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「フ ラー トン の貨 幣 ・信 用 論 に つ い て 」
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亙.は じ め に

(1)課 題 設 定

周 知 の よ うに,ジ ョン ・フ ラ ー トン(JohnFullar㊥n,ヱ780-1849)は,T.ト ゥ ッ クや 」.

ウ ィル ソ ン達 とと もに,通 貨 論 争 に お け る銀 行 主 義 の立 場 を 代 表 す る理 論 家 で あ る。 そ して,

彼 の著 作 『通 貨 調 節 論 』(1)も,そ の 副題 一 「イ ン グ ラ ン ド銀 行 と全 国 の諸 銀 行 の無 準 備 発 行 を

将 来 一 定 の限 度 内に 制 限 し よ う とす る提 案 の基 礎 を なす 原 理 に つ い て の検 討 」 一 が示 す よ う

に,1844年 の イ ン グ ラ ン ド銀 行 条 例 に 結 実 す る通 貨 原 理 に 対 す る批 判 を 直 接 の 目的 と して い

る。

通 貨論 争 は,地 金 論 争 と並 ん で,19世 紀 の貨 幣 ・信用 理 論 に お け る最 も重 要 な 論争 で あ っ

た 。 また,こ の論 争 は,イ ン グ ラ ン ド銀 行 条 例 の是 非 とい う直 接 的 論 題 を こ えて,～ 般 的 な

重 要 性 を もつ数 多 くの 理 論上 の 問題 を提 起 して い る。 そ して,通 貨 学 派 と銀 行学 派 との あ い

だ の基 本 的 な認 識 の 対 立 は,貨 幣 数 量 説 的 な 観 点 を 是 とす るか非 とす るか とい う点 を は じめ

と して,貨 幣 ・信用 問 題 を論 じ る さい の 認識 の枠 組 み を め ぐ る現 在 の論 争 点 と も共 通 す る も

の を も って い る。 そ の意 味 で,こ の論 争 の 一方 の主 役 の 一 人 で あ る フ ラ ー トンの 議論 は,検

討 に 値す る とい え よ う②。

また,マ ル クス は フ ラ ー トンに つ い て,『 資 本 論 』 第3部 第5篇 「利 子 生 み資 本」 を は じ

め と して,い くつ か の 箇所 で論 評 を加 え て い る。 も と よ り,検 討 は批 判 的 に な され て い る の

で あ っ て,フ ラー トンの議 論 を そ の ま ま肯 定 して い る の で は な い。 だ が,「 貨 幣 の こ とに つ

い て の最 良 の著 述 家 」③ と い う表 現 や 「最 上 の ブ ル ジ ョア経 済 学 者 」㈲ とい う形 容 か らも窺 え

る よ うに,マ ル クス は フ ラー トンの議 論 を,例 え ば通 貨 学 派 の オ ー ヴ ァス トー ンな ど と比 較

して,積 極 的 に評 価 して い る。 そ して,そ れ だ け で な く,マ ル クス 自身 の理 論 形 成 に とって

も フ ラー トンの議 論 の批 判 的 検 討 は少 なか らぬ意 味 を もっ て いた と考 え られ る。 それ ゆ え,

マ ル クス の信 用 論 に つ い て の理 解 を深 め,そ の成 果 を さ らに展 開 す る とい う 目的 に とって も,

フ ラ ー トンの議 論 とそ れ に た いす る マ ル クス の論 評 の検 討 は意 味 を もつ とい え よ う。



1oo

　なお，従来，マルクス経済学の側でフラートンを取り上げる場合，『資本論』第3部第5

篇「利子生み資本」第28章「流通手段と資本」で取り上げられている，恐慌局面で銀行が貸

付けるのは資本であるとするフラートンの論点を中心に論じられることが，比較的多いよう

に思われる。これは，他の箇所での論評がいわば断片的であるのにたいして，ここでマルク

スがかなり長くフラートンの議論を検討しているという事情にもよるのであろう。ただし，

言うまでもなく，この論点だけでフラートンの議論の全体像が浮彫りにされるわけではない。

また，貸付けられるのは資本だとするこの論点そのものは，r通貨調節論』のなかで繰り返

し論じられている主題であるというわけでもない。後にみるように，それは，銀行券流通高

を景気変動の規定要因とする通貨原理に対して，貸付高と銀行券流通高の区別を強調すると

いう議論を展開するさいの一つの論拠という位置を占めている。マルクスが第28章で特にご，

の点を取り上げたのは，『資本論』第3部第5篇でオーヴァストーンらの通貨学派や銀行学

派のトゥークの議論を検討するさい，資本の前貸か貨幣の前貸かということが中心的な問題

のひとつとして繰り返し考察され，それとの関連でフラートンのこの論点が重要視されたと

いう事情におうところが多いように思われる。したがって，『通貨調節論』自体に即してみ

た場合，それのみが中心的論点となるとマルクスが考えていたというわけでは，かならずし

もないといえよう。

　そこで本稿では，次のように課題を設定して，考察を試みたいと考える。まず，フラート

ンが『通貨調節論』で展開している議論全体の構造と内容を確認することが，基礎的な課題

となる。そのうえで，この議論の意義と問題点とを，できるだけフラートンの議論全体の内

容に即して内在的に検討する。そして，フラートンにたいするマルクスの論評についても，

ただマルクスの議論だけをみるのではなく，フラートンの議論の内容把握を踏まえたうえで，

考察する。

（2）遍貨原理の概略と『通貨調節論』の構成

　さて，通貨論争は，1836年の恐慌と1839年の金融恐慌の発生を契機に1840－41年に議会に

設けられた特別委員会を主な舞台として展開された。この論争については，紹介や検討が様

々に行なわれているので，ここで改めてその詳細を記す必要はないだろう。ただし，通貨原

理の登場の歴史的背景や内容については，これを批判しようとするフラートソが簡潔かつ的

確に述べているので，以下の検討の前置という意味も含めて，フラートンの記述を借りなが

らその要点を簡単に確認しておくことにしよう。

　地金委員会の報告を受けて1819年にイングランド銀行莞換再開法が成立し，1821年から実

際に党換が再開された。この党換再開によって，「銀行制限条例の実施中，非常な不便と苦

痛を生んでいた大幅で頻繁な価格変動一すなわち，地金委員会の調査以来，発行者の裁量と

きまぐれ以外になんの統制もなく発行された内在的価値のない通貨の膨張・収縮にもっぱら

起因するとされてきた価格変動一の再発が阻止される」と主張された。「銀行券流通は，為

替の逆調や貴金属の輸出の主な原因とみなされている過大発行による価値の突然の変動にさ

らされないようになり，破産と没落を蔓延させるものと常に考えられてきた商業上の信用と

繁栄の激変も終息するだろう」と主張された。ところが，現実には，「1825年の大商業恐慌

（the　great　commercia正crisis　of　1825）」カミ発生した。これによって，1819年莞換再開条
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例が，「人間の忠心と軽信にたいする抑制」や「過大取引とその結果にたいする治療」・とい

う点では，「全く失敗」であったことが明らかになった。そして，通貨原理はこのような事

態を説明しようとするものとして登場してきたのである（5）。

　では，フラートンはこの通貨原理の内容をどのように捉えているのであろうか。彼は，そ

の「骨子」を次のように説明している⑥。

　（1）莞換性は，たとえ完全なものであっても，それ自身では紙券（paper）の過剰発行を

くいとめる有効な保証とはならない。

　（2）流通銀行券の大きさは，たんに，銀行券を発行する銀行家の自由裁量によって調節さ

れる。

　（3）通貨（currency）の価値はその量によって決る。そして，銀行家は，過剰発行能力に

よって，この量を自由自在に増大させ，その結果，紙券と金属との全通貨（the　circula－

tion，　bo七h　paper　and　metallic）の価値を減少させることができる。

　（4）銀行券は，金属流通を支配する法則とは異なった法則のもとに各人の手に集積されや

すく，その程度は金属流通では不可能であった程度まで達する。

　⑤　十分な担保を提供できる人々は，銀行券を所有しようとしたりその利用にたいして利

子を支払ったりするであろうが，同じ奥縞のもとでも，金であればそれを所有しようとした

りその利用に利子を支払ったりしないだろう。あるいは，銀行は銀行券の借手にたいしては

鋳貨の借手に強要したのとは違った担保で甘んじるだろう。

　（6）莞換性が完全な混合通貨の場合には，その紙券部分と金属部分との間での価値の乖離

はないから，紙土価値が騰落すれば，常に金価値が同時に同じ大きさだけ騰落する。こうし

て，貴金属の交換価値は，生産費や供給の割合によって変化するのではなく，貴金属の支払

約束の現存量の変化に比例して変化する。

　（7）流通手段（circulating　medium）の減価は，他の全商品の価格の一般的上昇の別の

表現にすぎないから，過剰発行による銀行券量の増加はすべて，価格の一般的上昇を招き，

他方，イングランド銀行券発行高（the　Bank　issues）の収縮はすべて，価格の下落をもた

らす。

　⑧　ある一国における価格上昇は，隣接国の価格が不変であるとき，隣接国からの輸入を

増大させ，、その国の輸出を減少させる。

　（9）これらすべての結果次のようになる。すなわち，対外支払残高の逆調，、為替下落対

外債務支払のためのイングランド銀行への金請求が生じる。金流出が一定期閲継続したのち，

イングランド銀行は信用の収縮によって金流出をくいとめようとし，それに次いで悲惨な結

果が生じる。

　フラートンは以上のように通貨原理の骨子を要約するのであるが，これをさらに整理すれ

ば，二つの部分にまとめることができるだろう。その第1は，銀行券の過剰発行によって物

価の一般的騰貴が生じるとする物価騰貴原因論である6党換制のもとでも銀行券の過剰発行

傾向は存在し，．その結果通貨量が増加して，通貨価値の下落すなわち物価の一般的騰貴が生

じるとする論理である。上記の（1）から⑦がこれに含まれるといってよいだろう。そして第2

は，この物価騰貴が輸入増大・輸出減少をもたらし，その結果為替が下落して金流出が生じ，

それが恐慌を惹起するという，金流出の原因・結果論である。そして，このような認識にも
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とついて通貨学派は，イングランド銀行券流通高を金準備とリンクさせ，それによって物価

