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現代世界経済論の方法について（Ⅱ）：補遺（上）
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はじめに

我々は拙稿「現代世界経済論の方法について
（Ⅱ）」1）において、木下氏の分析視角が理論に
おいても現状分析においても、「国民経済論」
的アプローチで首尾一貫していることを指摘す
るとともに、その問題点として資本の世界的運
動が後景に追い遣られるという欠陥を有してい
るのではないか、という指摘も行ったのである
が、この問題点は2008年の論稿、「21世紀にお
ける「金融資本主義」とその挫折（上・下）」2）

でも指摘できるであろう。
木下氏がこの論稿において、次のようにのべ

ている箇所はそのことを物語っているように思
われる。すなわち「デカップリングの議論は米
欧の経済的危機にもかかわらず、世界の工場と
なった中国、インドなど新興市場経済が景気の
悪化を支え続けるであろうという点にある。そ
れへの批判者は、最終需要の提供者として成長
のエンジンの役割を果たしてきた米国で住宅
ブームの破綻によって消費需要が落ち込めば、
アジアも成長を維持できなくなると唱える。筆
者（木下氏−引用者）はデカップリングの見方
は当たっているだろうと見ている。もちろん金
融経済の破綻が、新興市場国に被害を及ぼさな
いとも、実物経済に影響しないとも言っている
のではない。米国の家計の消費に大きく影響す
るだろう。雇用にも影響があるだろう。とりわ
け金融部門の占める比重の大きい米国の国民経
済に及ぼす影響は過小評価できない。またその
国際的影響もあるだろうが、新興市場国の経済
ばかりでなく、米欧を含めて実物経済の状況を
金融経済から分けて見るのがよいと考えてい
る」3）、と述べていたのであるのであるが、リー
マン・ショック後、このデカップリング論は破
綻を示すことになったことを受けて、木下氏は
2009年の論稿において、次のように述べること
になった。「今次の金融危機は金融経済の破綻
であって、実物経済と一体化していないと捉
え、さらにデカップリング論を支持していた。
デカップリングというのは、2007年8月に表面
化した金融危機が米欧中心に波及しているもの
の、中国をはじめ発展途上国を大きく巻き込む
ことはないだろうとの見方であった。これを支
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持したのは脱稿時にはなお金融情勢は一進一退
を続け、加えて商品先物相場は高騰を続けて資
源輸出国を潤していたからであった。しかし、
2008年7月15日を境に商品価格は暴落し、9月の

「リーマン・ショック」が米欧を中心に世界の
金融市場を一気に破局に追い込んだばかりか、
実物経済にまで拡がってデカップリング論は霧
散した」4）が、木下氏は金融危機以後の中国と
インドの経済動向に着目されて、別様のデカッ
プリングを捉える視角を提示している。続い
て、氏の述べるところを引用しておこう。「新
興市場や発展途上国は、バブル破綻によって輸
出市場の喪失、外国資本・資金の引き上げ、移
民送金の減少、さらに商品相場暴落等の大きな
被 害 を 被 っ て い る。 だ が 一 方 で、 南 の 国 々
は・・・今次金融バブルの過程で強化された生
産力や外貨蓄積は危機への対応に相当な余力を
与えたのは事実だし、商品相場についても暴落
したとはいえ落ちたのは2005年水準までで、そ
の後上昇の機運も窺える。とりわけ中国、イン
ドを中心にアジアの経済がいち早く立ち直りを
見せている。/それに対して、米英の金融機関
を中心に積み上げられた世界の金融資産は2007
年には世界GDPの3.6倍に膨れ上がったが、含
まれた不良資産の重みで破綻して生まれた金融
危機の過程で、これらの資産の価格下落、評価
損、デレバレッジ、政府の肩代わりによって、
さしあたり金融市場の安定を取り戻したかに見
えるものの、なお完全に整理されたとは見られ
ない。それが先進国経済の中長期展開の重圧と
なっている。そのことを考えると、世界経済の
銃 身 の 移 動 が 進 行 す る と の 予 想 が 生 ま れ
る。・・・、ここにトレンドとしてデカップリ
ングを捉える視角が成り立つであろう」5）と。

以上のように、木下氏は新たなデカップリン
グ論を展開しているのであるが、われわれが上
述の引用を長々と記してきたのも、木下氏が
2008年論稿での「デカップリング論」に与する
結果となったのも、資本の世界的運動を後景に

追いやる「国民経済論」的アプローチにあるこ
とを明らかにすることであった。しかしなが
ら、われわれの批判は資本の世界的運動と国民
経済との関係をバランスよく捉えるという点
で、木下氏の場合には後者に偏重した視角であ
る、といった「いささか心許ない批判」に留
まっており、木下的アプローチ＝「国民経済論」
的アプローチの十全なる批判とはいいがたいも
のであった。ところが、われわれが十全なる批
判を展開するとなると、これがまた厄介な問題
でもあり、何処から問題に手をつけたらよいの
か、皆目分からないのが現実でもあったのであ
るが、2006年7月、帝京大学・JBIC主催の『中
国為替制度改革とその影響』研修プログラム6）

で、「戦後世界経済の構造変化と国際通貨問題」
について喋らなくてはならない羽目になって、
急遽「現代国際通貨問題」についても俄か勉強
をしなくてはならなくなり、佐賀大学の米倉茂
氏の諸文献7）を大いに利用させてもらったので
あるが、同じ大学の楊枝嗣朗氏の文献8）にも触
れる機会があり、楊枝氏の諸文献の中で、「現
代国際通貨問題」について、氏自身も木下説批
判を展開しているのであるが、楊枝氏が木下説
批判として高く評価している岡橋氏の文献「外
国為替手形の金融資産説」9）について言及して
おり、われわれも楊枝氏の導きに従って、この
文献を読んでみると、はたしてこの文献を手が
かりにすれば、あわよくば木下氏の「国民経済
論」的アプローチの検討・検証が可能なのでは
なかろうか、というあまり「学問的ともいえな
い閃き」をえることができたので、自分の非力
を顧みず、本稿では木下氏の「国民経済論」的
アプローチの検討を試みてみることにしたい

