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経'済学研究 38-3
北 海 道 大 学 1988.12 

金解禁(昭和 5~6 年)の歴史的意義

一一一井上準之助の緊縮財政政策一一

士
口

は じ め に

1929年10月， ニューヨーグ・ウオール街の株

価暴落に端を発する世界大恐慌は，欧米各国の

「相対的安定」に終止符を打ち，イギリスを中

心として再建された国際金本位制を崩壊させ，

30年代における各国の金本位制度再離脱，管理

通貨制への移行を媒介した。

他方， 日本においては，同恐慌は「昭和恐慌」

として発現し，列強のいわば後駆として再建さ

れた金本位制 (1930年 1月11日)を，わずか 1

年11か月と L、う短期間で破綻させた。「昭和恐

慌」は，その後の日本の進路， ファシズム化へ

の道を決定づけたものである。

1929年(昭和4年)7月2日から31年12月12

日にかけて政権を担った，民政党浜口雄幸およ

び若槻礼次郎(第二次)両内閣1)は， 日本資本

主義のこの歴史的転換期において，政治的にも

経済的にも重要な位置を占めている。浜口内閣

は，第一次大戦後の「ワシントン体制」といわ

れる軍縮と国際協調の時代にあって，当時の世

界経済の趨勢に規定されて成立した。そして，

その中心人物が，井上準之助蔵相および幣原喜

重郎外相であったことは周知であろう。

井上蔵相の行った緊縮財政および金解禁政策

1)浜口首相は， 1930年11月，東京駅で右翼青年に狙
撃され，それがもとで翌年8月に死亡する。その
ため，全閣僚留任の形で， 31年4月以来，若槻首
相が政権を担っていた。

田賢一

は， 1920年代を通して継続してきた「慢性不況」

からの脱却を意図したものとして， I独占資本

主義のいわば最後の平和的努力j2) として位置

づけられるものであるが，その内容を世界恐慌

の波及・深化の前後に区別して考察すること，

これが小稿の課題である。すなわち，支配的諸

資本の意向を体現する形で必然化し実現された

はずの金解禁政策が I昭和恐慌」の展開・深

化の中において，その内実を変化させてゆく過

程，それを井上蔵相の経済理論(理念)の特殊

性と限界という側面から考察することである。

ところで， 日本は，第一次大戦参戦を継続す

るに当たり， 1917年(大正6年) 9月12日，貨

幣法制定以来約20年間続いてきた金本位制を，

事実上停止した3)。そして，大戦後，債権国と

して一躍列強の一つに伍した。しかし， 20年の

反動恐慌以来，いくたびかの動揺(信用恐慌お

よび関東大震災)に見舞われることによって繁

栄を中断され，欧米諸国が経験した「相対的安

心吉野俊彦『日本銀行制度改革史Jl (東大出版会，
1962年)， P.196。以下『改革史』と略記する。

3)同日公布施行の大蔵省令による，金輸出禁止を指
す。この命令によっては，貨幣法が廃棄される訳
ではないし(因みに同法は， 1987年6月まで存続
した)， 金免換も停止されてはいない。 しかし，
金免換の大半は，対外決済のためであるから，金
輸出禁止は，金免換、更には金本位制そのものの
停止と同様の事態に導く。この時期の銀行券にあ
っても，党換券なる呼び方がされるのは，貨幣法
存続の事実に基くが，金本位制停止は，免換券の
不換券への変質(価値表章化)， および為替相場
制の変動制への転化を意味し，事実上，管理通貨
制となるのは，言うまでもなし、。
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定」を経ることなく，世界恐慌に直面しなけれ

ばならなかった。 20年代の日本資本主義は，一

般に，高物価，低為替相場，財政および国際収

支赤字という現象に象徴されるように，現代で

いうまさにスタグプレーションの下にあったの

である。そうした日本資本主義の危機的状況か

らの脱出を，金解禁=金本位制の自動調節作用

に託したのが，井上蔵相の緊縮財政政策であっ

た。しかし，彼の政策は，折からの世界恐慌と

時期的に重なるところとなったために，物価急

落，生産量激減，失業者著増，金・外貨の大量

流失という結果を伴い，後世しばしば引用され

るように，r荒れ狂う暴風雨に向かつて雨戸を開

け放っj4Jような混乱に導いたとして，大方の批

難の対象となり，更には「錯誤政策J5J の熔印

まで押されてしまうことにもなった。

代表的見解としていくつか引用しよう。まず

大内力氏は，金解禁を「まずいときにおこなわ

れた無謀な措置」とした上で，次のように述べ

ている。「たとえ世界恐慌の影響がなかったと

したところで，急激なデフレ政策と金解禁によ

る金融の逼迫および外国の競争の激化は， 日本

経済にそうとう強いショックを与えたにちがい

ないJ6)。次に，大島清氏によれば， r金解禁は

ちょうど日本へ襲来した恐慌をいっそう激化ぜ

しめることとなった」九また， 金解禁を一応

必然的とする吉野俊彦氏は言う。「新平価(平価

切下げを指す一一吉田)で金解禁を実行してい

たならば，あれほど激しい不景気もこずもう少

し成果を上げることができたのではないかJ8
)，

4)武藤山治 C当時鐙紡社長〉の言葉。 NHKミドキ
ュメント昭和ミ取材班編『潰え去ったシナリオ』
(角川書庖， 1986年)， p.162o 

5)桜谷勝美「日本資本主義と金解禁政策J， W現代
と思想』第24号(青木書庖， 1976年6月〉所収。
ただし桜谷氏が「錯誤政策」とみなしている訳
ではない。

6) 大内力『日本の歴史~ 24， iファシズムへの道」
(中央公論社， 1974年)， pp.170-1。

7)大島清『日本恐慌史論』下(東大出版会， 1955 
年)， pp. 350-1。

8) 吉野俊彦『歴代日本銀行総裁論~ (ダイヤモンド
社， 1957年)， p.177。

と。更に， 高橋亀吉氏は， 金解禁の結果は，

「不可避な経済現象ではなく，百パーセント為

政者の金輸出解禁に対する施策の拙劣乃至過ち

に基づくものであった。実に，わが金輸出解禁

対策の経緯は，政策の賢愚が一国の経済の盛衰

をいかに大きく支配するかを示す好個の事例で

あるJ9
)， と述べ， 最後に，森七郎氏によって

は， 次のようにさえ批難される。すなわち，

「日本の金解禁にあっては，その準備でありそ

の前提であるべきデフレーション政策，すなわ

ち財政縮小・金融引締・輸出増大・産業合理化

が，金解禁の前にではなく，金解禁とほとんど

同時にか，あるいはその後に，強行されたとい

う阻酷があり， これが……金解禁失敗の原因の

一つにもなった。……日本の金解禁は，誤謬の

歴史であり，歴史の誤謬であるJl0九と。

以上に共通するのは，井上蔵相の旧平価解禁

が世界恐慌と同一次元で生じたという認識であ

り，前者を一種の貨幣恐慌とみなし現実の恐

慌たる後者と独立に，或いは後者を激成せしめ

るものとして生じたとする認識であり，更に言

えば，前者が後者をいわば先取りしたとする認

識である。しかしながら，それらは果たして妥

当性をもつものであろうかο 日本の再建金本位

制がわずか 2年足らずの短命であったとはい

え，その間で井上蔵相の行った旧平価金解禁・

デフレ政策と，世界恐慌の影響とを区別する必

要があるのではなかろうか。

確かに，歴史および社会の運動は，人為をも

ってしては再現することができない。すなわち，

結果を必然とみなす以外にはないのであって，

金解禁も再禁止も，共に歴史的必然として捉え

られなければならないのは，言うまでもない。

そして井上蔵相の政策は，事実物価下落と金流

出(流失)とを結果した。しかし日本は，既に

1920年代から「慢性不況」および物価の傾向的

9)高橋亀吉『大正昭和財界変動史』中巻(東洋経済
新報社， 195忘年)， p.8570 

10)森七郎「日本における金解禁の特殊性J，[f'金融経
済』第165・166号(有斐閣， 1977年10月〉所収，
pp.241...，号。
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漸落状態の下にあったのであるし，次に見るよ

うに，金解禁決行時には，世界恐慌の影響はま

だ日本に及んではいないのである。

日本は， 29年時点で，紡績工業が総生産額の

41%強(米国の約3倍)を占め，更に生糸は，

生産額中81%以上が輸出され(このうち96.7%

が米国向け)， 綿織物は， 同56%が輸出されて

いた。これらは， 日本の産業構造の非高度化，

世界経済(殊に米国)の好不況による日本経済

の被規定性を一面で示すものである。そして，

価格指数 (1900年=100)を見れば，生糸は 29

年12月の149，30年3月の148から， 6月の108

および 9月の85に下落し，また，生産指数 (13

年=100)では，生糸は29年10月の380から30年

1月には151に激減するが，その後回復し， 7月

の380を頂点として下落に転じている。また，綿

糸および綿布の生産量は， 30年7月になって激

減を呈する。すなわち，世界恐慌の日本への影

響が本格化するのは初年中頃以降11) なのであ

る。以上のことから，井上蔵相の金解禁を独自

に論じる必要が生じ，他方，その破綻は世界恐

慌との関連において，金解禁そのものあるいは

旧平価の問題とは別個に論じる必要が生じるの

である。

さて，現在の貨幣金融理論の分野において

は，例えば，管理通貨制下の物価下落や通貨伸

縮の理論的解明の問題， 1不換ドル」の流通根

拠の問題，いわゆるファンダメンタルズを反映

せず金利政策も奏効しないとされる為替相場の

変動要因の問題，更に，大幅ドノレ安でありなが

ら一向に国際収支好転を来たさない米国経済の

問題など，解決急務の課題は多い。管理通貨制

下の現代資本主義においては，物価および為替

相場が不断に変動し，諸資本の利潤動機に基く

11)慶応大学金融研究会『恐慌と世界経済~ (丸善，
1932年)， p.287以下による。また， 大石嘉一郎
氏も， r世界恐慌の波及が本格化するのは…… 5

月以降である。糸価暴落は6月，米価暴落は10月
である」と指摘している。同氏編『日本帝国主義
史~ 2， r世界大恐慌期J(東大出版会， 1987年)，
p.10o 以下，~日帝史』と略記する。

運動を反映した経済実体の変化と複雑にからみ

合った現象を呈するために，本質的諸関係を見

えにくくしている面が多分にある。従って，上

記の課題に答えるためにも，金本位制を前提と

した分析は不可欠であり，殊に1920年代から再

建金本位制期に至る日本経済は，現代経済の分

析のいわば原点をなすとも言えよう。何と言っ

ても，この時期は，いわゆる紙幣本位制と金本

位制というこつの対照的な通貨制度が，非常に

短期間のうちに交替・変遷をとげるという，経

済分析にとっては歴史上空前の好環境をなして

もいるからである。

従って小稿では，次の順序で考察を行う。

(I)では，浜口内閣・井上蔵相の金解禁を必然

にした背景として， 1920年代の経済状態を概観

する。(1I)では， (I)を前提としながら，金解

禁において旧平価が採用された理由，および旧

平価解禁に基く金流出(これを便宜上，第一次

金流出と呼ぶこととする，第2図 (p.59)にあ

るように，それは，解禁末期の金流出とは，時

期的にも量的にも異なるからである)の必然性

(原因)を理論的に明らかにし，旧平価解禁そ

れ自体には 2年後の再禁止(再建金本位制崩

壊)の原因が含まれてはいないこと，つまり金

解禁の一応の成功を示す。そして(I1I)では，

世界恐慌 (1昭和恐慌J)下の金本位制の崩壊を，

井上蔵相の経済理論(政策)との関連で問題に

する。流通貨幣量と利子率との関係，物価と為

替相場との関係など，理論的な問題について

も，折にふれて行論のうちに示されよう。

井上蔵相の政策の内容や性格，そして金解禁

の理論的問題との関連，歴史的位置づけなどに

ついての研究は，すでに多くの論者によって行

われている問。小稿では，それら先駆的な成果

12)前掲『日帝史』。橋本寿朗『大恐慌期の日本資本
主義~ (東大出版会， 1984年)，本稿との関係で
は，特に，第2・3両章。安藤良雄編『両大戦閲
の日本資本主義~ (同， 1979年〉。安藤良雄編『日
本経済政策史論』上(同， 1973年)， 特に， 第6
章の三和良一氏の論稿。安藤良雄『太平洋戦争の
経済史的研究~ (同， 1987年〉。山崎隆三編『両大
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に依拠しながら，課題への接近を試みたい。

I 金輸出禁止下の経済的背景

金解禁の財界金融界からの要望は， 1920年代

においてもいく度か台頭し，政府も，それに応え

る形で，金解禁を政策の一環として日程に載せ

た。しかし，それは，結局29年(昭和4年) 7 

月成立の浜口民政党内閣・井上蔵相の登場を待

たねばならなかったことからもわかるように，

常に何らかの事情によって，見送られて来ざる

をえなかった。本節では，浜口民政党内閣・井

上蔵相の登場に帰結される20年代の経済的諸事

情を，次の 3つに焦点をあてて概観し，金解禁

の必然化を見る。第 1は， 20年代の日本を襲っ

た一連の恐慌(関東大震災を含む)に対して，

日銀を救済機関とする巨額の融資が行われた結

果としての，金融状態の緩慢化。第 2は， 20年

代を通じて行われた，政府主導による重化学工

業育成のための，原材料の対外依存構造，第3

は，国際収支の慢性的逆調と為替相場の変動に

規定された政府保有正貨(特に在外正貨)の状

態，である。

(1) 日本銀行の特別融通と金利低下

日本は，第一次大戦を通じて巨額の正貨を獲

得し，一転して債権国となった。しかし， 日本

戦間期の日本資本主義』上下(大月書庖， 1978 
年〕。中村政則『昭和の歴史Jl2， r昭和の恐慌」
(小学館， 1982年〉。隅谷三喜男編『昭和恐慌』
(有斐閣， 1974年〉。長幸男『昭和恐慌 日本
ファシズム前夜一Jl(岩波書庖， 1973年〉。中村
隆英『昭和恐慌と経済政策一一ある大蔵大臣の悲
劇一一J!(日本経済新聞社， 1968年〕。なお，筆者
は， 安藤氏の『太平洋戦争の経済史的研究.1(以

下， w研究』と略記する〉から多くの示唆を受け
ている。氏の研究のメリットは，勿論書名のとお

り太平洋戦争にあるが，小稿の対象とする時期に
ついても多く教えられるところがあり，筆者とし
ては， 日本資本主義の歴史的動態の中で金解禁を
捉える場合には，当面最もスタンダードな内容を

なしている，と考えたい。

の好景気は，大戦に伴って欧米列強が世界市場

における地位を一時退いたために，その聞をぬ

って得られた結果であって，大戦終了に伴い列

強が復帰した場合には早晩退行を余儀なくされ

ざるをえない性格の，いわば泡沫景気であっ

た。その性格は，先ず， 1920年(大正 9年) 3 

月の戦後反動恐慌となって実証された。その際

日銀は， r投機思惑の所産と見られる濫設企業

の淘汰は当然J13)であるとし，救済を一般的には

行わない姿勢を示したが， r特に必要と認める

適当の箇所に対しては個々の資金を放出J14)し，

約 5億円の救済融資を行った。日銀のいわゆる

特融(特別融通)の第一歩であり， 日銀の救済

機関化の鳴矢をなすものである。日銀は，更に，

22・23両年にかけて発生した銀行恐慌に際しで

も， 総額約 3億5，000万円の特融を行った1530

これらの措置は，民政党と対照的なインフレ政

策・「対内拡大均衡主義Jlめを唱える政友会内

閣(首相原敬，蔵相高橋是清)の下で講じられ

た。なお，当時の日銀総裁は井上準之助であっ

た(第 9代総裁として19年 3月から23年 9月ま

で在任)1九

1923年(大正12年) 9月 1日， 日本は，関東

大震災に見舞われ，壊滅的な打撃を蒙った。東

京，横浜などの金融機関はほとんど灰憧に帰し，

13) 14)前掲『日帝史~ ， p. 1870 

15)貸出し内訳は，日銀より 3億 2，000万円大蔵省
預金部より3，000万円である(高橋，前掲書，上巻，
東洋経済新報社， 1954年， pp.420-1)。また，片
伺直温『大正昭和政治史のー断面Jl (西川百子居

文庫， 1934年)， pp.291-1，を参照。
16)田中生夫「金解禁論争j，長幸男・住谷一彦編『近

代日本経済思想史J] 1 (有斐閣， 1969年〉所収，
p.3600 

17)吉野，前掲『歴代日本銀行総裁論J]， PP.163-7参照。
井上と木村清四郎副総裁(井上と同時に就任〉と
の聞には，微妙な対立があったようである。これ

については，田中生夫「井上準之助小論j (岡山

大学『経済学会雑誌』第3巻第3・4号， 1972年
2月〉所収，を参照。 また， r財界世話役」とし
ての井上の評価については，加藤俊彦「井上準之
助についての覚書j(W金融経済』第43号， 1957年
4月〉所収，を参照。
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日銀もまた擢災した1句。加藤友三郎首相の死去

