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事義務学研究 39-4 
北海道大学 1990.:1 

銀行詰用の展開と預金・発拳 (2・完}

岡部洋

111. 銀待密用の展開

1 

さて，手形の穣転流通の結果，資本誌は，資

本B振出の約束手形の保有者となったものの，

滞Ui関の増還さのために必要な原材料ないし労働力

を燐棄するには， f可等かの方法によって現金焚

幣を調達しなければならなくなったとしよう。

しかし，嬢翼に必襲な額の現金貨幣をもたらし

うるだけの原売可能な高品在感もないとすれ

ば，読は，その保有する 1ヶ月後に期日の来る

約束手形でもって，現金貨幣を欝議ぜねばなら

ない。

ところで，預金先行設な採るにせよ，発券先

有説を繰るにせよ，上述のような資本誌の要請

は，原理的には，手形割ヲ;によ vって充足される

と理解されてきた。資本Eの要請は，資本B綾

部の約束手形と交換に現金貨幣を議供される

か，それが器用力の高い宇野に張り替えられる

ことで満たされるのであり，銀行信用における

与信は，そうした手形割引をもって宕なわれる

ものとされてきたのである。そこでまず，

給用における与信形態私手形割引によって我

させることの原理的な椴拠について検討して

おくことにしよう“~

41)潟知のように，マルクスも，銀行業者の本来の業
務とされるものは陶芸送手形の割引マ語うると述べて
いるくK.， III， S. 481，訳(7)218J変〉。しかしなが
ら，後の場合， それが何故 F本来の議義務」である
のかとL、う点については倉関確ではない。むし
ろ，手形叡引についてこのように述べる一方で
は，対入信沼による直接官官免各種の利子付証券

はじめに，手形割引の原理的な捻麓づけにづ

いて，宇野の見解を見ておくことにする。

f手形の割引は，議引依綴人が甚援に貸付を

受けるのではなく，支払人が開譲に貸付を受

けるものと解することは， 手形による販売

がs 現金で、ならば議ちになしえなかったとい

う事情を考惑しないことになる。手形割引の

利子はいずれが負担するかは，一概にいえな

いのであって，これを必ず支払人の魚艇とす

ることは正しくない。 L、し、換えれば割引依頼

人も苦手j引による資金の融還に対する利子の負

担さとしなければならぬこともあるのであっ

て， これを抱の賞付と間接， ii室畿の点で区別

することはできない。違いは，手形制引によ

る資金の融通が，すでに狩われた商品の売買

を基礎とずるという点にあり，それがま

引依頼人と支払人との両者によって， しかも

持表が産業資本家であれば一定の再生産顎係

、て，支払を確実にせられているという

ことにある。信用関係が単なる個人的な信用

でもなく，また単なる担保物による話用でも

なく，資本家的再生産過程に基いて確保せら

れ，そこにまた一定の資本家的法則性の襲撃退

られることになる点が重要なのであ

や株式に対する担保前気種々の務品所有証書撃に
対する前紫，預金合越えるさ~g主食越なども

に含まれるものとし(K.， II1， S. 
416~7，訳ぐV115 亥)，溌突にみられる具体的な関
係を列挙することで，銀行信用における与信形態
の銭関に代えているにすきfない。しかしそれで
は，銀行信用の潔重量的な渓践となりえないこと
は，いうまでもないで‘あろう。
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る。J42)

この文章は I手形割引は， 割引依頼人でな

く， 間接に支払人が資金の融通を受けるとい

う点で， 他の貸付と区別することはできない

かJ43) という聞いに対する解答として述べられ

たものだが， しかし，手形割引における利子負

担の問題から進んで， 手形割引の意義につい

て，それがすでになされた商品売買を基礎とし

ていること，また，割り引かれた手形の支払い

についても，それが資本家社会的な再生産過程

を基礎としていることが指摘されている。宇野

によれば，商品売買を通じて個別的な信用関係

として形成された商業信用が，資本家社会的な

再生産過程に基礎づけられるものであるのと同

様に，資本家社会的により一般的な関係として

展開される銀行信用もまた，資本家社会的な再

生産過程に基礎づけられたものとしてなければ

ならない。「手形割引による資金の融通」は，

「すでに行われた商品の売買を基礎とする」と

いう点で，商業信用から銀行信用への展開を結

び付けるものであり，他の与信形態とは区別さ

れるものとしてあったのである。

だが，この宇野の説明は，商業信用と同様銀

行信用もまた，資本家社会的再生産過程に基づ

くものであるという点を述べたものであって

も，手形割引が個別資本の行動のうちに必然的

に展開されるものであるという点については，

必ずしも明確にしているわけではない。例えば

宇野は，手形割引について次のように述べても

いるが， しかし，原理論においては手形割引を

もって銀行信用の代表としなければならないと

いう点を，個別資本の動機と行動との関連で明

らかにしているとはいえないであろう。

「……商品を販売した資本家は，必要に応じ

てその代金を銀行によって現金化し，銀行は

これによって商品の売買代金を売手を通して

42) 宇野弘蔵『経済学演習講座経済原論(1955年版)~
CW著作集』第2巻)， 423頁一一以下3 本書を『旧
演習原論』と略記する。

43)同前。

買手に貸付ける乙 tとになる。手形満期と共に

買手は銀行に対して手形金額を支払うことに

なるが，これは直後にこJの買手応貸付けるの

と異って，己に行われた商品売買を基礎とす

る貸付を売手を通してなすわけである。しか

し売手にとっても， この信用関係によらなけ

ればそのときには販売しえない商品をも販売

しうることにもなるのであって，商品の販売

は促進せられ，流通資本は社会的に節約され

ることになる。J44)

ここでは，手形割引を通じて行われる銀行資

本による資金の融通が，割り引いた手形の当事

者間でどのような関係を形成するのかという点

を述べた上で，それが社会的に流通資本を節約

するものであることが述べられている。しかし，

銀行資本による資金の融通が手形割引を通じて

なされるとしても，その際，銀行が何故，手形

割引という形態でもって貸付をしなければなら

ないことになるのかという点は，不明確のまま

であるといわなければならない。手形が既にな

された商品売買に基づいて発行されたものであ

り，そのことによって，手形割引は資本家社会

的再生産過程に基礎づけられたものであるとは

いっても，それは結果としてそうであるという

ことにすぎないのである 45)。

44) 前掲，宇野『新原論~， 199頁。
45) W旧原論』で宇野は， 1"手形の割引は， すでtこ行わ

れた商品の売買を基礎にし，直接的な資金の貸付
はこれから行われる商品の売買に資金を与えると
いう点で異なった関係にある。後者は一層複雑
な条件にかかることになる......J(474頁，注)と
し，直接貸付と手形割引の区別をしている。ま
た， 1"理論的規定も資本主義の発展に伴う傾向に
のっとって与えられるのであって，歴史的事実に
もとづいているのである。ただ資本主義の発展の
初期や末期の現実によって， 理論的規定を現実的
なものでないかのように考えると，逆に極めて凡
庸な理論的規定しか与えられなくなる。銀行の貸
付を，手形の割引によって規定し，無担保貸付や
担保貸付をもってしないのも，そういう事情によ
るのである。銀行の預金が必ずしも産業資本家の
遊休資金に限らないのと同様に， その貸付も産業
資本の再生産過程を基礎にしてなされるとは限ら
ない。しかし銀行の預金と貸付とがこういう基本
的な，いい換えれば純粋の資本家的再生産過程に
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では，個別資本の行動に即した場合，手形割

引は， どのような根拠において銀行信用の与信

形態を代表するものとなるのだ、あろうか。そこ

で，先の資本Eの要請に資本Zが応えるものと

して， とりわけ資本Zの動機と行動はどのよう

なものとしてあるのかという点を手がかりにし

て，資本相互間の資金の提供は，原理的にはど

のような形式において把握されなければならな

いのかを考察してみよう。

まず，資本B振出の約束手形の保有によって

得られる債権は，理論的には譲渡しうるものと

して理解しておくべきであろう。商業信用にお

いて手形が鞍転流通することも，商品の購買が

債権の譲渡によってなされることによる。手形

を保有する資本にとってその手形は，期日にそ

れに記載された現金貨幣を請求しうる権利を示

すものとしてあるわけだが，その権利を譲渡す

ることで商品を購買しうるのである。 とすれ

ば，その手形保有者には，その手形に記載され

た債権の譲渡によって商品を購買する代わり

に，その手形でもって，それに見合った額の現

金貨幣を取得しようとする動機が生ずるであろ

う。他方，その手形を譲渡された者からすれば，

期日に手形の支払人にそれを提示することで手

形に記載された額の現金貨幣を取得しうること

になり，手形と交換に現金貨幣を提供しても，

期日にはそれを回収しうる。それゆえ，債権の

譲渡によって，その期日まで遊休貨幣資本を融

基くものとしての，規定を与えられていれば，歴
史的事実の解明もその基準を与えられる。J(Ii'旧
演習原論J]， 421頁)と述べ， 手形割引によって銀
行信用の理論的規定をなすことの意義を強調して
L 、る。

なお， w旧原論』には， r……手形の，割引にし
ても，また直接的な資金の貸付にしても，資本の
社会的再生産過程を通して， 貸付けられた資金が
貨幣資本として投ぜられ，再び貨幣として回流
し，資金として返済され得る…ーJ(474頁) とい
う叙述もみられる。 しかしこれは，銀行信用は資
本家社会的再生産過程との関連と無関係に展開さ
れるものではないという点を指摘したものであ
り，手形割引でもって銀行信用の展開の端緒とす
るとL、う問題とは.論点を異にするといえよう。

通しうるということは，商品経済的に成立しえ

ない事柄ではない。資本Eにとって，保有する

資本B振出の約束手形は，それと交換に現金貨

幣を取得しうる手段になりうるのである。

とはいっても，これを通常の商品売買と全く

同質のものとすることはできなし、。約束手形に

表示されている資本Bの支払約束は，あくまで

も1ヶ月後におけるそれでしかないのであっ

て，それ自体としては不確定なものにすぎない

からである。もちろん，資本Bの支払約束の実

行は，資本B自身の再生産過程とそれに連関す

る社会的再生産過程によって規定されており，

実体的関係と無縁ではない。しかし，将来にお

ける支払い約束である以上，それ自体として不

確定性を免れるものでないことはいうまでもな

い。再生産過程と無縁ではないといっても，そ

れは，将来の再生産過程のあり方を通してそう

なのであって，通常の商品売買とは異なり，社

会的実体との関係は間接的にならざるをえない

のである。

また，手形が鞍転流通する際には，その都度

流通する手形に裏書き保証が行なわれるが，そ

れは，こうした関係による不確定性に基づくと

考えられ，その点でも，債権の譲渡は，商品売

買とは異なる性格を帯びている。もちろん，裏

書き保証の具体的内容は常に一律とはいえず，

理論的には，その都度当事者間で決定されると

考えてさしっかえなし、。しかし，手形が支払わ

れなければ，何らかの形で当事者相互間で債権

一債務関係の清算がなされなければならない。

それは，債権一債務関係が資金の融通関係とし

てあるということから必然的にでてくる関係で

もある。それゆえ，最終的に清算されなければ

この関係は完了しないという点で，売買の成立

と同時に所有権の移転がなされる商品売買とは

性格を異にしている。資本Eが，資本B振出の

約束手形を資本Zに譲渡することで現金貨幣を

取得するとL、う場合にも，資本Eは，こうした
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l 関係の1中におかれることになるのである出。