（以下では、敬称を省略させていただく）。
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第1節�『国際経済の理論』・『外国為替
論』について

木下の『国際経済の理論』10）と『外国為替論』11）

2著は、貨幣論・金融論研究者だけでなく、国
際経済論・世界経済論研究者にも大いなる議論
を巻き起こした好著ともいえるものであるが、
とりわけ前著はマルクスのプラン問題の後半体
系を取り扱っていることもあって、その問題提
起は多くの研究者の研究活動に大いなる刺激を
あたえるものであった。

ところで、2著をどのように解釈するかにつ
いては、論者によって様々な解釈がある、と
いってよいのであるが、とりわけ木下の「国際
通貨論」に関しては、賛否両論が激しく闘わさ
れている研究分野でもある。今宮は木下説には
批判的ではあるのであるが、今宮はまず、「木
下氏の「国際通貨論」は、まさに70年代になっ
てからの国際金融の大きな変化のなかで、それ
までの「国際通貨論」が色あせていくようにみ
えるとともに、大きな影響をあたえるように
なった。特に基本的に同じ立場にたつ深町郁弥
氏、徳永正二郎氏、その他の人々の研究成果に
よって、いっそう広くマルクス経済学のなかで
の地位を占めていった。しかし一方で有力な木
下理論批判もでてきている。例えば、岡橋保氏、
小野朝男氏、楊枝嗣朗氏たちの見解である」
12）、と賛否両論の論者を紹介した後、木下説が
なぜ多くの研究者に受入れられるようになった
のかについて、次のように述べる。「第1に「国
際通貨」問題は、たんに貨幣論的範疇でのみ検
討すべきでない点を明らかにした点である。第
2はこれとの関連で現在の「国際通貨」問題を
資本主義的信用制度の発展のなかに位置づける
とともに、その具体的展開をはかった点であ
る。第3は資本主義世界経済の発展の中で国際
金融動向を関連づけ、国際金融市場も視野にい
れながら、体系的動態的に分析した点であろ
う。多くの人びとから木下説が受けいれられ、

その理論のもとでの展開がなされてきたのもこ
の意味から当然といってよいかもしれない」13）、
と木下説に批判的である今宮も高い評価を与え
ているのである。ではわれわれは木下の2著を
どのように解釈すべきであるか、いささか断定
的すぎるかもしれないが、われわれは木下の2
著を「マネー・ゲーム下の外国為替論」、より
正確にいえば、「マネー・ゲーム論をも展望し
た外国為替論」と解釈すべきだ、と捉えている。
というのもわれわれはこの解釈によって、木下
の2著が他の論者たちによれば（木下説支持者
を除く）、多くの矛盾点・問題点を含んだ理論
だ、と理解されているのであるが、ここでは木
下説の当否は別にして、このように解釈するこ
とによって木下説を無理なく解釈できるのでは
なかろうか、と立場をとっているからである。
この立場にたてば、「為替銀行主体説」、「国際
通貨」範疇、「独自の為替相場論」等、木下独
自の議論が展開されるに至ったのか、を理解す
ることが可能になるとともに、木下説の問題点
も他の論者とは違った視角から指摘であるので
はないか、という「淡い期待」も抱いているか
らである。はたしてこのような期待が充たされ
るかどうかは、以下の論述にかかっているので
あるが、ここではこの点を指摘するだけに留め
ておこう。

（1）2著の関連

まず木下の2著の要点をみていくに先だって、
2著の関連をみていくことにしたい（第1表参照
のこと）。木下の前著は1979年発刊、後著は
1991年発刊、となっていることからも分かるよ
うに、この間約20年弱の年月を隔てているので
あるが、同期間、国際金融の発展が目覚しいも
のであった、ということは木下も述べているが
如くの通りであり、後著においてはその点をも
反映した著述となっている。さらに、前著で批
判を蒙った点にも配慮した著述にもなってい
る。木下は、前著については、すでに「外国為
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替と国際通貨（Ⅰ）、（Ⅱ）―『国際経済の理論』
補遺―」14）と「外国為替と国際通貨―岡橋・
岩野両教授に応えて―」15）において各論者の
批判に応えていたのであったが、後者の論文の
追記で、多くの批判者と木下自身との見解の相
違について、「本稿執筆後、多くの批判者と筆
者との見解の相違は、「外国為替」概念の捉え
方の差にあることに気付いた。「外国為替」と

「外国為替手形」との差である。「為替」は、隔
地間の債権・債務の決済を現金輸送なしに行う
方法であって、内国為替と外国為替の差は国内
の隔地間か、それとも国際的隔地間かの差にあ
る。それにひきかえ、「為替手形」は、振出人

（債権者）が支払人（債務者または支払引受人）
に宛てて一定金額の支払いを依託する形式の手
形（有価証券）である。隔地間決済に限られる

ものではない。外国為替にとっては、有価証券
としての為替手形は一手段であって、決して唯
一の手段ではない。銀行小切手ばかりでなく、
時には約束手形も用いられ、さらに有価証券形
式 を 取 ら な い 銀 行 間 の 指 図 方 式 の 為 替

（transfer）が今日の為替取引の最も重要な手
段となっている。この捉え方の相違がどのよう
に理論構成の差を生むかについては、別に論じ
たい」16）、と述べ、1991年の後著はその後の著
者の理論的発展の成果を問うものとして発刊さ
れたものであったのである。次に、2著の要点
についてであるが、われわれはこの点について
は、2著を総じて「マネー・ゲーム論をも展望
した外国為替論」として解釈する立場から、以
下の3点にまとめて述べていくことにしたい。

