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「国際通貨」について

ー一世界貨幣・外国為替・国際通貨(]I)-

木 下 悦

ここで論じようというのは，「国際通貨」

(international currency)であって，「国際通

貨制度」 (international monetary system) 

ではない。すでに別稿（『世界貨幣，外国為替，

国際通貨』 (I)(II)経済学研究，第39巻第 1-

6号，第40巻第 4,5,6号）で論じたように，

世界市場において貨幣は一切の国民的衣服を抜

ぎ捨てて生身の金銀に帰るのであって，ここに

世界貨幣の本来的姿態があることは，今日なお

変りない事実ではあるが，国際間においても世

界貨幣＝金の節約のため国際的貸借相殺の手段

として「外国為替」を発展させて来たのであっ

て，その基礎の上に「国際通貨」範疇が成立し

ている。ここに至る論理的展開の過程は，一国

内における信用貨幣の成立との間に，単なる類

推では片付かぬ独自の領域をなしていることは

すでにみてきたところからもうかがえよう。「国

際通貨」の本質の解明，したがってそれの世界

貨幣との関係の明確化は，今日の変動相場制下

の国際経済問題の理解に役立つものと考える。

I 銀行引受けとその役割

外国為替取引の二形式のうち，送金為替取引

では，為替銀行が送金を希望する顧客の求めに

応じて，提供された貨幣額と引換えに，相手国

内の支店ないし取引先銀行に対して支払差図書

である送金為替を振り出すのだから，手形振出

人も銀行であれば，手形名宛人も銀行である。

一般的にいつて，銀行の信用は高いので（もと

もと信用不安があれば送金を依頼しないだろ

う）， 特別の事情でも起らぬ限り，支払拒絶な

ど起らぬとみられていて，手形の遡及など問題

にならない。この信用の高さがやがて郵便付替

や電信付替えを成立させたのである。

これにひきかえ，取立為替ではこのようにゆ

かない。というのは，単なる銀行に対する取立

依頼ならば，満期日に取立完了ののちに送金を

受ければよいので問題はないのだが，この為替

取引形式のもっとも発展した形態である荷為替

手形の場合には次のような問題がある。

輸出業者が商品の船積完了ののち，輸入業者

を名宛人とする為替手形を振り出し，これを船

積書類とともに銀行に持ち込んで割引いてもら

う（手形の売却）。これによって輸出業者が九

十日とか百二十日とかの延払いを許した場合で

さえも，輸入業者からの支払以前に代金を回収

できる。他方，輸入業者は商品受取後も満期日

まで代金支払いを必要としない。これによって

代金回収と貿易金融（商業信用の銀行による肩

代り）が巧みに組み合わされ，遠隔地間取引の

特徴をもつ貿易取引を容易にしている。貿易決

済手段として荷為替手形が広く用いられるよう

になったのは当然であろう。しかしながら，こ

の巧妙なメカニズムには重大な弱点がある。外

- 53 -



経済学研究

国貿易の特徴は単に遠隔地取引で輸送時間が長

いばかりでなく，言語や法制も異なり，商習慣

も違っている遠い外国の貿易相手の信用状態に

ついて正確な調査が困難である点にあろう。こ

の輸入者に向って船積みされた商品の代金を，

まだ積荷が輸入者に届いてもいない時点で，回

収しようというので，この為替取引は何ヶ月か

先で行う信用不確かな輸入者の貨幣の支払いに

すべてがかかっているのである。荷為替手形に

付帯されている船積書類は商品所有権を代表す

るのだから，手形割引に当って商品が担保とな

っているには相違ないが，この商品の再販売に

よって手形額面金額がそっくり回収できるとい

うことは必ずしも確実でないのだから，これら

の商品は結局のところ副次的担保であるにす

ぎない。そこで，輸入者の代金支払拒絶の際に

は，手形振出人まで弁償責任は遡及するのであ

るから，銀行による手形割引の難易は手形振出

人，すなわち輸出業者自身に対する信用に依存

することになる。これでは輸出業者と銀行との

一般的な融資取引に近くなり，荷為替手形が貿

易決済手段としてもっている巧妙なメカニズム

が充分に機能していることにはならず，荷為替

手形の普及が妨げられる。この阻害要因の克服

は，手形名宛人，すなわち輸入代金支払義務者

の将来における支払確実性が手形振出しの時点

に100形に近く保証されることによる以外には

ありえない。

銀行信用がこの困難を克服するのを助ける。

すなわち，国際的に信用のある銀行あるいは銀

行家が輸入代金支払を引受けるならば，そして

手形がこの銀行宛に振り出されるならば，支払

いの確実性に対する不安の問題はほとんど全く

解消するのである。貿易取引に関する銀行の支

払引受の保証書，したがってその銀行宛に手形

第 42巻第 1~6号

の振出しを承認する文書が商業信用状 (corn-

rnercial letter of credit, L/C)である。商業

信用状こそは荷為替手形の普及を可能にした媒

体であった。そこでまづはじめに念のために，

荷為替商業信用 (commercialdocumentary 

credit)のもっとも基本的な機能形態を説明し

ておこう。

第 1図にしたがって，手順を辿ると次のよう

になる。①輸出者Aと輸入者Bとの間で貿易契

約成立。②Bから C銀行へ信用状発行申込。こ

の場合はCは信用状発行者 (openingbank or 

issuer)である。③CはAに信用状発行。信用

第 1図
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① 

状に関してはAは受益者 (beneficiary)ある

いは信用受領者 (accreditee)であり， C'銀行

を経由してAに届けられる場合には， C'は通知

銀行または取次銀行 (notifyingor advising 

bank)である。④AがB宛に商品船積完了。

⑤AがC銀行を名宛人として振出した為替手形

（＋信用状＋船積書類）をD銀行に持ち込み割

引いてもらう。 Aは商品代金回収。この際， D

は手形割引銀行 (negociatingbank)である。

⑥Dは取引銀行Eに手形取立依頼。⑦EはCに

手形の引受 (acceptance)を求め，引受けの

上，船積書類をCに引渡す。⑧CはBにトラス

ト・レシート (trustreceipt, T /R, 輸入担保
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荷物保管証）と引換えに船積書類を引渡す。こ

れにより Bは船積書類のまま転売も可能であれ

ば，また代金支払以前に輸入商品を受取ること

も可能となる。 T/RはCに対しBが商品ない

しその売上代金に対する担保権を保証する書類

である。⑨Bから Cに手形満期日直前に貨幣支

払。⑩Cから Eに手形満期日に貨幣支払。⑪D

E間に depositorycorrespondence関係があ

れば， Eは手形代り金をDの預金口座（先方勘

定）に貸記し， Dに入金通知をする。

この基本型には無数のヴァリエーションがあ

りうる。若干の例をあげてみよう。 (l)Bが信用

状を発行しうるほど国際的信用の高い銀行と直

接取引がない場合，取引銀行を介して Cに信用

状発行を求めるので， CとBの間にBの取引銀

行が介在する。 (2)通知銀行Cが同時に手形買取

銀行Dである場合もある。 (3)信用状発行銀行の

信用が不充分とみた場合などには， Aは C'に

手形の支払い引受けの確認を求める。 Cの委託

でその責任を負った場合には， C'は確認銀行

(confirming bank)である。 (4)発行銀行が自

ら手形引受人とならず，他の銀行，たとえば輸

出国における支店を引受人とすることもある。

(5)輸出国の銀行が支払いを行なうとなると， D

が直接支払いを受けるので， Eは不要である。

(6)手形買取銀行は C銀行による引受けののち，

この手形を売却，すなわち再割引することもあ

りうる。この場合には満期日に貨幣支払いを受

けるのは第三者の手形保持者である。ここにあ

げた変型は商業信用状に関連して登場する人物

の役割についてである。典型的な商業信用状は

荷為替付 (docum en tary) で，取消不能 (irre—

vocable)信用状であり，期限付手形の振出し

を許し，この手形の第三者への譲渡を認めてい

る。これに対しても様々な変形が存在する（註）。

（註） 商業信用状に関するこれらの変形は「信用状の

種類」として通常論じられているものである。細か

い技術的説明に立ち入るのではないが，筆者が本文

の形態を典型と呼んだことの意義を明らかにする必

要から簡単にふれておく。

(I) 旅行信用状と商業信用状。今日，旅行信用状

の形で残っている古い型の信用状は輸入者が外国

での買付けに現金持参の不便を取り除くため，信

用状発行者が輸入者から自己宛に振り出された一

覧払手形の支払を保証するものであって，商業信

用状が輸出者を受益者とするのとは異なる。

en) 商業信用状の変形

(a) 荷落ち信用状 (cleanL/C) は例外である

(Vaid. Hvidt, Banker's, Credits, 1933, p. 

44)。Edwardsは， 本支店間の送金や外国為

替投機のためにこの種の信用状は用いられる

が，貿易においても最高の信用状態の輸出入者

に対しては荷落ちで行われると説明している

(George W. Edwards, Foreign Commercial 

Credits, 1922, p. 25-26)。

(b) irrevocable L/CとrevocableL/C。との

区別はイギリスでは長期にわたって必ずしも

明確ではなかったが，例外的事情の下でのみ発

行銀行によるキャンセルが起った (Edwards,

op. cit., p. 128)。両者の区別が明確になったの

は第一次大戦および戦後における混乱期を通じ

てであったようだ。

(c) general L/Cと specialL/C。発行銀行

が輸出者に手形の割引銀行を指定している場合

が specialL/Cである。手形買取指定銀行の

ない generalL/Cが典型とみてよいであろう。

(d) revolving L/C。L/Cは一般に特定取引に

ついて発行されるが，二つの商社間で恒常的に

同種商品の取引が行われる場合には，銀行は一

定期間，信用状金額が自動更新的に使用できる

回転信用状を発行することがある。

(e) sight L/C と acceptance L/C。 acce—

ptance L/Cすなわち期限付手形 (timebill) 

の振出しを許す信用状が第一次世界戦争以前に

は支配的であった。これはヨーロッパの金融中

心地には活澄な割引市場があったからで，こ

の戦争ののち， この市場が不活澄になった。こ

とに為替相場変動のため通貨減価国では引受信

用を喜ばなかったとされている。 (Edwards, 

International Trade Finance, 1925, p. 323) 
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sight creditでは輸入者は延払いがえられず，

