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はじめに

現在の国際通貨・金融体制をめぐる議論にお

いてはいわゆる信用創造論に基づくドル過剰論

ないしは貨幣資本の過剰蓄積論がごく一般化

し，過剰ドルの自由な運動の場としてのユーロ

市場という位置付けも一般化している１）。しか

し，およそ無価値のドルの流通がありえないよ

うに預金の裏づけのないドルもありえない。預

金は一国の価値生産の大きさをその貨幣量にお

いて表示し，かかるものとして国内外を流通す

る。よし信用創造によってドルの流通量は増え

たとしても価値量にはいささかの変化もない。

従って貨幣資本の過剰蓄積なる事態はありえな

いのである。これとともに過剰ドルの運動の場

としてのユーロ市場なる理解もその存在根拠を

失うであろう。むしろ事実は逆であろう。米国

はもちろん日本，EU諸国ともに貨幣資本蓄積

の深刻な不足を抱えているが故に国内における

貨幣資本蓄積のみならず在外バランス（ユーロ

市場）の政策的管理を強化せざるを得ないので

あり，その程度は年々高まっていると私は考え

る。

本稿はかかる諸問題を念頭に置きつつより一

般的な視点から管理通貨制の貨幣制度論的内実

を明らかにしていきたい。管理通貨制こそは独

占成立期以降現在に至る普遍の貨幣制度であ

り，現在のドル並びに各国通貨の運動法則を律

するものだからである。本稿ではその普遍性の

根拠を独占成立とともに生ずる各国内部の構造

的な貨幣資本の蓄積不足に求め，その政策的解

消のシステムとして管理通貨制を理解する。そ

の際，世界的貨幣流通の普遍的構造，並びに銀

行制度下での国際的貨幣流通の基本構造２）を踏

まえることが不可欠であり，以下この点から議

論を始める。

� 世界的貨幣流通の普遍的構造

商品流通の基本原理は等価交換である。それ

故，世界各国の諸商品は単一の商品金をもって

自らの価値を表示し，自らの価値を交換する。

１）代表的研究として，木下悦二（１９７９）『国際経済
の理論』有斐閣，同（１９８１）『外国為替論』有斐
閣，深町郁彌（１９８１）『現代資本主義と国際通貨』
岩波書店，同（１９９９）『国際金融の現代』有斐閣，
山本栄治（２００２）『国際通貨と国際資金循環』日本
経済評論社，川波洋一（１９９５）『貨幣資本と現実
資本』有斐閣，川波洋一・川上孝夫（２００４）『現代
金融論』有斐閣，信用理論研究学会（２００６）『金融
グローバリゼーションの理論』大月書店，藤田
誠一・小川英治（２００８）『現代金融理論』，川上孝
夫・矢後和彦（２００７）『国際金融史』，田中素香・
岩田健治（２００８）『現代国際金融』いずれも有斐
閣，のみを挙げる。なお，以下では紙幅の都合
上，注記は最小限にし，歴史的事実に係る文献
も川上・矢後（２００７），宇野弘蔵監修（１９７５）『講
座 帝国主義の研究１～６』青木書店，島崎久彌
（１９８３）『金と国際通貨』外国貿易研究会，他にゆ
ずる。

２）本稿は国際金融，貨幣流通の理論の極めて多く
のものを村岡俊三（１９７６）『マルクス世界市場論』
新評論，同（１９８８）『世界経済論』有斐閣，同（１９９８）
『資本輸出入と国際金融』白桃書房に負ってい
る。無論，本稿にありうる誤りはすべて中村の
ものであり村岡とは無縁である。

経済学研究 ５８－３
北海道大学 ２００８．１２
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すなわち，金は世界貨幣である。世界貨幣とし

