう。
１．
２

米中経済関係の変質をめぐって

まず，前者の論点に関する当座の私見を述べておこう。前者の論点の肝は，米中経済関係の
懸隔に係る密度の希釈をどう理解するか，というものである。この希釈の根拠について，丸川
氏は，米中経済関係を構成する貿易・金融・通貨の各分野における連関をめぐり，以下の主張
を開陳している。すなわち，貿易面では「三角貿易」からの変移があり，中国本土に溜め込ま
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れてきた外貨を元手に資本輸出が進んでいる。ここに中国における対米依存度の薄まりが確認
できる。金融面に関しても，中国本土で保有される外貨準備高が伸び悩み，米国債の購入・保
有比率が減り，アメリカとの濃密な繫がりが薄らいでいる。それゆえ，米中経済関係の濃密さ
を重視する世界観は違う。以上のような主張である。
米中経済関係の懸隔に係る密度が希釈されつつある，という観方そのものについては筆者も
概ね同意するし，その希釈の次第については，各関係指標のその後の推移を検討のうえ，改め
て稿を起こし考察を加える必要があるもの，と筆者は捉えている。
だが，その希釈性の確認を以て既存の諸説の有効性を疑問視するという氏の観方は，些か早
計であろう。確かに，米中双方の貿易依存度や，国際収支の構造に変移が生じた点，中国にお
ける資本輸出の傾向の高まりに関しては，その後の実態の推移を踏まえ，省察の必要がある。
とはいえ，関係性の濃度が薄まったからといって，関係性の中身に捩れや解れ，綻びがあって
も，それは関係性の変質として捉えるべきであって，関係性そのものが遮断・喪失していると
いう訳ではない。
「門戸開放」の方針の創成・実践を礎に相互不可侵の共生関係を築き貫いて
きたアメリカと中国との間の特異な歴史的関係のことを案ずれば，それは尚更のことである２。
筆者は，関係性の希釈とはむしろ関係性の捩れや解れ，綻びを含むその伸縮の動きの一面とし
て現れているもの，と考える。その懸隔の伸縮に根ざした構造的な地殻変動こそが，世界経済
の牽引をめぐる「アメリカの衰微・中国の台頭」という特殊な動きを誘発している，と捉える
べきである。
かつてファリード・ザカリア（Fareed Zakaria）は，ポストアメリカンの世界像を「「西洋」と「非
西洋」とが混交する新世界」と予示した。そして，内に籠もるアメリカの人々や「大きな島国」
と化すアメリカとは非対称の，
もうひとつの壮大な実験国家として大国の途を行くものとして，
中国の台頭を把持する。そのうえで彼は，米中間の歴史的関係を非対称な「実験国家どうしの
類比」という並立の認識に留めてしまってはならない，と説いて物議を醸したが３，まさに，
米中双方に懸隔を現出させてしまう根拠となる「繫がり」そのものの実質を把持することこそ
が重要なのである。喩えて言うならば，それまで「同床異夢」と称されてきた米中間の関係性
に変質が生じ，
「同床」であることを良いことに，「眠れる獅子」の寝返りが次第に激しくなり，
傍らで悠々と鼾をかいていたアメリカの寝心地が日増しに悪くなって肩身の狭さの感触を高め
つつある，と表現され得ることも吝かではない。「同床」に横たわる双方の距離感や，「同床」
から「別床」に至らんとする米中双方の特異な繫がりの変移に係る理路をつぶさに探究するこ
――――――――――――――――――――――――
２
「門戸開放」の方針の創出を挟む米中経済関係の紡ぎの流れについては，大森［2014］第１章および松尾［2017］
を参照されたい。
３
Zakaria［2008］は，アメリカ以後の新世界秩序の様相をこのように示しながらも，秩序の制御に関する力を「軍
事力・経済力・政治力・文化力に係るポートフォリオ」と定義したうえで，アメリカの力の卓越性を高評し，
アメリカが今後は「仲裁者」としての自覚を高め，自らのグローバル化に邁進することこそが大事だ，と提言
していた。ザカリアの論調は総じて啓蒙的な印象批評の域を脱し得ていないが，当時のこの提言は，現今のア
メリカにおける内向きの体質の尖鋭化に関する意義を考察するうえで，傾聴に値するものではある。
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とこそが大事なのである。
ちなみに丸川氏は，景気の波動・変動のプロセスを動因の射程に積極的には取り込んでいな
いプレビッシュ（Paul Prebisch）の理論体系に立脚しているためか，米中間の懸隔の希釈がいつ
頃から生じたのかについて，特に明示されていないが４，筆者はすでにこの変移をもたらさん
とする誘因を指摘していた。すなわち，変移のポイントは，世界の景気の騰落を露呈させる重
要な事象となった，リーマンショックの到来である。貿易方式の変容については，「三角貿易」
の展開が質的な転換の兆しを含む錯綜した動きを示している旨を謳い，2011年に一般貿易が加
工貿易を再逆転したことと，加工貿易の下落ならびにその他貿易の上昇の動きが生じ始めてい
る旨を論断している。また，中国の輸出入に係る外資系企業のうち，米系企業の総数が減少傾
向に入った旨も示していた（大森［2014］pp.56, 173‐174）
。なお筆者は「委託加工」に係る比重
について，分析当時は漸減の傾向にあるものと睨んでいたので，米系企業による中国市場への
シフトは保たれているものと当時判断したが，この点は氏の主張の通り，その後の「委託加工」
の役割の減退が進み，一般貿易への回帰とその他貿易の増大とをその後さらに推した，と見て
良いであろう。
次に，金融および通貨の分野については，それまで劇的に増え続けていた外貨準備高が頭打
ちになっている点は首肯できる。ただし，中国による米国債の保有額と保有比率の減少傾向に
ついては，その兆しを筆者はすでに明示している。その淵源は，中国政府による「資産保有の
分散化」の決定（2006年11月）にある。これを機に，外貨準備の運用について米国債を含む米
ドル建て証券に投資する比率が減少傾向に入り，リーマンショック後はそれが激減していった
のである（大森［2014］pp.201‐207）
。さらに「資産保有の分散化」の決定を機に，人民元の国際
化への取り組みが着実に進み始めていること（大森［2014］pp.199‐200）や，外貨準備の運用手
段の多様化，それに資本輸出への積極性が現れてきている旨も明示している。それは，米系企
業の株式保有の比率が上昇の基調に入っていたことが拙著の掲載データ（大森［2014］pp.104‐
105；表２-13を参照）を基に論断されていることを以て，裏付けられる。この動きは，中国政
府が対米間接投資を高める契機になったまさにその証左である。加えて，中国国家外為管理局
と共にCIC（中国投資有限公司；政府系投資ファンド）の始動により，中国国家外為管理局と
共に外貨準備の多彩な運用が2007年11月から進められてきた。この動きが原点であることを把
――――――――――――――――――――――――
４
プレビッシュの理論体系における景気の波動・変動という概念の位置については，管見の限り下記のように
見受けられる。すなわち，Prebisch［1949］
［1962］
［1963］では，世界経済を織り成す国々を「中心国」と「周辺国」
とに分類したうえで，「周辺国」における交易条件の長期の悪化という現象・仮説を論証するために，双方の
市場の構造の異質性に触れる。そのうえで，好況期には一次産品の増価は工業産品のそれを上回るが，不況期
には前者の減価が後者のそれを上回る，という命題を析出するのに，「好況期」と「不況期」という，局面毎に
類別の条件・場面設定を付すための考察手段として，景気の波動・変動の存在が採り入れられている程度の扱
いである。
なお筆者としては，景気の相の反転を醸す変動過程の機序に上記の命題の前段と後段とを切り結ぶ理路を拓
くことこそが，プレビッシュ理論の現状分析の説明力に関する応用性・有効性のさらなる向上に資するのでは
ないか，と考えている。プレビッシュの理論体系の中身や性質，頑強性と脆弱性については，後述の脚注７に
おいて詳述している。こちらも併せて参照されたい。
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持しておかなければならない（大森［2014］pp. 207‐213）。したがって，こうした資産投資の分
散性をめぐる趨勢の延長線上に丸川氏の謳う一連の構造変化が生じていったもの，と理解して
良いだろう。
米中経済関係の懸隔に係る密度の希釈について現時点における私見は，さしあたり以上の通
りである。この点をめぐる研鑽については，各種指標によるその後の実態の推移に係る精査を
踏まえつつ，改めて稿を起こして実施することとしたい。本論の主眼となるべき論点は，後者
である。