たとえ積荷到着以前に船積書類による商品の転

売が可能であるにしても輸入資金の負担が重

い。それゆえ，今日では輸出者には sightbill 

に対し信用状発行銀行が支払いを行いながら，

この銀行と輸入業者の間で，船積書類担保で期

限付手形による支払を認めるリファイナンス方

式が発達している。この場合には，商業信用の

銀行信用による肩代りでなく，輸入者に延払い

を許すのは純粋な銀行信用である。だが商業信

用状の基本型はやはり acceptanceL/Cとみ

た方がよいであろう。

(ill) 商業信用状の範疇に属さないが同様の役

割を果すものとして， (a) authority of pur-

chase. これは輸入業者が自己の取引銀行を通

じて輸出業者所在地の支店や密接な関係にある

取引銀行宛に，輸出業者の振出す輸入業者宛荷

為替手形の買取りを指図する通知書である。

Edwardsは1922年の著書でアメリカでは極東

貿易，とくに中国貿易に広く用いられていると

して，その理由を極東の銀行が銀行信用を与

えるには能力不足であったことに帰している

(Edwards, Foreign Commercial Credits, 

p. 94)。 (b)letter of instruction. 発行銀行

と買取銀行が本支店間の場合には，この手形買

取指図書が発行される。

ここで商業信用状にもとづく取引の債権債務

関係の動きをみておこう。第 2図にしたがって

次のようになる。①信用状の開設とともに，

第 2図
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 は手形満期日前に Cに返済すべき債務が生じ

る。問題は CがBに貨幣の貸付を行ったわけで

はないのだから，果して債権発生と捉えてよい

AB間

の貿易取引から本来はBのAに対して生ずる債

務をCが保証， または負担するのであるから，

CにとってはAに対する債務の発生とみるべき

である。それにもかかわらず，

いまでは貨幣支出の意味での債権の発生が起っ

ていない。その意味では，

は仮空債権の発生である（註）にもかかわらず， B

には現実的な債務が生じているといえる。 Bに

とって現実的債務であることは，

態に応じて，

れること，

Cに対し現金担保（マージン・マ

ネー）ないし有価証券差入れなど担保が求めら

さらにCが手形引受け後，船積書類

がBに引渡される際にはトラスト・レシートと

引換えに引渡されることに現われている。

（註） 信用状発行銀行Cにとって信用状発行によって

輸出者Aに対して債務が発生するけれども，輸入者

Bに対しては現実に貨幣貸付を行ったわけではな

いので，仮空債権の発生にすぎない関係は， C銀行

は会計的には支払承認勘定と支払承認見返勘定とで

処理している点にあらわれている。この点について

は，木村和三郎，銀行簿記論， 83-84頁， 100-104

頁参照。

②信用状にもとづいて，

す。つまり，

はAC間にある。③船積書類とともに C宛手形

をDが割引いた場合には，

係が生じる。④DがEに取立依頼を行った場合

EA間にこの債権債務関係が移る⑥Cのには，

Cには手形支払

CとBの関係は Cに

その信用状

AはC宛に手形を振出

この貿易より生じる債権債務関係

DA間に債権債務関

Eへの貨幣引渡しによって決済され， AC間の

債権債務と EA間の債権債務が相殺され，最後

に⑦DE間の債権債務が残る。なお⑥の決済の

直前に⑤Bから Cへの貨幣の引渡しが行われて

いる。ところで信用状に "withoutrecource" 

条項が明記されていない以上は取消不能信用状

といっても，原理的にはAへの手形の遡及はな

くなっていないから， Dの手形割引によってD
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A間に債権債務関係が成立するのではあるが，

取消不能信用状では事実上は遡及が起らないだ

ろうから，手形の割引は手形の売買に限りなく

近づくのである。また期限付手形の場合には， C

の引受け (acceptance)が行われるとともに，

決済が行われた場合と同様にEA間の債権債務

は消え， EC間の債権債務に転化したとみるこ

とができよう。 EA間の債権債務関係が消滅し

たから担保としての船積書類が必要なくなり，

これがCに引渡されたのである。

ところでこの商業信用状に関してもっとも注

目する必要のある問題は， CがBから信用状発

行のために担保をとることを別として，発行銀

行Cは取引が順調に進行している限りは自から

貨幣の貸付けを全く必要としていないという事

実である。なぜなら，満期日前にBは貨幣の引

渡しを完了していて，それでもって支払いが行

われるからである。信用状発行や社債発行引受

けを含む銀行の支払承諾取引の形式における信

用許与」をもって，木村和三郎教授は「イ屠角府
．．．．．．．．．．．．．．．． 
与の形式としては最も昇華せる形態であり，そ

れは貨幣その他支払手段を給付することなくし

て，その目的を達せしむるものであり，しかも

銀行によりては他の一般の信用の許与と同様

利息（支払承諾手数料）をもたらす」（木村和三

郎，前掲書 103頁一ーカ点は引用者）としてい

る。なお教授は信用状発行手数料や手形引受料

(acceptance fee)を利子とみなす点について，

「これら手数料または引受料は信用状発行また

は手形引受の事務費に対する代償部分を含むと

いえども多くは信用許与に対する報酬，すなわ

ち信用に対する利息の性質を有するものであ

る。このことは信用状期限の長短によりて料率

を異にすることから見ても明らかである」（同

書， 447頁）としている。この手数料は常識的

には riskpremiumとされているもので， そ

の経済学的本質を利子とみてよいかどうかには

問題も残るであろうが，割引利子からの控除部

分であることだけは明らかである。なぜなら，

引受けがなければ，この手形の割引利子率はは

るかに高かったであろう。もっとも，低い割引

率の受益者は輸出者であり，控除分である手数

料の負担者は輸入者である。このように，商業

信用状にもとづく銀行信用は， G-G'という

通常の貸付資本の運動とは異なり，もはや貨幣

の貸付を伴わない信用の供与である。しかも，

この擬制的な信用の供与を通じて資本は価値増

殖を行っているのである。あるいは資本主義が

生み出した資本の最高の活動形態であるといえ

るかも知れない。これを「信用許与の形式とし

ては最も昇華せる形態」と述べたことは正しく

その本質を捉えているといえよう。銀行引受け

に関連して，いま一つつけ加えておかねばなら

ないここでの要点は，信用状の金額の表示通貨

は送り状の金額の表示通貨と一致していなけれ

ばならないことである。なぜなら，この信用状

の金額にしたがって振出される手形の金額の表

示通貨もきまるので，もしインボイスのそれと

一致しないならば，為替相場の変動如何では輸

出者は代金を完全に回収できないことも起るか

らである。しかし，引受信用を行う銀行は為替

リスクを回避するため通常自国通貨建を望むの

で，逆に貿易取引の仕切り価格が引受信用を求

める銀行の所在国通貨建となるのである。

II 国際通貨の形成過程

商業信用状は19世紀を通じてマーチャント・

バンカーの手でイギリスを舞台に発展させられ

て来た。 V.Hvidtは荷為替商業信用の歴史は

18世紀末以前にまで遡るのは困難なようだとし
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ている。かれは，当時新しく海外貿易に登場し

た多数の商社が知名度が薄いので海外の輸出者

がこれらの買手引受けでの手形振出しを喜ばな

かったから，この地域との貿易に長らく活躍し

ている有力商社にこの手形を引受けてもらうと

いう方法がとられたことに起源を認めているの

である。この時代には，貿易商社は商品別に専

門化しているのではなく，相手地域別に分化

し，その地域との各種の商品の輸出入を扱うタ

イプであった。自らが商人である引受者は船積

書類の提供する担保の質を容易に評価できた

(Hvidt, op. cit. 1933, p. 10-11)。

19世紀前半の主要な貿易様式は委託販売であ

った。この方式はイギリス輸入貿易においては

早くから行われていたようだが，商人が自己勘

定で行う冒険取引に代って，輸出貿易の分野に

も委託販売方式が取り入れられたのは1810年後

半であったといわれ， この方式のイギリスで

の確立は「委託代理商法の制定された20年代後

半」（徳永正二郎，為替と信用， 195頁，同書，

第四章参照）であった。したがって， 19世紀前

半の貿易と信用の関係を類型化して捉えればほ

ぽ次のようにみて大過ないであろう。まづイギ

リスからの輸出については，製造業者が貿易商

社に輸出を委託するとともに，この商社宛に振

出す期限付手形を引受けてもらって手形割引市

場で割引を受ける。これによって製造業者は前

貸金融を受けることができる。一方，イギリス

の輸入に際しては，海外の商人，時には生産者

が貿易商社＝委託代理商に販売を委託し，この

依託荷を見返りにして貿易商社の引受けで輸出

者は期限付スターリング手形を振り出すことが

できた。この手形は対英決済手段として送金用

に容易に買取られた。したがって海外の輸出商

人も委託商である貿易商社の引受信用によって

第 42 巻第 1~6 号

前貸を受けることができたのである。こうして

貿易商社は輸出者に信用を供与するバンカーで

もあった。すなわちマーチャント・バンカーだ

った。

このような方法で貿易金融が容易になされる

ことは，世界貿易の発展に役立つにしても，投

機の入り込む余地が大きい。貿易が委託販売で

あるから，商品の価値実現とはかかわりなく，

船積みとともに，信用による前貸が受けられ

る。すなわち商品価値総額に対して何割かの金

額であったにしても，代金を回収できることに

なるのだから，放漫な，投機的な，そして時に

は詐欺的な商品の船積みと手形の振出しが横行

することになる。このことは輸出先が情報の乏

しい遠隔地であればあるほど，そして輸送期間

が長ければ長くなるほど著しい。 『資本論』第

3巻第25章「信用と仮空資本」には，マルクス

とエンゲルスの手で， 1840年代の議会資料や新

聞などからこのことについての様々の証言が集

められている。たとえば「こうして，インドや

シナあての，前貸引き当ての大量委託販売制度

が生じ，それがたちまち単に前貸を得るだけの

ための委託販売制度に発展したのであるが，…

…必然的に諸市場の大量供給過剰と破局とに終

わらざるをえなかったのである」 (Marx, Das 

Kapital, III, S. 422, 訳514頁）。それは1847,

8年の恐慌にあらわれたばかりでなく， 50年代

にはさらにこのような引受けによるスターリン

グ手形が広く用いられ， 1857年の恐慌（註）が訪れ

た。 この 1857年恐慌はマーチャント・バンカ

ーの歴史において一つの転機となった (E.T.

Powell, The Evolution of the Money Mar-

ket, 1385-1966, p. 386-387)。すなわち恐慌

を通じてマーチャント・バンカーの選別が進

み，有力なものは商品取扱いから手を引き，引
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受業務に専業化することとなった。さらにのち

にはそのうちの有力なものから発行商会への専

業化もあらわれた。こうしてかれらは banker

となったとはいえ，引受業務に関連した預金受

入れを行っても，窃業銀行のように通常の預金

受入れや貸付け業務を行なわないことを特色と

している。

（註） マルクスは1847年の恐慌と1857年の恐慌との相

違について次のように述べている。

「1847年の恐慌のおもな原因の一つは，市場の非常

な供給過剰と対東インド商品取引での無際限な詐欺

的思惑だった。」と述べ， 議会証言のなかから， ィ

ギリスの製造業者が輸出思惑で損失を蒙むった例を

引用したのにっづいて次の引用と1857年恐慌の対比

を指摘している。「第4877号。「製造業者たちは自分

の計算で輸出したのか？ー一おもにそうだった。商

人たちには， これではなんにもならないということ

がすぐにわかったらしくて，彼らは，製造業者たち

に，自分の手を出すよりもむしろ委託販売にするよ

うにすすめた。」ところが， 1857年には損失や破産

はおもに商人を襲った。というのは，今度は製造業

者が商人に「自分の計算で」外国市場に過剰供給す

ることを任せたからである。」 (Marx, Das Kapi-

tal, III, S. 504-505, 訳， 622-624頁）。つまり委

託販売に代って50年代には再び商社が自己負担で貿

易を行うに至ったと指摘しているのだが，マンチェ

スターの木綿製造業者のインドや中国向けの委託販

売が 1857年にもそれ以後にも続いていたことはエ

ンゲルスよりマルクス宛のいくつかの手紙 (1857年

11月15日付， 1867年 1月29日付，仝年 3月13日付，

1868年12月11日付）にみられる。このような委託販

売が，商品輸出に伴って手形を振り出すことから，

やがて金繰りにこまって割引可能な手形を振り出す

目的で商品を積み出すということさえ行うのに用い

られたが，マルクスのこの事実の引用に対して，エ

ンゲルスは次のように付記している。「このような

詐欺的なやり方は，インドから来る商品も，インド

にゆく商品も喜望峰を迂回しなければならなかった

あいだは，盛んに行われていた。商品がスエズ運河

を，しかも汽船で通るようになってからは，架空資

本を製造するこのような方法は，商品の長い旅行期

間というその基礎を奪われてしまった。そして電信

によってインドの市況がイギリスの事業家に，イギ

リスの市況がインドの商人にその日のうちに知れる

ようになってからは，このような方法はまったく不

可能になったのである」 Marx,op. cit., III, S. 

