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 ３.「ドル体制下の外国為替論」：「外国為替

論」かそれとも「マネー・ゲーム論」

か？ 

 木下は自身の外国為替論が「マネー・ゲーム

論」に堕している、と岡橋の批判に曝されたが、

「外国為替と国際通貨―岡橋・岩野両教授に応

えて」1）において、本格的な反論を展開すると

ともに、『外国為替論』（1990年）において、

「ドル体制下の外国為替論」をさらに一層鮮明

に打ちだし展開している。そこでまず最初に、

「ドル体制」（「ドル本位制」）についての木下の

記述をみていくことにしたいが、後に述べる岡

橋の「ドル体制」についての徹底的な批判と比

べると、いささか現状追認的ともいえる「穏当

な」記述となっている。以下、当該箇所を 2 著

から引用しておこう。 

 

 「ドルの信認の動揺から変動相場制下におい

てさえしばしば通貨危機現象をひきおこすにつ

れ、ユーロ市場でのマルクやスイス・フラン、

さらに円などの役割が大きくなっているのはし

ばしば指摘される通りである。だがユーロ市場

における中心通貨は依然としてドルであること

に変りはない。それはやはりアメリカ系多国籍

企業やアメリカ系銀行の力によるものと思われ

る。当面他の通貨の役割はドルに対する代替で

はなく、補足以上にでないようだ。同じことは

準備通貨としての役割についてもいえよう。

SDRで代替させようという試みもあることから

いって、あるいはこの面でのドル放れは一層顕

著に現れるかも知れないのだが、ドルの凋落は

おそらく徐々にしか起らないであろう」。/「国

際通貨としてのドルの問題は金との交換性の有

無に要点があるのではなく、世界経済における

アメリカ資本主義の地位にかかわっているので

ある。国際通貨問題（ international monetary 

problems）が単なる国際経済問題にとどまらず、

すぐれて世界政治問題の性格を帯びるのはその

ためである」2）。 

 「基軸通貨国が金融節度を堅持しないかぎり、

変動制のもとでも国際通貨制度の安定は実現で

きないとすると、ドルに基軸通貨としての役割

を果たし続ける資格が残されているのであろう

か。最近では、事実、アメリカの基軸通貨国と
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しての地位に疑問を抱く人々が増え、ドル、マ

ルク、円の 3 極通貨圏といった構想も提案され

ている。これはすでにドルが基軸通貨としての

地位を失いつつあるとの現状認識に立っている。

しかし、基軸通貨ドルを中心にして、マルク、

円が単に補助的役割を果たす関係であるならば、

安定的な国際通貨体制として機能することも可

能であろうが、 3 極に独自の展開を許すように

なれば、かえって不安定を呼び込む結果になろ

う。これまでの国際通貨の考察からいって、単

一の通貨を軸にした国際通貨体制の方が論理的

にも合理的であり、はるかに運営は単純で管理

も容易である。現在の世界の状況では、綜合的

な経済力からいって、さしあたり、アメリカ以

外に基軸通貨国の役割を担える国は果たして存

在するであろうか。したがって、問題はドルが

基軸通貨であることにあるのではなくて、アメ

リカが基軸通貨国としての責任を果たしていな

かったところにある。基軸通貨国が金融節度を

失えば、どのような通貨体制であろうと動揺し、

解体するにいたるのは必然である。その意味で

は、アメリカが自らの威信と冷戦体制の維持と

に支払ってきた費用を「国際公共財」などと名

付けて合理化するなどは論外であろう。それこ

そがアメリカの金融節度を失わせた根源であっ

たからである。今日の現実に立つと、冷戦がア

メリカの勝利に終わり、米ソ間の平和的協調関

係が到来したことで、ドルの基軸通貨としての

地位の再建、強化に役立つ環境が生まれた。こ

のことは国際通貨制度の視点からすれば、歓迎

できる事態であることは確かであるが、それで

楽観できる情勢にはない。国際公共財などと持

ち上げられて、アメリカがヘゲモニーの維持に

執着して、全世界の憲兵の役割を演じ続けるな

らば、そのコストの負担のために金融節度の回

復は望めないであろう。日々の為替相場の変動

がわれわれの日常生活に直接響く時代になった

が、その為替相場が世界政治に深くつながって

いる事実もまた見落としてはならない」3）。 

 