ての金が行う運動は極めて簡明なものである。

それは以下の三点に要約される。

�世界各地で生産された新産金は世界各国の
諸商品との物々交換を経て貨幣となり３），生産

の大きさに応じて各国に配分される。その際，

金は各国政府によりそれぞれ独自の貨幣名を付

与され，金鋳貨として流通界に登場する。金の

自由鋳造がこれを行う。

�金鋳貨は国内外の様々な商品の価値を実現
すべく流通手段，支払手段として国内外を自由

に流通する。すべての商品の価値を実現し終え

た金鋳貨は最終的に蓄蔵貨幣として各国内部に

蓄積される。生産拡大は蓄蔵貨幣の増大に結果

し生産縮小は蓄蔵貨幣の減少となる。

�国際経済取引においては国毎に通貨種類が
異なるので通貨の両替が必要となる。両替は現

象的には単なる異種通貨の交換にすぎないが，

原理的に見るならば自国金鋳貨がいったん金地

金に還元された上で再び相手国金鋳貨に鋳造さ

れ，引き続き貨幣の諸機能を果たすというもの

である。新産金同様，貨幣に生成した金に対し

ても金鋳貨への鋳造が行われることに注意され

たい。なお等価交換は大前提である。

両替によって金鋳貨の連続的流通は国境で

いったん中断される，流通手段としての機能は

国内に限定され４），国際間では単なる購買手

段，及び支払手段として金鋳貨は機能し，引き

続き相手国内で流通した後蓄蔵貨幣に転化す

る。

以上が国際的な貨幣流通の普遍的構造だが，

二点補足すべきことがある。

第一に，単純な金属流通の段階でも商品の信

用取引は成立し，商業手形が貨幣として流通す

る。商業信用は国際間でも無条件に成立するの

だが国際経済社会においては中心国通貨建取引

が一般的だから自ずと外国為替取引が発展す

る５）。すなわち，周辺国の内部において輸出商

保有の外貨建輸出手形と輸入商保有邦貨建手形

とが交換され６），それぞれ周辺国内，中心国内

支払手段として利用される。為替取引によって

手形のグローバルな流通が実現し，両国輸出商

は金節約のメリットをえる。無論，期日にはそ

れぞれの国内で手形代金が各輸入商によって金

鋳貨で支払われ，片為替（輸出超過ないしは輸

入超過）分は相手国に向けて金が移動する。

第二に，貨幣が貨幣として流通する以上，単

純商品生産社会においても生産を拡張すべく貨

幣（金鋳貨）が直接に貸借されることは当然にあ

ることである７）。この貸借が国際的になされる

場合，貸付国からは金が流出し，返済期日には

金が流入する。上記�の支払手段はこうした貸
借をも含むものとして理解されねばならない。

銀行制度下の国際的貨幣流通はこの世界的貨

幣流通の普遍的構造を前提にして行なわれる。

ただし金鋳貨に代わり銀行券が専一的に流通し

金は後景に退くことになる。金の取扱は各国政

３）村岡（１９９８），１１７～１２７ページ。
４）村岡（１９８８），７７～９２ページ。

５）国際経済における基軸通貨国・非基軸通貨国の
非対象性は時々の歴史において与えられた前提
である。いわゆる「ドル本位制」論では「国際通
貨ドルの形成」が理論的・実証的に多方面から検討
されているが（深町（１９８１），（１９９９），山本（２００２），
他），それらはドルの歴史具体的な展開過程で
あって「形成過程」との位置づけは適当でないよ
うに思うのである。なお，村岡は「関係国の貨
幣資本の蓄積」の優劣をもって中心国・周辺国
の基礎となしている（村岡（１９９８）１７３～４ペー
ジ）。しかし，為替取引の主体は資本であるか
ら各国諸資本の国際経済的地位そのものがその
基礎をなすであろう。周辺国輸出産業が見出す
最大の市場は時代の最先端を行く先進国市場で
あるから周辺国輸出資本は相場変動の不利をし
のんでも中心国通貨建で商品を先進国で販売し
最大の利益を確保しうるからである。

６）村岡（１９７６）「第８章外国為替取引について」参
照。

７）商業信用の広範な展開はG－W－G，すなわち
売りなき買いが社会的に確立していることを前
提としてありうることである。

経 済 学 研 究34434（ ） ５８－３
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府が改めて決定せざるをえず，これが各国貨幣

制度を形成する。

� 銀行制度下の国際的貨幣流通

１．銀行の成立と銀行券

銀行は資本の蓄積が必然的に資本間の貨幣貸

借を伴うことを根拠に成立する８）。

資本制生産の前提は商業手形流通の広範な展

開である。資本はすべての商品を手形で購入し

手形で販売するが，資本ならざる労働者・一次

原料生産者（土地所有者）に対しては貨幣＝金で

の支払いが必要となる。資本は他の資本より貨

幣を借入れざるを得ないが貸付可能な貨幣（利

潤等の蓄蔵貨幣第二形態）は既に生産を終えた

他の資本が保有する手形の中に将来的貨幣とし

て伏在するのみで今現在貸付けに充用すること

は出来ない。銀行はこの矛盾を解消するために

設立される。すなわち，銀行は将来の貨幣を預

金として集積することを引当に同等の価値額を

表示した銀行券を発行し，これを生産開始にあ

たって貨幣を必要としている資本に貸付けるこ

とによって資本蓄積を可能ならしめるのであ

る。銀行券は貨幣ではないが随時に貨幣と交換

可能な銀行約束手形だから貨幣同等物であり資

本の生産物に対する支配権を保証した証書であ

る。労働者等がこの受取を拒む理由はどこにも

なく，銀行券を借入れた資本はやすんじてこれ

を賃金等の支払いに充用し蓄積を開始していく

ことが出来るのである９）。

ここで重要なことは，第一に，銀行券は貨幣

＝金鋳貨を代理するものであり，その流通（貸

付・還流）によってこれを節約するものだとい

うことである。第二に，銀行の貸付は単に預金

として集積される貨幣をその実現に先立って媒

介するだけのことであり，貨幣を創出するもの

ではない。第三に，貨幣の貸付は生産を開始す

る資本に対して，既に生産を終了した資本から

行なわれ，より具体的には可変資本需要に対す

る利潤の貸付だということである１０）。貨幣資本

の蓄積とはこの貸付可能な利潤の蓄積に他なら

ず，その過剰ないしは過小はこれから生産を行

う資本の可変資本投資額を基準にして評価され

るべきものである。

以上三点が銀行並びに銀行券を考察する際の

基本点である。次に銀行券の貨幣としての機能

並びにその流通の態様について述べていきた

い。

２．銀行券の機能と流通

銀行券が代理し節約するものは賃金等への支

払手段としての貨幣，すなわち流通場裡にある

貨幣＝金鋳貨である。従って銀行券は金鋳貨の

８）以下の銀行信用理解は村岡（１９７６）「第１０章マル
クス信用論の骨格」に依拠するものである。特
に蓄蔵貨幣の先取的媒介説は今に至るも村岡に
独創的であり，他の一切の信用論と画然と区別
される。本稿はこれに依拠しつつ私なりの理解
を展開したものである。

９）換言すれば，銀行の設立によって資本制生産は
労働と土地所有とを自己の蓄積体系に包摂し，
これによってはじめて資本制生産は自立した蓄
積体系として確立しえたのである。銀行を単な
る貨幣貸借の平面においてのみとらえるのは銀
行の本質的意義を見失うものといわざるをえな
いであろう。

１０）貨幣の貸借は生産を組織する時点で把握される
べきである。これによって価値の生産が増大
し，信用が社会的意義を持ちうるからである。
信用創造論はこれと対称的に価値実現時点での
貨幣貸借を理論の基軸にすえる。既に存在する
貨幣は節約し得ないからその回転速度増大を
もって貨幣の節約とするのである。だがこれは
単なる貨幣の流通からの一時的離脱にすぎず，
離脱した貨幣はいずれかの所有に帰す。ここに
あるのはある所有者の下への流通を通じた貨幣
の集中であり，銀行がこの集中の媒介機関とし
て機能したにすぎない。貨幣所有者が独占的巨
大企業の場合，これは正しく金融資本と呼ばれ
るであろう。これは現実資本と現実資本との対
立であって決して貨幣資本と現実資本の対立で
はない。藤塚知義（１９５０）「信用理論発達市場の
一齣」『金融経済』第４号，２８～３５ページはクレ
ジット・システムとモネタール・システムとの
対立においてこれを把握している。

２００８．１２ 貨幣資本の蓄積不足と管理通貨制 中村 34535（ ）
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機能を忠実に代理する。