第1表2著の章別対照表

『国際経済の理論』（1979年）
はしがき
序章経済学における「国家」と国民経済

1．開　題
2．『資本論』と「国家」
3．市民社会と国家
4．階級国家の論理
5．プランにおける「国家」について
　［補注］国家独占資本主義について
6．「国民経済」について
7．「国際価値論の不毛性」説の理論構造
8．国民経済と国際経済

第1章再生産と国際収支
第1節使用価値的バランスと価値的バランス
　―問題の所在―

1．再生産論における外国貿易捨象の命題について
2．「貿易の均衡」について
3．両バランスの背離の端緒的形態

第2節貿易収支と国際収支の背離の構造
1．再生産上での貿易不均衡の基本構造
2．資本の循環形式と貿易不均衡

第3節経常収支と資本収支
（a）投資収益の再投資　　（b）新規投資
（c）貿易信用

第4節国際短期資本移動と国際収支差額
第5節再生産論と国際収支の不均衡

第2章『資本論』における世界貨幣と為替相場
第1節世界貨幣について
　―『経済学批判』と『資本論』の比較検討―
第2節「貴金属と為替相場」の章について

1．信用制度の軸心としての金準備
2．貨幣資本と現実資本
3．金流出入と為替相場

第3節為替相場と「プラン問題」
第3章外国為替の基本構造

第1節為替相場の本質をめぐる二見解
1．「二国貨幣の交換比率」説について
2．「為替利子」説について

『外国為替論』（1991年）
はしがき
第1章国際経済関係と国際収支

1．1．国際経済関係について
1．2．国際収支の概念
1．3．IMF方式の国際収支表

1．3．1．IMF方式の特徴について
1．3．2．経常取引と資本取引
1．3．3．国際収支の評価

1．4．国際収支と国際投資ポジション
第2章国際決済と外国為替

2．1．国際決済手段としての外国為替
2．1．1．外国為替とはなにか？
2．1．2．遠隔地間の決済手段としての為替取引の基本構造

2．2．外国為替取引のメカニズム
2．2．1．送金為替の場合
2．2．2．逆為替（取立為替）の場合
2．2．3．為替取引の二つの過程について
2．2．4．為替取引と為替手形

2．3．外国為替銀行の役割について
2．3．1．取引媒介者として
2．3．2．外貨取引としての外国為替
2．3．3．直物為替、先物為替、通貨先物

第3章外国為替と国際通貨
3．1．国際通貨とその成立の条件

3．1．1．「国際通貨」とはなにか？
3．1．2．商業信用状について
3．1．3．国際通貨成立の条件

3．2．基軸通貨（key currency）としての国際通貨
3．2．1．invoicing　currencyとしての国際通貨

3．2．2．基軸通貨
3．2．3．為替媒介通貨としてのドル
3．2．4．「N−1問題」について

3．3．ユーロカレンシーと国際通貨
第4章外国為替市場と為替相場

4．1．為替相場形成の場としての外国為替市場
4．1．1．為替持高調整と外国為替市場
4．1．2．外国為替市場と為替相場
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（2）2著の要点

1．��世界貨幣＝金と国際通貨の関係：「峻別」

かそれとも「同居」か？

我々は木下の2著の解釈については、すでに
上でも述べたように、「マネー・ゲーム論をも
展望した外国為替論」だ、との立場にたってい
るのであるが、この解釈が好意的な解釈である

のか、それとも悪意のある解釈なのか、或は、
皮肉な解釈なのか、という点について一言述べ
ておかなければならないであろう。後に取り上
げる予定の岡橋の木下説批判として、木下の外
国為替論が「マネー・ゲーム論」に脱している、
ということを連想するならば、この解釈は後者
の解釈に近いものだ、と捉えることになるであ

第2節外国為替取引の構造
1．送金為替の場合
　［補注］村岡俊三の外国為替取引論について
2．取立為替の場合

第3節外国為替市場
1．外国為替市場の本質規定
2．狭義の外国為替取引と外国為替市場
　［補注］ユーロダラーについて
3．外国為替取引の変化と外国為替市場
　 ［補注］シカゴ国際貨幣市場（International Monetary Market）

について
第4章為替相場と相殺取引
第1節為替相場と相殺取引

1．名目為替相場と実質為替相場について
2．為替相場の本質
3．為替相場と国際間信用
　［補注］為替相場の形成についての補足

第2節為替相場と為替操作
（a）外国為替への投資　　（b）外国為替による借入
（c）為替投機　　（d）外国為替による裁定

第3節為替相場と国際収支
1．「国際間における貨幣価値の相対的相違」と為替相場
2．名目為替相場と購買力平価説
3．変動為替相場制論について
4．「国際収支の均衡化作用」の意味するもの

第5章国際通貨について
第1節国際通貨の成立

1．銀行引受けとその役割
　［補注］信用状の種類について
2．国際通貨の形成過程
3．国際通貨の成立の諸条件

（a）国際通貨と世界的再生産過程　（b）銀行引受金融と国際通貨
（c）国際金融市場と国際通貨

第2節金と国際通貨
1．取引通貨機能
2．準備通貨機能
3．ニューメレール機能

終章国際通貨としてのドル
1．金の裏付けなきドルについて
2．金廃貨問題の本質
3．衰退期の国際通貨

4．2．外国為替市場の構造
4．2．1．為替市場の構成者たち
4．2．2．マーケット・メーカーとブローカー

4．3．基軸通貨国の外国為替市場について
4．4．外国為替市場の最近の発展

4．4．1．外国為替市場の世界的統合化
4．4．2．通貨先物市場の成立
4．4．3．通貨オプション市場の発展
4．4．4．変化の要約

第5章為替相場と為替操作
5．1．為替相場について

5．1．1．為替平価と為替相場
5．1．2．為替相場の表示方法
5．1．3．直物為替相場と先物為替相場

5．2．為替操作について
5．2．1．為替裁定取引（arbitrage）
5．2．2．為替リスクのヘッジと為替投機
5．2．3．為替リスク概念の拡張
5．2．4．為替リスクの管理