によって，震災直後に成立した第二次山本権兵

衛内閣は，蔵相に井上準之助を任命した。井上

は， 日銀(総裁市来乙彦，副総裁木村清四郎，

理事深井英五) と協議し 7日と27日に I支

払延期令」および「震災手形損失補償令」を公

布し 1億円を限度とする政府による補償を条

件とすることによって， 日銀に，市中銀行所有

の割引手形の再割引を行わせ，経済界の救済を

図った。日銀の割引高は， 24年3月末時点で，

4億3，000万円にのぼった19)。この手形が，後に

「財界の癌」と称される震災手形である。これは

貨幣融通のための金融手形であり，取立猶予期

間内(初め 2年，後27年9月末まで延長)に返

済(回収)されねばならない性質のものであっ

た。ところが，その回収は遅々として捗ること

なく，また26年頃から金解禁論が台頭した(後

述)。政府(第一次若槻内閣，蔵相片岡直温〉は，

「従来と同じように単に震災手形の期限を延長

することは，かえって経済界の整理を遅延さ

せ，景気の回復にとってもマイナスであるとい

う考えJ2わから，同手形の最終的整理の方針を

決め，帝国議会に， I震災手形損失補償公債法」

および「震災手形善後処理法」の両案を提出し

た。この二法案の審議中 (27年3月14日)に金

融恐慌21)が勃発したことは，周知である。両法

18)このあたりの事情は，深井英五「人物と思想Jl(日
本評論社。 193θ年， pp.374-7)に詳しL、。

19) 吉野前掲『改革史~， p. 1890 

20) W日本銀行百年史』第3巻(同編纂委員会， 1983 
年)， p. 189。なお， ここには，例の台湾銀行と
鈴木商居との癒着問題があるが，割愛する。震災
手形は， 1926年末には.24年3月末に比して半減
しており，問題は，概ね台銀分の決済の進捗度い
かんであった(向上〕。

21)これは，片岡直温蔵相の失言を契機として発生し
た。若槻憲政会内閣は，救済緊急勅令案(台銀救
済案〕が枢密院で否決されたことにより総辞職す
るが，これには，政友会の謀略があったとされて
いる〔高橋前掲書中巻， pp. 647-57)。数日後，
田中政友会内閣(高橋是清蔵相， 後， 三土忠造〉ー

は，若槻内閣のものと本質的に同一内容の救済案
を枢密院に提出したが，いとも容易に通過してい
る(安藤，前掲『研究~， p.28)。

は30日に公布されたが，その中における対日銀

政府補償金の性格は，注意ゼ要する。というの

は， I五分利附国庫証券ヲ以テ之ヲ交付ス」とい

う条文があり，両法の額が 2億 7，000万円と限

定されていたとはいえ，国債の日銀直接引受け

に基く銀行券増発と同ーの性格をもつものであ

っTこからである。

さて，金融恐慌の勃発に際して採用された措

置は，またしても日銀特融であった。田中政友

会内閣(蔵相高橋是清)は 4月22日に「支払

延期令jを公布し，更に 5月9日に「日本銀行

特別融通及損失補償法」および「台湾金融機関資

金融通法」を制定・公布した。そして，それぞれ

5億円および 2億円を限度とする政府の損失補

償を条件として， 日銀に一般市中銀行と台湾銀

行とに対する預金払戻し金の供給を行わせた。

「補償法」中における， I政府ガ日本銀行ニ対

シテ支払フヘキ損失補償金ハ五分利附国庫証券

ヲ以テ之ヲ交付スノレ」という規定が，前述と同

ーの性格をもっととは言うまでもない。この後，

実際に，約8億円の貨幣が日銀を通じて動員さ

れ，また，約21億円の日銀非常貸出しが行われ

た問(因みに，当時の平均貨幣流通高は， 12な

いし13億円である)。なお，当時の日銀総裁は，

再び井上準之助であった(第11代総裁として27

年5月から翌年6月まで在任)。以上の諸事情

は， 20年代末期において，金融緩慢・金利低落

という現象を惹起することになる。

金融状態を見るまえに，当時の貨幣流通高と

物価に関して，具体的に数値をもって示してお

こう。日銀券流通高23コは， 1914年の 3.8億円か

ら， 15年4.2億円， 16年5.8億円， 17年7.9億円， 18

年10.8億円， 19年15.1億円，というように，金本

位制が停止された17年を境にして著増した。と

ころが， 20年から25年にかけては15ないし16億

円， 26年から27年3月にかけては12ないし13億

22)同上.p.270 

23)大蔵省『昭和財政史」第9巻.1通貨・物価J(東

洋経済新報社.1956年).1-資料II.統計J.pp. 4-6 
による。数値は年末時点。
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年 次

1913 
(大正 2)

1919 
(大正8)

1920 
(大正 9)

1924 
(大正13)

1927 
(昭和 2) 

1929 
(昭和4)

1931 
(昭和 6)

1934 
(昭和 9)

1937 
(昭和12)

第1表 日本の卸売物価

[ 年平均 |対前月比年平均
(年度平均) I 同左)

61.7 20 
(61.2) ( -110) 

152.6 2，250 
(196.6) (3，080) 

167.8 1，000 
(149.0) (-1，210) 

133.6 3.600 
(133.8) (1，600) 

109.9 -500 
(109.6) ( -290) 

105.7 -280 
(101.1) ( -610) 

74.8 -1，550 
(75.0) (-1，070) 

97.0 200 
(98.2) (370) 

125.8 2，140 
(127.7) (1，660) 

(資料) IF明治以降卸売物価指数統計jJ(日本銀行調査

統計局， 1987年)pp. 24-9より作成。

(注 1934年一6年(度)平均を 100として算定。
尚，対前年同月比は対前月比と同値である。

円をそれぞれ推移し， 27年 4月(金融恐慌の渦

中)に20億円という巨額を記録するものの 5

月以降は， 12ないし13憶円台を回復し， 20年代

を終える(但し，金解禁期は10ない Lll億円

台)。注意すべきは， 金本位制停止によって急

増した銀行券流通高は， 20年の反動を境として

減少に転じたということ，更に， 20年代の銀行

券流通高，そして第 1表からもわかる通り，物

価にあっても，たび重なる巨額の日銀特融があ

ったにもかかわらず，一貫して減少(下落)し

たということである。一連の恐慌への対処は，

「金輸出禁止の継続，国家財政の多方面にEる

救済活動，それと歩調を合わせた銀行資本の動

員一一総じて何等かの程度におけるインフレ

ーション政策によってのみ可能であったJ24と

との指摘がある。しかし，救済融資がインフレ

になるという一般的理解明は，少なくとも20年

24)大内兵衛『日本財政論公債篇Jl(改造社，1932年〉。
ただし， 引用は， ~大内兵衛著作集』第 2巻(岩
波書庖， 1974年)， p. 171.によった。

25)例えば，山田喜志夫『現代インフレーション論』
(大月書庖， 1977年)， 第三章を参照。救済融資

代の日本については妥当しないと言えよう。 20

年代が「慢性不況J下にあったと言われるゆえ

んである。

さて，金融恐慌がもたらした結果は，金利の

低落であった。恐慌によって，多くの企業や銀

行が破綻していった。しかしながら，特融に基

く貨幣は，銀行から債務者の手に，そして後者

から債権者の手へと移り，やがて預金として再

び返った。一般預金者も，払戻しのために取付

けを行ったとはいえ，恐慌鎮静化に伴い，再び

預金した。総じて，当面の流通にとって不要な

貨幣は，預金・返済という形で銀行に還流した

のである。とはいえ，恐慌以前と決定的に異な

る事柄があった。再預金先である。そして， こ

の傾向を助長したのが，財政金融当局の方針で

あった。大蔵省は，恐慌直後成立の「銀行法」

に則り， r最低資本額 (100万円一一吉田)に達

しない。いわゆる無資格銀行の単独増資を認め

ず，銀行合同，なかんずく地方的合同を積極的

に進めたJ26)し，また， 日銀は， r将来営業継続

ノ見込アルモノニ付テ」という「補償法」中の

規定通り，融資先を限定したからである。

こうして，大銀行への預金集中(偏在)は，

当時の「慢性不況」と相侯って金利を低下さ

せ，いわゆる遊資問題を惹起した。すなわち，

都市の大銀行と地方の中小銀行との聞の格差が

拡大する一方，金利は， 1928年 r2月，東京コ

ール最低4厘，割引日歩最低8厘(年率にして

2.92%-吉田)という大正6年以来の低落J27)

を見たのである。経済史学においては，金融恐

がインフレとなるか否かについては，景気変動過
程における流通必要金量の増減と，貨幣が支払手
段として現われる場合の機能とについての再検討
が，前もって行われる必要があろう。

26)前掲『日帝史Jl.p.96 (橋本寿朗氏稿〉。
27)長幸男「戦間期の日本の金融市場概観J，玉野井昌

夫・長幸男・西村閑也編『戦間期の通貨と金融』
(有斐閣， 1982年〉所収， p.l71。金融恐慌の規

模を示す数値は，次の通り。引出された預金推
定総額6億878万円 (1927年3月初日 -4月21
日)， 休業銀行犯行， 日銀貸出残高20億5，693万
円 (4月25日時点， 勃発前より 18億円以上増)，
発券高26億5，954万円(同日，勃発前より15億円
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協後のいわゆる 5大銀行への預金集中をもって

日本金融資本の確立とみなすことは，いわば通

説である28)。五大銀行は遊資放出対象に国債を

見出し，政府に4億円弱の国債を払下げさせた

が，それでも金融緩慢状態は解消するには至ら

なかった問。財閥金融資本は，その投資先を海

外へと切換えるべく，金解禁即行を主張するに

至った(理由・詳細は Hに述べる)。

(2) 重工業育成政策と輸入依存構造

政友会および憲政会 (1927年より民政党と改

称)の政策は，それぞれ「対内拡大均衡主義」

および「対内縮小均衡主義J(民政党は，結党大

会で既に金解禁を政策のひとつに掲げていた)

と呼ばれる。 20年代の産業政策は，金輸出を禁

止していたことも手伝い，概ね前者の方針に則

って行われたと言ってよい。不換制=財政支出

拡大は，次のことを有利にした。日木は，第一

次大戦を契機として重工業化の過程に入った

以上増)，であった(向上， p.170)。
ここでは，指摘のみにとどめるが，金融恐慌後

の低金利は，金利変動は貸付資本の供給に依存す
ることを教えている。『資本論Jl (大月全集版25
b， p.639)には， 次の記述が見られる。「利子
率の変動は，貸付資本の供給によって左右され

る」。この「供給」が，銀行への供給であること
は，明白である。ところが，ヒルファディング

は，この叙述を，銀行からの供給と，理解してい
る (林要訳， 大月版『金融資本論~， 1961年， p. 

157，参照〉。
28)金融恐慌の原因・発生・経過・影響などについて

の一般的分析は，高橋亀吉・森垣淑『昭和金融恐
慌史~ (清明会出版部， 1968年〉を参照。
安藤氏は，次のように述べている。金融恐慌に

より「預金の大銀行への集中もいちじるしく進
み， 1931年現在で五大銀行(三井・三菱・住友・
安田・第一〉の預金額は全国銀行総預金額の
38.25 % (貸出では29.50%)を占めるにいたっ
た。いわゆる『ピッグ・ファイブ』のヘゲモニー

による『大銀行時代」の到来であ」り， 1"金融恐
慌の収拾と休業銀行の整理再建等は・・・・・・前記の銀

行資本におけるいちじるしい独占の進展とともに
金融寡頭支配の確立を象徴するものといえよう」
(前掲『両大戦聞の日本資本主義~， p.26)。

29) 前掲『昭和金融恐慌史~， pp.247-9。

が，その完成は30年代を待たねばならなかった

ことからわかるように， 20年代は日本が軽工業

主導型から重工業主導型へ転換することを媒介

した，いわば過渡期であった。政友会路線は，

不換制下の産業構造の転換には，まさにうって

つけだったのである。

桜谷勝美氏は， 1920年代の日本の工業生産が

欧米諸国に比して急速に拡大したこと，物価が

漸落傾向にあったこと，対外資産に比して入超

額が少ないこと，国債依存度が比較的低いこと

などの諸事情をもって， 日本カ湘国以上に「金

本位制を維持しうる条件をそなえていたことを

示」すとし，それでも金解禁が切迫しなかった

理由を次のように述べている。

「当面の再生産にとって余剰の正貨 (1920年時点

で21億 7，800万円一一吉田)を独占体は自己の資本

蓄積に利用することを要求した。これまで著しく遅

れていた重化学工業が，大戦を契機に発展の緒につ

いたことが資本蓄積を促進するための財政金融政策

をいっそう必m要にしていた。……為替相場維持の不

便を忍んでも独占資本は，金輸出禁止体制の下で財

政金融面の拡大路線を可能な限り続けることが利益

にかなっていたので、あるJ30)。

日本資本主義の確立期における基軸産業は，

繊維業であった。繊維業は， 1920年代の後期に

アメリカの人絹企業の発展によってその力を弱

化されるまで， 日本の貿易による外貨の獲得を

主に担う重要な位置を占めていた。中でも，綿

工業が原料たる綿花を輸入に依存するものであ

ったのに対し，生糸工業は，その原料を日本の

零細な農村に依存することによって輸出を行

い，多額の利潤をあげていた。繊維業は， 19世

紀末から1920年代にかけ，重工業との生産額構

成比における地位を，相対的に高めでは行っ

た。しかしながら，他方，重化学工業化は， 日

本のいわば明治末期以来の課題をなしていた。

1914年 7月，横浜正金銀行頭取であった井上準

之助は， 日本が，綿・油糟や，米・小麦などの

30)桜谷勝美，前掲誌， pp.145-6。 また， 山崎編，
前掲書下，第6章(桜谷氏稿〉も参照。
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食料品をも巨額に輸入せざるを得ない現状を示

した上で， I輸出の奨励としては……機械，の製

造といふことを盛にするの外ないと思ふJoI輸

入品の代用品を造る奨励或は食料問題等に就て

は，農産物の保護奨励，其の他種々あらうが，

特に機械工業の大なる発達を望むに就て最も必

要なものは鉄である。日本で今最も欠けて居る

ものは鉄でありまして……」と演説している刊。

日本が列強に伍Lて産業的に発展するためには

政府主導による重化学工業の保護・育成が急務

であったのである。ただ，重工業のための基礎

資材の輸入の必要に対し，工業製品輸出は思う

ように進捗せず， 日本は，工業化・産業化の過

程において，必然的に国際収支の構造的逆調固

とならざるを得なかった。ところが，逆調分(収

支決済尻)を支払うには，外貨を必要とする。

それは， 13年の時点では，既に澗渇に瀕してい

た。そうした時に，偶々第一次大戦が起こった

のである。これは，その後の日本の歩みを見れ

ば不幸なことではあるが，当時としては，まさに

天佑とも称すべき事件であり，急発展・重化学

工業化の契機となった。重化学工業は， 20年の

反動以来の動揺にも拘らず，政友会内閣によっ

ても民政党内閣によっても程度の差こそあれ，

一般的に保護・育成されたようである 32;。具体

的には，税制jおよび関税改革として行われてい

る。

税制改革は， 1926年，憲政会若槻(第一次)

内閣の下て。行われた。一般には，法人企業の蓄

積力を高めるための優遇措置が講じられた33)。

また，関税改正(引下げ)も，同年 3月に行わ

れた。これは，性格的には入超傾向を助長する

ものである。しかし「狙いは再生産の基礎資

材を安価に輸入するためj34) であり， 日本の重

31) 1"外国貿易と国際間の貸借関係J (於早大講演)，
『井上準之助論叢』第2巻(同編纂会， 1935年〕
所収ヴ pp.57-80以下， ~論議』と略記する。