２．世界経済に対する中国の「主導性」を探る
では，後者の論点，すなわち世界経済の「中心」を担いうる中国の主導性とそのゆくえをめ
ぐる論点を追究してゆこう。ここでは，
「一帯一路」構想の具現を狙う中国の，世界経済に対
する主導性の度合いについて，丸川氏の見解が示されている。氏は，現代の中国は一次産品の
輸入比率が向上し，資本輸出国に転じていることを以て，世界経済の「中心」を担いうる条件
をすでに具備している旨を明示している。そのうえで氏は，中国による世界経済に向けた主導
戦略に関して「一帯一路」構想の現出に着目している。氏は，
「一帯一路」構想の体現が，ブロッ
クに転ずるものでも，世界のブロック形成を促すものでもなく，中国がアジア・アフリカ地域
にインフラ投資を行うためのプロジェクト遂行の総称に過ぎないものとみなすべきで，中国が
自らの経済力の高さに応じて世界経済の安定化に貢献するものだ，と評している。そして，中
国が無理に主導力を発揮すれば，世界を経済ブロック形成に追いやる恐れがある，という特段
の留意を付して慎重な展望を示し，中国による対外進出に関しては，それに見合った各国から
の理解を深めることの必要性を説いている。
さて，上掲の丸川氏の立論の筋には，筆者のいわゆる「ネオブロック」化という概念の語釈
をめぐる齟齬が並存しているので，議論を進めるうえでこの齟齬を予め追究しておかなければ
ならないが，この段階では，その論点をいったん袖に置き，記憶に留めることにしておこう。
そのうえで，
「世界経済の安定化に貢献する一助」として氏が高評している「一帯一路」構想の
性質と，その方策を執る中国の世界経済に対する主導性の度合い，それにその方策の遂行に伴
う先進国や新興国，途上国を含む各国・地域への影響の度合いについて，その摂理を追究して
みることにしよう。
２．
１ 「一帯一路」という曖昧な概念の特質
まずは，
「一帯一路」という特殊の概念を定義する所から始めなければならない。しかしな
がら，この定義の施しは実に厄介である。なぜなら，
「一帯一路」とは，経済圏を敷くという
主権国家の戦略構想のことを指しているからである。
「圏」と「構想」という実に曖昧模糊とし
た言葉が同居しているのだから，定義される対象の範囲は各人に応じて無限かつ多彩な様相を
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想起させるものであり，その語義の措定は難儀の極みである。その実践を企図する主体の認識
いかんで，
「一帯一路」の対象となる範囲やその射程は，いかなる分野・次元をも超えて自在
に拡げられ得る，まるでアメーバのような実に柔軟性と浸透性に富む，極めて掴みづらい体と
質とを有している。この点は本論における後述の議論において極めて重要となるものなので、
ここに予示しておく。この予示を噛み締めつつ，通説に当たってみることにしよう。
「一帯一路」とは，中国の中央政府の主導で企図されている，中国全土とその国境を超えた
周辺領域を跨いでは繋ぐ，一大経済圏のことを指す。習近平氏が総書記に就いた（2012年９月）
あと，同氏が国家主席の立場で来賓として招かれた2013年９月に，訪問先のカザフスタンで披
瀝された「シルクロード経済ベルト」の構想と，その翌月にやはり来賓としての訪問先であっ
たインドネシアで披露された「21世紀海上シルクロード」の構想とがその原基だと言われてい
る。前者は陸路，後者は海路を礎とした経済圏の創設の構想を示していて，前者を「一帯」
，
後者を「一路」と呼び，両構想を抱き合わせて「一帯一路」構想と謳い，中国政府はその推進を
目指す旨を言明したのである。
このようにその出自を眺めてくると，
「一帯一路」で構想されている経済圏とは，
「シルクロー
ド」と喩えられたひとつの太い幹線・動線を拵えつつ，そこから国境の有無に拘らず方々の脈
路を微に入り細を穿つように繋ぎ紡がれ構成され続けている一大流通網である，ということが
分かる。さらに立ち入って，その流通網の中身を覗くと，そこには，ヒト・モノ・カネ・サー
ビス・技術・情報といった類いのものが，贈答品や貸借品，さらには商品として取引されつつ
錯雑に行き交う流れが潜んでいる。こうした多岐に及ぶ流通の脈路においては，贈与や交換や
貸借といった品渡しが跋扈しているのは確かである。そしてそこには，需給の動きを踏まえ価
格が付き相場を構成しながら分配されてゆく，多種多彩の商品の錯綜した取引網の性質をも具
えていることは疑いようがない。それと同時に，その網自体がひとつの経済政策のツールとし
て，
「インフラ投資・支援プロジェクトの実践」という旗幟の下に，中国政府のしかも中央政
府の手によってその圏域の拡大・縮小・変形が容易かつ柔軟に制御されうる余地や可能性・蓋
然性を多分に残している。つまり，この壮大な回廊の脈路ひとつひとつに財政機能を落とし込
み，政策型の投融資ならびに再分配・差配の機能と流れとを入り混ぜて，中央政府の恣意・意
向が反映され制御が利くという意味での「権力性」をそこにしなやかに忍ばせることのできる，
特殊の性質をも孕んでいる。
「一帯一路」という概念は，一瞥したくらいでは捉え所の難しい，
多面性を放ち得るなかなかの代物である，と考えられる訳である。
したがって，「一帯一路」という特殊の構想にまみえる靄越しの曖昧な姿からは，捉えよう
によっては，
「シルクロード」を伝い陸路・海路のみならず空路や宇宙空間，サイバー空間を
も縦横無尽に網羅し，あらゆる境目を溶いて，それを主導する「ホスト国」がその網羅される
あらゆる対象に万遍なく経済的に「寄与」せん，さらには「寄与」させんという，一筋縄ではい
かない，実に巧みで魑魅魍魎とした構造体だ，という壮大な認識が生まれてくる。そしてその
豪壮な構造体の局所・断面を凝視してみたとするならば，種々のインフラ投資・輸出・支援プ
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ロジェクトが犇き蠢く，
「「インフラ建設プロジェクトの総称」に過ぎないもの」としての「一
帯一路」が，「世界経済の発展に寄与するもの」で，「各プロジェクトとそのホスト国の貢献度
を評価すべきだ」
，という前述の丸川氏の主張が生ずるのも無理はないし，その体面の限りに
おいて氏の主張は頷けるものではある。
しかしながらそれは，あくまで「一帯一路」という多面性を放つ回廊の構想が醸す一面の理
解でしかない。
「一帯一路」という看板，もしくは標語，もしくは暖簾，もしくは喧伝の下に
描かれる網や網の目，さらにその総体としての経済圏のイメージは，上掲の多彩な性質が絡み，
品渡しの「自由」と，
品の分配に上述の意味での権力性を容易かつ柔軟に染み込ませ得る「自在」
とが混交していて，その態様が醸され映し出される，いわば乱反射しながら本性を攪乱させる
マジックミラーのような鏡像である，と言明できよう。
「一帯一路」という，曖昧で雲を掴む
ような概念が具備する多面性・多彩性・多層性は，その概念をより入念にかつより鮮明に把握
するうえで，決して見過ごされてはならないものなのである。
２．
２ 「一帯一路」が醸す多面性・多彩性・多層性
「一帯一路」という曖昧な概念が内包する多面性・多彩性・多層性に切り込んだ探究につい
ては，
伊藤［2015］
［2018］による論究とそれらに基づく把握が興味深い。伊藤［2015］では，
「一
帯一路」の複雑な面相をまず複眼的に掴む。すなわち，中国政府，とりわけ中央政府を司る指
導部の手による「グランドデザイン」の側面と，やはり中央政府の手に基づいた，そこで展開
される各種インフラ投資プロジェクトの「寄せ集め」としての側面とである。二面性を醸す，
中国の中央政府の手による「一帯一路」の着想の背景について，氏は３つの特徴を示している。
すなわち，
①「景気対策と成長戦略」という経済面での強化，②「周辺外交」という政治面の強化，
③前述の①②を踏まえた対外戦略の積極化，である。そのうえで，前掲の特徴を持つ「一帯一
路」の構想の具現に対する２つの批判点，すなわち①「採算性の低さ」と②「中国国内での重点
投資の惹起に伴う重複投資の再来への警戒」
を紹介している。以上の事柄を踏まえ，
「一帯一路」
構想の複雑さについて，インフラ支援を軸に内政と外交とを抱合して中国の対外影響力を拡大
させるという政治性と，投資過剰と外貨準備という「２つの過剰」の解消および中国系企業の
国際展開を支援するという経済性とが混交していることに拠るもの，と論断される。そして，
「一
帯一路」というものの概念構成の骨格について，中国政府と国有企業が牽引する国家資本主義
の性質，いわばトップダウンの性質に加え，地方政府や民営企業が参画するプロジェクトとい
うボトムラインの性格とが同居していて，ボトムラインの各プロジェクトの実践が地方政府間
の開発競争という中国国内に特有の政争を無碍に周辺領域に拡げてしまう可能性をも潜めてい
るものだ，と定義されている。
そこからさらに追究が進んだ伊藤［2018］では，
「中国・新興国ネクサス」というセミ・オー
プンマクロの相関性に基づく視座を構えつつ，
「一帯一路」という概念を注視する。「一帯一路」
という概念について，まず，
「政策の始動による因果関係の特定が困難」であり，その対象範
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囲の厳密な特定が困難である点を自覚することの必要性を説く。そこから先学の論点整理を踏
まえ，「一帯一路」の概念把握に関する研究群が３つ（①「一帯一路」と既存の政策との間の連
続性，②政策の実行にあたってのリスクとチャンスの解析，③多義性を孕む目的のうち究極の
目的の在処の探究）に収斂しつつあることを示している。そのうえで「一帯一路」構想につい
いて，⒜内政（国内の経済開発・安定の推進）
，⒝外交（関係国への影響力の強化），⒞経済（国
内の「２つの過剰」の解消と中国系企業の国際展開の支援）
，⒟短期経済政策（成長率の減速へ
の対応）
，⒠長期経済政策（外貨準備の他資産への転換）の諸相が包括された，中央政府主導の
「グランドデザイン」でもあるが，個別の具体的なプロジェクトの「寄せ集め」でもある，とい
う独特の全体像を明示している。
以上の総括を踏まえて伊藤氏は，
「一帯一路」が，中国国内や周辺国に対する経済的な影響
に斑を帯びる「濃淡ある進展」を示し，かつ「インフラ一辺倒からの多角化の模索」が示され得
る変貌を遂げている，と謳っている。加えて，中国と周辺国（新興国・途上国）との関係性を
深める動きと対立させる動きとの顕在化がもたらされる可能性を展望している。そして「一帯
一路」が，いわば保護主義に沈むアメリカの中国に対するイメージの変化や，「既存のグロー
バリゼーション」と「中国発のグローバリゼーション」との差異に対する認識への注目を喚起
して，特に後者の実践の展開への注視を謳う。そこから，その着想の出来に係る理念や背景，
さらに「一帯一路」の着想に至る当初の前提条件（潤沢な外貨準備とアメリカのアジア回帰）か
らの変化にも注意を寄せなければならないと述べ５，実に的確な問題提起を明示している。
伊藤氏による「一帯一路」構想の概念把握に係るメルクマールは，
「一帯一路」を織り成す網
そのものに隈無く染み込んでいる，中国特有の政治性と経済性との密な絡みとは何かというこ
とを，より具体的に引き出し，いわば靄越しの姿から一段と解像度を高めた姿を示している点
にある。氏の所説を踏まえれば，
「一帯一路」のイメージを構成する縦横無尽の網と網の目は，
そもそもは中国の中央政府によって企図される，トップダウン型の巨大規模のインフラ投資・
支援プロジェクトに基づいて構成された一連の流通網だ，ということになる。なおかつ，その
網と網の目というのは，各プロジェっクトの遂行の命を受けた末端の地方政府どうしの間の諍
いを誘い得る性質のものであり，その政策効果も地域やプロジェクトによってまちまちである
という，上意下達の利いた堅牢な官僚型組織の階層性・権力性をも滲ませつつ紡がれている代
物だ，ということである。
つまり，
「一帯一路」という像を一瞥すると，「中央政府の企図した「グランドデザイン」
」と
も，
「インフラ投資・支援プロジェクトの寄せ集め」とも映り得てしまい，さらには「インフラ
一辺倒からの多角化」の趨勢に伴う「濃淡ある進展」をも映してしまう，「一帯一路」の多面性・
多彩性・多層性を併せ持った特質が，中国政府のしかも中央政府の発起による内政・周辺外交・
――――――――――――――――――――――――
５
伊藤氏によるこの点の記述は，先に丸川［2017］で示されていた同氏への批判点（丸川［2017］p. 49. なお前
述した本論の１．１についても併せて参照されたい）を踏まえ，同氏が何等かの示唆を受けて施した言及では
ないか，と推察される。
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経済成長の各戦略性を網羅する，いわば権力性を帯びた網と網の目で紡がれた経済圏を織り成
しているもの，と一段と整序された形で捉えられている。伊藤氏によるこの把握は，実状を凝
視しその遷移に忠実に沿いつつその本質の理解に迫らんとする，実に理に適った指摘であるも
のと言えよう。
もっとも，伊藤氏による「一帯一路」構想をめぐる概念の秀抜な把握を以てしてもなお，考
究すべき重要な論点が残されている。それは，中国の中央政府の主導に伴う複数のインフラ投
資・輸出・開発・支援プロジェクトの実践を通じ編成されてゆく，ヒト・モノ・カネ・サービ
ス・技術・情報の流通網ひとつひとつに，財産や所有，利用や貸借，元利請求に係る種々の権
利の発生・保有・行使，それに規格の供与をめぐっての，階層性や権力性を帯びた「力学」が
佇んでいることを，世界の法政・経済に係る秩序の編成や変移のメカニズムの内にどう位置付
けてどう明らかにするか，という点である。伊藤氏は，
「一帯一路」の多面性・多彩性・多層
性について，上述の⒜～⒠の諸相を十把一絡げに包括した，「グランドデザイン」でもあり「イ
ンフラ投資・支援プロジェクトの寄せ集め」でもあることを明示したが．問題点はその認識の
先に存在している。すなわち，これらの要素を構成している機序そのものを炙り出さなければ
ならないのである。
２．
３ 「一帯一路」という特殊な概念の措定
以上の有力かつ秀逸な先学の所説に対する検討を踏まえて浮揚してきた，「一帯一路」とい
う独特な立体像への認識について，先行諸説の摘要とその俯瞰の射程，利点と難点とを改めて
整理したうえで，筆者による自説の位置を明確にしておこう。
まず，先行諸説による「一帯一路」観については，概ね下記の５点に集約される。
①「ラベル」論

