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国際金移動の 研究

一一為替相場と利子率の関連を中心にー一一

大杉賢 明

<目次>
はじめに

I 為替相場論=貨幣の「棺対価値」論の検討

(1) 為替と物価との関連

(2) 諸説の検討ー岡橋・村岡氏を中心に

E 国際収支と金移動一為替相場と利子率との関連一

(1) 景気変動の均衡局面での貿易収支および資本収支と金移動

(2) 景気変動の全般的不均衡局面での貿易収支および資本収支と金移動

おわりに

は じ め に

資本制生産は，歴史的に，そもそも，その端緒から世界市場とは一定の有

機的関係を有しているのであるが(経済学の範博としての世界市場とは別で

ある)，資本制生産の発展とともに，全世界を，その紐帯に包撰していく必然

性をもっている。換言すれば，国際的な資本主義的商品流通，更には資本流

通が高度に発展するということである。それに規定されて，貨幣商品=金は

世界貨幣としての機能規定を受けとることになる。

資本主義各国は，自らのブルジョア国家に総括される国民市場をフランチ

ャイズとしながらも，世界市場のー可除部分としての制約性，被制約性を免

れることはできなし、。

われわれは，別稿で，一国の金準備が，資本の運動との係わりの中でもつ

意義について，国民，国際両市場を有機的に関連させながら検討した。その

際，国際的金移動のバロメーターとして，その重要な媒体をなす，外国為替
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の問題を，主として，国際的な規模での利子生資本の運動に係わらせて述べ

た。つまり，国際的な商品流通，資本流通を媒介するものとしての，世界貨

幣=金の支払手段に基く国際的な信用貨幣としての外国為替を，金準備と銀

行利子率の関連から論じたのであった。

しかしながら，資本主義生産は，具体的な運動として， G-G'C利子生資

本の運動〉とW-G-WC商品の姿態、変換)とを，独自な領域としながらも，

密接な関連をもちながらそれぞれなしており， G-G'の運動と同時にW-G

-Wの運動を具体的に検討する必要がある。それを為替理論に当てはめるな

ら貨幣の「相対価値」論にもとづく外国為替相場論，つまり為替と物価と

の関連を検討するということになろう。それは， ijlJ稿で残された課題でもあ

った。

われわれは，本論文 lで，まず為替と物価との関連を論じ CW-G-W)，

Eで，別稿と Iの検討をふまえて， Gl-G-W'"P ...W'-G'-q吃しての

資本の総体の運動を把握する一方，それに規定され，又，反作用を及ぼす為

替と利子率とに関連させながら，国際的な金運動を検討することとしたい。

為替相場論=貨幣の「相対価値」論の検討

(1) 為替と物価との関連

周知のように，為替相場は(1)その時々の国際的な支払差額と (2)法定，ある

いは実質上の平価の変動によって決まるとされている。しかも， (1)の支払差

額を構成する要因は，純粋に商業的な原因はもちろん，外国への投資，国家

支出など様々のもので構成されている。これを一括して，為替の需給関係と

把え，為替相場を決定する一義的要因として把握するのが一般的であるが，

一般的に為替相場が為替の需給関係によって決まると言うのは正しいとして

も，その需給を構成する為替は，資本の運動局面の相異により，単純に一括

できないことに留意すべきであるし，又為替が何を反映したもの(商業信用

なのか，資本信用なのかなど〉かで，その意味合い，与える影響が相場に対

して異なってくることにも留意すべきである。
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とまれ，これから検討しようとする為替と，物価との関連は， (1)の要因を

構成するもののうち，特に基礎的とされる商業上の原因，商品輸出入におけ

る支払差額，つまり国際収支の項目で言えば，貿易収支と(2)に関連してくる。

岡橋教援は，永年にわたる精力的な不換銀行券論争をふまえ，その国際部

面への適用として，物価の名目的変動と実質的変動との区別のアナロジーか

ら，名目為替と実質為替の区別の重要さを強調してきた。これは，教授の園

内の貨幣の流通手段の「相対価値」論の国際部面への適用ではあるが，ネ見角

を変えるなら為替と物価との関連如何と L、う問題に帰着するだろう。岡橋教

授の場合には，為替そのものを国内の商品に相当するものとして，その需給

関係全体から相場との関連を解こうとするのであるから，為替の中味そのも

のは商品流通を反映するものに限られてはいなしい為替，そのものを一括し

て，国内の商品に相当するものとしてたとえ特殊としJ形容が付与されるに

しても考える方向には，そもそも疑問を持つのであるが，それは後述すると

して，岡橋教援よりも，より一層，明確に物価と為替相場の一義的関連を説

かれたのは村岡氏であり，われわれは(2)で，氏の所説を検討することとし，

まず為替と物価との関連を考察していくこととする。

1) マルクスは，外国為替相場の変動要因として，以上の二要因のほかに，金銀比価

の問題をあげているが，国際単一金木位制を前提するここでは問題としない。尚，

われわれの疑問を(マノレタスへの〉言うなら，様々の要因を支払差額と一括した

ところにある。しかしながらマルクスの『資本論』の課題から言えば，その限

界もやむをえないだろうと考える。K. Marx， Das Kapital， 4， Auflage Diez 

Ver¥ag Berlin， 1953， m， s. 639Cr資本論J国民文庫版， 441~442頁〕

2) 別稿で，均衡局面でも商業信用と資本信用では相異があり，さらにすすんで、全般

的不均衡局面での貨幣信用の転化を論じたのはその為である。

3) 数多い教授の著作の中で，この問題を明確に整理しているものとしては，岡橋保

『金投機の経済学』時潮社， 1972があげられる。

4) r物価の実質的騰貴が為替の実質的下落の直接の原因ではなく，為替需給の変化

をもたらした国際収支を逆調にみちびく諸原因のなかの一つで、あって……」岡橋，

前掲書， 110頁。

5) 氏の為替相場変動論に言及している著作は為替の本質論に比して僅少なのである

が，村岡俊三rr国際通貨』問題とは何か一一国際金融論研究(2)一一J(九大『産業
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労働研究所報』第52・53号)及び「世界貨幣と外国為替J(岡橋保編『金融論体系』

東出版， 1969，所収〉を参照されたい。

物価は言うまでもなく，次の三要因によって基本的に決まる。まず第ーに

商品価値及び貨幣価値によって。つまり，商品及び金の生産力の変化によっ

て決まる。第こには，景気変動と密接に関連してくるのであるが，商品の需

給関係によって，更に，第三には，価格標準によって決まってくる。

為替相場が前述の二要因，物価が上述の三要因で決まってくるのだから，

まず両者の共通点を取り出して検討することにしよう。

為替相場の変動の基準となり，収欽点となる為替平価(=金平価〉と価格

標準について。平価とは，そもそも，価値尺度たる金の同一量を両国で，そ

れぞれいかなる貨幣名(=国民的制服〕で呼んでいるかの関係なのであるか

ら，それぞれの国の価格標準の変動によって変化するのは当然のことである。

つまり，価格標準とは，国民的貨幣ー単位あたりの代表金量関係に他ならな

いから，価格標準の変更は，それが法定であれ，実質的なものであれ，物価

及び為替相場に同じ影響を与える。つまり，物価も為替相場も，その変動因

として，価格標準の変更という同ーの契機を共有しているわけで、ある。代用

貨幣の視角から言うと，圏内の商品流通を媒介する広義の流通手段であれ，

国際的な為替であれ，その代表金量が，ともに変化するということである。

これは別言すれば，金紙のま位離が生ずる可能性があるということである。

次に，商品の価値に対応する為替の問題であるが，為替手形そのものは，

価値物ではなく，世界貨幣=金(=価値の絶対的形態)の代用物であり，そ

れに対する代表関係であるから，結局，為替手形の「価値」は圏内における

代用貨幣の「価値Jが金の価値の増減に規定されるのと同じ関係を有するこ

ととなる。したがって，金の価値の変動によって，圏内の物価との関連では，

物価変動に影響を及ぼすことになるが，金そのものが，双方の国の共通の価

値尺度たる世界貨幣であるところから，物価への波及の時間的契機を捨象し

て考えれば為替相場そのものの変動要因とはならないのである。
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今，述べたように，為替そのものが世界貨幣=金の代理物=国際的な信用

貨幣であることをふまえるならば，需給関係の変化にもとづく物価と為替と

の関連は基本的に次の如く考えられる。

つまり，発達した資本主義のもとでは，商品の姿態変換を媒介するのは，

広義の流通手段たる信用貨幣であるので，この信用貨幣の価値 C=購買力〕

と商品の価格との関連をとりあげることにする。これを為替に即して言えば，

蓮宗，"1'J:言司実存たる為答ろ「圃直JC=購買力)と購入〈輸入)，販売(輸

出)する商品の価格との関連である。

そもそも，貨幣の価値=購買力が問題となる部面は，資本の価値 C=利子〉

を対象とする部面 CG-G')とは異って，産業資本の循環に即して言えば，

W-G及びG-WC流通過程)すなわち，商品価格を実現する部面での問題，

換言すれば，商品流通を反映する貨幣流通の部面での問題であり，流通過程

より遊離，休息してくる退蔵遊休貨幣及び，それに規定される利子生資本と

は異った問題を提起するわけである。しかしながら，流通過程の貨幣と利子

生資本は，それぞれ独自の領域で，独自の運動をなすとは言え，全く無関係

なのではなし、。したがってその相関々係を産業資本の蓄積に係わらせて，具

体的な運動=景気変動との関連で説明する必要があるわけである。

つまり，資本は，その発展とともに，自己の蓄積推進から商業貨幣を生み

出し，更に，利子生資本と合体した近代的信用制度を生み出した。そして，

それを支えるのが信用制度の軸点としての金準備であり，信用貨幣の運動で

ある。後者が再生産の流動性に根拠を持つことは別稿で再三強調したとおり

である。

とまれ，広義の流通手段としての信用貨幣は，信用制度に包摂され，利子

生資本の運動と混清される。具体的には，商業手形の割引があげられるが，

信用貨幣が商品取引の太部分を媒介する発達した資本主義=信用経済にあっ

ては，商業手形及びその代位銀行手形(預金及び銀行券)は，貨幣の支払手

段機能にのっとって広義の流通手段として流通しベ相殺される限りは絶対的

に，椙殺されない場合は相対的に〉商品の姿態変換を媒介してし、く。その媒
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介する場合の広義の流通手段としての信用貨幣の価値=購買力が，ここで問

題にしようとする貨幣の価値=購買力=貨幣の相対価値の問題である。

景気変動の均衡局面においては，再生産の流動性に支えられて，信用貨幣

は広義の流通手段として，金と同様なものとしての外観を保ち，狭義の流通

手段が電光石火の如き瞬過性によって，その象徴に転化していくのと同じ様

な現象が現われる。つまり「信用主義が重金主義にかわって謡歌されZ」局

面の現実化である。つまり，再生産の流動性に支えられた債権，債務の連鎖

=信用連鎖の拡大であり，商品取引は殆んど無現金取引的に処理されていく

のである。手形の額面や銀行手形で表わされる貨幣の「相対価値」は物価の

上昇とともに，その逆数として減価し，信用貨幣の減価(=購買力の低下〉

が生じる。この段階の貨幣価値の減価は，流通手段としての金にも同様に現

われ，価格標準の変更の場合とは異って一応金紙の希離のないことに注意す

べきである。(一応というのは恐慌の進展にともなって銀行券と金との聞に訴

離の生ずる可能性があるからである。〉

しかしながら，信用貨幣が，貨幣の支払手段を基礎とし，信用連鎖によっ

て金の節約を達成するものである以上，その連鎖の中断に対しては，本来の

支払手段の代理物としての性格が表われ，金の出動が問題となってくる。つ

まり W-G(信用貨幣)-Wという連鎖が形成されるならば，信用貨幣は広

義の流通手段としての機能を果たすのであるが， W-G (信用貨幣〉で切断

された場合・には，支払期日に本来の貨幣(金〉が支払われねばならないから

である。しかしながら，再生産の流動性が確保されている段階では，国内に

おいては，商品の価値実現の円滑化によって，その支払し、は確保されるし，

又，最低流通必要金量と公信用を根拠とじて，殆んど銀行券で処理され，金

の節約は高次化し，金との運動→利子率の上昇(利子生資本との連動〉とし、

う事態には進まず¥むしろ金節約による退蔵遊休貨幣としての金の供給→利

子率の安定化がもたらされるのである。

又，この局面で，部分的に不均衡が生じた場合や，私的資本の枠をこえて

の資本信用のための借入れ需要に対しでも，再生産の流動性が確保されてい



国際金移動の研究大杉 95 (419) 

