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「財 政 国 際 化」概 念 に っ い て

樋 口 均

亘

本稿は、さきの拙稿1)へ の補遺をなす とともに,続 編のための準備作業の一部をなす もの

である。前稿の主題は,世 界経済における日本経済 の地位の急上昇に ともなって一 ならび

に基軸国アメリカの地位低下と世界経済の構造変化にともなって 日本財政にも一定の変

化が生じたのではないか,そ してその変化は 「財政国際化」 という現象 としてあらおれてき

たのではないか,そ の起点はいわゆるニクソン ・ショック(亙MF国 際通貨体制崩壊)後 の

時期にもとめ られるのではないか,と い うことにあったが,「 財政国際化」 という概念につ

いては,い まだ問題提起に とどまっていた。そこで,こ の概念について,あ らためて研究史

的に検討し整理 しておきたい。これが本稿の主意である。

1)拙 稿 「昭和46～48年の財政政策一 『財政国際化』視角からの再検討一 」 『信州大学教養部紀

要』第23号,1989年,所 収。

夏互

日本において,「 財政国際化」 とい う言葉は用いなかったが,こ の現象に早い時期(1955

年)に 着目したのは武田隆夫である2)。

すなわち,武 田は,第 一次大戦ないし世界恐慌以後の 「現代財政における新傾向」として

「補整的財政政策」,「 赤字公債の発行 と所得税の課税範囲の拡大」,「社会保障費の増大」

の三つを抽出し,こ れ らを 「この時期になって拡大 ・深化 した資本主義の矛盾に,各 国がい

わば それぞれ個別的に対処 しようとすることか ら生 じてきた財政上の特微3)」だとしたあと,

さらに 「この時期においては,右 のほかになお,お なじ矛盾に対 して,帝 国主義国家がいわ

ぽ国際的関連のもとに共同的に対処 しようとすることか ら生じてきた財政上の特徴4)」があ

るとする。

「それは,具 体的にいえば,第 一次大戦およびその後における,い わゆる戦時外債 とその

処理の問題であ り,第二次大戦およびその後における,各 種のいわゆる援助の問題である。5)」

「こうして,今 日の資本主義は,単 にそれぞれの国の財政を動員するばか りでなく,国 際的

にもまた相互にその財政を通 じて,そ れぞれの資本主義および資本主義的世界秩序の維持 と

補強につとめているのであり,こ のような財政のささえがなければ もはや存立 しがたくなっ

ているのである。6)」,と。

こうして,武 田は,各 国が 「資本主義の矛盾」に 「個別的」に対処する面 とともに国際的

関連のもとに 「共同的」に対処 しようとする面をとらえて,後 者か ら生 じる財政上の特徴を
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いまひとつの「現代財政における新傾向」として抽出していたといってよいであろう。それ

