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書評 杉原 薫 著 『アジア間貿易の形成 と構造』1

(ミネルヴァ書房1996年)

1980年 代後半以降の経済のボーダー レス化はEU、NAFTA、AFTAな どの地

域経済の統合を促進 し、世界経済はグローバル化 に向かって進み、それが現在のアジアの

経済成長を支えてい るように見える。 しか し、このようなアジアの地域統合 とそれによる

アジァ地域の経 済成長は今 に始まったことではな く、ずっと以前から存在 していた。本書

は、1880年 代か ら1930年 代までの時期を対象 とし、アジアがウェスタン ・インパ

ク トを受けて国際分業体制を発展させ、それが当時のアジアの高成長につながったことを

明らかに している。

ア ジァは川勝平太氏の 「文化物産複合」や濱下武志氏の朝貢貿易システム論が示す よう

に欧米列強がアジアに進出 して くる以前か ら独 自の文化 ・経済圏を発達 させていたが、こ

のようなアジアの枠組みが欧米列強のアジアへの進出 と植民地化 とい うウェスタン ・イン

パク トを受けた とき、その内部で 日本を工業化の頂点 とする独 自の国際分業体制 を発展さ

せ ることにな った。川勝 ・濱下両氏がアジアの内発的な発展を強調するのに対 し、杉原説

ではウェスタン ・インパク トの役割 を強調するという違いはあるが、杉原説でも 「文化物

産複合」を重視 するという点では共通の認識に基づいてい る。杉原説のウェスタン ・イン

パ ク トの影響は、本 書では 「最終需要連関効果」 として表現 されているが、同様の ことで

はあるが、輸出乗数効果 として説明 した方がわか りやすいかもしれない。すなわち、アジ

ア全体(本 書ではイン ド以東を指す)を ひ とつの国と考え ると、アジアか ら欧米への第一

次産品輸出はアジア 「国内」に輸出乗数効果を通 して輸出以上に大 きな所得をアジア 「国

内」に発生させる。これがアジアか ら欧米への輸出以上にアジア内の貿易(本 書では 「ア

ジア間貿易」と呼ばれる)が 急速に成長 した原因である。乗数効果がどの程度の大きさに

なるかは分業の進展度や産業連関の複雑 さなどに依存する。分業構造が単純であ り、輸入

に大 きく依存する場合には乗数効果はアジア 「国外」に流出 して しまう。ラテ ンアメ リカ

やアフリカが欧米のサテライ トに留 まったのはこのような要因による。一方、アジァでは

川勝平太氏の 「文化物産複合」が主張するように、アジア内部で生産 ・消費の相互補完関

係 が存在する。このような伝統的構造 がウェスタ ン・インパク トを受けたとき 「共鴨現象」

1本 書評は、『アジア研究』第43巻 第1号 、1996年9月 に掲載予定のものである。
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を起 こし、アジア内部の分業体制を促進 した。これがアジアが単に欧米のサテライ トにな