銀行券は本源的には賃金等の支払いに充当す

べく銀行からその都度新規に発行される。だ

が，ひとたび発行された銀行券は食料その他の

賃金財との交換を通じてその商品の価値を継受

し，自ら価値をもつものとして次々と諸商品の

価値を尺度し実現していく１１）。銀行券は流通表

面においては一般的な価値尺度となり，これに

基づいて流通手段・支払手段としての機能を果

たす。その結果，資本の減価償却基金・利潤等

蓄蔵貨幣第二形態部分も銀行券によってその価

値を実現し，貨幣形態をえる。銀行券は蓄蔵貨

幣機能をも果たすのであり，かかるものとして

銀行に預金され蓄蔵貨幣によりふさわしい姿で

ある銀行預金となって流通から姿を消す。預金

還流がこれであるが，これにより資本の生産増

大は銀行預金の増大となり，生産の縮小は銀行

預金の減少となる。本源的商品生産社会では金

鋳貨で表現されたものがすべて銀行券並びに銀

行預金によって表現されるのである。

かくして，銀行券は生まれながらにして資本

制社会における一般的な貨幣＝「現金」であ

る１２）。各国内部では「現金」たる銀行券が専一的

に流通し，商業手形もその代金支払いを銀行券

で受ける。銀行自身も「現金」としての銀行券で

預金を集積し，賃金支払に止まらず多種多様な

貸付を銀行券で行う。これとともに既存の金鋳

貨はすべて銀行に預金として集積され銀行の金

準備となる１３）。これが資本制社会における貨幣

流通の姿であり，銀行信用確立の証である。

銀行券流通の反面は流通表面からの金の消失

であり，金は銀行信用の前提であり結果として

銀行券流通の背後に控えることとなる。前提で

あるとは，本来的価値尺度は依然として金（新

産金）だということであり，結果であるとは銀

行信用が成立しえないところでは金が登場せざ

るを得ないということである。一つには恐慌時

の金退蔵であり，二つには国境地点での各国銀

行券の両替である。銀行券はいったん金地金に

転換された上で再び相手国通貨建銀行券の姿を

取る。これは銀行券が金鋳貨を忠実に代理する

ことに伴う国際流通上の限界である。以下，こ

の点に留意しつつ銀行制度下の貨幣流通の国際

的構造とその内実についてみていきたい。

３．銀行制度下の国際的貨幣流通

銀行制度下の国際的貨幣流通は＜各国内部に

おける自国通貨建商業手形・銀行券の混合流通

並びに金の対外流出入＞と極めて簡明な形に定

式化できる。本源的商品生産社会においては商

業手形と金鋳貨が貨幣として流通するのだが，

銀行の成立とともに金鋳貨はすべて銀行券に

よって代位され，商業手形と銀行券流通が資本

制社会の貨幣流通の実態をなす，なおかつ国際

間では各国法貨規定の相違により各国通貨建銀

行券の金への転換が不可避であり，金の対外流

出入が付随するからである。なお，この金の流

出入は以下のような内実を持つ。

輸出手形は相手国銀行券で支払われた後に金

に転換され自国に流入する。銀行対外貸付は銀

１１）銀行券による商品の価値実現は同時に商品によ
る銀行券の価値実現である。しかしこのことは
銀行券の特殊性ではなく金鋳貨にして既にそう
なのである。銀行券はどこまでも金鋳貨の忠実
な代理者なのである。

１２）一般に中央銀行券の法貨認定をもって「現金」化
とする理解が多いが，銀行券が金鋳貨の代理で
ある以上，流通に登場した時点で既に銀行券は
「現金」である。これはこの「現金」としての銀行
券の国際流通においても変わらない。例えば，
米国ドルの現金性とその価値を日本国内で疑う
ものはいない。ただ，通貨種類が異なるが故に
外国では流通できず「現金」として機能しないの
である。

１３）この金準備が銀行の所有物でないことは言うま
でもない。なお，本文に関連し，古典的金本位
制期のイギリスはじめヨーロッパ諸国で大量の
金貨が流通したことは周知の通りである。だ
が，これは金本位制だから流通したのでなく，
金本位制にも関わらず金貨が流通したと理解す
べきである。慣習並びに銀行券額面及び銀行制
度の歴史的発展度によるものであろう。
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行券でなされるがやはり金の形態で相手国に流