は　　われわれのいう「財政国際化」にほかならないが一「資本主義的世界秩序の維持と

補強」をはかることを目的とするものであり，具体的には，第二次大戦およびその後につい

ては「各種のいわゆる援助の問題」だと把握していたのである。武田の所説のこの側面は，

管見のかぎり，これまでほとんど問題にされてこなかった。あらためて評価されなけれぽな

らない。

　問題点としては，「資本主義の矛盾」なるものについて，根本的には，資本主義の“自動

回復力”の喪失として，おさえられているといってよいが，その内容が世界経済的関連にお

いて把握されておらず，これが具体的になぜ各国の「個別的」対処では限界がある問題なの

か，どのような世界経済的根拠があって各国の「共同的」対処を要する問題となるのかが，

明確でないことであろう7）。

　外国においては，西ドイツのG．シュメルダースが，武田とほぼ同じころに，同じ現象

を，「国際的財政権力と超国家的財政権力」（亙nternationale　und　supranationale　Finanz－

gewalten）および「国際的財政政策と超国家的財政政策」（IRtemationale　und　supra一

戸ationale　Finanzpolitik）の問題としてとりあげていた8）。

　シュメルダースは，「一国の財政・租税高湿から，多数の原則的な問題に関するその決定

権を，直接とり上げようとする国際的ならびに超国家的財政権力」が登場したこと，そして，

「国際上の諸条約にもとつく国際的な『財政連帯主義』（”Finanzsolidaritat“）というもの

が成長しつつある」ことに注目した9）。

　「国際的ならびに超国家的財政権力」は，1945年以後のドイツ占領地域において劇的にあ

らわれたが，マーシャル援助下のOEECとEPUの援助による西ドイツ国際収支危機（50

年秋）の克服においても，ヨーロッパ諸国の「上位に位する財政権力」つまり「国際的なら

びに超国家的財政権力」の力がはっきり姿をあらわしたとし，この財政権力の指導原理のも

っとも重要なものは，参加諸国の国内財政の安定の原則であったという10）。この背後にはア

メリカの「国際的財政政策」がある。この政策は，国家間の「財政連帯主義」の発端となっ

たが，その範囲で国際的に承認された「財政政策上の行動法典」がひとりでに形成された。

それはく国内の財政上の安定〉という標識であり，関係諸国の財政政策上の行動を支配する

最初の超国家的な基準という性質をもつ。これは，マーシャル援助と「ヨーロッパの超国家

的『財政官庁』」としてのOEECのもとで「アメリカ人の顧問が間接に与えた決定的影響」

により形成された11）。そしてマーシャル援助に対する「政治上の反対給付12）」としてのヨー

ロッパ域内協力（OEECやEPU）から生れたヨーロッパ石炭鉄鋼共同体（51年）は，参

加諸国がこのr部門に関し共同体のために各国の主権を放棄したものであり，加盟各国の工

業生産額から「課金」を徴収する権利をもつものであって，「最初の具体的な超国家的財政

権力」の創設であり13），「ヨーロッパの天地で形成されつつある国際的ならびに超国家的な

財政政策の，もっとも重要な出発点の一つである14）」と評価した。

　「国際的なr財政連帯主義』」は，戦時中の武器貸与，戦後の救済援助，マーシャル援助，

軍事援助など，アメリカの国際的財政政策の展開によって発展した。それは，当初は「ソヴ

ェ、ト同盟を含む全世界の財政連帯主義の思想」に立っていたが，共産主義の膨脹とともに，

アメ、リカの外交政策の目標が共産主義の孤立化におかれるようになって，これへの協力とひ
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きかえに援助するという「財政的双務主義」に転換し，さらに朝鮮戦争の勃発により，重点