らなかった理 由である。そ して、日本の工業化はこの分業体制のなかで初めて理解可能と

なる。「ウェスタン ・インパ ク トに対 するアジア各地域の対応の相違は、ウェスタン ・イ

ンパ ク トの強弱にこれを帰 した り、あるいは逆に伝統的経済構造の差か らのみ説明 した り

するのではな く、ひ とつのまとま りをもったアジア経済圏の構造的再編の一環として把握

されなければな らない」(38ペ ージ)の である。次節では、 この点 を中心 に論 じること

にす る。

もう一つの興味深い論点は、植民地時代のアジアで所得水準は上昇 したのか という点で

ある。従来、植民地主義は収奪の手段であ り、一部の特権階級を除いて人々の生活水準は

悪化 した、あ るいは少な くとも改善は しなかったというのが通説のようであ るが、最近、

そ うではなかった という説が現れてきている。アジアの植民地主義は 「強制された自由貿

易主義」であって、現代のグb一 パル化時代の 自由貿易化の潮流と似通 った面 も持ってい

る。現代の 自由貿易主義は強制されたものではないが、それ以外 に今の ところ選択肢がな

いという意味で1ま 「強制された」 といってもよいだろう。 自由化 しなければ取 り残される

という 「恐怖感」があ るからであ る。どちらの時代 も自由貿易主義への過程であ ると考え

ると、 自由貿易理論が主張するような貿易の利益が、貿易に参加するすべての国々に発生

したのではないか、 という考えが植民地体制に対する再評価につなが ってい る。本書では

この点は実は重要な意味を持 ってお り、 この間いに肯定的に捉えている。この点について

も取 り上 げてみ ることにする。

評者は経済史を専門 とするものではないが、本書のアジア経済圏的発想は現代のアジア

経済を理解する上でも非常に役に立つと考える。終章 「総括 と展望」で は 「第二次大戦後

への展望」 として経済発展論 とも関わる論点を示 しているので、 この点も取 り上げたい。

本 書は、第1編 「アジア間貿易の基本 間題 」、第二編 「イン ド貿易の発展 と日本の工業

品輸 出」、第三編 「アジアにおける近代 的労働力の形成」の三編で構成され、12の 章か

らな り、 これに序章、終章 と補論四編が付 く。各章の紹介は紙面の制限上省略 し、本稿で

は第1編 を中心にコメン トすることに したい。
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1.ア ジア 間 貿 易

本書の言 う 「アジア間貿易」は英語で

はintra・Asiantradeで ある。厳密には、

「アジア内貿易」 とするのが適当であ ろ

うが、ア ジアの主要な地域、すなわちイ

ン ド、 中国、東南アジア、 日本な どとい

った地域の間の貿易とそれによって生 じ

た国際分業体制 を強調 するために 「アジ

ア間貿易」 とい う言葉 が使われている。

対象 とするのは、「ローカル(局 地的)な

市場内部の貿易ではな く、あ くまである

程度の 自立性をもった市場間の貿易であ

る」(40ペ ージ)。

1883年 か ら1913年 までのアジ

ア間の主要な貿易関係(環 節)の 変化は

図1-2(21ペ ージ)に 示されている。

それによると、1883年 では、500

万ポ ン ドを越 えるアジア間の貿易 はイン

ドか ら中国へのアヘ ンの輸 出のみであっ

た。その後、1898年 にな ると、イン

ドか ら東南アジアへの綿布輸出、東南ア

ジアか ら中国へ の輸出、 日本か ら中国へ

の綿糸輸 出が伸 び、アジア聞貿易の主要

環節 と して現れて くる。 この時、イン ド

か ら中国へのアヘ ン輸 出は減少 し、代わ

って綿糸輸 出が増大 している。さ らに、

19ユ3年 にな るとイン ドから東南アジ

アへの ジュー ト輸出、東南アジアからイ

ン ドへの輸出、 イン ドか ら日本への綿花

図1-2ア ジア問貿易の主要環節

(1883,1898,1913年)

