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経 済 学 研 究 35-2
北 海 道 大 学 1985.9 

世界銀行の起源について

本間雅美

とを如実に物語っているといえよう 1)。

問題の所在 このように，戦後の国際金融秩序が新たな再

第二次世界大戦後の世界経済秩序は，長らく

「国際協力」による国際通貨・金融機構の安定的

確立を意図した国際通貨基金 (IMF)と国際復

興開発銀行 (IBRD，通称 Wor1dBank，世界

銀行)を基軸としいわゆるブレトン・ウッズ

体制と呼ばれてきた。そしてこれらの「国際協

力」機関を礎石とし，もって世界経済組織化の

下での「自由・無差別・多角主義」の実現を図

るべく戦後の国際経済関係の再編成が展開され

てきた。しかし戦後の国際経済関係は， 1970 

年代に入って以来，新たな再編成を迫られてき

た。石油危機をー契機として発展途上国側から

突き付けられた「新国際経済秩序」の樹立要求

は，その一つであった。また，石油危機以降の

先進諸国， とりわけアメリカ系商業銀行の発展

途上国に対する貸付の急増と途上国側の第一次

産品の輸出停滞が，いわゆる債務累積問題を惹

起させるに至ったのであるが， これも新たな再

編成を迫る事態といえよう。現在の債務累積問

題の深刻化は，戦後の国際通貨体制を根底から

揺がし， IMF， IBRDなどの公的国際機関の役

割の再編・強化を迫り，とりわけ IMFの援助

機関への転化を促してさえいるのである。 IMF

がコンディショナリティ (Conditionality) を

通じて低開発諸国の圏内経済政策や通貨安定政

策への監視機能を強化すると同時に， IBRDが

融資の際に借手に行使するレバレッジ (lever

age) を用いて， 自己のコンディショナリティ

を維持・強化してきているのは，まさにこのこ

編成の局面を迎えている現在，しかも IMFと

IBRDに新たな「編成軸Jとしての役割が再び

求められているという事実が明らかである現

在，ひとたび安定をもたらしながら崩壊への道

を辿ったブレトン・ウッズ体制にあらためて検

討の光をあてることは，決して無用のことでは

ないと思われる。そもそも，それはいかなる内

的諸問題を抱えていたのであろうか。この間へ

の答から現在の再編成の意味を吟味すること

は，再編成を歴史的視点から批判的に検討する

に不可欠のことなのである。

では，ブレトン・ウッズ体制は，いかなる構

想により，またし、かなる諸方策をもって戦後の

国際経済関係を再編成しようとしたのか，また，

いかなる経過をもって運営されてきたのであろ

うか。 H.D.ホワイト (HarryDexter White) 

の国際安定基金と IBRD設立構想をブレトン

.ウッズ体制成立過程に遡って歴史的に回顧す

ることを含め，上の課題を検討することが，上

の課題に接近する際に先ず求められるであろ

1) IMFとIBRDの制度上の関連の進展状況を分析
した代表的なものとしては EdwardS. Mason 
and Robert E. Asher， The World Bank since 
Bretton Woods， Washington， 1973， pp.538-558 

がある。従来， この問題については主として戦後
の国際通貨制度の改革と IMFの新たな役割を中
心として論じられてきたことは， 周知の通りであ
る。例えば， Cheryl Payer， The Debt Traρ， 
N巴wYork， 1974， pp. 32-36.木下悦二『現代資
本主義の世界体制』岩波書店， 1981年， 180-187 
頁，中西市郎「国際通貨制度の改革と発展途上国」
川合一郎編『現代信用論~ (下〕有斐閣， 1978年，
所収ヴ 233…252頁を参照されたし、。
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う。

ところで， R. N.ガードナー (RichardN. 

Gar由ler)に代表される従来の国際通貨体制成

立史の研究においては， IBRDはしばしば重要

な争点になったと指摘されながらも，ブレトン

・ウッズ会議の直前の1943年11月に突然公表さ

れて，偶然に「銀行」とし、う名前をもって誕生

したとするのが通例であった。そのためブレト

ン・ウッズ体制成立の歴史にかんする研究はも

っぱら IMFに集中し， IBRDの生成の過程に

はほとんど注意が払われてこなかったのであ

る。事実，議論の中心は，ホワイトの安定基金

案とJ， M.ケインズ(JohnMaynard Keynes) 

の清算同盟案の比較検討におかれてきたため

に IBRDは IMFの補完・従属物にすぎない

とする認識すら生まれてきているのであるわ。

IBRDがブレトン・ウッズ体制成立史の研究対

象から不当にも切り捨てられ， これまで等閑視

2) Richard N. Gardner， Sterling-Dollar Diplo・
macy， (New expanded edition) New York， 
1969， pp. 73-77， 117-118.邦訳『閏際通貨体制成

立史(上)~東洋経済新報社， 1973年， 200-204， 
258-259頁。邦語文献の代表的なものとしては，木
下悦二『現代世界経済論』新評論， 1978年， 第3
章第2節，深町郁繭『現代資本主義と国際通貨』
岩波書j吉， 1981年，第2章，が挙げられよう。こ
のような基本的立場からするブレトン・ウッズ評
価の難点の一つは， 多角的なブレトン・ウッズ方
式がし、わゆる双務的な基軸通貨アプローチを排し
て採用されたにもかかわらず， ブレトン・ウッズ

機構の枠外からの双務援助が IIMF構想の内部
にはじめから組み込まれていたとみるべきであ

るJ(木下，前掲書， 180頁)，とすることにある。
教授の見解は， ホワイトのオリジナル IBRD構

想、の積極的意義を看過している点において， いわ
ゆるホワイト・プランの過小評価につながってい

ると思われるのである。確かに，基金と同盟案の
比較自体は純粋に IMFの限界をえぐりだすこと
に成功していると思われる。 しかしながら，同盟
案に比べられるべきものはまさにホワイトの基金
と銀行案でなくてはならないのである。以下の行
論で展開するはずであるが， ケインズ案とホワイ

ト案との対立の核心は， 国際機構の枠の内外いず
れか一方で、のドル資金供与をめぐる英米の対立・

抗争には還元しきれない米圏内部での国務省と財
務省との対立・抗争という重層的な構造を有して
いるのである。

されてきたのは，まさにそのような事情のゆえ

であることもまた疑いえないところであろう。

ところで，ブレトン・ウッズ体制成立史の問

題を論ずるにあたって逸することのできない本

邦における注目すべき最近の研究業績は，小野

朝男氏の『国際通貨体制~ (ダイヤモンド社，

1976年)と島崎久弥氏の「ブレトン・ウッズ体

制成立史前史の予備的考察J (~経済系』第 123

集， 1980年)であろう。しかし，これらの労作

も分析の焦点をもっぱら IMFの起源において

いるために， IBRDの国際投資機能分析につい

ては極端に手薄であるように思われる。

また，欧米においても， IBRD成立史研究は

著しく遅延しており， これまで世銀の起源につ

いて独自の研究を進めてきたのは，唯一 R.W. 

オリバー (RobertW. Oliver)だけといってよ

い状況であるわ。そして IBRD成立史研究は，

~ International Economic Co-operation and 

the World Bank~ (f国際経済協力と世界銀行」

1975年)と題する彼の著作の刊行によって漸く

最近，その緒についたばかりだといってよいで

あろう的。それゆえ，今日までのところ， IBR 

D 成立史研究に新しい光をあてる文献はほと

んど見当らず，未だ残されている論点も多岐に

わたっているのである。こうした事情が，ブレ

トン・ウッズ体制の研究に極めて大きな欠陥を

もたらしていることはいうまでもなし、。研究は

まさにこの欠陥を埋めることから始めなければ

ならない， と思われるのである。

そこで本稿は，Harry Dexter White Pa-

ρers (以下 WhitePapersと略記する)と現

在刊行中の『ケインズ全集』第25・26巻 (1980

年)を手掛りとして， IBRD草案がブレトン・

ウッズに至るまでに幾度も書き直されざるを得

なかった経緯を余す所なく解明し，戦後世界経

3) Robert W. Oliver，“ Early Plans for a World 
BankヘPrincetonStudies in International 
Finance， No. 29， 1971. 

4) Ditto， International Economic Co-oρeration 
αnd the World Bank， The Macmi11an Press 
1975. 
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済再編成過程における lBRDの歴史的意義を

確定せんとするものである。とくに， IBRDの

国際投資機能に焦点をあてて，ホワイトの銀行

草案が大戦中どこから登場してきて， r国際協

力」の協議事項としてなぜ英米交渉に入らざる

を得なかったのかを明らかにすることが中心と

なる。本稿は以下の構成で論じられる。

Iでは，アメリカの戦後世界経済の再編構想

の全般を取り上げ，国際投資問題が外国為替相

場の安定との関連でし、かに扱われたかをみる。

Eでは，イギワスの再編構想をケインズの「国

際協力」原理の具体的発現という観点から取り

上げ，ケインズがなぜ清算同盟案を立案したの

かを， 4941年12月に作成された第三次草案を中

心にみる。そして，英米交渉において，両国が

「国際協力」という新しい時代の大きな容器を

いかにつくり，その中にいかなる中身の拡張主

義を注ぎ込もうとしたのかを明らかにする。

Eでは， r国際協力」の国際投資領域への適

用である IBRDの起源を， ホワイトの最初の

完全な草案である1942年4月付の第三次草案を

中心に検討し戦後再編構想との関係を示す。

そして， IBRDの実施計画をめぐって英米が対

立した根本原因を明らかにする。これによって

われわれは，英米交渉において通貨安定の討議

に優先順位がつけられ， IBRDが後回しにされ

たという，いわゆる IBRD一時棚上げ問題に

接近することができるであろう。また，アメリ

カが IBRDに新しい時代のいかなる拡張主義

を盛り込もうとしたのかも解明できょう。した

がって本稿はまた，拡張主義的圧力なき IBRD

として換骨奪胎されていく世銀生成の論理の解

明の足場を模索する一試論でもある。

I アメリカの戦後世界経済再編構想

周知の通り，戦後世界経済再編構想の原理は，

1941年8月の「大西洋憲章」と1942年2月の「米

英相互援助協定第7条」によって初めて植われ

たが，それは1930年代の「ブロック経済J，r広

域経済」においてもたらされた「保護・差別・

双務主義」に替わる「自由・無差別・多角主義」

と「国際協力」にもとづいて戦後の国際経済関

係を組織化せんとするものであった。アメリカ

の狙いは，一見してわかるように， 30年代の孤

立主義から抜け出し，世界市場の「機会均等」

および「門戸開放Jを実現することにあった。

しかし「自由・無差別・多角主義」について，

はっきりした言質を英国から取っておこうとす

る米国側の最小の目標でさえ， コーデノレ・ハノレ

(Cordell Hull)国務長官が主張した「自由貿

易主義」原理のみによっては達成することは困

難であった。これは，大西洋憲章第四項に「差

別待遇の撤廃」を盛り込むことができなかった

ことからも明らかであるわ。そこで，相互援助

協定第7条においては，大西洋憲章第五項の「労

働基準の向上，経済発展，社会保障の改善」の

ための「国際協力」は， r生産，雇用，財貨の交

流ならびに消費を拡大する」ための「国際協力」

へと，ケインズ流の拡張主義にしたがって，書

き改めねばならなかったのである。したがっ

てまた，第7条には，拡張主義的な「国際協力」

を見返りとして「あらゆる差別待遇の撤廃」と

「関税その他の貿易障壁の低減Jも織り込まれ

たのであるめ。ところで， rハルの原理jを戦後

国際経済関係の再編との関係で論ずるにあたっ

て逸することのできない労作に，佐々木隆生氏

の研究業績がある。佐々木氏は， rハルの原理」

を「自由貿易主義」と定義した上で， rハルの原

理」は自身単独では「自由・無差別・多角主義」

的国際経済関係を律しえない限界を有していた

という注目すべき主張を行なっている九従来，

5) Cordell Hull， The Memoirs 01 Cordell Hull， 
2 Vols. New York， 1948， U， pp. 975-976， 
1151-1153. 

6)大西洋憲章から米英相互援助協定第7条に至る経
緯については， R. N. Gardner， op. cit.， pp. 40-
68.邦訳(上)， 153-193頁。 ForeignRelations 
01 the United States (以下，FRと略記する)

1941， V 01. III， pp. 1-53，参照。
7)佐々木隆生「戦後国際経済関係再編成の構想と原

理JW経済学研究JI(北海道大学)第30巻第2号，
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この点は必ずしも明確にされてこなかったので、

あって，大勢は R.N.ガードナーにしたがっ

て，国務省の戦後再編構想は単純に「ハルの原

理」によって律せられてきたと認識されている

ように思われるのであるめ。 しかしながら，国

務省においてさえ， r自由・無差別・多角主義」

的実践は， rハノレの原理j によって単純に律せ

られうるものではなかったのである。「自由・無

差別・多角主義」への英国の参画の明白な言質

を取り付けるための「切り札」としては， r国際

協力」への関与が不可欠であったのである。こ

うして，戦後再建計画の第一歩が相互援助協定

第7条を具体的契機としてスタートするに至っ

たのである。

しかしながら，当時戦後計画を米政府部内に

おいて担当していた国務省，財務省，それに H.

ウオーレス (HenryWallace)副大統領を中心

とする戦時経済局 (Boardof Economic War， 

BEW) の三者の間では， r自由・無差別・多角

主義Jをし、かに実現するかという点ともかかわ

って， r国際協力」の内容が相異なっていたので、

ある。その詳細は以下の行論の中で明らかにな

るはずであるが， r国際協力」の内容上の相違

は遂に第7条にもとづく戦後再建構想の実施計

画をめぐる各省聞の対立となって顕在化せざる

を得なかった。第一に，国務省では貿易障壁を

低減する各国の共同歩調こそが， r国際協力」

の最優先事項とみなされた。事実，ハル長官も

為替相場の安定などに対して，貿易障壁の低減

に優先順位をつけていたので，後述するよう

に，大戦前より互恵通商プログラムの展開，す

なわち無差別主義にもとづく自由貿易制度を双

務主義的に展開しもって多角主義の漸次的実

現を図るという基本戦略を採っていた。国務省

がこの戦略の延長線上に，第7条にもとづく英

国との通商関係の双務協議の開催を強く主張し

98-103頁， 1980年。なお， 私見の基本的論点はこ
の労作に負っている。

8)例えば， 村野孝「戦後『国際通貨体制』の成立と
崩壊」村野孝・松村善太郎編『国際金融〔新版J~
有斐閣双書， 1981年， 38-40頁を見られたい。

たのは，極めて当然であった。第二に，財務省

は国務省とは正反対に，外国為替の安定と外国

為替取引の自由化を国際機関によって管理し，

もって多角主義を一挙に実現することに「国際

協力」の優先順位を与えていたがゆえに，すべ

ての友好国との国際会議を即座に開催すること

を強調した。最後に， BEWは各国の完全雇用

政策に優先権を与え，世界中のコモン・マンの

生活水準の向上と国民経済計画化機構を主内容

とする「世界のためのニューディール」を訴え

た。このため BEWは， 国務省とは「自由化」

と「計画化」の対立を政策内容上の対立点とす

る激しい対立・抗争を展開するが，本稿ではそ

の詳細は割愛するの。ここではただ， r民間企業

制度を妨げるニューディールの失策と組織化」

を代弁する「世界的なたわごと」として葬り去

られる運命にあった BEWの戦後再建構想が，

戦後の失業問題を脚色し，かつアメリカの戦後

再編構想のメイン・ストリームを形成するにあ

ずかつて大いに力があった， と付言するにとど

める 10)。とまれ， r国際協力」の実施計画をめ

ぐる各省聞の対立は， BEWの敗北を伴いなが

ら国務省と財務省が当面の事態収拾に向かう

形の妥協に帰着した。すなわち，通貨安定はそ

れ自体が目的ではなく完全雇用と生活水準の向

上を達成する一手段にすぎないとする財務省、

は，英国との双務協議アプローチを認める代わ

りに，為替の安定は貿易の自由化に優先すると

いう譲歩を国務省から勝ち取ったので、ある。

9)さしあたっては， John Morton Blum， ed.， The 
Price 01 Vision: The Diary 01 H enry A. 
Wallace， 1942-1946， Boston， 1973; J. Samuel 
Walker， Henry A. Wallace and American 
Foreign Policy， London， 1976; Dean Acheson， 
Present at the Creation: 11めI Years in the 
State Department， New York， 1969， pp. 39-

47.邦訳『アチソン回顧録u恒文社， 1979年，
62-71頁。佐藤信一「へンリー・ A・ウオーレス
とウィリアム・ L・グレイトンJ~法経研究~ (静

岡大学)第29巻第1号， 1980年を参照されたい。
10) New York Times， (以下 NYTと略記する〕

December 9， 1942， p. 29， February 10， 1943， 
p. 27， July 25， 1943， p. 25. 



116 (292) 経済学研 究 35-2 

さて r国際協力」は大西洋憲章から相互援

助協定の締結に至る英米交渉を契機として英米

双方の側から登場した原理であった。そして，

その後の「国際協力」の具体的検討作業におい

ては，拡張主義的措置をいかに講じるかに焦点

がおかれることになったのである。したがって，

英米交渉の成功の将来は r国際協力」の内容

L 、かん，また拡張主義的圧力の強度いかんに依

拠することになったのである。

1)国務省の戦後再建構想

戦争の初期には，合衆国の対外経済政策の策

定責任は国務省にあった。ハル長官の主たる関

心は，互恵通商協定プログラムの拡張による貿

易障壁の低減， とりわけ差別措置の撤廃におか

れていた。このため彼は， 自由貿易主義だけが

経済困難の万能薬であるという幻想を抱きがち

であった11)。ここから「ハルの原理」は， 自由

貿易主義とほとんど同義であり，またその適用

原則は「自由・無差別・多角主義」に完全に一

致する， と定義することができょう 12)。とはい

え，理念としての「ハルの原理」とその適用施

策としての「自由・無差別・多角主義」との開

には断絶があることにあらかじめ留意しておか

ねばならない。ローズベルト大統領が，互恵通

商協定プログラムを「ハルの原理」の「修正J

といった意味は， まさにこの文脈の中で理解し

なくてはならないのである 13)。周知の通り， 30 

年代における「ハルの原理」の現実的適用は互

恵通商協定プログラムとして双務主義の多角化

という展開をとらざるを得なかった。それゆえ

ハル自身は， rハルの原理」の「修正」を，即効

はないが，最後には勝利するという国際主義的

11) R. N. Gardner， op. cit.， p. 15.邦訳(上)， 118 
頁。 ErnestF. Penrose， Economic Planning 
lor the Peace， Princeton， 1953， p. 18. 