32)桜谷勝美「第一次大戦後財政膨張の内容的考察」
『大阪市大論集』第20号 (1974年， 12月〕所収，
p.890 

33) 前掲『日帝史~， p. 91 (橋本氏稿〉。
34)桜谷，前掲『現代と思想1，p.1460 

化学工業化にとっては，むしろその目的にかな

っていた。 20年代の諸政策は，重化学工業とい

う当時の I~基礎工業』の発展の条件をつくり

出す基礎的経済剣牛改善策J35) であった。

要するに， 1920年代の日本は，工業部門内に

おける構造転換・重化学工業化のために，金輸

出禁止の継続および国際収支逆調の構造を，あ

えて是認し得たのであり，それを可能にしたの

が，豊富な正貨の存在なのであった。ここから

重化学工業化の障害が発生するのは正貨が澗渇

した時点である， という帰結が得られる。これ

は，視点を変えれば，工業化用基礎資材の輸入

を専ら担う商業および輸入産業の側から，金解

禁の要求が起こり得るということである 36)。し

かもこの場合に起こるのは単なる金解禁要求で

はない。 Eで述べることであるが，それは輸入

を有利に導く旧平価解禁の要求である。産業構

造の転換を逐行するための，政府と輸入産業の

共通の利益を代表するものであった。

(3) 為替相場変動と在外正貨の減少

(1)と(2)で見たように，金融資本の金解禁要求

が本格化したのは，金融恐慌以降であり，また，

1920年代の産業構造に規定された貿易構造から

判断すれば，輸入産業からその要求が生じるこ

ととなる。ところが政府は，貿易および国際収

支の状態，為替相場の変動，そして在外正貨の

状態などを考慮して，何度か金解禁を政策課題

の一つに載せ，そのための準備作業を行ったに

も拘らず，結局浜口内閣の時までそれを見送っ

た。 ~20年代においては， いわゆる「憲政の常

道Jから政友会および憲政会という二大政党が

35)前掲『日帝史1，p.93 (橋本氏稿〕。
36)森七郎「金輸出禁止と在外正貨J(大内兵衛・久

留間鮫造・有沢広己・鈴木武雄編『金融論研究~，
法政大学出版局， 1964年，所収， p. 291)によれ
ば， 1"民政党を支持した三菱財閥は，主に輸入業
務(造船や軍需工業のための鉄，有色金属の〉と
関係があって，円価が下落すれば，輸入業務で損
をするので，金の輸出禁止には利益を感じなかっ
7こ」。
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(資料)山沢逸平・山本有造『貿易と国際収支j (長期経済統計14)

る。
大石嘉一郎編『日本帝国主義史~ 2目東京大学出版会， 1987年， p.84における橋本氏作成

のものを転載。

36 

東洋経済新報社， 1979年に依

(注)

34 30 28 26 22 20 1918 

は， I金解禁懇談会」を開催し，財界金融界の

意向を問うた。しかし，その必要性を認識しつ

つも，井上・木村日銀正副総裁を初めとする時

期尚早論が採用された。当時は，第 1図に見ら

れるように，為替相場は下落基調にあり，経常

収支も逆調を呈し，更に銀行恐慌の最中であっ

た事情もあって， 22年には 1億 6，600万円の

在外正貨を払下げることによって，為替相場の

安定化が図られた3九

1923年 9月，関東大震災が発生し，復興資材

の緊急輸入などで，その後巨額の貿易収支逆調

を呈した。政府は， 11月までに，在外正貨 2億

4，500万円を払下げることによって収支尻を決

済し，為替相場対米49ドルを維持した。正貨残

37)以下の叙述は，主に， 前掲『日帝史j， pp.84-9 

およびpp.94-104(橋本氏稿〉による。

ほぼ交互に政権を担当したために，貿易および

国際収支逆調の前提の下で，為替相場と在外正

貨とに対する認識の差(後者を維持すれば前者

は下落するし，前者の下落を阻むとすれば後者

は減少するということ)から，歴代内閣の金解

禁に対する姿勢は必ずしも一貫していない。し

かし，在外正貨の漸減という客観的経済事情に

対して政府当局がし、かなる対応を示したか，そ

して何故に浜口内閣の時まで金解禁が見送られ

たか， ということを示すのは重J要であろう。

1922年， ワシントン条約の締結がなされ，ま

たジェノア経済会議において，国際金本位制再

建のための通貨決議が行われた。これは，戦後

における国際的環境の変化を意味し，同時に日

に対しては，金本位制の再建を迫るものであっ

た。同年9月，市来乙彦蔵相(力日藤友三郎内閣)
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第2表正貨・国際収支・為替相場の推移

対米為替相場
正 貨 所 有 高 ( 百 万 円 ) 国際収支 (百万円 ) (ドノレ) 建値

年次

童話|基備党|
|内地|在外 貿易|貿易 ~l貿易外i 最高|最低|平均

変更
計 正貨正貨 収支経常収 臨時収支 言十 回数

1913 224 152 376 130 246 '" 961 '" 11 118 111 49% 49弘 49% 

20 1，246 932 2，178 1，116 1，060 ム 387 420 '" 226 .0 193 50% 47% 49% 27 

21 1，245 835 2，080 1，225 855 '" 361 195 ム 72 '" 238 4814 47% 48- 9 

22 1，064 766 1，830 1，215 615 '" 252 154 ム 128 '" 226 48% 47% 47% 7 

23 1，057 596 1，653 1，208 445 '" 534 169 214 '" 151 49- 48% 48% 4 

24 1，058 442 1，501 1，175 326 '" 616 164 255 ム 197 48弘 38% 42ー 26 

25 1，057 356 1，413 1，155 258 '" 267 154 63 '" 50 43% 38% 40弘 25 

26 1，059 299 1，357 1，127 230 '" 332 140 36 ム 156 48% 43% 46% 21 

27 1，062 211 1，273 1，087 186 '" 186 147 '" 86 '" 125 49- 45% 47% 68 

28 137 1，199 1，085 114 '" 224 161 25 ム 38 48一 44% 46% 91 

29 1， 271 1，343 1，088 255 '" 67 187 '" 92 28 49- 43% 46% 56 

30 134 960 826 134 '" 76 133 '" 147 '" 90 49% 49- 49% 

(資料) 正貨現在高の内，先換準備(外)は日本銀行理財局『金融事項参考書~， 所在地別は， 大蔵省『財政金
融統計月報』第5号(国際収支特集， 1950年2月)，国際収支は日本銀行調査局『本邦経済統計.lI，為替
相場は『ダイヤモンド経済統計年鑑.lI(昭和 8年版)， 建値変更回数は， 安藤良雄編『日本経済政策史
論』上巻， p.316の三和良一氏の表に，夫々依る。

(注'"は支払超過を示す。亦，為替相場は横浜正金銀行建電信売相場(100円tこ付き)。

高は 3億2，600万円となった(第 2表参照)が，

それは， 25年を期限とする 4分半利付英貨公債

の償還用と Lて最低限度であった。在外正貨払

下げは， 12月初め，原則的に中止された(第 2

次山本権兵衛内閣，井上蔵相)。そのため， 為

替相場は市中44ドルに低下し，正金銀行建値も

47.5ドノレに引下げられた。

1924年 1月成立の清浦歪吾内閣(蔵相勝田主

計)は，上記政策を反転・変更し，正貨払下げ

緩和を決定した。更に 2月，政府は，米貨 1億

5，000万ド、ル，英貨2，500万ポンドの外債を発行

し，その内の手取円貨 1億1， 700万円を在外正

貨に充当したが，経常収支の大幅逆調から 3

月中旬，在外正貨払下げを原則的に停止した。

以後，為替相場は急落し 24年末には 38ド、ル

台となった38)。

38)震災が惹起した大幅入超・為替相場急落は，大蔵
省に金解禁時期尚早を表明させ，他方，収支尻決
済から在外正貨を減少させた。橋本氏は，これら
を捉え， 次のような鋭い指摘を行っている。「震
災は短期的には金解禁を妨げ，中期的にはこれを

速めたJ (向上， p.87)。

1924年11月，全国手形交換所連合会は，政府

に為替対策を要求する決議を採択し，浜口蔵相

(加藤高明護憲三派内閣， 25年 8月より加藤憲

政会単独内閣)は，正金銀行への政府所有在外

正貨 1億 7，000万円の払下げを表明した。 25年

1月からの実際の払下げ額は約1， 000万円にす

ぎなかったものの，電力外債の成立や貿易収支

の好転が手伝い，為替相場は反騰した。

1925年 4月，イギリスの金本位制復帰がなさ

れ，再建国際金本位制という， 日本にもその復

帰を迫る重要な環境変化が起こった。しかし，

同月，浜口蔵相は，経常収支不均衡から金解禁

時期尚早を声明した。これは，井上と相通ずる

浜口の経済観39)からすれば，旧平価解禁を自明

の前提として，低為替相場・経常収支不均衡の

状態での金解禁による経済界への打撃，金流出

を懸念してのものである。 8月，大蔵省は，金

39)これについては， 1"経済難局の打開についてJ(昭

和4年8月28日，東京中央放送局全国中継講演)，
井上準之助『金解禁一一全日本に叫ぶ j] (先
進社， 1929年〉所収，を参照。



1988. 12 金解禁(昭和 5-6年)の歴史的意義 吉田 57 (351) 

解禁の早期実現を希望するとともに， 126年の

金解禁を目途j とする，為替相場の早期平価回

復を目標とするに至る。この，金解禁に対する

消極的態度から積極的それへの政策転換につい

ては， 1対内均簡重視の政策スタンスの表明j40)

との指摘がある。

金解禁を政策目標とすることは次の第一次若

槻憲政会内閣にも引継がれるが，この内閣が金

融恐慌を契機に総辞職したことは(1)で、見た。問

題は，政策理念的に憲政会 (1927年 6月より民

政党，総裁浜口)と対照性をもっ次の田中義一

政友会内閣(蔵相は初めの約半年は高橋是清，

後三土忠造)の金解禁に対する態度である。

1928年には，以前からの資本収支順調に加え，

経常収支の逆調の減少傾向からも為替相場の回

復が見られたものの，正金銀行の建値変更回数

は，前年まで20数回であったのが， 27年には68

回 28年には91回にも及んだ(第 2表参照)。

乱高下をくり返す為替相場の下での対外取引の

不利から，様々な経済団体が金解禁を要求し出

すに至った41)。これに，在外正貨のi固渇および

内地における先換準備外正貨の減少が拍車をか

けた。

大蔵省はf 1929年 3月， 1今後ノ正貨及為替

対策ニ就テj42! と題し，次のような声明を行っ

た。

「為替相場ノ低落及動揺ノミ経済上諸積ノ悪影響ヲ

及ホスコト明ナノレヲ以テ之カ依復安定ヲ図ルノ急務

ナルハ言ヲ侠タス而シテ之カ方策トシテハ金解禁ヲ

行フノ自然ニジテ最有効ナルヘキ是亦論ヲ侠タス金

解禁ヲ行ハスジテ為替ノ維持ヲ図ルノ方法ハ在外正

貨ヲ払下クノレノ:外途ナシ」。しかし， r之カ補充極メ

テ困難ニシテ到底為替維持ノ;為メ之ヲ使用スルノ余

裕ヲ存セサルカ故エ金解禁ノ決意ヲ為シ或形式ニ於

テ之ヲ声明スルニアラサル限リ為替相場ハ之ヲ自然

ノ成行ニ委スノレノ外ナシト断セサルヲ得ス」。

40) 前掲『日帝史~， p. 890 

41)長，前掲『昭和恐慌~， p.39以下を参照。
42)日銀調査局『日本金融史資料昭和編』第21巻(大

蔵省印刷局， 1968年)， p.360。以下， ~資料』と
略記する。

金解禁か在外正貨払下げかのご二者択一→におけ

るディレンマともとれるが，後者の困難による

金解禁の必要性が，周到かつ慎重な表現をもっ

て含意されている， と判断し得ょう。にも拘ら

ず，三土蔵相は，団琢麿(三井合名理事長)

井上準之朋・郷誠之助ら三者との会談におい

て，金解禁時期尚早の立場をとった。しかしな

がら，三土蔵相の理念(解禁の場合には，決行

当日まで世間に公表しない)43)，そして上記引

用の内容をしん酌すれば， 1公式には金解禁時

期尚早論をとり，水面下で金解禁準備を進め

た」との指摘には説得性がある。 129年前半に

は金解禁不可避の客観的条件があって，政友会

内閣といえどもその制約下にあった」州という

ことである。

ただ，注意を喚起したいのは，その「客観的

条件」と政友会の政治理念との隔たりについて

である。政友会の理念は，インフレ政策に基く

園内経済の振興・園内生産力伸張を目的とする

対内拡大均衡主義である。従って，その実現の

ためには，新平価(平価切下げ)解禁しかあり

得ない。ところが，政友会は「旧平価解禁しか

考えていなかったj45)。従って金解禁は，政友会

には実行不可能なものであった， ということで

ある。先に示した三土蔵相の働妙な立場も，そ

こにあった(経済的には不可避，政治的には不

可能)と言えよう。これは，金解禁の必然化と

いう経済的事情と政党理念との懸隔・手離であ

り，次の浜口民政党内閣・井上蔵相の登場を待

43)青木一男『聖山随想H日本経済新聞社， 1959年)，
pp.224-6を参照。また，隅谷編， 前掲『昭和恐

慌~， p.226 (長氏稿〉。
44)、前掲『日帝史~， p.99。橋本氏は，これに続けて，

次のように述べている。「この時点では対外均衛
重視以外の政策選択の余地はほとんとーなかったの
である。そして，こうした状況で井上財政が登場
した…・・・それ(大恐慌の日本襲来や国際再建金本
位制の崩壊一ー吉田〕が未知だと仮定すれば，当
時の内外の条件からみて金解禁断行しかなかった
しそのためには緊縮財政しかない。 したがっ
て，金解説緊縮財政は井上ならずとも採用せざ
るをえなかったとみられるj(同上入

45)隅浴編，前掲書， p.224。
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たねばならなかったことの理由を説明するもの

であるが，更に，金本位制再停止直前における

財界金融界から宙に浮いた民政党の立場(再禁

止必然化と L、う経済的事情と，それに反する政

党理念)とまさに対照性を有する事態なのであ

った。

以上， 1920年代のいくつかの内閣が，金解禁を

政策の一環としながら，その時々の諸事情一一

各収支・為替相場・在外正貨などの状態46とそ

して国際的環境や政党理念一ーに制約され，行

うべくして結局行えなかった経過を見てきた。

29年の段階においては，金解禁を必然化した客

観的な経済的諸条件が存在したのである。

田中内閣が，張作震爆殺事件 (1928年 6月)

を遠因として総辞職したことを受けて29年 7月

2日に成立した浜口内閣は，十大政綱刊を発表

し，金解禁を主要経済政策として掲げた。それ

は，政治的問にも経済的にも，そして党利党略

46)この点については，浜口首相の答弁を初め，早く
は高橋亀吉氏が指摘している (前掲書中巻 pp.
892-4)が， 現在では多くの論者の指摘がある。
前記の橋本・三和・桜谷・森各氏の他，例えば，
田中生夫氏は次のように述べている。「在外正貨

が枯渇寸前の状態にあったことが，政府に金解禁
をせまった直接の原因ではなかったのか，また，
政府の解禁準備施策を大きく規定したのではなか
ったのかJ(前掲『戦間期の通貨と金融~， p.211)。

47)内容は，1.政治の公明， 2.思想、の中正化， 3.官紀
の厳粛， 4.日支国交刷新， 5.軍備縮小， 6.財政の

整理緊縮， 7.非募債と減債， 8.金輸出解禁断行，

9.社会政策の確立，国際貸借改善，関税改正， 10. 
教育の更新，税制整理，金融制度の改善，以上
である。主要なものは 6・7・8であり， 6 • 
7・9などは 8の手段と言えよう。 4・5は，

いわゆる「幣原外交」の基本線であるが，本稿で

は割愛する。

48)これには次の2つの事情もあげられよう (ただ
し，金解禁の必然、性にとっては，副次的なことで
あるが〉。第1は， いわゆるヤング委員会 (1929
年2月〉で浮上した，日本がB1 S (国際決済銀

行〉に理事国として参加する上で，金本位国たる

を有利とした，という事情，第2は， 日露戦費調

達目的から発行された英貨公債を借替える上で，
金本位国である必要があった，とL、う事情である

(前掲『潰え去ったシナリオ1p.45以下を参照〉。

上49)も，必然性をもつものであった。

11 旧平価と金流出との必然性

立憲民政党総裁浜口雄幸は，組閣に当たり，

大蔵大臣に井上準之朋を任じ，金解禁を最重要

課題として公表した。井上蔵相は，旧平価解禁

を自明の前提とし町，諸々の準備・講演を行っ

た上で， 1929年11月21日，翌30年(昭和5年)1 

月11日の金解禁決行を予告した。

本節の第 1の課題は，金解禁が不可避であっ

たとして，なに故に，新平価(平価切下げ)で

はなく旧平価(平価切上げ)が採用されたのか

ということ，すなわち，欧米の意5じに反しでさ

え旧平価を採用することが， 日本にとってどの

ような有利性をもつのかということを説明する

にある。他方，第2図によれば，金流出は解禁

直後と再禁止 (1931年12月13日)直前のそれぞ

れの時期に巨額に生じている。これらを第一次

金流出と第二次金流出と呼ぶとすれば，前者を

旧平価解禁の結果として導くこと，これが第2

の課題をなす。「はじめに」で述べたように，井

49)民政党は1927年の結党時(総裁浜口〉に，既に金
解禁を政策の 1つに掲げていた。

50)青木一男氏〔当時大蔵省国庫課長〉は，中村政則
氏のインタピューに，次のように答えた。「井上
大臣は旧平価でし、く祉をかためていたし，大蔵省

内でそれに反対する人はひとりもいなかった。
…・新平価解禁などは問題にもならなかったJ(中

村，前掲書， pp. 194-5)0 [""ただ，世界恐慌にな

るとは思わなかった。だから，今振り返ってみて
も，旧平価だったからどうこうということは，ま

ったく関係なし、J(前掲『潰え去ったシナリオ~，
pp.161-2)。

51)津島寿ーは，当時大蔵省財務官として，株価暴落
で混乱するニューヨークに入り，金解禁準備のた
めに，モルガン商会を初めとするニューヨーク銀

行団と 2，500万ドノレ，そして，ウエストミンスタ

ー銀行を初めとするロンドン銀行団と 500万ポン

ド，計 1億円のグレディットの設定に成功した。

彼の残した文書によれば，英米銀行団は，新平価

解禁を忠告し，日本の旧平価解禁に難色を示し
た，とされる(向上， pp. 145-6)。また，安藤良

雄編『昭和経済史への証言』上(毎日新聞社，

1965年)pp. 55-72も参照。
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第2図金解禁中の金流出