：
【利点】
「看板」
「総称」
「喧伝（呼びかけ）
」
「暖簾」としての把
持を重視している。理念・思想・政策手段・戦略・思惑・
商取引などあらゆる要素の集積・包摂による意義付け
が容易に可能となっている。
【難点】放り込まれ包摂された各要素の「一帯一路」との関係性
の有無・濃淡が不分明のままとなっている。

②「プラットフォーム」論 ：
【利点】事業機会と流通網に関する外延的・内包的な拡張・浸
透の傾向と流通自体の円滑性を重視している。特に，
供給網（サプライチェーン）での各種取引をめぐるマッ
チングの「場」としての秩序の水平性の効能を重視して
いる。
【難点】
「場」を取り仕切る「胴元」の出自や意義付けが欠落し
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ている。
③「（域内）自由貿易」論

：
【利点】交易の自由度の高みが国民経済の成長率の上昇に資す
る点を重視している。また，
「関税同盟」との近似を睨む。
【難点】交易取引の実践の内に生ずる，
「非対称性」の背後に根
ざす「権力性（売買や仲介，債券債務の弁済をめぐる主
体間の力学的関係）
」の探究が欠如している。また，秩
序の外囲とその性質に対する注視が欠けている。

④「寄せ集め」論

：
【利点】
「インフラ投資（政策型投融資）」の存在と特性に着目し，
そのプロジェクトならびにその遂行に伴い派生・拡張
する交易の流れと，その流路に潜む特殊な権力性の滲
みを把握している。
【難点】政策型投融資の遂行を介し，
「一帯一路」の射程に置か
れた秩序の統御あるいは制御をめぐる階層関係の明示
に向けた解析の踏み込みが必要とされる。

⑤「イニシアティブ」論

：
【利点】流通網や包囲秩序を，その管掌が可能な国家の対外政
策の一手段と捉える。特に秩序の統御あるいは制御に
対し，
「中心 ― 周辺（沿線）
」性を醸す国家間の作用・
反作用関係の伏在・胎動を把握している。
【難点】
「主導」する主体の中身と「主導力」の水準を裏付ける
機構の明示が必要とされる。「一帯一路」に係る秩序の
主導がその主導を被る各国・地域のマクロ経済に与え
た影響度の確定作業も必要である。

上記の整序を縦覧すると，注視すべき事柄が浮揚する。それは，上記①～⑤の各指標は，①
に近づけば近づくほど，より水平性の観点を重視する秩序観に傾き，⑤に近づけば近づくほど，
より垂直性の観点を重んずる秩序観に傾く，という理路である。
上掲の整序を介し，
「一帯一路」に関する先学の秩序観を改めて捉え返してみよう。管見の
限り，市井では啓蒙論の類いも含めて，米中間の利害対立・政争・争覇を促す「引き金」とし
て直截に⑤を謳う突飛な論調か，損得勘定をめぐる感得と直に絡む経済合理性の希求に基づく
事業・利得機会の利便性を直視した，①～③に及ぶ論調が跋扈しているように見受けられる。
興味をそそる直近の学術的研究においても，例えば王［2017］は，
「一帯一路」を実態や機序で
はなく協力を発展させるための「理念」かつ「提唱」であるものと捉え，①の視座を強調してい
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るし，Miller［2017］の論調は，中国の「インフラ外交」を柱とする対外戦略の方策の側面から
捉え，⑤に囚われた「一帯一路」観を示している。穆・除・岡本編著［2018］は，経済政策論な
いし政策評価論としての「一帯一路」観について，上記⑤の性質を射程に入れながらも，②の
視座に特化させようとする実像解析・把握を試みている６。政治経済学の視角から「一帯一路」
の把握を試みた平川・真家・町田・石川編著［2019］は，③の様相の陰に潜む④⑤を醸す構造を，
沿線諸国・地域との駆け引きを含む実態面から探り出そうとしている。川島・遠藤・高原・松
田編［2019］は国際関係論の視座から，中国の対外戦略の統治構想の展開に伴い映し出される
世界の秩序観を把持することを目指し，その手掛かりとして，おもに④⑤の側面を重視しなが
ら，
「一帯一路」の意義を果敢に位置付けようとしている。
「一帯一路」が醸す多彩な局面の一部から掘り下げて秩序の特性の把握を試みるこれらの先
学に対し，実態に潜む機序の剔抉に鋭く迫らんとする，前述の丸川氏の論調であれば上記①に
触れつつ③ないし⑤の指標を見据えた秩序観であると言えるし，伊藤氏の論調であれば，上記
②③④を踏まえ⑤をどう位置付けるか，といった秩序観を示しているものと論定できるのでは
ないだろうか。
これらの先見に対し，筆者の「一帯一路」観は，上記①～⑤のメルクマールを網羅し，
「水平」
と「垂直」との双方のベクトルをも網羅した，陰影の醸成をも含むしなやかな構造体としての
「立体像」を想起させる特殊な「囲い」
，というものである。さらに突き詰めて言えば，「一帯一
路」という特殊な概念は，
「閉鎖 ― 自由 ― 放恣」といった自由度の濃淡を表す水平ベクトル
の変移と，「管掌（介入）― 中立 ― 非管掌（不介入）
」という階層性を帯びた自在度の濃淡を
表す垂直ベクトルの変移とが，梁と柱のように交錯した，外延・内包の双方の拡張・収縮を表
現し得る
「自由自在」
な柔軟性を具えた，
立体的な仮象であることが伺える。そして各々の拡張・
収縮や濃淡を柔軟に制御するための筋が佇み，その筋には上意下達の権力性を忍ばせ得るもの
であるが，その行使に基づく権能と効能との狭間には一定程度の「遊び」もしくは「齟齬」をも
含有する，頑強とも脆弱とも極言できない代物なのである。水平ベクトルと垂直ベクトルとの
しなやかな操作性を通じて，文字通り縦横無尽にかつ自由自在に秩序を制御できる機序を具備
できているからこそ，多面性・多彩性・多層性を適宜映し出す，
「鏡像」としての「一帯一路」
の対象認識もまた生じてしまい，そのような性質の各側面がそれぞれクローズアップされてし
まいがちになる，という訳である。なおかつ「一帯一路」は，中国政府の「戦略構想」の次元と
その「具現効果」の次元とが錯雑に絡む特異な仮象である以上，
「構想」と「具現」との間に対
象認識における懸隔が常に潜み，その懸隔に孕む「齟齬」をも根付かせてしまう機序の特性に
関しても用心深く把握に努めないと，概念のより精確な措定には迫れないことに留意しておか
なければならない。こうした厄介なふたつの「齟齬」が折り重なって粘着する限り「蓋然性」の
――――――――――――――――――――――――
６
同書を貫くこのような秩序観の特性が際立って説得的に明示されている論究として，同書の第７章「海上シ
ルクロード ―「海運強国」は実現可能か？」（朱永浩氏筆），および終章「政策評価 ―「一帯一路」はプラット
フォームになりえるのか？」（岡本信広氏筆）を参照されたい。