騰貴の原因となる銀行券の過剰発行を抑止し，さらに金流出が生じたときには，それに応じ

た銀行券流通高の減少を通じて金流出の原因を除去し金流出を逆転させるべきだと，主張す

るのである。1844年のイングランド銀行条例は，このような主張の実現をはかるものであっ

た。

　さて，このような整理をふまえて『通貨調節論』の構成をみてみると，本書におけるフラ

ートンの議論は，以上のような通貨原理の骨子に対応するかたちで展開されているといえる。

すなわち，序論である第1章に続いて，第2章から第6章まででは通貨学派の物価変動原因

論に対する批判がさまざまの角度から展開されている。これに続く第7，8章において，通

貨学派の金蛇出入の原因・結果論が批判され，金宝出入の実態が種々論じられている。そし

．て，以上の通貨原理にたいする批判を踏まえて，第9，10章と「増補」の部分において，銀

行条例にたいする具体的な批判が行なわれている〔7）。

　以下，本稿では，．銀行条例の具体的批判についての論及は補足的に行なうに止めて，通貨

原理の理論的批判である物価変動の原因論と墨流出入の原因・結果論を中心に検討を試みる。

　なお，具体的検討に入るまえにあらかじめ次の点を指摘しておきたい。

　このフラートンの著書の直接の目的は，通貨原理とそれに基づくイングランド銀行条例の

批判である。したがって，通貨原理の理論的不備を指摘し，その結論が成り立たないことを

明らかにするということが，議論の機軸になっている。だが，フラートンも述べていたよう

に，，通貨原理ないしそれの是非をめぐって展開された通貨論争は，1825年以来恐慌が周期的

に勃発するという事態をうけて，その原因と対策を求めて行なわれたものであった。それゆ

え，通貨原理を批判するフラートンの場合も，たんに相手の理論の不備を指摘するというだ

けでなく，このような事態を通貨原理とは異なった理論によっていかに説明するかというこ

とが問われていたといってよい。銀行券の過剰発行が恐慌の原因ではないとするのであれば，

銀行を中核とする信用制度が恐慌ないし景気循環とどのような関連をもつかという点につい

て，通貨原理に代る説明をいかになすべきかという問題が提起されていたといえる。したが

って，この小論でフラートンの議論に検討を加える場合，ひとつには，通貨原理批判として

フラートンが呈示した論点を確認し，その有効性を評価するということが課題となるのであ

るが，たんにそれだけでなく，このような問題にどのように，そしてどこまで答えられてい

たのかという点も検討課題となる。

R．信用と物価変動

（1）　「貨幣」の定嚢

　通貨学派は，様々な信用形態のなかで銀行券だけを他の形態から切り離し，その流通高を

規制することによって貨幣量の管理が行なわれると主張する。そして，このような主張の前

提には，金鋳…貨とならんで「貨幣（money）」を構成するのは銀行券だけであるという理解

があった。

　例えば，1844年の銀行条例の提案者であるロバート・ピールは，この条例に関する下院で

の演説のなかで，この点を次のように論じている。
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　「最初に私は，r貨幣』という言葉を使う場合私がこの言葉をもって名付けたいと思うの

は，わが王国の鋳貨と持参人に要求に応じて支払われる約束手形とであるということを，述

べておかなけれぽならない。『紙券通貨（paper　currency）』という言葉を使う場合，私

はこのような約束手形だけを意味している。私は為替手形あるいは銀行家宛て支払指図書

（draft）あるいはその他の形態の信用を，この言葉の中にはふくめない。私の考えでは，

持参人に要求に応じて支払われる約束手形とその他の形態の紙券信用との性質のあいだに

は，また両者それぞれが諸商品の価格や為替にたいして与える影響のあいだには，重大な相

違：がある。」⑧

　つまり，「貨幣」の範疇には「鋳貨」と「持参人に要求に応じて支払われる約束手形」（銀

行券）のみを含める，銀行券は「紙面信用」という点では為替手形等と共通するが，「紙券

通貨」と呼べるのは銀行券のみである，というのである。　「貨幣」ないし「通貨」という用

語は，このような定義で用いられている。そして，それは単に用語法の問題ではなく，「諸

商品の価格や為替」への影響という実質的椙違に基づいた区別である。つまり，価格等へ影

響するのは鋳貨と銀行券からなる「貨幣」（ニ「通貨」）の量であって，その他の「三三信用」

はこのような影響力をもたない，とされているのである。

　また，オーヴ．アストーンの認識もこれと同様である。すなわち彼は，「通貨（circula

tion）」ないし「貨幣や通貨（money　or　currency）」に含まれるのは，　「金属鋳貨と，持

参人に要求払いで金属鋳貨を支払うことを約束した紙券」だけであるとし，「預金」や「為

替手形」はそれに含まれないとする。そして，「貨幣を他と区別とする直感」として，「貴

金属を世界各国に割り当てる法則によってその量が決定される」こと，　Fあらゆる国にお

いてそれが他の全商品の価値の共通の尺度となっている」こと，「あらゆる時，あらゆる個

人間，あらゆる場所において，それが全取引を清算する共通の交換手段となっている」こと

を，あげている（9）。

　では，フラートンは「貨幣」をどのように規定するのであろうか。

　彼は，「『貨幣』（“money”）という言葉」は，その本来の意味に従うならば，「固有の価

値によって力をうる交換手段（instruments　of　exchange　only　which　derive　their

power　from　their　positive　value）」に限って使用すべきだとする。具体的には，「金銀

貨」と「不換紙幣および補助貨（the　inconvertible　notes　and　tokens）」がこの定義を

みたすものとしてあげられている。「それ自身価値ある商品であり，一般に需要される便利

な等価物を売買当事者にもたらす」金銀貨については特に説明の必要はないだろう⑩。不換

政府紙幣等については，「それ自身としては無価値なものである」が，「権力者によって価

値が付与される慣習的な交換手段」であり，「この価値ゆえに鋳貨とまさしく同一の原理に

よって商品と引換えられ受取られる」ということから，「貨幣」の条件をみたすと説明され

ているOO。そして，このように「貨幣」が定義されるのであるから，銀行券はそのうちに含め

られない。銀行券は「信用の一形態」であって，為替手形等と共通の存在として扱われるの

である。

　では，貨幣と信用諸形態とを分かつ基準は，何であると考えられているのであろうか。こ

の点を，フラートンは，「究極の支払の必要（neccesity　of　ultimate　payment）」こそが

「信用の流通と貨幣の流通との問の境界（the　boundary　between　a　circulation　of　cre一
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dit　and　one　of　money）」であるというかたちで説明する。銀行券は，たしかに「一連の

交換において転々流通する」が，それが「発行銀行に還流して棒引きされるか，それともそ

の文言により現金で弁済される時期が到来するまで，この紙工を手段とする一連の取引は依

然として未完結のまま残されるに違いない。しかし，支払日はついに到来するであろう」，

というわけである。したがって，このような銀行券は，「固有の価値」によって交換力をえ

る「貨幣」とは異なる存在だと考えられているのである⑫。

　このようにフラートンは，「貨幣」に関しては，ピール等の通貨主義者より狭い定義を採

用している。通貨主義者が「貨幣」だとする銀行券を「貨幣」範晦から排除するからである。

そして，このことは通貨原理批判として次のような意味をもつ。

　まず，これによって政府紙幣と銀行券とが本質的に異なる性格のものとして把握される。

通貨学派は，政府紙幣の場合と同様に銀行券の数量の変動が物価を騰落させると考えた。こ

れにたいして，フラートンは，後にみるように，物価への影響という点で両者が対照的であ

ることを繰り返し強調する。政府紙幣はその数量の変動によって物価を騰落させるのにたい

して，銀行券の場合は，「還流」機構が存在する等の理由のために，その数量の変動が物価

にたいして能動的影響を与えないとするのである⑬。そして，銀行券を「信用の一形態」と

位置付けて金貨幣や紙幣等と区別することで，党換銀行券を「紙券貨幣（paper　moner）」

とみなすりカードゥ・通貨学派的な規定の難点一すなわち，「党換銀行券を鋳貨を代表する

紙製の貨幣」とみなし，　「銀行券の信用を表示するという性格」を「軽視もしくは無視」す

るという難点と，「党換銀行券を鋳貨と同列におくことによって，銀行券と同様に信用を

表示する商業手形を，銀行券から切り離してしまうjという難点⑭一を，避けることができ

た。

　なお，銀行券を信用の形態と捉え，それと金貨幣や紙幣等との相違を強調するということ

についていえば，フラートンの議論はマルクスのそれと共通している。この点をみるために，

マルクスの「信用貨幣（Kredltgelt）」概念について確認しておこう⑮。

　『資本論』第3部第25章の冒頭では，次のように述べられている。　「商品は，貨幣と引換

えにではなく，書面での一定期日の支払約束と引換えに売られる。この支払約束をわれわれ

は簡単化のためにすべて手形という一般的な範疇のもとに総括することができる。このよう

な手形はその満期支払日まではそれ自身が再び支払手段として流通する。そして，これが本

来の商業貨幣（Handelsge工d）をなしている。このような手形は，最後に債権債務の相殺に

よって決済されるかぎりでは，絶対的に貨幣として機能する。なぜならば，その場合には貨

幣への最終的転化は生じないからである。このような生産者や商人どうしのあいだの相互前

貸が信用の本来の基礎をなしているように，その流通用具，手形は本来の信用貨幣（Kre－

ditge工d）すなわち銀行券などの基礎をなしている。この銀行券などは，金属貨幣なり国家

紙幣なりの貨幣流通にもとづいているのではなく，手形流通にもとづいているのである」⑯。

また，第26章では，「手形を振り出すことは商品を信用貨幣の一形態に転換することであり，

手形を割引することはこの信用貨幣を別の信用貨幣すなわち銀行券に転換することである」，

と述べられている⑰。さらに，『経済学批判』では次のように論じられている。　「強制通用

力をもつ国家紙幣は，価値章標の完成された形態であり，金属流通または単純な商品流通そ

れ自体から直接生じる，紙券貨幣（Papierge工d）の唯一の形態である。信用貨幣は，社会的
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生産遇程のもっと高い領域に属するものであって，まったく別の諸法則によって規制され
る」as）。

　これらの引用から次のようにいえる。すなわち，マルクスは，①「信用貨幣（K：reditge－

1t）」と「紙券貨幣（Papiergelt）」を区別し，両者は異なる「領域」に属し，「まったく別の

諸法則によって規制される」としている。②「信用貨幣」には，「本来の商業貨幣」である

手形と，　「本来の信用貨幣」である銀行券が含められる。そして，銀行券は「手形流通にも

とづいている」とされる。③「紙券貨幣」には，「強制通用力をもつ国家紙幣」などが含ま

れるとされる。そして，それは「価値章標」であり，「金属貨幣」などとともに「貨幣流通

にもとづいている」とされる，と。マルクスの概念装置はフラートンのそれと同一であるわ

けではないが，ここでは銀行券を信用形態として捉えるという点で共通していることを確認

しておきたい。

　ただしフラートンの議論には問題とすべき点がないわけではない。たとえば，「貨幣」を

「固有の価値によって貨幣力をうる交換手段」と定義する場合，「固有の価値」の内容がど

のように把握されているかという点が，問題となる。金銀の場合についていえば，「一般に

需要される便利な等価物」というように，一般的な直接交換可能性を専有しているという貨

幣の形態的特徴に注目した表現もあるが，その一方で，金銀と商品との交換は「多かれ少な

かれ物々交換の性格をおびる」という記述もあって，その価値が「採掘される鉱山の生産力

の多寡によって」決るという意味で「固有の価値」をもっとされ，貨幣商品の特殊な形態規

定性が一般商品とも共通の実体的な規定に解消されているようにもみえる。また，「権力者

によってその価値が付与される」紙幣や補助貨幣と，価値をもつ商品が商品世界の共同事業

によって特殊な形態的地位を占めることで一般的な直接交換可能性を有するようになった金

貨幣とを同列に扱って，価値変勤が「客観情勢に左右される」か「権力者の自由裁：量によっ

て決定される」かの違いだけが両者の「唯一の差異」であるとして済ませるのも，問題だと

言わなけれぽならないだろうU9）。

（2）銀行券以外の信用諸形態

　さて，フラートンによる「貨幣」の定義が通貨原理批判としてどのような意味をもってい

たかということは，政府紙幣と銀行券を本質をことにするものとして捉えるという今述べた

点だけに止まるのではない。むしろ「貨幣」の定義の文脈のなかで主に強調されているのは，

信用諸形態のうちで「貨幣の機能」をはたさないものはほとんどなく，「銀行券であろうと，

為替手形であろうと，また銀行小切手であろうと，その過程は本質的には同一であり，その

結果も同一である」という論点である⑳。銀行券が「貨幣の機能」を果たしていることにつ

いては，一般に異論のないところであり，銀行券を：貨幣とする通貨学派ももちろんこれに同

意する。銀行券のみを貨幣として他の信用諸形態から区別する通貨学派にたいして，フラー

トンは，貨幣の定義を厳格にするという方法によって，貨幣機能を果たしていることが明ら

かな銀行券を他の信用諸形態と同一の二二に帰属させ，銀行券以外の信用諸形態も「貨幣の

機能」を遂行することを強調したのである。

　さらに，商人ないし資本間の大口取引の支払について「銀行券は極めて小さな補助的役割

しかはたしていない」こと，そして銀行券が実際には重要な役割をはたしている「小売部
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門」においても，銀行券以外の「他の信用諸形態が，必要な場合には，完全に代位しうる」