1億
5印 UYl-i出トー--ーーーーーーーーーーー田ーーーーーーーーーーー---------句-------ーー

イギリス

1億円h 一一一-------ー------------------司句"

(資料) NHKミドキュメント昭和ミ取材班『潰え去

ったシナリオ~ (角川書応， 1986年)， p.181 
のものを転載。

(注) 金額は，税関ベース。

上蔵相の旧平価解禁・デフレーションと世界恐

慌との各影響の区別の必要性，である。従来，

「解禁恐慌」なる言葉もあるように，金解禁と

世界恐慌とは，同次元で処理され，金解禁中の

金流出は，結果的にすべて同一次元のものとし

て扱われてきたようである。金解禁を「錯誤政

策」とする見解は，二つの金流出を区別しない

ところにも起因するものである。

(1) 旧平価金解禁の有利性

日本の対米為替相場は， 1920年代を通じて，

平価(貨幣法に基く対米法定為替平価は， 100円

に付き49ドル 7/8である)を下回っていた。つ

まり，見かけ上，円安状態にあった。そこから，

従来，旧平価の有利性は，次の諸点において説

明されてきたと言ってよ L、。第ーは，当時概ね

45ドルで、あった為替相場が平価まで騰貴すれば

すなわち，円高となれば，輸入に有利となり，

輸出に不利となることから，産業資本に対する

金融資本の優越性をもたらす政策であった， と

される 52)。第2は， 45ドルの時点で円買いド、ル

52)これを逆に考えて，新平価解禁論を，産業資本の
意向を代表するものとみなす見解がある。例え

ば，長幸男『日本経済思想史研究H未来社， 1963 
年)， p.261およびpp.268-9，を参照されたい。

売りを行っていれば，解禁時に逆の操作を行う

ことによって，為替差益を獲得しうる， という

こと。第3は，貨幣法改正問題，すなわち，新平

価解禁を行うとすれば，貨幣法の規定(第二条)

を変更する必要がある， ところが，民政党は議

会勢力からすれば，第二党であり少数与党であ

ったために，法改正は期し難い。旧平価解禁な

らば，法改正によらず， 1917年の大蔵省令廃止

という行政措置のみで，決行可能である， とい

うことである。

以上 3点は，旧平価解禁の有利性を一応説明

するものではある。しかし，第2点を除けば，

副次的要因と考えざるを得ない。旧平価の必然

性 はで 述べ た日 本経 済の1920年代的情況の

中から導かれなければならなし、。旧平価解禁に

ついては，金解禁そのものの必然性の方が問題

意識として強いらしく，桜谷氏にさえ軽視が見

られる。氏は， I金解禁は長期間維持されるべ

きものとして実施されたのであり，金解禁問題

にとっては平価を切下げるか否かはそれほど重

要ではなかったJ53)， としているからである。

貨幣法第二条においては，金0.759をもって

円という価格単位が規定されている。ドルは金

約1.59の貨幣名であったから，金759を共通

分母として， 100円=50ドルという為替平価=

53)桜谷，前掲誌， Pp.1420 氏は， 深井英五の次の
文章を引用している。旧平価解禁後の「金の流失

は別の原因から早く起ったので，国際収支の状態
とは関係がなし、。……他の原因による大波に洗わ

れたのだから切下をしたら解禁が成功したらうと
は考えられないJ(W金本位制離脱後の通貨政策』

千倉書房， 1938年， pp.325-6)。
しかし，この叙述は，本文Eの(2)で述べるよう

に，金解禁を通貨問題として捉えるという，深井
の透徹した理解と関係するのであって，桜谷氏の
見解を支持する内容をもつものではないように思

われる。
なお深井には，小稿も依拠したいくつかの労作

があるが，それらが，金融官僚たる深井の，時々
の政策当局に対する批判を含意するものであった
との指摘がある 〔田中生夫「晩年の深井英五J，
名古屋市大『オイコノミカ』第18巻第1号， 1981 
年6月〉。更に， そうした深井の立場の解釈につ
いては，長，前掲書， pp.69-82を見られたし、。



60 (354) 経済学研究 38-3 

法定金平価(厳密には49ドノレ 7/8であるが，便

宜上この数値を用いる)が成立する。金本位制

下では， これを中心とし上下約 1%の金現送点

(金輸出入点)内を，為替相場は変動する。し

かし，金本位制が1917年以来停止されていた日

本では，金現送点は消誠し，為替相場は大幅に

騰落するようになっていた。

さて，浜口内閣が成立した1929年 7月時点で

は，為替相場は，月中平均45.215ドルであった。

解禁予告がなされた11月には， 48.535ドル， 12 

月には48.971ドル，と一貫して騰貴を示した54)。

これは，解禁を予想しての円買いドル売りとい

う投機の結果と考えられなくもなし、。しかし，

29年には経常収支が好転したこともあって(第

1図・第2表参照)，後に井上蔵相は，財政の整

理緊縮および国民の消費節約から物価が低落し

た結果としての国際収支改善(輸出増大・輸入

減少)の表現，解禁好機とみなした(後述)。

ともあれ， このように，為替相場が高くなった

状態で金輸出が解禁され為替相場が維持される

ということは， どのような意味をもつのであろ

うか(説明の便宜上， 40ドルが50ドルに引上げ

られたと想定する)。

前節の(1)で，金融恐慌後の五大銀行が，低金

利に反映される巨額の貨幣を有し，その放出先

に困難を抱いていたことを示した。その代表と

して，当時三菱銀行取締役であった山室宗文の

見解を見ょう。彼は， r今日 (1928年 8月一一吉

田)が金解禁実行の非常なる好時期であ」ると

して，次のように述べている。

「今日の如き金融緩慢が持続すれば，外貨公債に

対する投資が相当に起るかも知れぬ。此の関係から

多少の金の流出は免れないだらうけれども……金融

は緊縮する…・・・又流出しても再び帰り得る性質のも

のであるから，是も左程の問題とするにも足りない

・…・・金解禁後の金融緊縮を中心としたる一つの財界

に於る圧迫を最も軽減する途としては今日の如き金

54)東洋経済新報社編『日本の景気変動』上(同社，
1931年)， p.16の表による。数値は，横浜正金銀

行建値。

融緩慢の時に金解禁を断行することである」日)0 r金
解禁の後に若し金の流失が盛に行はれ， 日本銀行が

之に対して通貨の調節金融の統制を必要とする時

期には……日本銀行は金融統制力を回復するに至

る」日1。平価付近までの為替相場の騰貴 C27年3月〉

によっては， r輸出貿易は殆ど阻止せられなかっ

たJ571。従って， r金解禁は財界に左程の悪影響を及

すものではない。囲より多少の影響はあるだらうけ

れども，一時的多少の影響の如きは金解禁の大なる

目的を達する為には止むを得なし、J5ω。

金融界全般の打撃軽減，特融以来弱体化して

いる日銀の統制力の回復のメリットとして金解

禁を要求しているようにもとれる文章である。

しかし，実は真意はそこにはなし、。山室の見解

は. r東洋経済新報J(第1286号， 1928年 2月18

日)によって， r真相は遊資処分法」 として批

判されたものである問。「遊資処分Jに関する

旧平価の利点とは何か。

旧平価解禁は平価切上げであり，デフレーシ

ョンを惹起する(このデフレの内実については

次の(2)で述べる)。債権債務が純粋に国内のもの

である場合には，例えば100円の債権者は，デフ

レによって物価が下落した後でも 100円を回収

し得るから，既成の債権者(デフレ以前に債権

を取得した者)には有利であろう。デフレは物

価下落であり，その後では 100円の購買力は高

まるからである。

しかし，問題は対外的なケースである。旧平

価解禁は何よりも為替相場の上位回定化であ

り， この場合には先の園内的な債権債務上の有

利不利の関係が逆になるからである。すなわち，

平価切上げは，新規の債権者(解禁後に新しく

55)山室宗文『金解禁を中心とせる我国経済及金融』

u経済学全集』第46巻，改造社， 1931年)， pp. 

233-4。
56)向上， p.2390 

57)向上， p.2310 

58)向上， p.2320 

5ω 「銀行家の金解禁論J，前掲『資料』第23巻 α969
年〕所収， pp.304-5。これに対して，当時， rエ
コノミスト」は，旧平価解禁の立場から，山室の

見解を肯定した CW大正・昭和経済史~，毎日新聞
社， 1979年， pp. 101-13)。
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債権を取得する者，三菱銀行がそれに相当する)

には有利に作用し町，他方，既成の慣務者(解

禁以前に対外債務を負っていた者，後述するよ

うに，それに相当するのは日本政府である)に

も有利に作用するからである。当然，新規債務

者および既成債権者には不利に作用する。

平価切上げは，新規債権者に有利となる。例

えば， 100ドルの対外債権を取得するためには，

解禁前の100円=40ドルの為替相場において，対

価として250円を支払うよりは，解禁後の 50ド

/レの時点において， 200円を対価とした方が有

利となるのは明らかである。解禁以前に 250円

を対価として 100ドルの債権を取得していた者

は，解禁後の為替相場では， 200円しか回収し

得ない。 100ドルにつき50円の為替差損を蒙る

訳である。巨額の遊資をかかえ低金利にあえぐ

三菱銀行の代表者山室が， I外貨公債に対する

投資」と述べたのは，まさに，旧平価解禁後に

おける新規債権取得の有利性を考慮してのこと

なのであって，日銀の金融統制力回復その}他

は，単なる修辞以外のものではないと言えよ

う。事実，三菱・三井・住友の各銀行は，解禁

後，かなりの対外投資(主に米英)を行った61)

60)逆に言えば，平価切下げ解禁は，新規債権者には
不利となる。東京手形交換所経済会調査は 1平
価切下げ金解禁には次の理由で反対するJ(1929年
3月〉として，最後の4番目に， 1平価の切下げ
は債権者に不誤uの損害を与へるが，就中多数の銀
行預金者の利益を保護してやらねばならぬこと」
をあげている(前掲『資料』第21巻， p.430)。
因みに井上の新平価〔平価切下げ〉解禁批判の

要点は，1.日本の財政赤字幅が小であること， 2. 
銀行券流通高に比し，正貨準備が多いこと， 3.為
替相場と旧平価との議離が小さいこと， 4.英国の
先例があること， 5.切下げをするとしても，その
水準が確定できないこと，以上 5点であり，これ
らをもって，旧平価で可能と判断した。つまり，
フランスなどの新平価解禁決行国は，切下げざる
を得ないだけの理由があったのであり，それに反
し，日本にはそれがない，と井上は言うのである
(前掲『金解禁一一←全日本に叫ぶ一一.n， pp.102-
14)。また， 1旧平価解禁論J，前掲『論叢』第4
巻所収，を参照。

61)槙西光速・加藤俊彦・大島清・大内力『日本資本
主義の没落.n1I (東大出版会， 1961年)， pp.345 
60 

先に投機の可能性を指摘しておいた。浜口内

閣成立以来の為替相場漸騰には，投機的円買い

(ドソレ・ポンド売り)要因もあろう。しかし，

当時の経常収支は順調を呈していた。井上蔵相

としては，むしろその方が金流出懸念からして

重要であったで、あろうし，投機要因についても

認識していたと見られる 62)。また，投機的差益

の追求には，単に為替相場の騰落がありさえす

ればよいのであって，何も旧平価に釘づけされ

る必要はなし、。従って，投機といっても，過大

視されるべきではない。

さて，平価切上げは既成債務者にも有利に作

用する。ここでは，当時の日本が総額にして約

23億円の外債を発行していたということ(この

うち 22億円弱は間接投資)間，殊に関東大震災

後四29年までの新規発行外慣が 9億 5，700万 円

であったという事情が想起されねばならない。

第2表にあるように， 20年代の貿易収支はすべ

て逆調であり，国際収支"'h， 29年にわずかな順

調をみたのみで，他の年はすべて逆調を呈して

いた。「貿易収支の恒常的赤字を，政府外債が

補填したJ64)と言われるように， 日本の外資導

入は，貿易および国際収支の逆調分の決済のた

めであり， しかもその圧倒的部分は，伝統的に

公債(国債と地方債)によるものであった。前

節で、見たように，金解禁は，逆調分決済用とし

ての在外正貨の澗渇から生じた。そして，前記

の事情が，旧平価へと導く。解禁後の50ドルと

いう相場において， 100ドルという既成債務の

決済を行うのには 200円を負担すれば足りるの

に， 40ドルという解禁前の， しかも不安定な相

場において， 250円を負担しようとする者はい

ないであろう。すなわち，旧平価解禁によって

62)彼は次のように述べている。「大正15年に片岡大
臣の時に，金の解禁を計画してみますと，外国か
らスベキュレーション，思惑の為に金が2億位来

て居ったのでありますJ(1金解禁前後の経済事情
に就てJ，1929年12月4日，於慶応大理財学会秋
期講演，前掲『論叢』第3巻所収， p.299，前掲
『資料』第21巻所収， p.508)。

63)山崎編，前掲書下巻， pp. 190-4 (山本義彦氏稿〉。
64)向上， p.194。
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最も有利となる者のひとつに， 日本政府自身が

位置していたのである。

以上，金融資産的な面から旧平価解禁の有利

性(必然性)を見たが， これまでの説明におい

て暗に前提として来た事柄がある。それは，

日・英米聞の債権債務が全てド、ル建(ポンド建)

で取結ぼれているとL寸前提である。しかもそ

れは，当時の現実を前提とした前提である。対

外債権債務が外貨建で取結ぼれている場合に

は，為替相場の変動による有利化・不利化は日

本にとってのみの問題であり，外国には何らの

不都合も生じない。逆に言えば，契約が自国通

貨建でなされるということは，為替相場変動の

リスグから解放されていることを意味する問。

従って，外貨建の債権債務を有する固にとって

は，債権国か慣務国かとL、う国際収支構造上の

状態は，為替相場の位置を決定する上で重要な

問題となる。日本が為替リスクから免れるべく

円貨建で取決めを行うなどということは，当時

の対英米関係においては不可能事であったろう

し， しかも解禁前の時点で大幅な債務国であっ

たという事情は，当然金解禁をして旧平価に至

らしめたと言わねばならない。

最後に，貿易の立場からの旧平価の有利性を

述べよう。旧平価解禁による平価切上げ，すな

わち為替相場の高位維持が，輸出には不利に輸

入には有利に作用するのは当然である。従って

旧平価解禁は，輸入関税が軽減・廃止されるの

65)この考えについては，村岡俊三『世界経済論H有
斐閣， 1988年)， pp.227-8，における，為替相場
変動の現実資本への影響に関する説明に示唆を受
けている(ただ，その影響は，貨幣資本に対して
も同様となる，とわたしは思うが，村岡氏の説明
は，そうなっていなしつ。 旧平価解禁が， 既成の
対外債権を有する固には不利となることは，先に
指摘した。これは，英国の旧平価解禁(1925年〉
とは矛盾するように見える。だが，英国の債権は
ポンド建であること，従って，為替相場変更のリ
スクからはまぬがれていることを考えれば，容易
に理解されよう。そして，英国が債権を金で回収
する場合を想定すれば，新平価(平価切下げ〉は
金量で示される債権を目減りさせることになる。
旧平価が採用されたのは，極めて当然なのである。