風注)500万 ボ ン ド以上 の環節 の み を掲 げた。 数字

はFOBベ ー ス。1898年 と1913年 の 東南 ア ジア

の 村中 国輸 出 には 香港経 由 日本向 け輸 出 が か

な り含 まれてい る ので,日 本 の輸 入統 計 を参

考 に して調 整 した。

(出 所)杉 原 【1996】、21ベ ー ジ 。



輸出、 中国から日本や東南アジアへの輸出が伸びて主要環節に加わ り、ア ジア間貿易の関

係は複雑化、緊密化 してい く。本書の最大の貢献は、このようなアジア間貿易構造の高度

化を数量的に提示 し、その関係 を明らかに したところにある。

「1913年 についてみれぱ、アジアの対欧米貿易は輸出2億1506万 ポ ン ドだった

のに対 し、ア ジア間貿易の総額は1億6730万 ボ ン ド前後にのぼ ったものと推測される。

しかも1883～1913年 の時期に関する限 り、アジア間貿易の成長率は年平均5.5

パーセ ン トと、アジアの対欧米貿易のそれよ りもはるかに高 かったのである」(14ペ ー

ジ)。 「1898年 以降に登場 した主要環節のかな りの部分は、棉花生産一近代綿糸紡績業

一手織綿布生産 を中心 とする綿業関連貿易によって構成 されてお り」(232ペ ージ)、1

898年 にはイン ドか ら中国への輸出は綿糸がアヘンを上回る。また、イン ドから東南ア

ジアへは綿糸(後 にジュー ト袋)の 輸出が伸び、.東南アジアか ら中国への米 ・砂糖輸出の

増大 とともにイン ド・東南アジア ・中国を結ぶ三角貿易の構造が形成され る。 また、日本

か ら中国へは綿糸(後 に綿布)輸 出が伸びる。このように して、アジア間貿易は緊密化 し、

「綿業基軸体制」ができあが る。その中核 となったのは、イン ド棉花生産一 印日紡績業一

中国手織生産一ア ジア型綿布消費である(23ペ ージ)。 この ような 「綿業基軸体制」が

形成 されるためには川勝平太氏の言う 「アジアに共通な物産複合」の存在が必要であった。

そもそもアジアには 「短繊維棉花一太糸一厚地布」を軸とする伝統的東アジア型 「綿体系」

が存在 してお り、 これは 「長繊維棉花一細糸～薄地布」を軸とするイギ リス型 「綿体系」

は異なっているたためにイギ リス製の綿製品がアジア市場 を席巻することはなかった。 こ

のような文化的背景が 「東アジア型市場圏」を成立させる基礎 とな った(380ペ ージ)。

「アジア間貿易の商品連鎖は、太糸で織 られた厚地の綿布や米 を中心 とする食体系に大 き

く規定 されて成長 したために、世界市場への統合 と同時に伝統的な生活物資の生産 と消費

が衰退 して直線的に西洋化が進む、 ということはなかった」(3ペ ー ジ)の である。また

濱下武志氏の主張するような申国の朝貢貿易 システム(や 印僑のネ ッ トワーク)が アジア

間貿易の発展をもた らしたことも重要である。

しか し、濱下 ・川勝がアジアの 自立的発展を強調することに対 しては杉原 は批判的であ

る。「アジア間貿易が伝統的なアジア交易圏の中か ら自生的に成長 したものであ るとい う

理解も一面的である。そもそも自由貿易圏としてのアジアの制度的枠組は、欧米列強によ

る植民地支配や不平等条約の強制が基礎になったのであって、決 して自生的なものではな
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かった。アジアの諸地域 がその下で国際競争(ア ジア間競争)を は じめたのも、ウェスタ