しか:しながら，資本Eにとっては，手形がそ

の譲渡によって現金貨幣を取得しうるものとし

てあるにしても，その要請に応える資本Zから

みた場合，その手形の支払いが本来的に不確定

なものとしてある以上，特有の行動を展開せざ

るをえない。

そこでいま，資本Zは，資本Eが現金貨幣の

提供を要請した時点から 1ヶ月以上にわたって

遊休貨幣資本を抱え込むと見込んでいるとしょ

46)手形の線転流通によって手形が流通手段として機
能する点については. 従来からしばしば論じられ

てきたが，しかし手形の線転流通が，それに表

わされた債権の譲渡によって生ずるものであると

いう点に関しては 必ずしも充分に検討されてこ

なかったように思われる。マルクスにおいても，

信用による商品売買によって債権者と債務者との

関係が形成されるということは述べられていても

(例えば K，1， S. 149，訳①236頁)，手形につ

いては. それが「本来の商業貨幣をなすJ，ある

いは， r本来の信用貨幣すなわち銀行券なとやの基

礎をなしているJ(K.， III， S. 413，訳⑦109~110
頁)というように， 貨幣の機能の面から問題にす

る傾向が強い。
これに対し， 手形流通が，資本家相互の信用売

買関係に伴う「特有な技術的形式」に基づくもの

であるとし，その根拠について独自の見解を示し

たのが，前掲，鈴木編『経済学原理論』である。

すなわち，手形の裏書き譲渡による商品の購買

は， 債務者に対する「自己の債権をもってJ，そ

れを販売した者に対する「自己の債務を支払う」
ことで成立するのであり， r……このばあい， 手

形の裏書き保証はその支払いに対する共同保証を
意味するのであって， この相殺は満期日における

現実の支払いによって最終的に確認されなければ

ならないJ(356頁〉と。同書がこのようにいうの

は‘ おそらく.信用売買のうちに貨幣の貸借関係

をみることによると思われる。しかし信用売買

は貸借関係ではない(前掲，拙稿， 54~7頁参照〉
のであって，手形の譲渡を債権による債務の支払

いとすることには，疑問なしとしない。また，伊藤

氏も，手形流通によって債権一債務関係が次々

と振り替えられてし、く根拠を， r手形の表示する

債権債務関係が， ・…・・貨幣の貸借関係の形式に抽
象化されて取扱われるためで、はないか……」とさ

れた上で，銀行による手形割引は，銀行が行なう

「貨幣債権を肩代わりする形」での貸付であると

いわれる(前掲，伊藤， If'信用と恐慌~， 162頁)

が，これについても，商業信用に貨幣貸借関係を

みる点で，疑問を呈したい。

う。この場合ト資本Zが遊休貨幣資本を抱える

と見込む理由は，その時々で様々であろう。も

ちろん zも資本で、ある以上，遊休貨幣資本は

価値増殖を制約するものとしてあり，できるだ

けそれを節約しなければならなし、。しかし，事

情によっては遊休貨幣資本を抱え込まざるをえ

ず，また，それを生産過程や流通過程に投じた

としても，利潤の増進を期待できないというこ

とは十分にありうる。この遊休貨幣資本が予備

資本なのか，それとも固定資本の償却資金等な

のかという点については後に触れることにし

て，行論上は，ある程度の期間遊休貨幣資本を

抱え込まざるをえず，また，それを直ちに出動

させても利潤の増進を期待できないとだけして

おく。それぞれの遊休貨幣資本に性格の相違の

あることはいうまでもないが， しかし，個別資

本としての動機からすれば，資本Zとしては，

そうした性格の相違なども考慮しつつ，あらゆ

る機会を捕らえて， これらを利潤のよりいっそ

うの増進のために利用しようとするであろう。

そして仮に，資本Eの要請に応えることが利潤

の増進をもたらすと見込まれれば，彼は，当然

その機会を利用することになるわけである問。

47)大内氏は， 山口氏が r商業信用と銀行信用一一

信用貨幣流通の意義と限界一一一J (鈴木鴻一郎編

『信用論研究~ c法政大学出版会， 1961年〕所収，

後， r信用機構と銀行券流通」と改題し， 前掲，

山口『金融機構の理論』第3章一一本稿では，特

に必要のない限り，後者の頁だけを示す)におい

て， 商業信用の限界から「この商業信用ないし商

業手形の個別性をより社会的なものによって代位

する機構が要請されることになるJ(68頁) と述
べられた点を捉えて r.…..産業資本が要請しさ

えすれば¥，、かなる機構でも忽然として実現され

るとL、うわけにはいくまし、。産業資本はアラジン

のランプをもっているわけではないし， 共同して

ある機構をつくりあげるような意識的， 計画的な

存在ではない。産業資本のいかなる運動が必然的

に銀行資本を析出し，分離独立せしめるのか，そ

れこそまさに解かれるべき問題なのである。J(前

掲，大内『信用と銀行資本~. 173頁)と批判され

るとともに，鈴木『原理論』における同様り論理

展開についても批判されている (同前. 175頁〉。
確かに r機構が要請される」といういし、方に

比一面で大内氏の指摘する問題点がないわけで
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ところで，資本Zが資本Eの要請に応えると

しても，それは，商品売買を通じてなされるわ

けではない。すでに論じたように，商業信用で

は，与信資本の遊休貨幣資本の負担に基づき受

信資本がより多くの利潤を取得するという関係

において， 事実上の資金の融通関係が形成さ

れ，その融通の代価を支払うものとして，現金

価格を上回る信用価格が形成された。しかし，

資本Zが資本Eの要請に応えることで形成され

る両資本聞の資金の融通関係は，商業信用で展

開された資金の融通関係とは性格を異にすると

いわなければならない。なぜなら，資本Zは，

当分の間投下する予定のない遊休貨幣資本を，

直接資本Eに提供することで与信資本となり，

他方，資本Eは，資本Zから直接貨幣を提供さ

れることで受信資本となる。つまり，商業信用

における資金の融通関係が，商品売買を基礎と

した「間接的」なものであったのに対し，資本

Zと資本Eとの間で展開される資金の融通関係

は I直接的」なそれとして現われるからであ

る。だが，遊休貨幣資本としてあるとはいえ，

商品経済的な富の定在としての貨幣を直接提供

することは，資本Zに，資本としてのその後の

行動を大きく制約する可能性をもたらすことに

なる。それゆえ，現金貨幣の提供が I合理的

な貨幣蓄蔵者」としての資本にとって購買力を

直接制約するものとなりうるということに基づ

いて，資本Zは，資本Eに一定の代価を要求せ

ざるをえない。これが，商業信用での，現金価

格と信用価格との差額に相当するものであり，

はなし、。しかしながら，そのζ とから直ちに， rそ
の要請が実現される必然性は何もわからないJC同
前)ということにはならないであろう。というの
は，商業信用の限界に直面した資本は， それを打
閲するために何らかの方策をとらねばならないこ
とになるが， それに対応することが利潤をもたら
しうるものであれば， 当然，そこに資本投下がな
されると考えられるからである。いわば， r要請」
とL、う需要に対して，資本は，それへの対応とい
う供給を行なうことで利潤を取得することになる
わけである。なお，この点については，本文で再
び触れる。

期日までの聞の資傘の利用に対する代価，すな

わち利子であることは，明らかであろうう叫。

かくして，資本Eが，その保有する資本B振

出の約束手形と引換に現金貨幣を取得したいと

いう要請を行なった時，資本Zは，一定の代価

を要求することでそれに応ずることになる。他

方，資本Eとしては，そうした資本Zの対応に

対し，一定の代価を支払っても zから提供さ

れた現金貨幣を必要な購買に充当することで利

潤の増進が見込まれると判断されれば，代価の

支払い要求に応じつつ保有する手形を譲渡し，

現金貨幣の提供を受けることになろう。もちろ

んこの時には，手形支払人である資本Bの支払

い能力を資本Zが信用し，かつ，その支払い金

額・期日が， z自身が遊休すると見込む貨幣

額・期聞を下回らなければならない。資本 E

は， こうして，その保有する約束手形，すなわ

ち，資本Bに対する債権を資本Zに譲渡し，そ

れと交換に必要とする現金貨幣を提供されるこ

とで，利潤の増進を図りうるのである。

なお，資本Zが資本Eから代価を徴収する場

合，彼は，資本Eに提供する現金貨幣額からそ

の代価相当分を差し引くことで，それを行なお

うとする。資本Eは，手形に記載された資本B

に対する債権を，手形の譲渡によってすべて資

本Zに引き渡してしまうことになり， 資本 Z

は，譲渡された手形を資本Bに呈示して， Eに

提供した現金貨幣を回収せねばならない。この

場合，資本Bは，資本Eと資本Zとの聞で行な

われた現金貨幣の融通とは無関係な存在である

から，資本Bが支払わなければならないのは，

手形に記載された債務額だけである。そこで，

資本Zとしては，手形期日にその額面金額の支

払いがなされることを予定して，資本Eに対し

ては，その期間に相当する利子を差し引いて現

金貨幣を提供することになるのである。

またこの場合，資本Zが受領する利子は，直

接には資本Bから支払われる関係にある。しか

48)さしあたり， 前掲， 拙稿「利子の根拠J，57頁以

下を参照されたい。
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い資本Eは，資本2に譲渡しに手形室長援に保

し続けていれば，その期間に手形に記載され

た額の支払いを資本Bから得られたのであり，

資本Zから現金貨幣の提供会受けたことで，和

子を差し引かれた鎮の現金貨幣額しか取得しえ

なくなったという点からすれば， 科子の

は，実費的に資本Eによってなされたことにな

る。しかも， 僚機の譲諜には， 先にみたよう

に，資金の融通関係として支払い保証(裏書き

保証〉が伴うのであって，援本Zは，資本Bが

期 gに支払わないときには，その債権霊祭な繋本

Eをはじめとする手形の裏書き

ることによって，融通した資金主ど酪収すること

になる O

こうして資本志の現金貨幣の要議は，その保

有する手形蜜権の譲渡によって講ずこされ，資本

Zは，その手形が支払われると問時に利子を取

る。資本認の要言警は，手形割引によっ

たされうるわけだが，それは，蕗業借用の限界

に産額し，保有する手形で必要な購翼ができな

くなった資本による現金貨幣の婆議が，手形割

引によって党足される関係を必然的なものとし

て襲爵するということを完そしている。銀行信用

は，商業信用のi築界に臨濁した資本の繋請が充

足される形襲におし、て，その襲、緊を始めなけれ

ばならないとすれば，そこに，手形の譲渡によ

って現金貨幣を取得するという関係を展開する

手形割引の議論的な意義が与えられるのであ

る49)。

49)このようにみると， マルクスにもしばしば見受け

られる く例えば. K.. III， S. 487，訳⑦226支)
杭銀行資本のぞ予後業務を代炎ずる手形劉引き旨

「貸付Jと同一援して捉えることには，難点があ
るといわなければならないであろう。信用売震に

よって形成される債権一銭務実係は去を借関係では
ないということについては，既に検討したことが

ある(前掲，拙務， r利子の根拠j，54~65J芝〕が，

その際，銀行儀F誌は「資本家社会的な気勢焚借の
機構としてj展開怒れると述べた(同前， 66~67 
頁〉。 しかしそれは， 後t乙ヌド文で、みる銀行券の発

行の問題~別としても，単なる
ない正取体会巡ヲ"，"滋6'，1;砦敵

もちろん J二の例で，資本 E自身が約束手

形，あるいは債務証書を発行し，それによっで

資本Zから現金貨幣の提供を受けるということ

(¥，、わゆる f寵譲貸付J)が考えられないわけで

はない。しかし，商業信用から銀行信毘への渓

という場におしもて，そうした割合議一設定す

ることはあまり索、味がない。しかも，そうした

例でも，手形割引と実費的な内容は悶ーであっ

て，この場合であれば，資本E~ふ資本Bによ

る手形の支払いを待って，資本記に対する

うことになるだけである。際程的展関に

おいては，

る与信形;