出する。輸入，対外借入はそれぞれ別方向への

金移動を伴い，現実の金移動はこれら貿易収支

差額，資本収支差額によって決定される。しか

し，これらの金移動は結局は銀行預金の移動で

ある。すべての銀行券は預金の貸借を表示し，

対外的に貸借される，すなわち預金が対外的に

移動する場合，一時的に金に転換された上で再

び相手国銀行券（＝預金）に転換され，流通する

ことになるからである。すべての金流出は一国

の銀行預金の減少を意味し，国内貸出の減少と

ともに国内の資本蓄積（新たな生産）水準の低下

をもたらすこととなる。

いずれの国も金（＝預金）の流入を求めること

となるが相手国預金の減少並びに自国資本の過

剰蓄積をもたらし生産過剰とともに自国資本価

値は破壊される。かくして，いずれの国も国内

預金と銀行貸出とが均衡した状態に落ち着かざ

るを得ないのであり，金の対外流出入は終息す

る。無論，このような理想的均衡の出現は偶然

事に属する。だが，だからこそ各国国内経済は

均衡（預金・貸出＝貨幣資本蓄積と新規の資本

蓄積）を求めて盲目的に運動し，この運動過程

とともに金はたえず国際的に流出入する。金は

各国均衡運動の基軸をなすものとして位置づけ

られるのである。

なお，この点で注目すべきは非基軸通貨国に

おける在外バランスの存在である。古典的金本

位制期のロンドン・バランスがその典型だが，

非基軸通貨国の輸出手形のうち利潤を表示する

部分はその利用が将来であり当面の為替コスト

回避が輸出資本にとっては利益となる。それ

故，この部分は満期まで保有され，中心国通貨

建銀行券で支払いを受けた後に中心国内銀行組

織に預金される。非基軸通貨各国の在外バラン

ス形成により中心国銀行組織が自由にする銀行

預金量は自らが蓄積した利潤＝預金量をはるか

に超えて巨大なものとなり，中心国金融市場は

世界最大の金融市場となる１４）。反面，非基軸通

貨国では国内預金量が国内資本蓄積に比して常

に過少であり，割高な金利水準を余儀なくされ

るということになる。

国際経済社会における非対称性が然らしめる

事態だが，在外バランスもまたあくまで非基軸

通貨国産業資本が生み出した蓄蔵貨幣＝利潤で

あり，国内産業資本の資本蓄積に充用される。

すなわち，輸入資本は在外バランスを為替取引

を通じて中心国内銀行組織より借入れ，可変資

本に充用する。輸出資本は国内銀行組織より自

国通貨建銀行券の貸付を得て可変資本投資に充

用する。借入はすなわち返済であるから，輸入

資本は輸入商品の国内販売を通じて自国銀行券

を入手し，これを為替市場を通じて中心国内銀

行組織に返済する。輸出資本は同様に輸出代金

（中心国通貨建銀行券）をもって国内銀行組織に

返済する。輸出資本，輸入資本ともに資本の借

入（資本収支），返済（貿易収支）を為替市場を通

じて相並行して行うのであり，輸出入各部門の

利潤率＝蓄積率が均等であれば資本貸借，返済

ともにそれぞれ等しい。金の対外移動が生じた

とすればそれは輸出部門と輸入部門との利潤率

＝蓄積率格差の結果であり，国内資本移動の自

由が保障されている場合には速やかな移動を通

じて均衡が達成され，金の対外移動もまた終息

することになるのである。

銀行が媒介する自国の内外貨幣資本対外貸借

並びに輸出入為替取引の実態はこのような国内

輸出入資本それぞれの可変資本貸借並びにその

返済を主としているのである。ここにおいて金

の対外的流出入は国内の部門間不均衡を是正す

るに不可欠なシグナルなのであり，各国貨幣制

度が金流出入の自由を保障し，国内銀行券発行

と金とをリンクさせていたのはこの故である。

以下，古典的金本位制期の「金本位制」の貨幣制

度としての特質について一般的な形で整理して

おきたい。

１４）米国金融市場で何故に貨幣資本不足が一般的で
あるかについては「むすびにかえて」を参照され
たい。
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４．「金本位制」の貨幣制度論

＜各国内部における自国通貨建商業手形・銀

行券の混合流通並びに金の対外流出入＞は単純

ではあるが銀行制度下の，従って資本制社会に

普遍的な国際的貨幣流通の形態規定である。各

国貨幣制度とはこの普遍的な国際的貨幣流通を

媒介する各国独自の形式のことであるが，そこ

で問題となるのは金の取扱い形式だけである。

銀行券（並びに手形）流通は各国内部の普遍的制

度だからである。そこで「金本位制」の貨幣制度

としての特質を一般的に整理すれば以下のよう

な内容を持つものということが出来る。

第一に，既に見たように（３４ページ），金の運

動は二重である。第一の運動は金の原産地から

各国内部の商品・貨幣流通に金が取り込まれる

過程であり，これにより金は価値尺度となる。

この運動は商品・貨幣流通に本来的なものであ

り政府規定のいかんにかかわらないが，価格の

度量標準の法定（法貨規定）は国家存立の基盤を

なす１５）が故に貨幣の鋳造が国家の最重要事務と

して行われる。金の自由鋳造がこれであり，各

国銀行券はこの金の価値尺度機能（度量標準）を

引き継ぐものとして流通界に登場する。

第二に，銀行の対外貸出・借入，輸出入差額

決済としての金の流出入は金の第二の運動をな

す。この金移動は前述のごとく，国内産業諸部

門間の利潤率均等を実現する不可欠の契機であ

り制度のいかんに関わらず無条件に保証されね

ばならない。自由金市場と金の対外現送・受取

の自由，これが銀行制度下の国際的な貨幣流通

を媒介するための条件である。ただし，この場

合には金の市場価格と本源的価値尺度としての

新産金に付される度量標準とは乖離する。いっ

たん発行された銀行券は諸商品との交換を経て

自らが価値を持つものとして価値尺度機能を果

たすが（３６ページ），その価値は既に流通場裡

にある諸商品の価値を引き継ぐのであり本源的

価値尺度としての新産金が持つ価値とは乖離す

るからである１６）。

更に，現実の金移動を想起すればそこには以

上で述べた資本蓄積（可変資本の借入並びに返

済）とは何のかかわりもない単なる対外「送金」

（所得移転，証券投資その他）としての金移動も

含まれ，それらもまた金市場を形成する。自由

な経済活動を前提する限りこれらの金移動は排

除し得ないのであって金の市場価格は価値尺度

としての金価格（価格の度量標準）から更に乖離

する。

無論，資本は商品価値の正確な計測を求める

から価格の度量標準の厳格な維持を当然の前提

とする。このために政府は金の自由鋳造を保証

し，対外支払いに際しては中央銀行券の金兌換

が制度的便宜として利用されるのである。これ

らの措置によって価値尺度の二重化（＝金価格

の二重化）は排除され，実践的にも政府が最高

価格で金を買上げ（自由鋳造・金買上），最低価

格で金を売却（金兌換）することとなるから貨幣

用金の市場での売買は事実上停止する。

金流出入の自由を保障し，なおかつ価格の度

量標準の厳格な維持を図る，ここに貨幣制度と

しての「金本位制」の基本的な意義がある。ここ

には単なる「送金」としての金移動も含まれてお

り，これらを含めてすべての金移動が自由とさ

れているのが「金本位制」であり，古典的金本位

１５）いかなる国家も租税徴収が国家存立の基礎をな
す。それ故国家最大の任務は租税納税者の確定
と納入貨幣種類の確定である。法貨とは制度の
いかんに関わらず全ての国家が存立当初から指
定する貨幣種類のことである。

１６）この銀行券によって新産金に価格を付与するの
が現在の変動相場制の貨幣制度としての実態で
ある。なお村岡（１９９８）「第５章マルクス貨幣論
と現代」，同（２００７）「変動相場制は金を「廃貨」し
たのか？」『経済』８月号新日本出版社を参照さ
れたい。また，徹底した「金廃貨」論の立場から
理論を展開したものに田中素香（１９８９）「管理通
貨制と金の価値尺度機能の廃棄」『研究年報経済
学』第５１巻第２号，同（１９８７）「流通必要金量概
念の再検討」『研究年報経済学』第４９巻第３号が
ある。
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制の各国貨幣制度がこれにほぼ該当したことは