 次に、木下の岡橋への反論をみていくことに

しよう。以下、「国際通貨」概念、「為替相場の

本質規定」、「為替銀行主体説」、「マネー・ゲー

ム論」についての木下の反論部分を逐次掲げて

おこう。 

 

①「岡橋が金融資産説というのは、外国為替手

形を支払い手段と見ずに利子取得の手段と見て

いるところに置かれているようである。つまり、

「国際通貨の金融資産説」ではなく、「外国為替

手形の金融資産説」である。このように言い

切ってしまうと、こだわりも生れよう。という

のは、何を国際通貨と概念するか、について相

違があるからである。つまり、岡橋にとっては、

国際通貨とは外国為替手形のことである。それ

を筆者は第  3 国間の決済に用いられるように

なった中心国通貨建て流動性債権と規定したこ

とから、立場の違いが生れる」4）。 

②「外国為替手形と規定すると、筆者のいう

「本来の為替取引」だけに限定されるばかりで

なく、自国通貨建て外国為替手形の扱いは国内

手形と同一視されるはずである。そこで外国為

替手形の独自性は両国間の貨幣単位間の換算だ

けが残ることになる。しかも、その際の換算率

は、共に為替相場と表現しているが、この取引

自体が相場形成に参加するような為替相場でな

く、取引の外部から与えられた率でしかない。

したがって、共に「為替相場の独自性」と言う

にしても、内実は違っている。岡橋のそれは金

平価を指し、現実の為替取引にとって外部から

与えられているという意味での独自性であるが、

筆者にあっては現実の為替取引によって変動さ

せられ、この金平価に対して独自な運動法則を

持つ相場を指している」5）。 

③「岡橋が「相殺取引」の独自性を説くことに

嫌悪感を示されるのは、ここでは為替手形が必

ずしも現れないからである。今日ではむしろ現

れないのが普通である。しかも、「相殺取引」
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の領域が今日の為替取引の中で量的には圧倒的

に大きいのである。この領域の取引はキャピタ

ル・ゲインを追及する取引に過ぎないと見るか

ら、相殺取引の独自性を主張し、それが為替取

引の本源的形態の中にすでに存在すると言う筆

者の説は「金融資産説」なのであろう」6）。 

④「為替銀行が為替取引の媒介者から主体に

なっているのは歴史的事実である。それは為替

銀行にとって外貨建て債権＝外貨の売買の意味

である。ここに至って初めて外貨は完全に商品

に擬制される。外国為替手形そのものが商品に

擬制されて売買されているのでは決してない。

また、為替銀行は、為替ポジションの調整のた

めに、外国為替市場を組織し、そこに登場する。

ここでの外貨の売買は、古い時代はいざ知らず、

決して外国為替手形の売買ではない。しかも、

先に指摘したように、今日では為替取引の圧倒

的部分は現実資本の運動とは関わりのない取引

である。このことに注目したことが、岡橋に

とって容赦できないのであろう。この種の取引

をすべてマネー・ゲームのように言うのでは、

現在の国際経済は分析できないと考える。そし

て今日の外国為替取引や為替相場、さらに国際

通貨を理解するには、まず上述のように為替取

引の構造に遡って分析する必要があると考え

る」7）。 

 