5．3．通貨オプション取引
5．3．1．取引の概要
5．3．2．オプション価格について
5．3．3．リスクの管理
5．3．4．オプションの取引戦略

第6章国際通貨制度の変遷と為替相場
6．1．金本位制と国際収支
6．2．固定為替相場制と国際収支
6．3．変動相場制度下の国際収支

第7章為替相場の変動要因
7．1．国際収支と為替相場

7．1．1．ゴッシェンの国際貸借説
7．1．2．弾力性アプローチとアブソープション・アプローチ
7．1．3．マネタリー・アプローチ

7．2．購買力平価説について
7．2．1．購買力平価説とその問題点
7．2．2．ケインズの購買力平価説批判
7．2．3．Jカーブ効果について
7．2．4．購買力平価説の生き残りの基礎

7．3．予測要因と為替相場理論
7．3．1．アフタリオンの為替心理説
7．3．2．資産市場アプローチ

7．4．為替相場理論を越えて
7．4．1．金融資産の影響の拡大
7．4．2．為替相場予測におけるチャート分析
7．4．3．予測の困難性と為替取引の特性

7．5．為替相場と経済政策
第8章EMSの成立とECUの役割

＜略＞
第9章円の国際化

＜略＞
第10章外国為替と国民経済

10．1．国際価値論と為替相場
10．2．国際収支の構造的不均衡について

10．2．1．経済発展と構造的不均衡
10．2．2．構造的不均衡と為替管理

10．3．安定的国際経済関係の樹立のために
10．3．1．80年代の為替相場変動の経験から
10．3．2．国際通貨国の金融節度について



− 64 − − 65 −

ろうが、これでは木下の論述を内在的に検討・
検証していこうという立場にたつ我々としては
納得のゆかないものになってしまうであろう。
木下のこれまでの研究は、澁谷も述べているよ
うに17）、「国際経済論の未開の分野を開拓して
いく」、という「開拓者精神」に富んだ研究で
あったし、現在の諸研究もそうであるのである
が、本稿でも取りあげている「外国為替論」で
もその精神は遺憾なく発揮されている、という
点で木下の研究姿勢に十分な敬意を払うもので
ある。

木下は現代世界経済論については、すでに
『現代世界経済論』18）と『現代資本主義の世体
制』19）の2著において現状分析を行っていたが、

「現代国際通貨問題」についてもこれを「ドル
体制」として捉え、国際通貨問題についても切
り込んでいったのである。そして、こうした分
析を踏まえて、木下は国際経済の理論的研究の
ひとつとして、外国為替論の研究分野にも「開
拓者精神」よろしく鋭く踏み込んでいった。こ
の分野での木下の研究は従来の諸研究とは異な
り、大胆な発想の下で、外国為替の原理的研究
並びに現代国際通貨問題の理論的研究に取組ん
でいったのである。ここでの木下の方法論は
我々が「国民経済論的」アプローチと呼ぶ方法
論が堅持されており、このことが貨幣論・信用
論研究者の多くの批判を巻き起こすもとにも
なった、と思われるのであるが、木下の問題提
起そのものが従来の貨幣論・信用論研究の解釈
とは大きく異なっていただけに、「木下ショッ
ク」ともいうべき反響を学界に引き起こすこと
になった。それはさておき、木下のこの分野で
の研究の特徴は現代の極みにたって、外国為替
論を展開していったところにある。それゆえ
に、ここで取り扱う「世界貨幣＝金と国際通貨」
の関係についても、木下流の解釈を提示するこ
とになる。まず「マルクスの時代」と現代では、
外国為替制度並びに外国為替市場のあり様も、
さらには国際的信用制度のあり様も大きく異

なっていることを十分に認識した上で、外国為
替論も現代国際通貨問題も取り扱うべきだ、と
いうのが木下の主張であり、木下独自の「国際
通貨」という経済的範疇が展開されることにも
なったのである。それでは、ここでの課題に関
連する木下の叙述を以下に引用して、論を進め
ていくことにしよう。

＜世界貨幣＝金と国際通貨との関係＞
　「マルクスについて少しく触れれば、かれはたし
かに超人的な理論家であったが、19世紀の資本主義
経済を対象にして理論構成を行ったという時代的制
約から免れていない。そのことはかれの貨幣論にと
くに顕著に現れている。かれの貨幣論を忠実に読め
ば、金のみを貨幣とする金属主義にいきつくのがや
むをえない展開になっている。筆者（木下―引用
者）は、すべての国で今ではすでに金の裏付けのな
い不換銀行券だけが現金として流通しているけれど
も、世界市場では金は信用と区別された意味での貨
幣＝金としての役割を依然として保持し続けている
ばかりか、そこでは金に代わるものがなお生まれて
いない、と考えている。つまり、国内的には、現実
に価値尺度の役割を果たしているのは、それ自体の
価値がきわめて浮動的なこの不換銀行券が代表する
各国の計算単位であって、直接的な交換可能性をも
たない金は価値尺度の機能を失っている。こうした
理解は、かれが労働価値説に与えていた資本主義経
済分析の固定軸の役割までも崩し、経済を相対性の
世界としてとらえることに通じている。これは、こ
れまで、国際経済に限って相対性の世界としてきた
筆者（木下―引用者）の理論上の立場を一歩進める
ものだ」20）