であろう問。

iをもって，銀行儀爵におけ

きるものと考えておくべき

木は~をの手形に之氏されてい

中に入ることによって初めてそれてどなしうるのマ

あり， この場合，要議に応える資本の側だけから

みれば， 提供する貨幣t土手形期日には邸i反され，
また不渡つになっても， 司王形当事者の資本に対し

てその諮求さとすることができ?るから， r貸付J と
いう認識をもつことf'こはなる。だが，手形溺引きと
依頼する資本からみれば，利子負担をするとはい
っても，提供された災幣は手形後務者が支払うも
のとしてある。この関係について宇野は， 1"… 

銀行はこれによって商品の売買代余念宛手を通し

て翼手に貸付けることになるj (前掲) と述べて
いるが，信用光資金:貸借関係幻主いえず， また手

形割引の場合も疑援貨幣がま変後されるわけでは
ない。仮にこれ合「俊f背箆係jとしてみるにして

も， それはあくまでも資本主義的な回り道を緩て
のそれマあって，添え誌と3貸借関係でないことには
留意する必繋があろう。この点については前掲，
山p If'金滋機織の理論.JJ. 73J{， t主， 主主びに， 前
掲， 大内『経済原論』下， 653J言， 注も参照され
たい。

tJ:.札大内氏比海j りヲ I~ 、た手形が不渡うにな

った場合の潟係マヒヨ考慮しつつ， 手形郡引を依綴し
た者について1"かれは銀行にたいして， まだ条
件づ、きの僚務者なのであって債権主告なのではな

いj (前掲， l鎗湾と銀行資本.JJ. 179~180頁) と

述べておられる。 しかし既にみたように，債権の
談渡には基本的に保証関係が形淡されまるをえな
いのであって， 1"条件づきj 主主々 ということは，

あまり主意味があることのようには思われない。
50)既に指摘したように， 債権一俊務関係主主，

には談渡実子鐙なものと緩解されてよい。 したがっ

てきいわゆる「直接貸付jであっても，その債務
絞議(手形)は綴転流通するものとして理解して
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Lかしながら，資本Zが，手形割引を通じて

資本Eの要請に応えることができ，それが資本

Eだけでなく，利子の取得によって資本Zにも

利潤の増進をもたらしうるとしても，問題はさ

らに，こうした現金貨幣の直接的な提供が，資本

家社会において可能なのかどうかという点にあ

る。資本は一般的に，価格変動やその他市場動

向など不確実な状況に対応するための購買力を

確保することで， より多くの利潤をより確実に

得ょうとする動機を常に有している。だが，利

子を取得しうるとはいえ，商品経済的な富の定

住としての貨幣を他の資本に提供することは，

与信資本の購買力を制約することになる。しか

も，異なる商品を生産・販売するとはいえ，互

いに競争関係にある他の資本に対して現金貨幣

を提供することは，その競争において自らを不

利な立場に導くことになりかねない。資本Zと

しても，現金貨幣を自らの手元にできうるだけ

確保し，市場動向に対応した商品の生産と販売

を行なうことで， より多くの利潤をより確実に

得ょうとしていることに変わりはないのであ

る。

さらに，手形支払人の支払い能力を信用しつ

つ手形割引を行なうとはいえ，支払いがなされ

るかどうかは，その期日にならなければ定かで

はない。手形が輯転流通する際にそれに裏書き

保証がなされるのは，その支払いがあくまでも

将来のものであるということによるが，このよ

うな保証関係を必要とするということのうち

に，債権一債務関係が，それ自体として不確定

性を免れるものではないということが示されて

いる。しかも，そうした保証関係が形成される

おくべきであろう。もちろん実際には，債権一債
務関係の明確化などのために，それらの債務証書
の譲渡は，法律や契約によって制限されるのが一

般的である。 しかし，ここではそうした具体的な

関係が問題なのではない。債務証書を代表するも
のとして手形を位置付けた上で，それは割りヲ|か

れたものであれ r直接貸付」の際に発行された

ものであれ， 保有する資本の必要に応じていつで
も譲渡され，商品の購買や資金の融通に用いられ
るものと理解しておいてさしっかえない。

とはいえ，手形が不渡りになった時には，提供

した現金貨幣の回収には多くのコスドを必要と

する。それゆえ. J三例の資本Zの場合であって

も，手形割引によって利子を取得し利潤の増進

をなしうるとしても，その際取得した手形に本

来的に伴う支払いの不確定性をカヴァーしうる

方法が，新たに求められることになると考えら

れるのである。手形割引によって利潤の増進を

図ろうとすれば，他方で，手形の不渡りの可能

性をカヴァーしなければならない。では，それ

は， どのようなものとして与えられるのであろ

うか。続いて，その点の検討に入ることにす

る51)。

2 

資本Eが現金貨幣の要請を行なったのは，利

潤の増進に必要な原材料ないし労働力を，その

51)山口氏比 「・…・銀行信用を理論的に展開するば
あい， ・…・・ます現金による割引を説き，ついて銀

行券による割引を説くという方法も一つの考え方
ではあると思う。しかし多少疑問の点もないでは
ない。このような方法をとると，まず自己の貨幣

で手形を割引く形から出発し， ついで単なる媒介

業務を行なう銀行を考え. それを基礎にして自己
の債務証書である銀行券によって『信用を創造』
する形態を展開するという， いわば歴史的なプロ
セスを追跡する方法になると考えられるからであ
る。……理論的にも現金による割引が先行し，そ
こから銀行券による割引を展開しようとすると，

……銀行券は商業手形流通を基礎にし，その限界
を止揚するものとして理論的に要請されてくる

点， が不明確になりはしないだろうかJ (前掲，
『金融機構の理論Jj.71頁)と指摘されている。確
かに，理論的な展開~;:;.歴史的なプロセスを混入さ
せることは許されないし，銀行券流通が商業手形

流通に基づくことは明確にされなければならな
い。だが，商業信用の限界が，手形保有資本の現
金貨幣の要請として現われるならば，手形割引は

まず，現金貨幣で行なわれるという形態で考察さ

れなければならないであろう。 しかし問題は，理

論的には，手形保有資本の要請に応ずる資本にと
って，手形割引は現金貨幣では行ないえないとい

う点にある。これら二つの資本の動機と行動に即
した場合に，一方の要請が他方によって特有の形
態て受け止められるとし、うことのうちに，手形割

引が一覧払い銀行券によって行なわれることの必
然性が，明らかにされるのではないだろうか。
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保有する資本B振出の約束手形では購買しえな

L 、からであった。この時，資本Eにとって第一

の問題は，資本B振出の約束手形に代わって必

要とする購買を行ないうる手段を1，、かにして

獲得するかという点にあった。したがって，必

要な購買ができるのであれば，彼にとってその

手段は，現金貨幣でなければならないというこ

とはない。

もっとも，商業信用の限界についての検討で

触れたように，問題は，単に資本B振出の約束

手形を購買に用いることができるか否かという

ことにつきるわけではない。すなわち，資本E

と肥料原料を製造販売する資本Fとの聞で，手

形の金額・期聞についての合意が得られないと

いう場合や，あるいは，資本Fが，手形の支払

人である資本Bの支払能力や，手形が不渡りに

なった際の裏書保証人資本A・資本C・資本D

の保証履行能力に疑念を抱き，その手形の受取

を拒否した場合だけで、なく，市場の状況から，

資本Fをはじめとする肥料原料製造資本が，で

きるだけ現金で販売したいという意向を強く持

っている場合には，資本Eは，手形での原材料

の購買はしにくくなる。また，労賃の支払いに

ついていえば，商業信用の理論的な検討に関す

る限り，現金で支払われるものとすべきであ

り，資本Eは，利潤の増進に必要な新たな労働

力の購買のためには，現金貨幣を調達しなけれ

ばならない。それゆえ，必要な購買に現金貨幣

を用いなければ，それをなすことができないと

いう時には，資本B振出の約束手形に代わる購

買手段は，現金貨幣と同様の購買力を有しなけ

ればならなし、o 1， 、いかえれば，約束手形に代わ

る新たな購買手段を獲得できたとしても，それ

は，現金貨幣と同等の社会的通用力を有するこ

とが明白でなければならないのである。したが

って，資本Eとすれば，手形割引においては，

現金貨幣もしくはそれと同等の購買力を有する

購買手段が提供されなければならない。

他方，資本Eの要請を受けとめる資本Zは，

先にみたように，割り引く手形の支払いの不確

定性をカヴァーしうる方法を採用しなければな

らない。資本Zが，資本B振出の約束手形を割

り引いたのは，期日における資本Bの支払能力

を信用したからであった。しかし，資本Bの支

払能力に対する信用は，手形を割り引いた時点

での予想にすぎない。実際に資本Bが期日に支

払うかどうかは，それ自体として確定できない

以上，資本Zとしては，手形と引き換えに現金

貨幣を提供するとしても，その手形が支払われ

ない可能性を考慮せざるをえないのである問。

もっとも，手形割引によって，資本Zは利子

を取得しうるのであって，それによって購買力

の制約も補完されるという関係にある。またそ

れは，資本B振出の約束手形が支払われないと

いう可能性を前提としてなされるものであり，

それによって，資本Zには利潤の増進がもたら

される。それゆえ，資本Zが資本Bの支払い能

力を信用した際に，その不確定性を特に考慮す

るかどうかということについては，特に理論的

検討を要しないという見解もありえよう。

だが，そのように捉えたとしても，手形の不

渡りの可能性という本来的な不確定性が，資本

Zの行動に何等の影響ももたらさないことには

ならないように思われる。というのは，すでに

述べたように，割り引いた手形が不渡りになっ

た場合，資本Zがその債権を回収し終わるまで

には，相当額の費用と時間とを必要とするし，

また，債権額についても，その全額を回収しう

るとL、う保証はない。裏書きをした諸資本もま

た，その手形と交換に商品を販売したときには

資本Bの支払い能力を信用していたのであり，

そのような信用の連鎖によって手形も輯転流通

したのであって，裏書き保証をした資本が，資

本Bに代わって直ちに手形の支払いを全額なす

52)以下にみる銀行信用における与信資本のこのよう
な側面は，商業信用における与信資本のそれと同
様のものといえよう。この点については，さしあ
たり，前掲，拙稿， 57~61頁を参照されたし、。
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かどうかということは，定かで、はないからであ