 以上のように、木下は「国際通貨」概念、

「為替相場の内実」、「為替銀行主体説」、「マ

ネー・ゲーム論」についての岡橋批判に応え、

次いで、『外国為替論』（1991年出版）において

は、80年代の世界の外国為替市場の著しい変化、

と、新たに登場した外国為替取引（通貨先物と

通貨オプション）、について詳細な研究を著し、

「現代外国為替論」ともいうべき「ドル体制下

の外国為替論」を展開し、前著の最も強烈な批

判者であった岡橋（「マネー・ゲーム論」に堕

しているという岡橋批判）への反論をも提示し、

自らの外国為替論について揺るぎのない自信を

のぞかせている。以下、当該箇所をそれぞれ引

用しておこう。 

 

＜80年代の世界の外国為替市場の著しい変化に

ついて＞ 

 「(1)取引規模の異常ともいえる拡大である。一日

6400億ドルを上回るという取引規模は世界の金融市場

全体のなかでももっとも大きな金融取引市場である。 

 (2)外国為替市場は世界的統合化が進み、24時間継

ぎ目のない市場になった。 

 (3)市場を支えているのは、かつてのように貿易関

連の外国為替取引ばかりではなく、対外投資や海外証

券発行のような資本取引関連の為替取引が時とともに

大きな比重を占めるようになりつつある。したがっ

て、証券会社、投資会社、多国籍企業などのほかに、

生命保険会社、年金基金などいわゆる機関投資家も外

国為替取引に積極的に参加するようになっている。為

替相場の将来の変動を予測して、収益期待の外貨取引

が増えてくるにつれ、しだいに外貨を一種の金融資産

とみなす傾向が強まった。ことに為替取引と他の金融

資産取引との関係が密になり、外国為替市場は世界的

金融市場の一環に組み入れられつつあるとみてよいで

あろう。 

 (4)取引通貨の点では、特定通貨への取引の集中傾

向がみられる。すなわちドイツ・マルク、円、および

ポンドの 3 通かの重要性が増していて、･･･、特にア

メリカの外国為替市場では顕著である。ロンドン市場

でも 3 通かが大きな役割を果している。東京市場で

は、ドル/マルク、ドル/ポンド取引の増加傾向が認め

られる。 

 (5)固定為替相場制の時代には、外国為替の取引は

顧客の実需に基礎をおいた取引が中心であった。たし

かに平価変更の可能性が生じて為替投機が起こること

（通貨危機）があったにしても、顧客は長期的な判断

で為替取引を行っていた。変動為替相場制になって、

日々の相場の激しい浮動性が生じるとともに、為替取

引の中心が実需から離れた取引になりつつある。実需

に基づく取引は 5 ％以下であるとの評価も広く受け入

れられている。このいわば水膨れした取引の多くは投

機的取引（＝特定通貨への一種の短期投資）である。
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それは文字どおりの投機家ばかりでなく、対外証券投

資家などの金融資産保有者もまた浮動性の大きな為替

相場のもとでは、きわめて短期の判断に支配されるよ

うになる。投機取引はその性質上、超短期、すなわち

日単位よりもむしろ分単位で考えるようになる。

ディーラーがある通貨を売買しても、かれが予想した

傾向が瞬間以上に続くものとは信じていない。証券投

資家とは違って、投機家は予想が誤っていたり、目的

を達成したりするとすぐに反対の決定を下す。投機者

ははなはだしい浮動性を好む。「浮動性が強まるにつ

れて、ますます多くの投機者が現れ、ますます多くの

企業が対外貿易を活発にヘッジしなくてはならなくな

る。その結果、市場はさらに浮動的になってゆく」。

かつて60年代末から70年代初めに、変動為替相場制に

なると為替投機が均衡支援効果をもつということを一

つの論拠として、それの弁護論が展開されたが、上述

の為替相場の浮動性と為替投機の関係を理解すれば、

かれらが為替投機にいかに無知であったか明白であろ

う」8）。 

 