ことを指摘する。つまり，当時のイギリス経済の事実の問題としても，銀行券以外の信用諸形

態が貨幣機能を多くの部面で果しており，また果しうることを強調している。そして，為替

手形や預金やその他さまざまの信用諸形態が取引を媒介し，その規模は銀行券や鋳貨を圧倒

しているのであるから，「この圧倒的なまったく制御しがたい貨幣力（monetary　power）

が金銀と酷似していることを認めると考えただけでも，通貨学派が愕然とするのはもとより

怪しむに足りない」のであり，「彼らの体系の真髄そのものは，この点ですでに危機に瀕し

ている」，と述べているのである（20。

　貨幣量の増減によって物価や名目所得の変動を説明し，前者のコントロールによって後者

を規制しようとする貨幣数量説の場合，この貨幣の範囲をどう定めるかという点が常に問題

になるといってよいだろう。また，実際，通貨論争当時も，トゥックやフラートンなどの銀

行学派以外でも，この点が問題にされていたtlx。ただし，この問題は，どのように定義した

貨幣が物価や名目所得の変動ともっとも密接な相関をもつかというかたちで提起されるかぎ

りでは，貨幣数量説の枠組そのものを否定することにはならず，その枠組の内部での議論に

止まる。例えば，預金なり小切手が貨幣に含まれるという主張は，それを貨幣としての管理

対象から除外した1844年の銀行条例にたいする批判としては有効性をもち，またこの条例の

根拠となった通貨原理の批判としては意味があるといえるだろうが，その後の貨幣数量説は

預金通貨も貨幣の定義に含めるというかたちで展開されてきたのである。

　けれども，フラートンの議論は，このような意味での貨幣の定義の問題に止まるものでは

ない。なぜなら，その定義がどのようなものであれ，貨幣機能をはたす信用諸形態のうちの

ある特定の範囲に属するものだけを取り出し，その量を管理することによって物価や取引高

を規制しようとすること自体の困難が，指摘されているからである。

　例えば，次のように論じられる。　「これらの流通信用（circulating　credit）のさまざま

な形態をみる場合の真の光明」は，これを，「それ自身貨幣としてではなく，貨幣力の一要

素（an　element　of　monetary　power）として理解するとき，すなわち，各人が緊急時にそ

の援助を必要とし，かつそれと引換えに提供すべき等価物をもち，抵当に入れるべき担保を

もつ揚合には，各人が自由に支配しうる潜在的通貨の巨額で尽きることのないファンド（a

vast　and　inexhaustible　fun40f　potentia1　currency）として理解するときに，始めてえ．

られるであろう。jee

　ここで主張されていることの意味を為替手形を例にとって敷衛すれば，次のようになる。

為替手形は，「一定の期日後に支払われるので，満期までの市場金利だけ割引かれて一般に流

通する」。したがって，それは，たしかに銀行券と同一の機能を遂行できるのであるが，「資本

家から投資物として一般に需要され，多くの場合，支払日の到来するまでは最初の所持人の

手を離れることがない」。「静止状態にとどまることがあらゆる利付証券（interestbearing

securities）の傾向である」。そして，為替手形が「通貨の有効な部分（an　effective　portion

of　the．　monetary　currency）とみなされるのは，支払の目的に現に使用されている場合に

かぎられるのである」。　「流通信用」を「貨幣力の一要素」として，つまり「潜在的通貨の

…ファンド」として理解するとは，このような実際には「通貨」となっていない「潜在的形

態における信用」の存在を理解することにほかならない。そして，「通貨が信用によって援
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助される程度が極めて大きいにもかかわらず，このファンドは常にその需要を遥かに超過」

しており，従来流通の目的で使用されてきた信用形態が奪われるときには，「いつでも使用

に振向けられる」。したがって，「銀行券流通と手形流通は」「相互補充の関係をもち，一

方が他方の不足を補充している」ということになる。しかも，「一一定の時期に，この貨幣力

が活動的作用を行なう絶対的限度については，われわれは実行可能な評価手段をもっていな

いのである」，というように論じられているのである⑳。

　このようにしてフラートンは，貨幣機能が「流通信用（circu正ating　credit）」（傍点一引

用者）によって遂行される場合の特質を指摘し，それにもとづいて「貨幣」の量ないし機能

の総体を外部から規制することの不可能性を示そうとしている。彼自身の端的な表現を引け

ば，　「人々が交換すべき商品をもち，商品と交換すべき信用をもっている場合には，たとえ

安全で便利な交換手段を彼らから奪い去っても，かかる交換を阻止しうるものではない」と

いうのが彼の言わんとするところであったen。

　以上のようなフラートンの議論は、たんに通貨学派にたいする批判として有効だというだ

けでなく，信用諸形態のうちの特定の範囲だけを「貨幣」と定め，その量を規制することで

物価や取引高や名目所得等を管理しようとする貨幣数量説的な想定そのものに固有な一般的

問題点を浮び上がらせたものと評価することもできよう。その意味では，後にみる銀行券流

通高の受動性という論点とともに，貨幣数量説を検討するうえで注目に値するといえよ
うCle。

　だが，問題とすべき点もある。まず第1に，為替手形による信用売買に関して，この売買

を行なう当事者が産業資本や商業資本であることが明示的に取り上げられていないことに係

る問題点がある。フラートソは，為替手形が一覧払いでないために「満期までの金利だけ割

引かれて一般に流通する」と述べ，　「その結果，為替手形は，資本家（capitalists）から

投資物（investment）として一般に需要され，多くの場合，支払日の到来するまでは最初

の所持人の手を離れることがない」というのであるが，この「資本家」の具体的姿はまった

く示されない。このため，信用売買が買手・売手双方のどのような条件や動機に支えられて

いるのかということや，どのような場合に信用売買が成立しどのような場合に現金売買が行

なわれるのかということが，産業資本や商業資本である買手・売手双方の運動にそくして明

確にされることがなかった。たんなる信用売買一般とは区別された，資本主義的信用制度の

一環としての商業信用が，規定されずに終わったともいえよう。したがって，銀行券が利用

できない場合には為替手形が「いつでも使用に振向けられる」といっても，そのことが個々

の資本の運動にそくして具体的に論証されず，「潜在的通貨の…ファンド」が存在するとい

うかたちで抽象的に述べられるに止まったのである。

　また第2に，信用売買を媒介する一般の為替手形である商業手形と銀行券との区別が明確

にされていないという問題点も指摘できる。たしかに，　「生産者や商人どうしのあいだの相

互前貸が信用の本来の基礎をなしているように，その流通用具，手形は本来の信用貨幣

（Kreditgeld）すなわち銀行券などの基礎をなしている」とマルクスも述べていたように，

銀行券は商業手形を基礎としている。また銀行券は，銀行の貨幣支払約束をあらわす債務証

書であり，したがって，法貨規定を与えられているイングランド銀行券を別にすれば，買手

が当該銀行の発行する銀行券の受取りを承諾することを前提として流通する。だが，銀行券
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と商業手形の次のような相違も看過できない。すなわち，商業手形の場合，債務決済が支払

人や割引人となる個別の産業資本や商業資本の還流に依存しているということや，期限付き

であることなどの理由のために，その転々流通に制約があって，自己商品の販売によって商

業手形を取得しても，所持人がそれを商品購入に充てることができず支払期日までかかえて

いなければならない可能性が常にある。他方，銀行は，産業資本の準備金等を預金として社

会的に集中しているだけでなく，多数の資本の手形を割引くことによって保有債権にたいす

る支払にいわば社会的根拠を与えうる。そしてまた，このことにもとづいて銀行は，自己の

貨幣支払約束を示す銀行券に一覧払いの形式を与えうることにもなる。こうして銀行券は，

貨幣支払約束の高い確実性と即時性に支えられて，現金として流通することになる。銀行券

はこのような意味で「本来の信用貨幣」といえるのである。「発券銀行に還流して棒引きさ

れるか，それともその文言により現金で弁済される時期が到来するまで，この紙墨を手段と

する一連の取引は依然として未完結のまま残されるに違いない。しかし，支払Hはついに到

来するであろう」とだけいったのでは，このような商業手形にはない銀行券の基本的特質が

曖昧にならざるをえない。フラートンは，通貨学派を批判して商業手形等の信用形態による

売買の媒介機能を強調するあまり，商業信用ないし商業手形流通の限界を明確に規定しえず，

この限界を克服する銀行信用ないし銀行券の意義を明確にしえなかったといえようen。

　また，商業手形の方に視点を移していえば，次のようにいえる。一般の産業資本等の支払

約束をあらわす商業手形は，裏書によって転々流通するとはいえ，支払期日に債務者から債

権者である所持人への貨幣支払が必要となる。たしかに，　「手形は，最後に債権債務の相殺

によって決済されるかぎりでは，絶対的に貨幣として機能する」といえるが，そのことは，

裏返していえば，債権債務の相殺が行なわれないかぎり「絶対的に貨幣として機能する」の

ではないということになるpm。たとえば，　「織物業者にたいする紡績業者の債権は，機械製

造業者にたいする石炭供給業者の債権によっては決済されない」のであり，「このような債

権は貨幣によって決済されなけれぽならない」のである⑳。つまり，商業手形は購買手段な

いし流通手段としての貨幣の機能を代行するが，債権が相殺されないかぎり，支払手段とし

ての貨幣によって補足されなければならない。もちろん，商業手形の存在によって貨幣量と

取引高との関係が弾力的なものになるということはたしかであり，したがって両者間に固定

的な関係を想定する通貨原理を批判して商業手形の存在意義を強調する点では，フラートン

の議論は意味をもっている。だが，支払手段としての貨幣の出動の必要に触れずに商業手形

による流通手段としての貨幣の機能の代行だけを強調するのでは，不十分だといえよう。そ

して，支払手段としての貨幣の機能規定が明確にされていないことは，後にみるように，金

流出や恐慌時の貸付需要などを論じるさいに問題を残すことにもなるのである。

（3）銀行券の過劉発行否定論

　銀行券の過剰が物価騰貴の原因だとする通貨原理を批判して銀行券以外の信用諸形態が貨

幣機能をはたすという論点を示したフラートンは，さらに，銀行券の過剰発行の可能性を問

題にする。通貨学派の主張によれば，「銀行業者は，その約束手形を過剰発行し，通貨の数

量を過度に増大させることによって，商品価値を過度に上昇させ，価格上昇を通じて外国為

替を不利にして地金流出を引きおこしているのであるから，将来このような過剰発行を防止
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するよう事態を調節するのが得策だ」ということになる。しかし「われわれの主張は，この