る。

さ 不渡り 回収という詞

とはiJljに，資本としての動機からみた場合，

手形割引の堅実に嘉金貨幣を直接援挟ずることに

よって生ずる務質力の制約が，資本Zの行動に

どのような影響なもたらナかという問題を無視

することはできない。確かに，資本Zが資本E

に提供する藻金貨幣は遊休賞幣饗本としてあ

り，効率的な師値増猿の実現という点からすれ

それは節約されるべ~ものとしてある。し

かも現金賞幣の保有には，その保管費用な

ど，笈幣取扱い機用を必要とする。 したがっ

て，それらの費用た節約しつつ利子を取得でき

るのであれば，資本は，積極的に義金貨幣の提

供念行なうようになるといえなくもない。

その場合でも，利子の取得は手形期日

にならなければ議定しない。つまり，利子の取

得は，援権の鴎収と同様，それ自体としての不

確定性さと免れてはいないのである。しかも，現

金貨幣を提供すれば，割引を行なった時点、から

手形期日までの関，資本Zは購買力~制約され

ることになり，何等かの事欝によって生じた矛u
謂の増進の機会を逸するという可能性も免れら

れない。あるいは，価格の上昇によって，予定

していた競買に， より多くの現金貨幣を必要と

るということもあろう。資本家社会は，不断

の側格の変動を議して，社会的再生皮の均衡織

成を達成するメカニズムをそれ自体として有し

てはいるが，個々 の資本にとっては，{jjfi格変動

は与{牛としてあるのであって，それぞれ

は，その価格変動に対応しつつ利潤の最大化せ討

話指さざるをえない。ぞれゆえ，議機の回収そ

れ自体が有する不篠定住とともに，やはり不確

定性を免れられない潤予の取得な当てにしつつ

現金貨幣会他の資本に提供したことによって，

って，その資本の行動が制約されるという

ことにもなりかねないのである。しかも，資本

それ自体が蕊品経演前な富の追求の議務体であ

って，饗欝変換の繰り返しのうちに無限に追求

される師値増殖の議努的な結果は，寅幣の増殖

として確認される以外にはない。したがって，

した貨幣の回収それ弱体が不確定であると

すれば，直接的な現金賞幣の提供は，資本にと

って，その円滑な額護増殖令妨ぜかねないもの

としてある。資本忽は，一方で貿幣の撤供によ

る利子の取得という務習の増進方法を選択しすこ

としても，他方では， 円滑な僅{護士繁殖をより確

ものとしなければならない。あるいは，

り引いた手形が不渡りになったとしても，それ

によって被る持畿の制約や襲用の増大私最小

限に押えなければならないということになるの

である。

かくして，憤権の部収という本来的な不確定

性に対応しつつ，資本Eの要語に応ずることで、

利子会獲得しようとすれば，資本Zは，一方で、

は，資本Eに提供すべき現金貨幣それ議体をそ

の手元に確保しつつ，他方では，それを臨接提

供するのと同等の効果を発揮する方法を採用し

なければな・らないことになろう。撃をヌドZは，

求されるまでは提供すべき現金貨幣を手元に保

有しつつ，いつでもそれを支払うとL寸健務を

負い，その慣務について，要求された雲寺たは直

ちに現金貨幣をど支払う EZを明記した一覧払い手

形(債務議議〉を発持することで，資本E

金鐙幣の要請に応えることになるのである己そ

して，肥料原料た製造叡売する資本Fが，資本

Eに対して現金貨幣での支払いな要求したとし

ても，資本Eとしては，資本Zの発行

い手形を用いればよいことになる

53)このようにみると，銀行儀F誌における銀行券の発
行は， 手形割引を要議する資本とそれに応ずる資
本との栴互関係において， 必然的なものとして位
置付げられるということに役ろう。したがって，
多くの論者にみられるように，総業手形の流滋の
j袈界から僚もに銀行券きと導出する方法は，銀行券
が一覧払いであることなあらかじめ前提した上
で，それと務業手形とな対比するというものであ
り，宇野の徴用制度論と!潟紫の問題点そもつこと
になるといわざ。るをえない。
な丸山口氏は，海業信用から銀行告書浴への展



94て604) 経済学研究 39-4 

もちろん，資本Fが資本Zの支払能力を信用

しなければ，その手形の受取を拒否するという

こともありうる。しかし，資本Zが一覧払い保

証をすることで，その点は解決されうることは

明白であろう。なぜなら，この時資本Eは，一

覧払い保証に基づいて資本Zに現金貨幣の支払

い請求を行ない，それによって得た現金貨幣で

肥料原料を購買すればよL、からである。また，

資本Fは，仮にその一覧払い手形を受け取った

としても，現金貨幣が必要になった時点でその

手形を資本Zに呈示すればよいし，さらに，資

本Zの支払い能力に疑念が生じた時にも，直ち

に現金支払いの要求をすればよし、からである。

他方，資本Zについてみれば，その時期は定

かではないにしても，少なくとも支払請求がな

されるまでは，現金貨幣を自らの下に置くこと

ができる。しかも，呈示されたときには現金貨

幣を直ちに支払うと約したことが，いずれの手

形保有者によっても信用されるようになり，そ

の一覧払い手形が輯転流通するようになれば，

資本Zに対する現金貨幣の支払い請求のなされ

る時期が，資本B振出の約束手形の期日以降に

なるということも生じうる。資本Zは，結果と

してではあれ，その間，手元に現金貨幣を保有

し続けうるのである。

もちろん， このようなことは，結果としてそ

うなりうるというにすぎない。だが可能性とし

開において， r信用代位の要請」とL、う観点を導
入され， r受信需要のあるA C買い手〕としては，
自分の手形には受信力がなくてB C売り手〕が受
取らないのであれば Bからの受信力のある資本
の支払保証を受けようとする行動をとることにな
り， また受信力と量的条件の両方に問題があって
Bが受取らないのであれば， 自分の手形と交換に
Bが受取るような手形を手に入れようとする行動
をとることになるであろうJ(前掲，山口， Ir経済

原論議義J]， 224~5頁) とされている。しかし，
そうした要請を r多数の産業資本にたいして信
用による商品の販売活動を行なっている商業資本

、であればJ(向上)受け入れるという点について
はγ疑問なしとしない。互いに競争関係にある資
本同士で，そうした関係は形成され難いのではな
いだろうか。

てではあれ， 自らの下に現金貨幣を保有し続け

うるのであれば，一覧払い保証手形を発行する

ことは，資本Zにひとつのメリットをもたら

すことになろう。

例えば，鞍転流通した後，ある時点、でその手

形を取得した資本Jが，資本B振出の約束手形

の期日以前に現金貨幣の支払を請求してきたと

しても，資本Zは，その債務を履行するだけで

よL、。この場合には，実質的に現金貨幣の提供

を行なったのと同じことにはなるが， しかし他

方では，そうした支払い請求がなければ，現金

貨幣を保有し続けうるのである。しかも，一覧

払い手形を提供する際に，単位金額毎に複数枚

数を発行するようにすれば，資本B振出の約束

手形の期日までに資本Zが受けることになる現

金貨幣の支払い請求は，発行した額を下回ると

いうことも生じえないことではない。資本Eか

ら複数枚数の一覧払い手形を受け取った資本

は，それらをいくつかの購買にわけて用い，そ

うした事ー態が繰り返されることで，資本Zにそ

れらの一覧払い手形のすべてが還流するのに多

くの時聞が経過するということは，想像に難く

ないであろう。

かくして， このように自らを債務者とする一

覧払い手形を発行することで，手形割引の際に

提供すべき現金貨幣を自らの下に保有し続けう

るということは，手形割引を行なう資本にとっ

て，割り引いた手形の支払いについての本来的

な不確定性を，全面的にではないにしろ，ある

程度カヴァーしうるものとなる。もちろん，一

覧払い手形の資本Zへの還流が極めて早く，現

金貨幣の保有という意図が実現しないこともあ

りうる。また，現金貨幣の保有には，その保管

のために貨幣取扱い費用が必要にもなる。した

がって，一覧払い手形の発行によって自らの下

に現金貨幣を保有し続けることに，常に積極的

なメリットがあるというわけで、なし、。だが，資

本Eに対してだけでなく，いくつもの資本に対

してこうした方法で、手形割引を行なった場合に
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は，一定期間内の一覧払い手形発行総額に対す

る同期間内のそれらの還流総額の比率は，大き

く低下すると考えられる。それゆえ，現金貨幣

を保有し続けうるということには， より積極的

な意味が与えられることになるのである。

例えば，資本Zが，比較的豊富な遊休貨幣資

本を保有することに基づいて，資本Eを含むい

くつかの資本に対して手形割引を行なったとし

よう。この時，割り引し、た手形の多くが，期日

をほぼ一致させていたと仮定しても，その発行

した一覧払い手形の各々が資本Zの下に還流す

る時期は，資本Eだけに手形割引を行なった場

合に比べて，多様なものとなるであろう。手形

割引によって資本Zの一覧払い手形を取得した

各資本は，それぞれ必要とする購買にその手形

を用いることになるが，その時期はそれぞれズ

レをもっと考えられるからである。また，商品

の販売によって新たにその手形を受け取った資

本が資本Zに現金貨幣の支払いを請求するとし

ても，その時期もまたズレをもつことになろ

う。しかも資本Zが割り引し、た手形の期日が

それぞれ相違しさらに，手形割引を行なう際

に提供した一覧払い手形が単位金額毎に細分化

され，数多くの枚数が発行されていれば，それ

らの一枚一枚の還流時期はさらにズレうるか

ら，資本Zは，すべての債権が回収されるまで

の間，債権総額に対して高い比率でもって現金

貨幣を保有しうることになる。

かくして資本Zは， 自らを債務者とする一覧

払い手形の提供によって，一方では割引依頼人

の要請に応じつつ利子を取得し，他方では，割

引手形の不渡りの可能性という不確定性に対応

して，現金貨幣の保有という形でそれをカヴァ

ーしうることになるのである。一定期間におけ

る一覧払い手形の支払い請求額が，その聞の発

行総額に対して一定の比率になるようになれ

ば，割引手形の一部が不渡りになったとして

も一方でその回収を急ぎつつ，他方では，必

要があれば債権の回収を待たずに，確保してい

る現金貨幣の一部を必要な商品の購買に用いる

ことができるし，あるいは回収が終わるまでの

間，縮小した規模であっても手形割引を継続す

ることができる。そして，手形割引によって提

供すべき現金貨幣の多くは，それに代わって発

行した一覧払い手形の支払い請求に対する支払

準備資金として，手元に確保されることになる

のである。

ところで，ここまでの考察では，資本Zが手

形割引に応ずる際に根拠とした遊休貨幣資本の

内容については， とくに考慮しなかった。しか

し，資本Zが産業資本である場合に，それが予

備資本であれば，その遊休期聞からしても，手

形割引の準備金とするには限界があるといわな

ければならない。また，仮にその遊休貨幣資本

が償却資金など長期にわたり遊休しうるもので

あっても，償却期限が近づけば，資本としては

債権の回収を急がねばならなくなる。一時的に

利子を取得しえたとしても，そこには限界が画

されているといってよい。また，遊休貨幣資本

を有するあらゆる資本が手形割引を行なうわけ

ではないから，産業資本の遊休貨幣資本を根拠

として，商業信用の限界を解除するものとして

の銀行信用を一般的に展開することは，原理的

には困難であるといわざるをえない。 とすれ

ば，銀行信用の中核を担うものとしての銀行資

本の成立は，原理的にいかにしてなされると考

えればよいのであろうか。

この点は，銀行信用論だけでなく，いわゆる

総過程論の方法とも関連する問題ではあるが，

しかし基本的には， 日高氏が述べられているよ

うに， r…・・説くべきことは，銀行資本が産業資

本にたいしてどのような根拠をもって存立して

いるかということであって，開業するにはどう

すればよいかということではないJ54)。もっと

も，それについて日高氏が，銀行資本の理論的

な存立根拠は信用関係にともなう流通業務のた

めの諸費用にあり，それが独立して銀行資本に

なると説かれることについては疑問なしとはし

ない。「……産業資本のどの面にもとづいて銀

54)前掲， 日高『銀行資本の理論~， 22~23頁。
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行資本が成立しているか，を明らかにすればよ