＜新たな外国為替取引について＞ 

 通貨先物（currency money）：「1972年にシカゴ商業

取引所が、その一構成部分としてIMM (International 

Monetary Market)を開設して、金融先物の一つとして

通貨先物（currency futures)を上場した」9）。「通貨先

物はこれまでの先物為替とはまったく違って、単なる

将来における外貨の売買予約ではなく、指定通貨につ

いて受渡期日、単位金額を規格化した取引、すなわち

「標準契約単位」の倍数に限られた取引である。･･･。

取引所での通貨先物取引は売手と買手との間で契約す

るのではなく、すべての契約は清算機関との間で行わ

れる。つまり、清算機関はすべての取引の相手側にあ

る。現物の現金売買ではないのだから、取引に参加す

るには保証金(margin money)が必要である。相場が不

利に動いた場合、含み損が生じるため、保証金が不足

するので、追加保証金を現金で支払うか、それとも損

をしてもポジションを手仕舞いするか、いずれかの措

置をとらなくてはならない。通常の外国為替取引とは

違って、取引場所と決済場所とが取引所機構内で行わ

れるから、即日決済である。受渡期日は特定日と決め

られているとしても、通貨先物取引では決済日に受渡

しされる契約は 5 ％以下であるといわれている。銀行

間の先物為替取引については受渡比率はほぼ90％であ

るのと大きな違いである。ここに通貨先物取引所の性

格がよく現れているといえる。先物為替とは異なり、

個々の契約は反対取引で清算されるのであって、常に

ネットの持高だけが問題になる。取引所取引ではそれ

ゆえに鞘取り取引が基本である。その意味では純粋に

投機市場であるといえる」10）。「問題は、この通貨先物

市場と通常の外国為替市場との関係である。/両市場

の関係は、直接的には、通貨先物取引所と銀行間市場

の双方の取引に参加している業者の裁定取引によって

つながっている」11）。「通貨先物市場は･･･外国為替市

場の有機的な一部分になりつつある。取引所形式の通

貨先物市場は、変動為替相場制の存在と相場の浮動性

の拡大を基礎として初めて成立する性格の市場であ

る。この市場に登場するのは、ヘッジャー（hedger）

と投機者であるが、主役はあくまでも投機者であろ

う。こうして、実需と直接関係のない、純粋に投機市

場の性格をもつ取引所取引の役割が大きくなったこと

で、80年代に入って為替相場の浮動性が一段と強まっ

たことと相まって、為替投機の影響が外国為替市場全

体に広がりつつあるといえる。通貨先物市場の出現

は、変動相場制のもとでは投機が安定化を助けるもの

とした変動為替相場制支持論に対して、直接的な反論

となっている」12）。 

 通貨オプション（ currency options）：「1982年に

PHLXが初めて通貨先物取引にオプション取引を導入

した」13）。ところで「先物為替について以前から行わ

れていたオプション契約は期日オプション付先物契約

（option date forward contracts）であった」14）。それは

「‘when to exchange’ すなわち、予約を実行する時期に

ついての選択権であった」15）が、「金融先物市場を舞

台に生まれた通貨オプションは ‘whether to exchange’ 

すなわち予約を実行するかしないかについての選択権

を与える契約である。一定の行使価格（ strike or 

exercise price）での特定通貨の先物の売りまたは買い

の契約を行う。オプションの買手（buyer）は期日ま

でにこの価格で契約を実行する権利をもつが、相場が

不利に動いた場合には実行する義務を負わない。反対

に、オプションの売手（seller or writer）は実行の義務

を負うが、買手に実行を求める権利をもたないから、
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為替相場変動の全リスクを負わなくてはならな

い。･･･なお、念のために、外貨の売買とオプション

の売買とを混同してはならない。オプションの買手

は、外貨の売り（put）であると買い（call）であると

を問わず、先物為替を選択権付きで契約する」16）。/

「この10年間に通貨オプションが盛んになった理由

としては、①利子率や為替相場の浮動性が増したた

め、ヘッジ手段の需要が大きくなったこと、②国際間

の資本移動が増加して、為替リスクを被る資金量が大

きくなったこと、③オプション理論と技術が発展し

て、リスクの管理能力が高まったこと、があげられて

いる」17）。 

 