る限り，預金及び返済還流によって， うける信用とあたえる信用(債権，債

務の銀行への振り替え〉つまり，個別資本的観点ではなく，社会的集中的信

用連鎖が極めて高次に形成されているから，金への直接的な連動は，この段

階では極めて僅少であると言いうる。この節の課題である信用貨幣の価値(=

購買力〉と利子生資本→利子との関連を言うならば，均衡局面においても，

商業手形の割引をとおじて銀行信用とのからまりあいがあり，したがって利

子生資本の運動と関連してくるが，この段階では，広義の流通手段としての

性格が保たれているから積極的な本来の支払手段=金需要は発生しなし、。し

たがって前稿で指摘したように，割引料も貸付資本に対する需給から生ずる

利子ではなく，本質的には，銀行の手数料ないしは，保証料として考えるべ

きで、ある。

尚， (2)で詳しく考察することであるが，この段階での信用貨幣は， W-G 

-Wの商品の姿態変換の連鎖の中で，換言すれば，商品の姿態変換を媒介す

る広義の流通手段として措定すべきであるから，商品の価格の騰貴による貨

幣の価値減少は，岡橋教授の指摘する様な不等価交換の問題につなげてはい

けないことを指摘しておこう。圏内についてみる限り，貨幣の価値の減少は，

流通手段としての機能との関連では，何らの不等価の問題は発生しないから

である。つまりWI-G-W2の連鎖でみる限り， たとえWI-Gで不等価が

生じても G-W~がなされる限り，何らの不都合も生じないし， まじて貨幣 i

の側から積極的に商品に対する需給の変化をもたらす様なことは生じないの

である。あくまでも，貨幣の流通手段としての価値の問題は，商品流通から

受身的に規定されてくることを確認すべきであり，これは，代用貨幣であろ

うと金であろうと全く同じことである。次に，外国為替と国際的な商業手形

(商業連鎖〉及び物価との関連を考察することにしよう。

1) r商品価格の暫時的にして客観化された反射としては，貨幣は，もはや，それ自

身の章擦としてのみ機能するのであり， したがって，又，主主擦によっても置換え

られることができる。」前掲『資本論.lI(1)， 200~201頁。

2) 前掲『資本論.lI(lq， 411頁。
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め この点、の考察は，松井安信「信用貨幣論研究」日本評論社， 1970;の第4章に詳

しい。

4) この点については，岡橋保「銀行券論争の諸問題J(九大「経済学研究』第26券第

三号〕参照。

国際的な商品取引(貿易〉関係によって生ずる外国為替手形は，その本質

は国際的な商業手形である。けだし，今日では電信為替が決済の一般的形態

であるとはいえ，銀行の買為替の支配的形態が主として，商取引を反映する

期限付為替手形であるからである。そして，世界貨幣金の節約は，二国聞の

相異なる商品取引によって生ずる国際的な商業手形を国内の信用関係に振替

えることによってなされる。したがって，貿易収支が均衡し両国の市場利

子率に変化がないとすれば，為替相場も一定である。具体的に考察してみよ

う。

英国の④が米国の⑮へ商品輸出をし，逆に米国の@が英国の⑮に商品輸出

をする。しかも@ー⑮聞の商取引額と⑫ー⑮聞の取引額が等しい場合を考え

てみよう。④は商品輸出と同時に一覧後 3カ月払の為替手形を振出して，英

国の銀行に割引し、てもらう。@が為替手形を割引し、でもらうのは，英国内の

支払いにあてるための国内手形の獲得を目的とし，その中味は，自己が⑮に

販売した商品の代金の回収である。したがって，@と銀行との聞には，圏内

での商業手形の割引と同様になんらの貸借関係も生じなし、。この際，圏内の

商業手形の割引手数料としての割引料が差しヲ|かれるが，銀行で割引し、ても

らう輸出業者は，その分だけ割ヲ!¥，、て売却しなければならなし、。これが，具

体的には，期限付為替の買相場となり，電信相場からの希離を規定すること

となる。したがって，内容的には割引手数料であるが，銀行家的視点にたっ

とき，割引による信用代位銀行手形(預金，銀行券〉の交付は，貸付と観念

3A，その時点の短期利子率が，割引料の基準となるのである。このことは，

為替と利子の関連を考慮するときに重要な意味を持ってくる。もともと，為

替取引による国際間の決済は，世界貨幣=金の節約を目ざすものであるが，

(個別資本的には金の現送費の節約が意図されているとしても，社会総体的
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効果としては，世界貨幣=金の節約である。これは，国内において，信用貨

幣で商取引をする個別資本の目的と社会総資本的な観点→社会的効果との関

連とのアナロジーでみると一層明らかであろう。〉銀行は，為替供給者と需要

者の聞にいたって，国際的な債権，債務の連鎖関係を圏内のそれに振替える

とともに，為替業務を通じて自己の利姫の目的を積極的に果たすのであるO

今，資本取引を別にするとするならば，銀行の利潤の源泉は，この期限付為

替の買相場と電信相場の差益が主たるものであることは明らかである。そし

て，それが，割引料=短期利子率から受身的(金を節約することによって，

為替が金の出動要請要因とはならず，従って利子率の変動要因とはならない

という意味で)に規定されてくるのであるが，この短期利子率(割引料〉は

商品取引当時者のいずれかによって負担されねばならず，商取引にも間接的

な形ではあるが影響を与え，したがって為替の需給関係にも一定の影響を及

ぼすことになる。更に，重要なことは，銀行の買為替による利殖の源泉，利

殖の幅が，これによって規定されてくることから，売相場に対しでも，影響

が及ぶ、ということである。しかしながら，いずれにしても均衡局面における

為替と利子の関係は，前者が後者から受身的な形で影響されるのが主要な側

面であり，前者が後者に積極的な影響を与えないのである。

次に，園内の物価変動の要因を加えて考察してみよう。今，英米の金平価

が 1ポンド=4.86ドルとし，為替相場は，英国にとって若干有利で 1ポン

ド=4.9ドルとしよう。そして，ある商品一単位の価格は英国で 1ポンドと

すると，これを買うのに，米国の輸入商は金平価の4.86ドノレで、はなく， 4.9 

ド、ノレを費用価格として負担しなければならない。この商品の米圏内での市場

価格が 4.9ドノレ以上で、あるとこの商品は輸入されることになる。今まで貿易

収支が，この物価水準で均衡しており，したがって，相互の国の商人間で与

えあう商業信用(国際的〉が，各国の銀行に集中され，銀行利子率による受

身的な影響を受けながらも，債権，債務の連鎖，相殺関係で，金の節約は達

成され，為替相場も安定していたわけである。さて，ここで物価変動を導入

することにしよう。需給関係により，輸入していた商品の園内価格が，米国
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で20%，すなわち， 0.98ドル値上りしたとする。つまり，今まで 4.9ドノレだ

った商品が5.88ドノレに騰貴したわけである。そうすると輸入者は， 0.98ドノレ

の追加負担に(為替負担や，輸出者の割引負担分〉たえうるから，一層，輸

入を拡大するのである。それによって貿易収支の均衡が破れ，貿易収支の支

払差額は不利となるが，これを視角を変えてみれば，両国の商業信用の相互

授受による，債権，債務の相殺がなされないということを意味する。したが

って，その差額分についての支払いが問題となってくる。国内において，積

権，債務の相殺がなされる限り，信用貨幣は絶対貨幣として機能し，されな

い場合には，相対的に貨幣を節約したのであるが，その相殺されない部分に

ついても，国内にあっては，再生産の流動性に支えられる商品の価値実現に

よる支払い，しかも，最低流通必要量と公信用を背景に一般流通にも銀行券

が流通しているから，中央銀行信用が動揺しない限り，金は出動しなかった

のであるが，国際間にあっては，その様なことはなし、。つまり，世界国家な

る超国家権力が存在しなし、からである。したがって，貿易収支の差額に対し

ては，金で支払われるほかはないのであるが， (信用貨幣が金の支払手段機能

にもとづき，更に，その節約を債権，債務の連鎖，相殺にもとづいて行う以

上，当然、のことである。したがって中断した場合の金への連動を強調してお

くのは，完全相殺のみで，信用貨幣の運動を説明する論者に対する批判とな

る。〉

しかしながら，事態は，その様にストレートには進まなし、。つまり，国際

的な利子生資本の運動が介在してくるからである。商業取引の関係では，輸

入ユーザンスの問題が最も深い係わりをもってくる。支払差額のマイナスに

対して，輸入ユーザンスが導入されるとするなら，商業信用の連鎖関係に，

国際的資本の債権，債務の連鎖関係が加わって，相殺関係は高次化されるが，

ユーザンス導入による為替の供給は，利子負担を反映して，為替相場(内貨

建〉を上昇させざるをえなし、。したがって，今までのところを整理すると次

の様になるひ米国での物価騰貴 (20%)→輸入増大(米国への〉→貿易収支

の支払差額のマイナス増大→国際的商業信用連鎖の中断→金ないしは，輸入
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ユーザンス導入(裏面としては，支払差額のマイナス増大を反映する為替へ

の需要増大がある。〉→為替棺場の騰貴ということになろう。もし，為替相場

の騰貴が0.98ドノレを(1ポンドにつき〕越えるならば輸入は，ひきあわなく

なるから，以前の状態に復帰することになるだろう。つまり，為替相場とし

て表現するならば 1ポンド=5.88ドソレに騰貴するわけて、ある。つまり，国内

における商品価格の変動が，貿易収支関係に変化をあたえるならば(仮定法

で述べるのは，ストレートにそうなるとは限らないからである。それは各国

の景況や代替商品，原料の有無などによっても規定されるからである。)，為

替の需給関係の変化を通じて，輸入ユーザンスなどの国際的な利子生資本な

どの関連，利子負担により為替相場は変動する。これを為替の価値(=購買

力〕の視点から考えてみよう。

米国で商品の価格が需給関係の変化によって， 20%騰貴したということは，

ドル貨の相対価値が20%減価したことを意味する。園内の商品流通に即して

みる限り，この減価は前述したように，商品の姿態変換を媒介する流通手段

としては，何らの積極的な意味を持た，ないが，国際間においては，事態は異

ってくる。つまり，両国の価格水準にづれが生ずるからである(圏内におい

ては，全体的な騰貴であるから問題はなし、。部分的な不均衡は捨象して考え

る〉。それによって，貿易の輸出入関係になんらかの影響を与えることにより，

為替相場が変動するのである。つまり，為替の価値も，国内の通貨と同じよ

うに減価するのであるが，その減価が商品の輸出入関係の変化をとおして，

為替の需給関係に影響を与えることにより，為替の価値の減価は為替相場に

あらわれるのである。具体的に言えば，米国の商品価格が20%上昇すると，

ドル貨も減価するし， ドル為替も減価するのであるが，その減価は，ストレ

ートに為替相場には表われず，迂図的に商品の輸出入関係→為替の需給関係

→供給要因からする「利子」負担という形で為替相場にあらわれてくるので

ある。最後に金との関連について一言しておくと，前述したように， ドノレの

減価は，国内においては金紙の求離を生ぜ、ず(流通手段として〉金に対する

需要は，この側面からはなかったのであるが， (あるとすれば，支払手段の問
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題である〉為替の場合は若干，異なる。つまり，為替の減価に対して，この