い」聞とすれば，問題は， 1"産業資本が銀行資本

を存立させているのはどう L、う必然性にもとづ

いているか」町ということであり，銀行資本自

体の源泉を理論的に明らかにすることではない

であろう。し、し、かえれば，銀行信用という資本

家社会的な機構が，相互に競争関係にある個々

の資本の運動といかなる関連において存立する

ことになるのかという点は，利潤の最大化を目

指して運動する諸資本相互の関係において明ら

かにされればよいのであって，その固有の源泉

までも追求する必要はないように思われるので

ある 57)。

55)前掲， 日高『商業信用と銀行信用~， 127頁。
56)同前。

57)銀行信用の中核を担う銀行資本をいかに導出する

かとL、う問題は，既に多くの論者によって検討さ

れてきている。紙幅の都合上，それについては，

ここでは省略せざるをえない(さしあたり，前

掲，藤川「信用J，260頁以下を参照〉。ただ，こ

の問題を早くから取り上げられた日高・大内両氏

の説にひとことつけ加えれば. マルクスのいわゆ

る「貨幣取引資本」といったものを想定すること

には，疑問を禁じえない(前掲， 日高w'商業信

用と銀行信用~， 116頁以下， 前掲，大内， w'信用

と銀行資本J]， 169貰以下， など〉。そもそもこの

問題の端緒は，宇野の信用制度論にみられた預金

と貸付との仲介をなす資本をどのように導出する

かということにあったと思われるが，本稿で、後に

検討するように，商品経済的には，貨幣の預話関
係はそれ自体として成立するとはいえないのであ

って， その点から，預金を収集する資本をあえて

問題にする必要はないと考えられる。また，方法

的な問題の詳しい検討については後に譲らざるを

えないが，銀行信用の展開は，本文でも触れるよ

うに，資本家社会的な機構の成立の問題で、ありな

がら，他面では，物的な生産とは区別された特殊

な「産業部門」の成立過程を明らかにするという

面を多分にもっている。したがって， そうした

「産業部門」が成立しうることが明らかにされれ

ば， 資本移動を通じて，そこに銀行資本が成立す

るとしてよいのではないだろうか。さらに，銀行

資本を，初めから独立した資本として説く必要も

ないであろう。むしろそのようにすることは，か

えって， 日高氏が否定されたような「開業問題」

になりかねない。事実として，産業資本や商業資

本が資金融通を行なうことがあるとL、うだけでな

く，理論的にも，利潤の最大化を目指す資本は，

あらゆる機会を捉えて利潤の増進をしようとして

資本家社会は，不断の不均衡化のうちに社会

的再生産の均衡編成を確保する社会としてある

が，いわゆる「総過程論」は，それを「諸資本

相互の競争をとおしながら現実に措定していく

過程と機構を考察する場J58) として位置付けら

れる。その場合1"純粋に商品経済的な機構と

いうのは，個別資本の利潤率増進の要求を充足

できれば，そのことによってその存続が保証さ

れうるのであって，社会的な役割をはずこすの

も，そのような個別諸資本にたいする機能を通

して実現されるいわば意図せざる結果でしかな

い」向。 とすれば， 銀行信用は，原理的には，

いるのであって，そうした行動の一環として，産

業資本家相互間で， あるいは産業資本と商業資本

との間で， その遊休貨幣資本を一時的に流用して

資金融通業務を行なうと考えても，何等問題はな
いように思われる。むしろ，そうした利潤の増進

の機会が一「産業部門」として独立し， その結果

として銀行信用機構が形成されると考えた方が，

個々の資本の利潤動機に即した展開が可能なので
はないだろうか。このように考えれば， [""......銀行

信用の成立の必然性を説けば足りるという理解」

が，直ちに「銀行を事実上与えられたものとして

前提してしまうJ(前掲， 大内『経済原論』下，

681頁， 注)方法であるということにはならない

であろう。

なお， 中村泰治氏は1"貨幣貸借が再生産にた

ずさわる資本間で、直接的に行なわれることも否定

できないJ(中村泰治「銀行制度の成立JC山口・

佐美・伊藤編 r競争と信用~，有斐閣， 1979年)，

259頁)が， 1"資金の貸付には商品の信用販売とは

違った困難がつけ加わるJ (向上) ことから， そ

れを代行し[""貨幣貸借を媒介する機関J(同，

260頁)が「要請」され，銀行信用が形成される

とされている。貨幣貸借がそれ自体として行なわ

れるという点は疑問だが， それは措くとしても，

貨幣貸借によって利潤が得られるのであれば， あ

えて「代行」機関が要請されると考える必要はな

いのではないだろうか。

58)山口重克『競争と商業資本H岩波書広， 1983年)，

8頁。

59)同前， 22頁。なお，ここに引用した山口氏の文

は，直接には，商業資本の理論的な導出方法に関

わるものであり，信用論についてのそれではな

い。しかし，銀行資本の導出についても，かなり
示唆的である。氏は，マルクスの商業資本論を検

討しつつその一面に， [""商業資本を産業資本の外

部に単純に追加的に対置する方法ではなく，産業

資本の中からその一部を転化させて設定する方
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まず額資本の利潤率増進避勧相互のうちに形成

される機構として明らかにされなければならな

い。もちろんそれは，大内氏のいわれるよう

に，資本家が「共閲して…ーづくりあげるよう

な意識的，計顕在ラな存私ではないJ60)0 しかし，

既にみたように，個々の資本が，商業信用の賎

界令解捺するために手形観引を通して新たな信

用関保守伝展揮し，それによって諾資本に利潤の

増進がもたらされうるとするなら，そこ

家社会的なi機構としての銀行信用が成立すると

られるのでるる。

かくして銀行資本の成立は，手形割引が個別

資本の畿壌と行動に即して宥なわれ，資本に蒋

?需をもたらすという点をもって，明らかにされ

るとみてよい。お鶏がもたらされるということ

は，資本の投資部面たりうるということであ

り，手形割引業務は r産業部門j と

本家社会的に認められることになるのである。

そして，資本家社会的な撲壌が，

として成立すれば，科濃率を基準とした繁本移

動の結果，そこに資本が投下されるであろう O

銀行資本の成立は，資本家社会的な機構が一投

して成立することのうちに，明らかに

なるものと考えられるのである。

法J:fr"読みとり，それを，燦史的なものと絞泌さ
れた潔論的な意球での「発生論的方法」と呼ばれ
る。そして r蕗品経済的な諸望書錦だけで商業資
本の分化が説明できれば，務業資本は，産業資本
の外部に独立してそれに対立して運動していて
も、 5震は産築資本自主きの内部機構であるというこ
とが論祝されたことになると同時に， 間じように

して論寂される総の内部的議機綴s たとえば貨幣
市場と銀行資本， あるいは資本浴場と証券業資本
などとの論理的な序列の対比を巡して， それらと

の機構上の主主義の対比も可能になるJ(問.16亥)
と指摘されている。滋総論において茨木rn場を展
開できるかどうかということについては， 目下の

とここころ疑詩がないわけで

くふ. 銀行資ヌ木kの話滋筆よ出お;方j方与法としし，寸てCも参考に7な注ろう。

なお，氏自身は，銀行資本の毒事tl:!:fr".
よるを奪F務代伎としてB連関されている〈前掲. ~経済
原論議議ふ 224貰以下二など〉抗む
ヌドからの分化発生として展開された方が，上tこ総
介した見解に符合するのではないだろうか。

60)ヌド綴， 注47)参照。

そこで，これまでの考察をもとに，銀行資本

の成立過程を追っておくことにしよう。

資本Zt丸その遊休貨幣資本さと根拠と

ヌドEをどはじめとするいくつかの資ホの手形郡引

じ，一覧払い手形な発行する。この場

合，手形割引の準備金とする遊休業幣資本につ

いては，資本Z自身が，その保有する様々な遊

休業幣資本L 要請された手形割引総額やそれ

ぞれの手形の金額・期間とを比較しつつ，それ

らに対Jif5した遊休資金を.選択するものと考えて

おいてよい。ぞれゆえ，遊休期間が強いものに

限定されている場合には，資本Zは手形割引要

請に応ずるととを断念せざるなえないが，償却

資金の一部など，比較的長い期間にわたって

護休すると予想される資金であれば，そ

期間内に期日の到来する手形については，割引

に応じうる O これによって資本Zは，一方で、は

遊休貨幣資本としてあった現金貨幣をその手元

に確保しつつ，強方では，資金の築供に対して

利子を取得しうることになるのである。そして

この利子は，資本Zの本来の活動による利潤に

加えられることで，その利輔の土養護に貢献する

ことになる。しかし，遊休貨幣資本の効議終的な科

用による科潤の増進という点からすれば，個々

の資本としては，その護休貨幣資本がどれほ

どの羽子をもたらしうるかということを問題と

せざるをえない。{函f車増殖の運動体としての繁

本の関心事が科懇の最大化である以上，遊休貨

幣資本についても，それが利潤の増進にどれほ

ど効率的に寅献しうるかを考綴佼ざるをえない

のである。'lたがって，手形割引によっ

期間に取持した利子の総額の，それに見合う

休貨幣資本額に対する比率が充分に悶く，組の

部門に投下するよりも有利な利潤率になると判

断できるよう tこなれば，その資本は，手形割引

業務に穣穣的に資本投下するようになるであろ

う。もちろんそうなれば，手形割引業務に伴う

や，そのために必擦な箕幣取議い費用も

増大する。また，専用の建物なども必要になろ

う。しかし，それらに要する獄用を差し引いて
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もなお充分な利潤率を確保できるのであれば，

その資本は， もつばら手形割引業務を資本投下

部面として選択するようになるであろう。すな

わち，利潤率を基準とした資本移動の結果，手

形割引業務に資本投下する銀行資本が成立する

ことになると考えられるのである。そして，こ

れらのもっぱら手形割引業務を行なう銀行資本

によって，諸資本の手形割引要請が充足される

ようになり，銀行信用が展開されると考えられ

るのである。

3 

こうして成立した銀行資本の特質についてみ

ると，手形割引による債権の設定が，銀行資本

自身の債務の設定という形態をとっている点に

あることは，いうまでもない。銀行資本は，こ

のような形式を採用することで，一方では，手

形割引による資金の提供によって利子を取得

し，他方では，その際提供すべき現金貨幣を自

らの下に確保することで，割引手形の不渡りの

可能性，すなわち，債権の回収という本来的な

不確定性に対応しているのである。そして，銀

行資本の発行した自らを債務者とする一覧払い

手形(すなわち，銀行券)は，それを取得した

資本が，その銀行資本の支払能力に特に疑念を

抱かない限り，諸資本聞を流通し続けることに

なる。

だが，こうして現金貨幣に代えて発行された

一覧払い銀行券が，諸資本聞を鞍転流通し，一

定期間後に初めて，先換請求を通じて彼のとこ

ろへ還流してくるようになると，銀行券発行総

額に対するその期間内の先換請求合計額の比率

は，大きく低下する。したがって，銀行資本と

しては，必ずしも銀行券発行総額に相当する現

金貨幣を支払い準備として保有し続ける必要は

なくなることになる。ある期間内における先換

請求合計額の発券総額に対する比率を経験的に

知ることができれば，銀行資本としては，その

比率に対応した現金貨幣を免換請求に対する準

備金として保有すればよく，彼は，その保有する

現金貨幣額を超えて手形割引を行ない，発券額

を増大させることができるわけである。そして

このことは，銀行資本に，貨幣取扱い費用の相

対的節約をもたらすとともに， より積極的な手

形割引への対応とその拡大とを可能にさせる。

もちろん，その銀行券が諸資本闘を緩転流通

するようになり，また，発券額の増大とそれら

に伴う流通範囲の拡大があれば，党換請求も増

大1--， より多くの準備金が必要にはなる。しか

し，そうであっても，発券額の増大に対する先

換請求額の増大割合が小さく，その銀行券があ

る程度長期にわたって諸資本間で流通すると判

断されるようになれば，準備金を増やす以上に

手形割引を拡大することができる。銀行券が恒

常的に諸資本間で流通するようになれば，銀行

資本は手形割引を拡大し，利潤の増進を享受で

きるのである日1)。

しかも，銀行券の流通の拡大は，手形割引を

さらに拡大しうることにもなる。というのは，

割り引いた手形の支払が，その期日に現金貨幣

で行なわれるとすれば，銀行資本は，その現金

貨幣の取得を予定した上で，期日までに交換請

求によって還流してくる銀行券の合計額を予想

しつつ，発券額を増大させることができるから

である。もちろんこの場合，割り引L、た手形の

うちのいくつかが不渡りになることもありうる

が，全体的に割引手形の支払い(返済)が順調

であり， まずこ，不渡り手形の発生率がある程度

予想されれば，彼は，その予想に基づいて手形割

引を拡大するであろう。発行した銀行券が先換

請求されずに諸資本聞を輯転流通することは，

割引手形の支払い(返済)によって取得する現

金貨幣の免換準備への組み入れを予定した手形

割引の拡大をさらに可能にし，それによって，

当初の現金準備額に対する発券可能額の比率

61)もちろん， 具体的には，事態はさほとー順調に展開
するわけではないし，無制限に発券で、きるわけで
もない。しかし，発券銀行資本の免換保証が確実
に履行され続ければ， その銀行券の流通性は上昇
するとみてよいであろう。なお，前掲，山口『金
融機構の理論J]， 80頁，大内『経済原論』下， 661 
頁などを参照。
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さと， より大きくするのである。

