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経済学研究 35-3
北海道大学 1986. 1 

戦後国際経済関係再編成と「国際協力」

一一戦後国際経済関係再編成の基本論理 (2)一一ー

佐々木 隆 生

1. 問題の所在

第2次大戦の直接的起源、を， I生 活 圏Jの類

の経済的事情に求めるのは， A.]. P.テイラー

の言う如く，誤りであるかも知れなし，1)。だが，

次のように言うことは，少くとも許されるであ

ろう。即ち，大戦は，それ迄の勢力配置の変更

を不可避とするが故に， Iブロック経済」や「広

域経済」の支配を特徴とした1930年代の国際経

済関係を，戦後に再編成する課題を生み出した，

と。そしてまた，戦後国際経済関係再編成構想

の呈示は，枢軸国と連合国とを間わず，自己の

戦争の正統性証明をもなしていた， と。

構想を最も早く呈示したのは， ドイツであっ

た。ダンケルク撤退直後の1940年7月，経済相

W.フンクは，ナチス指導下の「広域経済」を

拡大しその内にヨーロッパを統合する「ヨー

ロッパ経済新秩序」構想を発表したのであっ

た。このような構想は，直ちに枢軸国の共通の

構想に転化した。同じ 7月に発足した日本の第

2次近衛内閣は， フンクの構想に呼応するかの

ように，白木の指導下にアジアを「広域経済圏」

として統合する「大東亜共栄圏」構想を明らか

にしたのである。これに対して，連合国側の再

編成構想の呈示は，かなり遅れて行なわれた。

1) A. J. P. Taylor， The Origins 01 the Second 
World Wdr， Penguin Books， 1964 (First 
published by Hamish Hamilton 1967)， pp. 
137-140. 

1941年8月の大西洋憲章第4項及び第 5項，そ

して1942年 2月の米英相互援助協定第 7条が，

はじめてフンクの「新秩序」に対抗するそれを

明らかにしたのtである。

当初米英両国の手によって形成され，後に連

合国全体のものとなったこの再編成構想は，

「広域経済」を否定しグローパルにして普遍的

な国際経済関係の創立を語いあげるものであっ

たが，二つの理念的原理を土台としていた。そ

の第ーはアメリカ合衆国，特に国務長官 C ハ

ルの主張した「自由・無差別・多角主義」であ

り，第二は，英国，特に大蔵省顧問 J.M.ケイ

ンズによって提唱された「完全雇用のための国

際協力」であったの。この二つの理念的原理

は， ともに「広域経済」を解体せんとするもの

であり，直接にフンクの「新秩序」を批判する

ものではあったが，容易に調和しうるものとは

決して言い難いものでもあった。大西洋憲章成

立の時点を振りかえるならば，この二つの原理

は，米英両国の妥協によって，憲章に単に併記

されたに過ぎないものでさえあったのである。

この二つの原理が，如何なる現実性と観念性

を有し，相互に如何なる関連を有しうるのか，

という点については，前稿「戦後国際経済関係

再編成の構想と原理」で明らかにしたところで

2)大西洋憲章の経済条項並びに米英相互援助協定第
7条の成立過程と内容については，前稿「戦後国
際経済関係再編成の構想と原理一戦後国際経済関
係再編成の基本論理 1.J(北海道大学経済学部『経
済学研究』第30巻第2号， 1980年)を参照された
い。本稿は，その続編である。
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あるが3〉， あらためて要約すれば，以下の如く