場合なら，部分的に英国側のドル為替保有者より，金先換イ¥の需要が起こっ

てくる。なぜ、なら，為替として，米国より，商品を輸入するよりも，金→ポ

ンドとして自国で商品を購入するほうが有利だからである。金現送費を負担

しでも，そのほうが有利である場合は，実際に金と為替との先換が行なわれ

るのである。次に，為替と物価の諸説を検討し，一層，明らかにしよう。

1) この点の詳細は，小野朝男『外国為替』春秋社， 1957， 54頁参照。

(2) 諸説の検討一一ー岡橋・村岡氏を中心に一一

外国為替を一般の商品と同じものとして考え，その相場も，一般の商品と

同じ様に，その需給関係によって決まるとする考えが，多くの論者によって

主張されている。例えば，小野朝男氏は，r外国為替相場は，外国為替取引に

際して利用される手形なり為替の売買価格である。一一中略一ーしたがって，

この種為替相場が他の一般商品価格と同じように，その時々の需要と供給，

ここでいえば手形なり為替をめぐる為替需給によって，その水準なり変動を

左右されることは明らかである。J(傍点一引用者〉又，岡橋教援は，名目為

替と実質為穫を区別したのち，後者について「先換制下では，価格標準の事

実上の切下げはおこらず，もつばらその時々の国際収支の事情にもとづく外

国為替手形に対する需給の変化からしか，為替相場は騰落しなし言。したがっ

て，その実質的な騰落を反映した円とドノレとの相対価値の増減がけっしてそ

れら通貨の代表金量の増減を意味しないことは，ょういに理解された。」と述

べられる。小野氏にしろ，岡橋教援にしろ，問題意識は異なっていても，外

国為替を商品(特殊とし、う形容はあっても)として考える点，そして，その

需給関係によって商品の価格が変動すると同様に，為替相場が変動すると考

える点では，軌をーにしている。確かに，為替そのものは，国際的な支払手

段としての世界貨幣=金の代用物であるから，国内の預金銀行にあっては，

中央銀行手形が金の代用物としてその増減が利子率の変動につながっていく

のと同様に，為替の需給関係によって相場が変動することは，一般論として
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認めうる。ただし，それは一般の商品としてではなく，金の代用物としての，

そうし、う意味では，利子率の変動と深く係わるものとして認めうるのである。

このことの確認は重要である。つまり，それは，利子率及び，支払手段との

関連を密接に有するからである。一般商品の場合にはそのようなことはなし、。

更に，具体的には，為替の供給及び，需要は，商品取引，資本取引では，

その意味が異なってくるからであり，相場に対する影響も異なってくる。し

たがって，それを具体的に吟味せず，一括して，商品とし，その需給関係か

ら相場の変動を導き出すのは，短絡的だと言わねばならなL、。この誤りは，

具体的に物価と為替，更に景気変動を入れて考察するとき一層明らかとなる。

1) 小野，前掲書， 58頁。

2) 岡橋，前掲書， 63~64頁。

岡橋教授の所説をとりあげて検討することにしよう。教授は，外国為替手

形の本質を「外国の通貨にたいする官権であり，外国通貨で、支払われる手形J

と規定し，更に「もはや，金で支払われようとそうでなかろうと，信用の通

貨形態であることにかわりがなし、」と述べられる。その上で，為替相場と物

価変動に言及し，r為替相場の名目的騰落，すなわち，インフレーション・デ

フレーションに対応する。そうして為替の需給関係の変化からおこる為替相

場の実質的騰落は，商品の需要と供給の不均衡から生ずる物価の実質的騰落，

諸商品の価格の価値以上の騰貴，価値以下への下落にあたる」とされ，物価

と為替の「価格」変動の対応関係，実質と名目を区別する基準の同質性を主

張される。さらに，物価も為替も，その価格変動の実質性，名目性，前者は，

一般商品及び為替の需給関係，後者は価格標準の変更という点では同じであ

っても，実質的変動の場合物価と為替相場との聞には一義的な関係がないこ

とも主張されるO なぜ、ならば「物価の実質的騰貴から輸出の減退，輸入の増

大によって貿易収支に支払超過が生じ，それにもとづく外国為替手形の供給

の減少，需要の増大から為替相場が実質的に騰貴することもあろう。しかし，

それはあくまでも為替手形にたいする需給の不均衡からおこった実質的騰貴
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であって，物価の実質的騰貴から直接おこった必然的な結果」ではないと言

われる。つまり，為替の需給関係は，商取引以外の資本取引，就中，岡橋教

授の場合には，投機的な短資取引によっても規定されるとみなされるからで

ある。しかしながら，確かに為替の需給関係は，一般商品とは異なって，種

々の要因によって決まることの指摘はあっても，それが，産業資本なり，貸

付資本の国際的な規模での資本蓄積との関連での意義の検討がなく，前述し

たように一括して，為替の需給という視点からのみ考えるのは問題と言わね

ばならなし、。具体的には後述するとして，最も基本的な難点は教援にしろ，

次に検討する村岡氏にしろ，もっぱら，信用貨幣の本質を，その手形性(債

権，債務の連鎖，相殺関係〉に求め，信用貨幣の貨幣の支払手形機能に基く，

もう一つの側面，金債務性=金見換を見落すことにあると思われる。そのこ

とは，信用貨幣が，再生産の流動性に支えられて流通する局面=景気の均衡

局面を不当に過大視し不均衡局面，つまり，信用連鎖が中断される問題を

正当に理論の枠内に組入れていないことと関連してくる。したがって，均衡

局面で流通するという，そのことが最も重要な問題となり，外国為替に即し

て言えば「ここで重要なことは，外国通貨に対する請求権である外国為替手

形が価格擬制されでもっところの，自国通貨で表現される相場=価格の高さ

そのことではなくて，そのような手形が援受されるということであり，流通

しているという，この現実である。すなわち，金で、支払われない手形が手形

として流通しているという，現実が重要なのである。」とし、う主張となって表

われる。国内における信用貨幣は，前述した様に，均衡局面では，広義の流

通手段としての機能規定を受けとるから，教授の信用貨幣の把握が流通手段

に深く傾斜していったことは必然的であり，その点についての考察は今は，

措くとして，確認しておきたし、ことは，この様な視角からは，信用貨幣と，

その中断による金への連動，したがって利子率との関連も極めて稀薄となり，

支払手段機能がシビアな問題となり，信用貨幣と金との同一性が問題となっ

てくる景気変動次元での具体化も果たされなくなるだろうということである。

教授の信用貨幣論に伏在する難点は，為替論にも連続してL、く。一方で，
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為替の需給関係が商取引以外の要因によって規定されることをときながらも，

価格標準の変更による為替相場の変動以外を，もっぱら実質為替の問題とし

それは「流通手段，購買手段の価値，相対価長」の問題としてー固化してし

まい，教授の強調する投機資本の流出入の問題も「投機需要にもとづく騰落

はおおきくなりがちだが，それでも実質的騰落であって，価格標準に変化は

ないから，その不等価交換は永続しえず，やがて等価交換にもどるため反騰

落がおこる。」というように，一括してしまわれ，金との連動，利子生資本と

の関連，支払手段の問題を，殆んど問題にされなし、。したがって，一方で為

替相場における貿易収支の位置づけを国際収支の一部とされ，物価と為替の

一義的関係を否定されながら，具体的な為替相場の変動を検討されるにつれ

て，r為替相場は為替の需給によって騰落すべきものである。その騰貴は輸入

商品価格を上昇させ，輸入利益の減少から外貨手形の需要は減退し，逆に輸

出の有利から外貨手形の供給がふえ，為替需給の関係はここに逆転するから，

騰貴した為替相場は自動的に反落する。」と言われ，具体的に「自由資本主義

段階における変動相場制のもとでは，為替の実質的騰落は，輸出入商品価格

の変動をつうじて輸出入に反作用し，生産構造の変化，その近代化や金の自

由な流出入によって，為替相場は自律的な復元機能をもち，安定をたもって

いたJと歴史的事実をあげられているのである。われわれも(1)で検討したよ

うに，物価と為替との相関々係を全面的に否定するわけではない。しかしな

がら，物価と為替相場の具体的な変動を考察する場合，為替の購買力の問題

とともに，信用連鎖(国際的な〉の中断に対して，金への需要の問題，利子

率を介しての相場変動の具体化を主張したのであった。(勿論，金が貿易収支

の逆調がただちに出動するのではなく，ユーザンス，利子生資本の問題を媒

介に入れた上での話であるが〉均衡局面においては信用貨幣(国際的〉の価

値=購買力の視点から，為替相場の変動が部分的に説明できるとするのはそ

の為であり，したがって，この均衡局面における為替相場の変動が輸出入関

係に反作用を及ぼすことも，間際的利子生資本を媒介項に入れることによっ

て認めるのである。しかしながら，これを不均衡局面にまでも拡大Lて(景
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気変動〉考えるとするならばそれは，重大な誤りと言わねばならなし、。村岡

氏の諸説を検討する中で，岡橋教援の所説も再度，この観点から検討するこ

とにしよう O

1) 岡橋，前掲書 9頁。

2) 向上

3) 同上， 14頁。

4) 向上， 76頁。

5) 向上 6頁。

6) この点についての詳しい考察は，松井安信『信用貨幣論研究J日本評論社， 1970 

第 9章参照。

7) 松井教授は次のように言われる。「支払手段機能を離れて景気循環の具体化はあり

えず，恐慌なくしては一般的な価値変動も考えられないからである。」松井，前掲

書， 177頁。

8) 岡橋，前掲書， 180頁。

9) 向上， 114~115頁。

10) 同上， 117頁。

11) 同上， 119頁。

村岡氏の為替論は別稿で検討したように，為替の本質を，国際的信用の国

内信用の振替えとみなしそれによって，世界貨幣=金をグローパノレな形で

節約することであると述べられる。つまり，国際的信用の国内への振替えを

通じての外国為替を国際的信用貨幣として，債権，債務の連鎖，相殺関係に

よって，流通するものとみなされるわけである。われわれは 3 氏の基本的な

観点に対し，経済学プラン体系，つまり，世界市場恐慌へ上向する範時とし

て，外国為替を位置づけられたこととの関連で高く評価したので、ある。しか

しながら，氏は，岡橋教授の信用貨幣論を積極的に導入され「私見は，結論

的には岡橋保氏の不換銀行券=信用貨幣説に同意するものであり，かつそれ

に多くを負っている……」と述べられる。われわれの氏に対する疑問は，こ

こからまず出発する。それは，われわれの岡橋教援に対する疑問と同じもの

である。勿論，氏は，岡橋教授との違いも強調され「その論拠は(岡橋教授

と一引用者〉必ずしも同じではない。というのは，氏にあっては，銀行券の



国際金移動の研究大杉 105 (429) 