言うまでもない。

１９３０年代以降に普遍化した管理通貨制は以

上の「金本位制」に対比すれば金流出入の自由を

排除する点に最大の特徴がある。民間金取引の

自由が制限され，金兌換並びに金の自由鋳造の

停止がこれを制度的に確定する。他方で，国際

経済社会における価値の対外移転は絶対の条件

であるからこれを媒介すべく政府が為替市場に

介入し，為替売買を行う。管理通貨制の貨幣制

度としての特質は以上でつきるのだが，金の自

由流出入は国内産業諸部門間の利潤率均等化を

資本の運動として実現する不可欠の契機であっ

た。金移動の政策的排除は，それ故，自ずと国

内の構造的不均衡が想定されねばならないが，

実際，独占はそれ自体が構造的不均衡の結果で

あり原因である。以下，独占の成立と管理通貨

制への移行を貨幣資本蓄積の不足という観点か

ら整理し，管理通貨制の貨幣制度としての内実

を明らかにしていきたい。

� 貨幣資本の蓄積不足と管理通貨制

１．貨幣資本の蓄積不足と管理通貨制

２０世紀初頭以来現在に至る世界経済の基本

的特質は独占的巨大企業の蓄積体系が確立し，

各国経済の基軸となっていることである。独占

は社会的平均を上回る生産性を発揮する機械設

備，技術等々生産の客観的諸条件を排他的に占

有することによって，特別剰余価値＝超過利潤

を恒常的かつ独占的に取得するところに成立す

る。各産業部門ごとに世界市場競争力が最大の

国に独占は成立するのだから輸出部門が各国そ

れぞれの独占部門である１７）。

各国輸出部門における独占の成立は国内の貨

幣資本の蓄積不足を構造的なものとする。独占

的超過利潤の源泉はより多くの労働力を生産的

に稼動させることによって生み出されるが，こ

のために必要な可変資本は銀行を通じて残余の

国内非独占諸企業の利潤＝預金から調達され

る。ところが非独占部門の利潤率は平均利潤率

であり独占部門の利潤率を下回る。独占部門が

必要とするより大きな可変資本需要に残余の部

門は対応できないのである。

簡単な数値例によってこの点を確認しよう。

但し便宜のため価値レベルのものである１８）。

第一期 Ａ ２００ｃ＋１００ｖ＋１５０ｍ

（剰余価値率１５０％ 利潤率５０％）

Ｂ ２００ｃ＋１００ｖ＋１００ｍ

（剰余価値率１００％ 利潤率３３％）

第二期 �Ａ ３５０ｃ＋１００ｖ＋１５０ｍ

（剰余価値率１５０％ 利潤率３３％）

�Ａ ３５０ｃ＋１５０ｖ＋２２５ｍ

（剰余価値率１５０％ 利潤率４５％）

上でＡ：独占部門，Ｂ：非独占部門とする。

それぞれ可変資本部分は前の期に生産された他

部門の利潤を借入れ，生産終了の後に返済す

る。次期の生産においては自らが生産した利潤

と不変資本の合計が新たな不変資本投下額とな

る。また剰余価値率はそれぞれ１５０％と１００％

である。こうした上で設例に従うならば，非独

占部門の第一期の利潤生産額が１００に止まるた

めに第二期の独占部門の可変資本投下額は１００

となり，利潤率の大幅な低下を余儀なくされる

（第二期�）。他部門も自らと同様に１５０の利潤
を生産していたならば可変資本投下額は１５０で

あり，第一期より低下するとはいえ４５％の利

潤率を確保しえていたのである（第二期�）。

１７）無論，各国の産業構成，国際的地位の相違によ
り輸出部門以外に独占が成立しうることは当然
である。ただし，あくまで国際競争圧力の強さ
が独占成立の必要条件であると私は考える。

１８）固定資本の回転を除くためである。なお，いわ
ゆる再生産表式と恐慌論（資本の価値破壊）との
関連については藤塚知義（１９６５）『恐慌論体系の
研究』日本評論社，特に８６～１０２ページを参照
されたい。
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独占部門はより高い利潤率（第二期�）を求め
るが国内他部門の蓄積率低位により実現できな