　「国際決済の最終的手段は世界貨幣＝金である。
そのことは金廃貨が説かれ、事実このような試みの
進められている今日とても変わりはない。しかし、
国際信用制度の発展のなかで独自の決済手段が発展
させられたのであって、それが外国為替であり、さ
らにその基礎の上に発展した国際通貨である。しか
も外国為替は為替相場を伴い、国際信用制度の発展
によって世界貨幣の節約がすすめばすすむほど、為
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替相場の国際経済関係に果たす役割が大きくなる。
つまり、国際信用制度の発展とともに、為替相場や
国際通貨という国際経済に独自な範疇を生み出した
のである」21）

　「世界貨幣については・・・、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ばれる
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
るその国通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。あえて類推を許されるなら預
金通貨ということになろう。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兌換のためにこの国の
価格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
べての金本位制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面で、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。その事実を踏まえた上で、国際通
貨と金との関係を明確にするのが課題である」22）

こうした木下的「国際通貨論」、特に世界貨
幣（＝金）と国際通貨の関係については、「世
界貨幣（＝金）と国際通貨の範疇的峻別であり、
結局のところ、金廃貨論にゆきつくものだ」、
という今宮の批判や、「世界貨幣（＝金）と国
際通貨が矛盾して同居する理論・論理構造だ」、
という楊枝の批判が主なものとして挙げられる
であろう。まず楊枝の見解からみていくことに

した。楊枝は木下の国際通貨論の分野での貢献
について、次のようにのべている。木下の「国
際通貨論は、米ドル金交換停止後の国際通貨論
の理論的行き詰まりを打破したに止まらず、そ
の後の、取引通貨の多様化の進行とともに、為
替媒介通貨や国際的資金循環を内容とする現代
国際通貨論の展開に深く関連していたという意
味でも、画期的であった」23）。これまでの国際
通貨問題研究の多くは、「「国際通貨＝金為替」
と理解し」、「1971年に金交換を停止したドルが
引き続き国際通貨として機能しうる事態に」24）

対応できず、ドルの流通根拠については、「国
家の強制通用力や国際的金融協力から説明」25）

したり、さらには、「最終決済なき国際通貨と
いった」26）落ち着きの悪い理解が現れるなど、
国際通貨論の理論的閉塞感は否めない状況に
陥っていたのである。この状況をまさに打破し
たのが木下の国際通貨論であった。

次いで、楊枝は木下の国際通貨成立の説明に
ついて、「説得的な説明」27）ではあるが、木下
説は「その後の国際通貨論の一層の迷走を生む
ことに」28）もなった、と批判する。すなわち「あ
る国民通貨（その実体はその国の通貨建流動債
権＝預金通貨）が国際通貨になる基礎的条件
は、その国が世界的再生産過程において中心国
的地位にあることであり、その現実的条件は、
その国に有力な国際金融市場が形成されている
ことであって、この両者を繋ぐのが引受信用で
ある。「したがって、世界貨幣と国際通貨とは
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」と言われ、国際通貨論を世界貨幣論から
切り離し論じる道を明示されたのである。/以
降、論者らは木下氏の主張に光明を見出し、世
界貨幣（貨幣商品金）に煩わされることもなく、
国際通貨ドルを論じることが出来るようになっ
たのである。しかし、そのことがかえって国際
通貨論の一層の迷走を生むことになる」29）。そ
して、楊枝はその迷走の具体例として、「為替



− 66 − − 67 −

媒介通貨論」や「国際的資金循環論」を挙げて
いる。では最後に、楊枝が木下的国際通貨論の
問題点として挙げている「世界貨幣（貨幣商品
金）と国際通貨が同居する論理・理論構造の矛
盾」についての叙述をみていくことにしたい。

まず第一に、世界貨幣＝金と国際通貨の関連
についての木下説の確認である。木下は、「「国
際通貨とは世界貨幣＝金とは異なる独自的範疇
である」30）」が、「「ともに国際貸借決済に用い
られるという点では同じだ」」と述べているわ
けであるが、では「両者は如何なる関連にある
のだろうか」と楊枝は問い、木下の関連箇所を
引用しつつ、次のように述べる。「「世界市場に
おいて貨幣は一切の国民的衣服を脱ぎ捨てて生
身の金銀に帰るのであって、個々に世界貨幣の
本来的姿態があることは、今日なお変わりない
事実であるが、国際間においても世界貨幣＝金
の節約のための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。」すなわち、両者は外国為替取引を介して
結びついていた。/「国際貸借の差額が存在す
るかぎりは、そのための決済のために、世界貨
幣の国際的現送が必要であり」、・・・「外国為
替取引とは、国際的な債権債務関係を国内的な
債権債務関係に振替えることによって、世界貨
幣の国際的現送を行うことなく、国際的債権債
務を相殺する取引である。」「国際間の債権債務
を相殺する限りにおいて外国為替制度は「世界
貨幣の節約」の機能を果たしている。・・・そ
の相殺によって国際的決済手段としての世界貨
幣＝金の節約が行われるという、まさにこの国
民的経済的役割こそが外国為替制度のもつもっ
とも重大な特徴である」。世界貨幣→外国為替
→国際通貨というつながりである。」/「このつ
ながりだけを見ると、世界貨幣と国際通貨の関
連についての木下氏の理解は、これまでの議論
の大筋と変わるところがない」31）、と楊枝は述
べる一方、木下があくまでも「国際経済の体系

を鋭く意識」32）し、「その体系の上に国際通貨
を位置づける」33）理論・論理構造、すなわち
世界貨幣→外国為替→国際通貨という理論・論
理構造の故に「世界貨幣を放逐できな」34）く
なっている、と楊枝は断じる。