が経済再建援助から防衛・軍事援助に移行した15）。むろん，これで「財政連帯主義」がなく

なったとしているわけではない。資本主義世界内のそれに限定されたというのであろう。な

お，アメリカの国際的財政政策は，「アメリカ国際収支の構造的不均衡の是正に，したがっ

てまた同時に世界経済の交易関係の安定に寄与する16）」という関係にも言及している。

　シュメルダースは，このほか，各国の「財政・租税制度上の漸次的同一化の過程」につい

ても論述しているが，ここでは指摘するにとどめておこう。　r財政政策』　（第1版，1955年）

におけるシュメルダースの所説の要点は，ほぼ以上のごとくである。同書は，その後言訂さ

れ，65年に第2版，70年に第3版が刊行された。かなり大幅に改訂されている。基本的考え

方には変化はないが，新たに追加されたもので，注目されるところを第3版によりこ，三み

ておこう。

　シュメルダースは，おそらくEEC内の財政政策の調整が予想どおりには進展しなかった

という判断からであろうが，「財政政策を……超国家的に方向づけることは，貨幣・通貨政

策をこれと同じように方向づける場合よりもはるかに困難である」としつつ，　「今日ではと

くに対外政策の面で国際化の傾向が強い。西側世界の共通の防衛任務は個々の国の対外政策

的措置に対して，さらにそれ以上その軍事予算および国防政策に対しても，すでに明らかに

共通のスタンプを押している」とし，「共通の防衛任務」から生じる対外政策・国防政策・

軍事予算の「国際化」（internationale　ZUge）を指摘している17）。「一国の範囲・領域を超

えておこなわれる財政政策の発端18）」を，アメリカの連合国戦争財政に対する援助や戦後の

対外援助にもとめ，それを「財政連帯主義」の思想ないし理念の出現である，と把握する点

は第1版と変わりはないが，新たに開発援助について，「植民地支配の時代が終ってから以

後，発展途上国に対する配慮が自由世界の外交政策の試金石になってきたのにつれて，財政

政策は，超国家的方向をたどる世界経済政策に対する共同責任の要請に応えなければならぬ

という試練の前に立たされている19）」とし，開発援助が「自由世界の共同任務」となったこ

とを指摘するとともに，さらに，発展途上国に対する国際的な財政援助は一種の「国家間の

財政調整」という意義をもち「連邦国家における国内の財政調整に類似した現象」である20）

との認識をも示した。

　こうしてみると，シュメルダースは，「一国の範囲・領域を超えておこなわれる財政政策」

一われわれのいう「財政国際化」一の問題領域のほとんどをとりあげていたといってよ

いであろう。つまり，アメリカの「国際的財政政策」，「国家間の財政連帯」，「国家間の財

政調整」，各国の「財政・租税制度上の漸次的同一化の過程」，主権ないし財政・租税高権の

制約，などがそれである。そして，たとえば，マーシャル援助下のアメリカ・OEEC・ヨ

ーロッパ各国財政といういわば三層構造における「国際的ならびに超国家的財政権力」と指

導原理の問題、財政連帯主義の変質の問題など，示唆的な考察が随所にみられた。従来の財

政学が一国単位の視角に制約されていたのに対し，シュメルダースがその限界をこえる視角

をもちえたのは，おそらく西ドイツの地点からヨーロッパ共同体の問題を考えていたからで

あろう。

　一方しかし，たとえば，OEECを「ヨーロッパの超国家的『財政官庁』」とし石炭鉄鋼

共同体を「最初の具体的な超国家的財政権力」とすることは矛盾しないのか，ブレトンウッ



ge

ズ協定を「通貨連帯主義」（Wahrungssolidarittit）とよぶとき，これと「財政連帯主義」と

はいかなる関連にあるのか，あるいはアメリカの「国際的財政政策」と「財政連帯主義」と

はどういう関連にあるのか，「国際的ならびに超国家的財政権力」の指導原理が〈国内の財

政上の安定〉であり，それは国際的に承認された「財政政策上の行動法典」として，関係諸

国の財政政策上の行動を支配する最初の超国家的な基準という性質をもつというが，それは

ほんとうに新しい基準なのか，またそもそも「国際的ならびに超国家的財政権力」の実体は

なにか，等々，不明確ないしあいまいな点も随所にみられる。そして，最：大の難点は，これ

らの問題領域の相互関係や本質が世界経済の歴史的動態を基礎に体系的に考察されているわ

けではないという点であろう。

　さて，以上の武田やシュメルダースの所説，とくに前者の所説をふまえて，当の現象を

「財政の国際化の傾向」とネイミングしたのは，秋山穣であった。そして，「戦後の新しい

財政国際化の現象」として，①アメリカ主導の各国財政支出による共岡機関の設置（国際連

合の諸機構，IMF，　IBRD等）とその運用による資本主義的世界秩序の安定化の活動，

②アメリカの対外援助政策（＝「アメリカ財政の国際化」）一の二つをあげたのである。ま

た，「戦後のアメリカ財政は恐慌回避と資本主義的世界秩序の維持とそれへの支配のために

財政資金放出政策（スペンディング政策）を国際的に展開するにいたった」が，それは同時

に「被援助国の財政のアメリカへの従属化という新たな事実の発展をいみする」と把握され

ていた21）。

　この秋山の所説に対し，坂井昭夫は，「財政国際化」進展の「二経路」ないし「二類型」

を検出したものであり，有効な分析視角を提供していると評価する一方，財政自主権侵犯の

具体的メカニズムが明らかでない，「財政国際化」の二類型の絡み合いとその全体としての

財政自主権圧迫の態様が不分明である，と批判した。また，シュメルダースの所説に対して

も，アメリカの国際的財政政策は「各国財政自主権の公然たる侵犯」を意味するのに，この

点にはふれずに，「ただ国際的な財政政策の調整を『善』として書き綴っている」のであり

「各国の自発的な財政自主権の放棄の勧奨」である，と批判している22）。

　こうした批判は，坂井が，　「各国財政相互の国際的関連＝『国際財政関係』」の研究の「中

心的課題」は「財政自主権の問題」にあるとしていることからでてくるのであるが23），この

課題設定とその背後にある考え方には，前掲拙稿でふれた疑問のほか，　「財政自主権」をい

わば神聖不可侵な「善」なるものとして前提し，これを「侵犯」するものを断罪するという

非社会科学的方法が混入している点にも疑問があり，ここでは立ち入らない。ただし，「財

政・租税主権」，ひいては国家主権の問題が，「財政国際化」を考えるにあたり重要でないと

いうのではない。　「財政国際化」の進展は，必然的に国家主権を制約する傾向をもつのであ

り，近代国遠国家の現代的変質を意味するのであるが，問題はそれを「悪」として断罪する

ことにあるのではなくて，なぜそうなるのかを世界経済の歴史的動態との関連において，そ

れこそ社会科学的に究明することなのではないかというのである。

坂井は・「財政国際化」の二類型O＊目互の「絡み合い」については，IMF体制を軸ご考

察している。要約すれば，このこ類型は「相互に基礎を提供しあい相補いつつ一体となって

アメリカの手による国際的な財政支配網の形成におおきく奉仕してきた」のであるが，IM

F体制は各国の「通貨自主権」の制限をつうじアメリカに財政管理をふくむ各国経済管理の
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特権を賦与するものであり，アメリカ対外援助政策はこの特権を不断に強化する。そしてI