い。国内非独占部門との利潤率（本源的には剰

余価値率）格差がその根源だが，この格差は独

占・非独占部門が受ける国際競争圧力の相違に

基づく構造的なものである。独占（輸出）部門が

受ける国際競争圧力は元来が高収益部門であり

各国巨大企業が集中するが故に国内他部門を圧

して大きい。個別部門・個別資本が保持する国

際競争力は国民的平均水準を上回る特殊的生産

諸条件（生産設備，技術等）の生産性の高さに依

存するのだが１９），この高さを競争の中で維持す

るには国内他資本を持続的に集中するしかない

のである２０）。優れた生産諸条件の一般化を阻止

するには，他資本を自らの下に包摂するしかな

いからである。

独占はまさに独占であることによってのみ国

際競争力を維持しうる。これとともに国内非独

占部門の資本蓄積基盤は年々確実に縮小し国内

貨幣資本の蓄積不足は構造的なものとなる。国

内貨幣資本の蓄積不足解消は独占にとって死活

的重要課題となるが，国内貨幣資本の蓄積不足

解消は非独占部門によるより高水準の生産諸手

段の占有と蓄積の拡充を意味する。これは独占

を独占たらしめる資本集中を解除することであ

り到底独占自らの課題にはなりえない。独占的

蓄積は常に解決不能の危機の中にあり，その程

度は年々深まるのである。

１９３０年を前後する世界市場恐慌は独占的蓄

積の限界を端的に示すものであった。これを契

機として各国家は経済に全面的に介入し，管理

通貨制に移行したがその最奥の根拠は独占的蓄

積に内在する危機それ自体にあったといえる。

なおかつこの危機は資本自らが解消しえないが

故に解決は国家並びに中央銀行の手に委ねられ

たのである。とはいえ，政府がなしうることは

貨幣流通の形式に介入することと租税を徴収し

これを活用する以外にはない。以下，管理通貨

制の貨幣制度としての内実を検討し，あわせて

管理通貨制下の国際的貨幣流通の特徴点を見て

いくことにする。

２．管理通貨制の貨幣制度論

管理通貨制の貨幣制度としての形態的特徴

は，中央銀行券の金兌換停止，金の自由鋳造

（金買上）停止，金の対外流出入の政策的規制，

為替平衡資金設置の四点である。これらはすべ

て政府介入が租税を原資とすることによって生

じた貨幣制度上の形態変化だが，それぞれが国

内の貨幣資本蓄積不足解消に対して持つ意義は

おのずから異なる。順に見ていこう。

（１）銀行券の金兌換停止

銀行券の金兌換停止は中央銀行券の信用貨幣

性を維持する不可欠の措置である２１）。

独占的蓄積に内在する危機の止揚とはすなわ

ち国内貨幣資本の蓄積不足解消である。この原

資がどこにも存在しない以上，国内銀行組織の

代表としての中央銀行が自らの信用に基づいて

１９）この点についての簡潔な理解は村岡（２００８）「マ
ルクスの『グローバル経済』論と現代」『経済』５
月号１３９～４６ページを参照されたい。

２０）私は資本集中を生産手段の排他的領有の必要性
においてみるものだが，このためには当然に資
本の支出が必要となる。この点，９０年代半ば
以降，世界を席巻した「アメリカン・スタン
ダード」旋風，並びに特許権など知的財産権所
有強化の動きは実に安易にして安価な独占であ
る。ここにはアメリカ系多国籍企業の世界市場
支配力の強化ではなく資本集中力の極端な低下
を見るべきではないかと思うのである。

２１）一般に管理通貨制への移行は金流出の回避と銀
行券発行の無制限的拡張→インフレーションに
おいて理解されている（深町（１９８１）他参照）。し
かし，本稿において検討するように，独占の下
での金流出を世界市場恐慌の激化の瞬間におい
てはともかく，一般的事態として措定しうるか
否かは甚だ疑問である。事実としても戦前期の
米国，英国への金の大量流入との整合性が取れ
ないであろう。また，信用増発が即銀行券の過
剰発行ではない。発行額に見合う預金集積に失
敗し，現金引換えを要請されたときにはじめて
過剰発行となるのである。信用貨幣は常に預金
との見合いで考えられるべきである。
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銀行券を増発し独占部門に貸付ける以外に方法

はない。ただし無準備の銀行券発行はありえな

いから政府が国債によってこれを保証する。保

証準備発行の全面的展開，これが管理通貨制の

本質である。

さて，発行された中央銀行券は将来的預金増

大によって消滅するが，その間は随時の現金需

要＝金兌換に応じなければならない。保証準備

発行の場合，国債の償還（→現金化）によってこ

れに対応するが，国債は租税の先取りだから，

国内可処分所得は減少し，国内需要は収縮す

る。国内生産の停滞から国内貨幣資本不足は更

に深刻化し，同時に将来の預金形成を阻害す

る。金兌換を容認する限りこの関係は改善され

ない。銀行券の信用貨幣性を維持するためには

即座に金兌換が停止されねばならないのであ

る。

しかし，金兌換停止は国内需要収縮を回避す

る手段ではあっても預金増大に直結するもので

はない。国内生産の増大によってはじめて預金

も増大する。ところが金本位制期にはいわば自

動的に回復した国内生産も独占の下では構造的

低利潤率だから自動的回復はありえない。ここ

に政府は国債発行（銀行券増発）に見合う所得創

出を政策的に図るのであり，いわゆる有効需要

創出政策を展開する。国内労働力の最大限充用

並びに労働生産性の向上によって国内の価値生

産額が現実に増大してはじめて国内需要を縮小

させることなく国債は償還され銀行預金も増大

する。インフレーションとはこの国内の生産拡

大，従ってまた銀行預金増大に失敗したことの

表現である２２）。なお，有効需要創出政策の対象

は国内の非独占部門である。独占部門が利用し

得る貨幣資本とは国内非独占の利潤蓄積に他な

らず，中央銀行はこの貨幣資本蓄積を先取りし

て保証備発行を行なうのである２３）。

（２）金の自由鋳造並びに金の自由流出入停止

金兌換停止の意義は以上のとおりだが，中央

銀行の信用増発を独占的蓄積にとって実効ある

ものにするためには金の自由鋳造停止並びに金

の自由流出入停止が不可欠の措置として実行さ

れねばならない。金の対内流入並びに対外流出

には資本蓄積とは何の関係もない単なる「送金」

としての金移動が含まれ，これを排除する必要

があるからである。先の数値例に従ってこの点

を簡単に見ることにしよう。

今，輸出（独占）部門Ａは，自らの利潤１５０ｍ

を在外バランスとして保有し，新たな蓄積のた

めに可変資本１５０ｖを必要とする。ところが輸

入（非独占）部門Ｂは１００ｍしか蓄積していない

ために５０ｖ不足する。中央銀行はこれを５０の

銀行券増発によって賄うのである。輸出部門は

自らの在外バランス１５０ｍと不変資本２００ｃと

を合して３５０ｃの不変資本投資＋１５０ｖ，計５００

の投資を行い２２５ｍの利潤を生産する（上記の

第二期�）。他方，輸入部門は１００ｖの可変投
資を必要としこれが在外バランスの１５０ｍと交

換＝為替取引される。差額５０ｍ分は金の形態

で流入し，国内銀行券に転換され支出される。

返済の場合も同様に輸出部門の返済超過５０が

金の形態で国内に流入し，銀行預金を形成す

る。先の銀行券増発とこの銀行預金が見合うこ

ととなり，銀行券は消滅し，保証準備としての

国債は国民に償還される２４）。

２２）財政・国債の研究分野でも数多くの管理通貨制
研究が行われてきた。特に中島将隆（１９７７）『日
本の国債管理政策』東洋経済新報社は国債発行
とインフレ政策とを直結する点を除けば今尚参
照すべき古典であると思われる。

２３）有効需要創出政策は独占的蓄積部門の過剰生産
→政策的価値実現において理解されてきたとい
えよう。しかし，この理解は独占的蓄積の困難
の根源が価値実現に先立つ価値生産の部分おい
て生じていることを見失っているように思われ
る。そもそも価値実現を政府に恒常的に依存す
る資本が資本として存続しうることは決してな
いであろう。資本としての前提条件を欠いてい
るからである。