ような過剰発行が実際に可能であるということを否定することにある」，とフラートンはい

う㈱。そしてこれが『通貨調節論』において最も強調されている論点だといってよいだろう。

　そこで次に，銀行券の過剰発行はありえないとするフラートンの議論の内容をみるわけで

あるが，まずその前提として，銀行券を含む流通手段の必要量がどのように捉えられている

かという点を確認しておこう。この点についてフラートンは次のように論じている。

　「あらゆる国での流通手段の供給は，それが遂行すべき交換物の数および価値と量的な釣

合をたもつべきである。そして，このような交換物の数と価値は，産業の状態や人口の増加

とともに変動する傾向がある。したがって，もし破りに流通手段の供給がそれに対応した比

率で変動しないとすれば，貨幣制度は非常に不完全なものということになろう」。ただし，

「追加的通貨にたいする需要がつくりだされるためには」，「たんなる価格上昇」だけでは

十分でなく，』「この上昇に生産と消費の増大が伴わなければならない」。たとえば不作によ

って小麦の価格が上昇しても，「国民全体が保有する支出のための資力（the　means　of

expenditure）は不作によって増加することはなく」，　「農業関係以外のすべての人々の所

得は同じままである」から，パンの価格上昇の結果，「他の商品の消費は減退してその価格

は低落する」ので，「通貨需要」は相互に相殺されて全体としては増加しない。だが，他方，

「価格の上昇が，自然のもたらす欠乏の結果ではなく，商品需要の増加の結果である場合一

すなわち，新しい外国市場の開拓や以前の市場の拡張によって，また，国内的改善の機運の

偶然の勃興や，あるいは労働者を日々より長い時間仕事に専念させ，より高度の技術を修得

させて作業に応用させるような資本の生産的投資にたいする新手段の発見などによって，産

業に新たな刺激が与えられたような場合一このような場合には，生産と消費の規模の拡大は，

しばしばみられるように，多数の商品の価格騰貴と当分両立し，貨幣の媒介を必要とする取

引の総計は数においても増え金額においても増加するだろう。即

　この叙述から次のことが確認できるだろう。第1に，「流通手段」すなわち「通貨」の：量

は，取引額等を決定する独立変数と考えられているのではない。「通貨需要」が他のどのよ

うな要因によって決るかというかたちで論じられており，　「通貨」量は他の要因によって決

定される従属変数として扱われている。つまり，貨幣数量説とは逆の方向で因果関係が捉え

られている。また第2に，規制関係の中身をみれぽ，　「生産と消費」の規模が取引総額を規

定し，したがって「通貨需要」をも規定するとしている。そしておそらく，この「生産と消

費」という言葉で表されているのは，市場拡大や資本の投資法の発見などによる社会的生産

の拡大が，「国民全体が保有する支出のための資力」ないし「所得」を増加させるというこ

と，つまり，生産の拡大に伴う所得増加が支出を増加させるという事態であろうea。

　さて次に，銀行券過剰説をフラートンがどのように否定しているかをみることにしよう。

金属貨幣，政府紙幣，補助貨が「貨幣」と定義され，銀行券をはじめとする信用諸形態と

「貨幣」との区別が強調されていることは，すでに述べたが，フラートンは，この両者のあ

いだには，流通量の変動の仕方について本質的な相違があり，そのため物価への影響の仕方

も根本的に異なるという。すなわち，「それ自身価値あるすべての通貨」すなわち「貨幣」

と「信用にもとつく通：貨」とのあいだセこは，「前者の分量が社会的需要（public　demand）

によって少しも調節されないのに，後者のそれは社会的需要によってのみ調節されるという
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広範で明瞭な区別が存在している」。そして，この結果，「貨幣」だけが流通する場合には

「その価値はその数量の変動につれて変動し」，その「過剰が物価を上昇させる」が，「信

用通貨の過剰が同一の結果をもたらすことはない」としている暁

　銀行券流通高が「社会的需要」によって調整されるという場合，銀行の側がこの調整を行

なうと考えられているのではない。「銀行業者は，顧客に与える信用の便宜（プacilities　of

credit）については，自己の都合やその時々の情勢を考慮して，多少とも慎重であるだろう

し，彼らの貸付高はつねに彼らの資本の支配力によって制限されざるをえない」。だが「で

きるだけ巨額な流通高を維持することは，ひとしく彼らの方針であるにちがいない。」「いか

なる貸付であろうとも，銀行業者は，つねに自行の銀行券で貸付けることを切望するだろう。

なぜなら，銀行券は他の発行形態（other　form　ofissue）．では得られない利益を与えるから

である」，という。　「他の発行形態」というとき，おそらく他行宛ての銀行手形やイングラ

ンド銀行券で地方銀行が貸付けを行ない準備金が減少する場合などが念頭におかれているの

であろうが，預金設定による貸付けをも含めて一般的に銀行券より不利だといえるかどうか，

疑問がないわけではない。だが，とにかくフラートンはこのように考える。したがって，流

通高を増加させようとする銀行の努力にたいして，それを「矯正し抑制するように常に作用

している反対の力がなければ，銀行券の過剰はくいとめられない」，とされるのである暁

　こうして，銀行券流通高の調整は「公衆」の側から行なわれることになる。「銀行券を発

行するのは銀行業者であるが，それを流通させるのは公衆一般である」，あるいは「通貨需

要こそ銀行券流通高を支配する自動的調節作用を営むものであって，その作用によってのみ

銀行券の流通高が統制される」，と捉えられる。そして，　「銀行券が社会の需要以上に巨額

に発行された場合に，それが流通界にとどまりうると想像するのは，流通する銀行券の分量

が，それを流通させる人々の要求にもとっくのではなしに，発行者の意志にもとつくことを

是認することになるだろう」というかたちで，通貨学派的な想定が批判されるのである㈲g

　では，公衆の側からする調整の具体的メカニズムはどのように理解されているのだろうか。

フラートンの認識の基本的構造は次の一節に示されている。

　「銀行券は受領者の要求以外には決して発行されない。新しい金貨や新しい慣習的紙幣

（一政府紙幣等のこと：引用者）は支払の手段（the　medium　of　Payments）とされるこ

とによって市場に投込まれるが，銀行券は，貸付以外には決して発行されず，貸付が満期に

なれぽ同額の銀行券が必ず銀行に還流する。だから，銀行券は，その過剰によって市場を塞

ぎ市場の動きを防げることもないし，また処分するため低い価値で銀行券を支払うように人

人をさそうこともない。銀行業者は，銀行券が十分な担保にたいして貸付られているかを留

意すればよい。ぞうすれば，還流と発行とは長期的にはつねに一致するだろう。」tlS

　銀行券は発行時点で「受領者の要求」に応じるかたちで発行されるということだけが強調

されているのではない。貸付によって発行された銀行券が満期に返済によって銀行に還流す

ることが保証されているので，銀行券流通高が社会的需要を上回る場合に銀行券にたいする

発行要求が減少すれば，流通高の調節が行なわれるというのである。たとえば，フラートン

は，公債利払いのためにイングランド銀行券流通高が周期的膨張を示したあと，短期間のう

ちにそれが再び以前の水準にまで減少するという事例をあげて，「このような結果が生じる

のは，公衆がイングランド銀行から割引か貸付による融通をもとめることが減少するためで
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あって，このような需要の減少は，イングランド銀行券の発行がこのようにはなはだしく増

加した場合に的確な規則性をもって生じてくる」と論じているが，これなどは上の引用文で

指摘された調整機構を具体的に示すものといえよう㈱。「国内通貨の偉大な調節原理は還流で

ある押という場合にも，このような機構が念頭に置かれているといってよいだろう。

　なお，為替手形の割引等のかたちで短期的な貸付が行なわれる場合には貸付・返済関係に

そくして銀行券流通高の調節を説くことができるとしても，長期証券の購入によって銀行券

が発行される場合には，このような直接的な還流経路は想定できない。そこで，’イングラン

ド銀行の場合についてフラートンはこの点を次のように論じている。すなわち，銀行券が過

剰であれば，過剰銀行券は割引市場に投じられる。そしてそれに応じてイングランド銀行へ

の割引需要が減少するので，イングランド銀行の発券高は減少する。が，その一方で，以前

にイングランド銀行が割引いた手形が満期になり，その返済によってイングランド銀行に銀

行券が還流する。このような経路を通じて，長期証券購入の場合にも銀行券流通高の調節は

行われる，と説明されるのである㈲。

　また，以上のような返済による還流では，銀行の貸付高も銀行券流通高と一緒に減少する

ことになるが，そうでないケースについても論じられている。

　フラートンは，貸付・返済による銀行券の還流を指摘し，　「還流と発行とは長期的にはつ

ねに一致する」と述べていたが，いうまでもなく貸付・返済という還流経路の存在によって

直接保証されるのは，貸付時点での発行高と満期時点での還流高の一致である。したがって，

もしこの還流経路だけしかないのであれば，ある時点でそれまでの水準以上に貸付高を増加

させると，この貸付が満期になるまでの期間中は銀行券流通高も以前の水準以上に増加する

ことになる。そして，もしこうした事態が発生するのであれば，それがたとえ短期的な現象

であっても，恐慌期のような景気循環の局面ではこのことが重大な問題となりうる。それゆ

え，銀行の貸付高の増加を銀行券流通高の増加と同一視し，恐慌期の金流出と．それを契機と

するパニックをイングランド銀行の過剰貸付・過剰発行に関連させて捉える通貨学派的な議

論にたいして，どのようにこれを批判するかがフラートンに問われていた。そこでこの点を

次のように論じている。

　すなわち，「貨幣融通（pecuniary　acommodation）一つまり資本貸付（10an　of　capi－

tal）一にたいする需要が，追加流通手段にたいする需要と同一であるかのように想像したり，

あるいは両者が頻繁に結び付いていると想像するのは，重大な誤りである。」「より多額で多

数の支払を行なうのに必要な追加的機能をはたすために通貨の追加供給が求められるのは，

すべてが繁栄しているようにみえ，賃金が高く，価格は上昇し，工場は多忙なとぎである。

ところが，利子が昂騰し，イングランド銀行に資本の前貸（advances　of　capital）の要求

が押寄せるのは，主として産業循環のより進んだ段階，すなわち困難が現出し，市場は在庫

過剰となり，回収は遅滞する時である」。後者の場合もイングランド銀行の貸付は銀行券で

行なわれるが，「ひとたび貨幣融通が与えられると，万事は市場の必要に適合していき，貸

付は残るが，通貨は不要ならぼ発行者のもとに戻る」。したがって「イングランド銀行の保

有する証券は，銀行券の流通高と一致した方向に変動するよりもヨリ頻繁に，これとは反対

の方向に変動するのである」，と述べられている。そして，「このイングランド銀行の事例

は，地方銀行家が強く主張する原理一すなわち，銀行券通貨が通常充当される目的にたいし
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て流通高がすでに充分な程度で存在しているならば，いかなる銀行も流通高を増加させるこ