424, 訳， 517頁）。

商業信用状取引は荷為替制度と結びついて発

展する。荷為替信用は委託販売においても，売

手と委託商の間で，あるいは買手代理商と海外

輸入商の間でも用いられることがあるにして

も，それの真の活動頷域は売買においてである

(Hvidt, op. cit., p. 6)。したがって荷為替鹿業

信用の本来の発展は， 19世紀後半にいたって次

第に広がった委託販売から注文取引への貿易様

式の転換と結びついている。この転換を支えた

物的基礎は60年代以降の世界的規模での電信網

の発達であり，また汽船による定期船の確立で

ある。帆船より汽船への転換は70年代に至って

確定的となったが，それはイギリス鉄鋼業の基

礎の上に大型鉄鋼船の建造が可能になり，スク

リューと複式機関の開発によって，石炭消費が

減り一般貨物輸送用に使用可能となったことに

もとづいている。注文取引への転換の物的基礎

となったこれらの諸条件は同時にまた「貿易商

品の売買，運送，保険の 3つを， 1取引の契約

条件に統合させた合理的な売買形態」である

CI F取引慣習の確立を促すこととなった（上

坂酉三， 貿易慣習， 214-216頁）。 CIF取引

は一面において荷為替制度に結びついていた。

なぜなら荷為替制度は書類取引，すなわち船積

書類が積荷の化体証券として完全な商品所有権

を代表しうるという条件の下で，この書類の授

受によって売買が完了することを前提としてい

る。さらを手形引受者がリスクを回避する上か

らいって船主の運賃請求のための積荷に対する

留置権を免ぬかれるため「運賃支払済」を条件

とするものである (W.F. Spalding, Foreign 
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Exchange and Foreign Bill, 8. ed, p. 246 

-247および徳永正二郎，前掲書， 244頁）。っ

まり，荷為替信用制度は注文取引に，さらに C

I F条件取引にもっともよく適合しているとい

わねばならない。それゆえ， CIF取引条件と

荷為替制度と商業信用状取引との三者の結合に

よって近代的貿易方式の基本形が形成されてい

るのであり，それは19世紀の最後の 3分の 1の

時期に完成されたものとみてよいであろう。

ところで，ナポレオン戦争以後金融中心地は

アムステルダムからロンドンに移り，世界貿易

の発展と並行してやがて後者は世界の中心市場

となったのだが，国際金融市場としてのイギリ

スの第一の特徴は，周知のように，マーチャン

ト・バンカーの存在である。上述のように，第

一次世界戦争までは，マーチャント・バンカー

は手形引受と外国債券発行引受の二つの国際金

融活動の面で中心的役割を果してきた（註）のであ

って，手形引受けの面ではその後海外・植民地

銀行や外国銀行も積極的に加わり，さらにおく

れて五大銀行など株式銀行も参加することにな

り，外国債券発行の面では，植民地関係につい

ては植民地銀行やイングランド銀行の引受発行

も多かったが，多くはマーチャント・バンカー

およびかれらに指導され組織された特別金融機

関の活動に依存していた。のちにはかれらの活

動に外国銀行も加わっている。

（註） 「二組の数字がこの点を明らかにしている。イ

ギリスによって1870年から1914年の間に海外諸国に

貸付けられた36億ポンドあまりのうち，およそ40形

がマーチャント・バンクによって用意されたといわ

れている。つぎに1914年に発行された 3億5000万ポ

ンドの引受手形のうち， 2億ポンドあまりはマーチ

ャント・バンクによって用意され，わずか3000万ポ

ンドあまりが手形交換所加盟銀行によって用意され

たと見積もられている。」 (W.M. クラーク，シテ

第 42 巻第 1~6 号

ィと世界経済，山中豊国訳， 24頁）

マーチャント・バンカーによって引受けられ

た手形はロンドンの割引市場で優良手形として

有利な割引率で割引かれた。そこでロンドン宛

手形 (Billon London)すなわちロンドンの

マーチャント・バンク， その他金融機関宛に

振り出されたポンド手形が貿易金融と貿易決済

のために広く用いられるにいたった。それは単

にイギリスの輸出入貿易にのみ限られたもので

はなく，第三国間貿易の決済にも用いられた。

第一次大戦に先立つ約半世紀においてロンドン

宛手形がいかに重要な役割を世界貿易決済にお

いて果していたかについての，当時の専門家の

評価では，イギリスの海外貿易の10分の 9と，

世界の海外貿易の半分以上がポンドで金融され

ていたといわれる。この優越の理由として次の

三点をあげても異論はあるまい。第ーに，イギ

リスの貿易が世界中に浸透していたので何処に

おいてもロンドン宛手形を見出すことができた

こと，第二に，イギリスが早期に金本位制を採

用していたので，健全通貨として歯界中に評価

されるとともに，ロンドン払い手形は金同様と

みなされていたこと，第三に，ィギリスの引受

商会は健全性と安定性の点で世界中に較べもの

のない評価をかちえていたし，イギリスは巨大

な富によって世界の債権者となっていたこと，

がこれである。世界中の輸出業者はロンドン宛

手形によればロンドンで有利に前貸をえること

ができたので，為替リスクを免ぬかれうる自国

通貨建手形よりもむしろポンド手形を望んだの

であって，イギリス以外の国との貿易ではもち

ろん売却困難な相手国通貨建手形よりもポンド

手形を望んだのは当然であった。こうしてポン

ド手形は世界貿易を牛耳る国際通貨となったと

いえる。

- 60 -



「国際通貨」について

「国際通貨」の成立の歴史的事情はこのよう

であるとして，それの独自性については，筆者

は，特定国通貨が，あるいは正確にいえば特定

国通貨建流動性債権が恒常的に三国間の債権債

務関係の決済にまで用いられるところにある

と考えている。ところでこのように特定国通貨

建債権が三国間決済に用いられることだけなら

ば，世界貿易の歴史のなかでは古い時代にも必

ずしも例外的でなかったであろう。しかしそれ

が世界市場の日常的決済手段として近代的資本

主義世界市場において制度的にも確立したのは

やはり第一次世界戦争に先立つ半世紀の間のポ

ンドにみなければならないであろう。つまり範

疇として「国際通貨」の確立をこの時期と考え

るのである。

皿 国際通貨の成立の諸条件

League of Nations, "The Network of 

World Trade" 1942. は，両大戦間期の世界貿

易について諸地域間の相互依存関係を貿易収支

の世界体系として一つの図表にまとめあげ，こ

の収支の差額と，資本移動を含む他の国際収支

の諸項目を組み合せて，その多角的決済の構造

を分折している。この分折手法には，世界貿易

の研究者ならば誰しも一度は自らもこれを模倣

して異なる段階に試みてみたい欲求に駆られた

経験をもつであろうほどの魅力がある。これを

第一次大戦前の世界貿易について行って成果を

あげているのが， S.B. Saul, "Studies in Bri-

tish Overseas Trade, 1870-1914" 1960 (西

村閑也，堀晋作訳，世界貿易の構造とイギリス

経済）である。ソウルは「19世紀のほとんどの

あいだの世界貿易の型態は，多角的貿易の数多

くのそれ自体完結した網から成っていて，それ

らのあいだには重要でない連結環しかなかっ

た」（同書，訳. 132頁）のであるが，この多角

的貿易の地方的な型が世界経済の発展過程で解

体され，世界的規模をもつ多角的貿易の網状

組織が形成され，「単一の複合的結合型態」（同

書， 136頁）となったとなし， 1910年について

世界貿易地域間の決済型態を描き出している。

そしてこの全体的に複雑な多角的決済網の中心

にイギリスがあったのであって，資本輸出と間

接的決済が果した役割についても分折を加えて

いる（註）。このソウルの研究は最近のわが国の研

究者の間に著しい影響を与えていることは否め

ない。

（註） 多角的決済網におけるイギリスの役割について

のソウルの分析に必ずしも首肯しえないのは，金以

外には基軸通貨国の国際収支の赤字によって国際流

動性が供給されるというトリフィン流の見解が根底

にあるように思われる点である。たとえば， 「この

増大する輸入超過によってイギリスは世界経済の円

滑な作用にもっとも大きく貢献した。ただまれにの

み，ポンドの不足がはげしくなったのみであった」

（同書， 63頁）とか，「イギリス経済に対する，一般

的な意味での多角決済制度の価値は，はかりしれぬ

ものがあった。その供給者に代替物として製造工業

品をかならずしも輸出することをしいられることな

しに，他の産業的諸国家にそれらの食糧と原料をえ

させることによって，それは，非ヨーロッパ市場で

多大の競争に直面していたイギリスの輸出業者をす

くった。さらに， ョーロッパとアメリカにおける，

イギリス製品の市場の喪失は， これらの諸地域との

支払上の危機をもたらさなかった」（同書， 73-74

頁）。と述べているように， 貿易収支の赤字によっ

て大量のポンド資金を世界に供給し， それが世界

的多角的決済を支えたとみているようである。しか

し， トリフィンの「国際流動性ジレンマ」論が誤っ

ているように（尾崎英二『SDR』18-26頁）， 基礎

的収支の赤字とポンドの国際通貨としての役割との

間には論理的つながりはない。むしろ金本位制下で

国際収支均衡が比較的安定的に維持されたことが国

際通貨としてのポンドの地位を高めた。
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たとえば，佗美光彦『国際通貨体制一ーポン

ド体制の展開と崩壊』は，この同じ時期を対象

として，豊富な材料を駆使してポンド体制の研

究を行っているが，ソウルとは異なって，氏は

ロンドン金融市場の構造についても詳細な分折

を行っているけれども，上述の点ではソウルの

多角的決済をふまえて，これを更に世界的資金

循環として描き出している。しかし，ソウルの

多角的決済において念頭にあるのは，結局のと

ころ世界的規模でみた諸国間の国際収支，とく

に貿易収支ないし基礎的収支の差額の相互関連

である。だから，貿易その他から生じる国際貸

借の全体についての決済関係が問題であるとい

うよりは，その差額の世界的関連に視点が据え

られている。このような視点の特徴は世界的資

金循環という捉え方になれば一段と明確になろ

う。たしかに，第一次大戦前の時期における世

界経済の構造を包括的に捉えようとするこれら

の人々の立場からは，この視点も有意義といえ

るかも知れないが，ほぼ同じ時代にポンドが国

際通貨としての地位を確立したとみて，ポンド

を「国際通貨」たらしめた諸条件を解明しよう

とする課題にとってはこれとは異なる視角が要

求されよう。

国際通貨成立の諸条件を，ポンドが国際通貨

の地位を確立した19世紀末から20世紀初頭の時

期を背景に考察すると，何よりも次の諸点に関

心を払わねばならないように思われる。第一に

世界的再生産過程との関連であり，第二に引受

信用の問題，第三に国際金融市場についてであ

る。なお金との関係はのちに項を改めてとりあ

げよう。

a)'国際通貸と世界的再生産過程

国際通貨は国際取引の世界的規模での決済手

段として役立つところに本来の機能があるとす

第 42 巻第 1~6 号

れば，次のような視点を見失なってはなるま

い。世界的規模での貿易収支の不均衡の連鎖が

成立しているというのは，世界的規模で展開さ

れた再生産過程の地域的連関を価値的に表現し

てえられたものである。それぞれ相互に分断さ

れた地域的多角貿易のよせ集めからなっていよ

うと，また世界全体を文字通り多角的に網状に

構成された単一の複合的な結合形態をなしてい

ようと，それが世界的再生産過程を正しく表現

しているものである限りは，そしてまた，たと

えそのうちに一方的な価値収奪のような奇型的

連鎖を含んでいようとも，そのような国際的な

生産諸関係の再生産を含めて物的再生産過程が

順調に進行している限りは，われわれは抽象的

理論の次元で，価値的にも自己完結的な円環が

成立していると捉えてよいであろう。だが，こ

の際に問題なのは，諸国あるいは諸地域間の世

界貿易がつくり出す複雑な結合関係を国際収支

差額決済の多角的構造として描き出すことでも

なければ，この価値的連鎖の構造に資金循環を

見出すことでもない。国際通貨成立の条件は，

この価値的連鎖の存在そのものにあるのではな

く，それが一点に集約されて清算されるという

その構造にある。その際，一国内での流通手段

としての貨幣の流通を国際領域に類推的に適用

できないところに国際的決済の独自的問題があ

るのである。もし，類推を用いるとすれば，商

業信用の連鎖が銀行信用によって代位される関

係に求めるべきであろう。しかし，それもあく

までも比喩にすぎない。重要なことは，この中

心国と世界各国との間に再生産過程上の実質的

連関がなければならないということである。た

とえ双務均衡的でなくとも，諸国と中心国との

間にいわば放射状に相当程度の輸出入が現実に

行われていてはじめて中心国宛に振り出す基軸
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通貨建手形がそれぞれの国において売買可能と