90

新潟大学

経

済

論

集

第109号

2020－Ⅰ

靄を完膚無きままに晴らすことはできず，所定の前提条件・比較条件を伴う定量的な自己回帰
分析による政策効果の度合いの抽出に傾くだけでは，「一帯一路」の特質やその社会的影響を
精確に掬い上げて括り出すことは難儀の極みなのである。
したがって，
「一帯一路」観に係る上述のような自説の境地に立つと，「一帯一路」という大
風呂敷の内に浮かぶ柔軟性を帯びた経済圏のイメージないし写像を編成している，数多の取引・
流通網のひとつひとつに染み込まれた，上掲の政治性・経済性を醸す利害の交錯，階層性，権
力性といった特質とは何か。さらには，そうした一連の特質を具える網と網の目を数多拵えて
グローバルな世界市場を覆い囲っていこうとする，
「ホスト国」中国による「多角化」の政策的・
戦略的な主導性の水準・程度・効力とその中身とはいったいどういうものなのか。これらの疑
問点を抱えつつ，
「一帯一路」という存在そのものから滲み出す「力学」の論点に照準を合わせ．
節を改めてさらに洞察を続けてみることにしよう。

３．
「一帯一路」に佇む「力学」…景気と覇権との揺動の中で
では，上掲の「一帯一路」の措定に基づき，そこに佇む「力学」の論点，すなわち，世界の秩
序を再編・制御のうえ変性を促す有力かつ計略的な手段・方策たり得るものであるかどうか，
という視角から，
「一帯一路」という特殊な概念の意義を探ってみよう。
これまでの論究から炙り出されてきたように，「一帯一路」の構想に基づくもしくはそれに
関係付けられるものとされてしまう各種インフラ投資・輸出・開発・支援プロジェクト，なら
びにそうしたプロジェクトの着手から方々に波及する関連プロジェクトの実践は，政治性と経
済性とを帯びた上意下達の意を含みうる，夥しい数の流通網の際限なき拡充を絶えず促し得る
ものである。その特質ゆえに，いわゆるグローバル化の進み過ぎた世界の秩序の変容過程にお
いて，中国の存在感のさらなる向上に「一帯一路」の影響がどう絡むかに衆目の関心が集まる
のは，至極当然のことである。この論点を追究してみよう。
３．
１ 「囲い」の質の違いを睨む
中国が世界の秩序の制御や再編に対する主導的な影響力を高め得るかどうかを考究するうえ
で重要となるのは，そのことがそれまでそうした影響力を行使し続けてきたアメリカの動向と
どう連関しているのか，という視座を構えることである。世界の法政・経済に係る秩序は，景
気の騰落に拠る市況の浮沈という変相に根ざしつつ翻弄されてきた，覇権の体制をめぐる遷移
の中で揺れ動いている。冷戦が終わり，アメリカの主導による，いわゆるグローバル化の推進
を目指す策動に伴い，資本主義的な市場原理を重んじた考え方が地球を覆う。そして，ヒト・
モノ・カネ・サービス・技術・情報が商品として瞬時かつ縦横無尽に取引・転売買が成される
グローバルな市場の包摂下で，規格や規範の標準を供与できる優位性の確保を目指し，覇を競
う国々や企業，組織，個々人と，その皺寄せに乗ったり反ったりしながら悩み抗う国・地域・
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企業・集団・個々人との揉み合いの渦中において，世界の秩序は次第に内向きのベクトルを強
めてきた。本論の冒頭にも記したように，この趨勢を筆者は「内向きの世界」すなわち「
「ネオ
ブロック」化の進む世界」と呼び，現在に至るまでその傾向は尖鋭化の動きを示し続けている，
と筆者は把握している。パックス・アメリカーナの状勢が衰微を続け，アメリカが世界の秩序
の制御に辟易する中で，中国の存在感の向上とその展望，さらにはその有効な手段として，
「一
帯一路」なるものはどのように評価され得るのであろうか。
本論の１．
１に明示された，丸川［2017］の論旨に再び戻り確認してみよう。丸川氏は，この
点について，中国のプレゼンスの向上性を高評している。氏は中国による経済覇権への向上に
ついて，GDPの規模と貿易規模に関してはアメリカと肩を並べつつあり，その凌駕も時間の問
題であることを強調している。そして，経済圏を方々で拵え囲う動きが頻出し重なり合うとい
うベクトルに根ざす，筆者の言う「内向きの世界」が深まることについては，利益の逸失を導
くような世界市場の分断という動き，すなわち氏の謳う所の「ブロック」化への動きというも
のではなく，自由貿易圏の拡充・利用に伴う当該諸国の利益と便宜とのさらなる追求に向けた
模索を図る程度のものであり，中国はブロック圏を造る意志もない，という観方を示している。
その観方の下で，
「一帯一路」構想の台頭には傾注すべきだ，とも記している。
加えて丸川氏は，世界戦略において覇を競わんとする中国の姿勢や自覚の程度について，い
たって慎重かつ周到な観方を示している。氏は，中国は世界の「中進国」から「中心国」への階
段を登っている最中であり，中国が即座に覇を制すとまではいかない，と主張するのである。
既述のように，氏の経済覇権論ないし覇権変動論は，おもにプレビッシュの理論体系に依拠し
たものである。それは，貿易の自由度の進展を介して，関係各国の産品供給に係る産業構造と
対外交易の条件・役割とに階層性と分業性とを帯びた，
「中心」と「周辺」の出来という，所定
の秩序の枠内での変容が生ずる旨の論理を示すものである。そしてその変容の渦中において，
途上国が中心国へ，中心国が中進国へ，中進国が途上国へと次第に移り変わるという，実に豪
壮かつ錯雑な動学のメカニズムをも示すものである７。
――――――――――――――――――――――――
７
プレビッシュの理論の体系性をめぐる解釈やその有効性の賛否をめぐる評価については，これまでに後学に
よる数多の論究・検証が蓄積されてきているが，さしあたって筆者自身の解釈・認識を示しておこう。
プレビッシュの理論体系の骨子は，おもにPrebisch［1947］［1949］［1959］［1962］［1963］の表記内容に根ざ
して確認することができる。プレビッシュに拠れば，いわゆるケインズ理論に基づく政策効果は，工業製品の
生産・輸出を主とする先進国（先進工業国＝工業製品供給国＝中心国）と一次産品の生産・輸出を主とする低
開発国（一次産品供給国＝周辺国）とでは，経済発展の進行の度合いが異なるため，先進国にしか有効でなく，
低開発国は固有の構造的要因（対外的制約と国内的制約）を除くことが必須である。技術の進歩・普及が先進
国と低開発国とでは均等ではないがゆえに，世界は中心国と周辺国とに分化され，所得成長率に乖離（格差）
が発生する。技術発展の普及は周辺国の一次産品の輸出部門のみならず農業部門にも波及するので，双方の部
門において生産性の向上効果に差異が生ずる。それゆえ，双方の部門に雇用による人材の吸収力にも差が生じ，
周辺国では一次産品の減価と賃金の下落とが起こる。技術の進歩による果実の供給が先進国の工業部門の生産
性の向上を通じて支えられないと，周辺国から中心国への所得移転が進み，両国の溝は拡がる。中心国による
一次産品の輸入需要の所得弾力性が，周辺国による工業製品の輸入需要の所得弾力性に比して低いので，中心
国による農業部門の保護政策の遂行は，その溝を一層拡げ，周辺国の交易条件の悪化の長期性を促す。低開発
国における物価騰貴の事象も，低開発国に固有の構造的問題に手を入れない限りは解決しない。中心国と周辺
国との格差を埋めるための具体策としては，周辺国ないし低開発国に固有の対外的制約と国内的制約を解くこ
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丸川氏は，かつて「南北問題」の発生原因とその対処をめぐる追究に鮮烈な光を投げ掛けた
プレビッシュ理論を，現代の中国と周辺諸国との経済関係の再編の蠢きに対する説明に有効性
を持つものと見て，その活用を果敢に試みている。氏によって敷衍されたこの考え方に基づけ
ば，景気の騰落のうねりという変動因子は特に考慮には入れない前提で，貿易の状勢ないし体
制の自由度の高さが当該国の世界秩序におけるプレゼンスの変位に繫がり得るものとみなされ
る。この摂理に基づけば，中国は自由貿易圏の構想・体現およびその活用に固執し国益のさら
なる膨らみを目指し歩みを進めているものに過ぎない，そして，自由貿易圏の創出・拡充・活
用に係る一助の一例として「一帯一路」という概念にも目を配る必要がある，という氏の論訣
も理解はできる。実際にこの仮説を裏付けるべく，丸川［2018a］では，
「中国・新興国ネクサ
ス」という，あるいみ仕切られたセミ・オープンマクロの射程において，中国の周辺諸国に対
する貿易面での変移・変位とその経済的な影響力，とりわけ産業・貿易構造の変質に対する影
響力の程度を，より有効な設定と思しき回帰モデルを選び用いて数理的に解析し，その影響力
の在処を明示している８。丸川氏の考え方に基づけば，「一帯一路」の構想・体現に絡む新興諸
国における主導国ないしは「ホスト国」としての中国の存在感は高みを増し続けていて，アメ
リカにも肉薄し睨みを利かせ得る位置に登り詰めてきてはいるものの，覇を制すことに関して
は，喩えて言うならば，
「急いては事を仕損ずる」として鷹揚に構えている実状にある，といっ
た旨の氏の認識が生じてくるのも頷ける。
だが，丸川氏によるこの聡明な認識に対しては，さらなる鍬を入れる必要がある。まずは，
ブロック論に対する氏の理解との齟齬を解す所から始めてみよう。
３．
２ 「ブロック」と「ネオブロック」との違い
「内向きの世界」の尖鋭という趨勢を醸す昨今の事象の核心を成しているのは，アメリカや
中国を始め，各国が政治・経済の分野を網羅しながら国益の確保・保守とその可能な限りの拡
大とを求めて「囲い」を張らんとする，錯綜とした蠢きにあった。20世紀前半にとみに現れた
いわゆる「ブロック化の時代」のブロック圏とは，世界を制御し得る舞台に上がろうとする，
――――――――――――――――――――――――
とが肝要である。すなわち，輸入代替工業の育成に努め，保護政策を執り，周辺国どうしの間の経済協力や経
済統合の推進，国際協力を通じて，格差を伴わない真の意味での互恵を実現することである。
以上のように，プレビッシュの理論体系は，原理と政策との両論を抱合した，実に豪壮な動学的機序を具備
しているが，その理路に不備や疑問が湧出することもまた然りである。例えば，中心国と先進国と先進工業国
とを同一視できるのか，周辺国と低開発国と一次産品供給国とを同列に結べるのか，周辺国間の階層的な分化
にどう説明を付けるのか，中心国－周辺国の分化論と部門間不均衡の拡幅とを直截に等質のものとみなしてよ
いのか，など枚挙に暇がない。特に現代のいわゆる先進国間の格差の発生・拡幅や新興国－途上国間，新興国
間，途上国間のそれぞれの格差の発生・拡幅がとみに顕現している策雑な世界情勢の下にあっては，プレビッ
シュ理論の応用や拡張・敷衍による説明力をさらに高めるべく，その理論体系のさらなる抽象・洗練に基づく
一層の整序に努めてゆかなければならない。筆者は以上のように考えている。
８
丸川［2018a］は，中国からの輸入の増大が各国・地域の製造業の成長に有意なマイナス効果を与え，なおか
つその輸入増大が10％を超える国・地域では，中国からの輸入比率が１％上昇すれば，当該国の翌年の成長率
は0.028％ポイント下がることを示し，この状況が続けば，中国への一次産品の輸出依存を強める国や地域は，
「天然資源の呪い」説を彷彿させる，「中心国」ではなく「中進国」としての自認を強める中国との新たな「南北
問題」を惹起しかねない，との興味深い展望を示している。
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もしくは舞台に残ろうとするために，さらには度重なる景気の激烈な騰落から自国の経済力の
損耗をできるだけ抑えようとするために，
「国防」の観念を強めつつ，当時の新興諸国が各自
の植民地政策の強化や他国・地域の経済秩序への干渉・管掌を目論んだ施策を駆使しながら経
済圏を紡ぎ外延させてきた，その動態の所産であり，かつその帰結としての現象形態である。
さらに言えば，この経済圏は，国威の発揚を端緒とする，投資・生産・貿易・金融の連環を富