ではこのような理論的論理的問題点が生じる
ことになったのは何故か、と楊枝は問い、それ
は木下が「外国為替取引を世界貨幣の現送費の
節約といった観点から論理構成をしていること
に問題があった」35）として、木下批判を展開
していく。木下説の「世界貨幣の出現を論じら
れない理論構造において、外国為替取引を世界
貨幣の現送費の節約といった観点から論理構成
していることに問題があった。今日、世界貨幣
の現送費節約などといったことに外国為替取引
が関連していないことは自明である。存在も証
明出来ない世界貨幣を中心にすえて、その現送
費の節約や世界貨幣＝金節約のために国際貸借
相殺の手段として外国為替を論じ、またそれの
基礎の上に国際通貨を論じること自体、奇妙な
ことである。このことに誰一人、疑問を発しな
いとは、誠に不思議である」と述べ、国際金本
位制の時代を例に挙げて、金と国際通貨ポンド
の関係を以下のように述べる。「国際金本位制
の時代においても国際的債権債務は、例えば、
ポンド建て債権で請求される場合、何も金その
ものが請求されているのではなかった。だか
ら、18世紀末から1820年代初期まで続いた正貨
支払停止の時代にも、国際的債権債務の決済は
継続されたのである。金現送費の節約のため外
国為替取引が行われていたのではなく、為替相
場の変動による損失を回避するため金が現送さ
れていたのであった。論理は逆である」36）、と
木下を批判する。それが故に、木下の経済的範
疇として重きをなす世界市場把握についても、

「「信用制度が現金である金による決済を前提」
していると強弁されながらも、世界貨幣＝金の
登場のメカニズムを明らかにしえないのであれ
ば、言われるところの世界市場の存在は風前の
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ともし火である」37）、と手厳しい。ここでの楊
枝の論理展開は周知の、「資本主義の前提とし
ての外国貿易」と「資本主義の結果としての外
国貿易」、を区別して論じるべきだ、というこ
とに相通ずるものであり、外国為替制度の成立
過程と成立後の過程とを論理的に分けて論ずる
べきだ、ということであろう。この点が木下説
の場合には曖昧さが残る、といわざるをえない
であろう。では次に、もう一人の批判者である
今宮の見解をみていくことにしよう。

今宮は木下説の問題点として、まず第1に、
「世界貨幣＝金と「国際通貨」を範疇的に峻別
し、分断する点」38）、次に、「外国為替取引を為
替銀行の貸付取引と同一視する「為替銀行主体
説」39）」、の2点を挙げている。後者の問題点に
ついては、項を改めてみていくことにするの
で、ここでの課題である前者の問題点について
みていくことにする。今宮は、「世界貨幣＝金
と「国際通貨」を範疇的に峻別し、分断する」40）

ことが、「世界貨幣＝金と外国為替取引と分離
させ、実質的な金廃貨論への道を進むものと思
われる。特に為替取引や為替相場を世界貨幣か
ら切り離し、「国際通貨」にのみ関係づける見
解に誤りがあるのではないだろうか」41）と疑
問を呈し、原理主義・原典主義の立場から、次
のマルクスの記述、すなわち「為替相場や為替
のいろいろな業務は世界貨幣としての貨幣の機
能から生まれてくるのである。国民的鋳貨の差
額もそうである。最後に、地金取引業もそうで
ある。これは一部は国際的支払いの決済であ
り、それゆえに貨幣資本の出入移動であり、一
部は新たな金銀の生産源からの補給の調達であ
る。後者は実際には対外貿易によって調達され
る。しかし技術的操作や地金輸送は貨幣取引業
者が引き受ける。貨幣蓄蔵――高利資本――国
際的な鋳貨の両替――地金取引業は、貨幣取引
業の自立的発展のための基礎をなしている」、

「対外市場での支払いや購買が特殊な操作を必
要にし、差額または購買手段としての貨幣を急

送する特殊な形態を必要なものとして創造する
（為替相場など）かぎりでは、これは再び貨幣
取引業の特別な機能を形成する」に依拠して、
世界貨幣＝金と外国為替取引との関係をどのよ
うに捉えるべきか、について次のように述べ
る。「世界貨幣としての貨幣の機能はまさにか
かる世界市場において発揮されるわけであり、
世界貨幣と外国為替取引は一体化しているとい
えよう。「国際通貨」はかかる世界貨幣の交換
手段機能（国際的購買手段、支払手段）の肩代
わりとして展開してくるのであり、国際金融市
場においてその流通が国際的に合意されたもの
にほかならない。このように世界貨幣と「国際
通貨」の関係を分断する結果は、その主張にも
かかわらず実質的に金廃貨論への道を進むので
はなかろうか」42）と。

だが、今宮の木下説批判には弱点があるよう
に思える。まず、「世界貨幣＝金の機能」を巡っ
ての両者間の違いである。今宮は木下が「世界
貨幣＝金の機能」として流通手段機能を認めな
いことに批判を向けているが、木下からすれ
ば、金が一般的購買手段という形での流通手段
機能として国際間で登場するのは、「国際貸借
の相殺の差額だけが世界貨幣（金）の役割であ
る（支払手段機能）という正常な場合ではなく、