本質が蓄蔵貨幣の先取形態であること，したがって銀行券の預金還流が銀行

券債務履行のー形態であること，が評価されていないからで、ある;」として，

信用貨幣の論理の枠内に銀行券の預金還流を積極的に導入することを主張す

る。この点では，われわれも別稿で，信用貨幣の運動を論ずる際に，銀行へ

の債権，債務の連鎖の集中，つまり，社会的集中的信用連鎖関係から，いわ

ゆる貨幣信用であうても，その連鎖関係にのって，貨幣を信用する(金その

ものではなく，擬制的貸付資本の形態〉という意味での「貨幣信用」の観点

からそのことを論じたのであった。問題は，むしろ信用貨幣の論理の中に，

資本の具体的な運動をふまえて(景気変動との関連で)，手形性と金債務性を，

いかに論理整合的に組入れるかということなのである。前述したW-G-W

としづ均衡局面での完全相殺の論理でのみ，信用貨幣を規定しつくすのは問

題である。したがって，氏にあっては，債権，債務の連鎖関係に預金還流を

付加されるのであるが(勿論，その指摘は重要であるが)，金との関連では，

全く，岡橋教授と同一地平に立っている。つまり「銀行手形の信用貨幣性は，

それが預金還流のメカニズムを有することにあるのであ!って，それが見換さ

れることにあるのではなLJ」として，手形性と見換性とを信用貨幣の論理の

中に正しく位置づけることを放棄される。こうなっては，信用制度の軸点と

しての金の意味も不明確になってこざるをえず，いくら「私は見換には何の

意味もない，と考えているわけではない。見換停止は銀行手形の数量調整に

問題を残し「信用貨幣と現実の金との同一性』を破壊する直接的契機となり

うる。つまり銀行手形(券〉の減価への途をひらくいと述べられでも，結局

は，1このことを見換停止下の銀行手形(券〉の信用貨幣性の問題とは全然別

個であって，両者の混同は許されない」ということになり，金の問題は，せ

いぜ、い，信用貨幣の価値(=購買力〉を安定させる量的契機としてしか把え

られていないのであるJ信用貨幣と金との同一性」の問題にしても，それは

単に購買力の観点からのみ考えるべきではなく，景気変動の支払手段需要の

殺到を契機(基底には再生産の流動性の問題〉とする信用貨幣の価値破壊，

減価の問題が金との関連で問題になっていることを見落しではならない。
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とまれ，氏の信用貨幣論に伏在する広義の流通手段としての拡張的見解は，

国際的信用貨幣たる為替(手形〉にも適用されていることを確認しておこう。

かかる観点にたって，氏が為替相場を「為替相場の本質は決して「利子』な

どというものではなくして，各国の流通手段としての貨幣の相対的価値関係

であることは明白である2」述べられ，相場現象を「貨幣論のなかで処理さ

れるべきもの3とされるのも，その論理的帰結と言えなくはない。

そうすると，氏の為替相場論にとっては，貨幣の相対的価値の問題がケノレ

ソとなることは確認できたわけで、あるが，氏の相対価値論は，氏の永年の研

さんたる「国際価値論Jの成果に言及せずしては，正しく理解することがで

きない。

われわれは，この論文で，国際価値論を本格的に取り上げる余裕もないし，

又，必要とも思われないので，氏の貨幣の相対価値論→為替相場論の系譜の

中で，必要な限り，以下氏の論文にそって検討することとしたい〉。

村岡氏によると，為替相場を規定する諸国の貨幣の相対的価値は，以下の

様な筋道によって与えられる。まず，貨幣の相対価値の中味の解釈であるが，

「物価水準ないし，貨幣の購買力の別称Jという考え方を確認するo この点

については，われわれも，マノレグスを引き合いに出すまでもなく，金の「価

格」の規定を考えれば，氏に全く同意できる。

貨幣の相対価値の解釈を確定した上で，それでは，;;;-れは，何によって規

定されるのであろうか。つまり，r貨幣の相対的価値=物価水準は，諸商品の

価値と貨幣価値によって規定される」から，国際間の貨幣の相対的価値の相

違は，r諸商品の国際的個別価値と貨幣=金の国際的(市場〕価値についての

正しい量的規定性をえて，成功的に解明されるものであることは明らかであ

る。」と論を進められる。諸商品の国際的個別価値は，世界市場にあっては，

単一市場とは異なり，自然的政治的制約をこうむり，就中，労働力の移動が

製肘されているので，その価値量規定にも適用に際して，一定の修正をこう

むるとされる。つまり，まず，労働力移動制限下では，1ある国民的労働が他

の国民的労働に対して平均して一定の高さの例外的生産力をもっ強められた
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労働としてあらわれJ(傍点ー引用者〉このような，量的比例によって，諸国

の労働は共通の基盤に還元されるものと?る。つまり，r世界市場では熟練，

強度を同じうする国民的労働もなお同等とはし、えず，国民的労働の生産力差

を止揚して，つまり甲国一労働日=乙国三労働日として両者は同等となる，J

ということである。更に，国際的市場価値論についての氏の考え方をみると，

諸商品の国際的市場価値は，r当初に存した当該別部門の生産力差より，強度

差と擬制される国民的労働の生産力差を控除した残余の生産力差ーそして実

際これのみが，この部門個有の生産力差であることは明白であろうーによっ

て措定される諸商品の国際的個別価値の平均として与えられる。」とされる。

つぎに，世界市場における金価値，つまり貨幣価値規定が問題とされるが，

金はJ国民的労働の生産力差を止揚して(諸商品の国際価値と同様の操作に

よってー引用者〉措定される内在的価値尺度たる普遍的労働の対象化したも

のとして，したがって比較生産費の形をとる金の国際的個別価値の平均たる

国際的市場価値として，価値z 国際的価値であって，貨幣とは，こうした価

値規定をもっ商品金が「物々交換』でその価値を実現した場合にうけとる形

態規定に他ならない。」とされる。後段の「物々交換」云々については，われ

われは，いささかの疑問をもつのであるがそれは註(6)で‘述べることとし，と

まれ，これによって，国際間の貨幣の相対価値の比較検討のための前提条件，

つまり，世界市場における貨幣価値と諸商品の国際的個別価値の相対的関係

の量的規定性を検討するのに必要な条件は整えられたことになるわけである。

1) 村岡俊三「世界貨幣と外国為替J(岡橋保編「金融論体系』東出版， 1969所収)

205頁。

2) 村岡「信用論と世界市場〔上)J(東北大学，研究年報『経済学』第35巻第4号)10頁。

3) 向上。

4) 向上。

5) 同上， 11頁。

6) 向上。

7) 村岡，前掲論文「世界貨幣と外国為替J207頁。

8) 村岡「外国為替取引について一国際金融論研究(1)一J(東北大学『経済学J31巻4

号)18頁。
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9) 氏の国際価値論研究は以下の論文でまとめられている。

「世界市場における価値法J1ト国際仙値論研究(1トJ(第 1論文と呼ぶ)r国際間

における貨幣の相対的価値の栴違について一国際価値論研究(2}-J(以下第2論文〉

「世界市場における競争の二法則一国際価1直論研究(3)一J(以下第 3論文〉それぞ

れ，西南学院大学『商学論集」第9巻第 2号，第 9巻第3号第10巻，第3号所収。

10) 村岡，前掲第2論文， 28頁。

11) 向上， 31頁。

12) 向上。

13) 村岡，前掲第 1論文， 66頁。

14) 向上。

15) 村岡，前掲第2論文， 33~34頁。

16) 向上， 36頁。われわれの疑問を端的に述べれば，次のようなものである。村岡氏

も，別の論文で述べられているように(村岡「国際価値論と世界貨幣ーリカード

の外国貿易論を中心としてーJ((西南学院大学『商学論集』第7巻第2号)))，産金

部門を有する国と非産金国，および，世界貨幣金の国際的再配分における価値規

定の問題である。たとえば，産金国に対しても，流入した金が国際的な商品交換 F

などによって，自国の産金額よりも多くなった場合，r物々交換」云々で，はたし

て充全に，その価値規定をなしうるかとL、う問題である。氏は，それを基本的及

び補助的と区別されるにしてい

さて，いよいよ前提条件も整ったことであるから，本題についての氏の述

べるところを検討することにしよう。

各国民的労働相互間を，一定の生産力差(これは，各国の諸商品の綜合生

産力差.同じことだが，各国の平均生産力の差としてあらわれるのであるが)

を勘案することにより，共通の労働として還元したのであるが，更に，村岡

氏は，単なる生産力の全般的水準の相違だけでなく，産業構成を加味されて

検討を進める。「し、わゆる先進国は後進国に比し，生産力の水準において高い

だけではなく，そのより高い部門の国民経済に占める比重が一般的にいって

大きし、。」から「国民的労働の生産力差を個々の生産力差の加重平均で求める

とすれば，これは単純な平均生産力差から君主離することは勿論，それより上

方に，つまり生産力差がさらにーそう聞いたところ(例えば，平均が 3対 1

であれば4対 1のごとく〉にあること」となる。したがって.貨幣の相対的

価値の大小=物価水準の高低は，1諸商品の国際的個別価値=平均生産力差を
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貨幣価値=国民的労働の生産力差で除した」ものによって規定されることに

なろう。

以上が，民の貨幣の相対的価値の国際版での展開であるが，前述したよう

に，これと為替相場との関連が実は，ここでの問題であった。しかしながら

氏は，r当初の予定では，このあと，貨幣の相対的価値の相違と為替相場の関

係に論及するつもりであったが，都合により，これは別稿に委ねることにし

た」とされ，われわれの知る限り，この点についての，まとまった論文は見

出しえなし、。それ以降の論文に散見するにとどまるが，われわれは，氏の相

対価値論の既述の展開を解釈しながら，ある程度の推論をまじえて批判，検

討するしかし、たしかたあるまい。

氏が，価値論をふまえ，それの屈折的適用として，国際価値論を展開した

ことは，独占段階の価値法則の貫徹を考える場合でも，多くの示唆を与えて

いるものといえ，大きな敬意、を払うものである。特に為替論との関連で言う

なら，通説的にはE 為替平価についての価値論からする検討は，等閑視ない

しは前提されてきたのであるが，氏の方法によって，それが具体的に，r世界

貨幣の価値尺度を措定する形態」として，国際価値論をふまえて明確に規定

しえたことは大きなメリットと言わねばならなし、。しかしながら，この段階

での相対価値論は，氏も前提されているように.あくまで「価値価格一致の

段階」でのそれで、あるから，長期，均衡的にたとえ，その妥当性を認めえた

としても，日々，具体的な為替相場の変動については，氏が捨象された「価

値価格の希離が貨幣の相対的価値の相違」に与える影響の具体的な分析がな

ければなるまL、。これを補足することによって，氏が再評価を試みたリカー

ドとカッセノレの違いの指摘，r早い話が，カッセル流の理論からは，各国の物

価水準が異なっていて，しかも為替の均衡がありうる，とし、う命題は到底出

てくるはずはなくこの点だけでも， リカードウを購買力平価説から区別でき

る」ということも，氏の論理展開にそって生かされると考える。

しかしながら，氏が「為替相場の本質は，各国の流通手段としての貨幣の

相対的価値関係であることは明白である」と言い切られるとき，価値，価格
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一致，不一致の両面で把えられていると推測しうる。更に，氏が，為替平価

を世界貨幣金の価値尺度機能を措定する具体的な態度であるとなし，為替相

場を，それの「一般的支払手段を措定する形態である」と言われる時の中味

が問題となってこよう。

1) 村岡，前掲第2論文， 41頁。

2) 向上， 44頁。

3) 向上。

4) 向上。

5) 向上， 45頁。

6) 村岡，前喝論文「外国為替取引についてJ18頁。

7) 村岡，前掲第2論文， 30~31頁。

8) 向上， 31真。

9) 村岡「リカードウの為替相場観JCfリカーディアーナ」季報1， 雄松堂書広，

1969年10月所収) 7頁。

10) 村岡，前掲論文「外国為替取引についてJ.18頁。

氏のいわれるところを，もう少しみよう。つまり，r為替相場は，為替平価

と並んで外国為替取引にさいして生ずる国民的貨幣相互間の両替比較であっ

て，かかるものとしてそれは，為替平価とともに世界貨幣の措定を意味して

いる。」しからば，為替平価と為替相場の関連はどうなっているのか。日く，

為替平価は，r外国為替手形を含む商業信用の「成立』にあたって，世界貨幣

金が価格標準としづ価値尺度機能における「地方的諸形態をふたたび脱ぎす

てて，元の地金形態に逆戻りする』形態である」のに対して，為替相場は，

「商業信用の『流通」にさいして，世界貨幣金が『鋳貨，補助鋳貨，および

価値表章という，そこで成長する(流通手段機能における一村岡氏挿入〉地

方的諸形態をふたたび脱ぎすてて，元の地金形態に逆戻りする」形態である」

とされる。前者についてはわれわれも異論はなし、。問題は，後者の点である。

他の箇所で，村岡氏は，為替相場を「世界貨幣の一般的支払手段を措定する

形態Jとも述べられるわけであるから，ここでの流通手段は，われわれが前

述した広義の流通手段と考えてよかろう。したがって，本質的には支払手段
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(ここでは，一般的支払手段〉の代用物として為替手形を考えうるのである。