とにろで，このようにみるみ，手形割引要求

に対して一覧払い手形である銀行券の発行で対

認するという方法は，単に，債権回収の不確定

性への対応ということ以上の意味さともつことが

切らかになる。しかし， とこうして手形割引の拡

大が可能になり，より多くの利潤を獲得しうる

としても，そこには一定の限界が画されること

も否定で、きなし、。というのは，党換請求に対す

る対誌とは加に，手形鱗引という業務自体に伴

う隈界が，上認のような銀行資本の行動を制約

すると考えられるからである O

明らかなように，話局欝係は，債権者の現在

における資金の余欝を翠挺として，債務者の将

来の支払能力を信・用ずることで形成される。債

あらかじめ定めた欝臼までに支払L

金者ど静成しなければならないわけだが， この関

係は，いわばj守系の資金形成の先取りに抱なら

ない。しかし，将来の資金形成を予定して展開

きれるものである以上は，いうまでもなく，そ

れ自体としての不確定性を免れるものではな

い。銀行資本による手形割引の拡大も，その点

で礼子形後務者の将来の緊金形成の有りよう

によって限界を磁されているのである。例え

ば，経験的にどのくらいの割合で不渡り

るかを知っていたとしても，前らかの事構でそ

れが増大した場合には，割引手形の支払い

済)によってその銀行資本のものとなる現金貨

幣額は譲少し発券可龍額も制約されることに

なる O まずこ， 発行した銀行券の流通;設が大き

く，発券総額に比べて先換語求額が比較的小ざ

い場合でも，割引手形の不譲りになるものが増

大すれば，発券準寵金に組み入れられる現金紫

幣額は制約されることになるから，手形割引の

拡大も持秘されるで、あろう。

もっとも，これまで想定してきたように，割

引手形の支払い〈返済)は，必ずしも現金銀幣

でなされるとは限らない。傍えば，銀行券の潔

通が増大すれば，裂ヲi手形の期日における支払

い(返済)が， EHきの発行した銀行券でなされ

るとし寸率態も1ミじうるし，また，他の銀fi安

本の発行した銀行券によって支払いく送務)が

なされるということもありうるG このう

の場合札ある意味で，現金貨幣による支払い

と問機のものと理解しておいてよい。

飽の銀行資本の銀行券を取得した詩には，直ち

に，あるいは必墜に応じて，それを発行した銀

行資本に党換請求しうるからである。強方，前

者の場合， 翻Jきの発干すした銀行券で支払い

済)を受ければ，その時点で、議権を間収すると

自身の銀行券鏡務も相殺される。それ

ゆえ，その銀行繁本の発券総額に対する現金準

備額の比率は上昇するから，交換請求のテンポ

が提来のままであれば，少なくとも回収した分

については，再び手形翻引を行なうことができ

る。

しかし，こうして割引手形の支払い〈返済〉

が必ずしも現金銭幣で行なわれず，畿に発脅さ

れた銀行券でなされるようになったとしても，

割引手形の支払い(返摂〉が滞る場合には，そ

の銀行資本の手形割引の鯨大が制約されること

りはなし、銀行資本は，長権の蹄収によ

って自身の銀行券債務に対する現金準備な一定

詑率で確保し，再び手形割引をど行なうのであっ

て，返済の滞りは，鼠できなかった議権につ

いての科予の取得の失敗と男持に，継続的た利

子の取得が制約怒れることをも意味している。

銀行資本の利潤の取得は，割り号1"、たそ手形の支

払い(選済〉による資金の還流が丹潜であるか

どうかによって，限界主ど題されているわけでトあ

る。したがって，銀行資本が， より多くの手形

|要求に額極的に応ずることで軒務の増大役

図ろうとしても， 自身の保有する現金貨幣準備

額によって一定の臨界を画されているといわな

ければならないのである向。

62)宇野『恐慌論Jl(W事雪作祭J第5宅金)， 84・89]変。
この点については， Wね『金融機機の濠論ふ 81

~86頁安小野菜捻「資ぎ訟と信用ぐ二)J (立正大学
f緩済学季報j第15巻数3・4合併喜子， 67瓦 tt
お)， 前掲，伊藤義行言煎と恐慌ふ 225J若者と参照。な
おき 大内氏は， rそ手形は期限そもち， その伝活が



100 (610) 経済学研究 39..，4 

ところで，銀行券が流通するのは，それを取

得した資本が，その発券銀行資本の支払能力を

信用したからであるが，銀行券の保有は，それ

を発行した銀行資本に対する債権の保有を意味

している。そこで， この関係を銀行券を保有す

る資本からみた場合，次のような事態を捉える

ことができょう。

例えば，新たに銀行券保有者となった資本を

資本Kとし，銀行券を発行した銀行資本を資本

Lとする。資本Kが資本Lの発行した銀行券を

保有した事情については，手形割引によること

もあろうし，他の資本に商品を販売した際に，

その代金として受け取ったということもあろう

が，それは問題ではない。ただ， この関係を資

本Kからみて注目される点は，本来ならKが現

金貨幣として保有すべき貨幣額が，銀行券保有

という形態で，資本Lに預託される関係として

あるという点である。資本Kが資本Lの発行し

た銀行券を保有するということは，党換請求を

しない限り，彼は，自ら保有しうる現金貨幣の

受領を，資本Lに対して一時的に留保する関係

にあるのであって，実質的にそれを資本Lに預

託しているということになる。もちろんこの関

係は，資本Kが，他の資本にその銀行券をすべ

発行者の将来の支払能力にかかっているのにたい

し銀行券は一覧払=免換券であり，発行者の現

在の支払=免換能力が担保されているという相違
が重要なのであるJ(大内『経済原論』下.651頁，
傍点は，原著者)と指摘される。だが，銀行券が
そういうものであるとしても，銀行券が準備金を
超えて発行されるという信用創造が. r将来に向
かつて拡大してし、く流通必要量を先取りしておこ
なわれる銀行券の発行に根拠をもっているJ(同，
666頁) とすれば， その限界は， 氏が否定される
のとは逆に，将来の資金形成によって画されるの
ではないだろうか(氏の立論については，同.667 

頁を参照〉。そもそも「流通必要量」とし、う概念
は， ある期間をとって事後的に得られるものでし
かないのであり，氏がここでそれを持ち出される
ことには疑問を禁じえないが， それはともかし
「将来に向かつて拡大していく流通必要量」自体
が，将来の社会的生産過程によって規制されるの
であって， 現在における発券の拡大が，将来の資
金形成によってチェックされる関係にあるという
点では， 同じことになるのではないだろうか。

て譲渡してしまえば解消されるが，そのときに

は，新たに銀行券を取得した資本が同様の関係

に立つことになる。

しかし，資本主義社会は，私的所有の確立を

前提として成立する社会であり，そこに理論的

に想定されるあらゆる経済主体は， 自己の利益

の最大化のみに基づいて行動し，互いに対立す

る存在でしかない。そして，商品経済的な富の

定在であり，あらゆる商品を購買しうる貨幣も

また，私的所有の下にある。というよりもむし

ろ，貨幣は，互いに対立する私的所有を前提と

する商品経済に必然的なものとして登場するの

であって，そこにおける経済主体は，貨幣の所

有によって初めて，富を一般的な形態で保有で

きるのである。それゆえ，貨幣を，対立する他

の経済主体に預託するという行為は，商品経済

的にはそれ自体として成立しえないものとして

ある。

だが，上にみたように，事実上の貨幣の預託

関係が，銀行券保有資本と銀行資本との聞に債

権一債務関係を通して展開されうるということ

は，本来的にそれ自体として成立しえないもの

が，銀行信用においては，資本家社会的に合理

的な根拠をもって展開しうるということを示し

ている。とすれば， こうして形成される貨幣の

預託関係を含むことになる銀行信用は， ここ

で，資本家社会的に新たな意義を担うものとし

て立ち現われることになろう。その点を次ぎ

に，銀行資本の行動との関連で検討するが，そ

の前に，銀行券保有が諸資本にもたらすメリッ

トについて，若干の確認をしておきたい。

資本Kは，その商品の販売先が資本Lの発行

した銀行券で支払うことを希望し，他方，資本

Lの支払能力が充分に信用できたことから，そ

れを受領したものと Lょう。この場合，資本K

が銀行券を保有するメリットは，まず，仮に販

売代金を現金貨幣で保有したとしても比較的早

い時期に支出すると見込まれるときには，銀行

券で保有した方が，現金貨幣の場合に必要な貨

幣取扱い費用を節約することができる点にあ
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る。また，取得した銀行券を必要な購買に用い

れば，資本Lに預託されている本来資本Kが保

有すべき現金貨幣のうち，購買相当額が購買先

にいわば振り替えられることになるから，それ

によって，現金貨幣を用いる際に必要となる貨

幣取扱い費用も節約しうる。したがって，銀行

券は，銀行資本以外の資本にとっても，貨幣取

扱い費用の節約という点において，利潤の増進

に貢献しうるものとしてある。とすれば，諸資

本としては，その支払能力が充分に信用できる

銀行資本が発行した銀行券については，貨幣取

扱い費用の筋約という点から，その取得を積極

的に望むであろう。すなわち，商品の販売によ

って銀行券を取得したとしても，その発券銀行

資本に支払い能力があり， また，後に商品を購

買する際に受取を拒まれる可能性が低いと判断

されれば，その資本は，先換請求を行なうこと

には消極的になる。あるいは，成立した売買の

額が大きく，現金貨幣ではその取扱い費用が大

きくなり，また取扱いに煩雑さを免れないので

あれば，信用できる銀行券を授受する方が費用

の節約になる。さらに，商品の販売先が，直ち

に現金貨幣で支払うことはできないが，手形か

銀行券でなら支払いうるという場合には，銀行

券の方を選択する。いずれにせよ，貨幣取扱い

費用を勘案した上で，諸資本は，銀行券の受領

に積極的になる動機をもっと考えられ，諸資本

がそれを積極的に用いるようになることで，銀

行券の流通量は，社会的にさらに増大しうるの

である。

既にみたように，銀行資本の利潤の増進は，

割引手形の支払い(返済)の円滑さによってそ

の限界を画されていた。円滑な返済還流が維持

されることで初めて，銀行資本は， 自身の保有

する現金貨幣準備額に対応した手形割引の拡大

と発券額の増大が可能なのであり，自ずからそ

れは，上限を画されるものであった。したがっ

て，銀行資本が発券可能額の枠をさらに拡大

し，それによって手形割引の拡大と利潤の増進

を図ろうとすれば， 自身が保有する準備金を，

何らかの方法で増額しなければならない。とす

れば，銀行資本以外の諸資本が，利潤の増進の

ために必要な資金を調達する方法として手形割

引を利用するように，銀行資本もまた，他の資

本から必要とする資金を調達することになる。

銀行資本は，これまで述べてきたような手形割

引に伴って負うことになる銀行券債務とは別

に，その拡大のために， 自ら積極的に債務を負

うことになるのである。

こうして銀行資本自らが積極的に債務を負う

際の方法についてまず考えられるのは，他の諸

資本と同様，手形割引によって準備金とすべき

現金貨幣を調達することであろう。しかし，先

にみたように，資本の行動に即したとき，手形

と交換に現金貨幣を提供することは，商品経済

的一般的行動としては消極的なものにならざる

をえなし、。だが，銀行券の流通が社会的一般的

に広がるようになれば，銀行資本に対し，その

銀行資本自身が債務者となる手形(債務証書)