「各国民間の物質代謝の均衡が突如攪乱される」
異常事態においてである。それは正常な物質代
謝を媒介する国民経済内部の本来の流通手段と
は似ても似つかぬものであろう」43）。というの
は、国民経済内部では、金は「流通界に留まり
つづけながら、生産物を生産から消費に媒介し
つづける流通手段機能から価値章標が生み出さ
れること」44）になるのであるが、「世界市場（誤
解のないようにここでいう世界市場とは国際交
換の場のことであるが）では、この意味での流
通手段機能が欠けているために、世界市場に独
自の価値章標が生まれる余地がないと考えてい
る」45）し、「価値章標や不換銀行券のような流
通手段が世界市場に登場する余地がないと考え
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る」46）からである。さらに、木下は今宮の「国
際通貨ドルの流通根拠論」についても疑義を唱
えている。今宮の「強制通用力の論理」が「国
際通貨ドルの流通根拠論」として援用されてい
るのであるが、「強制通用力が流通根拠になる
のは流通手段としての補助貨幣や価値章標につ
いてのみであろう。それは兌換制下であろう
と、不換制下であろうと変わりないはずであ
る。さらに不換銀行券についても流通根拠とし
ての強制通用力が問題になるのは、その出自か
らいえば信用貨幣である銀行券だが、商業流通
の範囲を超えて、一般流通領域に入り込むこと
によって、すでに流通手段として機能するに
至っているからである。これにひきかえ、国際
通貨は上述のように価値章標ではなく、依然と
して本来の信用貨幣のまま国際決済手段として
機能しているのだから、強制通用力に流通根拠
を求める必要など全くないのである。国民経済
内部においても商業手形について流通根拠を議
論すること自体ナンセンスであるように、国際
通貨ドルについて通根拠という議論そのものに
何か場違いな印象を抱くものである」47）、と。
どうも前者の問題に関しては、今宮にとってか
なり分が悪い、といってよいであろう。これに
は、今宮の「原典主義」の問題点が出ているよ
うに思われる。金兌換停止後の「国際通貨ドル」
についての今宮の次のような文言、すなわち

「兌換停止下で国際的に流通している国民通貨
は不換銀行券（非信用貨幣

4 4 4 4 4

）であるとの立場（傍
点：引用者）」48）はこのことを物語っている。
どうやら今宮の木下説批判としての峻別論はど
うやら不発に終わった、といってもよいのでは
なかろうか。では後者の問題点については、今
宮は為替業務に精通もしていただけに、本領発
揮の批判展開となるのではなかろうか。以下項
を改めてみていくことにしよう。

2．外国為替取引の決済メカニズムについて

多くの研究者は、木下説でもっとも物議を醸

した外国為替の基本構造である外国為替取引の
決済メカニズム、すなわち並為替（送金為替）
と逆為替（取立為替）での債権・債務関係相殺
メカニズムに関する木下の説明について、批判
を展開したのであるが、ここでは逆為替（取立
為替）のケースをとりあげてみていくことにし
た。まず木下の説明からみていくことにしよ
う。少し煩雑であるが、木下の説明の当該箇所
を図とともに引用しておこう49）。

＜逆為替（取立為替）の取引過程＞
　図1−a「にしたがって、取引の経過をたどろう。
輸出業者C社は貨物の船積みを完了するとともに、
船 積 書 類（shipping documents） を 手 に 入 れ
る。・・・。船積書類は荷受人が船会社から貨物を
受け取る際の引換証であるとともに、貨物そのもの
を代表する貨物の化体証券である。そこで商品その
ものの引渡しに替えて船積書類の引渡しによって、
輸出者の売買契約の履行とみなす貿易取引慣習、す
なわち現物渡条件から書類渡条件の取引への発展
が、海上輸送機関が発達して航海の安全が高まった
19世紀中頃にいたって成立する。これが荷為替手形
取引が成立するのに必要な第1の条件である。いま
一つの重要な条件として、船積みの時点で商品の所
有者が輸入者の手に渡っていなくてはならない。つ
まり、積地上権の取引でなくてはならない」。
ⅰ．「輸出者C社は商品の船積みを完了すると、船
積書類とともに輸入者D社を名宛人とする為替手形
をA為替銀行に持ち込む。A銀行はこの手形を割り
引き、そのうえで為替手形と船積書類とを輸入国の
取引銀行B銀行に送って、輸入者D社から代金を取
り立てることを依頼する」。
ⅱ．「B銀行はこの手形をD社に呈示する。手形の期
日が一覧払手形ならば」、船積書類の到着時点で、

「D社は手形額面金額相当の貨幣の支払いと引換に
船 積 書 類 を 受 け 取 る（D/P:documents against 
payment;支払渡条件）。あるいは、期限付手形なら
ば、D社は手形の引受、すなわち期日どおりの支払
いを確約することで、B銀行にT/R（トラスト・レ
シート、trust　receipt;輸入担保荷物保管証）を差
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し入れ、それと引換に船積書類を受け取る（D/
A:documents against acceptance）。D社はこの船
積書類と引換に船会社から輸入貨物を受け取ること
ができる。あるいは、荷物到着以前にD社は書類の
ままで第三者に売却することも可能である」。
ⅲ．「B銀行は」決済期日時点で「D社から代金を受
け取ったならば、その旨をA銀行に通知する。これ
が順調に進んだ場合の、荷為替手形による取引の経
過である」。

＜上述取引の義務関係＞
ⅰ．「C社が輸出商品の代金②をD社から取り立てる
ために、船積みと同時に荷為替手形を組んでA銀行
に持ち込み、手形割引を受けた③とすると、一見、
A銀行が、担保として貨物の所有権を確保したうえ
で、C社のD社に対する債権を買取ったようにみえ
るが、内容的には、A銀行のC社に対する新しい貸
付である。これによってA銀行とC者との間には債
権・債務関係④が設定される」。
ⅱ．「A銀行はB銀行にこの為替手形を送ってD社か
ら額面金額の取立を依頼したことで、A銀行とC社
との債権・債務関係④はB銀行に引き継がれる。A
銀行とB銀行の間は単なる依頼と代行の関係である
が、内容的には、BC間に債権・債務関係⑤が成立
したことになる。もしD社が支払いを拒絶したとき