なるのであって，このような為替市場が存在し

なければ，三国間決済に際してこの基軸通貨建

手形を用いることも不可能であろう。

この点で，第一次大戦前には，国際通貨と呼

びうる通貨としてポンド・スターリングの外

に，フランス・フランとドイツ・マルクがあげ

られるが，フランとマルクが国際通貨として到

底ボンドの地位に及びえなかったのは，何より

も世界貿易上の地位の相違に帰せられるであろ

ぅ。フランやマルクが国際貿易決済上に果す国

際通貨としての役割は，主としてヨーロッパ

内貿易についてであったとみて誤りないであろ

う。フランス， ドイツを含めて， 19世紀のヨー ・

ロッパは量的にみて世界貿易に占める割合がき

わめて大きかったとはいえ，イギリスとは異な

り，なおヨーロッパ域内貿易から大きくふみ出

すことはなかった。文字通り世界貿易を展開し

ていたのはひとりイギリスのみであって，第一

次大戦前半世紀を通じてみても輸出入とも 6割

近くはヨーロッパ以外との貿易からなっていた

ばかりでなく，フランスやドイツを含む工業的

に発展した西欧，中欧の国々に対するイギリス

の輸出のうち再輸出は， 1870年代前半で約45%

を占め， ドイツやフランスでも海外諸国との直

接取引が増えたといわれる1913年前の 5年間に

ついてさえ，なおイギリスの再輸出は約30%に

及んでいた。

国際通貨はその根底において世界的な物的再

生産過程をふまえ，その中心国であってはじめ

てその国の通貨が国際通貨となりうるのだとい

う点からいうならば，フランやマルクがポンド

と比肩しうる地位になりえなかったのは当然で

あった。

b)銀行引受金融と国際通貨

これまでの叙述で示唆したように，銀行引受

信用が国際通貨の形成にきわめて深いかかわり

があるが，ここではむしろ銀行引受の欠除がい

かに国際通貨の形成を阻むかという逆の側面か

ら，両者の間に関連を確認することとする。こ

の点については，第一次大戦直前の時期に，す

でに強力な資本主義国にまで成長したアメリカ

において， NationalBank Act下のアメリカ

の金融制度を再検討し，新たに FederalRe-

serve Actを制定する過程で，米議会の Na-

tional Monetary Commission が行ったヨ

ーロッパの金融制度についての一連の研究があ

る。

たとえば， L.M.Jacobs, Bank Acceptance, 

N.M.C., 1910. は次のように論じている。 Nati-

onal Bank Actの下では，銀行には自己宛に

振り出された期限付手形の引受けが認められて

いなかった。そのため，アメリカでは約束手形

が多かった。ー流銀行宛に振り出され，引受け

られた手形の場合には，事実上の「保証の統一

性」 (uniformityof security)があるので，一

般割引市場が成立しうる。ところが，約束手形

の場合には，手形を振り出した商社や製造業者

の千差万別な信用状態を個々に査定しなければ

前貸できないだけに，このような割引市場は成

立しえない。一般割引市場が成立すると，単一

の割引率も成立しうるようになり，その水準も

安定的となるが，アメリカでは割引市場がない

ので銀行の余裕金はコール・ローンを通じて株

式や債券などの投機的な投資に流れる結果とな

っている。一般割引市場のあるヨーロッパの金

融中心地では割引率も低く安定していて，割引

率格差による諸市場間の資金の移動もスムーズ

だが，アメリカでは割引率も不安定でこのよう

なことが起りにくい。そして銀行引受けが行え
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ず，割引市場もないことが貿易決済にも影響し

ているのであって，輸入に際してアメリカの銀

行に商業信用状を開いてもらえない輸入業者は

やむなく外国，とくにロンドンの銀行に依拠す

ることとなる。こうしてアメリカ向けの輸出者

はロンドン宛ボンド手形を振り出し，これをロ

ンドン割引市場で割引くなり，それぞれの国で

割引くなりして金融を受けることができる。こ

うして輸入によるニューヨーク宛ドル為替が供

給されないのだから，これらの国に輸出する

アメリカの輸出者もまたドル決済ができず，口

ンドンに依拠してボンド手形を振り出すのであ

る，と論じている。

Federal Reserve Actの目的の一つは公開

割引市場をつくり出すことにあった (C.A. E. 

Goodhart, The New York Money Market 

and the Finance of Trade, 1900-1913, p. 

50)とされているように，これによって，銀行

の引受信用の供与が認められ，連邦準備銀行の

銀行引受手形の再割引も認可されたので，割引

市場の発展も可能となった。折しも第一次大戦

の勃発のため，一時ロンドンが引受や割引の停

止を行ったこともあって，アメリカの銀行の発

行する商業信用状によるドル手形が国際貿易決

済に用いられ，ニューヨークは国際貿易金融の

中心地にのし上った。もっとも，荷為替信用の

ための市場としての不可欠の資格は，いつどの

ような手形の供給が現われても吸収できるだけ

のしっかりした一般手形市場が存在することで

ある (Hvidt,op. cit., p. 17) といわれるが，

大戦後の市場の変化もあってニューヨークには

このような市場が意図通りに育成できていなか

ったところから，戦後イギリスの金本位制復帰

後は再びロンドン市場が力を盛り返して貿易金

融の面ではボンド手形が有力となった（註）。アメ

第 42 巻第 1~6 号

リカがロンドンから取りあげることができたの

は結局は対ラテン・アメリカ間，および対アジ

ア貿易のための金融だけであったという評価も

行われていた。

（註） ロンドン市場も戦争を通じて変化が起った。一

つは， 五大銀行などのいわゆる "clearingbanks" 

も引受信用の分野に進出して，マーチャント・バン

カーの有力な競争者となったことである。またいま

一つは外国商社に信用を供与する前に外国銀行の

保証を要求する，いわゆる reimbursementcredit 

の形式をとることとなった (G.K. Young, Merch-

ant Banking, p. 36-37)。reimbursementcredit 

形式では， 信用状発行銀行と補償支払銀行 (reim-

bursing bank)は異なり，後者が引受け信用を与

える。

アメリカのこの歴史的経過は少くとも1930年

代初めまでの時期について次のことを物語って

いる。国際通貨国以外の国々にとっては国際通

貨によって相互間貿易の決済を行うことは，為

替リスクを負担する点において，また第三国で

ある国際通貨国に信用状発行手形料や手形引受

手数料などを支払う点において，不利な立場に

立たざるをえなかった。といって自国のかかわ

る貿易決済についてさえ国際通貨から自立する

ためには，自国内の金融機関の引受信用が必要

であった。同じことは 19世紀末以来のドイツ

の経験からもいえる。その頃までのドイツの非

ヨーロッパ世界，とくに南アメリカとの貿易に

おいて，特定商社間の双互的な輸出入貿易につ

いては海外の輸入者に輸出者が opencredit 

を与える方法で， マルク建の openaccount 

決済が用いられたが，それ以外はやはりロンド

ン宛手形で決済されていた。そこでドイツは積

極的に銀行引受信用を発展させたので，「かな

りの程度の成功が，第一次世界戦争の直前の

数年間におさめられたようにおもわれるけれど
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も，マルク手形引受けは国際貿易金融の手段と

してけっしてスターリング手形の地位に達する

ことはなかった」（ブルームフィールド，金本位

制と国際金融，訳， 120頁） と評価されている。

これからもいえることは，当事国の一方だけ

でも輸出入貿易に対し有利な前貸金融が提供で

きぬ限り，第三国経由の決済に頼らざるをえな

いのである。したがって，決済の問題はひとり

差額清算の問題だけにとどまらないのである。

c)国際金融市場と国際通貨

1830年代にはすでにロンドン宛手形が中国と

アメリカとの貿易決済に用いられ，「地球をほ

とんど包囲する信用の連鎖」について語られて

いた。もっともこの時期のこの連鎖は東インド

会社のインドおよび中国での活動に支えられで

いた。しかし，やがて東インド会社に代って東

洋における活動が海外・植民地銀行によってひ

きつがれ，かれらは東洋，ォーストラリアなど

各地に支店網を張りめぐらして，ポンド手形が

広く各国間の貿易決済に用いられるのを助けた

（徳永・前掲書，第 6章参照）。

その意味ではすでに19世紀中頃にはポンドが

国際通貨としての役割を果していたとみること

もできよう。この役割は信用の供与の上になっ

ていた点で，ロンドンが世界的な金融センター

となっていったことと無関係ではあるまい。し

かし，たとえマーチャント・バンカー宛に振り

出されたロンドン手形であろうと， この手形

そのものが決済手段として受渡しされている限

り，国際通貨としての機能に重大な制約があっ

たといわねばならない。その点で，ボンドが国

際通貨としての内容を充分に備えるには近代的

な国際信用機構成立を待たねばならなかったの

であって，その面からも1870年前後にいたって

充分な条件が整ったと考える。ロンドンが「世

界の清算所」としてポンド手形に世界中の国際

取引決済手段の機能を与えたのは，これまでみ

たように，ロンドンが貿易金融のための，さら

に直接に貿易と関係のない短期資金需要のため

の国際金融市場としての役割を果したからであ

る。ロンドン割引市場は預金銀行その他の資金

供給とイングランド銀行の手形再割によって支

援を受けて発達したのではあるが，国際金融市

場として確立すればするほど逆にこの市場に国

外から短期資金が集中するようになるのは当然

であろう。それには，たしかに徳永氏の指摘す

るように，ィギリス自体が海外・植民地銀行の

設立とその活動を通じて植民地の通貨準備と対

外債権をイギリスに集中することを意図的に押

し進め，それによってイギリスの準備の上積み

と信用の拡大を可能ならしめたという側面（徳

永，前掲載，第 6章）も重要であろうが，むし

ろそれよりもポンド残高に一層注目する必要が

あるように思われる。

すでに別の箇所で指摘したように（拙稿，世

界貨幣，外国為替，国際通貨(IT)経済学研究，

第40巻第 4,5, 6号43頁）国際的な取引と相

互信頼が銀行間に発展して来ると（同一銀行の

本支店間ではもちろんだが，互に預金勘定を開

いてさらに当座貸越も認め合うようになる。こ

のようなデポジトリー・コルレス関係の下で

は，国際的送金はもはや為替手形の書式をふま

えたものではなく，郵便付替 (mailtransfer) 

や電信為替 (telegraphictransfer)ですまさ

れるような国際信用機構が発達してくる。とこ

ろで基軸通貨国銀行と周辺国銀行との間に次の

ような相違が生じる。両者の扱う外国為替がす

べてポンド建手形であれば，周辺国所在地銀行

には当方勘定 (Nostroa/c)はあっても先方勘

定 (Vostroa/c)はなく，ロンドンの銀行は逆
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になる（註）。ロンドンの銀行にとってはこの勘定