MF体制はドルに唯一の国際通貨の地位を与え，アメリカによる国際収支の長期赤字をおし

ての大規模な国際的財政支出を可能ならしめるのであり，ここに二類型が「絡み合って」い

る，というわけである24）。亙MF体制が，ある限度まで基軸通貨国アメリカの国際収支赤字

の持続を許容し大規模な国際的財政支出を可能にする国際通貨体制であったことは事実であ

り，この関連を問題にすることには異論はない。しかし，坂井は，もっぱら「アメリカによ

る各国『財政自主権』の攻略」という観点から，この関連を考察する。その結果，二類型が

結局はいずれもアメリカの各国財政・経済管理の手段となってしまう。二類型のうちの共同

機関の設置とその運用による資本主義世界秩序の維持という秋山の第①類型が非常に狭くな

る。極論すれば，二類型に分類した意味がなくなるのである。武田のいう資本主義各国の

「共同的」対処という面が欠落してしまうのであり，一面的にならざるをえない。

　やはり，資本主義世界として「共同的」ないし国際的な対処を必要とする問題が生じてき

たことを明確にしたうえで，第二次大戦後にはアメリカが世界経済の基軸国として，そのた

めの国際的制度・機関の構築と運営の主導権をにぎり，経費面でも主たる負担をおこなうこ

とになった一そうすることがまたアメリカの「国益」にもかなうものであった一と考え

ておかないと，「財政国際化」の特殊現代性が理解できないことになる。また，アメリカが

基軸国としての地位を後退させていく時期の問題を把握することも困難になるのではないか。

なぜなら，この時期にはまさに資本主義各国の「共同的」対処という面が前面にでてくるこ

とになるからである。

　ところで，林健久は，前掲拙稿でも注記したように，「バックス・アメリカーナの財政学」

という観点から，次のような所説を展開している。

　要約すれば，社会主i義国の登場は資本主義諸国にとって内部的対立をこえた「共通の敵」

の出現を意味する。そこで資本主義諸国は共同してこれに対抗するために「軍事的な協力体

制」を生みだす。それは軍事費の協力（融通，貸与，肩代りなど）として現れ，「共通の軍

事費」という性格が強まると同時に，負担の仕方も一種の「応能原則」にしたがってアメリ

カ中心となる傾向が生じる。　「バックス・アメリカーナの財政学」である。バックス・アメ

リカーナを支えるのは軍事費だけではない。国際通貨体制・貿易体制・発展途上国援助など

の「世界的な連繋機構」が，非社会主義諸国を結合し，そこの政治・経済・社会の安定をは

かっている。これらの経費ないし負担も，アメリカを頂点とする資本主義諸国の「応能負担」

により支えられている。こうした「世界的な安定装置」とその負担を前提にして，各国は国

内では「福祉鼠開化」を進めている。もしアメリカの肩代りがなけれぽ，各国の軍事費負担

はそれだけ大きくなり，福祉国家的支出はそれだけ困難になったであろう。またIMF体制

のもとで各国はスペンディング・ポリシーを展開し経済成長なり安定なりをはかるが，ここ

でもアメリカの下支えによってそれが可能となり，失業対策費や公的扶助費が節約され，福

祉国家型財政の負担が軽減される。福祉国家型財政をどう構成するかは各国の問題だが，そ

れらはアメリカを中心とする国際的連繋のなかで形成されている現象であり，軍事費の連繋

と相呼応して資本主義体制の世界的な安定をもたらしている25），と。

　この所説は，　「資本主義諸国の軍事費の相当大きな部分をアメリカが背負っていて，それ

との関係で，各国の財政が組まれているということを，どう議論するか。現代は社会福祉国
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家だと思うけれども，各国の財政をみればそうだけれども，それはアメリカの軍事費とセッ・

トになっての話で，それをどう議論するか。26）」という，林自身の設定した問題に対する一・

応の結論といっていいであろう。それが「バックス・アメリカーナの財政学」の意味であろ

う。そしてそれは，対社会主義の「世界的な安定装置」（軍事的な協力体制・国際通貨体制・

貿易体制・発展途上国援助）の形成が資本主義諸国に共通経費を発生させ，それがアメリカ

を頂点とする各国の「応能原則」によって負担される，という国際財政関係と，それを前提

に各国の福祉国家化が成り立っている，という福祉国家財政の位置とを，明らかにするかた

ちになっているのである。ここでは，資本主義各国の「共同的」対処という面が「共通の敵」

としての社会主義への対抗として把握され，そこから生ずる財政上の問題が「世界的な安定

装置」の形成とその経費および負担の問題として，規定されているとみることができる。す

ぐれた整理といっていい27）。ただ，問題点は，　「共同的」対処がもっぱら社会主義への対抗

の問題から把握され，世界経済の問題がほとんどふれられていないということであろう。

　さらに，この所説は，「バックス・アメリカーナの財政学」を明らかにしたものであって，

1970年代以降のいおば“ポスト・バックス・アメリカーナの財政学”についてはほとんどふ

れていない。ただし，次のような指摘はある。すなわち，「基本的にバックス・アメリカーナ

体制が変らないとしても，アメリカの経済的地位が低下しつづけている以上，福祉国家形成

期のように，アメリカに軍事費の肩代りを期待することはできなくなる」「現代の軍事費は

…… ､同的軍事費という性格なのであって，応能的にアメリカが負っていたのであるから，能

力の変化に伴って他国の負担が増えることは当然である。それが各国の増税圧力となる28）」，

と。70年代以降，　「バックス・アメリカーナ体制」が変わらないか否かはおくとして，軍事

費のアメリカの負担が他国に肩代りされていくこと，それが各国の増税圧力となることが指

摘されている。これは，開発援助等の肩代りもふくめて，この時期の国際財政関係の特徴の

ひとつとしなけれぽならないであろう。

　だが，軍事費や開発援助の肩代りは，ある程度はこの時期以前にも進行していたのであり，

この時期の国際財政関係の新しい特徴は，むしろマクロ経済政策の国際協調の一環としての

財政政策の国際調整の問題が登場したことにあるのではないかと考えられる。この面からの

共同負担ないし肩代りが生じてきたのである。たとえぽ，1977～78年のいわゆる「機関車」、

論のもとでのアメリカ・日本・西ドイツの内需刺戟策，85年プラザ合意以降のアメリカの財

政赤字削減・日本と西ドイツの内需刺戟策，が典型的ケースである。そうだとすれば，われ

われとしては，これも「財政国際化」の概念に内包しなければならないであろう。

2）　大内兵衛・武田隆夫『財政学』弘文堂，1955年，230～246ページ。同書の武田隆夫執筆部分（第

　4～6章）は，武田隆夫『財政と財政学』東京大学出版会，1985年に再録されている。

3）大内・武田，前掲書，240ページ。

4）　同上。

5）　同，240～241ページ。

6）　同，242～243ページ。

7）武田隆夫は，前掲書の3年後に発表した論文において，資本主義の自律性の喪失と財政どの関連に

　ついて，次のごとく説明している。「第一次大戦，特に世界恐慌以後になると，資本主義経済はそ

　の自律性をうしない，各方面において国家の干渉，介入をまたなければ，資本主義につきものの恐
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　　慌をみずから克服していくことはでぎなくなってぎた。また，この時期になると，一：方では貧富の