２００８．１２ 貨幣資本の蓄積不足と管理通貨制 中村 35141（ ）
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ところが，ここに単なる「送金」としての金が

国内に流入するならば，これも国内銀行券に転

換され，引き出されることとなる。輸出部門の

可変資本投資並びに返済は単なる「送金」の流入

分だけ減少し，蓄積が阻害される。そればかり

かこの返済の減少は中央銀行の信用増発の裏づ

けとなる預金増大をその程度に応じて阻害し，

中央銀行の信用を危機に陥れる。かくして，単

なる「対内送金」需要としての金流入は阻止され

ねばならず，これに貨幣としての形態を与える

金の自由鋳造は停止される。市場での自由な金

売買も実質的効果は同様であるから政策的に停

止されるのである２５）。なお，金流出を伴う「対

外送金」は銀行預金減少を導くから，これもや

はり政策的に停止されることとなる。

なおこの際注意すべきはここで停止される金

の自由鋳造停止はあくまで既に貨幣に生成した

金（第二の運動としての金）を対象としているこ

とである。新産金も自動的に自由鋳造は停止さ

れるが，この場合別途新産金の政府買上ないし

は金の度量標準を確定している他国との為替平

価設定によって自国貨幣の価格度量標準設定は

なされているのである２６）。

（３）為替平衡資金設置

政府の為替市場介入はかかる金の自由鋳造停

止並びに自由金市場の政策的停止の上で行なわ

れる。上記の輸出部門による貨幣資本借入，返

済を表示する金流入に相当する価値の移転は無

条件に保証しなければならず，これは中心国通

貨建為替（銀行券）の自国通貨建銀行券による購

入という形を取り，逆の場合はやはり無条件に

中心国通貨建の為替（銀行券）を売却しなければ

ならないからである。無論，これは単なる両替

であり，等価かつ現金の交換である。政府はこ

の両替取引を過不足なく行なうために現金を準

備しなければならず２７），政府特別勘定としての

為替平衡資金を設置する。この原資は多様な経

路で調達されるがいずれにしても政府が自由に

しうる現金は国民の所得＝租税しかない。市場

介入の規模は国民所得によってその限界を画さ

れているのである。

なお，政府の市場介入がいかなる相場で行な

われるかは極めて重要な問題である。とはい

え，これは現実に即して個別に検討するしかな

い。しいて言えば，既に金の対外流出入が新産

金を除きいかなる意味でも存在しない以上，上

下の金現送点ということはありえない。また介

入対象によって異なるであろう。新規投資のた

めの在外バランスの国内移転の場合，これは中

心国通貨建預金（利潤）と国内通貨建預金（利潤）

の交換を前提しているから彼我の金利差を上限

としこれを下回る水準となる。また借入金の返

済はすなわち輸出商品価値の実現を前提してい

るから輸出資本の利潤率を圧迫するほどの相場

２４）本稿は金の流入を恒常的事態として認めるとこ
ろに成立している。輸出部門に独占が成立し国
内他部門と不均衡に蓄積を拡大するならばこれ
がむしろ常態だからである。無論，独占の地位
と分野は国により相違し，国際競争力の程度も
様々である。恒常的入超国も当然にありうるわ
けである。現在の米国がその際たるものであ
る。

２５）この単なる「送金」には，前述のごとく（３８ペー
ジ），対外証券投資その他の資本移動が含まれ
るのであり，これが戦後のＩＭＦ協定第６条
（資本移動規制）に直接連なる問題であることは
言うまでもない。なお，個々の国の金移動・為
替規制については島崎（１９８３）他を参照された
い。また，日本については１）に挙げた文献以
外に伊藤正直（１９８９）『日本の対外金融と金融政
策 １９１４～１９３６』名古屋大学出版会が政策的金
取取扱の変化に注目しつつ管理通貨制移行を分
析している。政策の個々の位置づけ，評価は必
ずしも同一ではないが対外金融の側面からする
分析として貴重なものである。

２６）これが現在の変動相場制に直接連なる問題であ
ることは明らかだが，この点については別稿を
期したい。

２７）イギリス，米国の為替平衡資金設置の原資，機
能についてはM.H.コック（１９５７）『中央銀行金融
政策論』至誠堂，第５章参照。また１）の諸文献
も参照されたい。
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上昇はありえない。この水準以下ということに