残高は国内の預金勘定と基本的相違はないの

に，周辺国銀行にとってはこれはポンド残高す

なわち外貨残高となる。そしてかれらが顧客の

ためにロンドンの引受商会や銀行の信用を利用

する必要があるのだから，常に一定額以上の残

高を保有していなければなるまい。これはいわ

ば「補償的」残高である（ブルームフィールド，

金本位制と国際金融，小野一一郎，小林竜馬

訳， 129頁）。このポンド残高はロンドンの国際

金融市場としての機能が高まれば高まるほど増

加するものである。 1870年頃からあらわれはじ

めた各国の銀行のロンドン進出はこの脈絡にお

いて注目すべきものと思われる。

（註） 金融中心地の銀行の間では，いうまでもなく，

双方の国の通貨建手形が用いられるから，双方の銀

行ともに当方a/cと先方a/cをもつことになろう。

したがって両行ともに相手銀行に相手国通貨建預金

残高をもつわけである。

もっとも，金融中心地に集まる短期資金残高

は外国為替取引にかかわる残高にとどまらな

ぃ。海外取引を行う巨大企業が取引銀行を通じ

て運転資金残高を保有することもあろう。さら

に重要なのは金融中心地で調達した長期資金は

直ちに引出されるのではなく，必要に応じて用

いるので未利用の起債手取金が短資残高として

保有されたり，また期間は短かくとも，外国か

らの長期短期の債務の元利返済資金が満期前に

預金勘定に送金される。さらにのちにもとりあ

げるように，第一次大戦前にもイングランド銀

行を除くほとんどの各国の公的機関もまたこう

した対外残高を保有していた。国際通貨の形成

にはこのようにして，国際金融市場の存在を抜

きにして語ることができないのである。

第 42 巻第 1~6 号

国際通貨の成立条件として，三つの要因を19

世紀後半以降ポンドが国際通貨となった歴史的

事実に則して述べたが，これを一般化して捉え

るとすれば次のようになろう。国際通貨の成立

には世界的規模での物的再生産過程が基礎をな

すのであって，ある国の通貨（これまで述べた

ところから明らかなように，この国の通貨建流

勁性債権のことだが）が国際通貨となるのは，

この国が世界的再生産過程において中心国的位

置にある必要がある。この国が世界の国々とと

り結ぶ貿易関係の外延的，内包的な規模に比例

して，この国の通貨が国際通貨となりうる基礎

的条件が整うといえる。とはいえ，それはあく

までも基礎的条件であって，それが国際通貨形

成の現実的な条件となりうるためには，さらに

この国に有力な国際金融市場が成立しなければ

ならない。この両要因を繋ぐ媒介環が引受信用

なのである。

そしてまた，金融市場という場合には，貨幣

市場と資本市場を含んでいるが，ここで国際金

融市場の存在を不可欠の条件であるとみるの

は，貿易金融に匝接かかわる貨幣市場の方であ

る。このことを強調するのは，国際通貨の成立

の必須条件は国際貿易決済手段であるところに

あると考えるからである。しかもまた，世界の

貿易取引のための貿易金融をこの中心国の金融

市場に求めるようになるのは， この市場の金

利，すなわち割引率が他の市場に比較して低

く，同時に安定しているからである。それは表

現をかえていえば，この市場の規模の大きさを

反映していて，この市場に集中している貸付可

能資本の量の豊富さを示している。そして一度

びこの市場がこのような役割を果しはじめると

ともに，上に述べたように各国の短資が集中す

るメカニズムも働くのはいうまでもない。

- 66 -



「国際通貨」について

たしかに，国際的な起債市場としての金融中

心地で調達された資金がやがて国際決済手段に

利用されることになる点では，国際資本市場の

存否もまた国際通貨成立にかかわるといえるだ

ろうが，それも上記の三条件に比較すると単に

補足的役割を演じるにとどまる。

IV 金と国際通貨

国際通貨を論じるに当って金（註）との関係を避

けて通ることはできない。国際通貨としてのポ

ンドの基礎を金本位制の確立にみようとする見

解が有力である。ところで，これまでマルクス

貨幣論の基礎の上で国際通貨が論じられるにあ

たって，「世界貨幣」と「国際通貨」がしばしば

明確に区別されずに用いられるという表現上の

混乱があるように思われる。たとえば金が国際

通貨として扱われたり，金に裏付けられてドル

は世界貨幣となったとかいうのがそれである。

これは，両者の範疇としての区別が必ずしも明

確な形で確立していないこと，あるいは「国際通

貨」範疇がこの理論領域で確立していないこと，

を示すものであると思われ，このことの解明が

本稿を含む一連の研究の本来の課題であった。

（註） 19世紀を念頭におくならば，銀を加えねばなら

ないであろう。しかし，本稿では単純化のために世

界貨幣としての銀の役割を捨象した。

世界貨幣については別稿で詳しく論じたので

ここで繰返すことはしないが，要は，誠に俗な

表現をすれば，世界市場では今日なお現金と呼

べるものは金以外にはないということである。

金が世界貨幣であるというのはこれである。そ

れにひきかえ，国際通貨とは支払手段としての

貨幣の機能にもとづいて発展した信用貨幣の一

種で，特定国に対するその国適貨建貨幣請求権

をその実体とし，これをもって第三国間貸借の

決済にまで用いられるに至ったものを指してい

る。したがって世界貨幣と国際通貨はともに国

際貸借決済に用いられる点では同じであって

も，その成立過程とその本質は異なっている。

国際通貨とは一定の歴史的論理的過程を通じて

成立した独自的範疇なのである。したがって，

国際通貨成立の論理と，国際通貨国において金

本位制が確立し金の自由兒換のためにこの国の

価値標準が代表する金量（いわゆる通貨の価値）

が固定的であるという論理とはもともと別個の

論理である。もし後者から国際通貨が形成され

るなら，すべての金本位国通貨はいずれも国際

通貨となるであろうし，その資格を対等に競い

うるはずである。しかし，歴史的にみても，金

本位制を停止している国の通貨が国際通貨とし

て機能している反而で，曲りなりにも金本位国

として留まっている国の通貨が国際通貨として

機能しえていない事実を数多く見出すことがで

きる。その事実をふまえた上で，国際通貨と金

との関係を明確にするのが課題なのである。

国際通貨の機能として，最近ではしばしば

ニューメレール，取引通貨および準備通貨の三

つがあげられ議論されているが， これを「貨幣

の機能」に比定すれば，価値尺度機能，流通手

段および支払手段機能，蓄蔵貨幣機能というこ

とになろう。そこでこれら三者の対応関係につ

いて上述の課題を検討してゆこう。

a)取引通貨機能

これについては，国際通貨形成の論理が示す

ように，国際通貨は本来，国際間の貸借の私的

資本主義的相殺機構である外国為替制度を基礎

として発展＝形成されてきた。対外貸借を直接

に「国民的」対外貸借そのものとして相殺する

のではなく（たとえば社会主義国の外国為替の
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国家独占のように），私的資本主義的貸借とし

て相殺する機構が本来の外国為替制度であっ

て，ただその際に，個々の資本家がとり結ぶ私

的貸借としての国際貸借を私的貸借のままで相

殺するとなると，たとえば額面金額，支払期

日，振出人や名宛人の信用状態が一枚一枚異な

っている外国為替手形そのものの売買によって

国際貸借を相殺するとなると，相殺範囲は著し

く限定されるであろう。そこで私的国際貸借を

集中を通じていわば「国民的」国際貸借一般に

転化し，「国民的」国際貸借として相殺可能に

するメカニズムである外国為替制度を発展させ

るに当って，媒介機能を果したのが，銀行によ

る信用供与であった。それゆえこの発展した国

際貸借相殺機構は銀行信用抜きには成り立ちえ

ない制度であるのだから，たとえ二国間相殺を

とってみても，信用制度の発達した一方の国，

換言すれば資本主義のより発達した国がこの相

殺機構において主導権を握るのは当然であろ

ぅ。この資本主義国の主導権を補足的に支えた

のが国際貿易を牛耳る貿易商の活躍，商船隊，

保険制度などであった。

銀行が国際貿易に与えた前貸信用については

資金回収に当っての為替リスクを回避する必要

からいって自国通貨建を求めるところから，貿

易その他の取引もまたこの国の通貨建となる。

こうして国際取引に特定国通貨建が広く使用さ

れる。さらに引受信用を介して国際金融センタ

ー所在国の通貨建取引が第三国間決済＝振替相

殺にも広く普及する。広く三国間決済にも用い

られるというこの状況の下で，取引通貨として

の国際通貨の特徴をその現象形態に則していえ

ば，いづれの国の通貨との間にも相互転換が容

易であることである。転換に特別の困難がない

というのは，この場合には，いづれ国の通貨と
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も必要な時に必要な場所で必要な額だけもっと

も平価に近い為替相場での相互転換可能性があ

るということであろう。

このように，国際通貨の機能領域が拡大すれ

ばするほど，国際貸借の相殺が進むのだから，

世界貨幣としての金の節約は世界的規模で行わ

れるようになり，国際的支払手段として金の登

場する機会はそれだけ少なくなる。外国為替制

度の発展の初期ほど相殺の範囲は限られ，個々

の時点での相殺不能な国際貸借は国際間現金決

済が行われ，また限られた範囲の為替手形の需

給不均衡によって直ちに為替相場は金現送点を

越え，金が登場する。外国為替制度が発展し，為

替銀行間の信用関係が発展するにつれて，決済

猶予を意味する国際的信用が発展するため，金

による決済の必要はそれだけ少なくなる。念の

ために，国際通貨形成の要因としてあげた引受

信用や前貸信用と，世界貨幣＝金による決済猶

予を意味する国際的信用との区別に注目する必

要を強調したい。両者の相互関連よりも，ここ

では本質的役割の相違を強調しておく。すでに

しばしば論じたように，引受信用や前貸信用は

たとえ国際金融としてあらわれる場合でも，本

来的には商業信用の銀行信用による肩代りを意

味している。つまり貸借決済期限前の信用の問

題である。これによって国際貸借の集中が容

易になり，国際貸借相殺制度が発展したのであ

る。これにひきかえ，国際的支払猶予としての

国際的信用はすでに決済期日の経過した国際貸

借についての追加的貸付資本の登場を意味して

いる。それは必ずしも financebillゃ over-

draftの姿をとらなくともよい。たとえ国際的

為替取引の結果として相手国取引銀行の当方勘

定 (Nostroa/c)残高のという消極的な姿を

とっていても同じである。この国際的信用制度
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の発展はそれゆえ国際的な銀行間のコルレス関

係，とくにデポジトリー・コルレス関係の普及

によって完成する。これにより国際貸借の相殺

（国際通貨による決済）は極限にまで導かれ

る。

とはいえ，国際的信用が信用である限り，絶

対の信用というものはありえない。現実の再生

産過程での制禦不能な国際的不均衡がこの信用

を動揺させるなり，あるいは過度の信用が再生

産過程の国際的不均衡を著しく増幅させるなり

した場合には，国際的信用は崩れて世界貨幣＝

金の登場を余儀なくされる（註）。国際通貨がいつ

でも金と交換されうるということは，そしてそ

の自由転換の保証に対する実績を通じての信頼

が逆にこの国際通貨への信認を強めるのはいう

までもない。ロンドンに自由金市場が存在した

ということ，そしてまたイングランド銀行によ

る自由な金兒換とが，金本位制の下での国際通

貨としてのポンドを補強する役割を果したとい

うのはその意味においてであった。

（註） 「信用は， やはり富の社会的な形態として， 貨

幣を追い出してその地位を奪ってしまう。生産の社

会的な性格にたいする信頼こそは，生産物の貨幣形

態を，ただ一時的でしかないもの，ただ観念的でし

かないものとして，単なる心像として，現われさせ

るのである。ところが，信用がゆらげばー一そして

そういう局面は近代産業の循環ではつねに必然的に

出現する一一たちまちいっさいの物的な富が現実に

にわかに貨幣すなわち金銀に転化されなければなら

なくなる。それは気違いじみた要求だとはいえ，こ

の要求は制度そのものから必然的に出てくるのであ

る。そしてこの巨額の要求を充たすべき金銀は，ィ

ングランド銀行の地下室にある数百万しかないので

ある。だから，金流出の影響のうちには，生産が現

実に社会的生産として社会的統制を受けていないと

いう事情が，富の社会的形態が富の外にある物とし

て存在するという形で，はっきりとあらわれてくる

のである。」 (Kapital,III, S. 588-589, 訳， 739

-740頁）。
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ここでマルクスは，信用を「生産の社会的な性格に