と交換に現金貨幣を提供することは，諸資本に

とって，消極的にならざるをえないということ

はなくなるであろう。銀行券の流通は，その発

券銀行資本の支払い能力に対する社会的な信認

に基づいており，その信認は，流通の裏側で，

先換請求に対して現金貨幣の支払いが滞りなく

行なわれているということに基づいている。し

かも，銀行券の保有は，その保有者が，銀行券

相当額の貨幣をその発券銀行資本に預託するこ

とをも意味していた。そしてこれによって諸資

本は，保有及び支払いの際に必要となる貨幣取

扱い費用を節約しうるのであった。 したがっ

て，銀行券の保有が銀行資本に対する貨幣の預

託関係でもあることに基づき，また，貨幣取扱

い費用の節約とL、う動機に支えられて，諸資本

は，その現金貨幣としてある遊休貨幣資本を，

銀行資本が債務者となる手形に対して積極的に

提供するようになると考えられる。もちろん，

銀行資本が，既に割り引き，保有している手形

と交換に他の資本から必要な現金貨幣を調達す

る(再割引)ということもありうる。しかしそ
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の場合には，銀行資本による裏書き保証が行な

われ，それに対する信認に基づいて，現金貨幣

の提供がなされることになる問。

かくして， 銀行資本は， 銀行券債務とは別

に，積極的に債務を負うことで資金を調達し，

自己の保有する現金貨幣準備を補強することに

なる。債務によるものである以上，債務期間に

制約はされるが， しかし， 自己の支払い能力が

多くの資本によって信認され，諸資本の遊休貨

幣資本の収集が容易になれば，銀行資本は，額

や期間など債務の内容を様々に組み合わせるこ

とで，調達した資金を安定的に準備金の補強に

充当し，手形割引を自己の保有する準備金を超

えて行ないうるのである。

なお，こうして銀行資本が，銀行券債務とは

別に負うことになった債務は，銀行資本以外の

諸資本からみれば，銀行券の保有と同様，銀行

資本に対する現金貨幣の預託を意味することは

いうまでもない。そして，銀行券が，その発行

銀行資本の支払い能力に対する信認に基づいて

諸資本聞を流通したように，銀行資本の発行L

た手形も，諸資本聞を流通すると考えてよい。

その流通私銀行券と同様に，銀行資本に預託

された現金貨幣を振り替えるものとして機能

し，個々の資本の貨幣取扱い費用の節約に貢献

することになるのである。かくして，銀行資本

63)前掲. 鈴木『経済学原理論~， 367頁を参照。な
お，鈴木『原理論』の場合.諸資本が支払い準備
金を銀行の金庫に預託しようとする傾向から説
色銀行資本による資金調達という側面は，必ず
しも積極的に論じられているわけではなし、。しか
し， 現金貨幣の預託が，商品経済的にはそれ自体
として形成されえないとすれば，銀行資本の現金
貨幣の収集は，その積極的な資金調達行動という
側面から捉えられるべきではないだろうか。他
に， この点からの預金の位置付けについては，山
口『金融機構の理論~， 78頁，前掲， 小野「資金
と信用(二)J，59頁 同「銀行券の本質J(日高・
大谷・斎藤・戸原編『マルクス経済学一一理論と
実証一一~ (東京大学出版会 1978年)， 79頁，小
島寛「架空資本と信用創造J(前掲，山口他編『競
争と信用~)， 315頁， 浦園宜憲「信用制度の組織
的展開(ll)J(W拓殖大学論集←一社会科学系一一』
第135号， 1982年)， 112頁，なども参照され、たい。

の負う債務は，諸資本閉め商品売買を媒介する

ものとして機能し，資本家社会的にも流通費用

を節約するものとなるのである o J'， 

ちなみに， このような手形割引の拡大のため

に銀行資本が積極的に負う債務が r預金」で

ある。この「預金」については再度触れるが，

理論的には，譲渡可能なものとして理解して差

し支えない。現実には，例えば預金者(特に少

額預金者)の保護や債権一債務関係に伴って形

成される種々の法的関係の明確化などのため

に，その譲渡が規制されるのが一般的である

が， しかし，原理論においては，そうした関係

を入れることは，理論的内容を不明瞭にするだ

けである。また，銀行資本が発行する債務証書

は，現実には，預金証書，銀行手形や銀行小切

手，様々な支払い指図証書など，各種各様の形

式をとることはいうまでもないが，そのような

具体的なものを論ずることも，法律論や現状分

析の問題としてはともかく，原理的には意味が

ない的。ここでは，銀行資本は，他の諸資本と

同様自ら積極的に債務を負い資金を調達するこ

とで手形割引を拡大し，利潤の増進を図りうる

ということを確認しておけば足りる。

こうして，銀行資本は，銀行券債務という形

態において諸資本の手形割引要求に応じその

際に要求する利子を利潤の源泉とする一方で，

手形割引を拡大するためにさらに債務を負うと

いう行動を展開する。この関係は，様々な費用

をさしあたりのぞくと， 自己資本として投じた

現金貨幣を先換請求に対する準備金として確保

しつつ，他方で，債務を負うことで調達した現

金貨幣をその準備金の補強に用いるというもの

である。したがって，銀行資本は，割りヲ|いた

手形の支払い(返済)が円滑に行なわれていれ

ば，債務を拡大することで，自己の資本として

保有する現金貨幣額以上の手形割引が可能とな

り，利潤をさらに増進させることができる。し

64) この点については，大内『信用と銀行資本~， 263 

頁も参照されたい。
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治、，も，銀行券であれ，r'資金潤達のための手形で

あれ，銀行資本の負った債務証書は語繋本間を

流通す~o だが，ょのことは，銀行資本の行動

に特異な性格を与えることになるのである。

これまでのところでは，銀行資本が行なう

金調達は，謡資本の貨幣取扱い費用の節約動機

とも務合しつつ，議資本が議体質幣望者本として

保有する現金賞幣没収集するものとしてきた。

しかし，銀行券や資金調達のための手形の発行

とその説i識の拡大， とりわけ銀行券の流通の拡

大札諸資本がもっ遊休貨幣資本の形態を現金

貨幣に限定しなくなるであろう。語資本間での

商品売翼に銀行券が顛繁に料用されるようにな

れば，遊休貨幣資本も，銀行券の形態でもって

保有されうるからである。しかも，銀行資本の

発券器額?にその準備金議額(詞日資本による

ものと他の資本か したものとの合計額〉

をはるかに超えうるから，そうした餓向は，ま

すます加速される。それゆえ，銀行券あるいは

銀行資本の発行した手形， とくに一覧払い強行

私的な援務註惑としてありながら，銀行

の支払い龍カに対する社会的信認合法礎にして

商品語通を媒介し，事実上の貨幣として機能す

る。しかも，そのことによって，労賞の支払い

に用いられることにもなる。もちろん労働者

は 13々 受け取る労裁で多様なさ伝活資料を鱗繋

るから，それらを援売する語資本が受け取ら

ない可能性のある銀行券が労震の支払いに用い

られることについては，ま長三写ぜざるをえない。

しかし，銀行券流選の拡大は，一般的に諮銀行

資本の支払い龍力に対する{言認を社会的に憾成

るであろうから，労食についても，銀行券が

しば用いられるようになると考えられるの

である。

ところで，労鐙についてはともかく，このよ

うにして銀行資本の積務証書の流通が社会的に

一般化すると， 銀行饗本は，現金貨幣ではな

く，組の銀符資本が発作した銀行券または手形

の形態で謂達した資金を受け取らざるをえない

ということにもなろう。あるいは， ょっ

ては，滋分の発行した銀行券で受け取るという

こともありうる。訴審の場合は，いつでも

紫幣を諮求しうる議機の保有でもあるから，必

じて交換請求を行ない，その準備金を鶏

強ずることになろう。だが，後者であっても，

その銀行資本にとっては，手形割引を拡大しう

る準備金の補強を意味するものとなる。

まず， 自身の発した銀行券を受け取

その銀行資本が，その分の銀行券壁務た

新たに張り出した手形の償務に握り替えるとい

う場合には，彼の農務残高に変化はなし、。それ

は，準備金の韻少の飴止としてしか;言、味をなさ

ない。しかし，資金調達のために譲り出した手

形は，銀f子資本が積極的に蜜務な負うためのも

のであり，一安定窮関は還流しないから，

行している銀行券の免換鰯求額が場大しない限

りは，額達によって得た岳身の銀行券セ再び手

形醤引に用いるということが可能になるO つま

り，この場合には，銀行券債務残高を従来のま

ま維持したよ-C'，手形割引の拡大が可能になる

のである。しかも，銀すま資本が積極的に資金調

達念行なうのは，手形割引が増大するという見

込みによるのであって，事爽増大し続ければ，

銀行券の免換請求は相対的に誠少するから，こ

うした事態はなお保護される。銀行資本は，

形割引のための準備資金を，現金賞幣だけでな

く，穣録有宛の債権あるいは岳分自身が発行し

た笹務自E害を受け入れることで，さらに議強し

うるのである。

こうして銀行資本によ

幣に代わって，発行主体の自他を関わず銀行券

や銀行資本の手形でなされるようになり， しか

もそれがより♂般的になると，社会的には，手

形欝引総額は，諮銀行資本の保有する

での準備金総額をはるかに上問ることになる。

当然社会的に流通する銀仔券総額に対する

準備額の比率は極めて小さくなるが，個々

おいても，その準備金のうち現金貨幣

部分の割合が棺対的に小さくなり，自身のもの

な含め，銀行資本の発宥した銀行券・手形など
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の賓務証書の比率が高まるであろう。家た，銀

行券の党換言語求も頻繋には符なわれなぐなり，

一般的に流議するということによりながら，

行券の貨幣性はまずゴます強められる O だが，こ

のことは多多くの銀行資本にとって，積機的に

独自の銀行券さと発行することの意義を低めるこ

とになる。なぜなら， 171Jえば準備金のうち他の

銀特資本の章受務証書でEをめられる部分が大きく

なれば，その銀行資本にとっては，現金貨幣の

保有の意味が抵下することになるし，ままら貨

幣敢議襲用の節約にもなる。他の銀行資本の賓

と同等の地位を持るのであっ

て，それを準織として独自の銀行券を発行する

ことは，かえって費沼災担を増大させてしまう

からである。

もっとも，こうしたことから，直ちにその銀

行資本は，手形割引の祭に，飽の銀行紫本の銀

行券を提換するようになるとはいいきれない。

というのは，毅にとって，準備金としてある飽

の銀行資本の銀行券なり手形なりは，現金策幣

間援のものとしてあるのであって，銀行資本が

手形割引の穫に現金貨幣を寵隷提供しなかった

のと向様，他の銀行資本の銀行券を寵綾提供す

るとは考えられないからである。彼としては，

準備金の額きと誰持拡大しつつ， より多くの手形

劉引を行なおうとするであろうから，準鍍金で

ある鎮の銀行資本の穣務註警は，そのま家保有

し続けようとするマあろう O かくして彼は，手

形割引な行なう時には，銀行券の発托と!司様，

き貨幣額を綾自身の量務の形態でもっ

て提供する。すなわち，要求に応、じて現金貨幣

か銀行券，あるいは他の銀行資本の銀行券で支

払うことを約して，手形製引によって提供すべ

き貨幣額の農務合負うことになるのである。手

形割引を要請した資本としては，そのときに受

け取っ

い，その資本に商品な顕売

銀行資本に提示しき銀行券を受領すればよい。

また， どうしても必要であれば，現金策幣を受

ることも可能で、あろう。それゆえ，銀行資

本としては，信用カのある飽の銀行資本の銀託

券なり乎形なりを準備金として保有すれば，自

ら銀符券を発行一ずる必要はなくなるのであり!