国策として喚起せては国益の蓄積を執拗に求め，中産階級を育みつつ国力の増強・膨張を企図
する，各国民国家の政策的手段の所産であった。
「ブロック化」ないし「ブロック経済」とは，
各国民国家によるそうした政策的手段の所産が犇き合い軋みを増しながら，当時の世界市場を
分割に導いた現象形態を指す言葉だったのである。
大森［2014］でも規定し大森［2016］でも念押ししていたように，ブロック時代の「ブロック」
とネオブロック時代の「ブロック」とは，世界市場の分断という位相を醸す「囲い」の質が根本
的に異なっていることに留意しなければならない。つまり，
「囲い」と「分断」という，いずれ
も内向きの現象を指す言葉に潜む同質性を予め認識したうえで，各々の現象に潜む質の違いを
凝視しなければならないのである。
双方の時代にそれぞれ姿を現した「ブロック」の同質性・共通性を見定めるポイントは，所
定の圏内・域内における種々の行動主体の放恣が担保された経済圏であるという，「囲い」の
創出およびその管掌，それらに基づく国益の確保のためのその国策的な活用がどのような性質
を帯びるものなのか，という点にある。そうした圏内・域内において担保された放恣の態様を，
「自由」という言葉で充てがってみても良い。その意味において，拵えられた経済圏は，地域
経済圏の様相を示し得るものでもあり，自由経済圏の様相を示し得るものでもある。翻って異
質性のポイントは，経済圏という「囲い」の質，すなわち，
「囲い」の淵を構成する「外囲」に
まみえる封鎖性の厚みの濃淡にある。
「囲い」が張られる際にそれが「誰の手」によって張られ
るのか，という所に考えを及ばせてみたとき，｢囲い｣の範疇に恣意が利き得るのは普遍のこと
で，そこに封鎖性が粘着するのもまた普遍のことである。むしろ，拵えられた経済圏に自ずと
まみえる放恣と恣意と封鎖性の厚みとが時代を経て異なった性質を帯びている，という点に舏
目して，双方の違いを剔抉しなければならないのである。
20世紀の前半の頃の「ブロック」は，拵えられた経済圏の外延と交錯とが，相手先の国々や
地域の主権や領有権，施政権の管掌および掠奪・占有にまで踏み込んだ，列強諸国による世
界市場の分割を招いたものであった。21世紀にまみえた「ブロック」の生起は，市場による取
引の自由度を行き着くところまで限り無く拡充・深化させんとする国策の高揚が種々のプレイ
ヤーの放恣を招くも，それが市場価格の騰落の動きを用いた差益の摂取を常に睨む過剰な転売
買や投機を続発させ，景気の度重なる騰落を生み挟みながらも均質な分配を思うようにもたら
し得ていないことに由来する。この新しい「ブロック」は，公利を極限まで追求するために曲
私の一プレイヤーと準えるまでに収斂し矮小化した存在とみなされてしまっている，一国家の
中央政府による，
「自国益」と「公益」と「私益」とがほぼ似通って認識されてしまうような「益」，
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すなわち「自益」の確保のための国策上の有力な一手段と化してしまっているもので，そうし
た策略を忍ばせた数多の国家の手が混入する，犇きに満ちた集合現象として世界の秩序が構成
されてきている，
と言うべき代物なのである。それは，20世紀の前半にまみえた，世界市場の「分
割」の再出をあからさまに招くものではない。しかしながらそれは，各国政府が曲私の念を極
限まで強めた自国益の確保･堅守とその累増という目算に根ざす政策的手段のカードをより多
く入手し保持しておきたいがゆえの，ツールとしての「囲い」の濫発・濫立から派生している
ものである。強いて言うならば，宇宙空間や仮想空間をも含む時空を網羅した世界市場の際限
無き拡張の敏速な動きに寄せて，そこになんとか網を掛けては「囲い」を張らんとすることを
通じた，あたかも戦略的な「分断」と認識されてしまいがちな面相が，いわばエッチング技法
によって無地の版面を掻き刻むように，淵を分ける溝とその線形を日増しにくっきりさせてき
ている，というようなものである。
丸川氏は，20世紀の時代の「ブロック」と21世紀の時代の新しい「ブロック」との違いについ
て，特に後者が単なる自由貿易圏に過ぎず関税同盟の性質を具えるに至らないことを理由に，
現今の中国は「ブロック圏を造る意志がない」と論断されているが９，そう単純に理解されて
しまってはならない。まず，上述した，経済圏という概念をめぐる質の異同について考えを及
ばせてみれば，経済圏という特殊な秩序を構成する数多の取引の網と網の目に当該国の中央政
府の息吹や触手が陰に陽に染み渡った，政策型投融資の放縦を起点とする「囲い」であり，な
おかつその「囲い」が自国益の確保・保守・拡張に根ざすものである，という所に双方の同質
性・共通性を見出しておかなければならない。そして，ヒト･モノ・カネ・技術・情報の取引
や移動が瞬時にかつ縦横無尽に地球上を飛び交う，放恣と放縦の動態が無限の深化を続ける渦
中にあって，各人や企業・組織が私益を極限まで追求しようとせめぎ合いを強める状況下にお
いて，
私益と公益と自国益とが限り無く近似した「益」，すなわち「自益」の確保のために「囲い」
を政策手段として張らんとしている，という所に双方の違いを見出さなければならないのであ
る。
したがって，
市場の「分断」という現象についても，双方の時代でその意味や質が異なるのは，
至極当然のことである。市場の「分断」をめぐる認識の相違は，
「囲い」の質に応じて現れる外
囲の封鎖性の濃淡の相違に由来する。つまり，
前者の時代は，市場の「分断」すなわち市場の「分
割」をもたらし，そこに群雄が割拠しては鍔迫り合いを強めるものとしての，経済圏の交錯の
帰結であった。そして，経済圏という概念に対する上掲の同質性と異質性とに対する認識を押
さえたうえで，異なる歴史的条件・環境の下で「囲い」を張るということの意味が異なってい
るという所に傾注し，かつてのブロック化の時代とは違う，また，その当時のブロック圏とも
違う，行き過ぎたグローバル化の動きの渦中で隆起しては尖鋭化する．新たな性質を帯びたブ
ロック圏の止む無き濫立というベクトルの内に，現在の経済圏の意義を確立しておかなければ
――――――――――――――――――――――――
９
丸川氏によるこの旨の具体的な論及については，丸川［2017］p.49を参照されたい。
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ならないのである。
経済圏という「囲い」とはすなわち「自由貿易圏」である，と双方を同義に結ぼうにも，双方
の関係には必要十分条件を満たし得てはいない。何故なら，経済圏の一断面に自由貿易圏や地
域経済圏という形態がまみえることは首肯できても，自由貿易圏とはすなわち地域経済圏であ
るということについて，そして，地域経済圏や自由貿易圏こそが経済圏であるということにつ
いては，必ずしも断定できないからである。経済圏という「囲い」の淵すなわち「外囲」に潜む
厚みそのものへの直視と共に，
交錯する複数の
「囲い」の内側と外側との間に壁（その厚みは種々
あれど）
を隔てた
「環境」
の違いの表れが時空を越えてなお存在していることに共通性を見出し，
それが「関税同盟」への加盟の有無に伴う自由貿易への加担の有無ゆえに生じ得る逸失利益の
多寡という，功利の側面のみに射程を絞り込んで把持してゆくものでもない。単純な功利の次
元を超え得る，経済圏というものの「質」への探究・理解を虚心に求めることこそが肝要なの
である。そしてこの把握に基づいた経済圏の具現形態のひとつとして，「一帯一路」という重
層的な概念を把持してゆくことこそが重要なのである。
３．
３ 「中心」と「主導」と「基軸」との間に
最後に，これまでの論究を踏まえ，一国家が世界経済の「覇を競う」「覇を制さんとする」た
めに「囲い」を張る，ということの意義について触れておこう。これまで本論において繰り返
し主張してきたように，
「世界の法政・経済・文化・安全保障・規格・価値観をめぐる秩序を
制御する力」という意味の下に「覇権」という概念を捉えてみたとき，そこに米中間のプレゼ
ンスをめぐる位置関係の内や双方の間を繋ぐ機序の内に，
「一帯一路」という特殊な概念は，いっ
たいどのようにインプットされ得るのだろうか。
既述のように，丸川氏は，中国における世界経済の覇を競い握らんとするプレゼンスを指す
言葉として，
「イニシアティブ（主導的役割）
」
「中心」
「ホスト国」
（以上，丸川［2017］），
「中進国」
（丸川［2018a］
）といった，多様な表現を用いている。これらの文言の活用からは，氏の一貫し
た考え方が見受けられる。それは，それまで覇を握るもその維持に呻吟していたアメリカに，
中国が経済規模とりわけ貿易・資本輸出の規模で比肩し凌駕しようとする趨勢にあるも，現実
に覇を制すとまではいかず，一部の先進国，新興国ないし途上国との間に「中心性」を帯びた
求心的インパクトを着実に醸しながら，アメリカに拮抗しようとする微妙かつ絶妙な位置に着
いている，というものである。これは，実状の動態への凝視に伴う認識を忠実に反映させた，
実に透徹した観方である。
しかしながら，変動の絶えない世界経済における中国の現況の立ち位置の状態についてより
精確に迫るためには，上述の多彩な言葉の群れの間に潜む理路を追究しなければならない。そ
のためには，何よりも世界の政治経済を制御し得る構造がどういうものであるかを解析するこ
とである。その解析に挑むには，世界経済の不可逆の脈動の内に生ずる，
「覇権」というもの
に纏わる，
「中心」
，
「主導」
，
「基軸」それぞれの語義と連関と相異とを明示する必要がある。もっ
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とも，「覇権」の定義・構造・理路に関する有力な先学は，周知の通り，数多存在する。この
点に関しては，本論ではその系譜の俯瞰に留めることとし，諸説の委細な批判的検討について
は，改めて稿を起こすことにしたい。
「覇権」に関する研鑽は，人文科学から社会科学の領域に至るまで実に幅広い学術分野で連
綿と進められている。おもに国際関係論や国際政治経済学・経済史学の分野に射程を据えて眺
めてみると，
「覇権」のことを「ヘゲモニー」と呼び，それを「高付加価値の財の生産･技術水準
に比較優位を具え一次産品の調達に特権を有するもの」と捉え，国家の経済成長における段階
的構造と各国におけるその段階的な差異との存在を示したのは，ロストウ（Walt Rostow）であ
る10。そこを起点に，ヘゲモニー決定理論研究の流れから「経済活動の基盤を決定付けるのは，
権力の政治的機構・体制である」と説き，パックス・ブリタニカやパックス・アメリカーナの
存在がその典型だと論じ，覇権の定位・転位をめぐる交替論を示したのは，ロバート・ギルピ
ン（Robert Gilpin）であった11。さらに，前掲のように，先進国と低開発国との経済成長・産業・
貿易構造をめぐる質の差異から「中心 ― 周辺」の派生と動態とを説いたのは，プレビッシュ
である。ジョセフ・ナイ（joseph S. Nye Jr.）は，世界を制御する「力」の構造を「ハードパワー
（軍事力）と経済力とソフトパワー（情報革命）との混成（スマートパワー）
」に求め，この混成
を醸す「資源」の組み合わせの変容が「力」の程度と質を決め，時の覇を掴む「力」の質の移行
（スマートパワーの出来）を促す，と説いた12。もっとも，管見の限りこれらの分野における論
究の到達点は，
「力および力の源泉としての「資源」のの組み合わせ」の提示であり，その「組
み合わせ」を生じさせる機序の究明にまでには到達していない。
他方で，経済体制の遷移と絶えざる景気の揺動との関わりから追究し，「覇権」の移り変わ
りの機構の究明を試みてきた先学も多い。概して彼らが依拠した仮説は，長期波動（コンドラ
チェフ（Nikolai Kondrachef）の循環波）をめぐる仮説の実存を論証するという確固とした問題
意識から，種々派生してきた議論である13。フランス・アナール（年報）学派（；人間の生活