と同じになるから，それは一見輸出伸長・国際

収支順調化という目的に反する矛盾した政策で、

あるように映る。しかしながら，前節 Iの(2)で、

示したように， 1920年代は重化学工業化の途上

にあり，そのためには工業化用原材料(基礎資

材〉の大幅輸入に依存せざるを得ない状態にあ

った。この事情を考慮すれば，旧平価解禁によ

る為替相場の高騰は，輸入の有利化を図る上で

の当然の措置となろう。

1920年代の貿易収支はすべて逆調であった

が，内訳では，全輸入品目中，原料が約5割を

占め，原料用製品をも含めれば，実に 7割を占

めていた66)。また， 次の指摘もある。すなわ

ち，銑鉄生産費のうち，輸入鉄鉱石に要するコ

ストが約 8割を占め，旧平価解禁でなければ

「基礎的資材の高騰」から「資本の蓄積の回害

要因」ともなった的， と。旧平価解禁は， 日本

が目標とした産業構造の転換・重化学工業化の

上での原材料の継続的輸入依存という貿易構造

からみても有利なものであった。

以上見てきたように，旧平価解禁の必然性

は，大蔵省(井上蔵相)がそれを自明としてい

たことは別としても，第 1に，金融恐慌後の大

量遊資の海外放出を図る金融資本にとって， よ

り少い円貨で外債投資が可能となることに，第

2に，巨額の対外債務を有する政府にとって，

その償還のために負担がより軽減されること

に，第3に，重化学工業化目的の上で，原材料

などの輸入基礎資材がより安価となることに，

それぞれ表現されていた。これらは， 1920年代

末時点における客観的経済事情を構成するもの

である。

しかも，第2と第3とは，後者を基礎としな

がらも相互規定的関係に立つものであり，その

いわば悪循環を辛うじて支えたものが，例の在

外正貨であった。第3の事情(産業構造に規

定された貿易・国際両収支の不可避的逆調状

66)前掲『日本の景気変動』上， pp.104-80 

67)桜谷，前掲誌， p. 1420 
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態)聞が阻止され得ないとすれば，不換制下で

は，為替相場の下落は必然であった。そしてそ

の下落を望まないとすれば，在外正貨を払下げ

る以外にはなかった。歴代政府の対応は，政友

会系=在外正貨維持・為替相場下落放任，憲政

会系=在外正貨払下げ・為替相場下落阻止とい

うように，一貫性を欠いているが，結局，在外

正貨j固潟の時点、で行き詰まった。すなわち， r輸
入超過そのものを防止しないで外国為替相場の

維持と正貨保有量の維持を両立させようとする

ことは不可能であり，結局昭和 5年の金解禁に

至るまで，対外経済政策はこの矛盾した二つの

要求に苛まれ，或る時は為替相場の維持にまた

或る時は正貨保有の維持に，その重点が移行し

絶えず動揺をくり返し」町ながら金解禁は必

然化した。為替相場の乱高下を取引上の不利と

した貿易業者の為替相場安定要求もあり，在外

正貨の澗渇，そして前記の 3つの事情に規定さ

れ，旧平価による金解禁は，主要勢力となりえ

たのである。

(2) 第一次金流出の原因

旧平価解禁は， どのような影響をもたらすで

あろうか。ここでは，その影響を，解禁直前ま

での通貨および物価の状態との関連で，世界恐

慌の影響からは純粋に区別して，説明する。既

述のとおり，わたしは，旧平価での金解禁それ

自体には，後の破綻の原因は含まれないと考え

68) 1"工業品，機械類と云ふものは全く日本には一つ
もありませぬ。日本を工業国にしようと云ふやう
なことを聞きますけれども，今日では機械類の輸
出は絶無であります」。他方，輸入綿花の「数量
を減じては日本の紡績は動かなくなります。従て
減らすことは出来ませぬ」。従って， 貿易外黒字
で「輸入・輸出の差額を支払ふより外に途は無い
のでありますJ(井上， w我国際金融の現状及改善
策~，岩波書庖， 1926年， pp. 229-31，前掲『論
叢』第 1巻所収， pp.484-7)。この叙述は，工業
製品輸出主導を目標としながら，重化学工業的に
未発達であった当時の日本の現状を.よく表して
いると思われる。

69) 吉野，前掲『改革史~， p. .195。

ている。両者を同一視するところから，世界恐

慌に基く日本の再建金本位制再停止を，井上の

旧平価解禁にまで遡及して，それを原因に据え

てしまうという誤りが生じた， と言えよう。

ウォーノレ街の株価暴落は1929年10月に生じ

た。そして，それは来たるべき世界恐慌の前兆

をなすものであった。しかし，当時は，そのこ

とを誰も認識しなかった。また，大恐慌として

実際に顕在化し， 日本にも波及してきたのは，

翌30年の中頃以降であった。さらに，第2図に

よれば，金解禁による金流出は， 30年7月の段

階で，一旦終息を見ている。

旧平価金解禁は，理論的にも実際的にも平価

切上げとデフレとを惹き起こす政策である。そ

こで，単なる通貨収縮による名目的な物価下落

が，不換制下にありながら解禁前夜まで続いて

きた慢性不況による物価下落と，そして， 1930 

年中頃以降においては「昭和恐慌」による価値

破壊的物価下落と，それぞれ同一次元で現われ，

それらが統計的には一緒に処理されてしまうこ

とから，旧平価解禁が恐慌を深化・加速化した

と誤認され，さらには， r解禁恐慌」という表

現まで登場する結果となった。

安藤良雄氏は，当時を分析して，次のように

結論している。

「物価・株価の暴落などという現象のいつまで

が，またどこまでが金解禁・緊縮財政の影響である

のか，いつからが世界恐慌によるものかは分ち難

いJo1"結局， 1929年夏から秩にかけての不況は金解

禁，緊縮財政によるものであり， 1930年以降の諸状

況は，基本的には世界恐慌によるものであるが，井

上財政との相乗効果により極度に深化したというべ

きであって…・・ J70)。

すなわち，氏は， 1929年 7月の浜口内閣成立か

ら年末までを，いわば「解禁恐慌」期一一「浜

口内閣の金解禁実施声明と緊縮財政(浜口内閣

は成立直後直ちに実行予算のかたちで緊縮財政

を実行に移した)によって日本はすでに激しい

不況を呈しており」ーーと捉え，金解禁実施以

70) 安藤編，前掲『両大戦闘の日本資本主義~， p.34。
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降を下昭和恐慌」期一一「世界恐慌は翌1930年

初頭日本に上陸し，いわゆる『昭和恐慌』を現

出した」一一ーと捉えている訳である。

しかし，氏のような時期区分 cr慢性不況」期，

「解禁恐慌」期， r昭和恐慌」期)よりは，むし

ろ，金解禁実施までを「慢性不況」期， 30年中

頃までを「金解禁・デフレ」期，そして，世界

恐慌波及以降を「昭和恐慌」期， というように

3つに時期区分する方が妥当ではないであろう

か。「約40-50%という大幅な価格の下落にも

かかわらず，生産の減退ははるかに低率であっ

たJTl)との指摘もあり，金解禁から半年ほど

は，まだ現実の恐慌(いわゆる現実資本の価値

破壊)は生じていなかったと考えられるからで

ある。要するに，物価下落の内容を区別する必

要一一金解禁までの高物価の名目性(インフ

レ)，金解禁による物価下落の名目性(デフレ)，

世界恐慌下の物価下落の実質性(価値破壊)

ーーがあるのである。 3番目については次節の

Eに譲り，ここでは前二者を対象とする。そこ

で， 20年代における日米の物価と為替相場の両

変動が問題となるが，予め，為替相場の変動を

一般論的に述べておこう。

今，貿易収支のみを問題とすれば，入超は為

替相場を下落させ，出超はそれを騰貴させる。

例えば， 日本の輸入商は，銀行において円を支

払い外国為替を組み，それを外国の輸出商に移

送することによって輸入代金の決済を行う。こ

の例においては， 日本では円が銀行に流入する

ことから，次のような見解も生まれる。すなわ

ち，入超が大幅になることによって通貨流通量

は減少し物価下落(デフレ)が生じる， と。しか

し輸入品は園内で売却されねばならな L、か

ら，それに相当する貨幣は，買手による預金引

出しなり借入れなりによって必ず市中に現われ

る。従って，入超に基く通貨の収縮→デフレは

生じ得ない。金本位制下では，入超→為替相場

下落→金流出→銀行券収縮→不況がしばしば懸

念されるが，輸入商は，金で対外決済を行う場

71)長，前掲書， P.1160 

合には，予め銀行券を金と先換するのであるか

ら通貨が収縮するとはいっても，それは金流

出に先立つて，既に生じていることになる。

他方， 日本の輸出商は，外国の輸入商から移

送されて来た外国為替を，銀行に売ることによ

って輸出代金を回収する。この例においては，

先の例とは逆に，日本では円が銀行から市中に

流出することから，出超が大幅になることによ

って通貨流通量が増大し，物価騰貴(インフレ)

が生じるとの見解が生まれる。しかし，輸出商

は，銀行から入手した貨幣で、もって，再び輸出

用商品を圏内で購入しなければならないから，

その貨幣には，必ず別の商品があい対すること

になる。従って，出超に基く通貨の増大(イン

フレ)も生じ得ない。金属鋳貨の皮質などを別

とすれば，金本位制下でインフレが生じないの

は，言うまでもないであろう問。

また，入超時には，為替相場は下落する。す

なわち， 1ドルにつき支払わねばならない円の

額が増大し(円安)， 輸入品の円建価格を高め

ることによって，輸入に不利に作用する。従っ

て，入超が長期化することは，あり得ない。逆

に，出超時には，為替相場は騰貴する。すなわ

ち， 1ドルにつき受取りうる円の額が減少し(円

高)， 輸出品のドル建価格を高めることによっ

て，輸出に不利に作用する。従って，出超が長

期化することも，あり得なし、。

要するに，貿易収支の順逆は，圏内の一般物

価には，直接的影響を及ぼさないということ

(貿易関連商品は別)，すなわち，通貨流通量

およびその一部の銀行への還流は，総じて商品

流通(価格と取引量)に規定されるのであっ

て，逆ではないということ78Lそして貿易収支

72) rイングランド銀行への金の流入によって， それ
と引き換えに発行される銀行券の数がふやされる
場合には，この銀行券はイングランド銀行の外で
の割引業務に役立ち，貸出金の返済によって還流
するのであり，したがって流通銀行券の絶対量は
一時的にふやされるだけであるJ(大月全集版『資
本論Jl25 b， p. 679)。

73) r流通貨幣一一銀行券と金一ーの量に影響するも
のは， ただ取引そのものの要求だけであるJ(向
上， p.673)0 r銀行券の流通は，イングランド銀
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と為替相場は相互に規定し合い，反復性をもっ

ということ(これを実質的な為替相場変動とい

う)，以上2つのことを示した。

ところが，第 1図からわかるように， 1920年

代の日本の対米為替相場は，反復性をもたない

のは勿論，その変動にもかなりの不規則性が認

められる。これは，前記の要因(実質的変動)

のみでは説明しえないことを物語る。すなわ

ち，為替相場の変動には，貿易収支(あるいは

国際収支)以外の要因が別に存在する， という

ことを示唆する。一般的に言えば，二国聞のイ

ンフレ率格差74)というものが，それである。

貨幣数量説にあっては，物価騰貴(インフレ)

→入超→為替相場下落→外貨(または金)流出→

通貨収縮(=通貨価値騰貴)→物価下落(デフ

レ)→出超→為替相場騰貴→外貨(または金)

流入→通貨増大(=通貨価値下落)→物価騰貴

(インフレ)， という形で循環論的な説明がな

される。そして，不換制下のインフレ→入超→

為替相場下落， というシェーマだけを見ても明

らかなように，国内物価と為替相場とが直結さ

れる。先に例示した，貿易収支の]1原逆に基くイ

ンフレないしデフレ化説はその典型であるが，

この説をもってしては， 20年代の為替相場は，

決して解きえないであろう。高物価，国際収支

逆調および低為替相場という20年代の現象を，

そのままの]1原序で因果論的に並列することは可

能である。しかし， 10年間常に旧平価を下回っ

ていた為替相場が， 日本の貿易および国際収支

を，順調へと導かなかったという事実は，数量

的の理論とは，矛盾するものである問。

行の意志にはかかわりがないように，これら銀行
券の免換可能性を保証する銀行地下室内の金準備
高にもかかわりがないJ(同上， p.673)0 r実際
には，金量の減少はただ利子率を高くするだけで
あり，金量の増加はただ利子率を低くするだけで
あるJ(同上， p.710)。

74)便宜上この表現を用いたが，マルクス貨幣理論か

らすれば，厳密には「事実上の為替平価」であ
る。後に再説する。

75)これは，国際間の金利格差を考慮しても妥当す

さて， 1920年代の為替相場を説明する上で注

意されねばならないのは， 日本が， 17年以来金

本位制を事実上停止し，大量の国債の日銀引受

け或いは日銀特融という金融財政政策によっ

て，大戦およびその後の一連の危機を切抜けて

来たという事態である。第3図によれば， 1918 

年以降の日本の物価上昇率は，アメリカのそれ

よりも，一貫して高かった。そして， 20年代の

為替相場は，常に日米物価比率(購買力平価76))

より高位にあった。ここから，次のことが帰結

し得る。日本にとって， この為替相場は，輸入

には有利に，輸出には不利に作用せざるをえな

かったということ，すなわち， 20年代を通して，

日本の貿易および国際収支が逆調とならなけれ

ばならなかったのは，旧平価からすれば低位で

あった為替相場さえ，事実上円高の性格をもっ

ていたためである， ということである。

金本位制の場合には，悪鋳や改鋳の場合を除

いて，一般にはインフレもデフレも生じない。

従って，為替相場は，為替平価を中心にして小

幅に振動するに過ぎない。ところが，金本位停

止下にあっては，金現送は不可能となり，金現

送点は消滅するから，為替相場は大幅に騰落す

る。変動相場制下では，為替相場変動リスクを回

避する目的から先物為替が利用されるが(深井に
よれば，当時既に存在した)， それは， 高金利国
においては直物相場より金利格差分だけ高く(低
金利国ではそれだけイ尽く〉設定されるので，資金
移動は起こらないからである。資金が高金利国に
流れることを，一般に考えではならなし、。逆に，
低金利国に流れる場合もあるからである。これに
ついては，ポール・アインツィッヒ『先物為替の

動態理論~ c東京銀行為替部訳，東洋経済新報社，
1965)の第11・12両章を見られたい。

76)購買力平価説については，紺井博則 rG・カッセ
ノレの購買力平価説と『管理通貨』論J(北大『経

済学研究』第26巻第3号， 1976年8月所収〉を参
照。同説は，管理通貨市jのいわば落とし子とも言
うべきものである(同説の適格な整理に関して
は，小野朝男『外国為替~，春秋社， 1957年， pp. 
132-43参照〉が，小稿では，一国の物価水準を前
提とするところの，個別諸資本の貿易上の採算基
準という視点で，同説を捉えているので，カッセ
ノレ自身が存命中苦悩したように，現実の為替相場
が購買力平価に一致しなくても，いっこうに構わ
ない。
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第 3図 対米為替相場と日米物価比率
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(資料)東洋経済新報社編『日本の景気変動』下巻 0931年)より。

(注) 縦軸の数字は. 1931 (大正 2)年1月を 100とする指数。

るようになる。さらには，為替平価そのものが

変化するようになる。例えば，貨幣法上円は金

0.75fJの貨幣名でも，インフレによって物価が

2倍に騰貴すれば，円は，事実上金0.375fJの貨

幣名に過ぎなくなり， これを反映して，為替平

価は. 100円=50ドル(=金75fJ) から， 100円

=25ドル(=金37.5fJ， ドルの代表金量は不変)

となる。これは，国際収支要因とは全く無関係

であって，為替相場の変動が，為替平価の事実

上の変更のみを反映する場合，それを名目的変

動と呼んでいる。

現実には，国際収支要因に基く実質的変動

も，為替平価自体の変更に基く名目的変動も，

為替市場では一緒となって現われ，為替相場は

一種類しか成立しなL、。従って， どちらか一方

の要因のみを反映する現実の為替相場などは，

まずあり得ないと言ってよい。しかしながら，

第 3図による限り， 1920年代の低為替相場は，

日本のインフレによる円の減価(正確には代表

金量の減少)を，すなわち為替平価の事実上の

低下をかなりの程度反映したものであったとみ

なせるのである。 20年代の為替相場の恒常的低

位は，数量説の言うように国際収支逆調の結果

であったと見るべきなのではなく，逆に，その

原因をなすものであったと見るべきものなので

ある。

この点については，新平価(平価切下げ)解

禁を主張した高橋亀吉氏も見落としている。氏

は次のように述べている。

「思うに，為替相場が平価以下に低落せる場合に

おける旧平価解禁は，次の如き条件の整備を待って

これを実施するのが定石である。 (1)その国の国際収

支関係が黒字に転じ，その自律的結果として(思惑

または政治的手段によることなく)，為替相場が平

価 (1日平価のこと←一一吉田Jに接近する ζ と。 (2)加

うるに，できれば，海外の景気状勢が好個で，国際

物価が騰貴情勢時期たることJ77l。

氏は， この 2条件を当時の日本に期待し得な

いという予見をもって，旧平価解禁に反対した

訳である。しかし(1)の指摘から，氏が， 1920 

年代の低為替相場を国際収支逆調の結果とみな

していることがわかろう。そして， (2)の指摘に

対しては，われわれの立場からは，次のように

言わねばならない。すなわち，金解禁下にある

77)高橋，前掲書中巻， p.889。
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海外経済の活況化(物価騰貴化)から， 日本の