言いうるであろう。先ず「ハルの原理Jとも言

うべき「自由・無差別・多角主義」は， 1930年

代の「保護・差別・双務主義」的諸政策へのア

ンチ・テーゼとはなりえても，大恐慌以来不可

逆の経済政策として，合衆国を含む列強が「完

全雇用J或いは「社会保障」のために資本の再

配分や所得の再分配を実践するに至ったこと，

並びに，そのような政策に対応する国際経済関

係としては最早「自由放任」を採りえなくなっ

たこと，を看過しており，更にまたアメリカの

産業的，金融的支配力に相応しい原理ではあり

えても，それだけに爾余の世界の産業的，金融

的利益とは対立する原理であった。他方， rケ
インズの原理」と言うべき「国際協力」は， r完
全雇用」のための拡張主義的経済政策の結果と

して生ずる貨幣的対外不均衡の是正を，債権国

や産業的強国による国際的な資本の再配分と所

得の再分配によって果さんとするものであり，

それ故に「ハルの原理」の観念性を補うもので

あったが，果して「国際協力」が「自由・無差

別・多角主義Jと両立しうるか否かについては

明確な展望を欠き，更に，アメリカ合衆国の無

償奉仕を求めるものであったが故に，合衆国の

利益との対立をあらかじめ内包するものであっ

た。

では， このように不協和音を内に秘めた連合

国の再編成構想は，如何に実践に移され，如何

に現実のものとなり， したがってまた，如何な

る独自の特質を備える国際経済関係が戦後世界

に生み出されたのであろうか。小論では，前稿

から自ずと導かれるであろう，このような問題

を， rケインズの原理Jである「国際協力」の実

践過程に即して，検討することにしたい。

2. 合衆国の「国際協力」への接近

大西洋憲章の経済条項と米英相互援助協定第

7条に謡われた戦後国際経済関係再編成構想を

3)前掲拙稿， 91-113頁を参照されたし、。

現実のものとする努力は，或る意味では構想成

立過程とともに始まったと言いうるであろう。

1941年から翌年にかけて，米英両国は夫々独自

に，戦後の国際経済関係の枠組をなす国際金融

や国際通商に関する制度の検討に着手し，米英

両国を中心とした戦後再編成の実践に備えたの

である。こうして，戦後再編成構想を現実にす

る試みは，構想を確立した米英両国によって端

緒についた。

このような経過は，米英両国が共通の一つの

再編成計画を生み出すことを促さざるをえなか

った。そして，イタリア降伏直後の1943年秋，

両国の代表はワシントンに集まり，戦後再編成

計画策定のための公式の会談を行ったのであ

る。イギリスは， この会談に，国務大臣R.ロ

ウ(Law，Richard)を団長とし，ケインズ(国

際金融問題を主に担当)， J. ミード (Meade，

James E.当時戦時内閣経済局のスタップ，会

談では国際通商問題を主に担当)を含む代表を

送り，主に財務省、を中心とする米側代表と国際

金融問題について，国務省を中心とする米側代

表と国際通商問題について，意見の一致を求め

る討議を行ったので、あった。戦後の国際経済関

係の枠組を定めた諸制度は，ほとんど，このワ

シントン会談から流れ出てたと言ってよいであ

ろう。ワシントン会談の直接の結果として，

1944年4月には「国際通貨基金設立に関する専

門家共同声明(JointStatement by Experts 

on the Establishment of an International 

Monetary Fund) Jが発表されて同年 7月のブ

レトン・ウッズ協定 (BrettonW oods Ag 

reements)生誕が用意され，更にまた， この

会談の延長線上に1947年10月関税及び貿易に関

する一般協定 (GeneralAgreement on Ta-

riffs and Trade)が， また1948年国際貿易機

構憲章 (Charterfor International Trade 

Organization) が生み出されたのである。

では， この米英会談において，戦後国際経済

関係再編成構想の二つの原理は，如何に取扱わ

れたのであろうか。 1941年には単に併記された
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に過ぎないとさえ言える二つの原理を統合し，

一つの再編成計画を揮めあげうるか否かは，あ

げて合衆国が「国際協力」を自己のものとする

か否かにかかっていた， と言えよう。けだし合

衆国の求める「自由・無差別・多角主義」は，

拡張主義政策を前提とする国際経済関係の確立

を英国や他の債務国に保証することによっての

み，始めて実現しうるものであったからに他な

らない。合衆国が無償奉仕をもって債務国の対

外不均衡を処理しない限り，英国は，地域的な

「国際協力」の体系を帝国諸領域とヨーロッパ

に創出する以外には，国内の「完全雇用」や「社

会保障」を実現する途は無かったので、ある。そ

のことは， 1940年12月に， フンクの「新秩序」

に対抗する戦後再編成構想を検討していたケイ

ンズの一回状の中で端的に指示されていた。ケ

インズは， やがて翌年 5月に外相 A. イーデ

ン (Eden，Anthony)がほぼその主旨を生かし

て演説することになる当の回状の中で，フンク

の構想は政治的には否定されるべきーであるが，

経済的には， 1自由放任」が過去のものとなっ

た現実を直視している， として評価し，イギリ

スの進む途は， フンクの線をより誠実により良

く実践することであり，反対物としての「自由

放任」に無いことを明らかにしていたのであ

る4)。大西洋憲章発表当時， 1自由・無差別・

多角主義」のみを評価し， 1国際協力」を無視し

ていた合衆国当局が，その態度を変更する以外

に，少なくとも両国が一つの果実を生み出す可

能性ほ存在しなかったのである。

戦後再編成構想の具体化並びに実践の前に横

たわるこのような障壁は， しかしながら，確実

に除去されていった。合衆国当局の中で戦後再

編成構想の具体化に取組んだ人々が， 1ケイン

ズの原理」を自らの政策の原理とするに至った

のである。この合衆国に生じた変化を，戦争初

4) J. M. Keynes， Proposals to Counter the 
German ‘New Order'， The Collected Wr-
itings 01 John Maynard Keynes， Vol. XXV， 
1980 (Keynes circulated the proposals on 
Decemb巴r1， 1940)， pp. 7-16. 

期には商務次官補として，後には国務次官補及

び国務次官として，一貫して戦後再編成構想の

具体化と再編成の実践に従事した W.L. グレ

イトン (Clayton，William L.)の言動の軌跡

に象徴させて物語るのは，決して法外ではない

であろう。

クレイトンは，大戦迄は合衆国有数の棉花商

会の創業経営者であり，ハルと同様の強聞な南

部自由貿易主義者であった。彼が，国務省に入

る迄に抱いていた考えは，ほとんど大西洋会談

時のハルのそれと一致していた。例えば， 1943 

年10月，ちょうどワシントン会談が終った直後

においてすら，彼はー演説において，大西洋憲

章の第四項 (1自由・無差別・多角主義J) のみ

を評価し，それこそが第五項 (1国際協力J) の

目的とする労働基準の向上，経済的発展，社会

保障をもたらすものである， と述べていたので、

あるわ。「国際協力」がはじめて債務国の縮小

均衡的対外政策を不必要にし，その結果として

のみ「自由・無差別・多角主義」が実現しう

る， とL、う論理とは全く逆の思考が， クレイト

ンの信念を支えていたので、ある。だが， クレイ

トンのこの思考の枠組は， 1944年経済担当国務

次官補となり， D.アチソン (Acheson，Dean) 