たいする信頼」にもとづいて築かれたものだが， こ

の生産が資本主義の下では「社会的生産として社会

的統制を受けていない」ために起る攪乱とそれに伴

う信用の動揺によって，富の外にある「物」として

の金銀への渇望があらわれるというのである。かれ

はまた資本主義の下でこの金渇望が「ばかげた矛盾

と背理との最もグロテスクな形」をとってあらわれ

るとし，「信用制度の発展につれて資本主義生産は，

このような富とその運動との金属による制限を，物

的であると同時に幻想的でもある制限を，絶えず廃

棄しようと努めながら，また絶えず繰り返しこの制

限に頭をぶっつける」と述べている。つまり社会的

再生産過程の攪乱こそが基本的問題なのである。そ

してマルクスはまた金流出問題に関する過敏性につ

いて次のような見事な叙述を与えている。

「輸入されたものであろうと輸出されたものであろ

うと貴金属の単なる量がそのものとして作用するの

ではなく，それは，第一に，貨幣形態にある資本と

しての貴金属の独自な性格によって作用するのであ

り，また，第二に，ゆれている天秤の一方の皿に羽

一枚の重さを加えてもそれを決定的に一方に傾かせ

るのに十分だというその羽のように作用するのだと

いうことである。それがなぜそのように作用するの

かといえば，どちらか一方に少しでも超過すればそ

れで決定されるような事情のもとで，それが加わる

からである。もしこのような理由がなければ， 500

万ポンドから 800万ポンドというような金の流出

ー一これがこれまでの経験の限界である—がどう

してなんらかの重大な影響を及ぼすことができるの

かは，まったく不可解であろう。このように資本が

わずかばかり多いとか少いとかいうことは，イギリ

スで平均的に流通している7000万ポンドの金に比べ

てもたいしたものではないと思われるのであるが，

イギリスの生産のような大規模な生産のなかではじ

っさいあるかないかの大きさである。しかし，まさ

に信用，銀行制度の発達こそは，一方ではすべての

貨幣資本に生産への奉仕を強制する（または，結局

同じことであるが，いっさいの貨幣収入を資本に転

化させる）ことになるのであり，また他方では，循

環のなかのある局面では金属準備をそれが果たすべ

き機能をもはや果たせなくなるような最少限度まで

縮少させるのである。一ーじつに，この発達した信

用銀行制度こそは，全有機体のこの過度の敏感さを

生み出すのである。あまり発達していない生産段階
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では，平均程度に比べての準備金の増減は，比較的

問題にならない事柄である。同様に他方，かなり大

きな金流出でも，それが産業循環の危急期にあら

われない限り，あまり影響はないのである。」 (op.

cit., S. 586-587, 訳， 737-738頁）。

今日の世界経済の下では，信用制度が政府間信用ま

でも加えて発達しているだけに，金問題への過敏性

は一段と高まっている。金廃貨はこの過敏性の裏返

した表現であるが，問題は社会的再生産過程が資本

主義的に営まれているという基本構造にある以上

は，金廃貨への諸手段ー一それは金をさらに信用に

よっておきかえることを意味する一ーはさらに「全

有機体のこの過度の敏感さを生み出す」結果に終る

であろう。

しかしながら，金交換によって外国の流動性

債務を保証していたといっても，国際通貨国が

この金交換をいつでも喜んで応じていたわけで

はない。国民的蓄蔵貨幣としての金準備の上に

精緻にして巨大な信用制度が築かれれば，金流

出＝準備減少の全信用制度に与える影響はそれ

だけ深刻になる。ことにこの金流出が国際的信

用不安の下で起ったり，恐慌と結びつくと予想

されるならば，この国際通貨国の政府が徒らに

手を批ねいて放置するわけにはゆくまい。金本

位制下のイギリスにおいても，公定歩合政策に

よって，すなわちロンドン市場における利子率

引上げによって，国際的短資を引きつけること

により金流出を防ぐ政策がとられた。あるいは

時には金を吸収する方策としてもとられた。そ

してイギリスの場合には，この公定歩合政策が

金本位制下で有効に働いた。

ところで国際通貨国と周辺国とではこの点で

の対応は異なる。,20歯紀初頭にはヨーロッパ大

陸諸国もすでに金本位制を採用していたが，こ

れらの国々では公定歩合政策が金流出阻止のた

めに有効には働かなかった。ケインズによれ

ば，そのため三つの対策がとられた。一つは大

量の金準備の保有であり，一つは金の自由な支
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払の部分停止であり，最後は外国の債権と手形

の保有であったとされている（ケインズ，イン

ドの通貨と金融，全集版訳， 第一巻， 15頁）。

ここでの問題はあとの二つの対策である。たと

え金交換に中央銀行が打歩を付ける方法であろ

うと，あるいは部分的に停止する方法であろう

と，金の自由交換の制限によって外貨建で示さ

れたこの国の為替相場は金現送点以下にまで下

る結果になるのはいうまでもない。金流出を人

為的に阻止する方法が金現送点を超えた為替相

場によって，貿易取引そのものに攪乱的作用を

及ぽすし，この国の輸入業者に国際通貨建債務

支払のため金現送よりも過大な負担をかけるこ

とになるとすれば，むしろいま一つの対策が選

ばれることになる。これらの国の中央銀行は外

貨準備をもち，この外貨を利用して為替市場に

介入することで国内通貨の金平価を維持するた

めに使用したのである。これによって金流出を

阻止することができた（註）。ケインズは「金為替

本位制」を是認するためにいうのではないと断

りながらも，「金為替本位制は，単に，いくつか

のヨーロッペ諸国がこの (19世紀―引用者）

最後の四半世紀の間に発展させてきた通貨制度

を， 幾分前進させたものにすぎない」と述べ

（ケインズ，前掲書，訳22頁）それが「通貨発

展の主流にある」といっている。金本位制とは

いいながらも， その実， 周辺国では defacto 

の「金為替本位制」に移行していたというこの

事実のなかに，われわれは国際通貨国と周辺国

の関係から生成するいわば一つの論理的過程を

見出すのである。換言すれば，これは国際通貨

形成によってもたらされる中心国と周辺国の関

係の制度的側面とみなしうるのである。

（註） この点についてブルームフィールドは次のよう

に述べている。
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「1914年以前の金本位制に関して，外国為替の公的

保有高そのものよりもっと興味のあることは，金現

送点に対応してその限界内で為替相場を維持する手

段として，民間の金裁定操作機構を補完し，またあ

る場合には実質的にそれにかわるものとして，関係

当局が国内通貨にたいして公的に外国為替の売買を

行ったという事実である。」（ブルームフィールド，

金本位制度と国際金融，小野一一郎，小林竜馬訳，

97-98頁）。また，「公的な為替操作は，それが行わ

れた場合，短期間に発生する交互の金移動の必要を

除去し，金の裁定機構にもっぱら依存するよりも，

為替相場により確かな影響を及ぼすことを可能に

し，そして金輸出を阻止するか，あるいはそれを最

低限にとどめた。金輸出は，為替相場を支持する場

合に，公的外国為替準備が同じだけ失われる場合よ

りも，より大きなマイナスの心理的効果を市場にあ

たえたであろう」（同書 100頁一傍点は引用者）。そ

して，フィンランドについて1880年から1904年のあ

いだ為替保有高は著しい変動を経験したが金保有高

は不変であって，金の輸出入は貨幣用，非貨幣用を

問わず零であったとしている（同書， 101頁）。

このこととの関連で二点だけ指摘しておこ

う。一つは，国際通貨国と周辺国とのこの関係

はこれまでの歴史で決して単純明快な単一中心

に形成されたことはない。ポンドが国際通貨と

して圧倒的地位を誇った第一次大戦に先立つ半

世紀においても，ョーロッペ大陸の主要資本主

義国には国際金融市場が形成されていたので，

これらの国と，その国と密接な経済関係を保っ

ていた周辺国との間にはやはり同様な関係がみ

られたのは当然であろう。つまりボンドとの関

係では周辺国と位置づけられながら，さらに副

次的に中心国として機能するという，立体的，

あるいは複合的構造がつくられていたのであ

る。いま一つのさらに重要なのは，イギリスに

よってインドの金為替本位制が制度として確立

されたのを先例として，帝国主義宗主国が植民

地・従属国に対し，その対外支払準備のため本

国に金準備を保有させ，また準備の一部を宗主

国通貨建流動性債権の形で保有させる「制度」

を意図的に創出して行ったことである。これ

は植民地・従属国の蓄蔵貨幣を国民的蓄蔵貨幣

として集中するとともに，さらに宗主国中央銀

行への集中を意味し，帝国全体を包摂した信用

制度の体系を創出したことを意味している。国

際通貨の側面でいえば，いわゆるスターリング

地域やフラン圏のような通貨圏の創設であっ

た。

以上にのべた政府による金政策，すなわち金

流出入に対する介入の意義は次の点にあった。

金決済を必要とする国際貸借の差額に対し，こ

の現金決済の猶予を許すほど充分な追加的貸付

資本の登場が市場メカニズムの自然生的機能で

はえられぬところから，公定歩合政策のように

国際金融市場での利子率の引上げによる外国か

らの追加的貸付資本を誘引する方法で，また，

国際金融市場をもたないか，それとも量質とも

に不完全な国際金融市場しかもたない国にあっ

ては，直接に政府保有資金（保有外貨）を投入

する方法で補完することを意味している。後者

の場合には，政府の自己資金（保有外貨）の投

入であるだけに，不足すれば国際金融市場での

資金調達＝対外借款によって補われることとな

る。ここから各国政府間の国際金融協力まであ

と一歩である。すなわち，世界経済の不均衡，

それが戦争にもとづくものであれ，世界恐慌に

もとづくものであれ，再生産過程の正常な国際

的連関破壊によって，各国の国際収支の構造的

不均衡が国際的信用関係を脅かすようになれば

なるほど，各国は自国の信用制度の動揺を防ぐ

ために金準備の積み増しを試みるのはいわば当

然の過程である。この金獲得競争， いわゆる

"scramble for gold"に対しては，それが資

本主義経済法則の自然的結果であるとはいえ，
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資本主義世界体制を自らの手で堀り崩す意味を