文化に係る万物を網羅した歴史の総体把握を目指す立場）の流れを汲みつつ，「中心化→脱中
心化→再中心化」という覇権の遷移モデルを礎に，「中心（中核）― 半周辺 ― 周辺」を醸す複
合体が長期波動の世界史を紡ぐという，世界システム論を説いたのは，ウォーラーステイン
（Imanuel Wallerstain）であった14。それから，キンドルバーガー（Charles P. Kindleberger）の功績
も看過できない。彼は，上述のアナール学派の覇権遷移モデルをベースに，一国の経済的首位
――――――――――――――――――――――――
10
ロストウによる覇権の段階的変移論の理論体系については，Rostow［1960］［1978］を参照されたい。
11
ギルピンによる数多の文献のうち，彼の覇権交替論をめぐる理論の体系性が最も明瞭に示されているのは，
Gilpin［1987］である。
12
この点に関しては，Nye［2011］を参照されたい。なおナイの覇権交替論ないし権力変質論は，時流に拠る
事象の変移に即応し類型の変移を啓蒙的に示す性格を帯びるものなので，「力」の変質を促す「資源」の「組み
合わせ」が何故どのようにして組み替えられるのか，ということの論拠に乏しいものとなっている。
13
コンドラチェフェの長期波動論については，コンドラチェフ［1987］を参照されたい。
14
長期波動の確証という目的を踏まえた世界システム論の内実については，Wallerstain［1983］やWallerstain
ed.［1992］を参照されたい。
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をめぐる交錯と流転を生命体のライフ・サイクルに準えた「Ｓ曲線（コンバーツ曲線ないしは
ロジスティック曲線）
」を用いて，覇権国における「支配」とは違う「リーダーシップ」や「単一
のスタビライザー」
「最後の貸し手」といった概念の独自性に光を当てた。さらに彼は，おも
にポスト・ケインジアン学派のミンスキー（H. P. Minsky）理論（金融不安定性仮説）に依拠し
つつ，金融恐慌の絶えざる発生の連なりと関係付けながら「経済的首位の継起」を説いた15。
ヘゲモニーの揺動と国際金融・通貨体制の管掌性とをめぐる特殊な繋がりを睨んだウォルター
（Andrew Walter）も，こうした論者の代表格に挙げられよう16。
さらに，
「ヘゲモニー」を「レジーム（資本の蓄積を取り巻く制度的環境）」とみなし，投資に
よる生産を通じた利潤率と蓄積率との桎梏から「危機 ― 転換」という言葉で覇権体制の変移・
遷移の論理解析に挑んだ，SSA理論やレギュラシオン理論研究の流れもある17。加えて，貨幣
や金融が本質的に孕む権力性と「ヘゲモニー」の変転との連関に迫った本山理論の流れも看過
できない18。そして，投資を介した市場原理の動態と世界編成の律動を究めて「資本主義経済
の世界性と歴史性」を問い，
「基軸 ― 周辺」論や「基軸経済 ― 周辺経済」論などの一連の論脈
を独自に派生させてきた，宇野理論の流れを汲む諸研究の蓄積もまた，極めて重要な示唆を与
えてくれる19。
以上のように，ごく一部の代表的な研究成果を俯瞰しただけでも興味深き先学の洞察は尽き
ることはないが，
筆者は，
「覇権」や「中心」
「主導」
「基軸」をめぐる一連の定義・理路に関しては，
上述のものを含めた一連の先行研究に対して，覇権やヘゲモニーやレジームの盛衰・生残・競
争・淘汰を醸す揺動の因果をめぐる錯雑な内的論理のトータルな剔抉が明白もしくは厳密でな
い，という批判的かつ根源的な問題意識を擁している。上述の先学の諸説に関して言えば，国
際政治経済学においては，
「力の組み合わせ」をめぐる相関的な機序の創出には明晰さを欠く。
長期波動と世界秩序との相関性をコンドラチェフ循環という特殊の波形の類型の実存を計測・
立証するために覇権や体制の遷移を立証する，という問いの立て方はしない。そのうえで，景
気の不断かつ不規則の騰落・浮沈に伴う市場の相場の不断かつ不連続な変移・変転の繰り返し
が世界のあらゆる秩序の編成・制御の力学の派生を絶えず促し，そうした秩序の揺動が再び景
気の騰落を誘うという，景気と覇権との揺れ動きが連環するという視角に基づいてその動態を
――――――――――――――――――――――――
15
キンドルバーガーによる，金融不安定性の脈動に揺さぶられる世界変動の歴史像については，Kindleberger
[2000]を，その議論を含みつつ紡がれた覇権遷移をめぐる世界の興亡史に関してはKindleberger [1996]を，それ
ぞれ参照されたい。また，ミンスキー理論に関しては，Minsky [1982]ならびにMinsky [1986]を参照されたい。
16
ウォルターの理論体系については，Walter［1993］を参照されたい。
17
SSA理論の体系については，McDonough, Kotz and Reich ed.［2014］を参照されたい。レギュラシオン理論に
おけるレジーム転換の論理体系の分析に立ち入ったものとしては，Aglietta［1976］およびボワイエ［2019］を
参照さえたい。
18
本山理論の体系性を鳥瞰できるものとして，さしずめ本山［1986］［1987］［1989］を参照されたい。
19
宇野理論を批判的に摂取しつつ生起してきた「基軸 ― 周辺」論や「覇権体制の変移」論については，段階論
や現代資本主義論の方法的パッケージの追究の過程で発達してきた。こうした議論をリードしてきた先行研究
として，岩田［1964］，馬場［1973］，侘美［1980］，伊藤［1989］，工藤編［1995］．河村［1995］，柴田［1996］，
新田［1996］，石見［1999］，小幡［2004］，SGCIME編［2016］など，枚挙に暇がない。
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考察すべきだ，という独自の立場を構えている（大森［2014］［2018］）。
以上のような独自の旗幟を踏まえ，景気の揺れに則した世界秩序の再編や覇権の機序の揺れ
をめぐり，
「覇権」という概念の構成について，筆者はそれが複層性を帯びた構造物であるも
の，と捉えている。すなわち，下層から上層に向けて，産業（生産）・貿易・金融・通貨・財
政のそれぞれの秩序を織り成す各層が堆積していて，各層での競争を介した揺れ動きの連動が
景気の相の変動を醸し，その揺動の果てに最上層における法政の秩序の変動が生ずる，という
統合的な動力の機構を内包したものが，
「覇権」という複層性を帯びた構造の流転を織り成す，
動学のメカニズムである，と筆者は把持している。この把持に基づけば，一国家が世界の覇を
完全に握るためには，産業・貿易・金融・通貨・財政のそれぞれの部面での覇権をすべて掌握
できたうえで，その完璧な掌握より出ずる甚大かつ猪突猛進の急進性を帯びる影響力をバック
に，文化や法政に係る価値観・規格の国際的な制御・管掌を完璧に実現できる，という道理と
なる。この理路にあっては，産業・貿易・金融・通貨・財政・文化それぞれにおける価値観や
規格の管掌の体現の度合いの程度に応じて，一国家の「覇権」をめぐる「中心性」「主導性」「基
軸性」の各性質の程度ないし濃度が決まってくる，という訳である。
ある国における法政の管掌の体現の度合いが他国のそれを凌駕していたとしても，産業力に
乏しければ，上述の性質の程度・水準は小さいものとなりうるし，産業・貿易の管掌力が高かっ
たとしても通貨の管掌力に乏しければ，法政の管掌力の程度が高かったとしても，世界秩序の
覇を制すまでには程遠い。
「覇権」という複層の機序を織り成す，偏倚のある各要素の水準を
積算した総合評価の大きさによって，一国の世界経済に対する影響力，すなわちその「中心性」
「主導性」「基軸性」の程度・水準が決まり，そうした「程度・水準」の大小をめぐる競り合い
と軋みの実在・存続こそが，
「覇を競う」
「覇を制さんとする」ことの実在の裏付けになる，と
いうことである。
こうした捉え方に立つと，現今の内向く世界秩序における中国のプレゼンスについて，丸川
氏の掲げた
「ホスト国」
という表現の適用に対しても，首を傾げたくなるのは当然のことである。
産業と貿易をめぐる「主導性」の在処（その程度・水準はともかく）から実業の自由な参画の機
会を諸外国・地域ならびに諸々の外国系・外資系企業，多国籍企業に提供する役割に徹してい
る程度で把握のレベルを留めて蓋をしてしまっては，見えるものも見えなくなってしまう。こ
の蓋を開いたより広角・深遠の視座で以て，アメリカに対する中国の微妙な位置関係を，「中
進国」
というまさに絶妙な表現の中身をさらに彫り込みつつ，
提示することが望まれるのである。
このことをより具体的に見てみよう。アメリカと中国との間の争覇をめぐる地殻変動につい
て，改めてどう考えてみたら良いか。すでに本論の１．２において触れたように，米中経済関
係の変質については，双方の懸隔に係る密度の希釈をどう把持するかが主眼となる。筆者は，
産業と貿易に係る制御力については中国のそれが相対的に増し続けている，と見ているし，金
融のそれについても資本輸出国としての存在感を相対的に増してきた状態にあるものと見てい
るが，肝心なのは通貨の秩序の制御に係る中国の影響力のゆくえにある，と考えている。この
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点は，すでに拙著（大森［2014］
）でも指摘しておいた所であるし，丸川氏も慎重に指摘してい
る所でもある（丸川［2018b］pp. 349‐350）
。人民元を従前よりもより有力な国際通貨として，
基軸通貨の座に就かせることをも射程に入れつつ，どこまで戦略的に育て，現行の基軸通貨で
ある米ドルの価値にどこまでぶら下がり続けながら，経済成長ならびに経済覇権の掌握に向け
た階段を中国は登り続けられ得るのか。そしてそのことを「一帯一路」の構想レベルの内にど
こまで織り込みどこまで具現できるのかということが，今後の刮目されるべき焦点となってく
るのは必定である20。
政策型投融資の旺盛な展開を原動力に，上意下達の特有の編制に基づいた債権・債務関係が
派生する。その派生・連鎖より出ずる，
「担保」
「取り立て」
「元利請求」という，信用関係の
本質に粘着する「力学」を忍ばせつつ，網を紡ぎ「囲い」を張ってはしなやかに操り得る機序が
横たわる。その機序を活かしつつ世界経済に対する影響力・制御力を高めてゆこうと画策する
中国にあって，経済圏の内に展開される放恣と恣意に満ちた商取引の決済において，軒並み人
民元建てで行わせるだけの国際的な権威と信頼の高揚に責任を持って向き合うことに，中国は
どこまで自覚が持てるだろうか。
上意下達の厳格な位階秩序と果敢な政策型投融資との並存は，
方々に管掌性や権力性を示し得る反面，算段を見誤れば体制の自壊を誘う不安定性をも同時に
孕んでいる，まさに「諸刃の剣」である。米ドル依存の現状から相対的に自立した経済成長の
計画的な実施に向けて覚悟を決めてゆかない限り，「一帯一路」という特異な政策構想の戦略
的な具現が中国に覇を渡し「華夷秩序」を再興させるための布石として有効な手段と成り得る
ことはない。
「一帯一路」という政策・戦略構想の具現の度合いが高まれば高まるほど，現行
の中国の経済成長とその戦略の遂行とにかえって水を差してしまうという相克が露呈してくる
ことになりかねないのは，為替と貿易・国際収支との動学的な相関の論理を噛み締めれば，容
易に察しの付くことである。
通貨の体制における覇権を巧みに背負わずして，世界経済の制御にどれだけのプレゼンスが
発揮され得るのか。アメリカも世界史上における新設の壮大な人口国家・実験国家と称されて
久しいが，
ここに来て中国もまた壮大な実験の渦中にあると言えるのではないか。すなわち，
「一
帯一路」という現代の特殊な「囲い」の手段を用いて経済的な角度からの「華夷秩序」の再興と
いう，
この壮大な実験の渦中にあると言えよう。だが，
「一帯一路」にまみえる構想とその体現は，
世界の秩序の完全な管掌に向かうには未だ効力に乏しく不安定性を多分に孕むもの，と筆者は
そう展望するのである。