12) Iハノレの原理」の使用法については， 佐々木前掲

論文， 90-97頁を参照されたい。
13) Edgar B. Nixon， ed.， Franklin D. Roosevelt 

and Foreign Affairs， 3 Vols， Cambridge， 1969， 
II， p. 274. 

良心をもって処理したので、あった14)。

したがってまた，互恵通商プログラムの限界

については，早くからローズベルトの認識する

ところでもあった。これは，大統領が非公式な

がら1938年に，米国の国際貿易を拡大しかっ経

済戦争の防止を図るには，ハノレの互恵通商協定

はあまりにも緩慢であり即効性はなかったとモ

ーゲンソー財務長官に語ったことからも明らか

である問。こうして， ローズベルト政権内でも

ハルの通商プログラムの弾力性ないし迅速性の

欠如が次第に認識されるようになり，結局「ハ

ルの原理」は，戦後の世界経済を直ちに再建す

るための適切な方策とはみなされなくなったの

である 1九したがって，世界大戦を契機として

「ハノレの原理」の多角的ベースでの実現を図る

こと，換言すれば， rハルの原理」をいかにして

多角的ベースで実践するかがローズベルト政権

の主要な課題となったのである。かくして，戦

後の再編計画は r自由・無差別・多角主義」

をグローパルに実現し，もって世界経済の統合

を指向することに優先順位が与えられることに

なったので、ある。事実ハルもまた，大西洋憲章

に先立つ1941年5月に，r世界の経済復興プログ

ラム」として， (1)極端なナショナリズムによる

過度の貿易制限の否定， (2)国際通商関係におけ

る無差別主義， (3)原材料供給の無差別主義， (4) 

国際商品協定における消費国保護取決め， (5)す

べての国の重要事業および持続的発展に援助を

与え，すべての国の福祉と調和する貿易決済を

可能にする国際金融機関ないし協定の確立を宣

言していたのであった17)。ここでは「無差別主

14) Arthur M. Schlesinger， Jr.， The Age 01 
Roosevelt: The Coming 01 the New Deal， 
Boston， 1958， p. 192.邦訳『ローズベルトの時
代n，ニューディーノレ登場』ぺりかん社， 1963年，
158頁。

15) J. M. Blum， From the Morgenthau Diaries， 
3 Vols， Boston， 1959-1967， 1， p. 524. 

16) Percy W. BidweU，“ Contro1ling Trade After 
the War ヘForeignAffairs， vol. 21， No. 2， 
January 1943， pp. 307-308. 

17) Dゆartment01 State Bulletin (以下，DSB 
と略記する)Vol. IV， May 17， 1941， pp. 575-
576. 
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義」の強調が目立つが， これらは多角的決済を

行なうべく開発援助と外国為替制度の発展を通

じてドルを供与しもって「自由貿易主義」を

「多角主義」的に実現しようとしたものである

ことは明らかであろう。

ところで，ハルが無差別主義にもとづく自由

貿易主義をひたむきに追求した真の狙いが，楕.

民地主義の解体，スターリング地域の開放，そ

して特恵関税の廃止にあったことは，周知の通

りである。さらにノ、ルにとって，それは世界大

戦の原因ともなった経済ナショナリズムを克服

する手段でもあった18)。かくして，ハノレによれ

ば， 自由貿易主義は世界平和と不可分に結びつ

いているという意味で，貿易戦争を回避する唯

一の教義であった問。このようなハルの立場よ

りすれば，大西洋憲章の第四項に「国際貿易上

のあらゆる差別待遇措置を撤廃する」という言

質を含めることに失敗したことが，彼に大きな

失望感を与えたであろうことは想像に難くな

い。そこで，ハノレは英帝国特恵関税の廃止をイ

ギリスに強いる損粁として武器貸与を用いるこ

とに決定した。こうしてハルは，武器貸与の見

返りとして，市してまた前に述べたごとく，ケ

インズ的「国際協力Jを承認することをもって，

イギリスから差別措置の撤廃と L、う公約を取り

付けることに成功し，第7条にその旨の言葉を

挿入することができたので、ある問。この相互援

助協定第7条をめぐる英米交渉の詳細な経緯は

割愛するが， ここでは第7条にもとづく英米交

渉のやり方をめぐる米政府内の論争は，戦後再

建計画の進展軌道， とくに IMFと IBRDの

18) William R. Allen，“ Cordell Hull and Defense 
of the Trade Agreements Program， 1934-1940， 
in A. Deconde， ed.， Isolation and Security， 
Duke university Press， 1957， pp. 107-132; 
Artur W. Schatz，“ The Anglo-American 
Trade Agreement and Cordell Hull's Sear-

ch for Peace， 1936-1938ヘJournal01 American 
History， Vo1. LVII， No. 1， June， 1970， pp.85-
103. 

19) C. Hull， op. cit.， 1， p. 81. 
20) Ibid.， II， pp. 975-976， 1151-1153. 

討議が多角的か双務的かのいずれで行なわれる

ことになったかを理解する上で重要である， と

指摘するにとどめておく 21)。

このような状況下で，国務省は「国際協力J

を具体化する作業をいかに開始したのであろう

か。そして， 1国際協力」によっていかなる拡張

主義的方策を講じようとしたのであろうか。そ

こで，以下国務省の戦後再建計画の進捗状況を

辿ることによって， 1国際協力」がいかにして

通商面から通貨・金融面にまで拡張されるに至

ったのかを検討することにしよう。

周知の通り， D.アチソン (DeanAcheson) 

国務次官補，ハルの主席顧問である H.ホーキ

ンズ (HarryHawkins)， および A. バール

(Adolf Berle) 国務次官らは，国務省の進歩

的考え方を代表していた。「ハルの原理」の運

営上の限界を認識し，経済の拡張主義を目指す

「国際協力」をもってそれを克服しようという

のが，彼らの基本的立場であった。パールによ

れば， 1ハルの原理」としての「自由・無差別・

多角主義」の限界とは，それが為替相場の安定

と為替取引の自由化を必要な前提条件とすると

いうことにあった。したがって彼は，合衆国が

自ら国際経済のための金融的支柱になるため

に， 1国際協力」を外国為替問題，国際貸付およ

び国際投資にまで拡張しなければならないだろ

う， とハノレに勧告したのである 22)。また， S. 

ウエルス (SumnerWelles) 国務次官も，通

貨の安定がない限り，国際貿易は首尾よく運営

21)相互援助協定第7条の締結によって， 国務省が戦
後計画の指導権を握り， しかも第7条を特定の政
策や措置に具体化しようとした詳細については，
FR， 1942， Vo1. 1， pp. 160， 170-171; Harley 
Nottor， Postwar Foreign Policy Preparatio叫
1939-1945， Washington， 1949， pp. 63-65， 
81， 133-136; C. Hull， op. cit.， II， p. 1630; FR， 
1941， V 01. 1， p. 594-5閣を参照されたし、。

22) E. F. P巴nrose，0ρ. cit.， p. 18; Roy F. Harrod， 
The Lile 01 John Maynard Keynes， London， 
1951， pp. 540-541.邦訳『ケインズ伝(下)Jl東洋
経済新報社， 1967年， 598頁。 FR，1942 Vo1. 1 
p. 194. 
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されえない， と考えていた向。だが，いずれに

せよ，バールやウエルスの考えが国務省内の多

数派を占めるに至ったのは， rハルの原理」の

否定ではなくそのグローバルな即時の実現を図

るために企てられた実践上の「修正」を意味す

るにすぎなかった。それゆえ，アチソンの言葉

を借りれば， r戦後の広範な計画にイギリス側

協力を獲得する」ために「国際協力」に「拡大

する経済というケインズ的思考」を盛り込むこ

とに「ハルの原理」に対する一撃があったので

ある 2430 結局，ハルは「国際協力」の拡張に同

意せざるを得なかったが，それは「ハルの原理」

を究極的に実現せんとする政治的妥協に他なら

なかったといえよう。

さて，これまでの考察から， r国際協力」は拡

張主義をその主たる構成要素にせざるを得ない

こと， さらに通貨・金融面にまで拡張されなけ

ればならないことが，明らかになった。そこで

次の検討課題は，戦後再建計画の具体化に伴っ

て「国際協力」がし、かなる内容のものになって

いったのかを探ることである。その際の分析視

点の基調は，再建計画の実施をめぐる国務省と

財務省の対立・妥協におかれることになる。こ

れによって，ハロッドが r1942年のうちに，ア

メリカは，戦後再建計画ははじめから完全に国

際的なものでなければならない， という考えに

変わったように見えたJ25う といった真意が初

めて明らかになるであろう。

米国の戦後計画の国際主義への転換は，米英

相互援助協定第7条が締結された1942年2月23

日に，ローズベルト大統領が「大西洋憲章は

23) Sumner Welles， The Ti押2efor Decision， New 
Y ork， 1944， p. 386. 

24) D. Acheson，。ρ.cit.， p. 32.邦訳 CI)，54頁。
25) R. F. Harrod， 0ρ. cit.， pp. 553-554.邦訳(下)，

611-612頁。ただし ハロッド自身はなぜこのよ
うな見解の変化が生じたのかを国務省と財務省の
国際会議の手続をめぐる対立にまで掘り下げて検
討していないために， 米国の「国際協力」とケイ
ンズの「国際協力」の内容いかんの相違について
の言及はみられない。 したがって，米国がなぜ、第
7条にもとづく英米交渉を遅延させようとしたの
かについても立ち入った考察をしていない。

世界のうちで大西洋に接した諸国ばかりでなく

世界のすべてに適用されるJ26う と演説したこ

とに端を発した。続いて 3月4日には，国務省

の対外政策の調整にあたっていたパスボルスキ

ー (LeoPasvolsky)が，戦後の国際経済関係

における「国際協力」の課題は経済の拡大にあ

るとして， (1)国際通商機構の再建， (2)外国為替

を安定しかっ自由な外国為替取引を促進させる

協定の実現， (3)国際的な投融資機関の設立， μ)

「国際協力」の実施機構の確立，を主張した27)。

このためにハノレ長官も遂に 5月23日には，国

務省、は国際通貨・金融問題に興味があり，財務

省、の通貨基金およびIBRDの設立計画に参加す

る用意のある旨を，モーゲンソー長官に伝え，

「自由・無差別・多角主義」は通商関係ばかり

でなく通貨・金融，その他すべての国際経済関

係の上にも復権させられねばならない， と演説

するに至ったのである問。かくて， ローズベル

ト大統領も 6月11日，連合国間の「国際協力」

は，それが必要とされる通商，通貨，金融，国

際投資，復興などの分野におけるプログラムを

達成するために補完されるべきであると言明

し， r国際協力Jの拡張を支持したので、ある問。

しかしながら， まもなく国務省と財務省の間

では r国際協力」のやり方をめぐって対立が

生じた。既述したように，国務省と財務省には

「多角主義」の実現方途をめぐ、って方法論上の

対立があったが，この両省の対立が 7月2日

の省問委員会の討議において，国際会議の手続

と範囲をめぐる意見の相違に顕在化したのであ

る。すなわち，ホワイトが「国際通貨・金融問

題の分野における戦後計画に重大な指標を与え

る」ベくできるだけ早期かつ広範囲に，公式の

国際会議を開催するよう要請したのに対して，

26) S. Shepard Jones and Denys P. Myers， ed.， 
Documents on American Foreign Relations 
(以下 DAFRと略記する)Vol. IV，1941-1942， 

1942， Boston， p. 61. 
27) DSB， Vol. IV， March 7，1942， pp. 212， 218-219. 
28) FR， 1942， Vol. 1， pp. 190， 192-194; DSB， Vol. 

VI， May 23， 1942， pp. 478-479. 
29) DSB， Vol. VIII， February 27， 1943， p. 193. 
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アチソンは，議論不足による不幸な政治的イン

パクトを考慮して，講和条約締結後の公式の国

際会議の開催と相互援助協定第7条にもとづく

主要列強との非公式の双務的な予備会談を主張

したのである問。モーゲンソー長官は， このよ

うな国際会議の手続上の対立が基金と銀行に対

する国務省の予想外の反対に結びつくことを懸

念して，直ちにハルの望む方向で妥協を図るこ

とにした。かくて，ハルは7月21日， (1)合衆国

は基金と銀行設立案を検討中であることを友好

国に通知し， (2)財務省と国務省の代表は，イギ

リス， ソ連，中国， カナダなどの主要な友好国

と非公式の探究的討議を始め， (3)もし各国の反

応が良好で，大統領が賛成したならば，財務長

官は公式の国際会議のための協議事項を起草す

る，という提案を行なって承認されるに至っ

た31)。また，ハル長官は 7月23日，国務省の戦後

再編の骨子として， r自由・無差別・多角主義」

は r生活水準の向上に伴なう安定的な雇用を

最大限に実行可能にする」場合に限り本質的な

ものであると宣言して， r国際協力」の内容を

「拡張主義」と公式化したので、あった町。

みられるように，ハルの折表案は，公式の国

際会議の開催は当分の間見合わされるべきであ

るが，主要列強との予備会談は早期に取り決め

られ，かつ討議事項も通貨・金融問題を含む国

際通貨・投資機関にまで拡大されるべきである

とするものであった。その上，ハルの「国際協

力」の公式化は rハルの原理」をケインズ的

「拡張主義Jと併記することによって， r自由・

無差別・多角主義」の適用領域の拡大と全世界

的規模で、の実現可能性とを保障すると思われ

た。ともあれ，国際会議についてのハルの手続

30) J. M. B1um III， p. 233; Armand Van Dormael， 
Bretton Woods : Birth 01 a Monetary System， 

London， 1978， p. 54; John Parke Young， 
“Developing Plans for an International 

Monetary Fund and a World Bank，" in DSB， 
Vol. XXIII， November 13， 1950， pp. 779-780. 

31) J. M. B1um UI， pp. 233-234; A. V. Dormael， 
op. cit.， pp. 53-55. 

32) DSB， Vol. VII， July 23， 1942， p. 645. 

の容認と彼の拡張主義の公式化とは，彼が期し

たような英米聞の双務的な予備会談に導き，英

米交渉が国務省主導で展開されることになった

という点で，極めて注目されねばならない。ま

さにこのゆえに，ホワイトはブレトン・ウッズ

に向けて前進しえたとはいえ，国務省との相談

なしには前進しえず，銀行計画も阻害されるこ

とになったのである問。

さて，以上の展開によってハルや国務省の関

係者が「ハルの原理」を通商関係から次第に通

貨・金融関係を含む方向へと拡張させていった

事情は，いまや明白であろう。すなわち， r自由

・無差別・多角主義」的通商は，為替相場の安

定，為替取引の自由化，国際投資の復活および

経済開発をいかに実現するかと L、う問題を抜き

にしては語ることも実践することもできないの

であった。別言すれば， 自由貿易主義だけとい

う発想では， グローパルな戦後世界経済の統合

は射程に入り得ないということである。だが，

また単にそれだけでは r自由・無差別・多角

主義」の実現を保障することにはならないとい

うことをも銘記しなくてはならない。つまると

ころ， どの程度の拡張主義を内容とする「国際

協力」によって「自由・無差別・多角主義」を

実現するかが，戦後再建計画の根本問題なので

ある。したがって，戦後計画の実現の成否は，

両原理をいかに調和させうるかに依拠すること

になったので、ある 34)。

33) これは 8月14日にハルが次のように述べたこと
から伺い知ることができる。すなわち，戦時中は
戦後計画についての公式の会議を開催すべき時で
はない。 じかし，非公式の予備会談で実行可能な
経済問題についての専門家の話し合いは歓迎され
るだろう。 また，戦後計画の最大の危険は選挙民
の支持を得るとL、う問題であるために， 最も慎重
かつ健全な機知に富む途が追求されない限り， 政

府は選挙で完全に窮地に陥るだろう，と。このハ
ノレの言明は， 英米交渉の進展方向と具合を決定し
たものとしてとくに注目しなければなるまい(FR，
1942，Vol. 1， pp. 197-198)。

34)ところで， 1"自由・無差別・多角主義」 と「国際
協力」が相互補完関係にあり， かつ拡張主義的圧
力が加えられる場合にのみ両原理は調和可能であ
るとする戦後再編構想は， 果して実現可能であろ
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さて，既述したように，国務省では国際貿易

と並んで国際投資が「国際協力」の不可欠な構

成要素とみなされたにもかかわらず，国際投資

問題は詳細には考察されなかった35)。最後に，

この問題に触れることにしよう。

国務省は，通貨安定および国際投資について

は民間の対外関係委員会 (Committeeon For-

eign Relation， CFR)によって積極的に支援

されていた。このため国務省と CFRは，戦時

中とくに密接な協力関係を保持していた。事

実，シカゴ大学の J.ヴァイナー(JacbViner) 

やハーバード大学の A.ハンセン (AlvinHan-

sen) らの下に組織された CFRの「経済・金

融グループ」は，国務省に対して独自な一連の

提言を積極的になしたのである 36)。ところで，

CFRの戦後構想の基調は， 完全雇用と景気変

動の緩和を目的とする「国際協力」措置として，

(1)すべての国が貿易を拡大し， (2)国際貸付を復

活し， (3)通貨の安定を保ち， (4)反デフレ政策を

採用する新しい国際機関の必要性を強調するこ

とにあった判。この CFRの戦後構想は， 1941 

うか。従来， この点は必ずしも明確にされてこな
かったのであって， 大勢は暗黙裡に実行可能性を
容認してきたように思われる。「国際協力」は，そ

れがいかに「自由・無差別・多角主義」の限界を
補完するものであったとしても， 諸列強の貿易構
造の特殊的利益を代表するものであるがゆえに，
列強間の対立を止揚するものではなく， また国際
収支調整問題の一時的対症療法にしかすぎないと
いう点において， 固有の限界を有するという見解
は， すでに佐々木氏の労作において明らかにされ
たところである(佐々 木前掲論文， 107-112頁〉。

35) とはいえ， 国務省は国際投資の研究を放棄したわ
けではなく， 1943年9月に J.P.ヤングが国際投
資機関案を立案し， IBRDの実施計画の進展に大
きく寄与したのであるが， 詳細は他日に期すこと
tこしTこL、。

36) L. H. Shoup and W. Minter， Imperial Brain 
Trust: The Council on Foreign Relations 
and U. S. Foreigη Poliり， New York， 1977， 
pp. 119-120; H. Notter op. cit.， pp. 19-21. 