しからば，なぜ、氏が「為替現象は貨幣論のなかで処理されるべき」であると

強固に主張されるのか，理解に苦しむのである。(その詳細は，前述したので

省略する〉

しかし，氏は，商業信用段階と銀行信用段階の為替取引を分けで考察して

いるから，われわれも氏の銀行信用段階の為替取引の考察を検討しなければ

ならない。

銀行信用段階の外国為替取引の特徴を氏は，次の二点に要約される。第一

点、は「一定の両替比率において関係しあう諸国民的貨幣を取扱う jから，銀

行信用(手形〉の国際的取引にさいしては，r両替とし、う貨幣取扱業務」を銀

行信用は含んでいる。第二点は，銀行利子生み資本の管理者であるから，r国
際間の金利裁定を随伴する」点である。この二点を前提にして，外国為替取

引を検討するのであるが，前者は良いとしても，後者に，国際的利子生資本

が考察の枠内に入ってきたにも係わらず¥氏は，それと為替相場との関連に

一言もふれられなし、。したがって，銀行信用段階の為替相場論の具体化も，

われわれの期待に相違して，金準備→利子率の関連では，全く，r為替現象の

本質は，利子の変動といった貨幣機能にとって外的」なものとして処理され

てしまっているのである。

]) 村岡，前掲論文「外国為替取引についてJ17~18頁。

2) 同上， 18頁。

3) 向上。

4) 村岡，前掲論文， r~国際通貨』問題とは何かJ 124頁。

5) したがって今まで、の氏の論述は，商業信用段階のそれということである。

6) 村岡，前掲論文， r~国際通貨」問題とは何かJ 129頁。

7) 向上。

8) 同上， 130頁。

9) 村岡，前掲論文，r，外国為為取引についてJ18頁。

為替相場の変動から金準備→利子率の要因をネグレグトして，貨幣の相対

的価値からのみ，それを解こうとする難点は様々あるが，ここでは，氏も認
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められる，国際的な瞬間的支払差額(為替相場の変動因)と貨幣の相対的価

値関係とは一義的関係を有しなければならないが，既述のとおり，為替の需

給関係を規定するものは貿易収支にかぎられず，たとえ，一歩ゆずって，そ

れが基本的なものとしても，そこから，ただちに一義的関係を導き出すのは

短絡的であることを指摘しておこう。更に，景気変動との関連で，氏の相場

論を検討するとき，その難点は一層はっきりしよう。

最後に景気変動と岡橋，村岡氏の信用貨幣論との関連を検討することにし

よう。

前段で検討したように，両氏の信用貨幣論は，均衡局面における信用関係

=債権，債務の連鎖関係による相殺，信用貨幣が，絶対貨幣として金を節約

する側面を重要視するから，金及び利子との関連が不明確となる。換言すれ

ば，信用貨幣を広義の流通手段として措定することであり，それは，国内及

び国際の両方の信用貨幣に貫かれる論理であった。このような考え方に対し

て，貨幣論的には，)I!合氏の「為替取引は世界的規模での商業信用の連鎖の

結成などという形で，国際取引における国家の違いが過小評価され，国内流

通と国家間流通の違いが稀薄化し，ついには国際的ヴェーノレ観にさえ陥って

いる」という批判がでてくるのも一面で当然のことといえよう。(一面でとい

うのは，川合氏の場合には，別稿で、述べたように，逆にその相異が過大評価

され，閉鎖経済体系になる危険性があるからである。)それは措くとして，こ

の様な本質観をもっ信用貨幣論は景気変動との関連でいかなる運動をするも

のと考えられているのであろうか。詳細は別稿に期するとして，為替との関

連で必要な限り，検討する。

岡橋教援にしろ，村岡氏にしろ，信用貨幣と景気変動との関連についてま

とまった論文は，われわれの見るところ見当らなし、。諸論文に散見するのを

見い出しうるにすぎなし、。しかし，それは，本質論，運動論に伏在する問題

を検証する意味でも極めて重要な意義をもっているといわねばならない。

岡橋教援は「信用貨幣は，もちろん，銀行の貸出，回収を通じて伸縮する

とはいっても，中央銀行の国家への貸出が，その時々の資本市場にとって採
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算にのらない不生産的なものであるばかりか，さらに長期かつ巨額であるば

あいには，収縮性をかく。」として，貨幣の価値(=購買力〉の問題の視角か

ら論を恐慌との関連ですすめていく。「例えば，昇進する不況打開のために，

中央銀行引受赤字国債のうえに創造された信用貨幣をもって，滞貨融資や公

共事業につかった場合には，もともと市場価格の価値以下への暴落によって

流通必要貨幣量が収縮すべきはずであるが，物価の暴落はささえられて貨幣

の相対的価値の急騰がチェックされる。しかし，輸入の増大，信用貨幣の世

界貨幣への転換の道を通じて，収縮し，やがて国内諸商品の市場価格の暴落，

価格総額の減少，信用貨幣の流通量の必要量への順応，収縮が生じるいと続

けられる。この点についての詳細な批判的検討は，松井教援が行っているの

で，それにゆずるとして，為替との関連で考察しよう。結論を先に言えば，

信用貨幣を相対価値論のみから規定する無理がここに集中的に現われている

と思われる。貨幣の相対価値にのみ目を奪われてしまうと，この局面(不況

の昂進とあるから，恐慌期と推論される。)で，貨幣の相対価値の急騰がチェ

ックされて，くしたがって，物価の下落もチェックされるというのであろう)，

海外との商品価格水準との関係で，輸入が増大すると述べられているが，恐

慌期に輸入が増大するとはいったいどのように考えたら良いのであろうか。

つまり，貨幣の相対価値のみを考えていくと，恐慌により物価は下落するか

ら，その逆数として貨幣の相対価値は上昇し，貨幣の流通手段と商品との聞

に不等交換が生じ，不等価交換の解消として，具体的な物価変動がおこるの

だと言われるのであろう。このことを前出の岡橋論文に添って検討すると，

滞貨融資によって，貨幣の流通量が増え，その反作用として，相対価値の上

昇がチェックされ，その反映として物価の下落が停滞するから，他の国との

比較で，物価が相対的に高くなって，輸出は停滞し，輸入が増大するといわ

れるのであろう。しかしながら，この期の貨幣需要の性格を考えれば明らか

な様に，国内においても，国際においても，好況期における過剰取引(過剰

輸出入〉過剰信用に対する決済としての支払手段需要が主たるものなのであ

って，広義の流通手段なり購買手段の需要が基本的な問題ではないのである。
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もう少し検討しよう。輸入の増大により，教授によれば，商品取引からする

為替の需要が増大し，それは為替相場を高め(内貨建)，金現送点を相場がこ

えるに至って，世界貨幣=金への見換が生じ，信用貨幣→流通手段の収縮が

おこり，貨幣の相対価値は上昇し，物価は下落するのだととかれているわけ

である。つまり，一貫して，貨幣の相対価値が物価の変動を規定する能動的

要因として考えられており，いわば，流通手段的景気論の危険性を内包して

いるように思われる。その難点，はまさしく，支払手段に対する理解，金と

の連動関係→利子率に対する理解の不足に発しているように思われるのであ

る。

これが為替論に適用されると，為替相場の実質的な変動によって，村岡氏

の「貿易取引における不等価交換のー原因をなし輸出入に一定の影響を及

ぼすUとか，岡橋教授の「国際収支の赤字国では，外貨手形の需要が超過し

て外貨建為替相場は下落し，一方輸入商品の自国建価格は騰貴して採算がと

れなくなるので，輸入は減退して為替手形の需要の減少から為替相場も反騰

して平価にもどる1のは「実質的騰落で、あって，価格標準に変化はないから，

その不等価交換は永続しえず等価交換にもどるため反騰落がおこる」とされ

る立論の中にあらわれている。われわれも，為替相場の変動により貿易に対

する作用，反作用を認めるのであるが，それは貨幣の相対価値〈為替の相対

価値〉による不等価交換からの観点からではなく，支払手段需要からする為

替相場への影響による，輸出入業者の費用負担cr利子」負担)による問題と

して考えるべきであると思う。したがって各国の景況によって左右される物

価水準の格差は，輸出入関係に影響を与えることにより，為替相場の変動も

惹起するのであるが，この変動により，輸出入関係に逆に影響を与えること

も認めるのである。問題は，その影響を与える場合のプロセスであり，相場

の変動の中味である。村岡氏の場合のように，相場を，すべて.r貨幣の相対

価値関係」であるとするなら，世界市場恐慌と為替相場の関係は，いったい

どうなるのか疑問が残り，せっかくプラン体系の中に位置づけられた問題意

識が生かされないことにはなりはしないか。つまり，氏の場合自動的な為替
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相場の均衡論に終始してしまう危険性があり，恐慌期の金現送点突破の問題

をどのように把握するかの問題が残されたままなのである。次に，章をかえ

て，貿易収支の総体との関連で為替相場をとりあげ，金移動を検討すること

にする。

1) 川合一郎「外国為替と信用制度J(渡辺佐平編『インフレーション理論の基礎」日

本評論社， 1970所収)241~242頁。

2) 岡橋，r銀行券論争の諸問題J(九大『経済学研究」第26巻第3号所収)25頁。

3) 向上。

4) 松井，前掲書，第6章参照。

5) 村岡，前渇論文r~国際通貨』問題とは何かJ 124頁。

6) 岡橋，前掲書， 79頁。

7) 向上， 114~115頁。

8) 氏の金現送点に対する考察は，前掲論文，r.外国為替取引についてJ，18頁参照。

E 国際収支と金移動一一一為替相場と利子率との関連

(1) 景気変動の均衡局面での貿易収支および資本収支と金移動

国際収支は，大別して，経常取引(収支〉と資本取引(収支〉にわかれる。

二者の全体が国家聞の支払差額として為替相場を規定すると一般的に言うの

は良いとしても，具体的な景気変動なり，各国の経済状況の相異により，そ

の意義は異なり，為替相場と利子の関連でも，様々の問題を提起することに

なる。

為替論を系譜的に検討していくと，概括的に言って，貿易収支中心型及び

資本収支をそれに加味する型，及び，それらのヴァリエーションが浮びあが

ってくる。

われわれは，為替相場なり，国際的な金移動の問題を考える場合に，現実

資本(商品資本〉の取引を表わす貿易収支を重視することは当然としても，

国際的な利子生資本の運動(=資本収支〉を無視することは許されず，その

それぞれの独自な動きとともに，それらのかあまりあいによる，資本の蓄積

運動(国際的な規模での〕を全体的に考えるべきだと思う。順序は逆になる

が，資本輸出の問題から考えていくことにしよう。
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資本輸出は具体的には，金融機構の媒介を経て，国際投資として表われる