――――――――――――――――――――――――
20
人民元が国際通貨としてのステータスを上げることと地球上の所定の経済圏での利用頻度を上げることと
の相関性はどうなっているのか，という問い掛けに対する体系的な学術的研究は，管見の限り存在しない。強
いて挙げるならば，櫻川［2019］がこの問い掛けの射程に近い問題提起を示している。
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結語：
「ネオブロック」化に浸る世界の秩序と「一帯一路」
本論では，現代の世界秩序の変性をもたらす機序を探るという壮大な目標のために，中国政
府の手掛ける「一帯一路」という特殊な概念に着目し，そこに根付く「綾」を解し「質」を問い
ながら，その概念の措定を試みた。そしてその試みを糸口にして，パックス・アメリカーナの
衰微と共に「内向きの世界」すなわち「
「ネオブロック」化の進む世界」が尖鋭化するなか，ア
メリカと中国とのプレゼンスの変移を，景気と覇権との揺動の内に構造的に把握することの理
論的な展望を明示した。本論を通じて究明できたのは，以下の事柄である。
すなわち，景気の揺動との連関で「覇権」の概念を構成する複数の秩序・層の動態の内にあっ
て，中国政府による「一帯一路」構想は，そこに醸される独特の経済圏という「囲い」の企図さ
れた投げ掛けを通じて，産業や貿易の秩序・層を制御する力を誘うファクターには成り得るし，
金融の秩序・層の制御を誘発する拡張因子を具えていることは確かである。その根拠は，「一
帯一路」構想の具現に伴い発露する，経済圏における取引・流通網とその網の目に，上意下達
の権力性に裏打ちされる，再分配そして差配の機能を強く帯びた政策型投融資による制御（統
御までとはいかない）のメカニズムが確実に染み込んでいるからである。グローバル性を極め
た市場に張られる「囲い」に恣意に根ざした政策上の拡張能力が潜在していることは，否定で
きない。もちろん，先学が縷々指摘してきたように，
「一帯一路」構想が示す範囲・射程もそ
の具現の尺度もその政策効果の濃淡も厳密には措定できないものではあるし，まして「一帯一
路」構想の具現の完遂が中国による制覇の完遂を意味する，ということに必ずしも成り得ない
のは，当然の帰結である。覇を制しそれを維持するだけの経済力はいつまで，どこまで担保さ
れ得るのか。この点の展望も，新型コロナ禍の蔓延で世界の各国・地域の経済が軒並み奈落に
沈むという，未曾有の事態に呑み込まれてしまった現在にあっては，不確実のままである。「覇
権」
なる概念を織り成す複数の秩序・層をめぐる相互の連動と，当該国におけるそれらの管掌力，
秩序管理の責任を自覚する能力，責任を実践することの確実性の程度といったものを総括した
うえで，丸川氏の謳う「米中拮抗の時代へ」
（丸川［2018b］終章に付された題目）というフレー
ズの「へ」という言葉の中身と重みを噛み締めて吟味してゆかなければならない。
以上の総括を踏まえると，中国における「一帯一路」構想とその体現への画策という一連の
動態は，放恣の極みに満ちたグローバルな市場に「囲い」を張ることを，
「自益」の飽くなき追
求のためのツールやカードとして，公私の如何を問わず各主体が濫用しては犇く容態を表す，
実にシンボリックな存在ではある。それゆえ，「一帯一路」構想を具現させるという行為は，
他の国や地域に対する権勢と牽制を発しながら「自益」の獲得の可能性を伸ばし得る，放縦と
いう名の拡張因子を具備してはいる。放恣を極めた無限の拡充・浸透を極めるグローバルな市
場のキャンバスに，
「自益」の拡張に根ざす放恣の「囲い」を放っては溝を搔き刻む。まさにそ
の行為のために放縦を狙い体制を籠もらせて外政・内政に臨むための格好の手段として，
「一
帯一路」という概念が，景気と覇権の揺動という機序の中に意義付けられる。但し，
「一帯一路」
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構想の具現が，現実に中国の景気を高めるための，そして覇を制すための一助になるのかどう
かについては，必ずしも必要十分条件を満たしてはおらず，逡巡の域をまだ抜け出せていない。
まして，
「一帯一路」の展開において，
「華夷秩序」の再興に布石を打つ計略の体質が陰に陽に
確認できても，その計略の実現効果を定性・定量の両面から完璧に裏付ける所までは，未だ達
し得ていないのである。
「一帯一路」
とは，
詰まるところ，
「ネオブロック」化に浸る世界秩序の変性の渦中において，
「自
益」の極限までの追求に向けて市場の纏いに網を投げ掛けて体制を籠もらせる性質を孕んだ国
策上の手段のひとつではあるが，それ自体は曖昧な存在としての体裁を醸したまま，多面性・
多妻性・多層性を具えた，各位によっていかようにも把持されてしまわれかねない，いわばプ
リズムを放ちつつ流浪している，捉え所のない奇態である。実はこのことこそが，「一帯一路」
の抱える
「綾」
そのものなのである。本論を通じ，そのプリズムを醸す機序を追究し，
「一帯一路」
が抱える「綾」を解してみた結果，
「一帯一路」の構想と具現の過程にまみえる経済圏の実像は，
単なる「サプライチェーン」でも「プラットフォーム」でも「自由貿易圏」でもない。それは，
「グ
ランドデザインと各種プロジェクトの寄せ集め」のようにさえ映らせてしまう，位階秩序とし
ての弾力的な権力性と，政策型投融資の展開を動力源とする信用関係（債権・債務関係）の内
に派生する元利請求の権力性を秘めた，しなやかで攻撃的ではあるが体制の自壊を導く不安定
性にも富む「諸刃の剣」の機序を具えている。そのような機序を具えつつ「自益」の飽くなき確
保に根ざす，水平性と垂直性との双方のベクトルを柱と梁に据えた，しなやかだが脆弱でもあ
る，立体的な「囲い」である。少なくともそう論定することができた。
最後の最後に，今後さらなる追究を要するという自戒を踏まえて申し置くとするならば，
「一
帯一路」という魑魅魍魎で曖昧模糊とした存在は，現代の世界秩序の変性と絡めて数多飛び交
う啓蒙的な言説の茂みの先を凝視してゆけば，実に深奥で妙味のある学究の対象であることに
変わりはない。