37) Alfred E. Eckes， Jr.， A Search for Solvency : 
Bretton Woods and the International Monetaη 
System， 1941-1971， University of Texas 
Press， 1975日pp.37-38; Internaional Conci. 
liation， No. 36ゆ， Apri1， 1941， pp. 394-423 424-
427. 

年の秋に幾多の提言としてまとめあげられ，そ

してハンセンの訪英を直接的契機として，イギ

リス側に紹介されたことにより，未だ素朴な差

別的双務主義にとらわれていたケインズが国際

主義に転向したという点で，筏めて注目されよ

う向。しかしこの問題は，ベンローズもいう

ように， ミードの影響を抜きにしては語ること

はできないであろう冊。ともあれ， この問題の

詳しい検討は，ケインズの「国際協力」を論ず

るEの論述を侯たねばならない。

さて，ケインズが英米の「国際協力」に自ら

の希望をかけるに至った CFRの戦後構想、とは

いったいどのような計画であったのであろう

か。具体的にみることにしよう。

1941年の10月に，プリンストン大学の W. リ

ーフラー (WinfieldRiefler)は，後進諸国への

民間投資を促すための国際開発機関の構想を提

示した。すなわち， (1)国境を越えて活動してい

る会社に対する株式投資， (2)低開発地域の資源

開発， (3)原住民の生活水準の向上と現地企業に

対する差別待遇や没収の阻止などを主要業務と

する公的金融機関の設立によって，国際投資の

流れの公平かつ安定した基盤を確立しようとし

たのである叫。続いて11月には， A.ハンセン

が世界の景気変動を緩和するための「国際協

力j措置として「一種の国際復興金融公社」の

創設を提案した。すなわち， (1)低開発諸国と先

進諸国の双方に対する投資の促進， (2)債券発行

による民間の投資リスクの保証， (3)国際資源の

開発調査による民間投資の統制を主たる機能と

する国際的拡張プログラムの構想であった的。

また，彼は世界不況を防ぐための「英米共同委

員会」の設置を唱え，世界中の開発プログラム

に国際投資を促すことによって世界貿易と繁栄

を刺激するような国際投資機関を設立すべきで

38) R. F. Harrod， 0ρ. cit.， pp.527-528.邦訳(下)，

584-585頁。
39) E. F. Penrose， o.ρ. cit.， pp. 15， 17; FR， 1942， 

V 01. 1， pp. 167-168. 
40) L. H. Shoup， op. cit.， pp. 166-167. 
41) Ibid. 



1985. 9 世界銀行の起源について 本間 121 (297) 

あると勧告した問。

1942年初めになって，ハンセンとヴァイナー

は，通貨安定と国際投資という異なる機能のた

めの特別の機関の必要性を認めるに至った叫。

このためヴァイナーほ; 1942年2月に「国際為

替安定委員会」と，為替の安定とは直接関係の

ない短期業務を担当する「国際銀行」の設立を

訴えた叫。また4月には， r為替安定基金」によ

る外国為替相場の統制を強調したハンセンの構

想と長期的な国際投資を促進しかっ計画化する

「多角的な公的機関」の設立を提案したヴァイ

ナーの構想が， CFRの一連の戦後計画の頂点

として一緒に公表されたので、ある 45)。

さて，このような CFRの戦後世界経済秩序

の統合化という構想をみるならば，それは後述

するホワイトの IMFと IBRDとし、う機能分

割に対応する「国際協力」機構によって， r自由

・無差別・多角主義」を統制し， もって新しい

世界秩序を統合しようとする考えを先取りする

ものであった， ということができょう。しかし

ながらその現実的な技術的細目を作成したの

は，周知の通り，財務省のホワイトであった。

それゆえ国務省は，戦後再建計画の国際通貨・

金融領域における財務省の指導権を許すことに

なったので、ある。

2)財務省の戦後再建構想

財務省はとくに両大戦間期には，外国為替問

題の実際上の経験を積んだ。このため財務省通

貨調査局 (TreasuryDepartments Division 

of Monetary Research :局長，ホワイト)の

専門家たちが，戦前の国際金融問題を独自に検

討し，戦後の国際金融協力計画についての具体

的作業を開始したのは，極めて当然であった。

財務省の戦後計画の詳細は mでホワイト・プ

42) lbid.， R. W. Oliver， 0ρ. cit.， pp. 104-105. 
43) L. H. Shoup，。ρ.cit.， p. 168. 

44) Ibid. 
45) Ibid. なお， ヴァイナーの長期国際投資機関の詳

細については， R. W.Oliv巴じゅ.cit.， pp. 106-
107を参照。

ランとして取り上げるはずであるので， ここで

は財務省の国際金融協力についての基本的考え

方を国務省との比較に重点をおいて検討するこ

とにしたい。

短期資本の無秩序な移動によって惹起された

国際通貨不安に強い関心を寄せていた財務省、

は，いうまでもなく「国際通貨」問題に最重点

をおくことになった。事実，財務省、は，世界不

況を深刻化し，国際金本位制の崩壊を招来した

原因としては1928年，特に1931年の合衆国から

の長期資本輸出の突然の停止を重要視してい

た。そして，戦後の国際投資は何らかの形で統

制されることが必要であるとlいう結論に達し

た。いまここにその要点を提示すると次の通り

である。すなわち， (1)国際投資は国際的な景気

循環に同調して変動しないように規制されるべ

きである。つまり，資本輸出は反循環的 (Con・

tra -Cyclical)なベースで行なわれねばならな

い。 (2)ワシントン輸出入銀行 (Export-Import 

Bank of Washington) のタイド・ローンは

「一種の二国間主義」なので避けることが望ま

しい。 (3)1920年代の米国の民間融資は金利があ

まりにも高く，償還期間もあまりにも短かかっ

たので，融資条件は寛大なものでなければなら

ない。 (4)対外直接投資は，それが惹起した政治

摩擦のゆえに，抑制されるべきである。 (5)対外

借款は借入国の生産性を高め，外国為替の獲得

を保証するように使用されねばならなし、。 (6)借

入国政府は債務返済に何らかの責任を負うべき

である。 (7)政府借款は民間借款と競合してはな

らない。以上が両大戦間期における国際投資の

経験から導かれた教訓で、あった。ドルの「基軸

通貨」としての地位を確立するには，戦後にお

ける大量の資本輸出の復活が必要条件である

が，これは外国為替問題が克服されない限り，

不可能であることはいうまでもない。ここから，

財務省が， ドルを「国際通貨」として機能させ

る国際通貨機構の創設にかんして重大な関心を

寄せたのは，当然といえよう。事実，財務省で
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は，国際投資に対する実質的な障害は投資され

た資金を再送還し，対外収益を自国通貨に先換

することの困難さにあるとみなしていた46)。こ

こに財務省の戦後再建計画が， ドルの「国際通

貨」としての地位を強固にする先決条件とし

て，為替相場安定のための各国政府の「国際協

力」をとくに重視するに至った根拠の一因があ

ったと考えられる。

さて，みられるごとく，安定した外国為替と

自由な外国為替取引にもとづく大量の資本輸出

の再聞を戦後国際経済関係の基礎におくことに

よって， ドルのグローバルな国際化を実現する

ことを優先課題としていた財務省の戦後再建計

画は，先にみた国務省のそれとはいかなる点に

おいて呉なっているのであろうか。

私見によれば，両省の「国際協力」の内容上

の違いは，両長官の事実認識の相違に発してい

る。例えば，ハル長官は国際金融問題に対する

治療法として貿易の自由化を考えていたのに対

して，モーゲンソー長官は国際経済における病

患を診断する適切な医者は各国の政府であると

みていたのである向。いずれにせよ，国務省で

は，外国貿易に政府統制を導入せざるを得ない

双務主義を好まず， しかも民間企業が最も有効

に機能しうる条件を創出する手段として貿易の

自由化をみていたのに対して，財務省、では，通

貨政策は民間金融ではなく政府の責務であると

する観点から r国際通貨」の安定を多角的機

関によって管理することこそが，混乱した世界

各国の資本主義を維持するための核心であると

考えていたのである叫。

財務省は，すべての国が拡張主義的なケイン

ズ政策を追求し，完全雇用を保証しうるか否か

が戦後国際経済関係の再建の鍵であるとみなし

ていた。そのためにホワイトは r戦後アメリ

カのための経済プログラム」として Fより多く

の住事のためのプログラム」を提唱した。その

46) Ibid.， pp. 109-110. 
47) J. M. B1um 1， pp. 162， 180-181. 
48) DAFR， Vo1. II， 1939-1940， p. 461. 

内容は次のようなものであった。 (1)戦争終結時

には， 5，700万人の仕事と1.500億ドルの国民所

得の生産が必要である。 (2)政府は民間企業によ

る労働者の最大限の雇用を奨励すべきである。

(3)わが国の消費者と実業家が合衆国の究極の市

場を構成しているので，租税の軽減により購買

力を高める必要がある。 (4)平時の事業拡大期に

は，旧生産供給と新生産開発の双方における小

企業のための活動の余地を保護するために，反

トラスト法を拡大強化すべきである。 (5)わが国

の農民は戦時需要を満たすために未曾有の生産

拡大を行なってきているので，戦後過渡期にお

いては価格支持制度により保護されるべきであ

る。 (6)外国市場を拡大するために，対外投資を

促進し，相互貿易を拡大しなければならない。

そのためには，アメリカはすでに互恵通商プロ

グラムにおいて国際経済協力の方向に前進して

きているし国際通貨安定基金と復興および開

発における国際投資銀行を示唆してきている。

(7)われわれは政府雇用よりも民間雇用に賛成す

るが，大量の失業が民間企業制度に脅威を与え

る場合には，民主主義を守るための政府の責任

として，政府雇用を支持するであろう問。そし

て，ホワイトはその早期実現を図って， 1942年

5月15日に，次のような覚書をモーゲンソー長

官に送ったのである。 (1)われわれが外国から買

うものは，わが国での事業活動のレベルに依存

している。 (2)それゆえ，年1.750億ド、ルの生産

高は，わが国の関税の完全な撤廃たいし 100個

の貿易協定の締結よりも合衆国の貿易のために

はるかに多くのことをなすだろう。 (3)復興援助

によって相手国の生活水準が向上し，合衆国か

らより多くの商品を買入れるならば，貿易が拡

大しうる。 (4)外国の経済の復興を容易にしかっ

「国際通貨関係」の安定に資す4 く，われわれ

は資本の流れを促し，為替相場と通貨制度を強

化するための適当な二つの国際機関の設立を提

49) H arry Dexter White Paρers (以下 White
Paρersと略記する)， Box 10， Item 24 j. 
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案する問。

みられるように，ホワイトは，合衆国の最大

の輸出市場は繁栄する工業国であるとする立場

から復興援助によって相手国の生活水準が向

上し，相互貿易が拡大すれば，アメリカ圏内の

繁栄と雇用の拡大も保証されるという「経済の

民主的組織化の論理」を主張し，その実現施策

として国際通貨安定基金と IBRDの設立を意

図したのである。ところで，ホワイトが戦後再

建計画立案作業において r国際通貨協力」の

最優先事項として金と各国通貨をプールする国

際安定基金の創設を掲げたのは，彼が1934年設

立の合衆国安定基金に関与し，かつ後述する米

州銀行設立計画に従事してきたからであるとい

われている。米州銀行設立の意図と背景につい

ては皿で触れるので， ここではホワイトの国際

安定基金案が形成されるに至った直接の経緯を

辿ることにしよう o

モーゲンソー長官が戦後の「国際通貨協定J'

にづいて考えるようホワイトに指図したのは，

1941年12月14日であった。彼は，合衆国安定基

金と1936年英米仏で締結された三国通貨協定の

業績に高い評価を与えていたので，競争的平価

切下げを防止し，為替管理を避け，そして「国

際通貨」問題を解決するに際して各国を助力す

る国際機関の設立を含む広範かつ強力な多国間

協定の締結を望んでいた。その際，モーゲンソ

ーは統一的な管理の下で金と各国通貨をプール

することによって，一時的な金融逼迫期に短期

的な為替資金を供与し，もって国際貿易の拡大

を支援する国際機関の設立を期待した51)。以上

のようなモーゲンソーの「新しい世界のための

一種のニューディール」構想の裏側には， 1920 

年代の通貨問題に対する民間銀行家の取扱いの

誤りが， ウオール・ストリートの崩壊や通貨危

機を惹起させたと L、う事実認識が潜んでいた。

それゆえ，国家利益の民間利益への従属を防ぐ

ために，政府が通貨政策を管理すべきであると

50) Ibid. 
51) J. M. Blum III， p. 299; ditto， 1， pp. 15.9-182. 

主張したのである問。モーゲンソーの言葉を借

りていえば，r世界の中心地をロンドンおよびウ

オール・ストリートから米国財務省に移し」

て r民間の金融業者ではなく主権国政府の媒

介機関」であるような新しい国際機闘を設立す

る53) こと，別言すれば， r国際金融の神肢から

高利貸しを追放」 し r民間銀行が過去に国際

金融に行使した支配を制限する」聞ことに彼の

狙いがあったのである。

戦後の政府計画を統合かつ指導する権限を得

ょうとしていたモーゲンソーが，ホワイトに対

して「国際通貨協力」構想、を具体化し，それに

技術的内容と政府機構を付与するよう期したの

は，当然であった。これが，モーゲンソーのホ

ワイトへの国際安定基金案作成という要請とな

って現われたので、ある。こうして，ホワイトは，

戦後の国際通貨協定試案として， (1)連合国に資

金を援助し， (2)戦後の国際通貨協定の基礎とな

り， (3)戦後の「国際通貨」を供給するような連

合国国際安定基金案を準備したのである。これ

が r連合国通貨・銀行行動計画案」 と呼ばれ

るものである。これはホワイト・プランの原型

をなすものであるが，その中で彼は，外国為替

相場を安定させる資金，手段および手続を用意

する安定基金の設立と，連合国の経済再建に援

助し，外国貿易の増大に必要な資本を提供する

銀行の設立を提案したのであった町。

IBRDについては後述するので，ここでは E

で論ずるケインズ同盟案との比較検討の論点を

明らかにする限りにおいて，ホワイト基金案の

特徴点について付言することにしたい。

ホワイトはノ、ルと同様，r自由・無差別・多角

主義」的通商の利益に関心を寄せていたが，rハ

ルの原理」の非現実的な観念性についてはすで

52) Ibid.， pp. 299-300. 
53) R. N. Gardner， o.ρ. cit.， p. 76，邦訳(上)， 203 

頁。
54) NYT， July 23， 1944， p. 24. 
55) J. Keith Horsefield， The International Mone-

tary Fund， 3 Vols， Washington， 1969， 1， p. 11; 
J. M. Blum，。ρ.cit.， III， pp. 228-230. 
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に彼の認識するところであった。要するに，そ

れは， (1) Iハルの原理」が比較優位にもとづく

国際分業論にすぎないゆえに，工業国と農業国

という国際分業を静態的にのみ捉え， (2)各国の

自助努力を過小評価しており， (3)各国の産業構

造の高度化を阻止してきた列強の植民地主義を

看過している点に，如実に示されていた。かく

して，ホワイトにあっては， Iハルの原理」は19

世紀の経済教義の遺物に他ならなかった向。そ

のために彼は，各国が経済問題に対する何らか

の国家主義を犠牲にすることに同意し，世界が

再び「ジヤンク明ルの法則」に律せられた「野蛮

な国際経済関係」に立ち戻ることを防止するた

めに国際通貨安定基金を主張するに至ったので

ある問。それゆえ，ホワイト安定基金案は， (1) 

通貨価値の秩序ある調整を準備し (2)安定的為

替相場を維持すると同時に，不断の変化に自ら

を調整する施設を提供し， (3)為替相場の変更が

多角的協定で秩序ある仕方でなされうるため

に，国際機関に対して各国の国家主権を大幅に

制限し，一方的に為替相場の変更を拒否した

り，為替管理の放棄を要求したり，圏内経済政

策を監督したりする強大な権限を与えて，厳格

な固定相場制にもとづく自由多角的な貿易体制

の実現を意図したものであった向。重要なこと

は，固定相場を維持するために必要な短期の為

替安定資金を提供するという意味で，ホワイト

基金案は単なる為替安定基金案にすぎなかった

という点にある。しかしホワイトが常に自分の

基金案を長期の通貨安定ローンを提供する極め

て野心的な国際投資銀行と結びつけて考えてい

たということについては，留意しておかねばな

56) White Paρers， Box 8， Item 24 C. 
57) A. E. Eckes， Jr.，“ Open Door Expansion-

ism Reconsidered: The Wor1d War 11 

Experience "， TheJournal 01 American His-
tory， Vo1. LIX， No. 3， December， 1972， p. 
917. 

58) H. D. White，“Postwar Curr巴ncyStabi1iza-
tionヘAmericanEconomic Review， Vol. 33， 
No. 1， (Supplement) March; 1943， pp. 382-
387. 