持つ以上は，国際的信用制度の維持と補強のた

めに主要資本主義国政府，ないし中央銀行間の

様々の国際金融協力が試みられる。

金本位制下において金流出対策としてとらえ

ていたいま一つの措置である金兌換の制限ない

し停止についてふれておく必要がある。金本位

制下では一時的措置として取られたには相違な

いが，これは単に国際決済にのみかかわる問題

ではない。恐慌に結びついた金流出にあって

は，その結果としての，あるいはその予防策と

しての利子率の引上げが信用の引締めに導く

が，このような時点での信用引締めがかえって

恐慌を激化させるとすると，国内的にも信用緩

和を続ける必要から応急措置として正貨支払停

止が選ばれる（註）。したがって，時と場合によっ

ては，周辺国ばかりでなく国際通貨国において

も正貨支払停止が行われる。このような状況の

下では，のちにもみるように，国内的には価格

標準の代表する金内容の動揺を生み，また国際

的には金現送点を越えた為替相場の変動を伴

う。為替相場の歯止めのない変動がもし国際通

貨そのものに関して起ったとすれば，国際信用

機構を傷つけることになり，世界的再生産過程

を動揺させることになろう。競合する国際通貨

がある場合には，いうまでもなく，金交換のあ

る，安定した国際通貨への転換が取引通貨の役

割に関しても大なり小なり起るのはいうまでも

ない。こうして金管理という観念が生まれる。

なぜなら，金現送点を超えた為替相場の下で金

現送を選ぶという私的資本主義的な国際貸借決

済の形態ではなく，国際信用機構の攪乱を防ぐ

ための政府機関の手による金現送の形態をとる

ことになるからである。

第 42巻第 1-6号

（註） 「銀行の信用が動揺していないかぎり，銀行は

このような場合（貨幣恐慌ー引用者）には信用貨幣

をふやすことによって恐慌を緩和し，信用貨幣を引

きあげることによってはかえって恐慌を助長すると

いうことである。近代産業のすべての歴史が示して

いるように， もし国内の産業が組織化されていれ

ば，金属は事実上，ただ‘国際貿易の均衡が一時的に

変調を呈したときにその決済のため必要なだけであ

ろう。国内では今日すでに金属貨幣は必要ではない

ということは，いつでも非常の場合にはいわゆる国

立銀行の正貨支払停止が唯一の応急手段としてとら

れるということによって，証明されている」

(Kapital, III, S. 533, 訳， 662頁）。

くりかえすようだが，国際信用制度が完成す

ればするほど，取引通貨としての国際通貨の役

割が拡がり，金は量的に節約されるばかりか，

それが世界貨幣として（工業原料その他のため

には別として）現実に世界市場に登場すること

は少くなる。それにもかかわらず，この信用制

度が信用からなる限り，債務の返済，すなわち

現金である金による決済を前提し，基礎として

いる。いわば金が存在するが登場しないのが，

国際信用制度の極致なのであるが，金の登場し

ないからといって金が不必要なのではない。現

実に金が登場を余儀なくされる事態には，どれ

だけ金があっても支え切れるものではない。も

ともと金が問題ではなく信用制度そのものが世

界的再生産過程における攪乱その他によって崩

れているのだから。そこでこの崩壊を支えるも

のとして国家が介入し，さらに国家間の金融協

力によって支えることとなる。その場合でも，国

家間の最終的決済手段としての世界貨幣＝金の

存在の必要性はなくならない。資本主義世界か

ら世界貨幣がなくなるとすれば，資本主義世界

経済が完全に組織されて単一の中央銀行ができ

るという非現実的仮定が必要である（その場合

でも社会主義国が外部に存在すれば，世界貨幣

はなくならないだろうが）。それにしても，その
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場合には，資本主義世界が統合された単一の国

民経済を構成するにいたったことを意味し，世

界貨幣の存在基盤である多数国民経済からなる

世界市場がなくなったということでろう。

b)準備通貨機能

準備通貨は，広義に理解すれば，さきにみた

国際金融中心地におかれた一切の流動性債権残

高を含むといえるだろう。だが，このなかの民

間保有の残高と公的外貨準備残高とは区別して

捉えねばなるまい。民間保有のこの残高はある

いは信用伏発行見返りの担保として拘束されて

いるものであろうし，元利返済用の資金もあろ

ぅ，あるいは時には利子取得を目的とした短期

投資であるかもしれない。たとえ単純な預金残

高であるにしても，これらを含めて民間保有残

高は運転資金残高であって，必ずしも本来の意

味での遊休貨幣とはいいえない。それはいわば

世界的規模での再生産過程の進行の下で形成さ

れた一時的残高であって，大部分はそれ自体正

常な再生産過程の一部としての残高である。こ

の点で国民的蓄蔵貨幣の一形態としての公的外

貨準備とは自ら性格が異なっている。

ところで公的外貨準備の形成は外貨建手形の

買入れと外貨建借款によってなされるであろ

う。もともと中央銀行による外貨建手形の買入

．れは銀行によって割引かれた期限付手形の再割

引を主たる内容としていた。国際通貨国では国

際取引にもとづく手形であっても，邦貨建であ

るのだから，中央銀行によって再割引が行われ

ても，内国手形とは区別なく金融市場への資金

の追加供給の意味をもつにすぎない。しかし，

周辺国では国内の金融市場も狭いだけに一般的

にいって中央銀行の再割に頓る程度が大きいだ

ろうから，外貨建手形の再割引は貿易金融を容

易にし，貿易促進策としても利用されるであろ

う。もちろん，それと同時に外貨準備増加策で

もある。手形の満期によって支払われた金額は

流動性外貨債権として保有されることになるか

らである。二つの目的の何れに重点がおかれる

かはその時々の伏況に応じた政府の政策によっ

て異なるだろう（註）。

（註） 明治時代に採用された御用荷為替は，居留地貿

易に対して日本資本自身の手での輸出，すなわち直

貿易の推進策でもあったが，主たる目的は外貨準備

の獲得におかれていた。

しかし。この国の国際収支が半ば構造的な赤

字傾向をもっていたり，国内の大規模建設のた

めの資本財輸入資金の必要あるいは戦争・災害

など非常の資金需要に当面したりすれば，上述

のような方法での外貨準備獲得の手段では不充

分なので，政府の手による外貨債発行のような

借入が行われる。この資金は未使用の間は外貨

準備に加えられるであろう。手形割引を通じて

積立てられる外貨はいうまでもなく取引通貨と

しての国際通貨であるが，この外国からの借入

は必ずしも国際通貨国の資本市場で行われると

は限らない。したがって，各国の外貨準備を構

成する通貨の大小は必ずしも常に取引通貨とし

ての国際通貨の重要性をそのまま反映するもの

ではない（註）。

（註） Lindertは第一次大戦前における35ケ国の公的

準備を集計して，次のような結果をえている。 1913

年平価で総額71.1億ドルのうち金 48.5億ドル，銀

11. 3億ドル，外国為替11.3億ドルで，外貨準備が金

準備の 15.9形にあたっていた。 (P. H. Lindert, 

Key Currency and Gold, 1900-1913, Table 1) 

また準備通貨国別でみると，イギリス4.32億ドル，

フランス 2.75億ドル， ドイツ 1.52億ドル，その他

0.62億ドル，国別不明2.11億ドルである (op.cit., 

Table 2) として，ロンドンは当時の第一の準備セ

ンターではあったが，準備通貨中でのポンドの優越

は人々の示唆するほどではないとするとともに，ポ
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ンドを唯一の国際通貨とみる見解に疑問をなげかけ

ている (op.cit., p. 17-21)。たしかにこの時期に

は，ロンドンばかりでなくパリ，ベルリン，アムス

テルダムは国際的な金融中心地であった。したがっ

てポンドと並んでことにフランス・フランやマルク

は国際通貨としての役割を果たしていたことはまぎ

れもない事実である。 しかし，注目してよいこと

は，第一に，かれの作成した統計をみても，チリが

ドイツ通貨を準備として保有したこと， 日本が若千

のフランスとドイツの通貨を準備としていたことを

除くと，マルクやフランス・フラン保有国はヨーロ

ッパに限られている。また第二に，かれも指摘する

ように (op.cz't., p. 28-29), 当時の公的な外国為

替準備のうちに占める政府の外債発行に伴う未利用

の起債手取金の割合が大きいことである。したがっ

て，公的準備に限って捉えた評価に承服できぬもの

があり，国際決済通貨としての役割についていえ

ば，やはりマルクやフランはボンドとは異なり，せ

いぜいョーロッパ規模での国際通貨であるにとどま

ったといっても，はなはだしく過言ではあるまい。

ドイツのボンドからの自立と独自の地位の獲得への

懸命の努力にもかかわらず，マルクはなお世界的規

模での国際通貨となるにいたらなかったといえよ

ぅ。

外貨残高はそれが準備である以上は蓄蔵貨幣

の役割を果すものである。しかし蓄蔵貨幣の本

来の目的が価値保全にあるのだから，準備とし

ての外貨は減価のリスクから免かれていること

が要請されるのは当然である。したがって準備

通貨としての国際通貨こそがもっとも強く平価

での金交換の保証を要求するものといえよう。

債務の返済が確実であればあるほど信用は拡大

され，現金決済の必要が少くなるという信用の

一般的性格の通りに，国際通貨についても金交

換の確実性に対する信認が大きれば大きいほ

ど，この国際通貨の準備通貨としての役割は大

きくなる。

そこで問題は，国際通貨の金交換の確実性に

疑問が生じた場合はどのようになるかである。

平価切下げの危惧や金交換停止に伴う甚しい相

第 42 巻第 1~6 号

場変動によって，準備通貨の減価に伴う損失を

蒙むるおそれが生じた場合である。一般的に当

然予想されることは，国際通貨として機能して

いる通貨がいくつかあるならば，金価値保証の

確実な国際通貨への転換ということであり，ま

た公的外貨準備は金準備に転換するということ

であろう。しかし，このように単純明快に進む

わけではない。民間の外貨残高はさきにもみた

ように大部分は運転資金準備である。したがっ

て，ある通貨が国際通貨として取引通貨の役割

を果しているとすれば，取引通貨そのものの変

更，すなわち国際取引の決済場所をこれまでの

国際金融中心地から別の国の金融中心地にそっ

くり移してしまうのでなければ，外貨残高につ

いてだけ変更することは困難である。そして特

定国通貨建での国際貸借の決済はもともとたと

えば貿易取引ならば売手と買手の合意の上に，

さらにまた長年の慣習の上になり立っているの

だから，一方の利害によって簡単に変更できる

ものでもない。その面からの，すなわち貿易取

引のインヴォイスをどの国の通貨建にするかな

どは徐々にしか変更されないとみるべきであ

る。したがって運転残高としての民間外貨残高

については，為替銀行の一般的な為替リスク回

避策ーーたとえば外貨ポジションをスクエアー

に保つといった一ーに頼る以上に，保有する国

際通貨の急激な転換は起らないといえる。公的

外貨準備についても，間接的にではあるが，そ

れが中央銀行による外貨建手形の再割引という

ことによって形成される以上は取引通貨によっ

て制約されているし，また外貨準備を利用して

為替市場に介入する面からも取引通貨に制約さ

れている（この介入は，日々の変動の中で起る

国際貸借の赤字の頻度と規模によって規定され

る）。このようにみると， 準備通貨としての国
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際通貨についても，その国際通貨が金との直接

的結びつきがなくなっても，取引通貨として機

能している限りは，直ちに準備通貨としての機

能喪失にはつながらないというべきであろう。

とはいえ，もちろん，信認を喪失した，すなわ

ち価値保全機能を喪失した国際通貨に関しては

いうまでもなく様々の形態の逃避は起るであろ

う。それはまず運転準備を超えた準備に関して

であろう。そしてまた民間の外貨残高について

も，いわゆる hotmoneyや資本逃避という現

象がそれを示している。しかし，ここで論じた

かったことは，たとえばスイス・フランスのよ

うに価値保全の意味ではきわめて有利とみられ

る通貨であっても，取引通貨でない場合には国

際通貨とはなりえないのであって，反面では，

ポンドのように信認の乏しい国際通貨であって

も，取引通貨として機能している限りは，準備

通貨としての機能も残るということである。

同じ理由から周辺国の公的準備の外貨から金

への転換にも限度があることが明らかである。

なお，民間の金の保蔵についていえば，一般に

金投機とされている非貨幣用，非加工原料用の

金の需要についても，その大部分は価値保蔵を

目的としたものである。これは蓄蔵貨幣として

の金の問題であって直接には世界貨幣の問題で

はない。だが，高度資本主義国では信用制度の

発達によって国民的蓄蔵貨幣に転化させること

で解決したはずの私的金退蔵が世界的規模で起

るのは， 国際通貨の信認の動揺と関連してい

る。そして金投機はさらに国際信用制度を鋭く

脅かす作用を含むとともに，世界貨幣の機能

をも脅かしていることに注目する必要があろ

ぅ（註）。

（註） たとえばECの域内為替変動幅縮少措置の一環

として，相互通貨介入にもとづく国際債務決済にあ

たって，債務国の準備資産の構成比と同じ比率の決

済手段を用いるようにしたが，金の公定価格と市場

価格のひらきが大きいので債務国は金の引渡しを不

利とみて拒否したので，金決済が行われていない。

c)ニューメレール機能

価値尺度としての貨幣の機能を基礎として価

格標準，すなわち一定量の金に与えられた貨幣

単位名称が尺度機能をもっているのはいうまで

もない。一方， 国際通貨についての尺度機能

は，金本位制の下では各国の通貨（＝価格標

準）の間の金平価として受け取られると，両者

の関係は一目瞭然としているようで一体のもの

と受け取られる。金本位制崩壊後にはこの一体

性が崩れるが，後者を前者にひきつけて捉えら

れるところから，通貨の対内価値と対外価値の

背離といった発想が生まれてくる。これはある

種の現象を説明するには便利かも知れないが，

理論的には疑問であると思う。国際通貨につい

ていわれる尺度機能の独自的性格を無祝してい

る点で支持できない理論である。

本来，貨幣の価値尺度機能と価格標準の成立

はそれぞれの社会（国民経済）内部でのことで

ある。原理的にもそれは明らかである。それゆ

ぇ，国際価値論でいう国際間における貨幣の相

対的価値の相違，すなわち先進国では金の一定

単位がこの国の価値形成労働の一労働日しか代

表しないのに，後進国ではそれが 3労働日を代

表するという現象も起るのである。それにひき

かえ，世界貨幣，外国為替，国際通貨というの

は，いわば国民経済間の連結環の問題である。

その点からいって，国際通貨の尺度機能とは，

国際通貨と周辺国のそれぞれの通貨との間の為

替相場によって構成される一定の比例関係の体

系であるといえよう。あえて類推的手法が許さ

れるならば，周辺国の通貨を相対的価値形態に
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おいて国際通貨が等価形態に立つという関係で