等と戦後再編成に従事して以来，大きく変化し

ていった。無論，彼の自由貿易主義に対する信

念は変わるものではなかったが，短期的な不均

衡解決のためには，合衆国は積極的に対外金融

支援をなすべきであり，それによってはじめて

長期的目標である「自由・無差別・多角主義」

が実現しうる， とする見地，即ち1943年10月の

演説とは全く別個の見地に立つに至るのであ

る。「多分， より長期的に重要なことは， この

信用供与によって，イギリスが我々の『世界貿

易及び雇用の拡大のための提案 (Proposals

for the Expansion of World Trade and 

5) W. L. Clayton， A Speech on Wor1d Trade， 
Selected Papers 01野TillClayton edited by 
F. J. Dobney. 1971 (This Speech was deliv-
er巴don October 25， 1943)， p. 75. 
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Employment) ~の支持に，会衆菌と

調し，参加しうるようになる，ということであ

るJs) とは， 1945年12月米英金融鵠定にあたっ

てグレイトンの述べたぎ撲である。最早，ここ

には1943年10月の時点の思考の痕跡は箆あまこら

ないと営うべきであろう。そして事実，後にみ

るように， グレイトンはアチソシ等とともに，

戦後過渡期にあっては，合衆頴当局中最も

的な対英，対欧金議支援の主唱者としてき

したのである。

グレイトンの思考の変化に象徴される合衆霞

の慈愛変更は，幾つかの要閣によって生じたと

思われる。先ず，合衆闘の「告白・無差別・多

角主義j実現の望みの前に立ちはだかっ

が，合衆国の態度変更をもたらす客観的基礎を

なしたことは，関らかであろう。そうした現実

こそが，後から振りかえって「鴎際協

力jの端緒とさえ規定される如き，武器紫与や

連合国救済:復;日機関 (UnitedNations Relief 

and Rehabilitation Administration -ー繍略

称 UNRRA)の援助を，合衆国が「間諜協力j

る以前に，策現せしめたのであ

このような事情にiどして指摘しなけ

ればならないのは，合衆霞当局の内部にケイン

ズ的思考が，芽生え成長していたことであろ

う。それは，決して単線的にも麟的にも生じは

しなかったが，篠実に生じていたのである。第

ーに，モーゲンソ…の率いる財務省、が，ニュ

ー・ディー/レ鶏からケインズ的懇考を備え， ロ

ズヴェルト政権に影饗を与えたことが指擁さ

れなければなるま L、。モ…ゲンソー自身がエ品

一・ディーノレ的拡張主義の共鳴者であり，その

配下にあって戦後闘際金融制度再編成計闘の立

案を委ねられた H.D‘ホワイト (White，Ha-

rry D.)はケインズの信奉者であった730

6) Clayton， Remarks mad邑 ata press confer縛

ence on December 6， 1945， Detart鰐 ent01 
State Bulletin， Dξcemb日r9， 1945， pp.号12-913.

7) R. F.区高rrod，The Lile 01 Joh匁 Maynaγd
Keynes， 1951， pp.537-540. R. N. Gardner， 
Sterling-Dollar Diplomacy in Current Per. 

モーレイ的な田家的自給告足からローズヴ

ェノレト主主権が離れた後，髄線経済関係をケイン

ズ的な「国際協力j の線にそって変革しようと

することは，論理的には自然マあった Q しかも，

ローズグ品ノレトは，戦後再緩成計繭の策定につ

いては，関際金融需惑を財務省、の管轄としたの

である。この結果，罷際金融樗惑については，

大間洋をはさむ両岸で「障轄協力jの支持者が，

再磁成構想の具体化の途をさぐることになっ

た。口…ズヴェルト政権の戦後手等援成に対する

態度変東が，ここから生じたことは疑いえなL、。

第二に，上に優るとも劣らない意識を有する

こととして，ハノレ岳Jきが率いた国務省のJ:tに生

じた動きにも控筒する必饗が議うろう。G.ボール

CBal1， George)によれば，当時国務翁の若手

宮援はケインズの f講和の経済的帰結』を最も

よく学んで、いたし8う また国務省が戦後再繍成

計画を検討するにあたってブνインとし

議題協議会 (Councilon Foreign Relation) 

は，ケインズ学徒である A.ハンセン (Ha-

nsen， Alvin) や J. ヴァイナー (Viner，

Jacob) の助力を持て， ケインズ的な

カj の線に治った計腐な提唱していたのであ

る9)。そして，おそらくは経済的悶際主義と

府 とを同一捜していた国務省高官す

らが， 自らの患懇にケインズ的な間ものかを加

えたのであった。米英相互援助協定をめぐる交

渉に思務次官補と Lて参加したプチソンは，

衆関当局が交渉の過程において既に「拡張する

というケインズ的思想を受容しつ 7あっ

たJ10
) と思想し℃いるのである。

それ放， ローズヴェノレト政権は， 1934年の互

開通商協定法にみられる保護さ主義から自

spective， 1980 (N悲W 記xpandededition with 
主宰visedintroduction-First editi∞，1956) pp. 
71-77を参照されたい。

8) G. Ball， The Past Has Another Pattern-
Me事館oirs，1982， p. 33. 