るまい。けだし，ホワイトの基金案とケインズ

の同盟案の単純な比較検討によって，戦後再編

構想の基調なり本質を捉えるのは，あまりにも

空虚な単純化と思われるからである。

さて，本章を閉じるにあたって，財務省と国

務省、の戦後計画の違いをあらためてまとめるこ

とにしTこし、。

すでにみたように，国務省の「ハルの原理」

を基調とする「国際協力」はあまりにも通商面

に傾斜していたのに対して，財務省、の為替相場

安定のための「国際協力」はあまりにも通貨・

金融面に傾斜していた， といえるであろう。つ

まるところ，戦後計画の主たる課題が国際通商

関係の再調整による戦後国際経済関係の再建に

あった国務省にとっては，通貨・金融面の「国

際協力」はブロック経済を解体し，健全な生産

関係を樹立する世界経済の統合化が実現されな

い限り，効果的に機能しえないと受け取られて

いた。一方，安定かつ自由な為替相場による戦

後国際経済の再建を戦後計画の中心課題として

いた財務省では，通商面の調整は，通貨・金融

商の拡張主義的な「国際協力」によって管理さ

れない限り，実現困難であるとみなされてい

た問。このため，国務省は， I自由・無差別・多

角主義」的通商を通貨・金融面の「国際協力」、

の支配から分離し，相対的な独自性を確保しよ

うと努めたので、ある。これに対して， 財務省

は，あくまで通商関係を通貨・金融面の「国際

協力jに従属させ， もって「ハルの原理」の実

施を組織化しようとしたのである問。

ともあれ， このような国務省と財務省の基本

的対立は，両省の再編構想の最大公約数を取り

まとめる形で妥協が成立し， これがアメリカの

戦後再編構想のメイン・ストリームを形成する

ことになった。けだし，戦後の国際経済関係の

再編成は，単に「ハノレの原理」では律しえない限

界を有しており， I自由・無差別・多角主義」は，

「ハルの原理」が拡張主義を主内容とする通貨

59) A. V. Dormael， 0ρ. cit.， p. 37. 
60) D. Acheson， op. cit.， p. 83.邦訳 CI)，112頁。
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-金融面の「国際協力」にまで拡張され，かっ

それによって保証されない限り，実現不可能で

あるという線で，米政府部内の合意がみられる

に至ったからである。それゆえ，米英相互援助

協定第7条にもとづく英米交渉を多角的かまた

は双務的かのいずれかで開催するべきかという

手続上の対立は，前述したように，次の点で折

り合うことになったのである。すなわち，国際

会議の協議事項としては先ず r通貨の安定」

に優先権が与えられるが，国際会議は英米聞の

双務的な非公式の会議として開催されるという

ものであった。かくして，双務的な英米交渉と

いう蒸溜器の中に「国際通貨協力Jが投げ込ま

れることになったのである。ここで注目すべき

は，国務省と財務省の対立が「貿易の自由化」

かまたは「通貨の安定」かのいず、れに優先権を

つけるかといういわば選択的な対立にとどまら

なかったという点にある。これは，第7条にも

とづく「国際協力」の協議事項を通貨問題，国

際投資問題，通商政策というように分離し，そ

れぞれ別個の問題として取り組ませることにな

ったことに如実に示されて 1いる。このため「国

際協力Jの中身は，各協議事項聞の調整や統合

を欠いた状況の下で取り決められざるを得なか

ったので、ある。このことは， r国際協力」の中身

が拡張主義から縮小主義へ後退せざるを得なか

ったことと軌をーにしているのである。

11 イギリスの戦後世界経済再編構想

前述したように，アメリカの戦後再編構想の

真の狙いは， r国際協力」を金融的横粁として

用いて「自由・無差別・多角主義」への英国の

参画の言質を取り付けることにあった O 一方，

イギリスの再編構想の核心は，米英相互援助協

定第7条にもとづいて差別待遇を撤廃するとし

ても，それを可能とするほどの拡張主義的方策

の実施を「国際協力」の具体的措置として求め

るという点に存した。このような文脈の中でケ

インズが r国際協力」を通貨・為替機構に具

体的に適用し， r国際通貨同盟J(1941年)を作

成したことは，周知の通りである。ところで，

ケインズ「同盟案」は， 1942年 8月28日に合衆

国に送付されるまでに，四回書き直されたが，

その詳細な経緯はここでは省略せざるを得な

L 、61)。ここでは， 1941年12月15日付の第三次草

案と1942年 8月合衆国に送付された第五次草案

の聞には重大な変更があったことを，指摘すれ

ば充分である。要するにそれは，第三次草案で

は戦後合衆国に直接的な金融援助を要請するこ

とは誤りであるとして r同盟」から間接的な

援助を期していたのに，第五次草案では「同盟」

の外部から援助が必要であると訂正されたこと

である問。この点をとくに強調するのは，従来

ケインズが IBRD案には殆んど興味を示して

こなかったとする誤解を予め解いておく必要が

あると思われるからである o確かに， R.N.ガー

ドナーのいうように，英国の財政は極めて逼迫

しており，銀行に巨額の出資を行なう余裕がな

かったことは，否めない問。だが，そこから直

ちに，英国が銀行に金融援助を求めようと考え

ていなかったと断言するのは，いささか早計と

いわねばなるまい。けだし，ガードナーの見解

では，ケインズが超国家銀行通貨案，金券発行

案，およびパンコール案へと発展させた彼の世

界通貨構想における金廃位の論理が看過されて

いるカミらで、ある 64)。ケインズにとっての IBRD

案の最大の難点は，ホワイトが「銀行貨幣とい

う有益な概念を忘れJて，陳腐な金拠出主義を

61) D. E. Moggridge and E. Johnson， ed.， The 
Collected Writings 01 ]ohn May仰 rdKeynes 
(以下，]MKと略記する)Vol. XXV， London， 
1980， pp. 33-195を参照。

62) Ibid.， pp. 69-70， 193-195を参照。
63) R. N. Gardner，ot. cit.， pp. 117-118.邦訳(上)，

258頁。
64)ケインズが「超国家銀行通貨」から「金券」を経

て「パンコール」へと発展させた彼の世界通貨構
想、については， さしあたり，松村善太郎『閤際通
貨ドノレの研究』ダイヤモンド社， 1964年， 309-330 
頁。芦失栄之助『国際通貨の研究』日本経済新聞
社， 1970年， 168-181頁，参照。
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とっていたことにあった65)。かくしてケインズ

は，銀行の国際投資機能に興味を示し，銀行か

ら投資機能だけを取り出して，米国にそれを引

き受けるよう求めたので、ある問。彼が自らの同

盟案を書き直し， r同盟」の外部に復興援助を

求めざるを得なかった理由は，まさにこの点に

あったのである。 IBRDの金拠出と金にもとづ

く銀行券の発行は，イギリスには到底受け入れ

られうるものではなかったのである。それゆえ

ケインズは， IBRDの大規模な国際借款は困難

かつ極めて危険で、あると述べたのである向。

これは，ケインズが1942年 7月22日にサー・

フレデリッグ・フィリッフ。ス (Sir Frederic 

Phillips)よりホワイト・プランを送付され，初

めてその内容を検討した後に，第五次草案を手

直ししたことからも明らかといってよい向。ケ

インズの IBRD評価の詳細はEで行なうが，

あえてここで言及したのは， IBRDの実施計画

をめぐ、る英米交渉の妥協の基本論理がこの経緯

に伏在していると考えたからに他ならない。

さて， これまでは何よりも先ず，アメリカ側

の事情に即して戦後再編構想をみてきたが，本

章では，大西洋を隔てた英国側の「国際協力」

の中身を検討し，拡張主義をめぐる英米対立の

原理的把握を試みることにしよう。そこで以下

では，先ず， ケインズの「国際協力」とはどの

ような内容のものかをみて，それが「清算同盟

案」に結実するに至った経緯を探り，次いで，

戦後再建計画に対するイギリス側の反応を英国

の「国際協力」の中身との関連で検討すること

にしよう。

1)ケインズの「国際協力」

65) JMK， Vol. XXV， p. 159.なお， ケインズの銀
行貨幣の概念については，松井安信「ケインズ管
理通貨論の一考察JW商学論集~ (西南学院大学)
第4巻第2・3号， 1957年， 参照。

66) JMK， Vol. XXV， p. 157. 
67) R. F. Harrod， The Dollars， London， 1953， pp. 

110-112.邦訳『ドル』実業之日本社， 1954年，
162-164頁。

68) JMK， Vol. XXV， p. 157. 

いうまでもなく，ケインズの「国際協力」は，

『繁栄への道~ (1933年)の中で初めて具体的に

展開されたものであった。ケインズによれば，

世界経済の拡大均衡を達成するためには， (1)各

国の同時的な完全雇用政策の実施， (2)中心国の

拡張主義的な経済政策の採用， (3)債権国の債務

国への援助， (4)国際通貨発行制度の創設による

流動性の十分な供給，を主内容とする「国際協

力」が必要とされた問。みられるように，ケイ

ンズは，国際収支調整のための貨幣・金融面の

「国際協力」措置を打ち出したのであった。し

かしながら，ケインズの「国際協力」は，後述

するように通貨・金融的措置にとどまるもので

はなし通商面をも包摂せざるを得なかったの

である町。

ケインズのこのような主張は「国際通貨協力」

に適用され r同盟案」 として具体化されるに

至るわけであるが，その基本的考え方は， (1)国

際銀行通貨の創造による清算同盟の設立， (2)債

権国の国際収支調整義務， (3)債務国の為替相場

の調整， (4)為替取引および資本移動の統制， と

まとめることができょう。「同盟案」によれば，

国際収支調整過程は，債務国の縮小主義よりも

むしろ債権国の拡張主義により一方的になされ

るべきであった。ケインズが国際収支調整論に

革命の思想を吹き込んだといわれる所以であ

る700

69) JMK， Vol. IX， pp. 335-336.邦訳『ケインズ全
集』第9巻， 東洋経済新報社， 1981年， 403-442 
頁。

70)ケインズの「国際協力」が通商面をも包摂せざる
をえないという論点とのかかわりで看過しえない
問題は， 通貨面の「多角主義」と通商面の「多角
主義」とは全く異質なものであり，前者は後者を
必ずしも包含しないという彼の認識であろう。こ
れは， 通貨面の「多角主義」は論理的にそれ自身
一つの独立変数を有しかつ実際にも通商面の
「多角主義」を伴なうことなしに多角的決済制度
を発展させてきたポンド・スターリング圏の形
成とL、う歴史的事実に依拠していると思われる
(]MK， Vol. XXVI， p. 25)。

71)ケインズの為替相場論については立ち入る余裕は
ないが， さしあたり紺井博則 0.M.ケインズの
為替相場論JW経済学研究~ (北海道大学〉第27巻
第2号， 1977年を参照されたい。
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では，なぜ、ケインズは，債務固たるイギリス

よりする国際収支調整論の再評価を行なわざる

を得なかったので、あろうか。彼によれば，両大

戦間期に世界経済が縮小し，国際通貨制度を破

壊させた基本的要因は，何よりも先ず，合衆国

のアンバランスな債権国としての地位に帰せら

れるべきであった。すなわち，アメリカは中心

国になったにもかかわらず，債権国の責任を果

さなかったために，金本位制の下では，債務国

に調整の責任が一方的に負わされたのである。

さらに，撹乱的な資本の移動が生起し，世界経

済の不安定要因を増長させた。要するに，両大

戦間期には，国際収支調整作用は円滑に機能し

得なかったのである。ここから，ケインズが，

もし合衆国がアンバランスな債権国としての地

位の維持に岡執するならば，イギリスは「差別

待遇」に訴えなければならないと述べ， Iハル

の原理」を受け入れる保証手段として合衆国に

拡張主義を求めたのは，極めて当然であった72)。

また，イギリスでは，スターリング地域の存

在が，多角的清算の利点、を鋭く意識させた。そ

して，それはスターリング地域の銀行業の中心

地としてのロンドンの維持を継続する本質的条

件とみなされた。ケインズが I通貨同盟案」

で英米両国に創始国家 (Founder-State)とい

う地位を与え， また「清算同盟案」では同盟の

事務局をロンドンとニュー・ヨークに置くとし

て，同盟の設立場所にこだわったのは， ロンド

ンを中心とする多角的清算機構を確立すること

によってポンド残高問題をその中に解消し，も

ってスターリング・ブロックの温存を計るため

であったね〉。

ところで，多角的清算機構がうまく機能しう

るためには，為替取引が国家統制を通じて中央

銀行に集中されることが必要条件であること

は，いうまでもなかろう。また，為替統制に先

立って，資本移動が流出国，流入国双方におい

72) JMK， Vo1. XXV， pp. 16， 30-31. 
73) Ibid.， pp. 18-19， 35，44-45， 54， 73-74， 134， 175-

176. 

て統制されな，い限り，その実施はより困難であ

ることもまた，周知の事実である。それゆえ，

ケインズは，資本移動の統制は戦後通貨制度の

恒常的特質であるべきである， と述べたのであ

る問。また， Iナチスの新秩序に対抗する提案」

においても，戦後の国際通貨協定はレッセ・フ

ェールへの復帰を目的とせず，為替管理， とり

わけ資本移動の規制をその基本原理とすると述

べて，シャハト (HjdlmarG. Schacht)やフ

ンク (WaltherFunk)の新秩序の根本思想は

健全かつ良好であると評価したのであった。そ

れゆえ， ケインズが意図したのは， フンク構想

を換骨奪胎し，パーター貿易ベースでの国際為

替制度を設立することにあった，といえよう 75)。

さて，英国の為替相場の将来は，統制が基本

であり， しかも外国為替の管理は資本市場およ

び新投資の量と配分の完全な統制のために本質

的なものであるとみなされたのであるが，では

なぜケインズは，債権国による長期貸付を債務

固からの資金移動と区別し，前者の長期資本移

動は規制されるべきではないと主張したので、あ

ろうか。この間いに答えることはまた，ケイン

ズがなぜ国際投資のための自分自身のプランを

考え出さなかったのかという疑問に対する回答

を与えることにもなるであろう。

イギリスの戦後再建計画の最優先課題は，対

外均衡と圏内の完全雇用政策を両立させること

にあった。このため英国は，国際収支に混乱を

もたらしてきた長期資本輸出には懐疑的であっ

た。また，通貨の短期的投機移動を統制し，圏

内投資を活発化することによって完全雇用の維

持を追求することが期待された。ケインズによ

れば，古典的金本位制度の理論は，国際収支均

衡の維持および世界資源の開発に資する国際ロ

74) Ibid.， pp. 52， 86， 129. 
75) Ibid.， pp. 7-10， 12， 18-19; R. F. Harrod， the 

Life of John Maynard Keynes， p. 503.邦訳
(下)， 558頁。なお， I新秩序に対抗する提案」の詳
細は， D. E. Moggridge， Keynes， London， 1976， 
pp. 138-139.邦訳『ケインズ』東洋経済新報社，
1979年， 174-176頁に，要領よく述べられている。
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ーンにも妥当しうるものであった。けだし，債

務国は借入れなければならないのに，他方，債

権国の貸付は強制を余儀なくされていないから

である。ここから，ケインズは債務固たるイギ

リスではなく，債権国たるアメリカが対外投資

家としての役目を大規模に引き受けることを期

して，国際投資については，アメリカがイニシ

アティヴを取るべきであると訴えたのであっ

た76)。この意味で，ケインズが「同盟案」の中で

黒字国の国際収支均衡回復のための措置のーっ

として，後進国のための国際開発貸付を掲げた

のは，債務国よりする長期資本移動の国際収支

調整論による再評価ということができょう 77)。

ところで，以上みてきた国際投資問題とのか

かわりで看過しえないのは，ケインズが自身の

国際投資プランを案出しなかった点であろう。

J.. E. ミード(JamesE. Meade) によれば，

国際資本移動が復活するための本質的な必要条

件は， (1)世界的不況の再発を防ぎ， (2)国際収支

均衡を調整するために必要かっ有効なメカニズ

ムを提供する経済制度の創設にあった78)。ケイ

ンズが世界市場における国民経済の不均衡の調

整に際して最も努力を傾注したのは，世界経済

に対する縮小主義圧力に替わる拡張主義圧力を

加える「国際協力」として，債権国が反デフレ

政策を採用するとともに，債務国が元利支払を

容易にするために，競争的通貨切下げのリスク

76) JMK， Vo1. XXV， pp. 27-31; R. F. Harrod， 
。ρ.cit.， p. 533.邦訳(下)， 590頁。

77) JMK， Vo1. XXV， pp. 80， 120. 
78) James E. Meade， The Economic Basis 01 a 

Durable Peace， London， 1940， pp. 101-113. 

なお， この点でケインズの多角主義への転向に大
きな影響を及ぼしたといわれているミードの世界
貿易管理計画案に簡単に触れておきたい。
彼によれば， 国際機関は自由貿易主義をその商

業政策の基礎に据えるべきであるが， 自由貿易の
突然の採用は国内産業の救済や労働者の移転とい
う適切な国家措置なしには， 国際機関を混乱と失
敗に導くとされた。 したがって彼は，自由貿易に
対する漸次的アプローチに賛成し， 国際機関はま
さに為替管理とグリアリング協定の漸次的廃止の
スピードを統制すべきである， と結論づけたので
あるぴbid.，pp. 76， 84， 137)。

なしに赤字国の為替相場の変更を可能にさせる

国際機構を創設することであった。かくてケイ

ンズは， r同盟案」において「国際協力」の最善

の策として長期資本輸出に直接利害関係を有し

ている債権国たるアメリカが， (1)圏内の信用拡

大， (2)自国通貨の切上げ， (3)関税の軽減， (4)国

際開発ローン措置を採るよう，勧告したので、あ

る。他方，債務固たるイギリスは，帝国特恵制

は英国の国内問題であるという立場にたって，

特恵と無差別との併存を認め，その上で米国が

関税や輸出補助金を引下げる通商措置を採る場

合にのみ， 自動的に特恵関税を引下げるとした

のである。もっともその場合にも，英国は「国

際協力j の次善の策として， (1)輸入制限， (2)パ

ーター取引， (3)輸入関税，仏)輸出補助金という

国際収支を擁護する一時的例外的救済措置を認

めるよう米国に要請したのである。みられるよ

うに，ケインズは，通貨面と通商面の「国際協

力」を一つの単位として扱ったのである。これ

はまた，通商面の「自由・無差別・多角主義」

を「国際協力」を通じて管理しようとしづ計画

でもあったといえよう問。

ケインズが， ミードの影響を受けて差別的双

務主義を放棄し，多角主義に転向したのは，

1941年の秋のことといわれる 80)。これは，ケイ

ンズの1941年11月18日付の通貨同盟案の中に初

めて，創始国家と L、ぅ概念と債務国の一時的例

外的保護措置が登場したことからも明らかであ

ろう問。それはまた，ケインズが時を同じくし

て， 11月20日に， ミードが「同盟案」を補足す

る意図をもって作成した「通商同盟案Jの中に，

債務国の国際収支難を防ぎ，新産業を育成しか

79) JMK， Vo1. XXV， pp. 50-51， 79-80， 120-122. 
80) E. E. Penrose，。ρ.cit.， pp. 15，17; JMK， Vo1. 