ある。周辺国通貨はいづれも国際通貨にリンク

しているので，周辺国通貨間では対国際通貨為

替相場を基準にしてクロスレートが成立するの

である。またいくつかの国際通貨が存在する場

合には，その中での中心国の国際通貨が基本的

な尺度機能を果すことになるのはいうまでもな

い。抽象的に考えて，すべての国に金の自由兒

換制が成立しているとみると，為替相場の変動

は金現送点内にとどまるのだから，金平価をも

って国際通貨の尺度機能の内容だとすること

も，あるいは可能であっただろうが，現実の歴

史では主要国に金本位制が成立していた時期で

も，為替相場が金現送点を越えることがあった

ばかりでなく，金銀比価の変動などもあったの

だから，国際通貨の尺度機能は為替相場にもと

づいていたとみるのが正しいであろう。そのこ

とは，次の事情からも確認できるといえる。国

際通貨とはこれまで詳しく述べたように，国際

通貨建流動性債権を意味した。すなわちそれ自

体国際間の債権債務であるのだから，金平価に

変動がなくとも，為替相場に変動があれば，そ

のことだけで，周辺国の債権者や債務者にとっ

て，債権価値や債務価値に変動が起るのである

のであるから，国際通貨の尺度としての現実の

意義は為替相場に求めてはじめてえられるので

ある。

ところで，為替相場だが，金兒換が停止され

ても， 19世紀初頭のイギリスのように，金属貨

幣の流通が続いている場合は，実質的為替相場

と名目的為替相場との区別は可能であって，平

価変更や金銀比価の変化に伴う変動を名目的為

替相場と捉えることも可能であった。しかし金

属流通もなく，金兌換も行われなくなれば，各

国の価格標準の法定金内容からの背離を自動的

第 42巻第 1-6号

に是正する手段がなくなる（註）ので，この背離が

意味する各国の貨幣価値の変動の国際的相互関

係からおこる名目的為替相場は実質的為替相場

から区別して自らを確定する手段も方法ももは

やもたなくなる。ここから，為替相場をもって

通貨の対外価値と捉え，事実上の金属平価を意

味する名目的為替相場を通貨の対内価値と対外

価値の一致点とみなす考え方が生まれる。その

際，購買力平価説がこのような理論的発想の形

成を助けているように思われる。

（註） 貨幣＝金の価値尺度機能そのものは金が流通過

程に登場しなくとも貫徹しているけれども，紙幣あ

るいは銀行券が金貨に代って流通過程に投入される

と，紙幣はその流通法則により，また銀行券は本来

は信用貨幣であるそれの独自の流通法則（すなわち

不換下で一面では現金化＝紙幣化しながら，信用貨

幣としての流通界への投入・回収様式を続けるとい

う）にしたがって，流通することになり，券片の代

表する価値量が価格標準として定められた金内容か

ら背離することがあっても，金兌換を通じて自動的

に是正されることがなくなる。券片の減価が価格標

準そのものの事実上の減価に通じ，いわゆる貨幣価

値の下落が起るであろう。しかし，このような変動

が債権債務の連鎖の上になり立っている資本主義経

済の下では，徒らに放任しておくことができない。

やがては社会的再生産をも傷なうことにもなりかね

ない。そこから国家が通貨政策によって貨幣価値の

変動を管理することに努めることになる。

為替相場の運動にはそれ自体のなかに均衡化

傾向を含んでいるというのは周知のところであ

る。為替相場は国際相殺取引の私的資本主義的

形態としての外国為替市場において形成される

が，それは広義における過去の国際取引から成

立した国際貸借によって左右される。ところ

で，本来の為替取引である銀行と顧客との間で

為替取組みの際には，為替相場は所与のものと

して取引そのものを規制するのである。したが

って為替相場の変動は個々の国際取引における
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企業の採算に強く影臀し， 取引そのものを左

右することになる。自国通貨建で貿易契約を行

う国にとっては影響ないが，外国通貨建取引で

は，もし為替相場が高くなれば輸出採算が悪く

なり，輸入が有利となる。また逆に低くなれば

逆の結果になる。このことから，単純化してい

えば，国際収支が受取超過ならば為替相場が上

昇し，やがて国際収支の均衡化が起って為替相

場も下落し，反対の時には反対のことが起るの

で，為替相場により国際収支の均衡化作用が働

くというのである。問題は，兒換制廃止下では

このような国際収支の自動均衡化作用の結果と

しての均衡点の為替相場は法定金平価に一致し

ないのが常態であろう。問題はこの均衡点相場

を「通貨の実勢」とみるところから生じる。こ

の「通貨の実勢」を示す均衡相場を理論づけた

のが購買力平価説である。そしてここから購買

力平価説のメタリズム的解釈が起ってくる。す

なわち，不換制下では価格標準の金内容は法定

平価から離れているので，実質金内容にもとづ

く金平価，すなわち名目的為替相場もまた法定

金平価から離れるというのである。したがって

名目的為替相場は「貨幣の実勢」を示し，ここ

で通貨の対内価値と対外価値とは一致するとい

う論理的脈絡であろう。

しかし，このような見解は国際収支の不均衡

を通貨の過大評価，過小評価によって起るとい

う単純化した思考に基礎をおいているといえな

いだろうか。これはまた国際収支を貿易収支と

みる単純化をもふまえている。国際収支には貿

易取引以外に移転項目も資本取引も含まれ，こ

れらは必ずしも為替相場の変動によって感応的

に動くとは限らない。むしろ利子率など他の諸

条件によって主として動かされるであろう。ま

た為替相場は外国為替市場で形成されるのだか

ら，国際収支の項目であってもこの市場に登場

しない貸借は相場には影響しない。さらに国際

収支を貿易収支に単純化して考えても，均衡点

をめぐる為替相場の変動は果して価値と価格の

関係になぞらえることのできるような可逆的蓮

動過程とみてよいかどうか大いに疑問である。

強調したいのは，国際収支の均衡下での為替相

場は必ずしも実質的な金平価を反映する名目的

為替相場，したがって通貨の実勢などではない

ということである。あるいはほとんどそれでは

ありえないと断定してもよい。つまり，それだ

け不換制下では為替相場が実質的金平価から構

造的に離れうること，裏返して表現をすれば長

期的にほぼ安定した為替相場がえられても，そ

れは必ずしも実質的金平価に一致しているとは

いえない，と考えるのである。

これまでみた不換制下の為替相場は周辺国の

問題で，国際通貨へのリンクはこの為替相場に

したがって行われているのだから，国際通貨自

体は確定金量を代表しているにしても，それが

為替相場を介して不換制下の周辺国の価格標準

の実質金内容を規定しているとはいえないであ

ろう。つまり，国際通貨としての尺度機能を貨

幣論一般における貨幣の価値尺度機能と価格標

準の理論にひきつけて捉える考えに同意しえな

いのである。本来の金為替本位制においては金

交換のある国際通貨との間に金平価が明確に存

在するので，価値尺度論次元の国際的連関はそ

れ自体として透視できその上に現実の為替相

場，すなわちいわば国際通貨論次元の国際的連

関が存在したのである。そして前者の本質に対

して後者を単なる現象形態として片付けること

もできた。しかしさらに金交換がそれぞれの国

内で全面的に制約されるまでにいたると，上述

のように均衡下の為替相場といえども，これを
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名目的為替相場＝実質的金平価といえないとす

れば，どうして価値尺度論次元の国際的連関に

ひきつけて議論できるであろうか。むしろ国際

通貨論次元での国際的連関の独自性，したがっ

て国際通貨の尺度機能の独自的意義を見出さね

ばならないと考えるのである。たとえ国際通貨

国で金兒換制が廃止されても，国際取引通貨と

して機能する限り，直ちに国際通貨の尺度機能

の喪失と断じえないのはそのためである。理論

的視野からいっても，両次元の尺度機能を価値

尺度論次元にひきつけて論じることの許された

金本位制とは異なり，今日の変動相場制の下で

は両次元の区別を明確にすることが重要であろ

う。

一般的にいって，国際通貨国が金交換を停止

するのは，放置すれば金準備が減少して信用不

安を起す惧れのある時期，すなわち国際収支の

構造的赤字が見透される時期であろう。それゆ

ぇ，金交換停止は他の国際通貨に対する，ある

いは有力国通貨に対する為替相場の動揺とくに

傾向的傾下を卒んでいる。国際通貨とは国際通

貨建流勁性債権を意味するのだから，その債権

価値の上昇が起るのならばいざ知らず，その減

価が予想されるとなると，当然取引通貨として

の機能に不安が生ずるはずである。しかし，さ

きにも指摘したように，取引通貨としての機能

の喪失は長期の過程の問題であって，それほど

簡単には起らない。したがって，短期の取引の

取引契約では一般に為替リスクを回避するため

の様々の手段，たとえば先物取引などが利用さ

れて，債権価値保全が行われるにとどまるとみ

てよい。

むすび

「国際通貨」範疇は本稿およびこれまでの一連

第 42 巻第 1~6 号

の研究で明らかにしたように，資本主義国際経

済の発展のなかから論理的必然性をもって成立

したものである。 しかも， 「国際通貨」の成立

によって資本主義世界市場が中心国と周辺国の

立体構造をもつ市場であることが明らかになっ

たであろう。この立体構造は決してしばしば論

じられているように，帝国主義国と植民地とい

う関係によってはじめてえられるものではな

く，資本主義諸国からなる国際経済関係のなか

から形成されるということが明らかとなれば，

あるいは説得できたとすれば，本稿の目的は達

成されたことになる。 「経済学批判体系」のフ゜

ランの第 5篇に当る「国際経済」は資本主義国

相互間の国際経済関係を主たる対象とするもの

であったはずで，たとえ国民生産力の発展格差

を含むゆえに，先進国と後進国の関係を対象と

して取り上げてはいても，それは決して帝国主

義と植民地といった関係ではなかったはずであ

る。つまり国々の間の質的相違を含まなかった

といえる。しかし，資本主義国際経済関係のな

かから，いわば論理必然的に国際通貨の成立が

論証でき， そこから中心国と周辺国の関係の

成立が説明できるとすれば，第 5篇から第 6篇

「世界市場」への発展の契機を見出せるものと

確信した。これがこの一連の研究を企てた筆者

の問題意識であった。かかるものとして検討を

期待したい。したがって，本稿は今日当面して

いる国際通貨にかかわる諸問題，たとえばドル

問題， SDR, 変動相場制，経済通貨同盟など

を論じることを直接には目指していない。これ

らについては別稿に譲ることとする。

(1977, 2 , 15) 
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