 一方、岡橋は著書『貨幣数量説の新系譜』18）

（1993年発行）のなかで、昨今の「ドル体制」

について非常に手厳しい批判を展開しているの

で、まずもって当該箇所を引用しておこう。 

 

 「いまや世界は一変した。1971年 8 月15日（現実に

は1968年の「金プール」崩壊）いらい世界貨幣金の国

際的移動は見られなくなった。ドル建の「預金勘定」

が現在いちおう対外支払手段（「決済通貨」）として機

能しているかに見える。しかしそれは国内貨幣流通の

域を出ない。国際間の貸借は、ドル「預金勘定」に振

替えられるだけ振替えて、なんとかつまを合わせて

いるだけである。このことが為替相場の騰落を大き

く、かつ激動させている根本原因である。そればかり

か、相場の平価からの乖離の固定化、恒常化の原因と

もなっている。ここに為替取引は、外国貿易を反映し

た実需取引にくらべて、投機取引がますます肥大化す

る傾向を強めている。外国為替の投機取引の増大と、

相場の騰落の激化、その恒常化は、いわゆる変動相場

制下の金平価、為替平価の存在を見うしなわしめ、そ

の不在観を生み、その無視抹殺に導く。こうしてドル

体制観成熟の環境はますますかたまってきた。しかし

これは国際貸借（対外貸借）の国内貸借への振替にす

ぎず、それ以外にもなお対米貸借の生成、存在を排除

するものではない」19）。 

 

 先の木下の「ドル体制」（「ドル本位制」）の

記述とは違って、岡橋の「ドル体制」批判は手

厳しい。岡橋によれば、木下もまた上述のよう

な「ドル体制観」に囚われていて、木下の外国

為替論がマネー・ゲーム論に堕するのもいかし

かたのないことであろう、と捉えているわけで

ある。この点については、「インフレーション

と二つの道」20）において、木下批判を展開して

いるので、まずそこでの批判箇所を抽出してお

くことにしよう。 

 

 「不換ドル＝紙幣説を肯定しながらも、なお不換ド

ルが「法定」支払手段であることに注目して、世界貨

幣（金）の一般的支払手段としての機能とすりかえ

て、これを活用しようという論者が現われた。いうま

でもなく「法定」支払手段は国内法の規定であり、対

外的には妥当性をもたない。そればかりか法貨規定に

よって流通手段としての貨幣代替物が支払手段貨幣の

代替物に本質転換することはない。ことに、国際貿易

における商業信用を排除し、もっぱら資本貸借を重視

する理論構造にあっては、世界貨幣の一般的支払手段

機能の存在する余地はない。不換ドルもアメリカ国内

においては法定支払手段として通用するが、それじた

いは流通手段としての貨幣代替物にすぎず、それがど

うして一般的支払手段としての世界貨幣（金）の代替

物として機能しうるか、それこそが解明されねばなら

ない重要問題である。不換ドル銀行券の信用貨幣性が

否定されているかぎり、論者の「国際」通貨論は「国

内」通貨論のすり替えでしかなく、その「外国」為替

論も「内国」為替論にとどまざるをえなかった。外国

為替相場も「独自」な変動をすると強調して、為替差

益を利子と擬制し、マネー・ゲームの「理論」と外国

為替変動論を混同しえたのであろう」21）。 

 

 こうした岡橋の木下説批判の独自性は持論で

ある「価格標準視角」の重視と「信用貨幣説」

に則っているところによるのであるが、これら

の詳しい内容については、次節の木下・岡橋論

争でみていくことにしたい。ここでは、 2 著の

要点の第 3 点として、「ドル体制下の外国為替

論」が展開されている、ということを確認する
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にとどめたい（岡橋いうところの「ドル体制

観」に囚われている、という批判があるのであ

るが）。 
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