　　ひらきがますます増大し，慢性的失業がふえてくる等，資本主義の矛盾が増大するが，他方ではそ

　　れにたいする社会主義のがわからの批判が，すでにソヴィエト・ロシアが成立しているという事実

　　を背景として，いよいよ活発化してくる。そこで，国家は恐慌克服を目的として，財政需要をふや

　　したり，租税についての特別措置を講じたり，財政投資をおこなったりするとともに，独占資本の

　　私的統制に代って経済にたいする国家的統制を実施し，時にはみずからの各種の事業を営まなけれ

　　ばならないようにさえなってくる。．また，社会主義に対抗して資本主義を維持するために，経費支

　　出の面でも租税徴収の面でも社会政策的配慮を強化するとともに，進んではいわゆる完全雇用の実

　　現に努力せざるをえないことにもなってくる。／いなそれだけではない。この時期になると，金本

　　位制の維持が困難となり，いわゆる管理通貨制への移行が必至となってくる。それは，資本主義経

　済が自律性をうしなったことの原因でもあり結果でもあったが，ともかくこれによって，中央銀行

　　の政府機関化とその銀行券の政府紙幣化がすすみ，中央銀行の金融政策が財政の補充的手段として

　　利用されるようになってくる。」と（武田隆失．「総説」『現代日本資本主義体系V　財政』弘文堂，

　　1958年，7～8ページ）。

　　　つまり，資本主義の自律性の喪失のうえに社会主義の側からの批判がくわわり，国家の財政をつ

　　じる資本主義経済への干渉・介入が必然化する．、その場合、管理通貨制への移行は，中央銀行の金

　　融政策を財’政の補充的手段として利用可能にする，という関連が明らかにされている。だが，これ

　　は各国の「個別的」対処を示すものであり，「共同的」対処の面にはなぜかふれられていない。3

　　年前の『財’政学』においては，後老の面は「現代財政における新傾向」のひとつとされていたにも

　　かかわらず，この論文ではほぼ脱落してしまったのである。

　　　降旗節雄は，この所説を「ここでは，後に国家独占資本主義をめぐる論議でとりあげられるほと

　　んどの論点が提示され，かつそれが経済的基礎の変質を出発点として適確に構成されている」と評

　　価したうえで，いくつかの難点をあげ，「さらに問題なのは，宇野博士がr現状分析としての世界

　　経済論』と規定したのに対して，武田氏の主張では，この世界経済論的視角が一世界恐慌という

　　一点を除き一罪だ希薄なことである。これはおそらく武田氏が，基本的に財政学的視角から，第

　　一次大戦を画期とする資本主義の変質を確認しようとしたことの結果であうう。」と指摘している

　　（降旗節雄編『宇野理論の現段階3　現代資本主義論一方法と分析一一一』社会評論社，1983年，

　　19ページ）。

　　　前掲拙稿でもふれたように，「財政国際化」の研究は立ち後れてきたといっていいが，それはひ

　　．とつには「財政学的視角」に制約されていたからであろう。これを武田がせっかく「現代財政の新

　　傾向」として抽出しながら，その後あまり問題にしなくなった理由の一端はここにあったのであろ

　　う。降撫のい．う「財政学的視角」．は，おそらく一国的視角ないし一国資本主義的視角という意味で

　　あろうが，そうした視角からは「財政国際化」はまさに死角にならざるをえない。いまひとつには，

　　日．本財疎の研究にとって，　「財政国際化」の研究の必要陸がまだそれほど大ぎくなかったというこ

　　．ともあろ．う。だが，日本がアメリカの周際的財政支出の肩代りを進め，また財’政政策の国際調整の

　　一環を担うようになれば，もはやこの問題は無視できない。きわめて重要な研究課題になるのであ

　　り，またあらためてこの視角から現代財政を再検討しなければならないわけである。

8）Sch皿61ders，　G．，　Finanzpolitik，1955，　S．、44－47　u．283－309．山口忠夫訳『財政政策』東洋経

　　済新報社，1957年，68～72，401～436ページ。

g）　Schm61ders，　a．　a．　O．，　S．44．訳書，68～69ペー章。．

10）　Schm61ders，　a；．　a．0．，　S．45－46．訳書，70僧71ページ。

．11）　Schm61ders，．a．　a．0．，　S．288．’訳書，1408ページ。
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12）Schm61ders，　a．　a．0．，　S．46－47．訳書，72ページ。

13）　Schm61ders，　a．　a．0．，　S．309．訳書，436ページ。

14）　Schm61ders，　a．　a．0．，　S．284－290．訳書，403～411ペ七一ジ。

15）　Schm61ders，　a．　a．0．，　S．293－206．訳書，415～419ページ。

16）　Schm61ders，　a．　a．0．，　S．282．訳書，399ページ。

17）Schm61ders，　Finanzpolitik，　Dritte，　neu曲erarbeitete　Aufiage，1970，　S．54－55．山口忠夫・