とはできない，そしてこの限度を越えたあとは，すべての前貸の追加はその資本からなされ

なけれぽならず，そのためには保有する有価証券を売却するか，またはこれらの証券へのそ

れ以上の投資を差控えるかして，これを供給しなければならないという原理一の例外をなす

ものではない」，とされるge＞。

　「貸付は残るが，通貨は不要ならぼ発行者のもとに戻る」とされるとき，その具体的かた

ちはここで明示されていないが，とにかく，銀行の貸付高と銀行券流通高が反対方向に変動

しうるし，実際変動することが指摘されていることは確認できる。つまり，貸付高をも同時

に減少させる返済以外のかたちで銀行券が還流するので，銀行は返済期日までの短期間とい

えども銀行券流通高を勝手に増加させることはできないということ，そして恐慌期にはこの

還流がとくに増大し，貸付増加にもかかわらず銀行券流通高の減少が生じうるということが，

指摘されているといえる。また，そのことが，銀行券が「追舶流通手段」として求められて

いるのではないということと関連付けて説明されている点にも，留意しておくべきである。

なお，別の箇所での次のような叙述は，この点を敷衛するものである。投機が「最終段階に

達し，興奮は止み，市場は回復の見込がたたないほど沈滞し，不信は急速に拡大し，支払は

もはや延期できない」という局面で，「イングランド銀行に割引要求が殺到する」。イング

ランド銀行はこの要求に銀行券発行で応じるが，「この銀行券は，流通させようと考えら

れていないし，また実際に流通しない。なぜなら，通貨（circulation）にたいして以前よ

り大きな需要があるわけではないからである。」「この銀行券自体はけっして生産物市場

（produce　market）には入らない」，と幽。かくて，恐慌やその直前の時期について特に問

題となる短期的な事態の推移に関しても，銀行が銀行券流通高を勝手に増加させ，それが流

通手段として機能して物価騰貴をもたらすという通貨原理が想定するような関係は存在しな

いとされているのである。

　概ね以上のような議論によってフラートンは，銀行券の過剰発行を否定し，銀行券流通高

ほ社会的需要の変動に対応して受動的に調節されるとする。したがって，銀行券流通高の変

動を物価騰落の原因とする通貨原理とは対照的に，　「銀行券の伸縮」は物価変動の「原因で

はなくて結果なのである」，「すなわちそれは，かかる物価の変動に先行するのではなくて，

反対にそれに追随する」，と主張されるのであるza。

　さて，このようなフラートンの主張は，銀行券流通高の変動を外生的・独立的なものとみ

なし，これによって物価の騰落を説明しようとした通貨原理の難点を鋭く突くものといって

よいであろう。また，貨幣量を物価や取引量から独立して変動する要因とみて，前者を後者

が規定すると考えるのか，あるいは逆に，貨幣量を従属的な要因とみて，後者が前者を規定

すると考えるのかは，通貨学派と銀行学派の論争点というだけでなく，貨幣数量説と反貨幣

数量説とを分かつ主要な相違点のひとつでもある㈲。だから，今みたようなフラートンの議

論は，貨幣数量説一般にたいする批判としても重要な論点を呈示しているといえる。そして，

銀行券流通高が社会的需要に応じて変動するというフラートンの結論は，マルクスの認識と

も基本的に共通している。というのは，マルクスも，「銀行券がいつでも貨幣と交換できる

ものであるかぎり，流通銀行券の数をふやすということはけっして発券銀行がかってにでき

ることではない」，「流通銀行券の量は取引上の必要に適応するのであって，余分な銀行券は
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すべてただちに発行者のもとに帰ってくるのである」，と論じているからであるua。

　だが，残された問題がないわけではない。まず，基本的な問題点として次のようなことが

指摘できるだろう。

　すでにみたように，フラートンは，「生産と消費の増大」一社会的生産の拡大が国民の

「支出のための資力」ないし「所得」を増加させるということ一が，社会の取引総額を増加

させ，それに伴って「通貨需要」が増大して，銀行券流通高はこの「通貨需要」増大の結果

増加する，と説明していた。けれども，　「通貨需要」を規定する社会的再生産の規模と銀行

信用がどのような関連をもつのかという点は，明確には位置付けられていない。だが，銀行

券流通高が取引総額を規定するという命題を否定するとしても，銀行の貸付の増減が社会的

再生産および取引総額の拡大や縮小を促すことは認めうるであろう。事実，フラートン自身

も，恐慌期におけるイングランド銀行の政策について，「発行高の収縮ではなくして融通の

収縮」が「物価に作用」すること，あるいはイングランド銀行が「銀行券の発行高の制限に

よってではなく，信用にたいして強力に働きかけることによって」「物価を強力に左右」し

うることを，認めている。そして，このようにいうのであれぽ，「融通」の影響をさらに立

入って分析すべきであったろう。けれども，フラートンはこれを行なっておらず，「発行高」

の問題ではないことを強調するかたちで，しかも投機的に昂騰した物価にたいする影響にか

ぎって，この点に言及するに止まっている。そして，このような銀行信用の影響について検

討しようとすれば，借入れ側の産業資本や商業資本の運動それ自体が分析対象とされなけれ

ばならなかったであろう。だが，銀行の側から事態を分析するに止まらずに産業資本等の運

動の分析を通じてこの点を検討し，それと「通貨」量の聞題がどう関連してくるのかという

点を解明しようという志向が，フラートンには欠けている。銀行業者的観点ともいえるもの

によって，さらに立入った分析が押し止められているのである㈲。

　銀行信用と社会的再生産ないし現実資本との関連が明確でないということは，投機の説明

にもあらわれている。

　まず，投機そのものに関する一般的認識についていえぼ，「イギリスの現在の社会構造の

もとでは，所得からの年々の貯蓄と植民地からつねに送金される巨額の財産があるので，生

産的に投資されることを求めている資本の量が，通常のときに急速に蓄積され，それを有利

に利用する手段の増加をはるかに上回っている」という理解がその基礎にある。「投機的興

奮の激しい発作の根底には」，こうした過剰な資本にたいして「安全で生産的な投資口を見

出すことの困難が横たわっている」と考えられているわけである。そして，銀行信用と投機

の関係に関する議論は，次のように整理できる。第1に，「広範な種類の商品の価格が，し

ばしば投機によって一時影響され，しかもかかる投機が，信用の過度の便宜によって多少と

も助長されることがありうる」と述べられたり，株式銀行が「自己資本をもたぬ放縦な投機

業者に信用を供与することで悲惨な反動を大いに助長した」事例が指摘されていることから

もわかるように，銀行信用によって投機が促進されることは認められている。ただし，銀行

信用は投機の不可欠な要素ではない。なぜなら，　「投機業者自身の資本によっても，あるい

は商品の売手が与える長期信用によっても1，さらに銀行以外の「資本の供与者の貸付けに

よっても」，投機は可能だからである。第2に，銀行信用が関与する場合でも，投機が「銀

行券通貨の使用増大によって」促進されるのではないとされる。というのは，ひとつには，
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投機的売買の舞台である商人間の取引が，　「手形か小切手か相殺の方法によって処理され

る」からであるし，また，投機の対象となった商品が「高い価格をつけられて倉庫に積み上

げられている」かぎり「貨幣を活動」させないからでもある。第3に，投機の促進を通じて

「信用が物価に及ぼす聞接的作用は，通貨原理の信奉者によって銀行券にもとつくとされて

いる物価への作用とまったく趣を異にしている」。通貨原理が想定する物価騰貴は，「貨幣

の価値に作用する」ものであり，「名目的な騰貴に止まる」が，投機による価格騰貴は，「商

品の価値に作用し」「需要供給の自然的過程を撹乱する」ことにもとつくものであり「実質

的」である，と論じられている（4e。

　このようなフラートンの議論は，たしかに，投機的な価格上昇が通貨量の過剰によるもの

でないことを明らかにし，投機とそれに続く恐慌の原因を銀行券の過剰だとする通貨原理の

難点を的確に突くものとして評価してよいだろう。しかしながら，好況末期に投機的活動が

重木化するのは何故か，また好況中期までは社会的生産の拡大を媒介していた信用機構が投

機を助長するように変質するのは何故かという点を，明らかにしているのではない。これら

の癖毛に答えをだすためには，産業資本の運動ないし現実資本の蓄積に焦点をあおせ，それ

が資本主義的生産に固有の内的矛盾によって限界に達すること，そして，それを契機に，投

機的活動の拡大と，現実資本の蓄積から遊離して投機的活動を媒介・促進する信用の表層的

拡大が行なわれることを，明らかにする必要があった。だがフラートンは，恐慌をもたらす

投機の「根底」に「生産的に投資」しえない過剰な資本が存在することを指摘しながら，現

実資本の蓄積の内部にまで分析のメスを入れようとはしない。「生産的な投資（productive

investment）」といっても，生産過程の拡大のための投資が考えられているのではなく，

「公債」などへの投資が念頭に置かれているun。資本の過剰といっても，労働力供給にたい

する現実資本の過剰などが考えられているのではなく，基本的には，「所得からの年々あ貯

蓄と植民地からつねに送金される巨額の財産」というかたちで，貨幣資本家の貸付資本の過

剰が，現実資本の蓄積との関連を明確にされないまま，想定されているにすぎない。したが

ってまた，信用機構が投機を媒介する表層的拡張に転ずる必然性も，現実資本の蓄積動向を

基礎とする信用関係の変質として把握されずに，「自己資本をもたぬ放縦な投機業者に信用

を供与する」というかたちで，銀行経営の節度の間題に解消されることにもなる。

　また，恐慌期における銀行の貸付高と銀行券流通高の乖離に関するフラートンの説明につ

いても，問題とすべき点がある。

　そこでは次のように説明されていた。すなわち，好況期には，銀行券による貸付は「追加

流通手段」の獲得要求を基礎にしているのだが，逼迫期ないし恐慌期には，貸付によって発

行される銀行券は，「流通」させる目的で求められているのではなく，「生産物市場には入

らない」。そして，それは短期間で還流する。その結果，銀行の貸付高は増大するが，銀行

券流通高は増大しない，とされていた。これは，イングランド銀行の貸付高増加という事実

を銀行券流通高の増加と同一視し，恐慌を惹起する金流出の原因をイングランド銀行券の過

剰発行による流通手段量の増加にもとめる通貨原理を批判して，恐慌期には，貸付によって

発行された銀行券が公衆のもとで購買手段ないし流通手段以外の機能をはたすこと，そして

銀行券の機能変化に対応した還流速度の加速によって貸付高が増加しても銀行券流通高は増

加しないという結果が生じることを，指摘したものである。そして，たしかに，貨幣を流通
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手段としてのみ捉える通貨原理と比べてみたとき，事態がより的確に把握されているという

ことができよう。

　だが，フラートンの議論は決して充分なものとはいえない。ただし，この部分の叙述につ

いては，マルクスが『資本論』第3部第28章「流通手段と資本」において相当まとまった検

討を加えている。そこで，マルクスの議論をみながらフラートンの問題点を検討していくこ

とにしよう㈲。

　マルクスはまず，イングランド銀行の銀行券流通高が増加せずに貸付が増加する事態は，

流通高が限度を越えたあとは「前貸の追加は資本から」なされなけれぽならないという地方

銀行家の主張と同様の事態であるとフラートンが述べている点に注目し，ここに「フラート

ンがなにを資本と考えているかが現れている」，「資本という言葉はここではただ銀行業者

的な意味でのみ用いられているのであって，それは，銀行業者が自分の単なる信用よりも多

くのものを貸付けることを余儀なくされているということを意味しているのである」，とす

る。そして，この点を中心にしながらさまざまの角度から議論を展開しているのであるが，

たがいに関連しあっている論点を便宜上分けて整理してみると，次のようになろう。第1に，

貸付高と銀行券流通高の乖離がどのようにして生じるのか論じられる。また第2に，どのよ

うな場合に貸付が銀行資本からなされることになるのかが述べられ，そのことの理論的性格

規定が行なわれている。そして第3に，流通手段にたいする要求が減少する逼迫期の貨幣需

要の性格を分析している。さらに第4に，現実資本との関連が検討されている。

　第1の点については，　「イングランド銀行はその前貸をすべて自行の銀行券で行なってい

る」のだから，「銀行券流通高」が「銀行が行なう前貸の増加に比例して減少する」のは銀

行券が「還流」するからだと捉えたうえで，この「還流」が党換，預金，支払のそれぞれの

かたちで行なわれる場合にわけて，次のように論じている。貸付けられた銀行券が金の対外

流出のために党換請求される場創こは，「直接に金を，銀行券の媒介なしに，支払ったのと

同じこと」になる。したがって，当然，銀行券流通高が増加せずに銀行の前貸が増加する。

また，銀行がAに銀行券を貸付け，AがBに銀行券で支払をし，それをBが銀行に預金する

というかたちで銀行券が還流する場合にも，「銀行券の流通はこれで終わるが，しかし貸付

は残っている」ことになる。さらに，BがAから受取った銀行券で「満期手形の支払をす

る」などのかたちで銀行券が還流する場合も，Aにたいする銀行の貸付だけが残る，とされ

る。なお，一時的にも銀行券発行の増加を伴わない前貸形態として．「帳簿信用」の開設の存

在も指摘されている。

　フラートンは，銀行券流通高と貸付高が乖離するという事実を指摘し，それが銀行券の還

流によって生じるということまでは述べていた。しかし，還流が具体的にどのようなかたち

で行なわれるかについては，それ以上論じてはいなかった。マルクスはその点の分析をさら

に進めたといえよう。ただし，Bの返済によって銀行券が還流する場合には，　Aにたいする

貸付はそのまま残るが，銀行券の還流と同時にBにたいする貸付は同額減少するので，その

こと自身では貸付高と銀行券流通高を乖離させることにはならないだろう㈲。なお，預金残

高全体を通貨とみなすという立場をとれぽ，預金による還流や預金設定は，銀行券流通高と

貸付高の乖離を生じさせても，銀行が創造する預金通貨をも含めた通貨量全体と貸付高との

乖離を生じさせるものではないということになろう。ただし，フラートンはこのような立場
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はとらない。銀行預金が「通貨の有効部分とみなされるのは支払のために実際に用いられた