9) L. }五 Shoup& W. 主主inter，Imperial B叩 in
Trust， 1977， pp. 117-176.参照。

10) D. Acheson， Present at the Creation， 1969艦

p.59. 
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主義への転換に次ぐ，大きな対外経済政策ーとの

転換を戦時中に準備していた， と結論しうるで、

あろう。人は， しばしば1934年に自を奪われ，

「自治 e無差別・多角主義jの登場が，プメヲ

カの経務的議立主義から経済的患際主義への転

換な決定したと理解しがちであるが，それは事

態のー蕗の強調に帰するのである。もっとも，

経済的関際主義にケインズ的な思想を加えたこ

とは，後にみるケインズ的思議!の環実化に不可

避の鰭事情によ令て，余りよく見えないのでは

あるが。

合衆国当揚が F富強協力Jtこ対する無視か

その態度を変更したことは， しかしなが

西洋議議に内在した諸矛震を除去するものでは

なかった。前議の米議で指擁した諸問題は，依

然残らざるをえないのである川。あらためてそ

のことを確認すれば， こうである問。第々こ，

f国際協力jは賓権関にして

して無償奉仕を強いるが故に，能うかぎり少な

い奉仕さと望み，能うかぎり支援対象閣の政策に

発主主権を確保せんとする金融紘産業的強国，部

ち7メリカ合衆愚と，能うかぎり多くの奉仕合

能うかぜり主権を確保せんとナる

とが対立することは，不可避のことであった。

しかも， I間擦協力jが意味する資本の国際的

再詑分なり所得の医霊祭鵠蒋配分は，市場が示す

資本主義的合理性の枠外にあるが放に，そのよ

うな対立な収める自黙な基準は存をしないので

ある。故に，合衆霞が透際協力Jを自己の政

策としたとしても， I隣擦協力j の形態と内容

をめぐる合衆国之輔余世界の対立が，戦後再編

成機j壊の具体化とその実践の前に存在したので

ある。

第二に，合衆留が「関際協力jの無視か

容へと態度を変えたとしても，それは「路出・

無差別・多角主義Jの放棄を伴うものではなか

11)前掲拙稿， 107-113頁。
12)以下の考察は，前掲強織の考察と， 幾か異なるぷ

があるが， これは官官議に女守する
でいる。

ったο グレイトンの言動にみる還り r国際協

を通じて f自由・然慈別・多角主義j

現ずる， というのが合衆国の基本態度に他なら

なかった。で、は，二つの原理は果して調和しう

るものであろうか。「ハノレの際理j は本来の意

味では「自由放住Jt，こ他ならず， ケインズの拡

の経済的パタ…ナりズムとは異糞の

ものに他ならなし、。この二つの濠涯を，長期的

処方築と鍛期的処方壌として区分し，その調和

が可能とするのは，ベダンディ γ クな気やすめ

に近いと言わねばならないであろう向。「国際

議カjによって，権力的に獲得された均衡は，

政典派的均衡とはあく支でも異なるので、あり，

拡張主義によってもたらされた均衡達成の途端

に干渉役排除することは，干渉が必然釣に生む

制度の非弾力性ぜな別としても，困難に相違ない

のである。こつの原理を，経済の賓と設の両面

に対応するものとして，調和的tこ潔解するのも，

間じ類の気やすめでしかありえないB)。資本記

分や所得分麗に市場の外から謡カを及ぼした

持， よしんぼそうした諸カが紫幣信なものに過

ぎないとしても，議カが産業構造や緊義援造に

中立的であることは現実には存在しないのであ

るO まして， 自由貿易

に産業構造の低位転換を強いるとすれば，

聞がこれに為替政策の如き紫幣的対抗策のみを

もってあたるとするのは，非現実的な摺定なの

である 15)0 I閤際協力」が，債務閣の対外不均衡

13)この点寸?は， 筆者はケインズの The General 
Theory 01 Em.ρloy例 ent， In多認雲tω6ωrestand Mo側9鋭似1似的仰忍のりY.
1936， Chap士宮r24， Concluding Notes on the 
Sodal Phi1osophy toward which th記 G悲neral
Theory might 1告訴の見地に批判的である。と
はいえ， そこから践ちにケインズを短期の金融問
題震に額斜していたとするものではない。その点は
前掲拙稿110-111頁を委参照されたい。

14)ケインズと古典派の思考をこのように二分するに
ついては， Ragnar Nurkse， Domestic 器nd
Intern絞めnalEquilibrium， The New Econo. 
mics edited by S. E. Harris， 1947， pp. 264-
292.会参照されたい。

15)とのこと自体はケインズ段」きも認識していた。
幻te.Colleaed Writings of John .Maynard 
[(eynes Vol. XXVI の議鶴政策に燃する諸論述
は，そのことを示している。
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を処潔した場合，その側面にかぎって