XXV， p. 41; FR， 1942， Vol. 1， pp. 167-168. 
ケインズが1941年の秋から 1942年初頭にかけて多
角主義に転向した事情は， スターリング地域の存
在と国際通貨としてのポンド・スターリングの使
用に起因していたと思われる。けだし，双務主義
の下では， ポンド・スターリングの清算機能が大
幅に制限されるからである。

81) Ibid.， pp. 45， 50-51. 
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つ旧産業を救済する圏内保護措置として，バー

ター取引，輸入割当，輸出補助金，関税などが

組み入れられていた点を高く評価したことから

も伺い知ることができる問。要するに，ケイン

ズにとっては， r国際協力」による無差別を保

証する通貨面の拡張主義と通商面の生産調整手

段が，伝統的な自由貿易主義に対する回答，す

なわち近代的診断法であったのである。ここか

らケインズは，圏内均衡と国際均衡の対立とい

う事態はまさに国民経済内部の不均衡の問題で

あり，世界市場の調整は弱小国が経済調整を強

いられるとL、う世界市場における不均等な国民

経済の対立的矛盾を把握していた，といえよう。

かくしてケインズの「同盟案」が，英国の無差

別主義を受け入れる際の最小限の保証手段でも

あり，また国際投資問題に対する回答でもあっ

たことは，いまや明白であろう。

それゆえ，既述した CFRの一連の国際投資

プログラムとホワイトの IBRD案はまさに，

合衆国が国際投資機関を考慮していたという点

では，ケインズの国際主義に対する情熱が点火

され，彼の「国際協力」計画を前進させる上

で，大きな画期をなしたので、あった83)。

2)イギリスにとっての「国際協力」の意義

と限界

さて，米英相互援助協定第7条の締結は，戦

後再建計画の進展に大きな果実をもたらすかに

みえた。しかし合衆国が高度な生産と雇用を

維持し，関税を低減ないし撤廃しない限り，英

国は特恵関税制度の漸進的廃止を実行しなくて

も良いという点で妥協せざるを得なかったため

に，第7条の取決めにもかかわらず，その後の英

米交渉の進展状況は沈滞したままであった問。

82) JMK， Vol. XXVI， pp. 248-250. 
83) R. F. Harrod，。ρ.cit.， pp. 527-528， 531.邦訳

(下)584-585， 588頁。
84) R. N. Gardner， op. cit.， pp. 54-68.邦訳(上)，

173-193頁。 C.Hull， 0ρ. cit.， 1， p. 976; R. S. 
Sayers， Financial Policy 1939-1945， London， 
1956， pp. 405-413. 

米国の「国際協力」には以下の二つの点で国有

の限界があったので、ある。第ーに，英国の輸出

を拡大する措置としての関税の引下げと輸出向

け農業生産高の制限は，米国内の産業構造の再

調整を招来し，失業を増加し，そして生活水準

を引き下げることによって園内の労使関係の階

級基盤を不安定にするものであることが理解さ

れねばならない向。これは，英国が貿易障壁の

低減については，米国の拡張主義の見返りとし

て英米相互の全面的かつ一挙の撤廃も可能であ

ると L、う考えをもっていたにもかかわらず，米

国側が議会を考慮して関税の選択的引下げでも

って妥協を図らざるを得なかったことからも明

らかであろう。この点で，米国務省の第7条の

方向での「ハルの原理」の追求は，園内の産業

をほとんど傷つけることなく自国の輸出を促進

することを目的としていたので、ある問。だが，

まさにそのゆえに， これ以後の通商関係につい

ての英米交渉においては英米の輸出入構造を調

整する作業が国際貿易機構 (International

Trade Organization， ITO) の主要課題とな

り，結局は対立を止揚することができず流産す

るに至ったことは，周知の通りである問。

第二は，英国の戦後復興金融にかかわること

であるが，ケインズが大戦直後の必需品の輸入

85) fMK， Vol. VI， p. 268.このためイギリスにおい
ても，労働条件の向上と社会保障の改善の達成の
ための「国際協力」として， 戦時の金融・経済統
制の突然の徹廃は避けるべきであると強調される
に至った (LouiseW. Holborn and Sidney B. 
Fay， ed.， War and Peace Aims 01 the United 
Nations， 2 Vols， Boston， 1943， 1948， 1， pp. 
219-222， 228)。

86) R. N. Gardner， op. cit.， pp. 20-22， 107-109. 
邦訳(上).123-126， 244-246頁。 E.F. Penrose， 
op. cit.， pp. 92-93. 

87)通商面の「国際協力」には固有の限界が伴なうた
めに広範囲にわたらざるを得ないことについて
は，FR， 1943， Vol. 1， pp. 1119-1125; H. Notter， 
op. cit.， pp. 179…183， 357-358， 536-545， 622-624 
を参照。なおこのために，英米の通商面の「国際

協力」の実施が， r多角的多角主義」から「多角
的双務主義」的方向に転換せざるをえなかった点
の検討については， 他日JJIj稿にて果すことにした
L 、。
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を保証すベく外国為替を十分に供給する金融協

定の必要性を強調したことである。彼は，戦後

復興は圏内の産業構造と階級諸関係によって決

定されるとし、う立場にたって，復興は一時的な

「施し」であってはならず，恒久的な際限のな

い「贈与」が望ましいと訴えていた。かくて，

ケインズの処方筆には米国に無限の資金供与を

求めるという限界があった， といえよう 66)。

「国際協力」には以上のような限界があった

がゆえに，英米相互援助協定第7条においては，

「自由・無差別・多角主義」と米国の「拡張主

義」を「国際協力」を通じてL、かに守るのか，

さらにどのような世界経済の環境が与えられれ

ば， I国際協力」が十分機能しうるのかといっ

た本質的問題は，当然のことながらその後の課

題として残されることになったのである。ま

た，そのためにこそ，第7条の言質の早期実現

を促す英国とは対照的に，米国は第7条にもと

づく英米交渉をできるだけ意識的に遅らせ，ひ

と先ず通貨面の「国際協力」を討議し，外国為

替の安定への英国の言質を取り付けようとした

のである。英米交渉において，通貨面の「国際

協力」の討議が通商面のそれに先行せざるを得

なかった理由は，まさにこの点にあったので、あ

る。この点からして，筆者は戦後計画のうち通

貨面の「国際協力」が優先した理由を， ローズ

ベルトとモーゲンソーとの友好関係に求めるガ

ードナーの見解を必ずしもよしとしない問。

このように考えるならば， I国際協力」には拡

張主義的圧力の規模と通商面の輸出入構造より

する限界が内在することは，明白といえよう。

「国際協力」についての意義と限界については，

すでに英国の『エコノミスト』の認識するとこ

ろであった。『エコノミスト』は，一方ではロー

88) FR， 1942， Vo1. 1， pp. 163-165; A. V. Dormael， 
op. cit.， p. 57. 

89) R. N. Gardner，“ Bretton Woods ヘinMi10 

Keynes， ed.， Eassays on John Maynard 
Keynes， London， 1975， p. 205.邦訳『ケインズ
人・学問・活動』東洋経済新報社， 1973年， 265 

頁。

ズベルト政権によって提唱された「自由・無差

別・多角主義」と「国際協力」は，世界秩序の

真に新しい理念を指向している点で革新的であ

ると評価しながらも，その背後にはイギリスの

世界市場独占を破壊し，合衆国の経済的帝国主

義を強固にしようと L、う意図が潜在しでいる，

と述べたのである問。このために，イギリスで

は，大西洋憲章の指導的原理を達成すべく大戦

直後期の緊急の救済と長期の復興金融を主内容

とする「国際協力」がとくに強調されるに至っ

たので、ある 91)。また，スターリング地域の存在

とL、う文脈内では， I計画化」と「双務主義」

が戦時の平時への移行および戦後世界の組織化

に最良の手段を与えるとみなされた。イギリス

が戦後に「計画化された双務主義」を推進する

動因は，まさにこの点にあったのである町。し

かし，戦後の国際貿易の最大限の拡張には，英

国の産業を犠牲にすることなしに世界中の生産

を調整しかっ各国に配置する協定も必要と考え

られた。ここから，戦後再建計画は単に連合国

の問題ではなく連合国聞の「国際協力」行動に

よってのみ扱われる世界的な「経済調整」問題

であるというのが，イギリスの基本的認識であ

った向。したがって英国が， もし多角主義に参

画する場合には，米国がイギリスの国際収支を

保護すると同時に，経済戦争の再発を防ぐ一時

的例外的方策を採ることを英国に保証する必要

があると感じていたことは明白であった。

このようなわけで，第7条の調印は，イギリ

スをして戦後の「国際協力」の広範な構図を描

かせ，戦後再建計画の進捗を飛躍的に高めるこ

90) The Economist， Vo1. CXIII， July 18， 1942， pp. 
66-67. 

91) L. W. Holborn and S. B. Fay， 0ρ. cit.， 1， pp. 
219-220， 230， 240， 254， 267. 

92) D. E. Moggridge，“ New Light on Post-War 

Plans "， The Banker， Vo1. 122， No. 553， March， 
1972， pp. 341-342. 

93) L. W. Holborn and S. B. Fay，。ρ.cit.， 1， p. 
240. 
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ととなった叫。かくて米国側では，英国との第

7条をめぐる協議事項の作成は，決して小さな

仕事ではないということを痛感した95)。つまり，

「国際協力」が通商関係を含めて外国為替，国

際貸付および国際投資にまで拡張されざるを得

なくなったのである。こうして英米交渉は，拡

張主義をめぐる対立を苧みながらも，第7条に

かんする議論をプレトン・ウッズに通ずる線に

沿って押し進めることを可能にさせたのであ

る。

さて，以上の考察によって，英米両国におい

て「国際協力」の具体的内容の検討が不可避と

なるに至った事情は，いまや明らかであろう。

しかしながら， 1国際協力」をどこまで拡張す

るのか，また， どの程度の拡張主義にするのか

といった問題は，当然その後の課題として残さ

れることになった。かくて， 1国際協力」の内容

と程度をめぐる調整の妥協がどういう形に落ち

着くかが，今後の英米交渉の中心になるであろ

うことは十分予測しえよう。けだし， 1国際協

力」と「拡張主義」の統合は，英米聞の特殊的

利害関係をうちに含むために「ハルの原理」と

「国際協力」とを容易に整合し調和しえるもの

ではなく，両者を一時的にしか調停し得ない，

運命を有していたからに他ならなし、。つまると

ころ， 1ハノレの原理」と「国際協力」との非調和

性は，英国が「拡張主義」を「国際協力」の最

終目標とみていたのに対して，米国は「ハルの

原理」を実現する単なる一手段にすぎないとみ

ていたことに起因している， ということができ

るであろう O

111 IBRDの起源

戦後の世界経済再編構想の一般的措写は，以

上で明らかである。われわれは，いまやこの文

94)英国政府が国際貿易をスムーズに運営するために
拡張主義的な「国際協力」を英米交渉の協議事項と
するよう訴えたことについては，House 01 Com-
mo明s，Vol. 386， pp. 824-826を参照されたい。

95) FR， 1942， Vol. 1， pp. 193-194. 

脈にもとづいて， IBRD成立の基本論理につい

て言及することができるし，またしなければな

らない。 IBRD設立構想は，行論ですでに示唆

したことであるが，英米の「国際協力」の国際

投資領域への適用といえるものであった。それ

ゆえ，両国が，その世界市場裡における地位に

依拠して，互いに有利な原理を闘い取ろうと努

めたことは，明らかであった。しかし，対立を

苧みつつも，対立を超えて IBRDを成立させ

るに至ったのは，新しい時代の要請であったと

いえよう。だが，その代りとして IBRDは，

革新的な銀行機能を削ぎ落とし投資保証基金に

なるという高い代償を払わなければならなかっ

たのである。では，これはいったし、し、かなる論

理展開において理解されるべきであろうか。こ

の点を解明するためには， IBRDのアメリカ再

編構想全体の中での位置づけをみることから始

める必要があろう。

IBRDの基本的意義を要約的に述べると，そ

れは，主として(1)戦後の復興と開発，.(2)国際貿

易の拡大， (3)各国の通貨・信用制度の強化， (4) 

世界不況の防止などに資するために投資リスク

を「国際協力」によって共有し，もって国際投

資を保証するというものであった。要するに，

IBRDは国際投資助長の国際協力機関として

構想されたものであった。だが，それにもまし

て注意されねばならぬことは，その際のアメリ

カの狙いは， IBRD の拡張主義的な「国際協

力」を通じて戦後世界を復興し，もって国際安

定基金によって「自由・無差別・多角主義」を

管理することにあったことである。アメリカの

終極目標は， IBRDの拡張主義的「国際協力」

を通じて，基金の「自由・無差別・多角主義」

を保証し，さらにその上で戦後の世界秩序をア

メリカの民間資本の世界市場進出に適合的な国

際経済関係に再編成することにあったのであ

る。これが， ホワイトの「ハノレの原理」に対す

る回答でもあったことは，既述の通りである。

ところで，戦後再編構想の中での IBRDの

位置づけにかんして看過しえない問題に，いわ
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ゆる IBRD設立計画の一時棚上げとL、う議論

がある。R.N.ガードナーを一つの頂点とする

従来の研究では， 1942年春に省問委員会が主と

して安定基金案の審議に当たったので，銀行案

のほうは影が薄くなったと指摘するにとどまっ

ていた。こうした研究状況から歩を進め，われ

われは， IBRD一時棚上げ問題とは，実は米国

政府部内， とりわけ国務省と財務省の戦後計画

をめぐる対立・妥協の問題であるばかりでな

く， I国際協力」の分野と拡張主義をめぐる英

米聞の対立・妥協の問題でもあることを究明す

る必要がある"IBRD設立構想をめぐる英米間

ないしは米政府部内の抗争の特質を明らかにし

ようとする本稿の課題からすれば，省、問委員会

で IBRDの討議が安定基金の後回しにされた

という手続上の問題とホワイトとケインズとの

非公式折衝においてホワイトが IBRDの討議

を避けたといういわば外交上のテクニックの問

題が歴史的文脈の中で深められることになる。

従来の議論のごとく，いわゆる IBRD設立計

画一時棚上げ問題を文字通り銀行計画の検討の

中断とみなすのは，速断にすぎるだろう附。

そこで以下では， IBRD設立構想が英米交渉

に入るまでにどのようなものとしてホワイトに

よって立案されたのか，そして英米交渉の初期

に IBRDの討議がなぜ一時棚上げされざるを

得なくなったのかを明らかにしよう。その際先

ず， IBRDの起源を米州銀行 (Inter-Ameri-

can Bank) に遡って，米州銀行がし、かなる意

味でホワイト・プランの原型であるのかをみ

て，次いで， IBRD設立構想をホワイト・プラ

ンの最初の完全な草案といわれている 4月草案

を中心として検討し，そして最後に，ケインズ

の IBRD評価をみることによって，彼の「国

際協力」にかんする態度に検討を加えることに

96) R. N. Gardner，ゆ.cit.， p. 75.邦訳(上)， 202
頁。ホワイトによる IBRDの検討が中断したわ
けではなかったことは， 後述するところではある
が， 1942年秋の11月と12月に銀行草案が手直しさ
れたことからも明らかであろう (White Pajうers，
Box 8， Item 24 1)。

しよう。

1)米州銀行の設立構想と挫折

IBRD設立構想の前史として，米州銀行を取

り上げる理由は，三つある。第ーは，ホワイト

の米州銀行設立計画への参画がいわゆるホワイ

ル・プラン作成の直接的な契機となったと思わ

れiることである。第二に，ホワイトは，米州銀

行の通貨安定と開発援助の同時平行的な実行方

式を，戦後アメリカの「国際通貨協力」プラン

に沿うものとして拾い上げ， これに金にもとづ

く銀行券発行機能を付加したからである。もっ

とも，米州銀行は，アメリカの戦後再建計画の

具体化として意図的に追求されたものではな

く，地域的にナチスに対抗する防衛プログラム

であった。第三の理由としては，米州銀行設立

計画の挫折を経験したホワイトは， IBRD草案

の起草に責任を負うことになったアメリカ専門

委員会において，銀行の革新的原理を白から捨

てるとし、う妥協的態度を取るに至ったからであ

る。

では， IBRDの誕生につながる超国家銀行の

原理を解明するためにも，先ずはじめに米州銀

行設立の意図と背景からみていくことにしよ

う。

米州銀行の設立は，理念としては，米国の対

外経済政策史上決して新しいものではなく，古

くは1890年の第一回米州会議に遡るといわれ

る。しかし，米州銀行の設立がにわかに現実味

を帯び始めたのは， 1930年代後半のアメリカの

中南米政策の転換に端を発する。そして， 1939 

年9月パナマで開催された米州外相会議におい

て，米州財政・経済諮問委員会のワシントンに

おける設置が決議されたことにより実現へ向け

て大きく前進した。というのは，同委員会設置

の目的が， (1)米州各国の国際収支の決済を容易

にし， (2)為替相場の過度の変動を回避し， (3)資

本の移動に助力するような米州銀行を検討する

ことにあったからである。さらにまた， この年

の11月14日にグアテマラで開催された第一回目
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の米州蔵相会議において， メキシコの代表， E. 