　　中村英雄・里中恒志・平井源治訳『財政政策（第3版）』中央大学出版会，1981年，60～61ページ。

18）　Schm61ders，　a．　a．0．，　S．55．訳書，61ページ。

19）　Schm61ders，　a．　a．0．，　S．482．訳書，650ページ。

20）Schm61ders，　a．　a．0．，　S．498－499．訳書，669ページ。

21）秋山穰「戦後資本主義国家財政の諸問題」（鈴木武雄。武田隆夫編『新経済学演習講座　財政学』

　　青林書院，1960年，所収），248～250ページ。前掲拙稿では，この秋山論文が「財政国際化」という

　　現象に端緒的に注目したとしたが，さきにみたように，武田隆夫が秋山よりさきに，「財政国際化」

　　という言葉は用いなかったものの，この現象を「現代財政における新傾向」のひとつとして抽出し

　　注目していた。訂正しておきたい。

22）坂井昭夫「『財政自主権』への問題提起」（島恭彦・宮本憲一・池上惇編『財政危機の国際的展開』

　　有斐閣，1974年，所収），5～8ページ。

23）坂井昭夫『国際財政論』有斐閣，1976年，1～4ページ。

24）坂井昭夫，前掲論文，8～11ページ。同様の考察は，坂井昭夫，前掲書，69～73ページでもおこ

　　なわれている。

25）林健久『財政学講義』東京大学出版会，1987年，179～180ページ。

26）　武田隆夫・林健久・金子勝「座談会・財政学の方法と現代的課題」　（『経済学批判』第11号，1982

　　年，所収），133ページ。この林の問いに対し，武田は次のごとく答えている。「たしかにそうだ。

　　第二次大戦後社会主義が非常に強くなったから，第一次大戦後のようなことを繰返していたので

　　は，資本主義は維持していけない。そこで，第二次大戦中に，ひとり巨大な生産力を持つようにな

　　たアメリカが中心となり，それに各国がおんぶして，みんなで資本主義を維持していこうというわ

　　けだろう。援助や亙MFやGATTもそうだが，新兵器の出現によって巨額になった軍裏費をどう

　　分担するかは，財政の問題として特にだいじだ。しかし，連繋といっても，資本主義であるかぎり

　　アメリカと各国とのあいだの競争をなくするわけにはいかないから，それによって，アメリカの生

　　産力が相対的にさがれば，おんぶする力にも限界がでてくる。そして，それが近ごろかなりはっき

　　りしてきたのではないでしょうか。」（同上，134ページ）。

27）加藤栄一は，この林の所説を「鮮やかな説明」だと評価したうえで，次のような問題提起をおこな

　　っている。すなわち，「もう一段plauslbilityを高めるためには，現代財政における軍事費の水準

　　と性格を歴史的，段階的に比較する必要があるのではないかと思われる。……少なくとも自由主義

　　段階における軍事費の国際的関連との対比についてはひとこと言及されてもよかったのではないか

　　……。なぜなら，これまでにない本書の自由主義段階財政論の特色は，イギリス本国財政と植民地

　　財政との関係にかんする近年の研究成果に依拠しながら，イギリスにおけるcheap　government

　　が，『イギリス本国財政と匹敵するほどの大きさの軍事費ゴをインドがイギリスのために負担して

　　いたことなどによって可能になったという事実を重要な論点として採用しているところにあるから

　　である。軍事費を主として中心国が負担したバックス・アメリカーナ，軍事費の負担が中心国から

　　周辺部へ転嫁されたバックス。ブリタニカ，この二つのシステムの対比のなかには，自由主義財政

　　論にとっても，福祉国家型財政論にとっても，刺戟的で有益な論点が沢山かくされているように思
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　　われる。」（加藤栄一「書評・林健久『財政学講義』」『経済学論集』〈東大〉第53巻第4号，1988