ときだけである」とするからである㈲。

　第2の点，すなわち，貸付が銀行資本から行なおれるのはどの場合かという問題について

論じられているのは，次のようなことである。まず「銀行券を発行する個人銀行」について，

「その銀行券が地方的流通のなかにとどまっておらず，しかも預金の形でかまたは満期手形

の支払のためにその銀行自身に帰ってこない場合には，銀行は，この銀行券を手に入れた人

人にそれと引き換えに金またはイングランド銀行券を支払わなけれぽならない」。したがっ

て，この前貸は「その銀行の銀行資本の一部分を表している」。また，「イングランド銀行自

身かまたはそのほかの銀行でも銀行券発行の最高限度を法定されている銀行が，自行の銀行

券を流通から引きあげて次に再びそれを前貸で発行するためには，有価証券を売らなければ

ならないという場合」には，「その銀行自身の銀行券が，その銀行の流動化された銀行資本

の一部分を表している」。さらに，Aに「帳簿信用を開設」する場合にも，「銀行はAに自分

の銀行資本の一部分を前貸したのである。というのは，銀行は自分自身の債権を前貸したの

だからである」，というように説明されている。ただし，前貸が銀行資本の一部分からおこ

なわれる場合でも，銀行が貸付けるのは「貨幣」であるということが否定されるわけではな

いとされる。すなわち，銀行が有価証券等の売却によって金やイングランド銀行券を入手し

それで前貸を行なうとしても，「銀行が前貸するものは，どんな事情のもとでも貨幣」なの

であり，この場合の特徴は，この「貨幣」が「銀行の資本の一部分を構成している」という

ことでなのである，と述べられる。

　フラートンの叙述では，銀行券流通高の増加を伴わずに貸付高が増加すれば常に資本から

貸付が行なわれるかのようになっていた。だが，貸付が自行銀行券で行なわれ，それがBの

預金によって還流する場合には，銀行券流通高と貸付高の乖離が生じても，銀行資本が減少

するとはいえないであろう。マルクスはこの点をとりあげてフラートンを批判してはいない

が，彼自身の叙述はフラートンのような誤りを犯していない㈹。これは第1の点として述べ

たように，銀行券流通高と貸付高の乖離が生じる機構を具体的に整理したことの結果ともみ

うるだろう。ただし，「帳簿信用」開設の場合に「銀行資本の一部分を前貸し」したことに

なるかどうかは，検討の余地があろう。少なくとも，そのこと自体で，銀行の準備金ないし

資産が減少するということにはならないからである。

　なお，たとえそれが「銀行の資本の一部を構成している」としても「銀行が前貸するもの

は」つねに「貨幣」であるというマルクスの指摘について，多少検討しておく必要があろう。

まず，先に引用した部分で，フラートンが，銀行券流通高が限界に達した以降は「前貸の追

加は資本から」なされなければならないと述べている箇所については，「資本」は銀行資本

ないし銀行の準備金をさしている。そして，そのかぎりでは，すなわち，銀行の準備金を

「資本」と呼び，前貸しによって準備金が減少するという意味で「資本から」前貸が行なわ

れるというかぎりでは，前貸されるものが何かということとは直接係わりがない。「資本か

ら」の前貸が貨幣の貸付けによって行なわれるという言い方も一「資本」という言葉のこの

ような用法の是非を問わないとすれば一可能である。したがって，もしフラートンがこのよ

うにだけいうのであれば，　「銀行が前貸するものは」つねに「貨幣」であるというマルクス

の指摘は，たしかに正しい指摘ではあるが，フラートンにたいする批判としては意味をもた
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なくなる。だが，先の引用のなかでもフラートンは，「貨幣融通一つまり資本貸付（旦oan

of　capital）一にたいする需要」という言い方や，「資本の前貸の要求」という言い方もし

ている。そして，そのさいには，銀行の準備金が減少する場合に限定せずたんに銀行が貸付

を行なうという意味でこれらの言葉を使っているという解釈の余地もある。いずれにせよ，

「資本」の用語法が明確でないといえるのであって，その点では，「銀行資本の一部を構

成」するか否かということと，「銀行が前貸する」ものは何かということとの区別を確認し

たマルクスの指摘は，意味があるといえよう。ただし，マルクスは，フラートンが「貨幣融

通を貸付資本（capital　on　loan）の借入れ，追加資本の借入れと同一視するという」「誤

り」をおかしているとも批判する。「貨幣融通一つまり資本貸付（loan　of　capita1）」等のフ

ラートンの表現は，借手にとっての「追加資本の借入れ」をあらわしている，と解釈してい

る。だが，このような解釈が可能かどうか検討の余地が残されているように思われるSX。

　第3の点，すなわち恐慌期の貨幣需要については，次のように論じられる。貨幣融通を求

めて銀行に需要が殺到しても，流通手段の総量が変らなかったり減少したりする理由として

は，「金の流出」と，「支払手段としての貨幣にたいする需要」があげられる。後者につい

ては，「貨幣がただ諸支払の決済のためにのみ機能する場合には（そして恐慌期に前貸を受

けるのは，支払うためであって買うためではなく，過去の取引をかたづけるためであって新

たな取引を開始するためではない），その貨幣の流通はただ瞬間的でしかない」，と述べてい

る。そして「フラートンは，購買手段としての貨幣と支払手段としての貨幣との区別を，通

貨と資本とりまちがった区別に転化させている」と論評している。

　フラートンは，「追加流通手段」として機能せず「生産物市場には入らない」と述べなが

ら，この銀行券が支払手段としての貨幣機能をはたすということを明確に指摘していない。

そのために，流通手段として用いない銀行券をもとめて割引依頼が殺到するのは何故かとい

う点や，還流が早まるのは何故かという点が理論的に説明されず，事実のみが指摘されるに

止まっている。商業手形が貨幣と同様の機能をはたすことが強調されるあまり，債権の相殺

が行なわれない場合には支払手段としての貨幣による補足が必要であることが軽視され，支

払手払としての貨幣機能が理論的に明確な位置付けを与えられていないという問題点がある

ことは，まえに述べた。そのことが，ここでの説明を不充分なものにしているひとつの原因

であるといえよう6これにたいしてマルクスは，支払手段という貨幣の機能規定を踏まえて，

恐慌期には，商品販売が困難になるなかで過去の取引によって生じた債務の決済が迫られ，

そこから支払手段としての貨幣に対する需要が増大するというかたちで事態を説明し，さら

に支払手段の「瞬間」性によって銀行券の還流時間の短縮の理由を論じたのである。

　ただし，「購買手段としての貨幣と支払手段としての貨幣との区別を，通貨と資本とのま

ちがった区別に転化させている」という批判については，検討の余地があろう。たしかにフ

ラートンは「支払手段」概念を明確に規定しえず，好況期と恐慌期の貨幣需要の相違を「購

買手段としての貨幣と支払手段としての貨幣」というかたちで対比することができなかった。

だが，「通貨と資本」という対比を行なっていたとは必ずしもいえない。そもそもマルクスが

ここでいう「資本」が何をさすのかが明確でないが，もしそれが借手の「迫加資本」や現実資

本をさしているのであれば，フラートンが好況期と恐慌期をそのような「資本」需要の有無

によって対比していたとはいえない。また，追加的前貸が銀行券発行高の増加によって可能
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な場合と銀行資本から行なわれなければならない場合との区別という意味で，「通貨と資本」

の区別という表現が使われているのであれぽ，借手のもとでそれが購買手段として機能する

か支払手段として機能するかという区別と，貸付が銀行資本から行なわれるか否かという区

別とは，別の事柄であり，しかも後者の区別をマルクスも認めているのだから，前者の正し

い区別を後者の「まちがった区別に転化させている」という雷い方はできないだろう。もち

ろん，フラートンの用語法がはっきりしていないのだから，脚「購買手段としての貨幣と支払手

段としての貨幣との区別」を明確にせずに「資本」という用語を曖昧に使ったという批判は

可能である。だが，このマルクスのような表現が可能かどうかについては，問題が残ろうSS。

　第4の点，すなおち現実資本との関連については，次のように論じている。恐慌期には，

「現実資本」は「生産手段や生産物の形で過剰に存在していて市場を圧迫している」のであ

るから，「銀行資本の欠乏やそれに対する切迫した需要」を「現実資本の減少」と混同すべ

きではない，と指摘する。そして，「いったいこのような逼迫の時期に足りないものはなに

なのか，資本なのか，それとも支払手段としての規定性にある貨幣なのか？そして，周知の

ようにこれは一つの論争問題である」と述べたうえで，この点を次のように説いている。ま

ず，「逼迫が金の流出に現れるかぎりでは，要求されるものが国際支払手段だということは

明らかである」。この「国際支払手段」は，「それ自身として価値のある実体」である金な

のだから「それは同時に資本である」といえるけれども，　「商品資本としてのではなく：貨幣

資本としての資本」なのであり，「資本がここで求められている形態，そして資本がここで

機能できる唯一の形態は，資本の貨幣形態なのである」。そして，このような金にたいする

需要を別にすれば，「恐慌期にはなんらかの仕：方で資本が不足していると言うことはでき

ない」。「このような資本欠乏の存在を貨幣融通にたいする切迫した需要の存在から結論する

ことは，もともとできないのである。反対である。市場は供給過剰になっており，商品資本

であふれている。だから逼迫の原因になるものは，とにかく商品資本の欠乏ではないのであ

る」，と論じている。

　マルクスが，ここで，「資本が不足している」のではないとか，「資本欠乏」は存在しな

いといっている場合，　「資本」とは現実資本（生産資本や商品資本）をさしている。つまり，

銀行に押寄せる貨幣需要は現実資本の拡張を目的とするものでなく，この貨幣需要は現実資

本の過剰と併存するものであることが，強調されている。フラートンは，恐慌期の銀行にた

いする前貸の要求が生産拡大のためのものだとはしておらず，前貸された銀行券は「生産物

市場には入らない」と論じていたのであるから，すぐ後で述べる「国際支払手段」として金

が流出する場合の問題を別にすれば，このマルクスの指摘は，フラートンに直接向けられた

批判とはいえないことになろう。もっとも，フラートンには，銀行膝下的な観点から分析を

行なうに止まっていて，借手側の産業資本等の運動が視野に入っていないというすでに指摘

した一般的な問題点がある。そして，恐慌期の叙述にしても，銀行券が「生産物市場には入

らない」と述べるだけで，産業資本の側でどのような事態が進行しているかという点は論じ

られない。したがって，現実資本の過剥が存在していること，そしてそれが，支払手段を求

めて貸付要求が銀行に押寄せるという事態の基礎にあるということを明確にしていないとい

うことはできる。

・金流出についてマルクスは，これより少し前でも論じている。すなわち，銀行が貸付た銀
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行券が金流出のために銀行で梵換される事態について，銀行は「資本を前貸しするのであっ