ヴィラセニョール (EduardoVillasenor)大蔵

次官は，西半球の為替安定化構想に初めてクリ

アリング概念を導入し， もって米州各国の健全

な経済開発を促進する資本投資径路として行動

する米州銀行の設立を勧告した。このため米州

財政・経済諮問委員会は，翌日作業を開始し，

E. コノレラド (Emillio Collado) 国務次官補

を中心とする省間クソレープが，米州各国の代表

とともに米州銀行設立条約案の作成に着手した

のであるが， この中にホワイトもいたことは，

いうまでもなL、。こうして，翌1940年 2月に，

西半球の経済協力プログラムを実現する措置と

して長期経済開発と通貨・為替相場における恒

久的協力を促すために米州銀行の設立条約案が

作成されることになったので、ある的。

米州銀行の設立構想の概要は，以下の通りで

ある。すなわち，米州銀行は， (1)慎重な投資を

促進し，資本と信用の生産的な利用を促進し，

(2)米州各国の通貨安定を支援し， (3)国際決済の

ための清算所 (ClearingHouse) として機能

し， (4)西半球の貿易を促進し， (5)西半球の工業，

公共事業，鉱業，農業，商業，金融業の発達を

促進することを目的とする。そして上記の目的

を達成するために，銀行は，加盟国の政府によ

る債務保証を条件として， (1)加盟国の公的機関

に対する短期，中期，長期の貸付， (2)加盟国の

公的機闘が発行する債券の売買， (3)公的機関に

対する貸付の保証， (4)金および外貨の売買，保

有，取扱い， (5)手形の割引，再割引， (6)預金の

受入れなどの業務を行なう。そして，資本金は

1億ドルとし，金またはドルで、払い込む。以上

のように， 米州銀行は， 国際決済銀行 (Bank

for International Settlement， BIS)， IMF， 

IBRDおよび通常の商業銀行を一体化したよ

うな極めて野心的な構想であった98)。国務省で

97) DSB， Vol. n， May 11， 1940， pp. 522-523; Con-
gressional Record (以下，CR と略記する)
Vol. 86， 1940， p_ 4034; J _. M_ Blum， n， p. 57. 

98) CR， VoL 86， 1940， pp. 2066-2069; DSB， Vol. 
II， May 11， 1940， pp. 512-522. 

は，輸出入銀行に代表される既存の米州協力機

構は，米州共和国の経済・金融活動の広範な機

能を営むには不適当なものになってきているの

で，アメリカの天然資源のより完全な開発を促

し，米州共和国の経済・金融関係を強化し，善

隣外交 (Goodneighbor policy) を発展させ

ることに米州銀行の設立の意義を認めた問。事

実，パールは，米州銀行を商半球における為替

安定制度を確立する健全なメカニズムであると

訴えた100)。また，ハル長官も，善隣外交の基本

的目的は「極端なナショナリズムと孤立主義と

の聞の健全かつ実際的な中間の途」を表示しな

ければならないとして，米州銀行は米州各国の

経済・金融協力と善隣外交の経済的実施のため

の重要な一歩となるだろう， と述べた山〉。

ところで，以上みてきた米外|銀行の経済・金

融協力とのかかわりで看過しえないのは，米外|

共和国側がとくに経済開発協力を重視していた

点であろう。ラテン・アメリカ諸国が最も関心

を寄せていたのは，西半球の貿易パターンを生

産の健全性や多様性ばかりでなく消費能力の増

大をもたらす方向に発展させることにあった。

したがって，彼らが，米州銀行による為替安定

ローンよりも経済開発ローンを望むのは，当然

であった。ラテン・アメリカ諸国にしてみれば，

経済発展を実現するための工業化への強い希望

は，単に中南米諸国の生産と対米貿易を拡大す

るだけではなく，欧州諸国の植民地主義からの

解放を実現し， もって経済的独立を達成すると

いうナショナリズムの高揚によっても促された

のであった。米州銀行が，米州共和国の多角的

利益に資すべく商半球の経済の均等な発展を実

現する調整手段とみなされたことが，そのこと

を雄弁に物語っていよう。ここから，米州銀行

は IBRDの適切な原型をなしている， と結論

99) Ibid.， p. 524. 
100) lrwin F. Gellman， Good Neighbor DiPlomacy : 

United States Policies in Latin America， 1933-
1945， Baltimore， 1979， p. 160. 

101) FR， 1940， Vol. V， p. 347; DSB， Vo1. III， Oc-
tober 26， 1940， p. 332. 
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できるのである 102)。

さて， これまでの検討から，米州銀行の設立

が，ナチスの西半球進出に対抗する防衛策とし

ての位置づけを与えられたことは，一見して明

らかであろう。では，なぜ米州銀行は安定基金，

輸出入銀行，復興金融公社などの既存の機関に

取って替わって，開発ローンと通貨安定ローン

とを供与する権限を有するものと構想されるに

至ったのであろうか。単に西半球の生産の健全

かつ多様な開発を促し，通貨・為替相場を強化

するためには，既存の諸機関では不十分であっ

たという以上の事がそこにはあったとみなけれ

ばなるま L、。これは一面では，ハルの互恵通商

プログラムが有した限界にも関係するであろ

う。

輸出入銀行と為替安定基金を車の両輪とする

アメリカの西半球における1930年代後半の経済

開発と為替安定協力には， 自ずと次のような限

界があった。すなわち，既存の諸機関の融資能

力の不十分さに加えて，輸出入銀行のタイド・

ローン政策や厳しい融資条件は債務の累積を引

き起こし，通商の拡大を伴わなかった。また，

輸出入銀行の開発ローンは， 1938年以降に若干

なされたにすぎず，中南米諸国の生産の健全な

発展には望むべくもなかった。さらに，為替安

定資金の双務ベースでの供与もまた，為替安定

化の恒常的な治療法ではなかった。このために

ラテン・アメリカのドル為替圏構築の限界を補

うべく西半球の通貨安定を支援し国際決済を

容易にし，資本の移動を促し，かつ工業・農業

開発を助けることによって，米州各国の生産と

貿易を組織化することが要請されるに至ったの

である。つまり，西半球の統合化を多角的な超

政府機関で実現しようと図ったので、ある 103)。

しかしながら，まさにこのゆえにこそ，米州

102) E. Villasenor，“ The lnter-Am巴ricanBank: 
Prospect and Danger 九ForeignAffairs， Vol. 
20， No. 1， October， 1941， pp. 165-174; R. W. 
Oliver， op. cit.， pp. 94-95. 

103) FR， 1940， Vol. V， pp. 354-367，369-373; R. W. 
Oliver，ojう.cit. ， pp. 86-91; G. Patterson，“ The 

銀行は米国議会において葬り去られる運命を，

最初から持ち合わせていたのであった。米州銀

行に対する反論は，以下のようなものであった。

第一に，米国の金融界の批判は，米外|銀行の

短期業務が民間銀行の活動を統制するばかりで

なく，自分たちの権限をも奪うことに向けられ

た。それゆえ，銀行通貨委員会の議長であるヴ

ァージニア州選出の民主党上院議員， C.グラス

(Carter Glass) は，政府間銀行の設立は民間

資本の政府資金による置き替えである， といっ

て攻撃したのである。

第二に，米州銀行はアメリカの対外民間投資

家の私有財産権を脅かしかっ債務不履行に陥っ

ているような外国政府にもローンをなすとして

激しい非難を浴びた。それゆえ，合衆国の対外

資産を固有化しようという隣人にローンをなす

銀行のタイトルを「国際的なサンタクロース」

に変えるべきであると酷評された。

第三に，合衆国と中南米諸国との貿易の拡大

は，米州銀行のローンよりもむしろパーター取

引ベースでなされるべきであると批判された。

これは， ローンは貿易を創出しえないという考

え方によるものであり， 自由な貿易こそが国際

通商問題を解決する唯一の方策である， とする

J. H.ジョーンズ(JesseH. Jones) 商務長官

の主張に導いた。

第四に，米州各国の経済開発は政府ローンよ

りも民間の直接投資が望ましいとみなされてい

た。それゆえ，米州銀行の設立は国務省の自由

貿易主義の「裏切り」であると反駁された。

そして最後に，中南米， とくにメキシコによ

って，米州銀行の為替安定ローンの危険性が指

摘された。というのは，貿易条件の改善なしに，

Export-Import Bank 九QuarterlyJournal 01 
Eco仰例ics，Vol. 58， November， 1943， pp. 56-
90.なお， 輸出入銀行の開発ローンについては，
C. R. Whittlesey，“ Five Years of Export-

Import Bank ヘAmericanEconomic Review， 
Vol. XXIX， September， 1939， pp. 492-494を
も参照されたい。
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自国に不利な為替相場を維持するために為替安

定ローンが供与される場合には， ローン返済が

困難だからである。それゆえ，国際収支問題は，

一時的に均衡を回復させる「見せかけのクレジ

ット」よりもむしろ自国の購買力を高めるよう

な長期開発ローンによってのみ解決されうると

訴えられたのである 104)。

米外|銀行案は結局，米州各国の足並みの乱れ

や米国議会の反対によって陽の目をみることな

く朽ち果てるに至った。にもかかわらず，米州

銀行設立計画の経験は，後述するホワイト・プ

ランの多角的アプローチに多大な貢献をなした

ことは，否めないであろう。

2) IBRD設立構想

先にみた米州銀行設立構想は，し、かなる形で

ホワイト案に継承され，かつ発展させられたの

であろうか。オリパーによれば，米州、l銀行案が

まさに考慮されつつあった1941年4月に，ホワ

イトは自分の基金と銀行案に着手し始めたの

で，その意味においてホワイト案は米州銀行案

の派生物であるという 105)。

White Paρersによれば， 1942年春には三種

類の草案があった。ホワイトはすでに1941年末

には，第一次草案を作成していた模様である。そ

れは， 日付がなく「連合国安定基金および連合

国と準連合国復興銀行試案J(Suggested Plan 

for a United Nations Stabilization Fund 

and a Bank for Reconstruction of the 

United and Associated Nations) と題され

た「開発」という言葉のない草案であった。

しかし 1942年3月にそれはあらためて「連合

国および準連合国安定基金と復興開発銀行試

案J (Suggested Plan for a United and 

Associated Nations Stabilization Fund and 

a Bank for Reconstruction and Develop-

ment of the United and Associated Na-

104) CR， Vol. 86， 1940， pp. 2069-2070 ; I. F. Gellman， 
op. cit.， p. 160; E. Vi1lasenor， 0ρ. cit.， pp. 
169-'-174. 

105) R. W. O1iver， op. cit.， p. xvi. 

tions) という形のプランに具体化するに至っ

た106)。概観すれば， r復興」のみではなく「開

発」を含めたよりグローパルなものとなったの

である。。一見しでわかるように 3月草案に

おいては，銀行の「復興」機能と並んで「開発」

機能がとくに重視されるに至ったが， この機能

増殖は，果してホワイトの心算のし、かなる変化

を意味するものであろうか。換言すれば，なぜ

ホワイトは銀行構想をよりグローパル化せざる

を得なかったのであろうか。

(1) IBRD設立構想のグローバル化

この問題を考察する上で，何よりも先ず注目

すべきことは，ホワイトが1942年 1月15日から

リオ・デ・ジャネイロで開催された第3回米州

外相会議に国際安定基金設立計画を携えて出席

し， これを提出しようとした事実である。さら

に財務省もまた，国際安定基金設立計画を連合

国および準連合国のすべてに提示するようホワ

イトに進言したが，モーゲンソー長官の支持を

得られず，いずれも失敗に終った。このような

企てにモーゲンソーが反対した理由は， ヨーロ

ッパの諸列強と相談することなしに戦後の国際

計画を一掃するような上記のプランをリオ会議

に提出するのは必ずしも得策ではないと判断し

たためといわれている 107)。もっとも，このよう

にいったとしても，先の失敗がすべてモーゲン

ソーの反対に帰するとみるのは，あまりにも速

断にすぎるだろう。 Iで述べたように， CFR 

ではこの当時すでに，米州銀行設立計画の規模

を一層強化しようとし寸多様な議論があったこ

と， さらにまた，ホワイト自身も西半球におけ

る為替安定と投資問題を世界的な規模の戦略に

切り替える心積りであったと L、う事実が想起さ

れるべきである 108)。前者の問題はすでに論述

したので， ここでは後者の問題に焦点をあてて

論究することにしたい。

106) White Paper， Box 8. Item 24 a， b. 
107) J. P. Young，。ρ.cit.， p. 778; J. K. Horsefield， 

op. cit.， 1， p. 13. 
108) R. F. Harrod， 0ρ. cit.， p. 539.邦訳(下)， 597 

真L.H. Shoup，。ρ.cit.， pp. 166-168. 
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既述のように，ホワイトの第一次草案の銀行

構想には， I開発」と L、う言葉がなかった。それ

ゆえ，前節でみた米州共和国のための特別な「開

発協力」措置が含まれていなかったのは，当然

であった。このために，米州各国に第一次草案

の支持を取り付けようとL、う試みが成功を収め

るとは，到底期待し得なかったこともまた自明

であった。かくして，ホワイトは国際安定基金

案の提出を断念し，米州共和国をも包摂するよ

うなグローパノレな再編構想の作成に着手しなけ

ればならなくなったのである。これは，合衆国

がリオ会議において， I国際安定基金の創設を

考慮するために招集されるべき蔵相特別会議に

米州各国政府は参加するべきである」との決議

案と同時に，投資，通商および開発協力を扱う

国際機関の創設を支持した決議案をも提出した

ことによって裏付けられよう 109)。さらに，こう

した経過を踏まえて， 1942年 2月23日に，大西洋

憲章は全世界に適用されるべきであるとする大

統領声明が発表された。こうして，戦後再編構

想が西半球における為替安定と経済開発協力を

促す国際投資問題をも包摂せざるを得なくなる

のは，必然であった。したがって， R. F.マイ

グセルのいうように「米州会議の理念は連合国

安定基金を準備するために放棄されたJllO
)とみ

るべきではない。むしろ米州銀行設立構想の理

念は，ホワイトの国際銀行が「開発」機能を有

し， よりグローパルな「国際協力」に転換した

ことを通じて IBRDに継承されたとみるべき

であろう 111)。 まさにそれゆえにこそ， IBRD 

109) DSB， Vol. VI， February 7，1942， pp. 126-128; 
H. J. Bitterman，“ Negotiation of the Articles 
of Agreement of the International Bank for 
Reconstruction and DevelopmentヘInterna-
tional lawyer， Vol. 5， No. 1， 1971， p. 62. 

110) Raymond F. Mikesell， United States Econom-
ic Policy and International Relations， New 
Y ork， 1952， p. 130. 

111)無論， r開発」 とL、う言葉が付加されたといって
も 3月草案では銀行機能の増殖がみられない点
に注意しなくてはならなし、。 この点で，発展途上
国に対する配慮が「開発」 という言葉を付加させ
るに至ったと思われる。

設立構想は連合国および準連合国が相互に共有

しうる普遍的な原理として承認されるに至った

のである。

(2) IBRD設立構想の概要

では次に，ホワイトの戦後再編構想がいかに

グローパノレな「国際協力」原理にもとづいてい

るかをみることにしよう。ここでは， 1942年 4

月に謄写版で印刷され 5月15日にそーゲンソ

ー長官が財務省の国際金融協力計画における指

導権を握るべくローズベルト大統領に送付した

最初の完全な草案「連合国安定基金および連合

国と準連合国復興開発銀行予備草案JCPrelim-

inary Draft Proposal for United Nations 

Stabilization Fund and a Bank for Recon-

struction and Development of the United 

and Associated Nations)を扱うことにす

る112)。とL、うのは， この第三次草案は，第二次

草案とは実質的に同一内容であるが，米政府部

内において初めて回覧された草案で、あるからで

ある。

ところで，銀行草案はこれ以後，何度か書き

直されているが，あらかじめここでその全貌を

明らかにしておきたし、。ホワイトは，先にみた

4月草案を叩き台にして， 1942年11月と12月3

日に書き直した。その後銀行案は， 1943年 8月

3日 9月13日 9月16日 9月24日 9月27

日にそれぞれ改訂版が作成された。このような

修正を経て 10月4日には銀行案の「指導原則」

が発表され，遂に11月24日に「連合国および準

連合国復興開発銀行予備草案JCPreliminary 

Draft Outline of a Proposal for A Bank for 

Reconstruction and Development of the 

United and Associated Nations)が発表さ

れるに至ったのである O 今日 IBRD案と呼ば

れるものは， このようにして完成され，アトラ

ンティック・シティにおける予備会議において

僅かな修正を付され，ブレトン・ウッズにおい

112) White Papers， Box 8， Item 24 c; FR， 1942， 
Vol. 1， pp. 171-190. 
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て世銀協定として採択されたものである 113)。

さて，ホワイト・プランには一体いかなる再

編構想が要請されていたのであろうか。 4月草

案の序文をみれば，ホワイトの戦後再編構想の

狙いは，従来の伝統主義的な「孤立主義」から

の逸脱を意欲的に追求した「国際協力」を通じ

て， (1)通貨・信用制度の強化，外国為替相場の

安定， (2)外国貿易の復活， (3)救済および復興を組

織的に処理しもって連合国の結束と戦意の昂

揚を促すことにあったのである 114)。彼自身の言

葉を借りていえば， r基金と銀行とは破滅的な

近視眼的経済ナショナリズムと理性的な国際協

調との聞の溝を最も容易かつ効果的に埋めうる

経済的手段J115)に他ならなかった。基金と銀行

の業務および権限が超国家的なものになるに至

った理由は，まさにこの点にあったとみてよL、。

では，なぜホワイトは， r国際協力」行動を先

にみた米州銀行のように一つの国際機関ではな

く「基金」と「銀行」とLづ二つの国際機関に

よって律しようとしたので、あろうか。 4月草案

によれば， r基金」と「銀行」の機能分割は，一

つの機関への権限の集中に伴なう判断の誤りと

能率の低下を防止することにあった116)。 しか

し，この説明だけでは， r基金」と「銀行」の独

自な意義を看過している点で，未だ不充分のそ

しりを免れないであろう。それゆえ， この機能

分割の積極的意義はその先にあったといわねば

なるまい。そこには，米州銀行設立計画の挫折

の経験が活かされたと考えられるのである。米

州銀行が一体のものとして扱った通貨安定と国

際投資機能をめぐっては，実は米国と中南米諸

国との聞に対立があったことはすでに述べた通

りである。要するに，米州銀行には，債権国は

安定かつ自由な為替相場を好むのに対して，債

務国は長期開発援助を求めると L、う対立が内在

113) White Papers， Box 9， 10. Item 24 j， 1.なお，
銀行革案が書き直されるに至った経緯について
は， いずれ機会を得て論ずる所存である。

114) White Papers， Box 8， Item 24 c. 
115) Ibid.， a. 
116) Ibid.， c. 