のであるが，第一次大戦までの資本輸出論は，資本輸出と国際収支，更には

外国為替論との関連を深く考察することなく論じてきたように思われる。こ

のことは，最大の資本輸出国たるイギリスが，その巨大な優越せる生産力と

金融力を背景にして，巨額の資本輸出を行なっても，経常収支の黒字により，

国際収支面において，景気の均衡局面，更に，長期的には，特に重要な何ら

の問題をも生起させなかったことと関連している。

レーニンが，各国の独占資本の成熟に即して，むしろ，資本輸出の内的必

然性の観点を中心にして資本輸出論を論じたのも，この様な事態を反映して

いたからだと思われるのである。つまり，資本輸出国(独占資本主義国)を

中心とする，その内的要因に即してこの解明である。これは，資本過剰輸出

論を自由競争段階で展開しようとする議論に対して，資本主義の歴史的発展

段階，つまり独占段階に関連させて解こうとするところに大きな意味がある

のであるが，資本輸出が，具体的には，国際投資(=国際的な利子生資本の

運動)としてあらわれ，国際収支の一項目を形成し，具体的な運動を，金融

機構を媒介し，外国為替を介してすることも看過されてはなるまし、。

事実，この期の資本輸出にあっても，佑美光彦氏の実証研究が示すように，

イギリスの経常収支が好調であっても，ロンドンの金融市場に供給される「資

金」の増加量をこえて，大量の海外信用供与(=資本輸出〉が行なわれるな

らば，為替相場の急激な悪化がもたらされることは，当時の日常的な事態だ

ったのである。

つまり，輸出された資本が貿易ユーザンスや金融手形として，経常収支の

黒字をくいこんでしまう時には，為替相場の変動と金の流出を惹起し，資本

輸出は利子率を介して規制されざるをえなかったので、ある。

かかる事実をふまえて，もう一度，資本収支を含む全体としての国際収支

と金移動，外国為替，利子率との関連を見直す必要があるのではないかと考

えるのである。
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1) 中西市郎氏に，この点についての詳細な検討がある。中西市郎「現代国際投資論』

ダイヤモンド社， 1969，参照。

2) 例えば山田隆士氏の所説は，その点を強くうちだされている。山田隆土「資本輸

出の理論的諸問題ー資本輸出の必然性と『資の過剰JJ((~国際経済』第18号， 1967 

所収))

3) 佐美光彦「帝国主義段階における国際金本位制の機構J(1)~(3))~季刊経済学論集』

第34巻第4号，第35巻第 1号，第35巻第2号所収〉参照。

資本主義の発展に伴って必然的に生ずる貸付資本と機能資本の分離は，国

際部面においても，国際資本市場の発展により，国際的な規模の貸付資本の

運動は，国際的な資本信用更には商品取引を媒介するものとなる。これを景

気変動との関連から言えば，この国際的な資本取引によって，世界市場規模

での生産の拡張=緊張がもたらされることは当然のことである。

貸付資本の観点、からみるならば，貨幣資本の国際的移動とは，要するに貨

幣で表示された国際的貸借関係の発生に他ならないのであり，それも貨幣制

度を異にする国民経済相互間の貸借関係が発生することを意味する。このこ

とは，国内とは異なって，例えば，圏内において機能資本家が，自己資本を

用いて事業をする場合，なんらの貸借関係も発生しないのであるが，この事

業を外国で興す場合には，個人的には，なんらの貸借関係も発生しないのに

も拘わらず，彼が貨幣制度の異なる外国へ貨幣資本を投入するためには，外

国為替を利用せざるをえなし、から，これを国民経済的にみた場合，その分だ

け外国に貸付けたことになるのである。

又，もっと一般的にみるなら，資本輸出は具体的には，短期資本の場合，

主として，外国銀行への利子を求めての預金として更に長期資本を含めた場

合には，主として，外国の公社債(証券投資)や支配を伴う株式に対する投

資(直接投資〉として，その時々の利子率や景況による利潤の高さなどに規

定されて，金融機構，外国為替の媒介を経て行なわれるのである。

それでは，資本の輸出を外国為替との関連で考察することにしよう。別稿

で考察したように，外国為替は，そもそも，世界貨幣=金の支払手段にもと

づき，金を代理する国際的な信用貨幣であって，国際的な債権，債務の連鎖
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関係，相殺によって，世界貨幣=金を節約し，国際的な資本蓄積を推進する

のである。

為替相場が為替の需給関係によって決まるとする一般論は正しいとしても，

具体的な需給の中味を検討しなければならなし、。外国為替が債権，債務の連

鎖関係によって金を節約することから，直ちに，その量的関係を比較し，考

察しようとする論者が案外と多いのであるが，具体的に需要を規定する要因

及びその内容，供給を規定する要因及びその内容を考察する時，われわれは，

貿易収支を中心とする経常収支からの要因，及び資本収支からする要因を安

易に一括してしまってはならない。

というのは，まず供給要因から考察すると，同じ供給要因と言っても，貿

易収支を中心とする経常収支と資本収支とでは，その性格及び再生産(現実

資本の運動〉との関連において相異があり，したがって，金準備，利子率，

為替相場への影響にも，その果たす役割が異なってこざるをえなし、からであ

る。

まず，外国為替の供給要因としての商品取引(貿易〉の輸出から検討する

ことにしよう。ただしこれ以降の考察は，再生産の流動性が確保されてい

る景気変動の均衡局面を対象としている。

商品の輪出によって生ず、る，国際的な商業手形(一覧後 3カ月として考察

する〉は，輸出国における為替の供給要因となる。その中味を検討しよう。

この為替は，そもそも，現実の価値物たる商品の輸出によって起こるもので

あるから，一応，商品の外国での「実現J(一応というのは，圏内での商業手

形と同様に最終的な決済があるからである〉による純粋に，その国の対外支

払手段の代用物たる為替供給の要因となる。その他の経常収支についても同

様であるが，(純粋に，他国への債権を構成し，為替供給の源泉となるという

意味で、は)商品輸出にもとづく為替は，再生産と密接に関連しているという

限りでは，その他の経常収支の諸項目よりも一層重要である。純粋という意

味は，資本輸出との関連でみれば一層明らかで、ある。

つまり，その国の対外への資本投資の源泉となるのは，経常収支の黒字を
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度外視するならば，過去の対外投資を，別な投資に振替えるか，対外からの

資本借入か，具体的に，その国の富の蓄積を示す金以外にないからである。

つまり，対外支払が自国通貨でなされない以上，このことは避けられない。

(基軸通貨国の問題はあるが，基本的には同様で、ある。〉対外的な追加的資本

信用の場合，その源泉は，そもそも金以外にないのであるが(なぜなら，商

品の場合の様に「価値」の裏づけ=対外供与がないのだから。直接的な現実

資本での資本輸出は除いて考察している。〉もし対外からの借入れによって，

為替が供給されるならば，園内の資本信用の場合と同様，金そのもので、資本

輸出する必要はなし、。つまり，国内での資本信用に際して，社会的な貸借関

係の銀行への集中による債権，債務の相殺関係で，いわゆる貨幣を信用する

という「貨幣信用」の処理され，金への連動が生ぜ、ず矛IJ子率にも影響を与え

なかったことを，国際版に拡大して想起すべきであろう。

しかしながら，この場合には，国際的な借入れによる為替の供給であるか

ら，国内における銀行預金の受入れとアナロジー的に利子が問題となってく

る。少し詳しくみてみるならば，個別資本の視角でみる限り，短期資本の借

入れの場合には，利子率の国際的格差が主要な問題となる。特殊な場合(例

えば，金準備擁護などであるが，均衡局面では極めて少なしうを除いて，自

国よりも高利の短期資本を借入れることは考えられなし、。したがって，自国

よりも低利の場合に，一般的には，短期資本の導入がはかられ(又，貸す側

としても自国でよりも，有利で、あるから貸付けるであろう)，それが為替の供

給要因となっていくのであるから，国際的な商業手形の割引による為替供給

と比較するとき，その相異は仲介者=媒介機関の利潤の源泉としても，決定

的な違いを持ち，為替相場への影響もまぬがれない。

これを為替相場との関連で具体的にみておこう。為替供給要因としての国

際的商業手形の銀行による割引は，国内銀行手形の形での信用代位によって

行なわれるのであるが，これは一般的には，支払期日をもった手形が，その

支払期日(満期〉前に銀行によって信用代位される期限付為替の取引なり，

又，支払期日がなくても，支払地への手形の転送に若干の日数を要する参着
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為替の場合などである。又，同様なことは，手形に支払期日がなく手形が一

覧払であっても，手形の支払地への転送に際して，若干の日数を要する限り

言えるのである。これが，電信相場の発達によって，最小限に短縮されると

しても，信用経済の発展を考え，それを前提とする限り，支払側(具体的に

は輸入業者〉が，現金を所有していると考えるのは(輸入した商品を現実に

販売し，代金を回収した後と考えるのが適当なのだから〉荷為替を担保とす

る銀行からの預金設定などによる支払準備と考えうるので，具体的には，輸

入業者側での「利子」負担が問題となることは，やはり避けられなし、。電信

為替相場の場合には，この様な各国内での信用関係が背後に退いて，現金払

の手段として考えられがちであるが，国内における信用関係を看過してはな

るまL、。つまり，均衡局面においても，為替相場を規定する要因に，各国の

市場利子率が影響していることを見る必要があるということである。ただし，

この局面では，むしろ金を積極的に節約するものとしての性格を為替は持っ

ているから，そういう意味では(金→利子率とし、う関係では)，貿易取引につ

いては，受身的だと言えるのだが。

補足するならば，外国為替は，国内における金の支払手段機能にもとづく，

その代理物たる銀行券と同じ性格をもっ側面があり，それが債権，債務の相

殺を行なう限りは金を節約する。又，その反面，圏内において市中銀行の準

備が，中央銀行への預金や銀行券で形成されているのと同様な関係を国際部

面に即して持つことから，その需要関係は，国内における，市中銀行レベノレ

での中央銀行手形の需給関係が市場利子率に影響を与えるのと同様な関係が

みられることになる。つまり，金の需給関係による利子率の変動の派生的関

係として現象するのである。したがって，為替相場の変動は， トータノレな需

給関係によって変動することをまずおさえ(ここからも，為替を一般商品と

同一視することの誤りがわかる〉具体的にそれは，銀行の為替持高の調整に

表われるし，更に，供給要因の相異によっても影響があることがわかろう。

つまり，市場利子率からの影響である。

さて，具体的に貿易収支と資本収支とのからまりあいの中で，需要々因も
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加えて，この均衡局面での金移動を考察してみよう。

まず，貿易取引を出発点にして考察を開始しよう。例によって，甲園の@

が乙国の⑮へ商品輸出をし，逆に乙国の@が甲国の⑮へ商品を輸出する O そ

して各国で，その仲介にあたるのが甲国では(宇銀行，乙国で、は@銀行としよ

う。信用経済が一般であるることを前提に加える。

甲国の④が，自国の④Fより商品を商業手形(信用で〉購入して，乙国の⑮

へ輸出する。@'は，銀行でそれを割ヲ|し、て国内で、の銀行手形を手に入れ，国

内での支払手段にあてる。@は外国為替 (3カ月の期限付為替手形〉手形を

振出して伶銀行に割引し、てもらい国内銀行手形を入手し，それを@'に支払ラ

か，又は③Fが既に命銀行によって割ヲ|し、ている時には，(ff'銀行に支払えばよ

い。④Fが既に割引し、てもらっているときには，④rと銀行聞の債権， 債務関

係は，個別資本的には完了(=消滅し)(個別資本的というのは，@の輸出し

た商品の価格実現が社会総体的には残っているからである。〉し，再生産の流

動性を前提すれば単なる信用代位で終わるわけである。残るのは乙国の⑮と

⑨銀行との債権，置務関係であるが，期限付為替手形であるから，期限がく

るまで⑨銀行は，そのまま保有しなければならなし、。個別銀行視点からは，

その期間，⑮に貸付けたと観念されるから，期限付為替相場は，電信相場に

比べて，更に希離することになる。

輸入した⑮は，その商品を⑮fに信用で売却することにより得た商業手形を

(白銀行に割引L、てもらい，それを園内銀行手形で，@銀行より為替手形を手

に入れれば良いわけである。

同様な事態の逆の関係が⑫一⑬聞の取ヲ|からも生じそれぞれの外国に対

する債権，債務は命銀行及び~銀行に振替え，集中されて甲，乙両国の債権，

債務は相殺されることになり，世界貨幣=金の節約が達成されることになる。

ただしこの事態は，それぞれ輸入した商品が各国で、価値実現され，かつ貿

易収支が均衡していることを前提していることに留意すべきである。

期限付為替の「利子」負担分は，各国の商品取引者によって，取引の際の

費用負担として考えられるが，一方，銀行の立場より考えると，それが，為
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替取引を通ずる主要な利殖の源泉と考えられ(銀行の買為替の主要なものは，