て流通手段を前貸しするのではないと言うとすれば，これには：：：二重の意味がある。第1には，

銀行は，信用ではなく現実の価値を，自分自身の資本かまたは自分に預託された資本かの一

部分を，前貸しするのだということである。第2には，銀行は，国内流通のための貨幣では

なく国際流通のための貨幣を，世界貨幣を，前貸しするのだということである」と述べる。

そして，「第2」の点を補足して，この金にたいする需要は「まさに，外国市場がイギリス

の実現不可能な商品資本で充満している瞬間にこそ，生ずるのである。だから，求められる

ものは，資本としての資本ではなく，貨幣としての資本である。すなわち，貨幣が一般的な

世界市場商品としてとる形態にある資本である。そして，これは貴金属という貨幣の本源的

な形態である。だから，金の流出は，フラートンやトゥックなどが言うような単なる資本問

題（amere　question　of　capita1）ではないのである。そうではなく，それは貨幣の聞題

（a　question　of　money）である」，と論じている。

　この叙述は，銀行の貸付高と銀行券流通高が乖離する原因を整理するために銀行券の還流

経路を論じ，そのひとつとして党換を説明している箇所で，横道にそれるかたちで行なわれ

ているのであるが，ここでは，フラー1・ンの「資本」という言葉の使い方に関する二つの別

個の問題が，続けて一度に論評されているために，叙述がわかりにくくなっている。今まで

みてきたようにマルクスは，フラートンの「資本」という言葉の用法に関して，銀行券流通

高が限界に達したあとは銀行の「前貸しの追加は資本から」行なわれるという叙述を主に問

題としているのであるが，アラートンは，これとは一応別の文脈のなかで，「資本」という

用語を「通貨」と対比して意識的に用い，議論を展開している。そして，ここで「単なる資

本問題」ではなく「貨幣の問題である」と述べるときマルクスは参照箇所を示してはいない

が，おそらく念頭に置いていたと思われるフラートンの表現一一すなわち，　「実際，これは通

貨の間題ではなく資本の問題である（This，　in　fact，　is　not　a　question　of　currency，

but　of　capita1）」一は，このもう一方の文脈のなかにある。すなわち，金が流出するのは，

対外支払残高を決済するために「国際間に資本を移動させる必要」が生じるからであり，し

かも「この資本が商品の形態で移送されるか正貨の形態で移送されるかということは，取引

の性質にはなんら影響しない事柄である」という意味で，「通：貨の問題ではなく資本の問題

である」とされているのであるan。そして，対外流出のための金需要は，「外国市場がイギ

リスの実現不可能な商品資本で充満している瞬間にこそ，生ずるのである」から，「求めら

れるものは，資本としての資本ではなく，貨幣としての資本である」と批評するとき，マル

クスもフラートンらの議論をこのように理解したうえで，「この資本が商品の形態で移送さ

れるか正貨の形態で移送されるかということは，取引の性質にはなんら影響しない事柄であ

る」とはいえないと批判しているのである。金流出に関するフラートンの議論については次

節で検討するのでこれ以上立入らないが，ここでの問題に関していえぽ，恐慌期の金流出に

ついてフラートンが現実資本の過剰を看過しているという点は，マルクスの指摘どおりだと

いえよう。
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聾．金流出入とインヴランド銀行

（1）金流出の原因

　本稿のはじめでも述べたように，通：貨学派は金流出の原因を銀行券の過剰に求めていた。

すなわち，銀行券の過剰→物価騰貴→輸出減少・輸入増加→為替逆調→金流出という因果関

係を想定していた。そしてフラートンは，銀行券以外の信用諸形態が貨幣機能をはたすこと

や銀行券の過剰がありえないことを指摘して，銀行券の過剰→物価騰貴という関係が想定で

きないことを主張したのであった。したがって，銀行券の過剰を金流出の原因とし，銀行券

流通高の調節を通じて金流出を統制しようとする通貨学派の主張は，これによって反駁され

たことになる。それゆえ，フラートンは，「もし仮に党換券の発行過多が生じうるというの

であれぽ，この過剰発行が物価への作用を通じて地金の流れに影響し，また物価を通じて対

外支払残高に影響すると考えられることにもなろう。」「だが，党換券の流通高が物価を上昇

させるような過剰状態を多少なりとも持続できるという想定を覆すには，すでに述べた論拠

で充分であると確信している」といい，また「過劉発行や減価という恐怖が実在のものでな

いのであれ1ぼ」，「地金の変則的な運動を発券高の調節によって矯正しようとする通貨学派

の計画全体が崩壊することは明らかである。その論拠は根底から覆されるのである」，と述

べているのである。そしてさらに，「わずか一，二の充分説明可能な例外を除けば，過去半

世紀において生じた金流出をともなう為替の顕著な下落はすべて，流通手段が相対的に低位

な状態にあるときに起こり，反対の場合は反対の結果になっていた」というトゥックの研究

を示して，通貨学派の主張が成り立たないことは実証的にも裏付けられるとするSS。

　では，フラートンは金流出がどのような具体的原因によって生じるものとし，また金流出

の性格をどのように規定しているのであろうか。

　金流通の原因については，上のように通貨学派を批判したのに続いて，次のように論じて

いる。すなわち，通貨学派とは逆に「通貨の充満と為替の順調とが同時に起こる」と主張す

るといっても，この両者間に因果関係が存在するというのではない。「為替の上昇と金流入

をもたらすのと同じ事情が，国内産業の活況，生産と消費の規模の増大，そして：貨幣の使用

と需要が増大するのに必要な一切の条件が存在しているということを，一般に物語っている。

他方，一連の商業的興奮と投機の時；期に外国為替の下落と金の流出が生じる場合には，この

ような事態の出現は，通常，すでに開始された崩壊の信号である。すなわち市場の過剰在庫

や，生産物にたいする外国需要の途絶や，資金回収の遅れや，そしてこれらの現象の必然的

結果である商業上の信用失墜，工場閉鎖，職人の飢餓，産業や企業の一般的沈滞などの，兆

候である。だから，このような状況のもとでは，そのとき行なわれている小規模の商取引を

遂行するのに以前より少ない銀行券量で充分だということが，いったいどうして意外な事柄

なのであろうか。私は，通貨の低位な状態と為替の逆調とを，同格の現象（co－ordinate

phenomena）一すなわちある共通の原因の作用によって生じた現象と考え，それ以外のな

にものともみない」，とするのであるse。

　このように，銀行券流通高の増加と為替順調，および銀行券流通高の減少と為替逆調が，

景気循環の動向によって規定される現象として把握されている。すなわち，景気拡大が流通
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高増加と為替順調の原因となり，恐慌；期の事態が流通高を縮少させるとともに為替逆調をも

たらすと捉えられている。

　また別の箇所では，「金流出を惹起するさまざまの種類の原因」についてかなり詳細な叙

述を行ない，それを次のように整理している。まず，（1）「為替となんの関連もなく，為替を

矯正する手段によってはまったく統制できない」流出がある。これには，金流出が，「直接

使用し消費することを目的とする貴金属需要によって引き起こされる」場合と，「不信や驚

愕にもとづいて流出し，隠匿する目的で金が求められる」場合とが，含まれる。そしてさら

に，「対外支払残高の逆調にもとつくもの」ものとして，以下のものがあげられる。（2）不作

の場合に「外国の二物を大量：に買入れるために生じる流出1や「外国での軍事支出」による

流出。（3）「外国証券への大規模な資本投資によって対外債務が生じる場合」の流出。（4）「投

機と過剰取引にもとづいて弊害が生じた場合」の流出，である働。

　前節でも触れたように，フラートンはこれらの金流出を「通貨の問題ではなく資本の問題

である」と性格付ける。そして，上記の（1）のような場合を別にすれぽ，「為替に影響を及ぼ

したり，諸国間での地金の流れを規制したりするさまざまの原因は，唯一の項目のもとに包

括できる，すなわち，対外支払残高の状態，したがってその決済のために諸国間にたえず資

本を移転させる必要これである」，と述べる。さらにこれを説明して次のようにいう。（2）の

場合については，小麦等を輸入するためには「その国の同額の資本がこの目的のために犠牲

にされなけれぽならない。この資本が商品か正貨のどちらの形態で移送されるかということ

は，取引の性質にはなんら影響しない事柄である。小麦は等価物との交換によってのみ獲得

され，しかもこの等価物は，どのような形態をとるにせよ，その国の富から引出されなけれ

ばならない」，という。また，（3）や（4）に相当する場合については，　「もともとは資本の積極

的な犠牲を意味していない」とされるが，結局，　「どの場合にも，その操作は本質的に資本

の操作なのであって，たまたま通貨に影響するにすぎない」，と述べられる。そしてこれに

続いて，対外支払残高の変動は「流通貨幣の数量の変動とはまったく無関係であって，その

修正のために必ず地金の移送がもとめられるわけではない。金がこの目的に選ばれるのは，

ただ他の種類の資本（stock　or　capital）と比べて，より便利にか，敏速にか，あるいは

有利にその支払を実現しそうな場合にかぎられている」，と論じているua。

　さて，このように金流出の原因として「対外支払残高（the　ba工ance　of　foreign　pay－

ments）」を強調する議論は，銀行券の過剰による通貨価値下落が金流出の原因だとする通

貨原理に対置するものとして展開されている。また，物価騰貴とは直接結びつかないさまざ

まの原因が指摘されているのも，通貨学派の議論を意識してのことであろう。そして，金流

出の原因が多角的に説明されていることは，実際の事態にそくして理論的分析を行なうフラ

ートンの長所があらわれたものということができよう。また，通貨学派が看過した外国証券

投資の影響が考察されている点は，フラートンら銀行学派の特徴のひとつとして注目してよ

いだろう働。

　だが，マルクスも批判していたように，金流出を「資本の問題」とするのは，フラートン

の難点のひとつといわざるをえない。この点に関する議論は混乱しており，　「資本」の定義

も明確でない。そして，対外支払残高の変動の「修正のために必ず地金の移送がもとめられ

るわけではない。金がこの目的に選ばれるのは，ただ他の種類の資本（stock　or　capital）
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と比べて，より便利にか，敏速にか，あるいは有利にその支払を実現しそうな場合にかぎら