していたので、あった。このため通貨安定問題を

最重要視していたホワイトが，通貨安定と国際

投資を機能分割し， r銀行」の加盟国たる地位に

「基金」の加盟国と L寸条件を含めることによ

って，債権国と置務国双方の利害調整を図り，

国際機関の設立可能性を高めた， と考えられる

のである 117)。

ホワイト再編構想の「基金」と「銀行」への

機能分割は，以上のように，米州銀行に内在し

ていた矛盾を克服する措置に他ならなかった。

では，米州銀行の国際投資構想は IBRDにい

かに継承されかつ具体化されるに至ったので、あ

ろうか。さらに，ホワイト銀行構想の独自的な

進歩性はどこにあったのであろうか。 IBRD設

立構想の本質・内容，その宿命を把握するため

に，銀行構想を 4月草案からみておかねばなる

まL、。

先ず， IBRDの目的を整理して示すと，次の

通りである。すなわち， (1)復興資金の供与， (2) 

戦時経済から平時経済への円滑な移行の促進，

(3)民間部門で調達できない短期貿易信用の供

与，仏)金の再配分による加盟国の通貨・信用構

造の強化， (5)世界的な金融恐慌の除去と世界的

な不況の緩和， (6)重要な原材料と他の商品の価

格安定， (7)生産性と生活水準の向上， (8)国際経

済協力の促進， (9)経済・政治問題の解決の容易

化，帥民主主義体制の健全な世界的発展の増大，

帥救済物資の配分と金融，伺稀少な重要物資へ

の公平な接近などである。

上記の目的を達成するために， IBRDは次の

ような機能を有することになっていた。すなわ

ち， (1)政府保証と民間資本からの借入れができ

ないことを要件とする加盟国政府，公的機関，

企業に対する長期，短期の貸付， (2)民間の投資

家が行なったローンの保証， (3)50%の金準備を

裏付けとして加盟国政府が保証した債券に対す

る自己宛一覧払銀行券の発行， (4)債務不履行固

に対する信用の延長の禁止， (5)金準備の補強ま

たは通貨制度の強化のための長期かつ低利の貸

11のIbid.
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付， (6)貸付手取金の自由な支出， (7)自国通貨と

新国際通貨での貸付， (8)借入通貨，新国際通貨

または金でのローン返済， (9)重要物資開発公社

の設立，制国際商品安定公社の設立，帥金また

は加盟国政府の債務証書の売買と取扱い。公的

機関における資金，残高，小切手，引受手形の

クリアリング，および各国中央銀行の預金保有，

ω加盟国政府，財政機関，中央銀行の振出手形，

引受手形，債務証書などの割引，再割引，帥加

盟国の公的機関の代理屈， コノレレスとしての業

務， M債券の発行・売却などの権限の付与であ

る118)。

みられるように，ホワイト銀行案の主たる関

心は，各国が対外準備の枯渇の危険なしに体系

的に完全雇用政策を追求することができるよう

な銀行券発行権を有する超国家銀行を創出し，

もって世界中の経済不況と政治的不安定に対し

て国際共同行動の先頭に立ちうる弾力的な世界

中央銀行を設立することにあった，といえよう。

かくて， IBRDは世界の金融の中心地をウオー

ル・ストリートから財務省に移す実施計画とみ

なされたことは，明白であった。また，後に世

銀， IMF， アンラ (UnitedNations Relief 

and Rehabilitation Administration， UNR 

RA) によって分担されることになった業務や

これまでニューヨーク諸銀行や輸出入銀行が担

当してきた業務も未調整のまま包含されてい

た。 IBRD設立計画が，他の国際機関やニュー

ヨークの諸銀行との整合性を図るべく省問委員

会の調整作業を必要としたことについては別稿

の検討課題にせざるを得ないが，上記の IBRD

の世界中央銀行構想はまさに，米国金融界への

政府統制を増大するという危慎の念を強め， IB

RDの世界中央銀行機能が換骨奪胎されていく

宿命を当初から有していたのである。

(3) IBRD設立構想の問題点

以上にみるごとく， IBRD設立計画の成否

は，その革新的な構想原理を現実に生きて機能

118) Ibid. 

しうるまでに米国の対外経済政策と調和的に整

合しうるか否かにかかっていた。そのための基

本的条件は， IBRDが(1)銀行券の発行によって

貸付可能な貨幣資本を先取りし，世界各国の資

本家に貨幣の形態で資本を用立て， (2)戦後過渡

期の復興問題に有効に対処し， (3)平時の国際収

支調整機能を効果的に果しうることにあった。

IBRDは，果してこれら三つの条件を満たすも

のとして構想されていたのであろうか。以下，

これらの点について詳しく立ち入ることにした

し、。

① 銀行券の発行と融資能力

IBRDの最も新奇な原理は， 50%の金準備を

条件として，加盟国政府によって保証された債

務証書に対して非利付銀行券を発行するという

ことにあった119)。第一次草案によれば，銀行券

はパンコールのように借入国の自由裁量にした

がって発行されるものではなく，貿易の逆調を

満たすために発行された後，特定国通貨で買戻

されて使用されることになっていた。また，第

二次草案においても，銀行券でのローンはあく

までも銀行の保有する加盟各国の自国通貨需要

を満たすような仕方でなされることになってい

た。そして，銀行券は，加盟国政府によって請

求あり次第金で買戻され，補足的な国際支払手

段として役立つべきものと規定されていた問〉。

では，なぜホワイトは， IBRDに銀行券の発

行権限を付与しようとしたので、あろうか。もと

もとホワイトは，新しい計算単位としての国際

通貨発行計画にはあまり重きをおいていなかっ

た，とみられてきた121)。事実彼は，新通貨単位

の採用だけで為替資金の過不足の調整と為替相

場の安定を達成できる， とは考えていなかった

のである。別言すれば， IBRD に銀行券を発行

119)なお， 世界通貨創造の歴史については Walter
W. Haines，“Keynes， White and History" 
Quαrterlか'yJournal 01 Economics， Vol. LVIII， 
November， 1943， pp. 120-130を参照されたし、0

120) White Papers， Box 8， item 24 a， c. 
121) The Bankers' Magazine， Vol. CLVI， Novem-

ber， 1943， p. 267. 
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する権限が付与される場合にだけ，新通貨単位

を採用する意義が認められる， というのが彼の

考えであったのである山〉。ホワイトが金準備に

もとづいた銀行券発行の意義を強調したのは，

何よりも先ず外国為替問題を解決せんとするた

めであった。つまり，外国貿易の障害は，各国

が異なる通貨単位を使用しているからではなく

外国為替の不足と為替相場の変動に発している

というのが彼の見解であったのである。そこで

彼は，単に金を新国際通貨単位に置き替えるだ

けでは，世界の外国為替問題は解決せず，国際

貿易も国際金融も促進されないとして，世界の

対外金準備を管理し，世界の金の悪配分を是正

し，もって金のより効率的な利用を図るべく銀

行券の発行を考えたのである。このように，銀

行券発行の狙L、はまさに銀行が自由に処理し

うる貸付可能な貨幣資本を先取的に増大するこ

とにあったのである 123)。

では，ホワイトは，世界において最も信認の

あるドルが戦後の通貨構造の基軸になるだろう

とみなしていたにもかかわらず，なにゆえに新

閏際通貨単位の採用を望ましいと考えたので、あ

ろうか。彼によれば，イギリスのポンド・スタ

ーリングが国際通貨単位として機能しえたの

は，長い間ポンドの金価値が安定していて，金

先換が保証されてきたことと，英帝国内の貿易

が世界全体の貿易の大きな部分を構成してきた

という歴史的事実にもとづいていた。ここから

ホワイトは，戦後この機能を果すことができる

122)オリパーには， このような問題意識はみられず，
もつばら銀行券発行の手続上の不備の検討に終止
しているくR.W. O1iver， 0ρ. cit.， pp. 114-116)。
また， ドーメルも銀行券発行能力と国際通貨単位
の関係を看過しているために， ホワイトは単純に
国際通貨の必要性をみなかったと言及している
(A. V. Dormael， 0ρ. cit.， p. 46)。私見はこう
した見解に対して批判的立場にたつものである。

123) White Paρers， Box 8， 10， Item 24 c， j.なお，
この点については， 1942年12月3日付の草案の中
の「ユニタス紙幣は金およびかかる紙幣発行のた
めの見返りとして保有する証券に対する先取特権
であるJ(ibid.) という規定が参照されるべきで

ある。

のは，米ドノレだけであるが， もし国際通貨単位

としてのドルの使用を提唱するならば，現在ま

で国際収支残高の国際単位として広く使用され

てきている通貨をもっ国の貿易・金融業務や経

済的利益の損失を危倶する反対を引き起こすだ

ろうとみなした。このため彼は，いかなる固に

も属さない新国際通貨単位の採用に賛成したの

である 124)。とはいえ，ホワイトによる新国際通

貨単位の設定の提案は，まさにそれ以上の重要

な意味をもっていたといわねばならない。新単

位によって加盟国の通貨価値を表示すること

は，先ず共同の「本位」が設定され， この共同

の「本位」に各国の通貨を連繋せしめることで

ある。先ず金の価値で新単位の価値が決定され

るとしても，新単位での各国の通貨価値を定め

ることは，各国の通貨が新単位の変動に従属さ

せられることになるのは必至であろう。新通貨

単位の採用はこの点で，各国の通貨・信用政策

の主権の放棄を迫るものであったのである山〉。

さて，ホワイトによれば，銀行券の発行によ

って IBRDの最大信用創造力は実際どの程度

になると考えられていたので、あろうか。ケイン

ズ同盟案の最大信用創造力は，一つ以外のすべ

ての加盟国がパンコールに最大債務残高を累積

したと仮定すれば， 300億ド‘ルを超過するだろ

うと計算されているが， IBRDの場合はどうで

あろうか。

ホワイトによれば，銀行券の発行は50%の金

を裏付けとして全加盟国政府の銀行に対する債

務証書の額面価値 100%に限定されることにな

っていた。したがって， IBRDによる世界貨幣

金の一元的管理が実現すれば，この金に対する

請求権たる銀行券は資本需要を基礎として発行

される限り， 50%の金準備に裏付けられるだけ

124) Ibid.， a. 
125) Ibib.， a， c.なお，ホワイトが自国の通貨・信用政

策の主権に抵触するにもかかわらず， あえて新通
貨単位の導入を主張した点については， ドルを
「基軸通貨」にすることに伴なう世界大でのドルの
国際流通の進展ともかかわっていると思われる
が， 詳細は別稿にて論及することとしたい。
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で減価することはなく先換券であっても免換の

請求はおこらない。それゆえにこそ，銀行券の

発行には各国の債務証書によって裏付けられる

保証準備発行が許されているのである。かくし

て， IBRDの信用創造力の最大限は実際には，

金の世界供給の二倍に限られるだろうと期待さ

れていたのである。

まさにこの点にこそ，アメリカの金融界， と

くに連邦準備制度が IBRDの信用創造にもと

づく潜在的なインフレ圧力に懸念を表明せざる

を得なかった根本原因があったので、ある。この

ためホワイトは， 1943年8月31日の省問委員会

での討議において， 100 %の金の裏付けという

要件以外には銀行券の発行は承認される見込が

ないとして 8月草案において自ら銀行券発行

規定を削除した， と述べるに至ったものと思わ

れる。かくしで， IBRDの銀行原理から基金原

理への後退によって，融資能力が大幅に制限さ

れるのは明白であった126)。

② 戦後過渡期の問題

ホワイトは，過渡期の問題についてはかなり

楽観的であった。具体的にいえば，ホワイトは，

(1)戦後直ちに平和になり， (2)欧州各国の生産が

再開され， (3)世界貿易が回復し， (4)貿易障壁や

為替管理が軽減し， (5)為替相場の安定と通貨の

自由な取引によって資本輸出が増大し， (6)戦時

中の武器貸与法の適用とその運用停止後の特別

の政府借款によって復興を図ることができる，

と予想Lていた127)。

しかし彼は，民間の国際融資が戦後直後に急

速に復活するという考え方には懐疑的であっ

た。それゆえ，彼はプレトン・ウッズ以前には

126)銀行券発行規定は， 1942年12月の草案で初めて手
直しされ， Iユニタス」と呼ばれる銀行券が，基金
のためだけに請求あり次第， 金で買戻されると書
き替えられた。また， 1943年の 8月草案では，銀
行券発行規定は削除され， 国際通貨単位，ユニタ
ス(純金137V7グレイン， すなわち米10ドノレと等
価)だけが残された。そして結局，ブレトン・ウ
ッズでは， 米ド、ルを通貨単位とする方法が取られ
たのである (ibid.，Box 10， item 24 j)。

127) R. W. Oliver，。ρ.cit.， pp. 117-118. 

広範な融資権限と巨大な資金を備えた国際機関

だけが民間資本を大量に流出させることができ

るし，またその他の方法では調達できないよう

な資本の大部分を提供することができる， と考

えたのである。さらにまた，彼は4月草案では，

IBRDによる救済ローンに加えて， IBRD以外

の国際機関による緊急の救済ローンを贈与ベー

スで供与する必要性をも認めていたのである。

したがってホワイトの戦後復興問題にかんする

考え方は，救済問題が十分解決された後の復興

ローンは借款ベースで行ないうるというものに

他ならなかった128)。しかしながら， 1942年 7月

アンラの救済活動を「復旧J(Rehabi1itation) 

に限定するために「救済」に「復旧J(Rehabil-

itation) なる言葉が付加された。かくて， ア

ンラは解放置後の救済措置だけを国際協力によ

って処理する「協同事業」となることは必至で

あった1問。私見によれば，従来「復旧J(Reha-

bilitation)と「復興J(Reconstruction)とは

厳密に区別されてこなかったように思われる。

このため，アンラが「復興」を担当するかのよ

うな誤解を生じさせたのも事実である 130)。戦後

のアメリカの対外援助問題に精力的に取り組ん

でこられた松村一隆氏によれば， r復旧」とは原

料，補助材料その他耐久的でない生産手段，主

として労働対象を意味し，一応生産過程に投じ

られて一時的で、はあるが，生産を増大するもの

であるか，あるいは戦後の悲惨な状態から住民

を救済し，客観的には労働力を確保，強化して

復興過程の準備をするものである。他方 r復
興」とは，アメリカ民間資本輸出を中心とする

ローンによる長期かつ広範囲な工業再建を意味

するとされている 131)。こうして， IBRDから救

済機能が削減されることになるのは，当然であ

128) White Paρers， Box 8， Item 24 C. 
129) FR， 1942， Vol. 1， p. 118. 
130)たとえば， D. Acheson， op. cit.， p. 68.邦訳

(上)95頁，を参照されたL、。
131)松村一隆「戦後アメリカの対外援助， 1945-1947 

(l)J W紀要H愛知大学国際間題研究所)42，1967年，
6-7頁。 また，DAFR， Vol. VI， 1943-1944年，
pp. 258-259， 269も参照。
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った。またホワイトは，復興後の途上国の経済

開発問題を詳細に検討しなかった。ここから，

3月草案において「開発」という言葉が付加さ

れたにもかかわらず，ホワイトが復興問題に重

きをおいていたことは，一見して明らかである。

③ IBRDの国際収支調整機能

ホワイトは， ニューディールの方策の国際化

によって国際投資のリスク分担による民間投資

の促進と統制を目指した。それゆえ 4月草案

では， IBRDローンの条件として， (1)政府保証

と民間投資家との競争回避， (2)プロジェクトと

ローンの慎重な調査， (3)借入国の生活水準の向

上，仏)借入資金の生産的利用， (5)異なる償還期

間と低利， (6)債務不履行国へのローン拡大禁止，

(7)より寛大な返済条件の通貨安定ローンが掲けe

られたので、ある。みられるように， IBRDは，

民間資本の流れを促進し，世界中の高度な事業

活動に資すことによって，長期的な不均衡要因

を除去し，国際収支の均衡を実質的な仕方で回

復させるための適切な調整機構と考えられてい

たのである。その際，ホワイトがとくに重視し

たのは，政府保証とIBRDの民間投資家との競

合回避による民間ローンの開拓者としての役割

であった。

では，なぜ、ホワイトは IBRDの民間ローン

保証機能を強調しなくてはならなかったので、あ

ろうか。従来この点については，両大戦聞にお

ける合衆国の民間投資家たちの国際投資の失敗

という経験が，その理由として挙げられてき

た132)。もちろん， 1920年代から1930年代にかけ

ての債務不履行という事実が， IBRD に民間ロ

ーン保証機能を重視させるに至った重要な要因

には違いない。だがこの説明では， IBRDが自

ら投資を行なう代わりに民間投資を補完しか

っ民間ローンを保証する権限をなぜ、銀行の主た

る機能にするに至ったのかを明らかにするこ土

ができないのではあるまいか。周知のように，

IBRDは，戦後の民間投資の急激な低下を保障

132 )こうした見解の典型としては， R. W. Oliver， 0ρ. 
cit.， p. 129が挙げられよう。

するために復興・開発ローンを訴える必要があ

った。しかしながら， このような IBRDの機

能は恒常的なものではなしそれゆえにまた，

IBRD が民間資本に取って替わるものではな

いことを言明する必要があった。つまり，ニ

ューディーノレの「行き過ぎ」に対する自己規制

がここにあったのである。そのためホワイトは，

4月草案の中で長期金融援助の際には，銀行は

民間投資家との競争を慎重に回避すべき旨を執

搬に明記したので、ある 133)。さらにまた，ハロッ

ドによれば，ホワイトは，世界的な景気変動を

排除するための IBRDの投資は銀行を民間資

本の恒常的補填物とみなすことになり議会を脅

かすので，銀行案に載せるのは賢明で、はない，

と語ったといわれる 134)。

以上， IBRDの実施計画の成否を左右する三

つの基本的条件をみてきた。 IBRDはそもそ

も，各国，とくにアメリカが大量の金を放出し，

新産金を世界貨幣の準備金にのみ追加すること

によって，世界中の公的金準備を一元的に管理

しようとするものであった。しかしこれは同

時にまた，アメリカ連邦準備制度の通貨・信用

政策の主権の放棄を意味し，他方，債務国イギ

リスにとっても巨額の金預託は国際収支の悪化

をもたらすものでしかなかったので、ある。この

ため IBRDは，債権・債務ポジションに十分

配慮していないという批判を浴びるにとどまら

ず，その世界中央銀行機能を抹殺されて，単な

る国際投資保証機関に純化されていくのは，必

然であった。

3)ケインズの IBRD評価と「国際協力」

をめぐる英米交渉

世界の繁栄の基礎を確立すると同時に，事態

をイギリスにとって容易にすべき拡張主義原理

を闘い取ろうとする交渉者であったケインズ

は，前節で、述べた IBRD設立計画をどのよう

133) White Papers， Box 8， Item 24 c. 
134) R. F. Harrod， The Dollars， pp. 111-112.邦訳，