102

新潟大学

経

済

論

集

第109号

2020－Ⅰ

参考文献
Aglietta, Michel［1976］Regulation et crisesdu capitalismeL’expérieénce des Etats-Unis, Calmann Lévy. 若森
章孝・山田鋭夫・大田一廣・海老塚明訳『資本主義のレギュラシオン理論』大村書店，1990年。
Dooley, M.P., Garber, P.M. and Folkerts-Landau, D.［2009］“Bretton Woods Ⅱ still defines the International
Monetary System”, Pacific Economic Review 14-3.
Ferguson, Niall
The Ascent of Money: A Financial History of the World, Penguin Press HC. 仙名紀訳
［2008］
『マ
ネーの進化史』早川書房，2009年。
Ferguson, N and Schlarick, M.［2009］“The End of Chimerica”, Harvard Business School Working Paper 10037.
Ferguson, N and Zieglar, W.［2010］“The End of Chimerica: Amicabke Divorce or Currency War”, Harvard
University.
Gilpin, R.［1987］The Political Economy of International Relations, Princeton University Press. 佐藤誠三郎・
竹内透監修，大蔵省世界システム研究会訳『世界システムの政治経済学』東洋経済新報社，
1990年。
Kindleberger, C.P.［1996］World Economic Primacy 1500-1990, Oxford University Press. 中島健二訳『経済
大国興亡史（上）（下）』岩波書店，2002年。
Kindleberger, C.P.［2000］Manias, Crisis, And Crashes: A History of Financial Crisis 4th ed , John Wiley &
Sons, Inc. 吉野俊彦・八木甫訳『熱狂・恐慌・崩壊 ― 金融恐慌の歴史 ― 』岩波書店，2002年。
McDonough, T, Kotz, M amd Reich, M. ed.［2014］Social Structure of Accumilation Theory. Vol.Ⅰ -Ⅱ ,
Edwaed Elgar.
Miller. Tom［2017］China’s Asian Dream: Empire Buiding Along the New Silk Road, Zed Books. 田口未和訳
『「中国の一帯一路」構想の真相』，原書房，2018年。
Minsky, H.P.
Can “it”happen Again? M.E.Sharpe. 岩佐代市訳
［1982］
『投資と金融』
日本経済評論社，
1988年。
Minsky, H.P.［1989］Stabilizing an Unstable Economy. Yale University Press. 吉野紀・浅田統一郎・内田数
男訳『金融不安定性の経済学‐歴史・理論・政策‐』多賀出版，1989年。
Nye, Jr. J.S.［2011］The Future of Power,（原著出版元）. 山岡洋一・藤島京子訳『スマートパワー』日本
経済新聞社。
Prebisch, R.［1947］Introducción a Keynes, Fondo de Culutura Ecónomica, México, D.F.
Prebisch,R.［1949］El desarrollo econónmico de América y algunos de sus principales ploblemas, Naciones
Unidas（E/CN. 12/89）.
Prebisch, R.［1959］“Commercial Policy in the Undevelopment Countries,” American Economic Review, May
1959.
Prebisch, R.［1962］The Economic Development of Latin América and its Principal Ploblems, included in
Economic Bulletim for Latin America, vol.Ⅶ , No.1., ECLA, United Nations.
Prebisch, R.
［1963］Harica una dinámica del desarrollo Latinoamericano, Naciones Unidas
（Sales No, 64, Ⅱ.G.
4）. 大原美範訳『ラテン・アメリカの開発政策』アジア経済研究所，1969年。
Rostow, Walt［1960］The Ftage of Economic Growth, Cambridge University Press. 木村健康・久保まち子訳
『経済成長の諸段階』ダイヤモンド社，1961年。
Rostow, Walt［1978］The World Economy: History and Prospect. University of Texas Press.
Wallerstain, Imanuel［1983］Historical Capitalism, Verso（London）. 川北稔訳『史的システムとしての資
本主義』岩波書店，1987年。
Wallerstein, Imanuel. ed.［1992］Long Waves, Fernand Braudel Center & The State University of NewYork. 山

大森拓磨：「一帯一路」の質を問う

103

田鋭夫ほか訳『長期波動』藤原書店，1992年。
Walter, Andrew［1993］World Powet and World Money: The Role of Hegemony and International Order,
Harvest Wheatsheaf. 本山美彦監訳『ワールドパワー ＆ ワールドマネー』三嶺書房，1998年。
Zakaria, Fareed［2008］The Post American World, W. W. Norton & Co. Inc. 楡井浩一訳『アメリカ後の世界』
徳間書店，2008年。
伊藤亜聖［2015］
「中国「一帯一路」の構想実態 ― グランドデザインか寄せ集めか？」
『東亜』第579号，
，
一般財団法人霞山会。
伊藤亜聖［2018］「中国・新興国ネクサスと「一帯一路」構想」
，末廣昭・田島俊雄・丸川知雄編『中国・
新興国ネクサス』第１章に所収，東京大学出版会。
伊藤誠［1989］『資本主義経済の理論』岩波書店。
岩田弘［1964］『世界資本主義』未來社。
石見徹［1999］『世界経済史 ― 覇権国と経済体制』東洋経済新報社。
SGCIME編［2016］『グローバル資本主義と新興国経済』日本経済評論社。
王義桅
［2017］
『
「一帯一路」
詳説 ― 習近平主席が提唱する新しい経済圏構想』
（川村明美訳）
日本僑報社。
大原美範［1971］『プレビッシュ理論とラテン・アメリカ経済』白桃書房。
大森拓磨［2014］『米中経済と世界変動』岩波書店。
大森拓磨［2016］「自著『米中経済と世界変動』（岩波書店・2014年）」に対する涌井秀行氏の書評への
リプライ」，『季刊・経済理論』第53巻第２号，桜井書店。
大森拓磨［2017］「論点：トランプに揺れる米国」，『新潟日報』2017年４月15日付，
大森拓磨［2018］「パックス・アメリカーナの衰微とネオブロック化？」，溝口由己編著『格差で読み
解くグローバル経済』第３章に所収，ミネルヴァ書房。
小幡道昭［2004］「グローバリズムと原理論」，『季刊 経済理論』第41巻第１号，桜井書店。
川島真・遠藤貢・高原明生・松田康康博編［2019］『中国の対外戦略と世界秩序』昭和堂。
河村哲二［1995］『パックス・アメリカーナの生成』東洋経済新報社。
コンドラチェフ，ニコライ［1987］『コンドラチェフ景気波動論』
（中村丈夫編訳）亜紀書房。
櫻川昌哉［2019］「米ドル体制からのアジア経済の解放」
『學士會会報』第936号，
，
一般財団法人学士会。
柴田德太郎［1996］『大恐慌と現代資本主義』東洋経済新報社。
侘美光彦［1980］『世界資本主義』日本評論社。
新田滋［1996］
「世界資本主義と経済政策」，河村哲二編著『制度と組織の経済学』第13章に所収，日
本評論社。
馬場宏二［1973］『世界経済

基軸と周辺』東京大学出版会。

平川均・真家陽一・町田一兵・石川孝一編著［2019］
『
「一帯一路」の政治経済学』文眞堂。
ボワイエ，ロベール［2019］『資本主義の政治経済学』
，藤原書店。
松尾文夫［2017］『アメリカと中国』岩波書店。
丸川知雄［2017］「世界経済の「中心」としての中国」
，
『国際問題』第664号，公益財団法人日本国際問
題研究所。
丸川知雄［2018a］
「中国との貿易が新興国経済に与えるインパクト」
，
末廣昭・田島俊雄・丸川知雄編『中
国・新興国ネクサス』第２章に所収，東京大学出版会。
丸川知雄［2018b］「米中拮抗の時代へ」，末廣昭・田島俊雄・丸川知雄編『中国・新興国ネクサス』終
章に所収，東京大学出版会。
穆尭芊・除一睿・岡本信広編著［2018］『
「一帯一路」経済政策論 ― プラットフォームとしての実像

104

新潟大学

経

済

論

集

を読み解く』日本評論社。
本山美彦［1986］『貨幣と世界システム』三嶺書房。
本山美彦［1987］『国際金融と第三世界』三嶺書房。
本山美彦［1989］『国際通貨体制と構造的権力』三嶺書房。
矢吹晋［2012］『チャイメリカ

米中結託と日本の進路』花伝社。

第109号

2020－Ⅰ