も銀行券を発行する銀宥資本の数は，

減少すると考えられるのである。

なお， にのようにして銀行券以外の形態で債

務の設定が行なわれるようになると，

が準備金の議強のために行なう資金調漆におい

される手形私手形割引の際に設定した

、て発行される銀行券以外のf責務寵諜

も，実繋的に，そのi笈却は援球になるであろ

う。諸資本氏遊休紫幣資本を保有する時に

は，銀行資本の資金露達要請に応じて，斜子担

当額きど加えた額の銀有資本合法務者とする手形

を受領するであろうし，銀行資本に手形割引を

依事実した際にも，それと持様の手形を受

る。いずれにしても，銀行資本以外の資本にと

っては，銀行資本の発行する畿務証書であり，

銀持資本に対する議権を表わすものでしかな

い。諾資本は，こうした銀持資本の債務証書を

の購翼にFおいることで潤潜の増進を図りう

るのであり，地方，銀行資本も， f責務藍議の発

行を繰り返す中で，現金貨幣係省額の拘東から

免れ，手形欝告の拡大を通じてその制調の増進

りうるこどになるのである町、

65)実際?と行なわれている具体的な幾多llf;こ則せば. 積

極的な資金務違を f1:i利子預金J，手形割引の際
に発行怒れた銀行の債務証霊祭会， r当盗預金j を
引該当てにし， 銀行を支払いさ務所とする支払い指

しての「手形‘小切手」と考えてもよ
い。だが.蕊に述べたように，そうした区別自体
は理論的には然主主味である。実際後主警は， r当座
預金Jの預金者が，その都度必要に応じて金綴た

られるし，前者について
も， r手ぎ利子預金J~旨引き当てに「手形・小切手J
を発行できないということはたい。まずこ.手形割
引の代わり金が f会利子預金Jに入金されること
もるりうるし，商品の続気に用いるまでの間一詩
的に遊休した貨幣を「き設住預金jに演けることも
あろう。笈幣取扱費用の節約から，それらの
金」を引~言語てに f手形・小切乎j そ絞り出し，
銀行に対して支払い綴留することもあり，銀行
民総図されれば支払うという僚務を負う。いず
れにしろここでの問題は，銀行資本治主社会的な
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かくして，銀行資本の行動を議じて，

再生産の規模は，その現金賞幣総額をはるかに

超えて拡大される。現金貨幣は一部の銀行資本

が保不まするだけとなり，先換誇求はほとんど行

なわれなくなるであろう o 銀行信F誌の援罷によ

って，現金銀幣の存在自体坑社会的に消緩記

されるのであって，資本蓄讃は，こうして現金

貨幣という物的な存在からの拘束を免れ，社会

的に従議されうるのである。

IV. 銀行健婦の議議一一結びに技えて

さて，このようにみてくると，銀行信用の意

義は，それを夜接抱う銀行資本の行欝きと通じて

諾資本に利潤の増進をもたらし，社会的な規模

で，加速震的な生産の拡大と

るところにあるということになろう。個期的な

信用関保と Lての商業信用の娘界を解捻し，そ

れを社会的な信用関係へと転先ずる

よって，資本家技会は，

的に提進し，飛襲撃的なさ主撲の拡大を実現しうる

ものとなるのである。

しかしながら，こうして展開される

において注目される点は，これが結烏は，将来

における藷資本の再生産議程をど通じた資金形成

して行なわれているにすぎないというこ

とである。関えば，強の銀行資本が発行した銀

行券でもって準備金主同最強すれば，確かに準織

金の大きさは，その分増大するo しかし，イ患の

銀仔資本の発行した銀行券もまた，そ

本がそ手形製引きピ行なった時に発行したものであ

り，その銀行券が順調に先換され続けるか否か

は，その割出手形の支払い(返済〉にかかって

いる。いいかえれば， ~志の銀行資本の議行券の

保有による準備金の増大とはいっても，

には，その発券室経持資本の支払い能力を支える

遊休貨幣な「預金j として収集する?としら貸出
金をいったん「預金口感Jr.こ振り込み必要に応じ
て支払いなするにしろ，積務を負うことの理論的
な必然憾でおう，その資本家社会的な意味であっ
て，門真金」のゑ徐的な種類ではない。

いるにすぎない。また，災笠締法をどIT7ょっ

行資本自身も，その債務期懸の灘来とともに，

露達した資金額私製51手静の支払いく返済)

によって持た資金のうちから支払わなければな

らない。準備金とじて調濯した資金札将来に

る諾資本の資金形成によって支えられてい

るにすぎないのであるO しかも，準備金のを震を

一定に保とうとしても，あるいは，持続的に増

加するようにしたとしても，事態の本繋に変わ

りはない。既にみたように，銀行資本が郭額を

させようとすれば，保有する準備金の額を

て手形鱗引を塾大しなければならない。そ

して，それが，醤引子第の支払人となっている

諸資本の資金形成な予定してなされるもので、あ

ることに変わりはないからで、ある。

銀行信用は， こうした欝係が連鎖的に無数に

ることで成立した資本家社会的機構だ

が， しかし，基本的には，そのや壌を握う

資本と臨接間接に慨係する

によって幾制されていることは明白であろう。

もちろん， こうした関係の端緒が務主義信用にあ

ることはいうまでもない。信用

によって形成された議権一俊務関揺は，

務者ーとなった資本が期日までに支払い資金泳形

諜し，ぞれが支払われた時点で初めて認了する。

だが，手形の継総流通によって拡大しうるとは

いえ，商業信揮がF あくまでも蕗品者践に伴う

摺知的な資金の融通関係として展開されるのに

い銀行信用は，その関係を商品売翼か

り離し，緩行資本を中心として無数の債権

務関係な形成することで，資金畿通それ自体を

社会的に展開するものとして現われる。ぞれは，

個々の資本の競争関保のうもに畏開されるとと

諸資本の利潤の増進を通じて軒調率の均

等住機害事会補完し，

るものとなるが， しかし，

を通じた将来における資金形成によっ ら

れるものでしかないのである問。

66)前掲，小野「銀行券の本焚J，
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したがって，銀行橋婦は，社会的に存在する

議金賞幣総額をはるかに趨える規模で社会的生

産の拡大を実現しはするが，それは，債権一債

務関係を還してそうであるにすぎなし、。社会岳

再生産が将来にわたって顕調に維持されれば，

それは，無題の資本議積を可鵠にするであろ

う。しかし，そうならないことはいうまでもな

い。基本的には，労働力人口の枯渇によって，

隈界な闘されることになるのである。禁気筒環

との関議についての詳細な分析は射の機会に譲

るが，この限界は，銀告信用においては，銀行

資本が負う僚務に対する支払い撃さ求の殺到とし

て現われるG マルグスのいうように i再生殺

過程の全関連が信用を基畿としているような生

産体制のなかでは，患に信用が停止されて現金

払いしか還揺しなくなれば， 務らかに， 恕:境

が，つまり支払い手段を求めての殺到が起こら

を得ないfわのであり，ここ

を通じた資本蓄積が，将来に

て，

る!願書導

てにして遂訂されたもので

しかないことが，社会的にもっとも露骨な形で

暴露されるのである。

なお，このようにみてきた場合，銀行信用の

資本家社会的な機能は，

した膝開のうちに，将来における額認な再生産

の援興会予定して，現在における資本替積を促

進するものであるということになろう。それは，

いうように， i産業資本の議動中に多か

れ少なかれ一波期間遊休する貨幣資本を預金と

して集中し，これを起の産業資本に一涯の議援

をもって貸付けるJ6ぬという関係を一部でもつ

ことを否定するものではないが， しかし，そう

した共詩的な構造において捉えられるべきもの

ではない。むしろ，将来の蒋生産過程と現在の

なぐ資本家社会的な機構とし

て，議時的な構造において提えられなければな

らないものであるように思われる。

67) K.， II!， S. 507，訳頁。
68)宇野『新版論J1.1き8J室。

個々の資本の遊休貨幣資本は，饗ヌドの運動に

必然的に伴うものだが，銀行信用は，それを資

本家社会的に一般的な形で融瀦する畿様であ

る。利潤論で展開1されるー絞出蒋務率の形成機

の共略的な競争関係のうちに解

明されるものであり，議資本聞の競争によって

ることのできない自然的な妥楽について

生ずる問題が，地代論でき耳らかにされるとすれ

ば，運動体としての議資本の間での競争がもた

らす時間的な側彊に関わる問題は，資本

に伴う遊休貨幣資本の処理議構として解明さ

なければならないように惑われる O そこに，諜

おける「幹子議Jの繰醸のー綴爾が与え

られることになるとも考えられるが，こうした

方法的な問題についての詳しい検討もまた，望誌

の畿会に談らざるをえなL、。しかし，こうした

も考慮した時，銀行信用の

は，資金融通に伴う長権…嶺務関係の社会告さな

畏開んその資本家託会的な意味の検苦手という

点を軸としなければならないことになろう O そ

の意味では，銀行信用の原理的膜聞は，倍々の

資本相互の競争額係のうちに展開される

様務証書〈銀行券〉の発行をもって強められな

ければならない。そして?資金については r銀
行は一方で受けた預金を飽ブ?で貸付けるJ69) と

いう関係においてではなく，銀行券の発行と問

機の銀行自身による僚務の設定という側悶函か

ら，その社会的再生運との関連がf携わなければ

ならないと思われるのである問。

69)問吉弘 204頁。
70)近代的銀行においては預金t公理論的に議緩的な

意味をもつものではなく，銀行資本の意義札将
供給するものであるとい

う点については， 前提ゑ!l!Q r金融機構の理論J1，
68瓦 75~6Jまも参照されたい。

なお， このようにみてくると，資本霊祭社会は，
倹府関係を幾重設にも錯綜させることによってー社

「金」という物的なものから
解放する側面をそれ怠体としてもっているという
ことになろう。しかし，それに伴う矛盾は旗塚
的には，恐後によって解決されc'!:';;'なえず，殺終
的には「金Jiこょっ℃掬3愛されるものと理解され
る。だが，現代資本主義ぬ金本位制~廃棄する
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ことで，その矛盾の解決のための手段を失う一

方，それによって際限のない資本蓄積を可能に

し， r高成長」を実現することになった。 もちろ

ん問題は， より具体的であり，複雑だが，その一

面を理論的に捉え返せば，銀行信用において社会

的一般的に展開される将来の資金形成を先取りし
た資本蓄積の展開， という面に関わる問題に他な

らないのであり r金」による調整を拒む限り，

「成長」を強行せざるをえないものとしてある，

ということになろう。なお，この問題についても，

検討を別の機会に譲ることとし， さしあたり，

大内力 『国家独占資本主義~ (東京大学出版会，

1970年)，馬場宏二『富裕化と金融資本~ (ミネル

ヴァ書房， 1986年)など，最近のものとしては，

加藤栄一「現代資本主義の歴史的位相J(東京大

学『社会科学研究』第41巻， 第1号， 1989年)，
馬場宏二「経済政策論と現代資本主義論J(東京

大学『社会科学研究』第41巻，第2号， 1989年)

などを参照されたし、。
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