輸出が増して為替相場が実質的に騰貴(旧平価

接近)したとしても，それは，既に切下がって

いる為替平価そのものが引上げられることを意

味するものではない，と。氏の新平価解禁論

も，実は井上蔵相の議論と根本的に対立するも

のではないのであって，基本的に依拠している

のは井上と同じ数量説なのである。

では，為替平価の事実上の変更とは，具体的

にどのようなものとして現われるであろうか。

具体的数字例で示そう。先ず，両国商品の価格

が不変である場合。貿易業者は， 自国の商品の

価格一一(市場)生産価格一ーを，その時々に

現実に成立している為替相場でもって， ドル建

価格に換算L，同種米国商品の価格と比較する

ことによって，貿易上の有利不利を判断する問。

例えば，同種の商品が， 日本では100円，米国で

は30ドル，その時点での為替相場が 100円=40

ドルであったとしよう。この場合， 日本の 100

円の商品は，為替相場換算では40ドルと割高で

あり，米国の30ドルの商品とは競合できなし、。

従って，貿易商比 100円の商品を輸出しはし

ないであろう。逆に，米国の30ドルの商品は，

為替相場換算では75円と割安になり，日本の100

円の商品と充分に競合できるのみならず，少々

価格を引上げて売ることも可能である。従って

貿易商は， 30ドルの米国商品の輸入を行う。

為替相場が下落して， 100円=40ドルから 30

ドルになれば， 30ドルの米国商品は，円貨換算

で100円となり，もはや割安ではなくなるので，

貿易商は，輸入を控えることになろう。為替相

場がさらに下落し， 20ドルになれば， 30ドルの

米国商品は，円貨換算で 150円と割高になる。

逆に 100円の日本商品は， ドル貨換算で20ドル

と割安になり， 30ドルの米国商品と充分競合可

能となる。今度は，貿易商によって日本商品の

78) r産業資本家の前にはいつでも世界市場があり，
彼は自分の費用価格を自国の市場価格とだけでな
く全世界の市場価格と比較しており，また絶えず
比較しなければならなし、J(大月全集版『資本論』
25a， p.419)。

米国への輸出が図られることになる。

以上の例でわかるように，貿易商の輸出入に

おける採算水準は， 日米聞の物価比率(例では

100円=30ドル)にある。為替相場の変動は，

貿易商にとっては，いわば所与のものである。

次に，物価の方も変動する場合について見

る。為替相場が 100円=40ド、ノレの時点で， イン

フレにより日本の100円の商品が200円となった

としよう (米国製品は30ド‘ルで、不変とする)。

インフレが一国に平均的かつ一律に生じたとす

れば，為替相場はその円の減価(厳密には代表

金量の半減)を反映し， 100円=20ド、ルとなる。

この状態は初めの為替相場から見れば円安であ

るが，先述したように日本の貿易商は採算水準

は， 100円=30ドルから200円=30ドル，つまり

100円=15ドルに変化している。従って，これか

ら見れば， 100円=20ドルの為替相場も実は円

高状態にあることになる問。

従って， 1920年代の低為替相場と旧平価との

関係は，上記の例の100円につき20ドルと40ド

ルとの関係にあったのである。ところが，旧平

価を下回っていたという眼前の現象をもって，

国際収支逆調の結果と判断されたのである。し

かし，事実は逆であった。 20年代の相場は， 日

米聞の物価比率(購買力平価)から見れば上位

(円高状態)にあったのであり，まさにそれが，

日本に輸入の有利性をもたらし， 20年代の貿易

および国際収支の恒常的逆調に導いていたので

ある。それゆえ，井上蔵相が金解禁の好機と捉

えたところの1929年末から30年初めにかけての

時期にさえ，経常収支や国際収支の均衡・為替

相場の旧平価接近とし、う好指標が存在したにも

かかわらず，大戦中から20年代に至る物価のイ

79) 100円=40ドルの為替相場が日本のインフレを反
映して20ド‘ルへと名目的に下落することについて
は，いわゆる金の市場価格(例のような状態で
は，円建で2倍に騰貴する〕とともに，国際収支
上には現われない為替銀行聞の裁定通貨取引が考
慮されなければならないが，それらはすぐれて理
論的な論点を含むので，他民独立に別稿で論じ
Tこし、。
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ンフレ的性格80)や事実上の為替平価の低位状態

は，何ら解消されてはいなかったのである。井

上蔵相は，為替相場が旧平価に近づいた時点で

解禁すれば， I打撃は少し、」としていた。この予

80)とこでインフレと言っているのは，高物価の名目

性とL、う意味でである。イ γフレは，よく「持続

的物価騰貴」と定義され，その原因の如何を関わ

れないが，これからすれば，物価が漸落した1920
年代には，インフレはなかったことになる。しか

し，わたしが「インフレ的性格」とL、うのは，金

本位停止下の銀行券乱発による高物価の意味であ

って1"""持続的騰貴」が生じているか否かは問題

ではない。不換制下においては，金地金を含め，

全商品の価格が多かれ少なかれ騰貴するが，これ

については，次の深井英五の記述が，注意されな

ければならない。

1919年6月， 1"""米国が金の輸出禁止を解いてか

らは，輸入によって金工業の需要を充たし得る事

となった。…・・・我が為替相場が段々に低落して平

価以下に落ちてからは，外国から金地金を輸入す

れば 1匁5円以上に当る。其の差は為替相場低

落の進むに随って益々甚しくなる。それを矢張 1

匁5円見当で売却するのは，世界的値段より安く

金地金を供給して，金工業に特別の便宜を与ふる

に外ならぬ。之を逆に考へて 1匁5円で買った

米国金貨を，仮りに外国へ輸出すれば，為替によ

りて送金するよりも有利の勘定となる。其処で米

国金貨の平価売却は，一方に於て金地金の乱用を

誘致し，他方において其の密輸出の誘惑を起した

ゃうである。兎に角為替相場の低落に伴って，米

国金貨買受の請求が激増し，金工業の為めの需要

と認められたる高の倍額以上に達した。又米国金

貨平価売却の結果，内地の金地金相場は 1匁5円

見当に釘付となり，他の物価の騰貴に全く随伴せ

ざるが故に産金業者は之を苦痛とした。其鐙に放

置すれば我が産金業が荒廃に帰すべしとさへ言は

れた。……是等の事情を考慮して大正13年11月1
日から米国金貨の売却方法が改められ…・・・爾後

は，為替相場を基礎とし，米国から金を輸入する

場合の採算を見当にして時々売値を定むることと

なった。当時為替相場が38弗台であったから，金

地金の相場は 1匁5円見当から一躍6円50銭見当

に騰貴した。果然米国金貨買受の請求は激減し，

従来の需要には密輸出を目的とするもの砂からざ

りしことを透明したと謂ヘるやうであるJ(W通貨

問題としての金解禁~，日本評論社， 1929年， pp. 

74-5，傍点は吉田のもの〉。

金価格が騰貴することは，逆に見れば，円が代

表する金量の減少である。深井の言及にあるよう

に，金 1匁 (3.75，:SZ)が5円から 6.5円になった

ならば，円の代表金量は%匁 (0.759)から約%

匁 (0.589)に低下する。深井の引用(傍点部分)

想は，その数量説的理念からすれば，当然のも

のであり，ひとり井上蔵相だけの誤謬として片

付く性格のものでもない。高橋氏も含めて，数

量説には，先に指摘したような為替相場変動の

にもあるように，円はインフレによって既に代表

金量を低下させ，約功匁の貨幣名にすぎなくなっ

ているのに，政府が相変わらず 1円と引換えに%

匁を渡すということは，円貨と金地金との不等価

交換を意味する。従って 1匁の金価格を6.5円

に引上げたという政府の措置は，不等価交換の解

消，円の適正水準への復帰を表す訳である。不換

制j下においては，市場実勢が，常に政府の行動を

も規制した(第3表参照〕。

第3表金地金相場及び政府金賀上相場

卸売値段 小売 値段

年 月 久一ヵ|日 銀調地金商業の対業調査商庖 査平均
への 地金高 相場

1 9 2 4 (円)
(大正13) 6，486 6，270 5，291 5，160 5，242 
1 9 2 5 
(大正14) 6，332 5，944 6，058 6，060 6，053 
1 9 2 6 
(昭和 1) 5，358 5，264 5，338 5，390 5，356 
1 9 2 7 ※ 
(昭和 2) 5，28i 5，095 5，216 5，213 5，215 
1 9 2 8 
(昭和 3) 5，392 5，335 5，390 5，390 5，389 
1 9 2 9 
(昭和 4) 5，443 5，326 5，409 5，407 5，408 
1 9 3 0 
(昭和 5) -15，011 5，070 5，070 5，070 
1 9 3 1 ※※ 
(昭和 6) 5，014 5，070 

年月日 I~鰐lFill 年月日 I~同時
昭6
12月13日 7，350 7，300 

14日 6，000'，1 28日 7，250 7，300 

15日 6，30011 4月4日 7，180 7，230 

18日 6，00011 11日 7，130 7，180 

31目 6，30011 18日 7，110 7，160 
昭8 6，500 25日 7，180 7，320 2月9日

16日 6，350 27日 7，300 

20日 6，500 5月2日 7，270 7，320 

29日 9日 7，180 7，230 

3月2月 16日 7，270 7，450 

5日 7，250 
(7日より)

23日 7，370 7，420 7，300 
14日 7，450 7，500 30日 7，370 7，420 

(資料7栃倉正一『金問題概論~ (日本評論社，

1934年)， pp. 330-1に依る。

(注) ※は 8月までの平均。

※※は徳、力商腐の卸売値段。

相場は年中平均。
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二重性の区別がないからである。

井上蔵相は，金解禁に先立つて，いわばその

「定石」とされる様々な政策を行った。そして

昭和4年度予算中，一般会計における非募債お

よび特別会計における減債の方針を，財政緊縮

の一環として徹底的に貫いた。しかし「現在

国債の総高は58億ありますが，是は恐らくは，

年度末の来年 (30年ー一一吉田)の 3月31日にな

りましたならば60億円に達しませう J8!) という

ように，当時の国家予算の数倍に達する既発国

債については，何の懸念も示されなかった。こ

のような状態の下で，旧平価(平価切上げ)解

禁が断行されたのである。最早結果は明らかで、

あろう。

金解禁前には，注80の深井英五の記述や第 3

表にあるように，金 1匁 (3.75g)は， 6.5円で

あった。旧平価解禁は，それを 5円で買えるこ

と(つまり先換すること)を国民に保証するも

のである。従って金価格は従来より 2割強も安

価となるが，ただそれだけのことであって，銀

行券所有者には何の困難も生じるはずがない。

むしろ，かなり有利なものなのである。金解禁

は，旧平価で行われようと，また別の平価で行

われようと，銀行券所有者には平等に作用する

のであって，その所有者は誰であろうと，金先

換が可能なのである。

しかしながら，上記の事態は，政府に対して

は，銀行券所有者とはまさに正反対の形で苦難

をもたらすことになる。金交換は，政府から見

れば銀行券の流入・金の流失となるのは当然だ

81) 1"日本経済の建直しと金解禁J(1929年9月9日於
蔵相官邸講演)，前掲『金解禁』所収， pp.39-40o 

前掲『資料」第22巻所収， p.508。なお，高橋氏
は，井上蔵相の金解禁準備政策の中に金融緊縮が
ないことを指摘した上で1"わが金解禁準備対策
としては，……インフレ通貨の回収に全力をあげ
るべきであ」ったと述べている。近代経済学の場
合には，原因のいかんを間わず，物価騰貴=イン
フレ，下落=デフレと規定されてしまうが，高橋
氏は， 1920年代の物価を，例えそれが漸落傾向に
あったとはいえ，正しくインフレ的性格をもって
いたとみなしている訳であるく注87参照〉。

からである。金流出(免換)は，通貨(銀行券)

が漸次縮小することによってデフレーションが

発生し，旧平価に見合う物価体系(金輸出禁止

前の物価体系)が成立するまで継続するであろ

う。この物価下落は名目的なものであって，恐

慌や不況とは無関係なものである。ただ，基本

的に数量説に立脚する当時の財政金融当局とし

ては，この金流出の原因は理解され得ないとこ

ろであった。せいぜい投機とみなす以外にはな

かったろうと思われる。貨幣金融理論では第一

線に位置していた深井英五さえ，初期の金流出

については次のような事実確認しかしていない

のである。すなわち， r金の流失は別の原因か

ら早く起ったので，国際収支の状態とは関係な

し、J(注目参照)， と。旧平価解禁は，客観的に

見れば，無制限の金先換を行うことによって，

切下がっている円価値の平価回復(つまり代表

金量の増大)を，経済法則に期待するという措

置以上のものではないのである。

従来，旧平価解禁は，急激な通貨収縮→デフ

レ→経済活動の停滞と認識され，あたかも恐慌

を惹起するかまたはそれを激成するかのように

考えられてきた。これは既に， r金解禁恐慌」な

る表現に現われており，現在も「錯誤政策」な

る批判に反映されているものであって，それ故

に対井上蔵相批判(批難)も生じたと言える。

また，デフレについても，過剰通貨の投入は物

価を名目的に騰貴させるが，その回収は恐慌を

惹起し実質的影響を及ぼすといった，いわゆる

インフレ・デフレの非対照性の理解82)が根強

く，名目的物価下落とはなかなか認識されな

い。しかし， これまで、見たように，本質的関係

としては，イニシャティヴは銀行券所有者にあ

り，彼が安くなった金を買う(先換する)ので

あって逆ではない。この場合，政府の立場は常

に受動的なものである。インフレが，国家が恋

82)例えば， 岡橋保「デフレーション恐慌論J，九大

『経済学研究』第17巻第 1号(1951年4月〉。後
に『金の価格理論~ (日本評論社. 1956年〕に，
「デフレーションの理論」として収録。
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意的に行ったことの経済法則的反映で、あるのと

同様，デフレも名目的なものであり，従って物

価下落という，インフレの反対現象であるとは

いえ，経済法則的貫徹形態としては同じなので

ある(インフレ・デフレの対照性)。

以上が，旧平価解禁による第一次金流出およ

び物価急落の内容である。とはいえ，それは，

金解禁の破綻・金本位制再停止の理由をなすも

のではなL、。金解禁は，一時多量の金を流失し

はしたものの，一応の成功を見たからである。

われわれは，すすんでその破綻の不可避性を捉

えねばならない。

III 金解禁政策の破綻一一井上準之助の

経済理論一一

日本の再建金本位制は， 1931年12月11日にお

ける第二次若槻民政党内閣の総辞職，同13日に

おける犬養毅政友会内閣の成立をもって，崩壊

した。高橋是清蔵相は， 1313，大蔵省令によっ

て金輸出を再禁止し， 17日，緊急勅令をもって

金先換をも停止した。ここに， 日本の金解禁政

策は，わずか 1年11か月をもって終わりを告

げ，国家独占資本主義制・軍事ファシズムの時

代へと移行して行く。深井英五は，後に， 1"金本

位制再離脱は単に政変の結果と着るべきではな

い。恐らくは不可避の帰趨であったらうJ84
)，

と述べた。ここで「不可避の帰趨」とされてい

る事態は， 1"昭和恐慌」下にあった日本経済の

実情と，井上蔵相の行った(または，行わざる

83)桜谷氏は， 国独資を， 1"資本主義体制の危機に対

応した独占資本主義の新たな存在様式」 と規定

し，それへの移行が「対外経済関係によって大き
く規定された」 ことをもって， 1"国独資移行の日

本的特質」 としている(前掲誌， p. 152)。しか

し，金解禁を内在的必然性として明らかにすると
いう，氏の最初の問題意識からすれば，片手落ち
の感をもたざるを得なし、。生産力発展に対する消

費制限の打開を国家に見出すという，資本側虫、ら

の内在的要因が重視されなければならないのでは

なかろうか。
84) 前掲『金本位制離脱後の通貨政策~， p.3220 

を得なかった〉政策との関係(希離)の問題と

して，把握されなければならなL、。

井上蔵相の理念や，彼が金解禁末期にとった

言行からしでも，金輸出再禁止は，もとより彼

の望むところではなかった。彼は，最後までそ

れを拒否し続けた。ところが，1"昭和恐慌」の深

化過程がほぼそのボトムに達したとされる1931

年9月，井上蔵相の金解禁政策の破綻を決定づ

ける 2つの国際的事件が相次いで発生した85)。

満州事変 (18日)とイギリスの金本位制再停止

(21日)である。日本の金解禁が， もともと，

イギリスの金本位制復帰に基く国際金本位制再

建という国際的環境変化を契機とするものであ

っただけに，それが膏び崩壊したということ

は，まさに，不幸と言う以外にない。結局，若

槻内閣は，内相安達謙蔵らによる画策(政友会

との連立内閣構想)に反映される閣内不統ーか

ら，総辞職に追い込まれたのであった。

一見，外的要因と政変の結果と見える日本の

金解禁政策の破綻， これを内在的に説明するこ

とが， 本節の課題である。すなわち， 1"昭和恐

慌」下の経済的現実と，井上蔵相の財政金融政

策との君主離・対立の問題，逆に見れば，前者と，

次の高橋財政(犬養内閣)との一致・調和の問

題となる。

井上準之朋の経済理論は， 1"きわめて粗奔に，

しかし端的に表現されたリカード=ミル流の静

態的な国際収支均衡論であり，いわゆる数量説

的前提によりかかった金本位制の自動調節論で

ある」86〉， と評されている。そこで，井上の考

85) 1"昭和恐慌の展開過程で注目すべきことは，恐慌

がほぼその底に達する31年 9月に，満州事変の勃
発とイギリスの金本位制停止という二つの国際的

事件があいついで起きたことであるJ(前掲『日
帝史j]， p.13，大石氏稿〕。

86)隅谷編，前掲書， p. 217 (長氏稿〉。 また， 田中

氏にあっては， I"r井上準之助論叢」全4巻にみら
れるのは， しょせん実務家ないし政治家の時に非

論理的な思考である。井上は学問的思考の点では
同じ実務家であった後の日銀総裁深井英五に遠く
及ばないJ(長・住谷編，前掲書， p.367)，とい
うように，対井上評価は，非常に辛い。
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えミを， しばらく追っ工みたL、。