期限付為替手形である〕ることにも為替相場との関連で注意すべきである。

この点については後述する。

さて，再生産の流動性を前提したとしても，貿易収支が均衡することは稀

であろう。したがって，次に貿易収支が均衡しない事態を考えてみることに

しよう。

今，甲国での輸出超過，乙国での輸入超過が生じたとして考えてみる。そ

うすると，甲国の銀行には，為替手形がだぶっき，乙国の銀行では為替手形

の不足が生ずる。その時々の園内の景況を反映する信用状況によって相異は

あろうが，甲国の銀行は為替リスクをさける為に，相場が下っても，割引料

による利潤が保証されている限り，それを「売」ろうとする。したがって為

替の供給過剰という事態から為替相場は下がり気味〈内貨建〉となろう。こ

れを前述した，対外投資への源泉との関連で考えれば，商品価格の「実現」

による純粋な，何らの利子も負担しなくてよい対外投資のための擬制資本の

形成ということもいえる。したがって，対外投資用の比較的，安価な擬制資

本が供給されるから，対外投資に対しては，積極的な促進作用を果たすこと

になるのである。(勿論，これだけで対外投資がなされるのではないことは前

述したとおりであるJ一方，乙国側では，どうし、う事態が発生するであろう

か。為替が需要に対して，供給不足となるから，為替相場は上らざるをえな

いだろう。ただし，ここで若干の媒介項を必要とする。つまり，国際的な利

子生資本の運動が関与してくるのである。つまり，貿易収支に逆調が生じた

ということは，国際的な商業信用連鎖の園内への振替えによる債権債務の連

鎖・相殺関係との関連で考えれば，相殺されない部分がでてきたことを意味

する。国内にあっても，相殺されない部分については，金が出動する契機が

あるわけで、あるが，公信用までも組込んで，それは最小限にくいとめられ，

殆んど無現金取引的に処理されていた。〈ただし均衡局面〕しかし国際間

においては，そうはし、かないことは前述した通りである。したがって，金が

需要されることになるのであるが，ここに国際的な利子生資本が介在してき
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て，ストレートな金需要に対するクッションの役割を果たすことになる。貿

易金融については，様々の形態が考えられるが，最も一般的なのは，輸入ユ

ーザンスであろう。金融上，優位の国から低利のユーザンスを導入し，それ

で，貿易収支の逆調から生じた為替の供給不足をカバーするのである。その

他に，銀行が銀行引受手形を外国の銀行に割ヲ!t，、てもらったりして，積極的

に供給不足をカバーしようとする。この金利負担を反映して為替相場は若干

上昇(内貨建〉することになろうが，貿易収支の債権，債務の切断を国際的

な利子生資本がカバーすることによって，償権，債務の連鎖を拡大し，金の

節約をすすめている事態が明白となればよ L、。しかも均衡局面においては，

資本の安全性に対する危倶は低いと考えられるから，為替相場の上昇による

投機資金の流入も考えられるし，為替相場は安定することになろう。しかし

ながら，いくら資本の運動によってカバーするとしても，貿易収支の悪化が

昂進したり，継続したりすると，輸出による国際的な商業手形による為替の

供給と異なって，利子負担が問題となってくるから，為替相場は，この局面

でも，まれに金現送点を突破する事態、もでてくる。このことについて若干，

考察してみよう。一般的には，金現送点を為替相場が突破した場合，国内で

銀行券が見換されている限り，為替から金へと，国際的な支払手段の需要の

形態が変わるから為替相場は，金現送点，つまり，輸出点，輸入点の範囲

内で変動すると説明されている。われわれも一般論としては，これを認めう

るが，これを絶対視するのは誤りであると考える。これは，為替の本質論に

関連してくるのであるが，この点については別稿で論じたので重複をさけて

結論だけ言えば，信用経済と再生産との関連で為替なり為替相場を考えよう

とする視角が欠除していることに起因すると思われる。なるほど，国際的な

取引関係において現金(まさに金そのもの〉経済を前提とするなら，確かに

国際的な支払いをなそうとする者は，為替相場が，金現送点を越える場合，

費用負担からいっても，金現送費を負担したほうが有利であるから金現送の

方法を選ぶであろう。具体的には，自己資本として有している銀行の預金な

り，銀行手形の見換を通じて，外国への支払いにあてるわけである。これは，



124 (448) 経済学研究第25巻 第3号

個別資本的，かつ，現金=自己資金を保有しているものがなしうる方法であ

る。それでは，これは，社会総体的，かつ信用経済を前提した場合にも，そ

のまま妥当する考えであろうか。

金現送費は，周知のように，④運賃@保険料り諸掛り(積込費，荷造費な

ど)8金利(金を外国貨幣に見換しうるまでの期間の利子)@鋳造料，その

他の手数料(たとえば，地金の純分検査料や地金熔解料〉などによって構成

されるが，それは地域によっても，その時々の事情によっても異なって，現

送金額のo.7~l. O%が普通とされている。そうしてみると，確かに現金経済

を前提する場合には，上述のように考えてもよかろうが，例で示したごとく，

貿易収支の「逆」をカパーする為の海外からの借入れによる利子負担との関

連では，どのように考えたらよいのであろうか。最高で 1%ということは，

市場利子率との関連で考えると，大きなパーセンテージとはいえない。勿論，

貿易収支の「逆Jをカバーするために外国から資本を導入したからといって，

それがストレートに為替相場に反映するわけで、はなし、。なぜなら，為替取引

は，すべて対外からの借入一色で塗りつぶされることはないからである。つ

まり，ここに，個別銀行資本的視点に大きく制約されながらも，一定程度，

それより独立した運動をする，為替取引の総括的立場にある銀行を導入して

考える必要がでてくる。順次，考察することにして，まず国内での預金銀行

の態様を，これとの関連で考えてみよう。

勿論，預金銀行も，資本の運動の一環をなすから，銀行資本として，価値

増殖の為に運動することは当然である。具体的に商業手形との関連に絞って

考えてみる。預金銀行は，その主たる利殖源泉を，商業手形の割引による割

引料に負っているのであるが，一方，再割引という形で中央銀行と連動して

いくことも叉，周知の事実である。このことをいかに考えるのかが，ここで

解明すべき問題と関連してくる。中央銀行の再割引料は，罰則金利といわれ

るように，市中銀行の手形の割引料より高いのが普通である。したがって，

この事態だけをとりだしかつ個別資本的にとりだせば，何故，r損」をして

まで市中銀行が再割引をしてもらうのかという疑問が当然でてくるはずであ
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る。市中銀行が再割引をしてもらうのは，再生産の流動性と，景気を反映す

る産業側の資金需要の性格に係わってくる。つまり，預貸率の悪化やその他

による，準備資産の問題である。つまり，市中銀行の最大の利殖源泉は，手

形の割引であるが，それを遂行するためにも，個別的には「損」と思われる

事態であっても，全体としての利益があがるかぎりにおいては，再割引をし

てもらうのである。事態が進行して，例えば恐慌期などには，全体として負

の利益であっても，パンク・ラプシイを避けるための諸施策をなすことも考

慮すれば，いかに，個別的，一時的な対応からのみしか考ええない理論が近

視眼的であるか判るはずである。

さて，為替銀行に話をもどして考えてみよう。利子負担を反映して為替相

場が金現送点をこえるような事態になると，手許に自己資金を有する個別資

本は，具体的には，銀行への預金という形で存在するであろうから，それを

見換することにより入手した金で対外決済を行なうことになる。一方，自己

資金をもたない個別資本は，銀行からの借入れに依存するしかない。そうす

ると，金現送費以外に，借入れの金利負担をなさねばならなくなる。そうで

あるならば，金を現送して，金現送費を負担するよりも，銀行より為替の形

で借入たほうが有利な場合も生じてこよう。しかし，それは個別資本的には，

稀であるし，為替相場の全体の動きにも大きな影響はない。むしろ問題は，

銀行の方である。つまり，為替取引銀行が，その業務を続けようとする限り，

為替の需要に対しては，応じなければならない。もし，為替取引銀行に集中

した債権，債務を対外銀行との間で決済に，為替相場が金現送点をこえたか

らといって，ただちに金現送に向うかということを考えてみなければならな

い。しかしながら，為替銀行が手持の準備資産を金に見換するためには，例

の罰則金利が金現送費に加わってくることになる。したがって，国内の信用

状況なり生産に作用されようが，ある程度，準備資産の中央銀行への金見換

でまかなうとしても，事態が進捗していけば，国内の他の業務との係わりの

中にも影響を与えることとなり，金での対外決済よりも，金現送点をこえて

いるとしても，為替で決済するほうが，罰則金利を負担するよりも有利な場
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合もでてくるのである。勿論，その罰則金利を負担する以上に為替相場が上

昇することになり，継続すれば，当然，金現送のほうが有利となり，為替よ

り金への大幅な転換が現出するであろうが。したがって，具体的な事態は，

資本収支も加えながら，貿易収支の大幅な逆調によって，たとえ，それが資

本収支でカバーされたとしても，大幅な金利負担が生ず、れば為替相場が金送

点をこえる事態とともに，国際的な金移動が実際に生ずることになろう。つ

まり，為替相場の金現送点突破と金現送が併行してすすむわけである。勿論

資本収支でもカバーされず，たとえ貿易収支が順調であっても，国際収支全

体が逆の場合には，債権，債務の総合的な連鎖が切れるのだから，園内とは

異なって，国際間の場合には金での支払，つまり金現送が必然化せざるをえ

ないのである。

しかしながら，景気変動の均衡局面においては，金の流出による金利の上

昇により，対外短期資本が誘発されることになろうし，又，為替の差益をめ

ざす投機資本も流入するであろうから，それが為替に対する供給要因となり，

やがて，為替相場も安定しようし，対外的な債権，債務の連鎖の拡大により

金の移動も沈静化されることになろう。したがって，均衡局面における為替

相場の金現送点突破は，一時的な現象とみることができるのである。なお，

例外的な現象として，均衡局面において，為替相場が順調であったとしても，

金の流出がおこることもある。これは，流出国の対外支払の問題ではなく，

流入国における金需要の問題である。それは様々の事態が考えられようが，

一般的には，その国での信用制度との関連での金準備の問題であろう。

次に，節を変えて，景気の全般的不均衡局面での事態について考えてみる

ことにしよう。

1) この点についての例は，枚挙にいとまがないのであるが，川合一郎「資本と信用J]，

有斐閣， 1967，小野朝男，前掲書「外国為替』などを参照されたい。

2) この点についての詳細は，小野，前掲書「外国為替Jl58~63頁参照。

3) マノレタスが，国内で資本主義的に「生産の組織化」が行なわれている場合，つま

り景気の均衡局面で・の金需要を対外関係に求めたのは， このことをさしている。

前掲『資本論Jl(lG401~402頁参照。



国際金移動の研究大杉 ↑27 (451) 