なるであろう２８）。

３．管理通貨制下の国際的貨幣流通

管理通貨制下の国際的な貨幣流通は銀行制度

下の国際的貨幣流通に則り，これに何の変更を

加えるものでもない。単に金の対外流出入を政

策的に停止し，これに相当する貨幣の移転を各

国政府が市場介入によって媒介しているだけの

ことである。むしろ，ここでは重要と思われる

ことを三点のみ指摘しておきたい。

第一に，国際的な貨幣の移動は管理通貨制下

でも確実に行なわれている。政府の市場介入が

単なる両替であることからこれは明らかであ

る。この両替に先立って輸出資本は中心国輸入

商から中心国通貨建銀行券で自らの商品価値を

支払われているのであり，そのうち利潤部分は

在外バランスとして保有され，自らの新規投資

の際に不変資本部分として自国に両替を通じて

流入する。また，国内での可変資本借入額に対

する返済分は即座に自国に返送される。国内輸

入部門はこれと逆の形で現金を支払っているの

である２９）。

第二に，独占成立下では輸出部門の蓄積規模

が国内他部門を圧して大きい。輸出超過が一般

的であり，その程度は独占部門と非独占部門と

の蓄積率格差の程度を反映する。この差額は国

内中央銀行の信用増発によって埋め合わされ，

これに見合う国内預金，従って国内生産の増大

が必要とされる。いわゆる有効需要政策が独占

下では一般的となるのだが，ここで国内非独占

部門の可変資本投資は独占部門の利潤たる在外

バランスの借入を前提している。従って中央銀

行の信用を維持するには国内部門のために在外

バランスの自由かつ十分な利用が保障されねば

ならない。これは在外バランスが常に流動的な

形態にあることを要請し，他国資本への貸出は

自ずと制限されることになるであろう。かくし

て，独占成立下での在外バランスは常に政府，

中央銀行によって厳格ないしは自由な形態を

もって政策的に管理されることになるのであ

る３０）。

第三に，前述のごとく，政府の為替市場介入

は為替平衡資金，しいては国民所得によって絶

対的な限界を課されている。市場介入の必要性

は輸出超過＝国内生産が相対的に低位であるほ

ど大きいがこれは同時に国内所得の規模が小さ

いことをも意味する。介入による外貨準備の蓄

積の一方３１），介入資金に限界が生じた場合，為

替相場は異常に高騰する。輸出（独占）部門の価

値破壊は避けられず，生産の再編が必至とな
２８）利潤率が大きく低下した場合，為替平価を割る

水準にまで介入相場を引き下げることもあり得
るであろうし，現在の途上国の一部に見られる
固定相場での介入もまた政策的な介入相場であ
る。

２９）この点，現在ごく一般化している過剰ドルの決
済先送り論は私には甚だ理解しがたいものであ
る。そもそも，いかなる経済取引，貨幣貸借も
時間を区切った取引であり，商品価値の受け取
りは自らの支払いのために必要であり，貨幣の
回収は自らの借入返済となる。米国ドルに対す
る決済猶予は猶予者自身の決済の猶予を前提
し，その第三者もまた猶予されている，結局す
べての当事者が決済を猶予され，誰も支払いを
受けないということになる。これはありえない
ことであろう。債務者たる資格においては米国
を含めすべての国の中央銀行もまた然りであ
る。

３０）戦前期の為替統制が最たるものであり，現在は
国内外金融取引の自由の程度によって他国との
差別化を図り，もって管理しているのである。
金融グローバリゼーションの内容は各国ごとに
相違し，それが各国の在外バランス管理の現代
的形態である。なお，この点は次稿以降の課題
としたい。

３１）現在の中国を代表とする途上国の外貨準備蓄積
はこの面から理解されるべきである。それが表
示しているのは急速な経済成長による各国内部
の激しい部門間不均衡であろう。従ってまた，
米国ドルに対する政策的支援との一般的評価は
再検討されるべきであろう。なお，２００１～２００６
年の日本の量的緩和政策は国内貨幣資本の蓄積
不足と直接に関連しているものと私は考える。

２００８．１２ 貨幣資本の蓄積不足と管理通貨制 中村 35343（ ）
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る。変動相場制はかかる過程の絶えざる連続と

して位置付けられるであろう。なお，これは絶

えざる相場変動としての変動相場制についての

ことであり，価格の度量標準不在としての変動

相場制はまた別個の取り扱いを要するのであ

る。

むすびにかえて

既に紙幅も尽きたので，本稿でえた視点をも

とに現在への簡単な展望を述べておきたい。

管理通貨制は非基軸通貨国における在外バラ

ンスの政策的管理を要請する。これが本稿の一

つの帰結である。その具体的形態は今後の課題

として残すこととするが，これが戦後米国が基

軸通貨国にしてついに戦前のロンドン・バラン

スに匹敵するほどの各国在外バランス保有に至

らなかった最奥の根拠であろう３２）。むしろ，各

国在外バランスはユーロ市場にその最適な運動

場所を見出したのである。しかるが故に米国は

常に貨幣資本不足にあり，これを打開すべく７１

年の金ドル交換停止を期にユーロ市場に進出し

たのである。米国過剰資本の運動場所として

ユーロ市場を捉えるのは当を得たものではな

い。

金ドル交換停止以降，対ドル相場変動それ自

体が日欧諸国にとっては在外バランスの低利利

用の余地を拡大した。金融の「国際化」・「自由

化」が各国によって主体的に推進されていくこ

ととなった。その一方で，米国の各国在外バラ

ンス取入れは相場変動が米国には生じないが故

に高金利による以外にはなかった。その調達が

日欧の許容限度を超えた時点でプラザ合意が結

ばれたのである。すなわち，日欧は基準相場引

き上げによる自らの独占的蓄積の一定程度の縮

小と引き換えに米国をして自国貨幣市場に強制

的に回帰させたのであり，この枠内でその後各

国別に「金融グローバリゼーション」が進行して

いった。為替調整の客観的意義はここにあり，

「国際協調」であるよりはむしろ非和解的対立の

証左であり，米国多国籍企業の資本力の甚だし

い低下を示すものであろう。

９５年以降，米国は相場変動それ自体から貨

幣資本蓄積を拡大する方途を見出した。多様な

形態の証券化，ヘッジファンドがそれである

が，これは国内家計貯蓄の大規模な動員を必要

とする。２００１年恐慌をはさんで財政資金依存

がこれに加わったが，国内家計貯蓄の動員には

所得という絶対の限界があり自ずと限界に達す

る。そもそも相場変動によって拡大した貨幣資

本蓄積は相場変動によって縮小せざるを得な

い。２００７年以降の事態はまさに米国流の貨幣

資本蓄積が限界に達したことを示すものとして

位置付けられるであろう３３）。

次稿以下ではこの展望を具体化すべく理論，

実証両面から検討を加えていきたい。
３２）この点が戦後世界経済最大の特徴であり，戦後

の世界市場の構造を端的に表現するものであ
る。米国独占の多国籍企業化はこの点に基礎を
おくのであり，それは極めてアメリカに独自な
ものとして把握すべきであろう。
なお，戦後の世界市場編成と構造変化を「国

際協調」を軸として論理の深いところから整理
したものに佐々木�生（１９９３）「国際協調と国民
国家」村岡俊三・佐々木�生『構造変化と世界経
済』藤原書店，同（１９８０，８６）「戦後国際経済関係
再編の基本論理（１）（２）」北海道大学『経済学研
究』第３０巻第２号，第３５巻第３号がある。私
はここから多くを学ぶものだが，「国際協調」並
びにその基礎の理解においてなお留保するもの
である。

３３）米国の証券化商品にＥＵ諸国銀行が多大の投資
をしていたのは事実だが，私はあくまで現在の
金融危機は米国内部の家計貯蓄の枯渇，ここに
根源を求めるべきだと考える。それこそが米国
多国籍企業の貨幣資本蓄積の最後の拠り所だっ
たからである。

経 済 学 研 究35444（ ） ５８－３
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