自由貿易に近づきうることは明らかであるとし

ても，普灘的にわ、ノレの原理」が現実を支記す

るとは言い難かったのである。

では，合衆閣が恋j匂した f爵際協力Jの線上

で，上の問題は如持に処理されたのであろう

カミ。

3. ブレトン・ウッズ協定の論理

1943年のワシントン会談抗先ず関際金融面

での米英の妥協を生み出したのは，或る

自然なことであった。ケインズの n雪諜協力J

が，貨幣的，総量的な対外均衡を名詞において

させるための処方壌であり，本来的?こ爵諜

金融政策にかかわるものであったことな懇起す

れば，米英高爵がともに「欝欝鵠カj

時，菌数i麗商などに比して，関際金融について

の妥協は，はるかに容易であったと言えよう O

しかも，合衆糠にあって間際金議簡マの計睡立

たのは，ケインズ学徒であるホワイト

であり，英国にあってそれを行ったのはケイン

ズその人であった。

事実， 1941年か されてし

金議制度の再編成計画案は，いずれもケインズ

的な枠組を有ずるものに他ならなかった。ホワ

イトによって作成された針路i(ホワイト・プラ

ン〉比「連合閣安定基金 (Unitedand Asso-

ciated Nations Stabi1ization Fund) Jをどもっ

て鎧撰的に生ずる各闘の対外支払準備の逼過に

対処し「連合悶復興欝発銀行 (Bankfor Re-

con器tructionand Development of the Uni-

ted and Associated Nation心jをもって戦後

過護甥や開発に必擦な資本を再配分せんとする

ものであり，他方ケインズ・プランとして知ら

れる「国験清算同盟 (InternationalClearing 

Union)J tま， 拡張主義的正力を世界経済に加

える義務を債権鵠に課し，債務国の対外不均衡

自動的諮用供与によって解決性んと

ずるものであったのである。 ともに，ぞれ

が1943年の等学に発表された時は，

うものになってはいたが16) それでも n遊

撃芸協力j の思考の枠組を備えていることは務ら

かであった。

だが，この様な もかかわらず，

は，前章で示した二つの標題領域で対立関採に

るったのである or基金Jと「同盟jの相違をこ

の視点からみることにしよう l九第二に r霞
際協力jの形態と内容は，縛寮で相当に議って

いた。即ち，ホワイト・プランでは， (1) rこの

数量的議呉は事実上質的差異に議していたJ18)

とR.F.ハ'""7ド (Harrod.Roy F.)に言わし

めるほど「基金jの信用供与量はケインズの

「肉親Jに比して制約されており， r希少通貨条

項jが指示する の枠外で、の「国際協力j

は合衆摘の裁量の下に置かれることになってお

り193，ωf基金j の灘営に多大の影響を与える

出資説当額札合衆閣の灘当額が相対的に大と

なるよう規定怒れ叫， (のその上で「基金jは積

務認過闘に能動釣に干渉しうる権限を付与され

ていたが，これに対してケインズ・プランでは，

(1) r再現jの信用供与量は略々 260寵ドルと

「基金」の 5倍以上になるように設定され23L

しかもその供与は「問盟j と当該簡の聞の自撃を

的僚懇をもってなされるが放に，不均衡諜整義

16) G思rdner，01弘cit.，Chapter V， VII， Harrod， 

oふ cit.，Chapter XIII，を参照1されたし、。
17)湾案の訴しい比較研究については，撫江蒸主義 f綴

際通貨議会の研究Jl，務波蕎広， 1962年を参照、さ
れたいままこ「銀行Jについての研究は未だ線
終についたばかりであるが， R. W. Oliv♀r， ln-
ternational Econo間 icCo-operation and the 
World Bank， 1975， iJ~詳しL、。

18) Harrod， Ojう.cit.， p. 549. 

19)ホワイトの基金は50億ドんに設恕されていた。周

知の如くブレトン・ウッズ協定では， これは修工と
され88低ドノレとなった。

20)ホワイト・ヅランでは割当額は，金・外貨準備，悶

際収支・密民所得の規模を基準としておや， ケイ
ンズ・プランで、~ì，割当霊童は〈割当の意味は符案

で災絞るが)国際焚易実緩を怒鳴長としていた。
21) J. Robinson， The International Currency 

Proposals， The Economic Journal， June-Sep-
t呈mber，1943， p. 165を参療のこと。
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務は債権国に一方的に負わされることになって