れている」とするのは，為替下落が金輸出点に達すると金の現送が不可避となるという金本

位制の現実の機構を無視した議論であるとともに㈹，マルクスの批判にもあったように恐慌

期の金流出が海外市場での商品過剰に伴った現象であることを看過するものである。

（2）金流出入の影響

　通貨学派は金の流出入に応じてイングランド銀行券の発行高を増減させるよう主張した。

すなわち，「彼らの見解によれば，市場に投込まれた銀行券量の過剰によって，一国の通貨

の総価値は，近隣国の通貨価値以下に低下する。その結果，諸外国の同一商品の価格は依然

として不変のままであるのに，その国の全商品の価格は騰貴することになる。このような変

則的な事態にたいする自然的な矯正作用（natural　remedy）として，銀行券がイングラン

ド銀行に回流して金と国恥され，その金が価格のヨリ低廉な国の商品を購入するために海外

に送られる。そして，イングランド銀行が，金満換にさいして受取った銀行券を引続き新規

発行の銀行券で置き換えるということさえなけれぽ，このような過程をへて，価値の均衡は

まもなく回復されるだろう，と彼らはいうのである。」㈱

　この通貨学派の主張は，金属貨幣だけが流通する純粋金属流通において次のような自動的

調節作用が存在するという認識にもとづいている。すなわち，輸出減少・輸入増加→外国為

替逆調→金流出→国内通貨量減少→物価下落→輸出増加・輸入減少→外国為替順調→金流入，

という調整が行なわれると考えられている。そして，銀行券も流通する混合流通においても，

このような「自然的な矯正作用」を機能させるべきであり，そのためにはイングランド銀行

が金の流出・流入に応じて銀行券発行高を減少・増加させる必要がある，と主張したのであ

る。なお，この調節機構論は，貨幣を流通手段としてだけ捉えることによって，金の流入・

流出が流通手段量をそれに癒じて増減させ，さらに価格を騰落させるという理解にもとづい

ていた。もし貨幣が流通手段以外のかたちで存在するならば，金の流出入があっても，価格

を規制するとされた流通手段量はそれに対応した変動を必ず示すとはいえなくなるからであ

る。つまり，金時出入がどのような影響を及ぼすかという問題は，貨幣機能をどう捉えるか

ということと切り離せない問題であった。

　このような議論を批判して，金が流通手段以外の形態でも存在することを強調し，地金の

流出入がその国の流通手段量の変動をもたらすものではないということを主張したのは，ト

　ゥックであった。彼は次のように論じている。イギリスは「貨幣以外の目的での貴金属」の

　「大消費国」であるだけでなく，他国で消費される貴金属の「集積地」でもあるから，「一

時的超過需要に応じるための過剰分を多かれ少なかれ含むストック」が存在する。また，そ

のほかに，「他のどの商品よりも一般的に需要され市場価値の変動の少ない商品であるため

に，国際収支の調整手段として用いうるしまた用いられてきた貴金属の非常に大きな量」が

存在する。したがって，これらのかたちで存在する貴金属の大きさを考慮すると，「純粋な

金属流通のもとで，それほど長くない期間，少なくとも5，6百万ポンドの範囲で，地金の

輸出入の変動が時折あったとしても，公衆の手から手へ貨幣として流通している鋳貨の量と

価値にはまったく無関係であり，一般物価がそのような変動の原因でないのと同じように，

　この変動は商品の一般物価にまったく影響を与えない」，としているのである㈹。
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　フラートンも，トゥックを継承し，「退蔵金（hoard）」という貨幣の存在形態を強調しな

がら議論を展開している。

　ただし，r通貨調節論』における「退蔵金」扱いは多少変則的なかたちになっている。す

なわち，前節でみたように，「貨幣」を定義するさいには，金などの金属貨幣は政府紙幣や

補助貨と同じ「貨幣」範疇に属するとされていた。そして，銀行券はその量が社会的需要に

よって調節されるためにその過剰が物価を騰貴させることはないとされたのにたいして，

「貨幣」である金属貨幣は，政府紙幣などと同様，その「分量が社会的需要によって少しも

調節されず」　「その価値はその数量につれて変動する」としていた樹。また，　「金は，一度

溶解され鋳貨となると決して再び鉱山には復帰することがない。それが世界の貨幣ストック

に永久的な確定的な追加となるのはこのためである。それを流通させている入々も，その方

向を指定する発言権はなんらもたない」と述べ，金は「それを保有するかぎりまったく儲け

にならない」ので，以前より多い金を手に入れた者は，金を手放すために「切望する目的物

の購入にあたって」以前より「多量の金を甘んじて提供する」とも述べているように，金属

貨幣は流通手段としてのみ機能するものと想定されていた（M。だが，第3章までこのような

かたちで議論を進めたあと第4章になると，「退蔵金」の存在が指摘され，金属貨幣につい

てのそれまでの想定が修正されることになる暁

　「退蔵金」が形成される理由は次のように説かれる。貴金属は「耐久性」をもつので「む

かしからこの金属の巨大なストックの蓄積が行なわれてきた」のであるが，「文明世界のど

こにおいても人が必要とし所望するあらゆるものを支配でき」，また「危急のさいに安全な

場所へ容易に隠匿したり移転できる」という「貨幣としての，つまり一般的等価物としての

特性（their　peculiar　attributes　as　money，　as　the　universal　equivalent）のために」，

「貴金属を所持しようとする一般的な渇望（the　general　avidity）」が生じ，このために

「膨大な退蔵金が形成されることになる」，と。そして「この退蔵金は，あらゆる国で通貨

機構の一環をなしているのであるが，その重要性は，私の察知しうるかぎり，いまだ一度も

十分に認識されたことがない」と指摘される㈹。

　「退蔵金」が「通貨機構の一環」としてはたす機能とは，結論的にいえば，二流出入の影

響を吸収し，国内流通手段：量を社会的需要に応じて調整するということである。つまり，

「退蔵金が，ありそうなすべての場合において，次の二つの目的，すなわち第一に輸出のた

めに需要される地金を供給し，第二に国内通貨を適正な数量に維持するという目的をはたす

ということは，まさに金属貨幣制度の本質である」とされるのである㈲。

　「国内通貨」量：の調節機能については，銀行券が流通している場合，社会的需要に応じた

銀行券流通高の増減によって通貨量が調節されるとしていることは，すでにみたとおりであ

る。そして，純粋金属流通のもとでは「退蔵金」がこの調節機能をはたすとされている。す

なわち，「商品需要の増大の結果」物価が騰貴し，「貨幣の媒介を必要とする取引の総額が件

数においても金額においても増加する」という場合，「通貨が純粋に金属である国では，そ

の必要とされる追加的な通貨量は私的退蔵金から引出されるであろうし，信用制度が普及し

ているところでは，その通貨は銀行によって供給される」と論じられるのである㈹。ただし，

「退蔵金」に関するフラートンの論述は，おもに金の対外的な流出入の問題に焦点をあわせ

て行なわれている。そこで，金の流出入の影響に関するフラートンの説明を整理しておこう。
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　「イギリスでは，銀行制度が他のヨーロッパ諸国に類をみないほど広範に完備され，小売

取引と外国貿易を除いては鋳貨の使用が銀行制度によって全く代位されたといわれる。した

がって，同国においては，私的退蔵の動機はもはや存在せず，退蔵金は銀行に，否，むしろ

イングランド銀行にことごとく移管されている」働という認識にもとづいて，フラートンは，

金属貨幣が流通において支配的な位置をしめ私的退蔵が行なわれている場合と，このイギリ

スのような場合とを区別し，それぞれについて金華出入の影響を分析している。

　私的退蔵が行なわれている場合の金流入の影響については，たとえば，外国鉱山での生産

力増大によって金輸入量が変化する例に即して，次のように論じられている。　「退蔵金は，

鉱山の生産高が過剰であるときには過剰生産物を吸収し，使用のためにそれが必要とされる

場合にはそれをはきだす。したがって，供給の変動は，通常の状況のもとでは，流通中の物

価に作用する鋳貨部分には少しも影響せず，たんに退蔵されている部分にのみ影響を及ぼす。

そして，退蔵の原理をはたらかせるためには，価格の予備的な作用はなんら必要でない。退

蔵金の大きさは，価格の状態によって規制されているのではなく，市場利子率によって規制

されており，しかもこの市場利子率は，本質的には資本の利潤率と同一視されるとしても，

周知のように，それはまず第一に，その作用をつうじて資本が分配される媒介手段（それが

貨幣であろうと信用であろうと）の伸縮とともに騰落するからである」㈲。金流入量の変動

が退蔵金に「吸収」されて流通手段量に影響しないとされているのは，明らかである。なお，

「市場利子率」の作用について述べられていることの内容は，すぐあとで市場利子率が上昇

すると遊休していた退蔵金がはきだされると述べている㈲ことを考えあわせれば，金流入量

の増加によって市場利子率が低下し，金を投資する誘因が減少して，その結果退蔵金が増大

するといった事態が生じるということであろう。つまり，各自が保有しようとする退蔵金の

大きさは，市場利子率の関数であって価格の関数ではないのだから，退蔵金量の増加はそれ

に先立つ価格上昇をなんら必要としないというのである。

　また，私的退蔵が行なわれる場合の金流出の影響についても，これと同様の説明が行なわ

れている。すなわち，　「輸出のための金流出」は価格に少しも影響しない。　「このような流

出は一般に，流通している通貨に作用するのではなくて，準備金としてある通貨一すなわち

退蔵金に作用するのである」，とする。また，「すべての交換を貴金属の手段だけで行なっ

ている国の貨幣市場が，数百万の対外支払を行なう必要が生じたときに，どのような影響を

うけるかということを，考えてみよう。もちろんこの必要は資本の移転によってのみ満たす

ことができる。そうすると，この場合に惹起される移転のための資本の獲i得競争は，必然的

に市場利子率を上昇させるのではないだろうか。また，その支払を政府が行なわなければな

らないのであれば，政府は通常より借手に有利な条件で新規債を起債せざるをえないのでは

ないだろうか。そして，これらすべての事情が，不可動的に退蔵金に影響するのではないだ

ろうか。マネー・ディーラー，このなかには自己の財産を有利に運用する機会を狙うという

はつきりした目的をもつものがいるのであるが，彼らが蓄積していた金銀の一部が，これら

の事情によって活動させられるようになるのではないだろうか」，とも論じられているma。つ

まり，金流出の影響も退蔵金によって吸収され，流通手段量を変動させることはないと主張

され，その具体的機構が，金流出→利子率上昇→退蔵金の流通手段への転化，というかたち

で説明されているのである。
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　では退蔵金がイングランド銀行に集中する場合についてはどうであろうか。金流入につい

ては次のように論じられている。イングランド銀行は持込まれる地金を無制限に受取り，そ

れと引き換えに鋳貨または銀行券を支払う。「けれども，鋳貨や銀行券がイングランド銀行

によって発行されたからといって，必ず社会によって流通させられると考えてはならない。

もし追加的流通手段にたいする需要が前もって存在せず，また，分配されるべき新たな資本

も存在せず，開拓されるべき新たな通商ルー1・や，活発で有利な機械上の大発見もなけれぽ，

海外から新たに百万ポンドの金が到着しても，このような事態を少しも生じさせないだろ

う」，とされている。ただし，この鋳貨や銀行券はその所有者のもとで遊休すると考えられ

ているのではない。彼らは「市場に流通している生産的証券（productive　securities）の

一部，たとえば国庫証券やコンソル公債や割引手形の一部を，競って獲得しようとする。割

引市場では，彼らはイングランド銀行と直接競争するであろう。そして，イングランド銀行

割引率（the　Bank　rate）より低い利率で貨幣を提供することで，イングランド銀行に割引

に向う手形の一部を横取りできるであろう。国庫証券やコンソル公債の売手は，鋳貨や銀行

券の残りの部分を手にすることになるが，今度は自分たちが貨幣の新しい投資先を見つけな

ければならなくなり，彼らの多くもまた割引市場へ赴くであろう。こうして過程は次から次

へと進み，割引市場が百万ポンドすべてを吸収するまでやまない。そのあいだイングランド

銀行は，その前から手元にあった為替手形が次々と満期になるにつれて，その支払によって

銀行券が迅速に還流することになるが，他方銀行券を新規の割引に振向けようとしても捌け

口を見出せない。したがって，このような事態の結果，おそらく一週間の後には，イングラ

ンド銀行の金庫には百万ポンドの鋳貨が増加し，証券が百万ポンド減少することになろう。

イングランド銀行が短期証券に1ソブリンでも投じているかