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現代世界経済論の方法について（Ⅱ）：補遺（中の1）
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第２節木下・岡橋論争

第１項予備的考察

１．外国為替取引：「外国為替の本質」かそれ

とも「為替相場の本質」か？

木下・岡橋論争を考察していくに際して、ど
のようなアプローチをとるべきかどうか、ここ
数ヶ月頭を悩ましてきたが、わが国の外国為替
論争では「為替相場の本質」を巡って、貨幣論
次元で論じるべきか、それとも信用論次元で論
じるべきか、という視点で論争が行なわれ、木
下自身は後者の信用論次元で論じるべきだ、と
して従来の外国為替論争の論者の見解、すなわ
ち桑野・今宮の「二国貨幣の交換比率」説、川
合の「為替利子説」を論破し、自らの外国為替
論を構築するとともに、あらたな「国際通貨論」
をも打ちたてたのであった1）。木下の見解に対
しては、貨幣論・信用論研究者からの多くの批
判があったことについてはすでに前々稿2）と前
稿3）においても触れておいたとおりであるの
で、ここでは再度取り上げることはしない。そ
れはともかく、木下・岡橋論争は従来の外国為
替論争とは趣を異にしており、新たな視角でこ
の論争を取りまとめていく必要があるように思
われる。

新たな視角とは、外国為替取引の取扱い方に
ついて、副題でも示したように、「外国為替の
本質」かそれとも「為替相場の本質」か、とい
う視角で木下・岡橋論争を検討していこう、と
いうものである。まず「外国為替の本質」につ



− 54 − − 55 −

いてであるが、これについては木下と岡橋との
間には見解の相違はなく、木下の次の説明で事
足りるであろう。すなわち「一般的には、為替
取引とは、遠隔地間の債権債務を同一地域内の
債権債務にふりかえることによって、遠隔地間
の現金決済を同一地域内の決済によって完了す
る振替取引である。外国為替取引はこれを国際
間に適用したもので、国際間の相互に相反する
債権債務を相殺することによって、世界貨幣＝
金の国際間の輸送を行なわずにすませるため、
国際的債権債務を国内的なそれにふりかえるも
のである」4）と。次に、「為替相場の本質」につ
いては、木下と岡橋との間には見解の相違があ
り、その詳細については次項でみていくことに
なるので、ここでは木下の言にしたがって、「為
替相場の本質」＝「為替相場形成理論」（「為替
相場変動論」）として捉えておこう。

木下は「外国為替と国際通貨」（『経済学研究』
第52巻第１〜４号）において、「国際通貨につ
いて具体的に述べるに先だって外国為替取引に
ついて、論じられなければならない。筆者に対
する批判の基礎は、外国為替の理解にあるから
で、これについて述べて置かないと問題点が明
確にならないからである。／批判点は二つにな
ろう。一つは、筆者が送金為替から説明を始め
たこと、いま一つは、為替取引の最も端緒的基
本的形態の中に、すでに「本来の為替取引」と

「相殺取引」とに分離する論理的契機が含まれ
ていることの説明に努めたことに対する反発で
ある」5）、と述べるとともに、次いでこれら批
判点に対する反論を展開しているわけである
が、我々がここで問題にしたいことは木下がど
のような視角で外国為替取引を捉えようとして
いるのか、という点である。結論的にいえば、
木下は「外国為替の本質」という視角ではなく、

「為替相場の本質」＝「為替相場形成理論」（「為
替相場変動論」）という視角から外国為替取引
を捉えようとしているところに大きな特徴があ
る、といえよう。もちろん、木下は「外国為替

の本質」、という視角を蔑ろにしているわけで
はなく、川合の「為替利子説」（一般には、「信
用代位説」と呼ばれている）に対する批判にお
いて、次のように述べていることからもこのこ
とは確認できる。すなわち「川合の為替利子説
には」「為替相場形成理論が含まれていないの
は、外国為替の本質理解にかかわっているよう
に思われる。輸入者が貨幣＝金の輸送費節約と
いう消極的動機から輸出者に貨幣貸付を行うの
だから貸借需給如何ではマイナスの利子が生ず
るという見解には、外国為替取引の国際間の債
権債務相殺機能についての視点が稀薄で、個別
資本家がいかように国際的債権債務の決済を行
うかの視点に立つように思われる。発展した外
国為替取引に則していえば、顧客の側から為替
銀行と顧客との為替取引を眺めているのであっ
て、為替相場はすでにこの取引の外部で形成さ
れているといってよい」6）と。にもかかわらず、
ここでも「為替相場形成理論」が強調されてい
るように、木下の立場は、「外国為替取引の取
扱い方」について、「外国為替の本質」という
視角ではなく、「為替相場の本質」という視角、
すなわち「為替相場形成理論」という視角から
の考察だ、といえるであろう。「為替相場形成
理論」ということになれば、為替相場の形成に
主体的な役割を果たすのは為替銀行なのである
から、当然のことながら、外国為替取引の理解
に際しても為替銀行視角から見直していく必要
がある、というのが木下の立場であろう。為替
銀行視角ということになれば、外国為替取引に
ついての他の論者による先の２つの批判点は木
下にとっては全くもって受け入れがたい批判
だ、ということになろう。

まず第一の批判点、送金為替から説明を始め
たことについて。木下によれば、送金為替（並
為替）にともづく差額であれ、取立為替（逆為
替）にもとづく差額であれ、為替銀行の決済業
務からみれば、おなじ業務内容であり、ことさ
らにわけて論じるべきことがらではない、とい
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うのが木下の本意であろう。為替銀行の業務内
容について一言触れておけば、為替銀行が送金
為替にもとづく差額の決済にしても、取立為替
にもとづく差額の決済にしても、金決済を避け
るためには、国際金融市場（貨幣資本市場）を
通じて決済通貨の調達をおこなうわけであり、
どちらの決済内容も同一だ、ということである。
もちろん、このことは当然のことながら、国際
金融市場との間で貸借関係が生じ、利子率が絡
んでくることとなり、木下が外国為替論を論じ
るに際して、信用論次元の問題として捉えられ
なければならない、というのも至極当然なこと
であろう（念のために）。この点に関しては、
岡橋も木下の貢献とするところだ、として評価
する部分ではあるけれども、それだけには留ま
らない問題点がある、というのが岡橋の見解で
ある。この点については岡橋の木下説批判の項
でみていくことにする。第二の批判点、「本来
の為替取引」と「相殺取引」との分離について。
この点に関しては、先にも指摘したように、木
下は「外国為替の本質」ではなく、「為替相場
の本質」という視角でみているのであるから、
当然のことながら、「本来の為替取引」と「相
殺取引」が分離されるという発想もでてくるの
もむべなるべし、ということであろう。

２．「為替相場の変動要因」（「二要因論」）を巡っ

て

マルクスは『資本論』第３巻第35章「貴金属
と為替相場」において、「為替相場の変動要因」
について言及している。まずマルクスの当該箇
所を以下に引用しておこう7）。

「外国為替相場が変化しうるのは、
（1）そのときの支払差額によってである。こ

れがどのような原因によって規定されるか、す
なわち、純粋に商業上の原因によってか、外国
への資本投下によってか、それとも、戦争など
にさいして外国で現金支払いがなされる限りで

の国家支出によってか、を問わない。
（2）金属貨幣であれ紙幣であれ、１国におけ

る貨幣の価値減少によってである。これは純粋
に名目的である。」
「（3）一方の国は銀、他方の国は金を「貨幣」

として使用する２国間の為替相場が問題である
場合、為替相場はこの両金属の相対的な価値変
動に依存する。」

木下はこの言及をもって、マルクスの為替相
場分析とするわけにはいかない、として次のよ
うに述べている。「為替相場の変動要因として
は、当面の国際収支と、一国における貨幣の減
価と、金銀比価の変動の三者があげられている。
しかし、これは貨幣の減価による為替相場の変
動をもって「純粋に名目的である」と述べてい
ることから了解されるように、・・・、古典派以
来の実質的為替相場と名目的為替相場の区別を
踏襲しているだけで、それ以上に為替相場の分
析に立ち入っているわけではない。したがって
マルクスの主要関心がここにあったとは思われ
ない」8）と。ではマルクスの主要関心はどこに
あったのか、といえば、木下は『資本論』第３
巻第35章「貴金属と為替相場」の叙述から判断
すると、「マルクスの関心が利子率を介しての
為替相場と貨幣資本との関係に向けられている
ことだけは充分にうかがえる」9）として、以下
の叙述に着目している。

「この〝通貨〟［主義］の理論によれば、金が
輸出されるならば、金がはいっていく国では、
諸商品の価格が騰貴するに違いなく、それゆえ、
金輸出国の諸輸出品の価値は、金輸入国の市場
では増加するに違いない。これに反して、金輸
入国の諸輸出品の価値は、金輸出国の市場では
下落するであろうが、他方」、上の「価値は、
金がはいっていくそれら輸出品の原産国では増
加するであろう。しかし実際には、金の数量の
減少は利子率を上げるだけであり、その増加は



− 56 − − 57 −

利子率を低下させるだけである。」（『資本論』
第３巻第34章、「〝通貨主義〟と1844年のイギ
リスの立法」）10）

「この輸出が貴金属の形態で行なわれるなら
ば、この輸出は、それが貴金属であり、そして
貴金属としては直接に貸付可能な貨幣資本であ
り、全貨幣制度の土台であるために─必ずしも
あらゆる事情のもとではないが、しかし前述の
事情のもとでは─、この金属を輸出する国の貨
幣市場に、それゆえにまたその国の利子率に、
直接に影響をおよぼすであろう。それはまた、
為替相場にも同じように直接に影響をおよぼ
す。」（『資本論』第３巻第35章、「貴金属と為
替相場」）11）

木下はとりわけ後者の叙述を通じて、「この
あとの引用文はウィルソンが資本輸出の形態、
すなわち商品形態でか、それとも貴金属形態で
かを区別しないのを批判した文章であるが、い
ずれも着目しているところは等しい。つまり現
実資本の運動、したがって貿易収支と為替相場
との関係よりは、貨幣資本の運動と為替相場と
の関係がより深くからみ合っていることに注目
していた。これとは逆の主張をする『エコノミ
スト』を批判して、「ハッバードの表は、利子
率と商品価格とはまったく互いに無関係な運動
をするが、利子率の運動は金属準備と為替相場
の運動に性格に適合すると言うことを証明して
いる」とも述べてべている」12）として、マルク
スの関心が「利子率を介しての為替相場と貨幣
資本の運動との関係」13）に向けられていたこと
は間違いないであろう、と述べているのである。

一方、岡橋の『資本論』第３巻第35章「貴金
属と為替相場」についての解釈はどうであろう
か。これについては、岡橋の論文「新為替レー
トとデフレーション」（九大『経済学研究』第
15巻第１・２号、昭和24年12月）が参考になろ
う。岡橋はこの論文の第２節で、河本が両替相
場論を否定し、為替相場と貸付資本との関係を

重視する「割引相場論」を展開することに疑義
を呈し、改めて「貴金属と為替相場」の章につ
いての岡橋なりの解釈を示しつつ、自らの外国
為替相場の理論を明らかにしているのである。

まず「利子率を介しての為替相場と貨幣資本
の運動との関係」がマルクスの主要な関心で
あった、という木下の見解とも重なり合う部分
についての岡橋の見解をみておこう。岡橋は河
本の「割引相場論」を批判しつつ、利子率と為
替相場との関係について次のように述べてい
る。「河本にしたがえば、為替手形とは将来貨
幣を支払うことを約束せる債務証券であり、外
国為替手形とは外国の本位貨幣を支払うことを
約束した債務証券である。為替相場とは為替手
形の相場であって、それは本質的には割引相場
であり、したがって利子率によって決定される。
ここに為替相場が貸付資本の問題として論ぜら
れねばならない所以があるというのである。そ
うして河本氏は、これを理論づけようとして、
マルクスが為替相場を『資本論』の第３巻第５
編「利子および企業利得への利潤の分割、利子
附資本」のなかの１章として、論じていること
をもちだしている。／しかし為替相場が為替手
形の相場であり、割引相場であり、したがって
利子率によって決定されるとしても、「外国」
為替相場が利子率だけで決定されることとはな
らない。為替手形の相場が割引相場だというこ
とは、例えば90日さきで支払われるべき１万円
の為替手形が、その間の利子を差引いて9,730
円で銀行に買いとられることをいうのであり、
この9,730円という現在価格は、日歩３銭とい
う利子率によって出てきたものであり、この日
歩が４銭となれば現価はさらに少なく、9,640
円となる。この利子率は、結局、貸付資本の需
要供給によってきまるわけであり、為替手形の
相場は、為替手形にたいする需要と供給の事情
によって、規制されるということができる。お
なじことは、外国為替手形についてもいいうる
わけであるが、日本の生糸商が１万ドルの外国
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為替手形を割引いて貰うには、日歩３セントと
して9,730ドルを得るだけではすまず、このド
ル貨を日本貨にかえる必要がある。外国為替相
場の場合には、したがって、この両替のための
比率と割引率、利子率とが一緒にあらわれるの
であって、この二つのものが混同されて、いな
両替率のほうはわすれられて、利子率だけが強
調されたから、為替相場の「割引相場論」、「両
替相場否定論」がうまれてきたのである。／こ
のように参着為替のように利附手形の場合に
は、まだ「割引相場」はもっともらしくみえる
が、電信為替のように利子のつかない手形だと、
割引相場論は間に合わなくなる。ここでは、もっ
ぱら両替比率によらねばならず、為替相場の中
心が電信為替相場であることは、割引相場論を
裏切ることとなる。／もちろん自国貨幣と外国
貨幣との交換は、現実には、無制限におこなわ
れるものではない。輸出代金や保険料、船賃そ
のたの外貨受取額が外国為替の供給量となり、
その需要量を決定するものは、輸入代金や傭船
料その他などである。外貨の供給量に一定の限
度があるかぎり、その需要量の如何によって、
一種の価格が生じ、しかもその価格は資本流通
のもとにあっては、利子の性格をおびることは
当然である。ここに貸付資本の運動法則が作用
する根拠があるのであるが、外貨の供給量にな
んらの制限のなきかぎり、両替手数料を考慮の
そとにおけば、ただ両国貨幣の交換比率が問題
となるだけである」14）と。以上のように、岡橋
は為替相場の問題について、利子率だけでなく、
両替比率も考慮に入れるべきだ、としているの
である。それでは、「なぜ利子率が為替相場の
問題において考慮されることになるのか」につ
いて、岡橋は『資本論』第３巻第５編での第35
章「貴金属と為替相場」の位置づけにその答え
があるとして、次のように述べている。すなわ
ち「外国為替手形は為替手形であり、債務証券
であるかぎり、資本流通ことに貸付資本を前提
にする。それはたんなる両替以上の問題をふく

んでいる。為替相場は貸付資本の価格すなわち
利子によって規定されるかぎり、それは貸付資
本ことに利子を解決したうえで、はじめて、問
題とすることのできるものである。マルクスが
為替相場の問題を『資本論』第３巻第５編の「利
子および企業利得への利潤の分割、利子付資本」
のなかの、しかも最後の、第35章において取
扱ったのは、為替相場が貨幣と貨幣との両替の
問題のほかに、「さらに」利子の問題がふくま
れているからであり、単純商品流通と「同時に」
貸付資本の運動を前提せずに解決することがで
きないからである。それは貸付資本の運動だけ
の問題ではなく、二つの国の貨幣の両替の問題
も当然に前提されているのである」15）と。

次に、「為替相場の変動要因」についての岡
橋の解釈をみていくことにしたい。先にも引用
したが、木下によれば、「為替相場の変動要因
としては、当面の国際収支と、一国における貨
幣の減価と、金銀比価の変動の三者があげられ
ている。しかし、これは貨幣の減価による為替
相場の変動をもって「純粋に名目的である」と
述 べ ら れ て い る こ と か ら 了 解 さ れ る よ う
に、・・・、古典派以来の実質的為替相場と名目
的為替相場の区別を踏襲しているだけで、それ
以上に為替相場の分析に立ち入っているわけで
はない。したがってマルクスの主要関心がここ
にあったとは思われない」16）として、マルクス
の主要関心が「利子率を介しての為替相場と貨
幣資本との関係」17）にあった、ということにつ
いては先にも指摘しておいたが、木下のこのよ
うな解釈に対して、岡橋の解釈はこうだ。マル
クスは「第５編第35章「貴金属と為替相場」に
おいて利子率の為替相場にたいする影響を具体
的な事例によって詳説したるのち、為替相場の
変動原因を要約して」、（1）「貨幣資本の需要量
と供給量とを決定するところの瞬間的の支払差
額」「のほかに、（2）一国貨幣（金属貨幣また
は紙幣）の減価（Entwertung）（3）金銀比価
の変動を挙げている。これら三つの原因のうち、
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（1）は外国為替手形の割引相場決定原因であ
り、（2）および（3）は両替比率を示すもので
ある。しかも（2）の金貨幣純分の変化は、金
本位国間の為替相場における金平価に関するも
のであり、（3）の金銀価値の変化は、金本位国
と銀本位国との間の為替相場における平価にか
んするものであって、金為替あるいは銀為替の
両替比率の決定原因である。そうして（2）の
紙幣減価は、金本位制度離脱下における両替比
率の決定原因であって、購買力平価に関するも
のである。為替相場はこれら三つの原因が一緒
に作用するものではなく、金為替か銀為替ある
いは紙幣為替かによって、金平価あるいは銀平
価、または購買力平価のうちのいずれか一つと、
国際収支との二つの原因によって規定されるも
のである。／このように、外国為替相場は二つ
の原因によって制約されるのであって、決して
貸付資本の運動だけの問題ではない。これら二
つの要素の変化が現実の為替相場のうちにあら
われているのであって、金平価や紙幣価値（購
買力平価）は必ずしもつねに変動しないが、支
払差額は不断に変動するから、とくに、支配的
な変動原因としてあらわれ、したがって貸付資
本の運動法則が為替相場の決定法則のごとくみ
えてくるだけである」18）。以上のように、岡橋
は「為替相場の変動要因」についての３つの要
因について説明し、外国為替相場が（3）の要
因を除外するならば、、（2）の金平価あるいは
購買力平価のいずれか一つと、（1）の支払差額

（国際収支）、との二つの原因によって規定され
る、ということを明らかにしているのである。
こうした岡橋の見解は一見すると、「古典派以
来の実質的為替相場と名目的為替相場の区別を
踏襲しているだけ」19）だ、とみえるかもしれな
いが、うえの引用にもあるように「貸付資本の
需要量と供給量とを決定するところの瞬間の支
払差額」20）と述べていることからも明らかなよ
うに、岡橋は利子率の問題を看過しているわけ
ではないのである。それゆえに、岡橋の見解が

古典派以来の諸見解と同列に扱うことはできな
いことはいうまでもないであろう。さりとて、
木下のように、名目的為替相場を軽んじ、実質
的為替相場に分析の重点をおくというわけには
いかないのではなかろうか。この点は金本位制
度離脱後の金平価に代わる購買力平価に関する
両者の見解の違いにもあらわれている。

岡橋は先のマルクスの「為替相場の変動要因」
についての記述に「購買力平価」をみいだして
いる。すなわち「紙幣為替については、支払差
額だけが為替相場決定の唯一の原因であるかの
ようにみえる。けだし金平価たるものはもはや
意味をもたず、為替相場は大幅な変動をくりか
えす。しかしこの場合にも金平価にかわるべき
平価が存するのである。それは購買力平価とも
いわれるべきものであって、物価指数の比較か
らあたえられる。紙幣流通の法則にしたがえば、
紙幣の価値はその数量によってきまる。すなわ
ち紙幣は社会の必要金貨幣量の価値しか代表し
えないのであって、その価値は金の紙幣価格（市
場価格）のうちにあたえられており、物価水準
によって減価の程度が推算される。この紙幣物
価の比率が購買力平価であって、この平価は金
の紙幣価格（市場価格）をつうじても見出すこ
とができる。マルクスが為替相場の変動原因の
第２において金属貨幣の減価とともに、紙幣の
減価を挙げているのがこれであって、金属貨幣
の減価は金平価の変化であり、紙幣の減価は購
買力の変化となる。この購買力の変化が支払差
額とともに紙幣為替の相場をけっている２つの
原因にほかならないのである。／このように購
買力平価が紙幣為替の相場決定の１原因となる
ことができるというのは、金の紙幣価格（市場
価格）がその時々の価格標準の基礎になってい
るからである。すなわち金紙のひらきだけ金の
貨幣名の変更、したがってその逆数の価格標準
に変更があったわけであり、紙幣物価相互の比
較は、訂正された価格標準相互の比較であり、
新たなる、しかもつねに変動をつづけてやまな
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い価格標準相互の比較からえられる平価である
からである。金平価が為替相場の決定原因であ
るかぎり、購買力平価、あるいは金の紙幣価格
から割出した平価もまた為替相場の決定原因と
なることができるわけである」21）と。一方、木
下の購買力平価説に対する評価は手厳しい。木
下はマルクス派の理論家たちによる「名目為替
相場の購買力平価説的解釈」22）に対して、次の
２点を挙げて批判を展開している。まず第一は、

「名目性の不可知論」23）である。すなわち「景
気局面によって生じる一般的物価水準の騰落は
その逆数としての貨幣の相対的価値の下落ない
し上昇としてあらわれるが、この意味での貨幣
の相対的価値の変化とインフレーションを識別
しうる手段はあるのかという問題である。・・・
19世紀初頭のように紙券と金貨の交換は制限さ
れているにしても金貨が流通界から全く姿を消
していなかった時代とは異なり、現代において
各国の価格標準が代表する金量の変化から、上
でみた意味での貨幣の相対的価値の変化を区別
することは不可能であろう。しかし、金本位制
の下では、この貨幣の相対的価値の変化は金平
価から区別されていたのであって、そのために
生じる国際収支の動揺がもたらす為替相場の変
動は実質為替相場の運動として処理されていた
はずである。不換制下でのこの区別は識別困難
となるという意味できわめて観念的なものとな
らざるをえない。そこから不換制下で名目為替
相場を金平価になぞらえて、長期の為替相場変
動を通じて規制的に働く為替平価として把握す
れば、計測不可能な観念的なものとなるか、そ
れとも現実の為替相場の運動を管理してゆくた
めの多分に主観的な基準とならざるをえないの
であって、逆にインフレーションを短期的な両
国の物価水準の逆数と捉えれば、国際収支の不
均衡をそのまま「通貨の実勢」からの逸脱とみ
なす購買力平価説に近づくことになろう」24）と。
第２の批判点は「実質上の為替相場（事実上の
為替相場）」の作用効果が「価格的均衡化メカ

ニズム」に陥っているということだ。これはま
た購買力平価説の限界を示すものである、とし
て次のように述べる。「金平価は実質為替相場
の運動を貿易ばかりでなく、資本移動などすべ
ての項目を含め大枠において規制していたので
あって、決して「価格的均衡化メカニズム」に
よっていたわけではない。ところが、メタリス
トの名目為替相場説が、もし実質上の為替平価
が実質為替相場の変動を終局的に規制するとい
う立場に立っていて、そのような作用効果を不
換制下の名目為替相場に期待するとすれば、そ
れは「価格的均衡化メカニズム」以外にはある
まい。すなわち通貨の過大評価ないし過小評価
によって国際収支が不均衡に陥り、平価からの
逸脱が輸出入量の変動を通じて是正され、均衡
化すると考えるのでは、事実上購買力平価説に
陥っているといわざるをえない。このような捉
え方の根底には、為替相場の変動を現実資本の
運動にのみかかわらせて、国際収支との関連を
みようとする考え方であるといえよう。それは
また購買力平価説の基本的な限界性でもある。
為替相場と国際収支との問題は、現実資本の運
動から相対的に自立した貨幣資本の運動を視野
に入れねばならず、更に国際間における信用関
係の絡み合いをふまえて論じる必要がある」25）

と。以上のように、木下は古典派以来の分析手
法である「実質為替相場と名目為替相場の区別
を踏襲すること」26）を拒絶し、専ら「実質為替
相場」の分析に集中することが現代の外国為替
相場論にとって重要課題である、としているわ
けである。したがって、「購買力平価」につい
ての両者の溝は深い、といわざるをえないであ
ろう。

第２項送金為替を巡って

１．木下説の概要
岡橋は、木下的外国為替論が「マネー・ゲー

ム論」（「アセッツ・アプローチ論」）に堕して
いる、と批判しているわけであるが、岡橋によ
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［対照］

A欄
（『国際経済の理論』）

B欄
（『外国為替論』）

図１－a送金為替 図２－a送金為替

送金為替の取引経過
　送金為替は債務者が債務の返済のために利
用される為替取引形式である。第１−a図の
ように、X国の輸入業者CがY国の輸出業者D
に代金決済するに当って、自ら貨幣＝金を現
送する代りに、Aに貨幣額を支払って債務額
だけの額面のB宛の送金為替手形（支払指図
書）を受取り、これをDに送る。Dはこの手
形をBに呈示して支払を受ける。これにより、
AB間の債権債務関係も相殺されて、二つの
取引の決済が完了する。

送金為替の取引経過
　送金為替では、図２−aのように、X国の
輸入業者C社（＝債務者）がY国の輸出業者
D社に代金を決済するために、Y国のB銀行
に対して、代金請求権（債権）をもっている
X国のA銀行に依頼して、B銀行宛の債務金
額相当の送金為替手形（＝支払指図書）を発
行してもらう。それと交換にC社はA銀行の
額面金額と手数料を支払うのはいうまでもな
い。C社が送ったこの手形を受け取ったD社
は、これをB銀行に持ち込み、B銀行はA銀
行の依頼を受けてD社に額面相当の金額の支
払いを行う。これによって、AB間の債権・
債務とCD間の債権・債務とは同額だけ相殺
され、二つの取引の決済は完了する。

れば、その根はすでに、木下の「送金為替」の
説明においてみられ、そこでは外国為替取引の

「貸付取引説」、「為替銀行主体説」が貫かれ、「マ
ネー・ゲーム論」の理論づけが着々と行われて
いる、と批判したのであった27）。一方、木下は
このような批判に対して、一歩も退かず、1990
年発刊の『外国為替論』において、1979年発刊
の『国際経済の理論』での説明よりも「貸付取

引説」、「為替銀行主体説」の立場を一層鮮明に
し、岡橋批判の立場を貫いている。そこでこの
点での木下・岡橋論争を辿っていくにあたって、
まず送金為替に関する木下の記述をとりあげる
ことにしたいが、先の２著での木下の記述内容
を理解しやすくするために、それぞれの記述を
対照しておこう28）。
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図１－b送金為替の義務関係 図２－b送金為替の義務関係

送金為替の義務関係
１）送金人Cは受取人Dに対する債務②を決
済するために、手形振出人Aに貨幣を支払
③ってDに対する債務額に等しい額面のB宛
の送金手形＝支払指図書を受取る。この場
合、CとAとの関係はCがAに貸付を行ったこ
とになり、AはCに債務④を負うことになる。

送金為替の義務関係
１）送金者C社は受取人D社に対する債務②
の決済のために、手形振出人A銀行に貨幣を
支払って③、D社に対する債務額に等しい額
面のB銀行宛の送金手形＝支払指図書を受け
取る。この場合、C社とA銀行との関係はC
社がA銀行に貨幣の支払い＝貸付を行ったこ
とになり、A銀行はC社に債務を負うことに
なる。

２）しかし、AはBに対して、その理由は何
であれ、自らに代って貨幣の支払を指図しう
る立場にあるのだから、そしてB宛の手形に
対して支払を命じたのだから、Cの立場から
すればAB間の関係がどのようになっていよ
うとも、CA間の債権債務関係④はCB間の債
権債務関係⑤に引きつがれたわけである。

２）この場合には、A銀行がB銀行に対して、
自分に代わって貨幣の支払いを指図できる立
場にあることが前提条件である。そのような
権利がどこから生れたかという発生原因（A
銀行がB銀行に請求権をもつのか、それとも
逆にB銀行から借越し枠を与えられているの
か、あるいは本支店間にあるのか）について
は、ここではまったく問題にするに及ばな
い。A銀行がB銀行宛の手形によってB銀行
に自分に代わって額面金額の支払いを命じた
のであるから、C社にとってはCA間の債権・
債務関係④がCB間の債権・債務関係⑤に引
き継がれていると確信してよいのである。

３）そこでCはこの送金手形をDに送り、D
はこれをBに呈示して支払を請求する。Bが
Aの指図通りにDに貨幣を支払った⑥とすれ
ば、通常の約束手形の流通の場合にDC間と

３）そこでC社はこの送金手形をD社に送り、
D社はこれをB銀行に呈示して支払いを請求
する。B銀行はA銀行の指示どおりにD社に
手形の額面金額を支払う⑥。この場合、通常
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CB間の債権債務関係がBがCに代ってDに支
払を行うことによって、すべての債権債務関
係が相殺されるのと同様に、BからDへの「決
済」⑥によって、②と⑤の債権債務関係が

「相殺」されたのである。

の手形の流通にあって、債権・債務の連鎖の
最初の債務者が手形を受け取った最後の債権
者に手形額面の金額を支払うことで、手形流
通中の債権・債務関係が相互に相殺されるの
と同じように、B銀行がD社に額面金額を支
払った⑥ならば、この為替取引においては②
と⑤の債権債務関係は相殺される。

４）ところで、CB間の債権債務関係⑤は前
述のように、CA間の債権債務関係④を引き
ついだものだから、⑤が相殺によって消滅す
ると同時に④も消滅する。

４）ところで、CB間の債権・債務関係は、
上述のように、CA間の債権・債務関係④を
引き継いだものであるから、⑤が相殺によっ
て消滅すると同時に、④も消滅するのはいう
までもない。

５）しかし、BがAに代って貨幣を支払った
のだから、BD間の決済⑥の完了と同時に新
たにBA間に債権債務関係⑦が発生する。こ
れはAにとっては、実は、Cから貨幣の貸付
け③を受けたことによって発生したCA間の
債権債務関係④をAに代ってBが支払ったこ
とから生じた債権債務関係の振替えであっ
た。

５）しかし、B銀行がA銀行に代わって貨幣
の支払を代行したのであるから、BD間の決
済⑥が完了すると同時に、新たにBA間に債
権・債務関係⑦が発生する。これはA銀行に
とっては、実は、C社から貨幣の前払い③を
受けていたことによって発生したA銀行のC
社に対する債務④をB銀行がA銀行に代わっ
て支払ったことで転嫁された債権・債務関係
である。

６）もし、ABにおいて、すでに債権債務関
係①が存在していたとすれば、⑦の発生は同
時に同額の①との相殺を意味することとな
る。しかしこの為替取引そのものの範囲から
すれば、必ずしも丁度同額のAB間の債権債
務関係①がすでに存在していることを前提す
るものではない。①の債権額が⑦より大きけ
れば、Bは貨幣＝金を現送することになるだ
ろうし、逆の場合にはAが貨幣現送を必要と
しよう。あるいは、両者の間でこの債権債務
関係の決済を別の時期に繰延べることがあっ
ても、上述の為替取引とはさしあたり関係が
ない。換言すれば、②──⑦の取引は①から
自立している。

６）もし、AB両銀行間に、すでに同額の債
権・債務関係①があらかじめ存在していると
すれば、この逆の債権・債務関係⑦の発生と
同時に相殺されるのはいうまでもない。しか
し、上で述べたように、この②から⑦までの
一組の為替取引の範囲からすれば、①の存在
は、もともと枠外にある。という意味は、こ
の②から⑦までの為替取引成立のために、必
ずしも事前にAB間に同額、同一満期日の債
権・債務①が存在していなくてはならない理
由はない。A銀行の①の債権額が⑦よりも大
きけれB銀行にはA銀行への差額の支払義務
残る。実際には、この差額を個別に貨幣現送
の方法で決済する必要はなく、両者の間の協
定で決済が他日に繰り延べられ、相殺される
ことになろう。ただ、この取引が起こる前に
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AB間にA銀行が代理支払いを依頼できるだ
けの関係があればよいのであって、このAB
間の関係の中身はこの為替取引自体にはさし
あたり関係がない。別の表現でいえば、②か
ら⑦迄の取引は①から自立しているのであ
る。

７） もし、名宛人BがDへの支払いを拒絶し
たとすれば、この手形はCに返送され、Cは
手形振出人Aに対して手形金額およびその他
諸費用の弁済を求めることになる、すなわち
手形の遡及（recourse）が起る。

７） もし、名宛人B銀行がD社への支払いを
拒否したならば、この手形はC社に返送され、
C社は手形振出人A銀行に対して手形金額と
その他の諸費用の弁済をもとめることとな
る。これが手形の遡及（recourse）である。

木下は上述の検討を通じて、決済通貨・決済
方法、外国為替取引の「貸付取引説」、外国為
替取引の「為替銀行主体説」、国際通貨範疇規
定への布石、の４点を確認しているわけである
が29）、木下・岡橋論争との関係では、外国為替
取引の「貸付取引説」と外国為替取引の「為替
銀行主体説」が木下説の問題点として岡橋に
よってとりあげられているので、われわれもこ
れらの点についてみておこう。

＜外国為替取引の「貸付取引説」について＞
木下は外国為替取引の「売買説」を退け、「貸

付取引説」をとる根拠について説明を加えてい
るので、木下の記述部分を引用しておこう。

「注目すべき点は、この為替取引で⑥の決済
によって相殺されるのは②と⑤、したがって②
と④であって決して①と②ではないことであ
る。そして相殺がこのような構造をもっている
ことから、CからAへの貨幣の支払いが恰かも
送金手形を買取るという売買取引であるかのよ
うな外観をとる結果になっている。しかし姿は
売買であっても本質はCからAへの貸付取引で
あるのは川合も言う通りである。もっとも、川
合は・・・取立為替のケースのみについて論じて
いるけれども、送金為替についても本質は変わ

らない。
③がCからAへの貸付取引である事実は二つ

の面から論証できる。一つは、為替手形発生過
程での歴史的事実によってである。14世紀前半
のイタリアにおいては、送金人が手形振出人に
貨幣を払込むと、この両者の間で債権債務関係
を確認するために公正証書を作成し、この公正
証書にもとづいて、改めて名宛人に向けて支払
指図の為替手形を振出すのである。送金人はこ
の為替手形を受取人に送り、受取人は名宛人に
呈示する。名宛人が支払いを引受けると、受取
人はその旨を送金人に連絡し、それにより公正
証書が破棄される。すなわち、送金人の振出人
に対する債権は解消するのである。このように
公正証書を作成するというのは、名宛人の支払
いの確実性に対する信頼感の乏しいことの結果
である。振出人と名宛人との関係について周知
されるようになり、振出人の信用が大きくなれ
ばなるほど、このような煩雑な手続きが必要で
なくなる。と同時に、名宛人が支払いを拒絶し
た場合には、為替手形そのものに振出人への弁
済請求権が法的に認められるようになって、や
がて公正証書作成手続きが省略されるように
なった。支払拒絶の場合に手形振出人の弁済義
務が認められている事実は、CからAへの支払
いが、手形の売買ではなく、貸付による債権債
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務関係である事実を物語っている。
いま一つの点は、AがCから受取った貨幣は

形の上では為替手形の代金であっても、その本
質は借入れである証拠として、なるほど上記の
相殺によってCA間の債権債務関係は解消した
けれども、その代りに名宛人Bに対する債務が
残るのである。つまり、この相殺を通じてCA
間の債権債務関係③はBA間の債権債務関係に
振替えられたのである。つまりAにとって為替
取引完了ののちにBに対する債務が残る限り、
AC間は肩代り取引であって、手形という商品
の売買といえない」30）。

以上の引用からも分かるように、木下は「貸
付取引説」の根拠として、まず第一に、ドライ
為替の例を取り上げて、歴史的にも外国為替取
引が「貸付取引」であった事実をあげる。もう
一点は、CがAから受取った貨幣は為替手形の
代金ではなく、Cの借入れだ、という点にある。
というのはAにとっては、BD間の支払が終わっ
たのちに「Bに対する債務が残る限り、AC間
は肩代り取引であって、手形という商品の売買
といえない」31）からである。

＜外国為替取引の「為替銀行主体説」について＞
木下は外国為替取引が貿易業者と外国為替銀

行間の取引、すなわち「本来の為替取引」、と、
外国為替銀行間の取引、すなわち「相殺取引」、
とに分離し、後者の「相殺取引」が「国際的信
用制度の発展」、「外国為替銀行相互間の密接な
信用関係の確立」にともなって、「為替銀行が
為替取引の仲介者から主体に変」り、「本来の
為替取引」は「相殺取引」から「自立すること
になる」、と述べているわけであるが、この点
に関する木下の記述を煩を厭わず、引用してお
こう。
（『国際経済の理論』より）
『②─⑦は①からは理論的には自立した一組

の為替取引関係である。本来的には、為替取引

の本質は」、図１-a「のように、相互に反対の
国際的債権債務をそれぞれの国内の債権債務に
振返ることによって相殺するためにあるのだか
ら」、図１-b「でいえば、③と⑥の二組の貨幣
の受渡しによって、①と②とを相殺しようとい
うのである。しかし、それは目的であっても、
為替取引そのものの具体的姿からいえば、②─
⑦の取引は必ずしも①の存在を前提とするもの
ではない。この取引が成立するためには、ただ
AがBに具体的に期日と金額の確定された債権
としてではなく、一般的に一定金額の支払指図
をなしうるということだけが前提条件なのであ
る。なにゆえ支払指図を行いうるかの理由はあ
えて問うところではない。つまり、⑥の確実性
への信頼が取引成立の鍵となっている。そのた
め歴史的にみても初期には、A、Bが本店と支
店の関係にあるとか、両者の間に密接な交互取
引があることが、社会的周知であるとか、とい
う場合に成立しうるのである。今日ではほとん
ど為替銀行のみがこの場合のA、Bの立場に立
ちうるのである。

もっとも、少なくとも、19世紀中頃までは支
払指図書としての為替手形の振出しは大部分は
実際の取引を基礎として、すなわち、相手国内
に取立てるべき債権をもつ商人が振出して、こ
れを他の商人が送金目的で買取るという形式の
ものであったとみてよく、その限りでは、滞り
なくBがDに支払いを完了する限りでは、①と
⑦の相殺も同時に完了するものであった。その
限りで、為替の需給は現実取引を直接反映する
程度は著しく高かったといえる。それだからこ
そ、この需給のアンバランスは為替相場の平価
からの上下への大きな背離をひきおこし、他方
では為替によって決済できない国際的債権債務
の決済は貴金属の国際移動によって果たされた
のである。その意味で為替相場の変動と貴金属
の移動との関連性は高かったといえよう。しか
し、国際的信用制度の発展、したがって外国為
替銀行相互間の密接な信用関係の確立ととも
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に、為替銀行は為替取引の仲介者から為替取引
の主体に変る。こうして、貿易業者と為替銀行
との取引（②─⑦）は事実上も①から自立した
といえよう。

このように、為替取引は本来的には①と②の
相殺を本質とするものでありながら、実際の取
引に関しては②─⑦の為替取引が①から自立し
ていて、その成立のためには必ずしも①の存在
を前提するものではないということから、「二
重の為替取引」が発展することとなる。すなわ
ち、CD間の債権債務をAB間に振替える取引（②
─⑦）とABの相殺取引（⑦と①）である。前
者はいうまでもなく、為替銀行の対顧客取引で
あり、後者は為替銀行内あるいは為替銀行相互
間の相殺取引である。前者は「本来の為替取引」
であるにもかかわらず、やがて後者の相殺取引
を中心に高度な為替技術が発展し、後者こそが

「純粋の為替取引」であるとみなされるように
なる」32）。
（『外国為替論』より）
「この為替取引では、⑥の決済によって相殺

されたのは②と⑤とであって、したがってまた
②と④とであって、決して②と①とではない。
この点が曖昧にされると、②から⑦までの取引
が①から自立していて、①と⑦とは独自の為替
取引を展開する過程が明らかにならない。それ
では、外国為替の基本原理から、いかにして今
日の複雑で精緻な外国為替制度が展開してきた
か、が明確にできなくなるであろう。

先にも述べたように、元来、外国為替は２国
間における相互に反対の債権・債務関係をそれ
ぞれの国内的債権・債務関係に振り替えること
で相殺し、その結果として国際間での貨幣の受
渡しをしなくてするための制度であった。この
意味からすれば、③と⑥とによって、①と②と
を相殺するのが目的であるはずである。それに
もかかわらず、上述のように、②から⑦までの
取引が①に対して相対的に自立しているところ
に、外国為替取引の特性がある。つまり、外国

為替取引は終局的には国際間の債権・債務の相
殺を目的としながらも、個別の為替取引（②〜
⑦）では相殺から切り離された姿をとり、一方、
相殺取引（①対⑦）はそれ自体として自立した
取引形態をとっているのである」33）。

以上のように、木下は送金為替についての取
引内容と責任関係について述べるとともに、自
らの立場、すなわち「貸付取引説」、「為替銀行
主体説」を明確にしているわけであるが、木下
がこのような立場をとる理由に至った「外国為
替制度」並びに「国際金融市場」についての記
述をみておくことが、木下・岡橋論争を理解す
るうえで役立つ、と思われるので木下の述べる
ところをそれぞれみておこう。

まず「外国為替制度」について、次のように
述べている。すなわち「外国為替制度は、この
国際間の商業信用に銀行信用が介入することに
よって完備されたものになってゆく。第一に国
際貸借の集中が進む、すなわち、個々の貿易資
本は為替銀行との為替手形の売却買受けという
かたちで集中されるので相場の偶然的変動が少
なくなる。第二に多数国との関係においては一
国に対しては出超、他国に対しては入超という
関係が普通であるので、そのことから起こる国
ごとの為替相場の不均衡を平準化させる。いわ
ゆる裁定取引がこれである。第三に時間的変動
を緩和させる。先物相場が生れて取引の安定化
に役立つ。しかし反面相場の変動にもとづく差
益取得をめざしての投機的攪乱の生れることも
言うまでもない」34）と。次に「国際金融市場」
については、次のように述べている。すなわち

「こうした諸制度の発達とともに、さらに根本
的には世界市場の発達とともに国際金融市場が
生まれる。ロンドン、ニューヨークなどがそれ
である。これは、イギリスやアメリカのような
国々が世界市場の中心であったことと密接な関
係がある。19世紀においてはイギリスが世界市
場において指導的な地位についていた。ほとん
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どの国はイギリスと貿易関係を結んでいた。そ
れゆえイギリス以外の国々の間の貿易において
さえ、ポンド建の手形を利用する方がより確実
に、有利に決済できるからであるからである。
こうして世界の貿易取引の決済の重要部分が国
際金融市場に集中されることになる。なぜなら、
ここでは容易に決済資金を調達することができ
るからであるが、同時にその結果ますます各国
の為替銀行の手持の短期資金がここに集中され
る。それによってさらに一層この機能が促され
る。こうして国際金融の中心市場の国の通貨が
国際通貨となるのである。国際通貨と世界貨幣
とは全く異なるものであるのはいうまでもな
い。国際通貨はなるほど世界貨幣の国際支払手
段としての機能を肩代りしているが、世界貨幣
そのものではない。国際通貨が国内通貨と異な
るきわめて重要な特徴は流通手段と指摘の機能
から発展したものではなく、支払手段としての
貨幣の機能から発展したものである。したがっ
て国際通貨の基礎には世界貨幣としての金が存
在するのはいうまでもない。いかに強力な国際
通貨といえども金に代替しえないことは今日の
ドル危機がそれを示している」35）と
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