4) 均衡時における金現送点、突破の実証的研究としては， Morgenstern， International 

Financial Tranctions and Business Cycles. Princeton U. P. 1959参照。

(2) 景気変動の全般的不均衡局面での貿易収支および資本収支と金移動

今までは，再生産の流動性が確保されている局面，つまり，景気変動の均

衡局面について考察してきた。信用貨幣(国際的な信用貨幣たる為替手形〉

についても，国際的な商業貨幣の場合には，輸入国における商品の価格の実

現は所与の前提であったし，流動性に支えられて，国際的な利子生資本も，

その返済還流が順調であることが前提され，世界貨幣=金の節約は達成され，

資本の国際的規模での蓄積運動がこのことによって，促進される事態を考え

てきた。つまり，景気変動の好況及び繁栄局面においては，社会の窮極的な

消費から相対的に独立した生産的消費に支えられ，物価は，価値水準から離

れて高い水準に上ってし、く。それを貨幣的側面から支えるのが，信用貨幣で

あり，利子生資本の運動である。生産は，その限度一杯に拡張され，緊張し

たものとなる。国際部面においても，国内での景気の好調に支えられ，輸出

入ともに増加する。それを媒介するのが，国際的な信用貨幣=外国為替であ

った。貿易取引にもとづく国際的な商業信用を反映する外国為替手形は，国

内の商業信用を反映する信用貨幣と同様に，価値水準を離れた高価格が反映

していることは言うまでもなし、。しかしながら，国内における物価が価値水

準を離れて高い価格になったからと言って，それが，ただちに貿易収支に影

響を及ぼして，為替の需給関係に影響を与え，為替相場を変動させるとは限

らなし、。なぜなら，輸入商品の価格が上ったからといって，国内の景気に支

えられて高利潤が保証されているとするなら，国内に代替商品のない限り(例

えば原料など〉輸入は継続されるだろうからである。こういう点からも「相

対価値」論でのみ為替相場を考えようとするのが一面的であることがわかる。

勿論，ある程度の反作用，影響を否定することはできないだろうが。まさし

く「為替相場が圏内商品価格変動の因になる場合もあれば，逆に果になる場

合もあった。またその変動関係が正比例する場合もあれば，逆に反比例する

場合もあったー中略一，したがって，この間の関係を一義的に規定するのは，
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まったく不可能」なのであり，各国の景気状況及び資本蓄積の具体的な関係

を考察しなければならなレのである。とまれ，国際的な規模にまで拡大され

た資本蓄積の運動は，価値水準を上回る高価格を反映する国際的な商業貨幣

及び，国際的な利子生資本の擬制資本形態を反映する国際的信用貨幣(=為

替〉により，その限度一杯にまで拡大されるのである。

やがて，社会の最終的消費との衝突が顕在化してくる局面を迎える。商品

の価格実現の困難が顕在化するのである。国内の景気に支えられて，拡大さ

れた規模で、輸出及び輸入された商品も，その価格実現の問題に逢着せざるを

えなし、。しかも，すべての国が，最終的な消費基盤に対して「多すぎる輸出

入jをしたのである。一方の国が輸出しすぎたと同じ意味で他方の国が輸入

しすぎたという相対的な関係ではなく，すべての国で「過剰輸出と過剰輸入

は同じ」なのである。支払期限はくるが，輸入商品及び輸出商品の価格は実

現されなし、。商品の輸出入を媒介した外国為替と金との同一性が問題となっ

てくる局面の現出化である。

1) 小野，前掲書『外国為替J108頁。

2) 前掲，~資本論~， (lQ269頁。

3) 向上， (1<$342頁。

n， (1)での設例によって考えると，③が振出した外国為替は，⑮が@より

輸入した，商品の価格実現を，その基礎としている。⑮は，更に，国内で，

それを信用で売っているのであるから，信用連鎖のからまりの拡大によって，

問題は拡大せざるをえなL、。もし，支払期限がきても，商品価格の未実現に

よって，代金が回収されない場合には，為替手形の基礎は，崩れることにな

り，金での支払いによるか，(商業信用の貨幣信用への転化)，比較的優良な為

替への需要が殺到することになる。この事態は，満期になった支払が「逆」

の国において，まず顕著に現われてくる。圏内における恐慌の深化と相侯っ

て，金に対する需要や，預貸率の悪化を反映して，国内における公定歩合も

市場利子率も次第に上昇してきている。そこに，外国への，過去の取引に対

する支払手段需要が殺到するのだから(購買手段ではなしう為替相場は土昇
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し(内貨建〉かっ金利も高いのである。

「逆」の国の銀行は，顧客の需要と，自ら肩代わりしている債権，債務の

決済，自己保持のためにも，まず，対外からの貸付を積極的に導入しようと

する。金利の上昇は，一時的に短期資本の流入を誘因するかもしれないし

又，為替相場の上昇による投機資金の流入をもたらすこともあろう。又，利

子率の上昇は有価証券の下落をもたらし，それを目あてに資金が流入してく

ることもあろうが，恐慌の進捗によって，その基盤も崩されてしまう。

つまり，恐慌が各国に波汲するにしたがって，各国で同様な事態が惹起さ

れるし，短期資本の誘発といっても，その安全性が収益性に比して，不安に

なってくる事態が現出しようし，有価証券の価格の下落による誘因も配当が，

景気の下降によって低下する以上，利子率の上昇と相殺されるし，しかも企

業事態の倒産の問題が現実化するのだから尚更である。新規の投資が停滞す

るのは言うまでもなし、。対外の預金の取りくず、し，更には対外の所有証券の

売却なども一層進む。

この様な過程で，輸出入業者の破産，商品の外国への投げ売りなどによっ

て，過剰輸出入商品の価値彼壌がもたらされる。更に銀行の倒産などによっ

て，国際的利子生資本の価値破壊がもたらされることにもなろう。

それで、は，この過程での物価，金利，為替，金移動の関連を考察すること

にしよう。上述したように，対外支払手段としての為替は一時的に対外関係

を通じて供給されることがあっても，恐J慌の進展にともなって，極度に減少

する。しかも，その供給は，高金利を伴うものであるから，為替相場は，そ

れを反映して，極めて上昇するのである。しかも，対外決済手段としての比

較的優良な(不渡りになっていなしう為替に対する需要は増大するし，その

需要は，勿論，自己資金を持つ対外支払者からのもあろうが，恐慌下である

から次第に，自己資金を持たない対外支払者からの借入が比重を増大するよ

うになる。そうすると，為替取引の総括者としての銀行は，罰則金利たる中

央銀行への利子を負担してでも，その準備資産を維持しなければならなくな

る。まして，対外の債務，債権を肩代わりしているのだから尚更のことであ
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る。為替相場の金現送点突破のひんばん化がみられる。つまり金需要からす

る金利の上昇を反映する為替相場の急弁がみられるのである。金流出と為替

相場の金現送点突破のひんぱん化が現出してくる。各国は，金準備の減少に

そう遇し，1各国は自国資金の流出を抑える一方，外国から資金を引きつけよ

う」とし，銀行利子率の上昇が進展することになる一方，恐慌の本質たる過

剰信用，過剰取引の価値破壊が進行することになる。しかしながら，前述し

た様なプロセスを経て，金利の上昇は「それだけ，為替相場を金平価からお

しなベ押し下げる」ことになるわけであり，1しかもそこにもはや強い通貨は

なく」そこで「金現送点の意味はなくなりJI相互に金現送点をこえて」為替

相場が下落することになるわけで、ある。

この期の為替需要，及び金需要は，国内，国外ともに(圏内の場合には，

中央銀行信用が動揺していない限り，中央銀行手形の需要となろうが)支払

手段需要であるから，商品の価格の相対的上下は，本質的な問題とならない。

問題となるとするなら，過剰取引を反映する過剰商品の価値破壊や(投げ売

り，倒産など〉が，支払手段獲得との関連で問題となろう。したがって，恐

慌による商品価格の下落による貿易収支の改善→為替相場の改善を解くのは，

全くの迷言といわねばならない。(部分的にあったとしても)，国際的な信用貨

幣=為替の問題において，貨幣の価値=購買力の問題と，資本の価値の問題

を考えるとともに，具体的な景気変動において，それの需要される性格を，

適確に担えることが必要なのである。

1) r事業が困難になってくると…-有価証券の価格のかなりの下落が起きる。

外国人がこのイギリスて、鉄道株を買わせたり，外国鉄道株のイギリス人所有者が

それを外国で、売ったりする。」前掲，~資本論』帥414頁。

2) 辻忠夫，~国際金融論序説J]，日本評論社， 1967， 133頁。

3) 向上。

4) 向上。

5) 向上。

6) 向上。

各国の中央銀行が，恐慌対策として金準備の減少にも拘わらず，金利を上
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昇させず(むしろ引下げることもある。)，中央銀行手形の発行を促進すると

しても，それは，一程の恐慌緩和要因になることがあっても，恐慌そのもの

を消滅させることはできなL、。なぜ、なら，問題は再生産過程にあり，最終消

費基盤に対する過剰生産にあるからである。従って滞貨融資や低利(比較的〉

の資本を貸付けるとしても，商品の価格実現が果たされない以上，その返済

は，やがて返済期日に拡大された規模で問題になってこざるをえなし、からで

ある。しかも，対外決済手段之しては，国内の信用貨幣たる中央銀行手形は，

その役割を果たしえないから，やがて，金見換が，そのためにも問題となっ

てこざるをえない。恐慌の本質たる過剰生産，それを媒介した過剰信用の価

値破壊が，どの程度までなされるかに係わってくるが，国内において，大々

的な恐慌緩和策の為に，公信用への流通根拠の転換を背景として，国内の見

換が停止されたとしても，それは，インフレーションの問題を惹起する要因

につながり，対外国人が所有している預金の引出しゃ，投機資本の対外流出，

更に，商取引上の金流出が激化することになって，それに耐ええなくなった

場合には，金輸出禁止という措置もとらざるをえなくなるだろう。そうする

と，為替相場は急落し(救済融資による国内のインフレと相侠って)，国際的

な信用貨幣=外国為替の減価価値破壊が全面化していくのである。勿論，こ

のプロセスをたどるかどうかは，前述したように，ーに過剰資本の処理にか

かっているのであるが。

1) rある銀行，たとえばイ γグランド銀行が，その紙券で，すべての山師に不足な

資本を供給し，減価した商品をすべて元どおりの名目価値で買い取るということ

によって，再生産過程の強行的な拡張の人為的体制の全体を救うというようなこ

とは， もちろんできない。」前掲，r資本論J(1($268頁。

おわりに

現代資本主義の矛盾の集中的発現としての，国際通貨危機は，単に，貨幣

・金融部面にとどまらず¥資本の総体の運動(再生産過程〉に係わっている

としづ問題意識から，われわれは出発した。そして，その解明に必要と思わ
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れる外国為替論に焦点を寄せ，それと国際的規模での資本の運動，具体的に

は景気変動との関連を考察したのであった。その際，再三，強調したように，

金の問題が，今，尚，われわれの論理展開にとって，鼎の軽重を問う大きな

問題としてあることの確認が重要であろう。換言すれば，現代資本主義とい

えども，様々のそデファイを受けながらも，資本主義である以上，そこには，

何らかの形での価値法則の貫徹が説かれねばならず¥その検証としての金問

題ということになろう。更に，具体化した場合には，資本の運動と金準備→

利子率の有機的関連ということが問題になるのであった。勿論，本論文では，

これらの問題意識を全面的に具体化，展開したわけではなく，そのための準

備作業のほんの一歩にすぎなし、。最近，多くみられる安易な経済法則解明の

放棄による政治学への経済学の解消を，われわれは，経済学の今後の発展に

とって憂慮するものであり，正しい意味での政治経済学の現代のフェニック

ス的再興を強く希望するものである。今後に，われわれの残された課題は大

きい。就中，理論のE当性の基準は，実証にあるのだから，それを果たさず

には，まだ正当な理論として確立したとは言い難い。別稿に期したいと思う。