164頁。
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にみていたのであろうか。この点の解明は，ケ

インズの「国際協力」が拡張主義をめぐる英米

交渉においてどのように体現されたのか，換言

すれば，いかなる外交上の戦略を採ることを余

儀なくさせるに至ったのかという問題の検討に

重要な示唆を与えることになるだろう。すでに

みたように，イギリスの「自由・無差別・多角

主義」への参画は，アメリカの拡張主義の有無

によると言明されていた。これに対して，アメ

リカでは，拡張主義はイギリスの「自由・無差

別・多角主義」への参画のコミットメントを必

要条件とするとみなされていた。したがって，

英米交渉では， この両国の対立的矛盾をいかに

調整しで現実的妥協策を見い出すかが，根本問

題であったのである。そこで以下，先ず，ケイ

ンズの IBRD評価を考察し，次いで「国際協

力」が英米交渉の舞台を設定するに至った要因

を探る中で， 拡張主義をめぐる英米対立が IB

RD設立計画の討議を先に延ばし，通貨の安定

を第一義的に最初に話し合わせるに至った原因

を明らかにしたい。

英米交渉にかんするケインズの基本的立場

は， i国際協力」による世界経済の拡大均衡に

よって英国の輸出市場を確保しようというもの

であった135)。その際彼は，債権国の拡張主義を

拡大均衡の「最も有望な解決策」とみていたの

で， IBRDの拡張主義についても注目していた

ことは，疑問の余地がない。事実，彼は1942年

8月3日のサー・フレデリッグ・フィリップス

(Sir Frederick Phi1lips) 宛ての手紙の中

で， IBRD案の「知性の一般的態度」は有望か

っ開明的である， と述べていたのである。しか

し彼はまた， IBRD案の「現実的解決策」は

「ホワイトが金本位制の困難をいかに回避する

かをみていないし，また銀行貨幣とし、う有益な

概念についても全く忘れている J136)ので少しも

見込みがないとも指摘していた。従って同日の

サー・リヤード・ホプキンズ (SirRichard 

135) !MK， Vol. XXV， p. 153. 
136) Ibid.， p. 159. 

Hopkins)宛ての手紙の中で， IBRD案は「そ

こに示された一般的態度と指摘されたアプロー

チの方向以外には少しも刺激を受けるものはな

L 、J137) と言及したのである。けだし，ケインズ

にとっては， 50%の金準備にもとづく銀行券は

近代的銀行制度からの「退化」に他ならなかっ

たからである。

みられるように，ケインズの IBRD評価は，

銀行券と金の関係が「時代遅れ」であるという

点を除けば，総じて IBRDの国際投資および

外国貿易に対する統制と L、う態度は，基本的に

適切であるというものであった。これは， iハ

ルの原理」は観念的であるとするホワイトの「現

実的な原理」に対するケインズの現実主義の共

鳴を物語っていた， といえよう 138)。かくして，

ケインズは12月16日のフィリップス宛ての手紙

の中で，国際投資については債権国が国際収支

調整義務を負うべきであるとする立場からアメ

リカがイニシアティヴを取るべきであると指摘

すると同時に，彼にホワイトが IBRD案の世

界中央銀行機能を除く国際投資にかんする規定

の実現を図る方向での意志表示に同意するかど

うかを尋ねたのである 139)。

このようなわけで， ケインズは， IBRD の

銀行券発行と世界中央銀行機能は技術的に見込

みがないが，国際投資計画を国際討議にもち出

すことができる形にまで前進させることは有望

であるとして，アメリカが対外投資家としての

役目を引き受けることを欲したのである。それ

ゆえ， ケインズは， ホワイトによる IBRDの

国際投資計画実施の意志表示にとくに注目して

いたのであった。

すでにみたように，ケインズは，イギリスの

長期的な国際収支均衡を重視していたために，

債権固たるアメリカに国際収支調整責任を負わ

せ，かつ国際投資のイニシアティヴをとらせう

る再建策を提言していた。したがってケインズ

137) Ibid.， p. 158. 
138) Ibid.， pp. 161-167. 
139) Ibid.， p. 200. 
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が，英米交渉に臨むに当つての IBRD ~.こかん

する基本的立場として， (1)戦後予測されうる財

政赤字のゆえに，イギリスは国際投資機関には

巨額の金またはドルの拠出をすることができな

い， (2)国際的 TVAのような開発援助は米国

議会に脅威を与えることになるので避けるべき

である， (3) IBRDの銀行券発行計画はイギリ

スの金出資が困難なので留保せざるをえない，

と考えたで、あろうことは極めて自然なことであ

った。これはまた，本能としては拡張主義に賛

成でありながらも，イギリスの将来の資金難を

思って IBRD の大規模な拡張主義への衝動に

したがうことができなかった実践者としてのケ

インズの苦悩を端的に物語っていたともいえよ

う。ケインズが IBRDの拡張主義の後退ない

し縮小を容認せざるをえなかった根本理由は，

まさにこの点にあったので、ある。

以上， ケインズの IBRD評価と英米交渉に

臨む彼の基本戦略をみてきた。最後に， これま

での考察を総括する意をこめて，英米交渉にお

けるホワイトとケインズの立場の相違が，基金

と銀行の討議にどのような手続上の対立をもた

らしたのかを検討し，ホワイトがなぜ、銀行の討

議を基金の後回しにするという線で事態をうま

く収拾しようとしたのかを解明したい。

周知の通り，ホワイトの戦後再建計画の核心

は，債権国たる米国のドルを戦後通貨制度の基

軸にし，アメリカがその経済的影響力をあまね

く及ぼしうるように多角的通貨協定計画を押し

進めることにあった。このためホワイトは，長

期資本援助を必要としている債務国を多角的貿

易制度に編入すベく後進国に受け入れられるよ

うな国際投資銀行を案出しなければならなかっ

たので、ある。ホワイトが米州銀行案から継承し

た革新性はまさに，基金と銀行を一つの機関に

しないで別々の機関にしたことにあった。そし

て，銀行の加盟国たる地位に基金への加盟を条

件づけることによって基金の効率化を図ったの

である。かくして，ホワイトの戦後の「国際通

貨・金融協力」の基本戦略は，銀行計画の実施

を示唆しながら先ず第lに，基金による為替

相場の安定を取り決めることにあったのであ

る。英米交渉において，英国が先ず通貨安定討

議に参加することを公約しない限り，米国とし

ては国際投資計画をできるだけ遅らせようとし

たのは，まさにこの所以である 140)。

一方，通貨の過大評価を修正する権利と無差

別が認められうる保証手段を確保することこそ

が最優先課題であったケインズにあっては，す

でにホワイト・プランの能動的な厳格性と銀行

券発行の困難さは自覚するところであった。そ

れゆえに1"同盟案」の進歩的概略を米国側に

提示することによって，通貨計画前進の指導権

を握ると同時に， 1"同盟」の外から直接の復興

援助を求める機会をも掌握しようと企てたの

は，当然で、あったといえよう 141)。

こうしたことを背景に， 1942年9月10日に，

ホワイトとケインズの非公式の会談がもたれた

のであった。これまでの行論からある程度予測

しうるところであるが，銀行案は討議されなか

った。もっぱら「同盟案」が話し合われたので、

ある。けだし「同盟案」にはパンコール借越便

宜という受け入れ難い「無限責任」原理が含ま

れていたために，先ずこの問題に議論を限定し

ないと， ワシントンが「同盟案」を受諾するこ

とと引替えに， ロンドンは銀行案も受諾すると

いう妥協案を，ケインズが提出することを危倶

したためと思われる。もとより，ケインズの妥

協案は米国議会に受容されうる余地はなかっ

た。まして，彼の妥協案を議会に提出すれば，

140)米国側の金融問題の責任者となったノミールによれ
ば，米国議会は， 実業界と同様， ケインズ主義に
は厳しい留保権をもっていて， しかもケインズ案
よりも多大な債務を合衆国に課す銀行案を承認す
る見込みがないので， 英米交渉は妥協の方向に前
進すべく銀行にはほとんど言及しないで， 同盟案
と基金案の相違点に注意を集中することになった
のである (FR， 1942， Vol. 1， pp. 199， 222-225: 
J. M. B1um， UI， pp.236-237)。それゆえ，モー
ゲンソー長官は， 安定基金案が首尾よく取り決め
られるまでは長期投資政策の研究を遅らせようと
努めたので、ある (FR，1943， V 01. 1， p. 1083)。

141) A. V. Dormael， op. cit.， pp. 56-57. 
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ホワイトの基金案と銀行案はともに，アメリカ

の資金に対する無限の権利として抹殺されるこ

とは，!kを見るよりも明らかであった142)。かく

して，ホワイトは自分のプランを議会から守り，

かつ英米交渉を首尾よく進展させるために，先

ず，基金と銀行を一緒に討議することを避け，

次いで，議論をさしあたり基金だけに限定し，

そして基金の拠出主義によって国際流動性の供

給を制限する， という手続きを考え出したので

ある。要するに， 彼は， 国際通貨・金融面の

「自由・無差別・多角主義」へのイギリスの参

画の言質を取り付けた後でのみ r国際協力J

による拡張主義的圧力を取り決めようとしたの

である。換言すれば，彼は先ず，通貨安定の短

期操作を基金で，次いで通貨安定の長期操作を

銀行で取り扱うというように，別々の国際機関

を一緒に議論しないとL、う選択的戦略を採った

のであった。英米交渉から IBRD案が一時棚

上げされたと L、う事態は，以上のような文脈の

中で初めて正しく理解されよう。したがって，

基金の議論がある程度進展すれば，次に， IBR 

D の議論が不可避となるのは， 必至であった。

以上から分るように， IBRDは，大西洋憲章か

らブレトン・ウッズへの中断なき戦後再建計画

立案の中で， r国際協力」の焦点の一つであり

続けたので、ある。

結びにかえて一小括と展望一

戦後再編計画をめぐる英米対立は，相互援助

協定第7条による妥協への第一歩を契機として

調整されていった。その基本線は，米国が「国

際協力」を通貨の安定，国際貸付および国際投

資にまで拡張することによって，通商面の「自

由・無差別・多角主義」を達成しようとしたの

に対して，英国は質権国の復興援助，関税引下

げ，拡張主義的経済政策の採用に加えて，債務

142) R. F. Harrod， The Life of John Maynard 
Keynes， pp. 541-543.邦訳(下)，598-600頁。 FR，
1942， Vol. 1， pp. 222-224. 

国が国際収支不均衡を一時的例外的に調整する

保護手段を講じることを認める「国際協力」を

合衆国に求めるというものであった。換言すれ

ば，多角主義か双務主義かという二者択一的な

解決策を避けて， r国際協力」の理念を強調す

ることにあったので、ある。

しかしながら， このような「国際協力」の方

向は，まさにそれゆえに，固有の限界を具現さ

せずにはおかなかったので、ある。けだし，通商

面の「国際協力」は，たとえそれが通貨面の

「国際協力」によって補完されようとも債権国

の国際収支調整措置と債務国の差別を不必要に

する保証手段および国際収支を擁護するための

一時的例外的通商措置との対立を深め，かつ両

国内の新・旧産業の調整過程に伴なう労使関係

の対立を深めることによって経済的危機を招来

するために，両国の「経済調整」政策は政治問

題化せざるを得なくなるからであった。

ところで，米政府部内には，通商面か通貨面

かのいずれかに「国際協力」の優先権をつける

かをめぐって手続上の対立があったことは，す

で、に述べたところである。そして，以上のよう

な国務省と財務省の抗争は結局，次のような形

で折り合い，決着をみるに至ったので、あった。

すなわち，財務省は，英国を考慮して主要列強

との双務的な討議を訴えた国務省、の手続を容認

するとはいえ，国際会議の協議事項については，

通貨・金融問題に優先権を与えるという譲歩を

国務省から引き出すことに成功したのである。

こうして英米交渉においては，通貨・金融問題

における財務省の優位が認められることになっ

たので、ある。だが，これは楯の一面にすぎない。

このこと，つまりホワイトが多角的な「国際協

力」によってグローパルな通貨の安定に向かつ

て前進することができたという当然の事態の他

の一面は，英米交渉の指導権は国務省が握るこ

とになったということである。かくて，国際安

定基金と IBRDを携えて英米交渉に臨もうと

したホワイトは，当然，国務省の同意なしには，

L、かなる前進も望むべくもなかったので、ある。
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事実，ホワイトは省問委員会に自分の手足を縛

られ身動きがとれず，次第に省問委員会の討議

において明らかになってきた態度を取り入れざ

るを得なくなったので、ある。このようにみてく

れば，国務省と財務省の対立は，多角主義の実

現方途をめぐる対立に解消しえない重大な問題

を「国際協力」に伏在させることになったこと

は， いまや明白であろう。すなわち， r国際協

力」は「自由・無差別・多角主義」とは一時的

にしか調和しえないという限界を内在するに至

ったのである。この典型的な例証として，多角

的な「国際協力」方式たるブレトン・ウッズ協

定からの明白な逸脱を意味した1945年12月の米

英金融協定の締結を掲げることができょう。こ

れ以後の国際経済関係が， ブレトン・ウッズ機

構に替わって国務省主導の二国間援助を基軸に

展開されたことは，周知の通りである。かくて，

IBRD が戦後過渡期に復興機能を十分果たす

ことができず， しかもそれとは生成原理を異に

する双務主義的援助を並用せざるを得なかった

とL、ぅ矛盾は， まさに IBRDの生成過程に匹

胎していたといえよう。

では， このような方向での「国際協力」は果

して IBRDをめぐる各国の利害をいかに調停

することになったので、あろうか。 IBRDはどの

ような国際投資機関になるのが最善とみなされ

るに至ったのであろうか。英米交渉を経てブレ

トン・ウッズで採択された IBRD協定成立の

経緯については，いずれ機会を得て別稿に期し

たいと思うが， ここではさしあたり本稿の論点

とのかかわりで，いくつかの事実を指摘して若

干の展望を与えることにしたい。

第1。ブレトン・ウッズで採択された世銀協

定は，連合国および準連合国のいわば一種の妥

協の産物であったので，各国が受容しうるよう

な普遍的原理で漠然と取りまとめられたという

ことである。そのため IBRDが，復興と開発

のいずれに重きをおくかと L、う問題や戦災固に

通貨安定ローンを認めるか否かという銀行の具

体的運営については，理事会の裁量に委ねるべ

きとして，問題を後に残したのであった。世銀

を発足するために1946年3月ジョージア州サバ

ンナで開催された第 1回目の設立総会におい

て，英米が世銀の所在地をどこにするか，また

理事を常勤にするか否かと L、う問題をめぐ、って

ことごとく対立したのはまさにこのゆえであっ

たのである。そして，英国がいずれにおいても

敗北に帰したことは， r国際協力」が国家主義

に完全に取って替わることが困難であるという

ことを白から示したものとして注目されよう。

第2。ケインズがサノミンナ会議でブレトン・

ウッズの双生児の名前は逆にすべきであったと

述べたこととも関連するが， IBRDの資本額と

機能が大幅に縮小し，投資保証基金に変容せざ

るを得なくなったことである。英国は将来の国

際収支難を思って，多額の準備金とりわけ金出

資には否定的であった。また米国においても，

IBRDの民間投資家との競合を避け，銀行の民

間投資保証機能を重視する傾向があったので，

銀行の当初出資額を20%(2%は金またはわレ，

18%は自国通貨)に制限し，残りの80%を保証

基金にすることで容易に妥協することができ

たので、あった。

第30 IBRDの最も野心的な構想、であった銀

行券を発行する権限を銀行に付与する規定は，

1943年8月2日付の草案において削減されたた

めに，銀行の貸付能力も大幅に縮小することは

必至だった。かくて， IBRDは資金拡大を債券

の発行・売却か増資かのいずれかの方法による

他なくなったので、ある。これが現在まで世銀の

援助活動の足かせとなっていることは，いうま

でもあるまい。

第40IBRDの非政治主義は，ケインズ同盟

案の政治活動禁止，内政不干渉規定の影響を受

けて，イギリスとソ連に受入れ易くするために，

1942年12月の草案に盛り込まれたということで

ある。しかしながら，世銀協定には非干渉主義

や中立主義と抵触すると思われる経済的配慮の

原則にもとづく調達資金貸付の拒否権条項が含

まれることになった O このため世銀の援助には
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政治性の問題が常に付随してきたことは，周知

の通りである。

みられるように， IBRDは革新的原理を切り

捨てる形で生き延びることに成功したが，まさ

にそれゆえにこそ，固有の矛盾を宿すことにな

ったのである。 IBRDは果して将来に向かつて

現実に機能Lうるに足る「国際協力」機関とな

りうるのであろうか。この問題の吟味を含む以

上の詳しい経緯を検討することは，次稿の課題

としたい。