　　年，84ページ）。きわめて興味ある問題提起である。“バックス・ブリタ千僧の財政学”と「パック

　　ス・アメリカーナの財政学」との比較は，「財政国際化」という視角からいえぽ，バックス・ブリ

　　タニカの場合にはイギリス本国と植民地の財政関係であり，バックス・アメリカーナの場合には国

　　冷間の財政関係である，という違いに留意する必要があろうが，「財政国際化」の研究にとっても

　　有益だと考えられる。

28）林，前掲書，192～193ページ。

夏夏亘

　以上，「財政国際化」に関する一ないし関連する一諸説を検討してぎた。概念的には

武田，秋山，林の所説が有効な準拠枠を与えていたと考えられる。そこで，これらをふまえ

ながら，われわれ自身の積極的な概念規定をおこなうことにしよう。

　まず，「財政国際化」の一般概念を考えるとすれぽ，さしあたり，それは一一国の範囲・領

域をこえて形成される財政現象である，と規定しうるが，それは，資本主義世界全体の観点

からみた場合と基軸国ないし二軸国について一国的観点からみた場合とにおけることがでぎ

る。前者は，世界体制維持装置一組織と政策一の共通経費を応能原則により各国が分担

支出する財政関係の形成と拡大である。「国家間の財政連帯」や「国家間の財政調整」，最近

の財政政策の国際調整などが問題となる次元である。後者は，前者の中軸部分を一国的観点

からみたものであって，基軸国ないし二軸国の国際的財政政策であり，アメリカの「財政国

際化」とか日本の「財政国際化」とかいう場合がそれである。その他の国は，共通経費を分

担支出してもあるいは援助等を受けても，その国からみた場合には「財政国際化」とはいわ

ない。以上が，一般概念である。だが，これではあまりに形式的であろう。次に内容を与え

なければならない。発生史的に整理してみよう。

　（1）　「財政国際化」は，まず，資本主義各国が「共同的」ないし国際的に対処しなければ

ならない問題一「個別的」には対処できない問題一が生じることによって出現する。ど

んな問題か。それは資本主義世界体制の維持を困難にするような問題であり，具体的には，

世界戦争，資本主義世界経済の自律性喪失，社会主義国家の現実化・世界化，南北問題で

ある。1970年代以降については，基軸国アメリカの経済的優位の後退にともなう世界経済の

構造的不安定化という問題が新たに生じている29）。

　（2）こうした問題に「共同的」ないし国際的に対処するために，基軸国アメリカの主導の

もとに，資本主義世界体制維持装置が形成される。それは共同防衛，世界経済，南北問題の

三つの領域に配置される。代表的な装置をあげれば，共岡防衛ではNATO，　SEATO，日

米安保体制など，世界経済ではIMF，　GATT，　OECD，　G5など，南北問題では9BRD，

OECD・DAC，　IDAなど，であるが，むろん，「共同的」に対処しなければならない問題

の変化とともにスクラップ・アンド・ビルドがおこなわれるか，既存組織の性格変化が生じ

る。こうした世界体制維持装置は，アメリカ型生産力の発展・普及の国際的枠組みとなり，こ

れにより「資本主義的世界秩序」の維持が可能となったのである。レギュラシオン学派の用

語を使えば，「フォード主義的蓄積体制」の国際的な「制度諸形態」となっていたわけである。
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　（3）世界体制維持装置の経費の大部分は応能原則によって各国が負担する。基軸国アメリ

カが多くを負担したことはいうまでもない。アメリカからみれぽそれは「世界政策」経費で

ある。アメリカの「世界政策」ドル撒布は世界需要を拡大し世界的高成長を媒介した。だが，

アメリカの経済力の相対的低下，西ヨーロッパとH本の復興・高成長にともない，あるいは

またポスト・バックス・アメリカーナの時代にはいれば一層，応能原則にしたがってアメリ

カの負担が西ヨーロッパと日本に肩代わりされていくとともに，財政政策の国際調整という

共同負担も新たに登場する。

　レーニン風に表現すれば，これが「財政国際化」の発生史であり，概念の内容である，と

いうことになろう。すなおち，資本主義世界一制の危機ないし動揺の発生→「共同的」ない

し国際的対処としての世界体制維持装置の形成→共通経費の発生と負担，という関連におい

て，「財政国際化」は生じるのであり，それは基軸国の経費負担と各国の経費分担の問題か

らなる：わけである。

　ところで，さきにもふれたように，1970年代以降，「財政国際化」の新傾向として，財政

政策の国際調整という現象があらわれている。これについて若干補足しておこう。

　それはいわゆる政策協調＝マクロ経済政策の国際調整（international　macroeconomic

policy　coordination）の一環として登場したのであるが，その背景は，基軸国アメリカの

後退と世界経済の構造変化，IMF国際通貨体制の崩壊，そして変動相場制への移行にあっ

た。基軸国アメリカの後退と世界経済の構造変化は，米・欧・日三極対立構造の形成，NICs

の台頭，産油国パワーの出現など，世界経済の不安定化を意味し，変動相場制への移行は，

国際収支不均衡を自動調整するものではなく，むしろ不均衡を拡大したり，ドルの傾向的低

落基調のもとでの為替の不安定をひきおこしたりするものであった30）。こうして，1971年の

ニクソン・ショック以降，とくに73年の石油ショック以降，資本主義各国が「共同的」に対

処しなければならない新たな世界経済の問題が生じたのである。これへの対応として登場し

たのがマクロ経済政策の国際調整であった。財政政策の国際調整はその重要な一環をなす。

基軸国アメリカの後退は，国際的財政支出の肩代り要請を強めただけではない。さらに財政

政策の国際調整という新たな共同負担を生みだしたのであり，この点に「財政国際化」の新

しい傾向をみなけれぽならない。

　マクロ経済政策の国際調整の典型的な事例として，しばしば1978年のボン先進国サミット

ー「機関車」論による国際調整一があげられている31）。　「機関車」論（‘locomotive’

theory）は，石油危機以降の世界不況の長期化様相や先進国の「強い通貨国」と「弱い通貨

国」への二極化傾向などを背景に，「強い通貨国」のアメリカ・西ドイツ・日本が内需刺戟

策をとり，世界不況から脱出する牽引車になるべきである，という国際調整論であった。ア

メリカのカーター政権（77年就任）が，これを「機関車」戦略として対外経済政策に採用し，

自ら景気刺戟策を打ちだすとともに，西ドイツと日本に内需刺戟策を要請していったことか

ら，77～78年のロンドン・ボン両先進国サミットの焦点となったのである32）。

　カーター政権が「機関車」戦略をとった背景には，①世界不況の長期化様相と「弱い通貨

国」のユーロ・コミュニズム，②アメリカの景気減速（76年後半）と大量失業の定着，③ア

メリカ貿易赤字の拡大と国内保護主i義，④ドル為替相場の下落，などがあった。．同政権の国

内的な最優先課題は，雇用拡大であり，景気刺戟策の採用が必要であったが，西ドイツやH
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本がインフレ再燃をおそれて慎重な政策をとっている状況のなかで，アメリカのみが刺戟策