おり， (2)信用授受の基準としての割当額は，イ

ギリスが相対的に大になる尺度をもって設定さ

れるとともに，イギリスには合衆国と並ぶ特別

の地位が与えられるよう考慮され， (3)加えて，

債務国に対する「同盟」の権限は，受動的であ

るように規定されていたのである。換言すれ

ば， I国際協力」の量と主導権について，ホワイ

トは債権国，特に合衆国に有利になるように，

ケインズは債務国，特にイギリスに有利になる

ように計画を作成していたのである。

第三の問題領域でも，両案の相違は明らかで

あった。ホワイト・プランでは， (1)為替取引は

基本的に自由市場をもってなされることが前提

され， (2)加盟国の通貨の交換性確保が必要とさ

れ， (3)加えて為替相場及び平価の伸縮性には制

限が課せられていたのに対し，ケインズ・プラ

ンでは， (1)為替管理による為替の集中が前提さ

れるとともに， (2) I同盟」を通ずる取引は，通

貨の交換性とは無縁に実施されるよう工夫さ

れ， (3)更に，為替平価は貸借に応じて継起的か

っ自動的に変更可能とされていたのである。ホ

ワイト・プランは，その意味では金本位に近く，

ケインズ・プランはフンクの「新秩序」に近か

ったのであった。

この両案の内，ホワイト・プランを土台とし

て，ブレトン・ウッズ協定が生れたことは周知

の通りであろう。イギリスとしては，合衆国が

「国際協力」に踏み出した以上，その優位を承

認せざるをえなかったのである。それ故，ブレ

トン・ウッズ協定は， I国際協力」を国際金融

面で実践する点については，ケインズの思考に

沿いながらも，具体的な実践についてはアメリ

カの指導権を承認し，かつまた「国際協力」を

通じて「自由・無差別・多角主義」を実現する

という合衆国の方針を承認するものとなったの

である。

ワシントン会談は， このような方法で大西洋

憲章の描いた構想を，制度として具体化するに

至った。だが，これで，凡ての回答が出された

わけではなかった。第一に，ブレトン・ウッズ

協定は，ケインズ的な「国際協力」の定義から

しても， 極めて狭い範囲においてのみ I国際

協力」の実践を約したに過ぎなかった。即ち，

ケインズが『繁栄への道』以来追求した(1)各国

の同時的な「完全雇用」政策の実践， (2)中心国

の積極的な需要喚起政策の採用， (3)債権国から

債務国への資本移動，仏)債務国の対外支払準備

を強化する国際金融制度の設立叫， という諸政

策の内23) プレトン・ウッズは最後から二つの

ものに不充分な実践を約束したにとどまったの

である。「国際通貨基金 (InternationalMo-

netary Fund -IMF) Jとケインズの「清算同

盟」の信用供与量の差は余りに大きく， I国際復

興開発銀行 (InternationalBank for Recon司

struction and Development -IBRD) Jの提

供する長期資本供給量は，そうした差額すら埋

めるものではなかったからである判。では， こ

の大なる空白は如何にして埋められるのであろ

うか。それを埋めることの可能な国は， もとよ

り合衆国をおいて他に存在しないのであるが，

合衆国は，それを如何なる仕方で，如何なる場

合に，如何なる程度でなすのであろうか。答え

は，未だ白紙の状態にあった。第二に，国際金

融面における新制度は，国際通商面での再編成

と，未だ如何なる関連をも明らかにしえてはい

なかった。 IMFは，通貨の交換性の面から自

由貿易に力を与えてはいたが，高率関税，特恵、

制，輸入割当，輸出補助金，国家貿易等には，

何のかかわりももたなかったのである。しか

も国際通商面の交渉は，ワシントン会談の後，

22) Keynes， The Means to Prosρeriり， 1933， pp. 
23-28を参照されたい。なお， このような定式化
は筆者によるものである。

23)以上の四項の内，前二項は，商品サーピス収支レ
ベノレでの，第3項は， 基礎収支レベルでの均衡化
を図るものであり，第4項は，基礎収支の不均衡
によって生じる不均衡あるいは， 短期資本収支を
これに加えても生じる不均衡に対処するものであ
る。

24) IBRDは，当初最大授信量を80億ドル強としてい
た。



32 (398) 経済学研究 35-3 

戦時中は中断状態に陥っていたのであった。ブ

レトン・ウッズ協定の成立は，それ自体では，

「ブレトン・ウッズ体制」と呼びうるものをほ

とんど生み出してはいなかったので、ある。

4. 戦後過渡期の「国際協力」

戦後国際経済関係再編成構想の具体化に携わ

った人々が待つ「戦後」が訪れた時，彼等が直

面したのは， ブレトン・ウッズ協定ではほとん

ど有効な処方筆を出しえない戦後過渡期の問題

であった。直接戦費をとっても第 1次大戦の数

倍に及ぶ戦時経済の圧力と戦争による生産及び

流通体系の破壊は，インフレ的財政と生産力の

低下，そして貿易収支の悪化と対外支払準備の

不足を， ヨーロッパと極東にもたらしていた。

状況を変えて，均衡した平時生産を実現する上

では，圏内経済政策とともに国際的措置が不可

欠であった。ヨーロッパ諸国について言えば，

本来もっところの貿易依存度の高さと戦争の諸

結集，輸入の拡大が不可避とされ， これを抑制

するとすれば，政治的，社会的危機が生ずるこ

とは，明らかであった。解決は，戦勝国合衆国

から来なければならなかった。けだし， ヴェル

サイユ講和が課したような賠償金は，第2次大

戦後には期し難かったのである。

厳密に言えば，そのような国際的措置，即ち

償務国への金融的支援は，大西洋憲章以来追求

されてきた「国際協力」とは，別個のものに他

ならなかった。何となれば， ケインズ的「国際

協力」の前提が， I完全雇用」であり有効需要

の拡大であったのに対して，戦後過渡期の経済

政策は，むしろ逆に，財政の均衡化，生産の拡

大を目標とするものであったからである。当

然，過渡期における対外不均衡問題について，

ケインズ的「国際協力」の半ばは無力であっ

た。けだし各国が同時的に，或いはまた中心

国が，積極的に拡張主義的政策を採ることは，

過渡期の政策目標に反していたので、ある。有効

な金融的支援は， ヨーロッパの経常的対外支払

を補うに足る資本移動，或いは贈与，そじて対

外支払準備の積み増しに他ならなかった。

とはいえ， こうした金融的支援は， I国際協

力」の思想の延長上で，はじめて実現しうるも

のに他ならなかった。この時期における民間資

本移動は， ヨーロッパの経済的荒廃と為替管理

によって制約を受けており，世界経済の拡大均

衡のために資本の再配分と所得の再分配を市場

の外で実現する， という思想がなければ，債務

国の対外不均衡を解消することは実現しえなか

ったのである。因みに，合衆国からの民間資本

純流出額は， 1940年代後半には一度として年間

10億ドルに達することは無く，年平均70億ドル

を越える合衆国の商品及びサービス収支余剰に

比して，余りに少ないものであった2>)。更にま

た， もし過渡期に「国際協力」が行われないと

すれば， I自由・無差別・多角主義」が遠い理想

になる可能性が存在したことにも注目しなけれ

ばなるまい。事実，戦後直ちに現象したヨーロ

ッパ諸国の閏際経済関係は，双務的支払協定と

厳重な為替管理及び貿易統制を特徴とするもの

に他ならなかったのである。しかも，過渡期は，

予想外に長引し、たのである。これはケインズの

反循環的で短期的な「国際協力」では解決しえ

ない長期の構造的不均衡に，資本主義が直面し

ていることを意味した。このことは，長期の構

造的均衡を前提する「自由・無差別・多角主

義」のために，長期の構造的不均衡に対処する

「国際協力」が必要であることを指示すると言

えよう。戦後過渡期の「国際協力」無くば， I自

由・無差別・多角主義」は期待し難かったので

ある。

純経済的に言えば，過渡期の「国際協力」が，

反循環的な「国際協力」より困難で、あることは

明白であった。だが，にもかかわらず，過渡期

の「国際協力」が行われたのは明白であろう。

戦前の工業水準にヨーロッパが復帰する1950年

に先立つ期間に，合衆国は， 1945年の米英金融

25) Bank for International Settlements (BIS)， 
20th Annual Reρort， 1950， p. 90. 
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協定でイギリスの対米武器貸与債務約250嫁ド