には、船積書類が担保としてあるけれども、手形振
出人C社に⑤から④に遡ってA銀行に対する償還の
義務が生じることでこの関係は明らかであろう」。
ⅲ．「D社のB銀行に対する貨幣の支払い⑥は、連鎖
の完成されたCD間②とBC間⑤の二つの債権・債務
関係にとっての決済であるから、これで②と⑤が相
殺される。BC間の債権・債務関係⑤の消滅は同時
にAC間の債権・債務関係④の消滅であるから、こ
れでC社のA銀行に対する返済義務もなくなる」。
ⅳ．「B銀行がA銀行に代わってD社から貨幣を受け
取った⑥のであるから、B銀行のA銀行に対する支
払義務＝債務⑦が生じる。⑦はA銀行のB銀行に対
する債務①によって相殺されるはずのものである
が、これは本来AB間で処理されるものであって、
②から⑦にいたる為替取引にとって、直接的な関係
はない。ただA銀行がB銀行に取立を依頼できる関
係が事前に存在することだけが条件である。必ずし
もAB間に②と同額で反対方向の債権・債務関係①
が存在していなければならないわけではない。むし
ろ、そのようなことは必要でないばかりでなく、現
実にも起こらないとみた方がよかろう」。

木下の上述の引用文にみられる逆為替（取立
為替）取引過程の義務関係、すなわち債権・債
務関係相殺の説明については、「為替銀行主体

図1a　逆為替の取引経過 図1b　逆為替の責任関係

（出所）木下悦二著、『外国為替論』、30頁より。
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説」にもとづく説明に陥っている、というのが
大方の批判であるが、この点に関して、外国為
替取引業務に精通している今宮の批判が現在、
われわれが知りうる限りで最良のものである、
と思われるので、以下今宮の述べるところをみ
ていくことにしたい。

まず、木下の外国為替取引の債権・債務関係
の相殺過程についての説明は木下の「国際通
貨」概念導出にとっての要石といってもよい、
というものであるが、この相殺過程の説明には
大いなる問題点がある、というのが今宮の見解
である。まず第一に、図1のCA間の債権債務関
係④について、法的解釈を通じて、木下がいう
ような債権・債務関係が成立するかどうか、を
問う。「この場合は・・・たしかに銀行Aによ
る手形割引は本質的に貸付取引とみてよい。し
かしながら、問題はその形態が手形売買となっ
ている点にある。したがって手形割引の法的性
格はこの本質と形態に即して議論がわかれ、「消
費貸借説」と「手形売買説」の二つがある。す
なわち「消費貸借説」は手形貸付と基本的に同
じものと認めているが、「手形売買説」は手形
債権のたんなる売買とみている。現在学説的に
は「売買説」が通説になっているが、現実的に
両説の法律的効果には違いがない。なぜなら
ば、銀行は手形割引のさい、満期以前にも事故
が生じた場合、割引依頼人に対して買戻請求権
を取得する特約を結んでいるからである。また
特約がなくとも慣習上この権利は事実上判例で
も認められている。つまり「売買説」を前提と
しても手形貸付とおなじ権利を有するように買
戻請求権が認められているわけである。手形割
引は本質的に貸付行為であっても単純にAC間
に債権・債務関係の発生は認められないといえ
る。つまり買戻請求権という債権・債務関係は
事情が変化した場合と銀行からの買戻請求がお
こなわれる場合に発生する。手形貸付と手形割
引とはこの点ではっきりと区別しておく必要が
あろう。手形貸付と同質にみる「消費貸借説」

は銀行資本の立場にたつ人の主張であり、この
考え方によれば、割引と同時に銀行側は消費貸
借上の債権を得ることになる。したがって木下
のいうようにAC間の手形割引によって直ちに
債権・債務関係④が成立するのは明らかに銀行
資本の立場にたっており、法的には必ずしも全
面的に認められるとはかぎらないであろう」50）。
さらに、今宮はBC間の債権・債務関係⑤につ
いても債権・債務関係の発生はないとして、次
のように述べている。「この場合AからBへの為
替手形の送付はAがBに対して取立のための裏
書譲渡をしただけであり、Bは取立権限が付与
されるだけである。AB間関係は法律的には証
券取立のための委任契約であり、BはAの代理
人としてDに対して支払いを請求する権限をも
つのみで、BC間に債権・債務関係⑤は発生し
ない」51）と。最後に、輸入業者Dが支払いを拒
絶した場合の木下の説明にも問題がある、とし
て次のように述べる。「為替手形は約束手形と
違って支払委任証券であるから、引受拒絶もこ
れに該当するであろう。この場合Bは委任事務
処理によって取立依頼人（銀行）Aに直ちにそ
の 旨 を 通 知 す る だ け で あ ろ う。 こ の 場 合
は、・・・一定の事情による遡及の実質的要件
が発生したことで当然にAのCに対する買戻請
求権が生ずる。外国為替取引の場合は遠隔地の
ため不渡手形の返送に時間がかかるため手形な
しの買戻請求も認められている。しかし、この
場合はAC間の債権・債務関係の発生であり、B
とはまったく関係ない。このようにBC間には
⑤は本来せず、その結果②と⑤の相殺、⑤の消
滅と同時に④の消滅という情況も生じない」52）

と。
このような今宮の法的解釈による木下説批判

は正鵠を得ているように思われ、今宮が述べる
如き「国際通貨」概念導出に成功しなかった、
といえるであろう。では何故、木下はこのよう
な陥穽に陥ることになったのであろうか、が次
の問題でもあるが、ここでは簡単に指摘してお



− 70 − − 71 −

くことに留めておこう。木下の場合、「現代の
極みにたって、外国為替論を展開してきた」、
或は、「現代の視点に立って、外国為替の理論
的問題を俯瞰してきた」ところに木下説の特徴
がある、ということをこの項のはじめにも述べ
たのであるが、このことは木下が外国為替手段
の一手段にすぎないと見做す外国為替手形の決
済メカニズムの説明においても、「為替銀行主
体説」一色で染め上げるというか、あるいは

「為替銀行主体説」を持ち込ませることになっ
た、ともいえるではなかろうか。もちろん、木
下の論点はこれだけに尽きるわけではなく、他
にも重要な論点を提示しているのであるが、こ
れについては、第2節の木下・岡橋論争におい
て本格的に取り扱う予定なので、ここではこの
点だけの指摘に留めておこう。
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