金本位制下にオ'ò~、ては，入超→金流出→金利上

昇・物価下落→高等3電力減少→不景気→消費節約→出

超→金流入→金利低下・物御機霊堂→長持E電力増大→妻子
というように， 1天然巨当然に総てのことが鱗

節~れる J8710 1しかる?と日本は，その金本佼制を一

時的に停止して，国際経済の逆遂な歩いてし、;;:'0 こ

の結晃さこそ，今日における狭間の綴済的不安な深刻

ならしめた最大の厳罰なので、あるJ88l。詑来の政府ー

が行って来たように，金解禁をど必ずに「在外至授の

払渡を為すことは，内地の物価には何者李の関係なし

に， .!!IJち物i績の調節は更に致しをせずに，日伝単にぎ設

の対外的の価値をと上げゃうといふことになりますか

ら，対外価値，郎ち為替相場は上っても，内総の物

館は吏に下落せずに，貿易の王子謁を失ふこととな

るJ89l0 r為替相場不安定は，物価の安定をど失はしめ

る。…ーかかる不安定な状態が泳く続けば続くほ

ど，経済界の不安は助長させられ，

き務取引が全く投機化ずるに歪りい…経淡3字の不景

気は深刻を極める。これが今日における我が関経済

のま5爽穏なのであるJ90l0

見られるように，井上は，20年代の日本に党

機的状況をもたらした原密弘金本位制?こ援さ

なかったという一点にのみおいている。これが，

金本位?械の自動調節作用に対する井上の儀念を

して， r女J想的ドグマと呼ばせているもので

あるが，井上が詩作用に鰐待したものは，それ

のみではなL、。井上は，引用からもわかるよう

に金本位鵠が，金流出を通じて一時的に不況

を招致することによって物舗騰食および入慈の

状態が慢性的に長期化ずることを践iとするみい

う利点を反語で有する，と考えていたのであ

り，間作用の単なる蔚信者であったのではな

87)苦言鯵ず金解禁』所j奴， pp.45-70前掲 T資料j第

22落合所収， P.5090 
88) 1全日本に立qぶJ， Il'JJニ所収， p.71o 向上所収，

p.5140 
89)前掲作文国際会激の現状及改善策JI(1926年5f!

於京都平智大講演)，抑.95-弘前掲時命叢J綴 l
務所i民， pp.356-70 

90) i念冴本に立iトぶム 言立主務 F金解淡』所収， p.760 
『資料』務22巻所収， p.5150 

91)主主，幸吉掲『臼ヌド経済盟、怨史研究ふ p.1600

い。しかも，間作用が，財政金融当局の全くの

傍観によって， 告然的に成立し得るものか否か

は，金本i位制下にあった明治の末期から長く金

融に携って来た弁上なら，当然感知しているこ

とで、あろうからである。弁上は，金本位制が停

止される以前から，財政金融さお局のL、わば第一

線に位置して来た。彼は，著作中で，金解禁が

経済的には可能であっても政治的に不可能で'あ

ると Lづ20年代のディレンマ色 f可愛か述べて

おり，政治的要請から主体的に行動し得なかっ

たことを暗示している。とはいえ，一連の日

特融などを議恕すれば，金解禁とは"

れのtまいた種を己れで刈取るとも言える政策で

あっfこということにはなろう

きて，金解禁下の状況私経済史家の叙述に

よりつつ， 晃てみたい。三三和良一氏比

した井上の箆解(数議室説)から理論的に導出さ

れる帰結と，井上の金解禁がもたらす鰹舟産業

および物掘の状態とを，それぞれ別に論じ，弁

としたところの消費節鈴・物

部引下げという準備過患が，実は，金解禁の前

提ではなく閥的問他ならないものであった， と

した上で，井上氏金本位制の自動欝欝作用が

「真の好景気j をもたらす道を熱弁したが，金

解禁の真舗が関われるのは 「井上の期待した

貿易収支改善の可能性如何」である， と評して

いる。興味深い見解であるので，少々長くなる

が，氏の論 い形で要約したい。

iお平{題解禁による入総から， r~ゑ流出が起り， 遜

貨は縮小し，金科上昇・綴筆書減退から企業活動は停

滞し，物総沈下手喜する」。物館下落札「生成紫低下

でわると問時に製品総務低下ーであるから，企業利演

は，そのiまでは減少の可能性が大きい。新しい低

物術水準で企業利潤が機保され，企業活動が活発化

し2 輸出が拡火傾向に入るには，…・日産業会室主化と

ならんで，物綴総務すた去っち実質霊堂ゑ低下が期待さ

れるふ しかし，井上の雲行からすれば，その期待

氏 「軽工業製品の低賃金を武器とした輸出伶炎J

とならざるを得ず，従って， I母子i面解絞による

級交改善は， 1大いに疑問と震わ2ざるを得ないJQ

120年代の企業利潤議低下の!京阪は，……労働生産
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性を上回る賃金上昇であり，それを価格上昇に転嫁

し得なかったのは国際競争および園内競争の圧力で

あった」。従って， 解禁下で企業利j簡を保証するた

めには， 独占化が図られねばならなし、。「物価引下

げと独占形成は， ……両立し難い」が， 1"これを，

実質賃金引下げと競争排除とすれば，企業利潤拡大

の路線としてまさに適切である」。実はこれが， 1"金

解禁のねらいの一つであったJ92l。

三和氏の議論では，昭和恐慌の問題が，旧平

価解禁の問題と結びつけられ，金解禁=デフレ

の結果としての園内縮小均衡が，企業利潤の低

下と結びつけられ，結局，金解禁の目的は，企

業利潤を保証するための，実質賃金低下と企業

集中とであった， と結論されている。先ず，労

賃であるが，これはインフレ下において，諸商

品価格中，騰貴が最も遅れるとしばしば言われ

るように，実質賃金の低下というものは，持続

的物価騰貴の状況の下での常套用語である。と

ころが， 20年代は，不換制下にあったとはい

え，その「慢性不況J状態から，物価は漸落し

た。そして，金解禁後，物価は急落した。従っ

て， 20年代の物価の漸落過程においては，実質

賃金の上昇が帰結され得， 三和氏の， 120年代

の企業利潤率の低下の原因は，…・・労働生産性

を上回る賃金率上昇であ」った， との指摘も首

肯し得る。しかしながら，氏が，金解禁期にお

いて，実質賃金の低下を導き出すベく，旧平価

解禁による物価下落を持ち出すのは，疑問と考

えざるを得ない。旧平価解禁による物価急落

は，実質賃金の上昇につながることになるから

である。氏は，高橋財政下の 11930年代のイン

フレーション政策は，まさにこれ(実質賃金の

低下一一吉田)に成功した」町， と述べている。

ここから判断しても，旧平価解禁，すなわちデ

フレーション政策の下での実質賃金の低下は，

物価下落をもっては論理的には帰結し得ないこ

とになろう。氏は，このギャップを埋めるため

に， 1昭和恐慌」下の現実，すなわち， 1企業活

92)前掲『日本経済政策史論』上， pp.324-6。
93)同上， p.323。

動の停滞あるいは労働節約的合理化による雇用

量の縮小・失業の増大J94) を，実質賃金の低下

を帰結するための要因として導入しているが，

それは，もはや旧平価解禁の問題ではなく，恐

慌の問題であろう。

要するに，三和氏が様々な要因を挙げて，精

致に説明しようとしたところの金解禁の目的

(と氏が判断しているもの)とは，結局は，旧

平価解禁・デフレーションの下で生ずる， 日本

経済のいわば縮小均衡の状態なのである。 Eで

述べたように，旧平価解禁・デフレは，実物経

済には影響しない名目的な物価下落である。そ

れを 1昭和恐慌」 という実物経済に直載影響

を及ぼす経済過程と無区別に論じてしまったと

ころに，氏の論理的不整合は起因すると思われ

る。金解禁の実施が，恐慌という経済実体が直

接左右される時期と重なり，企業倒産(利潤率

低下)や失業の発生(実質賃金低下)と併存し

てしまったということが，旧平価解禁による物

価下落の名目的性格を理解しにくくしたととも

に，金解禁による名目的物価下落と，恐慌によ

る実質的物価下落との同一視に導いたと言えよ

う。しかも，氏にその同一視をもたらした，も

う一つの重要な理由があるように思われる。そ

れは，他ならぬ氏自身に，井上と同じ貨幣数量

説的理解がある， ということである。同説の典

型は，インフレ(デフレ)→入超(出超)→為

替相場下落(騰貴)という図式であった。ここ

では，インフレという名目的なものが，輸入増

大という実質的な変化をもたらすものとされて

いる。しかし，インフレとは通貨価値の下落

(厳密には，代表金量の減少)であるから，こ

の場合には，為替平価自体が変化し(名目的為

替相場の問題，例えば 100円=50ドルが25ドノレ

に下落する)， 輸入の有利性を相殺してしまう

のである問。従って，インフレ(名目的現象)

94)同上， p.325。
95)名目的為替相場に関する優れた論文としては，田

中素呑「不換銀行券流通と名目的為替相場J，~金
融経済Jl197号 (1982年12月〉所収，斎藤寿彦「外
国為替相場論の生成J，渡辺佐平編『マルクス金
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からは入超(実質的変化)が生じることはな

い。金解禁とは，平価の新旧を間わず，貨幣問

題(通貨問題)町なのであって，何らの実質的

変化も呼び起こすものではない。 Eに示したよ

うに，旧平価というものが，後に金解禁を破綻

させた原因ではないとはいえ，第一次金流出

は，井上の予想をはるかに上回る額であった。

事態を，純粋に経済的に見るならば，金解禁

は，いつでも可能であったのである。為替平価

を 1/5に切下げて解禁したフランスが，最後ま

で金本位制を維持しえたのは，それを裏づける

ものであろう。

そこで，井上蔵相の金解禁政策が破綻しなけ

ればならなかった理由が，改めて問われなけれ

ばならない。繰返すが，その理由は，旧平価解

禁とし、う井上の政策それ自体には存在しない。

それは. 1930年中頃以後における恐慌の深刻化

の中にこそ求められなければならなL、。

日本資本主義が. I昭和恐慌」を現出し.1920 

融論の周辺~ (法政大学出版局. 1980年〉所収，
がある。ちなみに，田中氏は，次のように述べて

いる。「名目的為替相場と実質的為替相場は相互
に独立であって，前者は事実上の平価を規定し，
後者はそれを中心として為替手形の需給によって
変動する。そして市場為替相場すなわち伝統的な
表現では算定相場は上の二つの相場の合成として
現われるJ(前掲誌、 pp.72-3)。

96)当時，東洋経済新報主幹であった石橋湛山は，新
平価解禁論の立場から，次のように述べている

(1旧平価金解禁が財界に及ぼす影響J.1929年5
月4日稿〕。

「元来金輸出解禁は問題の如き通貨制度の問題
に，国力だの，経済上の実力だのと云うことを担
ぎ出すのが根本的に間違っているからに外なら

ぬ。単位円を，純金4分c1フンは 0.375fI一一
吉田〉にするか 2分にするか 1分にするか
は，日本の国力が4か 2か 1かに依って定め
られるべき事項ではなく，又事実左様にして今ま
でも定められてはおらぬ。然らば何によって定め
られるかと尋ぬれば，日く或期間に事実として社
会に成立せる通貨の価値(これは，言うなれば，

代表金量のことである。石橋は.20年代の低為替
相場を，その反映であるとみなしていた一一一吉
田)に従って定められる。明治30年に我国が判金

2分を 1円としたのは，全くそれではなかった
かJG石橋湛山全集』第6巻，東洋経済新報社，
1971年所収.p.405)。

年代から続いて来た不況が，まさにその深化の

度合を極めた時，井上蔵相の採用したものは，

その数量説理念に基く，緊縮財政金融政策であ

った。彼が，世界恐慌の非循環的性格を，以前

の恐慌と区別して理解していなかった，などと

いう事後的裁断町t土， ここでは問題とはなり得

ない。確かに，数量説からは，金流出→物価下

落→出超→金流入→購買力増大→好景気， とい

う循環性の期待が，出て来ょう。しかし，前記

の裁断は，金解禁政策破綻以後の歴史を知り得

たが故にのみ言えることに過ぎない。

さて.1930年中頃から翌年の秋にかけて. I昭

和恐慌」は，苛酷に日本経済を襲い，綿糸・鉄

・生糸・米などの価格を暴落させ，軽工業を中

心とする企業倒産・労働者の首切りなどを拡大

関長し，激烈な農業恐慌をも惹き起こした。恐

慌の深刻さは，国家の税収の減少に反映され，

予算編成を困難にした。若槻内閣は，財源不足

が顕著となる中，行財政整理の一環として，官

吏の減俸・省庁の統廃合などを行おうとした

が，反対が強く結局果たせず，更に 1億円の歳

出削限の決定まで行ったが，それでも. 1932年

度予算にあっては，不足財源1億 3.000万円の

うち. 4.000万円を増税，残り9.000万円のうち

6.500万円を赤字国債の発行による歳入計画を

たてなければならなかった叫(ただし，この予

算は実現を見ずに終わったが)。

また，理論上からも，井上蔵相には，それに

97)長・住谷編，前掲書. p.371 (田中生夫氏稿〉。
また，森七郎氏は，前記論文「日本における金解
禁の特殊性」において，金融資本の意向を体現し
た井上の金解禁に対する幻想，という形で対井上
批判を展開している。その中に. 1世界恐慌に対
する・…・・無理解J.そして.1イギリスの金輸出禁

止を全く一時的なものとうけとり…ーその本質を
見誤ってLザこ」点をあげている。しかし，森氏の
この批判は，金輸出再禁止後の世界史的事実を知
っているがゆえに，そして数十年を経た現在から

過去を逆算式に判断し得るがゆえに，可能となっ
ているに過ぎないのであって，それが未知であっ
た当時からすれば，氏の批判は，何らの妥当性も
もたないといえよう〈注44の橋本氏の見解を参

照〕。
98) 前掲『日帝史~. p. 101 (橋本氏稿〉。
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代わる恩人、切った財政金融政策による有効な恐

慌克服策を採用することが出来なL、。なぜなら

ば，非募債・減債主義が党方針であるのみなら

ずその数量説的理念からは，通貨増発→インフ

レ→入超→金流出→物価下落・金利上昇による

恐慌激化および金本位制再停止， という一連の

事態が想定されてしまうからである。井上蔵相

の政策は，恐慌下の状態に対しては，硬直的に

過ぎたのである。橋本氏は，井上蔵相の政策は

「古典的政策」であり， r現実と矛盾した」叫と

指摘する。しかし，単に一般的現実と矛盾した

のではない。彼の古典的政策は， r昭和恐慌」下

の現実と，そして，その現実とのみ矛盾したの

である。金解禁の時点では財界金融界の大勢の

意向を担った彼が，後に，それからいわば宙に

浮く形とならざるを得なかった理由が，そこに

あるのである 100)。井上財政は，恐慌に基く歳入

の減少，そこから必〉然となる歳出の削減といっ

た，スパイラル状のディレンマを，甘受しなけ

ればならなかった。従って，それは，その内部

的必然性において，既に破綻の危機に瀕してい

たのであって，これに，満州事変山〉とイギリ

99)向上， p. 1020 

100)他に，金解禁が民政党の政策(つまり政治のひと
つ〉であったという理由もあろう。中村隆英氏
は，次のように述べている。「井上の政策は不況
を激化させ，その故に政治的な反対勢力はますま
す強くなった。……ところが政治的なイッシュー
に転化してしまった経済政策はもはやそれなりに
硬直したものになってしまい，臨機応変の政策を
とることが理論的には望ましいにしても，政治的