ノレな 6穣5000万ドルと算定した部七戦時中の

寵権を清算するとともにマ…シャノレ・ヅラン

による長選与分50億トツしを含む 157億ドル余りを

贈与の形態で，また米英金融協定に議づく 35穣

ドノレ余りや輸出入銀行の貸付金25犠わし強を含

む 136態ドノレ余りを，長議の公的貸付の形態で，

供与したのである四〉。ケインズの f清算関長室j

は過渡期に適尽されるように構想されたもので

はなかったが，ぞれが供与しうる信思議260憲

ドノレを上譲る金額が，大部分アメリカと他の謡

践の双務関係の枠の中で、供給されたのであっ

た。

では，額何なる事情によって，このような

「国際協カJは可能となったのであろうか O

「調際協力j の大学者ピ受けとった♂ー担ツ

いてみれば， 認}ロッパ諸国が2 こ

のような「鶴際協力」によって る以外の

なかったことに注悶すべきであろ

う。確かに一方では，労観1党すらスタ…ザン

グ・ブロッグや帯構特恵制に飲存しがちになる

ほど，自己の勢力璽への執着は高まったとはい

他方では，最も有利な条件を有したイギ!i;え

でさえ，戦苅のような対外寄生殺の領土的・経

済的基織を喪失しており，故に， rブ口ックイヒj

によって安定することは不可能であった。合衆

国の「国欝壊力Jを期ずること，

より普遍的な鱗際経済関係の組識先を受容する

ことは， 認…ロッパの拡大均衡にとって不可欠

の条件となっていたと言えよう O けだし，対米

貿易を均衡させ，勢力圏内の関余のE喜々に負担

を転fとすることが可藷な揺には， ヨーロ γパの

対米貿易収支は余絡をもってはいなかったので

ある o

合衆国では，全く考察情が異なっていた。

の終了とともに，巨大な岳絵的見的「ブロックj

にも等しく，かつ櫨久的出超をかかえる合衆国

では，経済的誕立主義へ向う諾力は火きくなっ

ていたからである。この議カを押し切った第一

26) lbid.，か岳会.

に， 口…ズヴェノレト政権からトノレーマジ

政権への政権交替にもかかわらず，一翼ーして戦

後欝緊経済関係再構成に携わっ

門家が， r関捺協力Jの必要安訴え，実行可能な

計調令策定し議会と世論た説得するために努

力したこと，をあげることができょう。 H.S. 
トル…マン (Truman，Harry S.)が，対日

制臨後に武器費与の打ち切りを護奮し，ケイン

ズの f第 III段階J2りでの武器紫与の

った持，それに抗議し，米英金融協定のための

交渉開始を認し町， また授…伊ッパが1947年に

設大の経済的窮境に能った際，マーシャル・プ

ランの実施をど促したのは29〉， i閤際協力j を通

じて「自治・無差別・多角主義jの実現を悶る

戦後再縦成を追求してきたグレイトン，アチソ

ン等の潟級官僚であった。設等は過渡錨の「菌

際協力Jを長期約な目標である自的貿易体制実

現のための綴鶏の政策と玉県解し，穣極的に金融

的支援の実現を障ったのである O しかし， ここう

し，た事務から車ちに合衆菌の金融的支援が可能

となったわけではなかった。

援助協定第7条の思想札必ずしも議会や世論

のものとなっていたわけではなく， よしんばそ

うであったとしても r閤際協力j を如何に行

うかの自然的基準は存在していなかったからで

ある。この問題から生ずる擦難が，如何に大き

いものであったがは，米3送金融協定の批准の難

しうるで三うろう O 周知の部く r開放

英障のみが援助を必要とするのかJ，r1可故護員

より器科マ英国に借款

を供与しなければならないのかJという疑問が

生じたのである8~この様な疑問に対してトノレ

ーマン政権比一方で戦後蒋編成の意義，郎

27)ケインズは対日勝利後に武器貸与が延長適用され
ることを恕んでL、た。訴しくは， The Collected 
Writings 01 John Maynard Keynes， Vol. XXIV 
を参際ざわ，たい。

28) Gardner， op. cit.， Chapter X.， Harrod， 0ρ. 
cit.， Chapter XIV.， Acheson， op. cit.， pp. 
172-174.待合委主照されたい。

29) Ach邑son，0ρ. cit.， pp. 302-314. 
30) Gardner， op. cit.， pp. 236-242，参照。
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ち「間際協力jによる「自由・無譲別・