をとると，景気のズレ拡大とインフレ加速により，貿易赤字がますます即きくなり，国際収

支が悪化し，またドルの下落を加速する。そこで西ドイツと日本に景気刺戟策をとらせて，

貿易黒字を縮小させるとともに，世界景気回復の役割分担をさせる。とくに西ドイツはEC

の基軸であり，西ドイツ経済の拡大は「弱い通貨国」の回復を促進し，ひいてはユーロ・コ

ミュニズムの台頭を抑止する意味をもつ。これがアメリカの「機関車」戦略であった。

　それは，産業的優位を失い世界景気主導力の減衰したアメリカが，国益（雇用拡大）を追

求しつつ，世界不況下の資本主義世界秩序の維持の主遵権をとろうとするかぎり，政策協調

というかたちで西ドイツと日本に役割分担をもとめざるをえない，ということを端的に示し

ている。そしてそれは，西ドイツや日本にとっては，資本主一世界秩序の維持を利益とする

かぎり，新たな財政負担が発生するということにほかならない。副砲国としての西ドイツや

日本の「財政国際化」が進むことになるのである。

　「財政国際化」概念は，現代財政分析においてきわめて大きな意義をもつといわなけれぽ

ならない。あらためて再評価される必要がある。とくに最近のバックス・アメリカーナの崩

壊過程における日本財政の分析や財政政策の国際調整の分析にとっては決定的に重要である。

むしろ，財政政策の国際調整という問題が登場したことが，われわれに「財政国際化」概念

の再評価を促したのである。むろん，本稿でのこの概念の検討と整理は，なお研究途上の作

業仮説にとどまる。この概念をとおして具体的な現代財政分析を進めつつ，そこからまたフ

ィードバックして，さらに洗練させ，より有効な概念に鋳直す必要があることはいうまでも

ない。

29）根本問題は，資本主義世界経済の自律性喪失であり，世界大恐慌と国際金本位制の崩壊に端的に

　　示されているが，その根本原因はアメリカ型重化学工業という巨大生産力の発展にあり，これがヨ

　　ーロッパ経済の困難を介して世界経済の構造問題としての世界農業問題（南北問題の一種の原型）

　　をひきおこしつつ国際金本位制という国際的枠組みと衝突した結果であって，この生産力の一層の

　　発展と世界的普及には，各国の「個別的」対処では限界があり，新たな国際的枠組みの構築が必要

　　になったことを意味する。戦後の世界的高成長の内実は，IMF・GATT体制と基軸国アメリカ

　　の「世界政策」ドル撒布という，新しい国際的枠組みのもとで，この生産力が発展し，EEcと日

　　本に普及したことにある。だが，EECと日本の対米キャッチング・アップと世界的高成長は，反

　　面において，南北問題を発生させるとともに，アメリカの生産力的優位をつき崩し，世界的高成長

　　の国際的枠組みを壊していく。1970年前後に連続的に生じた事態，すなわちアメリカのベトナム戦

　　争敗北，IMF体制崩壊，石油危機は，南北問題の爆発と基軸国アメリカの後退を端的に示すもの

　　にほかならなかった。「財政国際化」を必然化する世界経済的根拠は，こうした世界経済把握によ

　　って明らかになると考えられる。くわしくは，大島清編『世界経済論』頸草書房，1965年，同編

　　『戦後世界の経済過程』東京大学出版会，1968年，同編『現代世界経済』東京大学出版会，1987

　　年，降旗編・前掲書などを参照されたい。

30）　IMF体制崩壊後，国際通貨体制の再構築がはかられ，　亙MF協定改正案が石油危機後の世界不

　　況下第1回先進国首脳会議（ランブイエ・サミット，1975年11月）で合意され，翌76年キングスト

　　ンのIMF暫定委員会で承認された。それは，為替相場制についていうと，変動相場制の現状を追

　　認し法制化したものにすぎなかったが，新しいところは次の点にあった。すなわち，通貨価値の金

　　とのリンクや固定相場制維持の介入義務がなくなったかわりに，為替相揚安定のために，加盟各国
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　　に，秩序ある経済成長をめざす金融・経済政策の採用，秩序ある基礎的な経済・金融条件や通貨制

　　度の育成，国際収支調整を妨げたり不公正な競争条件をつくるための為替相場や国際通貨制度の操

　　作の回避，という一般的義務を課し，さらにIMFによる国際通貨制度の監督・加盟各国の義務の

　　遵守の監視（サーベイランス）・そのための各国との協議等を規定した，という点である（小林

　　嚢治「国際通貨体制」馬場宏二編『世界経済1　国際的連関一焦点と回路一』御茶の水書房，

　　1986年，所収，82～89ぺ・一・・ジ）。

　　　これは，固定相場制と異なり，変動相場制では，厳格な義務や規律がないため，マクロ経済政策，

　　ファンダメンタルズ，為替操作について，一種の政策協調が必要であること，政策協調にはIMF

　　の監視や協議が不可欠であること，の二つの認識に立つものである。だが，政策協調の実行には，

　　IMFの監視や協議だけでは限界があり，OECD，　G10，　G5など既存の国際組織を総動員し，さら

　　に先進国サミットにおける高度の政治的決定を必要とした。それは基軸国アメリカの後退と世界経

　　済の構造変化に対応する新たな国際協調体制の形成を意味する。むろん，それでも政策協調の実行

　　は容易なことではないが，ここでは国際通貨制度の面からも政策協調の必要性が生じたことに注目

　　してお．きたい。
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