には敗北を意味するとL、う矛盾におちいってしま
うのである。……金解禁政策はこうして最後の瞬
間まで政治的に維持されねばならない状況にあっ
たJ (前掲書， pp.207-8)。

101)イギリスの金本位制再停止はともかく，満州事変
が，当時の日本の時流において外的偶然的であっ
たか否かは，吟味の余地があろう。注107) にあ
るように，井上には，民政党内閣存続の上から
も，金本位制再停止=緊縮財政政策の放棄は実行
不可能な政策であった。とすれば，今や，民政党
内閣および井上財政を支持しない財界金融界にと
って，政友会内閣成立に基く対外拡大主義・対外
積極主義への転換のためには，民政党内閣倒壊が
当面の目的となるはずであるからである。同じよ
うな疑問は，中村政則氏によって既に呈示されて
いる(前掲書， p.26の。

ス金本位制再停止という国際的な二つの契機が

拍車をかけた。しかも後者の直後に発生した激

烈な円売りド、ル買い現象は，金融資本がもは

や井上財政を支持してはいないことを明白にし

Tこ。

日本の財閥金融資本は，解禁後，有利な交換

比率で，相次いでドルやポンドに投資した。し

かし，イギリスの金本位制再停止は，ポンドの

下落を意味する。金融資本は， リスグ回避上こ

ぞってポンド売り円買いを行わざるを得なかっ

た。そして更に， 日本の金本位制の先行き動揺

に対する懸念は，勢い円売りドル買いへと，金

融資本をかり立てた。日本が金本位制を再停止

すれば，円は下落すること必須で、あるからであ

る。井上蔵相は， この円売りドル買い圧力に対

L.，横浜正金銀行をして，いわば無制限の統制

ドル売りを行わせた。正金銀行が， 1930年 7月

から翌年12月12日までに売却したドル(円換算

で 7億6，000万円)のうち，イギリス金本位制

再停止以後のそれは 5億1， 000万円 (67%)

に上った102)。これが金輸出再停止直前におけ

る，第二次金流出の様相である。いかに激烈

で，巨額なものであったかが知れよう。

以上からわかるように，井上の金解禁政策を

破綻に導いたのは， r昭和恐慌」の深化・拡大

という現実と，それに対し数量説理念からする

緊縮財政金融政策を適用したこととの間の矛盾

である。次の一文は，このような理解に基けば，

分析上極めて鋭利である。「井上財政を中心と

する民政党の経済政策は，恐慌の展開とともに

内在的要因に基いて破綻しつつあったJ103)。

102)向上， p.237。また，安藤氏は，円売りド、ノレ買い
投機を次のようにみなしている。「イギリスの金
本位離脱後は，国際金融資本も日本の金解禁続行
を支持せず，井上財政は国際的にも浮き上り・…・」
(前掲『研究~， p.34)。

103) 前掲『日帝史~， p.104。井上は， 金輸出再禁止
後の1932年(昭和7年) 2月，血盟団員小沼正の
凶弾によって，その生涯を終えた。彼を輩出する
こととなった昭和恐慌で、窮乏状態に陥った農村の
思想的土壌については，以下を参照されたい。長，
前掲『昭和恐慌~， 杉原四郎・長幸男編『日本経
済思想史読本~ (東洋経済新報社， 1979年)，難波
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日本の再建金本位制が 2年たらずで崩壊し

たとL、う史的事実は，一体何を教えるであろう

か。すなわち，金解禁=井上財政政策の意義

を，イギリスとの対比において指摘しよう。

貨幣数量説は，もともと， ヒューム， リカー

ドなどによって流布されたものである。そし

て，イギリスにおいては，同説は例の通貨学派

によって信奉・採用され， 1844年のいわゆるピ

ール銀行法となって，結実した。同法は，数量

説的前提に立って，先換銀行券流通を金属貨幣

流通に正確に従わせることによって，現実の恐

慌発生の阻止を狙ったものであった。しかし，

実際に恐慌が勃発するや，同法が恐慌を法則的

にのみならず制度的人為的にも激化せしめる方

向に作用することが明白となり，恐慌のたびに

事実上停止された。マルクスは，同法を批判し

て，次のように述べている。

「労働の社会的性格(価値を指す一一吉田〉が商

品の貨幣定在(価格一一同〉として現われ，したが

って現実の生産の外にある一つの物として現われる

かぎり，貨幣恐慌は，現実の恐慌にはかかわりな

く，またはそれの激化として，不可避である。他方

で明らかなことは，銀行の信用が動揺していなし、か

ぎり，銀行はこのような場合には信用貨幣をふやす

ことによって恐慌を緩和し，信用貨幣を引きあげる

ことによってはかえって恐慌を助長するということ

であるJI04)o

同法は， 1847年および57年の両恐慌時に事実

上停止されたが，エンゲルスは，この停止は「イ

ングランド銀行をその銀行券発行の制限から解

放し……恐慌を打開することができたJ105九 と

注記している。

すなわち，貨幣(信用)恐慌の下において求

められるのは，支払手段としての貨幣である。

回春夫『近代日本社会経済思想史~ (前野書唐，
1973年， pp. 145-75)。

104) 前掲『資本論~ 25 b， p.662。なお，ピール銀行
法と数量説については，松井安信『信用貨幣論研
究~ (日本評論社， 1970年)， pp. 97-105を精読さ
れたし、。

105)向上， p.715。

従って，弾力的な財政金融政策を用いることに

よっては，貨幣恐慌を緩和することが可能であ

るということ，貨幣「恐慌のほこ先を折るのに

は十分JI0のであるということである。

ところが，井上準之助は， ピーノレ銀行法のよ

うな作為性からではなかったが，その数量説的

信念から， r昭和恐慌」とし、う現実の恐慌に対

して，逆に緊縮政策を展開した。すなわち，井

上の政策は，結果的にピール銀行法と同ーの効

果を経済界に与えてしまったのである。井上が，

この政策に固執したのは，先にも述べたように

インフレから入超および金流出を惹起するとい

う懸念からであった。しかし，恐慌下の救済融

通は，果たして物価騰貴につながるものであろ

うか。ここで想起されなければならないのは，

1920年代の慢性不況下において， 日銀によって

採用された一連の特融である。しかし，あれ程

巨額の特融が行われたにもかかわらず， 20年代

の物価は，持続的下落こそ見られたとはいえ，

騰貴した事実は全くなかった。そして，在外正

貨払下げも，当時の産業・貿易構造に規定され

たものであった。平常時にあっては，手形流通

によ o債権債務の相殺が，いわば貨幣の代わり

をする。しかし，恐慌になれば，相殺部分が相

殺されず，現実の貨幣(金または銀行券)が登

場しなければならない(支払手段としての貨幣

の機能に含まれる， いわゆる無媒介的矛盾)。

従って，恐慌下の貨幣需要は，流通界からの要

請なのであって，それに対する中央銀行の貨幣

融通は，何ら物価騰貴には導かないのである。

確かに，財政金融政策をいかに弾力的に運営

したとしても，現実の恐慌については，緩和す

ることさえなし得ないであろう。それは，資本

主義的生産に内在するものであるからである。

しかしながら，貨幣(信用)恐慌については，

そうではないのであって，このような意味にお

いて，井上の政策は，余りにも硬直的すぎた。

マルクスの言葉を借りれば，恐慌とは「ブノレジ

ヨア的生産過程のあらゆる要素の抗争がそこで

106)向上， p.727，。
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激発する世界市場の大暴雨だったのに，その根

源も防止策もこの過程の最も表面的で最も抽象

的な部面である貨幣流通の部面のなかで求めら

れたJ107)のである。数量説は，現象の二重性

(名目性と実質性)を，結合・同一視する立場

であった。資本主義に内在する矛盾(資本とい

う自己増殖的価値の問題)は，流通理論(貨幣

という価値の形態の問題)の政策的通用によっ

ては，止揚し得ないということ，そうした財政

金融政策のいわば表層性(井上の財政運営の非

弾力性)を，日本資本主義の経済的運動法則

は I昭和恐慌」下における金解禁政策の破綻

という結果をもって明らかにしたのである。

「現実資本と貨幣資本が複雑に錯綜しあう経済

の現実は，尊大かつ鋭利な井上準之助の理論体

系をはるかに凌駕していたJ10むと言われるゆえ

んであるが，恐慌下における井上の緊縮財政政

策は，結果的には， 日本資本主義の独占段階か

ら国独資段階への移行の早期実現を媒介したの

であった。

お わ り に

以上述べてきたところの基本視点をまとめる

ことによって，むすびとしたい。

日本の金解禁政策は 2年たらずで破綻せざ

るを得なかったとはいえ，その実施は， 1929年

年成立の浜口民政党内閣をまたなければならな

かった。 20年代の歴代内閣のいくつかにおいて

も，金解禁は，政策目標のーっとして採用され

107)向上， p.704。
108)加藤俊彦編『日本金融論の史的研究Jl (東大出版

会， 1983年)， p. 98 (露見誠良氏稿〉。なお， 在

外正貨の取扱い方について，本文 Iの(3)で若干見
たように，井上準之助と勝田主計とは，金融政策
理念において，日本の金融史上の好対照をなして
いる。露見氏は，その優れた論文「日本金融資本
確立期における日銀信用体系の再編成J(法政大
学『経済志林』第44巻第 1号， 1976年3月所収〕

において，井上と勝目の理念を， それぞれ， rイ
ギリス預金銀行主義」および「ドイツ信用銀行主
義」として，鋭い特徴づけを行ってし、る。

はした。しかしながら，金解禁を標携した財政

金融当局者の前には，貿易収支(国際収支)や

為替相場の状態，国際間の金利格差，在外正貨

の保有額など，金解禁の条件的要因が常に存在

し，それらの要因は，時として政府の金解禁意

志の方向と一致し，あるいは訴離した。例え

ば，為替相場が騰貴傾向にあり， I解禁近し」

との見通しを立てたとしても，その後の異常な

急騰を，解禁意図の漏洩によるものと判断し，

政府は，金解禁決行を断念せざるを得なくなっ

たこともあった。すなわち，歴代当局者は，金

解禁の好機を常に待望しながら，結局その時機

を逸したのである。

これに対して，井上蔵相は，その数量説的信

念から，諸々の準備工作を整えた上，断固とし

て金解禁に踏み切ったのであった。

金輸出禁止継続中の1920年代の日本は，一連

の危機に瀕し， 日銀特融でもって急場を切抜け

ていた。他方，産業構造から見れば， 同時期

は，まさに転換期，重化学工業化の途上にあっ

た。従って，その為の基礎資材・原材料の輸入

は，貿易および国際収支の恒常的逆調・為替相

物の不安定を黙認しても，必要不可欠のもので

あった。しかしながら，それは，大戦中に獲得

した在外正貨が豊富に存在することを前提とし

てのみ可能な措置であった。従って，それが澗

渇に瀕した時，金解禁は，不可避の政策として

登場することになった。金融資本や貿易業者の

要請，国際環境が，それに対する窮迫要因とし

て，登場したのであった。

金解禁は，旧平価をもって実施された。その

理由をなすのは，次の 3つの有利性であった。

すなわち，第 1に，金融恐慌後の巨額の遊資の

放出先に苦慮した財閥金融資本が対外投資(外

貨獲得)を行うにあたっては，平価切上げによ

る高為替相場が有利であること，第2に，戦後

反動恐慌以来，巨額の対外債務を有する政府が

外債償還を行うにあたっても，やはり平価切上

げによる円高状態が負担軽減上有利であるこ

と，第3に，旧平価解禁は，重化学工業化のた
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めの基礎資材の輸入価格引下げに寄与するこ

と，以上である。

井上蔵相は，金解禁の決行に際しては，為替

相場が旧平価に接近した時点をもってすれば，

「影響は少い」と予想した。しかし，実際の金

流出量は，その予想を大幅に超えた。それが，

後に生ずる破綻の原因ではないとはいっても，

多額の金流出は，井上の数量説理念の一部誤り

を明らかにすることにはなった(この時点での

金流出量の多寡でのみ判断するならば，確かに

新平価説は旧平価説にまさる)。

更に，井上蔵相は，数量説理念からする緊縮

財政政策をもって， I昭和恐慌J下の現実への

対処を図ろうとした。しかし，それは，矛盾を

呈し，経済界による井上財政の不支持を招き，

やがて破綻を見た。恐慌下の諸資本は，財政運

営の弾力性を望んだのであった。これは，犬養

内閣・高橋蔵相による軍事的財政膨張政策(高

橋蔵相は，銀行券保証発行限度を，それまでの

1億2，GOO万円から一挙10億円に拡大した)と

なって，展開されて行った。

従来，井上蔵相の金解禁の評価は，世界恐慌

と結びつけられて行われ，恐慌のもたらした結

果が，金解禁のそれであると一般にみなされて

来た。そして，多量の金流出を導いたことを，

同政策の失敗およびそれに対する批難の中心に

すえ，重金主義的見地からするかのごとき批判

も展開されて来た。そして，それ故にこそ，金

解禁政策を「錯誤政策」とする，文字通りの「錯

誤」も生じた。しかしながら，金解禁は二重の

性格(決行時と恐慌波及下における)をもち，

両者は区別される必要があった。すなわち，決

行時において諸資本の意向を代表し得た金解禁

政策が，恐慌波及以後においてはその支持を失

った， ということである。これは，新平価で解

禁していれば再禁止も不可避とはならなかった

ということを意味しない。再禁止の必然性にと

っては，解禁時点での平価の新旧は無関係であ

る。注103)の石橋湛山の引用にあるように金

解禁は通貨問題なのであって，いわばいつでも

可能なものであった。それがのびのびになった

のは，旧平価に固執し数量説に依拠したことに

基く。井上蔵相もその延長線上に1あるとはい

え，その決断力および実行力は評価されてしか

るべきものである。そして，金解禁決行それ自

体は，何ら失敗でも「錯誤」でもないのであっ

て，問題は，恐慌局面での彼の政策的対応であ

った。

「経済政策も政策である以上，それは政治の

一つ」とは，中村隆英民の文言である。日本資

本主義は，第一次大戦を契機として， しかもそ

の後のあい続く経済的動揺を経て，発展した。

財政金融当局が政治的に採用したさまざまな経

済政策は，経済的現実と，時には一致し，ある

いは講離した。「昭和恐慌」の特徴は， I相対的

安定」の未経験，すなわち恐慌前後における極

限的繁栄の欠如，そして，それ故に結果され

た，恐慌の深化・拡大およびそこからの回復

(殊に工業部門における)という両過程の早期

性である 109)。井上蔵相の緊縮財政政策の破綻，

そして，高橋蔵相によって行われたリプレーシ

ョン政策の一応の成功も，単に彼らの経済学的

先見性その他の力量の有無に帰せられるべきこ

とではない(政策の，経済的現実による被規定

性〉。 日本の金解禁および再禁止は， 世界経済

が独占資本主義の段階から国独資の段階へ，ま

さに恐慌的に移行して行くという，大きな歴史

的動態の中で，評価されなければならないので

ある。

歴代内閣が果たそうとして果たし得なかった

金解禁は，多額の金を一時的に喪失したとはい

え，浜口内閣によって，成功裏に実現された。

しかしながら，井上蔵相は，金解禁決行の準備

的前提として採用した緊縮財政政策を，恐慌下

の現実に対しても適用した。ここに，やがて来

たるべき破綻の萌芽が生じたと言える。日本が，

繁栄の前提・手段として採用した金本位制は，

井上蔵相が依拠した貨幣数量説理念と同様に，

「昭和恐慌」の激烈さの前には，そして，それ

109)前掲『日帝史jJ， p.16。
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を切抜けるには，余りにも徴力だったのであ

る。

小稿は金解禁の経過を歴史的に辿ったもので

はなL、。従って，経済史学が駆使する豊富な歴

史的資料，様々な人物の回顧録等々からの引用

については，ほとんど割愛している。しかしな

がら，従来世界恐慌の影響とワンセ γ トで理解

されて来た旧平価解禁の功罪については，物価

および為替相場変動の二重要因の説明を前提と

して，一応の区別をつけたつもりである。な

お，当時においては，井上蔵相の政策と真向か

ら対立する石橋湛山や高橋亀吉氏の主張した新

平価解禁論の問題， 再禁止後の rw為替相場

の圏内物価に対する先行的下落』という新現

象JllO
)，そしてこれを火種として展開されたい

わゆる「為替インフレ」論争の問題など，現代

分析にも有効性を失わない多くの興味深い研究

対象が存在するが，小稿ではふれなかった。そ

れらについては金解禁問題の更なる研究ととも

に，稿を改めて論ずべき課題とし，他日を期し

たい。

110)松井安信・三木毅編『信用と外国為替Jl (ミネル

ヴア書房， 1978年)， pp.99 (海保幸世氏稿〕。