の突き誌の重要性役強弱するとともに，組ブ'j，

米英金融協定が再編成計額に見合うものである

ことを説得しなければならなかったo だが，後

者に銭拐の基準は存在しなかったのである。こ

の疑問は，批准をめぐる論争過糠のかたわら進

行した米ソ関係の惑北によって，解決された。

「対英信号款は，環境や種々の醤懇のためソ

政治思想の勢力下に諮りそうな間々の中で，

好的な諸国を我々の鍵に']1~庚す手段であり，
最後の機会であるj と言う緩済的調際主義とは

無縁の論潔が，経済的霞際主畿な実現さ毛主たの

である300 吋}シャ IV・プランが，対英借款を

はるかに上擦る金額恥はるかに寛大な条件勺

窓… P ヅパに提供するものであったにもかかわ

らず，米英金融i協定よりもはるかに容易に，議

会と世論によって承認されたのも，ハ口ッドが

う還り，それが「なによりも

館街のために必要なものJ32
) とされたからであ

り， トノレー γ ン・ドクトリンに姶まるアメリカ

外交の転換，部ち反共十字章表的盟際主義の承認

が生じていたためであった。グレイトンやアチ

ゾンが抱いていた様な， Iハノレの票速」と「ケイ

ンズの藤環Jの幸せな結婚への知的理解とは，

く望号偲の政治的情熱が，過渡期の「器際協力j

にIE統性を与えたのである。無論， グレイトン

もプチソンも皮共的であったし，また「悶擦協

力jや「完全雇用Jなどの思考自体が政治的危

機毘避という政治的窓味を有するものではあっ

たが，それとはまた別個の反共一十字軍思想が，

ケインズ的思考への知的態解の如何にかかわり

なく I国際協力j の実践'i，t生み出したのであ

る。「悶際協力jが，このような道徳的基準によ

って推進されたことは，しかし，その実裁にあ

たって市場以外の基準な必要とするf唇療協力J

の水質からして，決して奇妙なことではなかっ

たのかもしれない。戦後i譲渡期のアメリカの金

議的支護は， I忠治・無差別・多角主義j にみ

31) Ibid， pp.弘8-253，参照。
32) Harrod， op. cit.， p. 598. 

るアぷリカの控界市場への現実的科議と，ケイ

ンズ的思考e，共主義との混合物として33う

この役に生れたが，いずれにせよ純粋にケイン

ズ的思考の産物としては，生れにくかったので

ある。

5. 結びにかえて

米英金融協定や吋…シャノレ・プラン比それ

が如部に奥田質の政治的態理や情熱を助産婦とし

て生れたとしても， ['自治・無差部・多角主畿」

実現の撰粁として，賞、関されたものに他ならな

かった。

このよう 過渡期の{爵際協力」

践過壌にあって，積極的に追求されていった。

合衆欝当局は，対英借款からマーシャノレ・プラ

ンへと展開する金融的支援を損粁として自

返る実現を支護対象国に迫ったのである。米英金

融協定では，借款供与と引き換えに雪ボンド・

スター yングの交換性回復とスタ-Dング・

ブロックの解体が，合衆霞の撃を求にしたがって

議定され，それが償款の不充分さやスタ…!Jン

グ残高を英関が清算しなかったことなど

から失敬した後では"'7…シャノレ・プランを銭

関する中で，モザイク的に分裂していた滋ーロ

33)混合物に悠ならない「国際協力J乞それな構成
ずるいずれか一つの姿素を強識して理解するの

は，一術的であろう。殊弘政府が鷺要な投裂きと
なす戦後警護立主主義を潔角卒するにあたっては， 政策
な生み出す客観的基礎，政策決定表の認識， それ

が議会及び時命の支持会ぎを行為過程， マピ阪J]1jしつ
つ，関連を追及する必要がある。客観的蒸獲に
アメリカの世界浅場支配への泌向があったとして
も， 後ちにそれが政策の正統伎役与えるわけでは
ない。 n窓際協力Jへの知的漆毒事が政策決定義?と
あっても， それがi段ちに政策の正統候をなすわけ
でもない。まして， r~怒際協力」の~総く， 経済政
策実践の議機が自努の経済計算から主主れてこない
場合比政策の:tE統性が与えられる遜緩，t，複殺
なものとなるのマある。後知怒で，客観的基礎と

政策から得られる総主義が一
致しすこと考えられうるとしても， 政策の笑践過程
が，ぞれから離れた諭灘でしか遼解しえない場合

があると設えよう。
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ッパ市場を単一の市場へと纏めあげ，かつヨー

ロッパ全体の貿易障壁を低減させることによっ

てヨーロッパをグローパルな自由貿易体制に組

入れることを，アメリカは追求したのであっ

た。そして更に， 1943年秋以来中断されていた国

際通商関係再編成のための米英交渉を，米英金

融協定の突渉とともに復活し，それによって生

み出された「世界貿易及び雇用の拡大のための

提案」を土台に，国連経済社会理事会を舞台に

1946年から国際貿易機構 (ITO)実現のための

交渉を開始したのであった。

しかし，上の様な努力は，直接的には凡て失

敗に終ったと言えよう。マーシャル・プランの

ヨーロッパ側受入機構として成立したヨーロッ

パ経済協力機構 (Organizationfor European 

Economic Cooperation)を舞台とするヨーロ

ッパの経済統合，就中関税同盟設立の試みは失

敗し， ITOは副産物としての GATTを生み

出したものの，それ自体は実現しなかったので

ある。だが，他面，貿易及び為替の自由化が確

実に進み， ヨーロッパが1950年のシューマン・

プランを端緒に経済統合を実現したことも，ま

た事実である。では，このような戦後国際経済

関係再編成の実践過程は，如何なる論理によっ

て導かれたのであろうか。更にまた，戦後の政

治的経済的諸条件は，大西洋憲章以来の再編成

の努力に，如何なる修正を迫り，如何なる課題

を追加したので、あろうか。自ずと， このような

諸問題が関われねばなるまい。次稿では，この

ような諸問題を取扱うことにしたい。