ン ・インパ ク トの文脈な しには説明 しえない現象である」(2ペ ージ)。 両者の差は 「最終

需要連関効果」(あ るいは輸出乗数効果)の 解釈の差 にあるのではないか。貿易の成長率

のみを見るとアジア間貿易の成長率の方が高 く、アジア間貿易が主導的な役割を果た した

ように見える。 しか し、杉原が行ったようにアジア間貿易を詳 しく見てい くと、アジアの

植民地か らの輸 出が主導的(あ るいはケインズ経済学的に言えば独立投資的な)役 割 を果

たしていたことが明 らかになって くる。たとえ欧米への輸出の伸ぴ率が小さ くても乗数効

果を通 してアジア域 内の貿易にそれ以上の成長 をもた らすことは可能であ る。零

しか しなが ら、「対象時期(1880～1913年)の アジア間貿易にお ける工業品貿

易の比重その ものは決 して大 きくはなかった」(7ペ ー ジ)こ とに注意 してお く必要があ

る。「1912年 の 日本の対欧米輸出の69パ ーセン トは第一次産品(た だ し生糸を含む)、

輸入の66パ ーセン トは工業品であった」(14ペ ージ)。 アジア内で工業化が進んだ と言

って も、欧米に対 して見たときにはアジアは第一次産品輸出国であった。アジアをひ とま

とめにしたときには世界 システム論 と同様 にアジアは 「周辺化」 した と見る。 しか し、杉

原が世界 システム論 と異なるのはアジアに形成され た国際分業体制がアジアの 自立性 と

経済発展 をもたらしたという点である。アジア地域がウェスタン ・インパ ク トを受けてア

ジア間貿易を発展 させていった過程はアジアの欧米からの相対的自立 として捉 えられ る。

「ここで 「自立性」 というのは、基本的には、アジア間貿易が、生産過程の変革を伴わな

い 「ディマン ド・プル型」の貿易から、「工業化型」の貿易 を中心 とするものに変化 した

ことを指 し、「相対的」とい うのは、にもかかわ らずアジア間貿易が、世界経済の中心で

あった欧米 との従属的関係(と くに欧米への第一次産品輸出と欧米 からの高度な工業品の

輸入)抜 きには成 り立たない構造を持っていたということである」(1～2ペ ージ)。

このような認識か ら、東南アジアは二層 に 「周辺部化」 したとされ る。すなわち、アジ

アは欧米 との関係 で 「周辺化」され、さ らに東南アジアは第一次産品を日本などのアジア

2と ころで、不平等条約が強制されたものであったのか、自発的なものであったのかにっいては、最近

の社会主義国の経済開放政策への転換を見ると、19世 紀半ばの当時も同じような状況ではなかったの

だろうか。すなわち、経済開放に転じなければ(あ るいは不平等条約を結ばなけれぱ)、国際経済から取

り残される(あ るいは国際貿易の利益を得られない)と いう意識がなかったのだろうか。タイの場合に

は 「自発的開国」とする意見もあるのだが。
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の工業国へ供給するという形でアジアの中でも 「周辺化」されるという二重の意味で 「周

辺化」されたとする。 しか し、国際分業体制においては常にどこかの国が一次産品の輸出

をしなければな らない。雁行形態論が示すように、全ての国が同時に工業化できるわけで

はないということを考えると 「周辺化」 という言葉を使うには もう少 し慎重であ るべ きだ

と考える。さらに、後述するように 「周辺化」は必ず しも 「搾取」 とはつなが らない。も

ちろん第一次産品に特化 した場合には成長率が低い、需要が不安定なとの不利な条件はあ

る。「こう した国際分業体制の展開は、競争や技術移転を通 じて地域経済全体を刺激 する

とともに、域 内の多 くの国を第一次産品輸出経済に特化 させ、工業化 を困難に したという、

正負両面 をもっている」(2～3ペ ー ジ)と も言える。 しか し、にもかかわ らず 「全ての

国が同時に工業化はで きない」というのが雁行形態論の世界システム論的解釈である。「少

な くとも20世 紀 に入 ると、 日本の工業化 と東南アジアの第一次産 品輸出経済化は、かな

り重要な意味で 「同 じコインの表裏(twosidesofthesamecoin)」 であった。また19

20年 代の中国の工業化は、 日本の産業構造の高度化と東南 ・南アジアの第一次産 品輸出

経済化を促 した」(2ペ ージ)。第一次産 品輸出国は工業国を支える重要な役割 を果た して

お り、周辺 と中心の差は相対的な力関係であ り、工業品と第一次産品 との間の需給バラン

スで変わ るものではないのだ ろうか。さらに環境の制約なども考慮 して、 どこまで工業化

を進めるぺきか、 ということを考えるべ き時代に入 って きているのではないのだろうか。

世界 システム論的認識は、 日本経 済の発展 を考える上でも量要である。「アジァにおい

てなぜ 日本だけが資本主義化に成功 したのか」 という問題は、「非ヨーロッパ世界の中で

なぜアジアだけが(日 本をもっとも進んだ工業国 とする)独 自の国際分業体制を発展 させ

たのか」(37ペ ー ジ)と いう問題 として捉 えられなければな らない。 日本をアジア国際

分業体制 の中に正 しく位置づけることにより初めて 日本の経済発展 を理解 できるとい う

ことである。 日本がイン ドとの競争に勝ったからこそ工業化 が可能 となったのであ り、 も

しイギ リスがイン ドの工業化にもっと積極的な政策をとっていたら、イ ンドと日本の位置

は入れ替わ っていたかも しれ ない。「イン ドに与えられたのは、あ くまで自由貿易の制度

的枠組みであって、 日本のような工業化への意志 をもつ政府ではなかった」(182ペ ー

ジ)。 「日本の工業化政策の役割 も、従来のように欧米ヘキャ ヅチアップだけに焦点を当て

て考えるのではな く、それと同時にアジアの自由貿易圏での競争 にどのように対応 しよう

としたのかとい う視点か ら評価 される必要があろう。」(385ペ ージ)。 アジアの枠組み

is



を欠いた一国史的研究やせ いぜい二国間比較研究は重要な視点 を見落とすことにな りか

ねないことに注意すべ きである。特に、国際化の時代には。

II.貿 易 と生 活 水 準 の 向上

「周辺部化」 との議論 とも関わ って くるが、「周辺部」が第一次産 品に特化す るときに

は生活水準はよ くても変化 しないのか、あるいは悪化 して しまうのか。自由貿易論は、貿

易に参加す る国々の生活水準は孤立 している場合よ りは改善す るということを示 してい

る。東南アジアの植民地は 「強制された 自由貿易」であった とすると、植民地化 といえど

も生活水準は改善 した と言えるのだろうか。本書では、アジア植民地で大衆の購買力が増

大 し、それがアジア間貿易の形成に果たした役割を強調 している。「従来の研究では商人 ・

地主層の購買力の比重が高かったこと、かれ らの購買力の拡大がアジア内部の生産力の発

展 に結びっ くよ りも中心部か らの輸入を増大 しがちであった点が一方的に強調 され、それ

と同時に大衆の婦買力 もまたわずかながらも上昇傾 向にあ り、アジア型商品のための市場

として重要な役割を演 じたことが、 ウェスタン ・インパク トの一側面という文脈において

正当に評価されてこなかったきらいがあった」(43ペ ージ)。第一次産品輸出による所得

の増加がどのような階層の所得に結びつき、 どのような支出構造 を形成するのかは、アジ

ア分業体制に対 して異なったインパク トを持 って くる。例えば、それが欧米か らの奢移品

の輸入に結びついた場合にはアジア内の国際分業は進 まなかったであろう。実際には、第

一次産品輸出による所得は大衆消費に結びっ き、それがアジア型物産に向かったことがア

ジアの国際分業体制が形成されるために重要であった。このように大衆の消費支出が欧米

への第一次産品輸出 とアジア間貿易発展 を結びつけることにな る。

では、 この ような大衆の所得の向上はなぜ起こったのだろうか。タイの場合には、イン

グラムの指摘 にもあるように農民 自身の自発的な選択 に基づいて米作 に特 化 した とす る

と、 そのインセンティブのひとつは所得の向上であ っただろう。本書では、第三章第四節

でアジア国際分業体制の労働力的基礎を分析 し、「いずれも 「自給的生産」セクターへ の

労働投入 を減 じることな しに、追加労働力を 「外部市場向け生産」セ クターに引 き出すこ

とに成功 した」(87ベ ージ)と している。さらに 「農良の側にも、「外部市場」での交換

を通 じたさまざまな経済的社会的地位の向上や誇示に一定の魅力があったということ、 し

たが ってむ しろ積極的に生活基盤の変化 を受容 し、接合ゲインの実現を望む契機 があった
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とい うことを仮定 してもよいのではなかろうか。品質はそれほとよくな くて も文化的に馴

染みがあ り、価格面でも手の届きやすかったアジア商品の輸入が急速 に増大 したことは、

農民の購買意欲 が決 して一部のヨー ロヅパ人が考えたほ ど弱 くはなかったことを示唆 し

てい るように思われる」(90ペ ージ)と している。植民地下でも個 人のイ ンセンティブ

は働 いていた ということであろう。

III.第 二 次 大 戦 後 へ の展 望

終章の第三節 として 「第二次大戦後への展望」が納められている。序章で 「未熟なが ら」

と但 し書 きが付 けられているが、評者の関心でもあ り、ここで取 り上げてお くことにする。

「アジアにおける民族独立とそれ をと りこんだ冷戦体制の登場 が、戦前以来培われて き

たア ジア間貿易のダイナ ミズムを否定 し、アジアの人口の大部分 を貿易の相互利益か ら隔

離す るのに決定的な役割 を果た したのは明 らかである。半植民地主義、ナショナ リズムの

勝利 の代償 だった として も、 その選択はあ ま りにも高価にっいたとい うほかはない」(3

76ベ ージ)。 これ は、第二次世界大戦の混乱と戦後の輸入代替工業化や社会主義化 に見

られ る内向きの民族主義的国家主導型経済政策 がアジア間貿易に見 られたダイナ ミズム

を狂わせ、ア ジア地域の経済発展を阻害 したということを意味 してい る。アジア間貿易に

見 られた雁行形態論的発展パターンが戦中、戦後も維持されていたな らばアジアはもっと

発展 していただろうとい うことである。

この ような推測は正 しいのだろうか。雁行形態論的発展パターンはその最後尾には第一

次産 品輸出国 が続 いてい る。自由貿易主義 に頼 っていたのでは、「二層の周辺部化」 とい

う問題はいつ まで も解決されないように見える。第一次産品輸出国が雁行形態論的発展の

波 に乗って工業化を進めるためには自由貿易に任せていたのではダメで、従来の分業パ タ

ーンを変えるために技術移 転や輸入代替工業化な との何 らかの政府 介入が必要だったの

ではないだろ うか。最近の 自由化の波は、「周辺部」か ら脱 して雁行形態論の発展パター

ンに乗 り得た国々が リー ドして生 じている。戦前のアジア国際分業 のダイナ ミズムを戦中

戦後 も継続 していたとした ら、現在の国際分業体制 とは別の ものができあが っていただろ

う。雁行形態論的経済発展が 「周辺部」にまで及んで工業化を促すと考えるのは楽観的過

ぎるように思える。社会主義化も戦前の国際分業パターンを変えるための政府介入のひと

つ と理解 して もいいだろう。結果的に社会主義体制ではシュンペーター流の 「創造的破壊」
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を取 り入れることがで きず、社会主義国の国際分業体制 という発展の波を作 ることができ

なかったが。そ して、社会主義国は経済開放政策によりアジアのダイナ ミズムへの参入 を

目指すことになる。孤立 していたのでは発展の波に乗れない という恐れが開放経済に向か

わせている。3

最後にコメン トであるが、本書には統計数字がたくさん出て くる。著者の長年の苦心の

推計であ り、本書の貴重な学問的貢献である。が、あまりに多 くて、残念なが ら評者 には

相互に整合的であるのか容易には分からない。 日本の長期経済統計のような形 に整備され

ることを期待 したい。その過程でデータの吟味 もさらに進み、 またアジア間貿易の計量経

済学的分析も促進す ることにな るだろう。

3評 者には、日本の開国にもこのような発想があったとしてもおかしくはないように思えるのだが。

21



22




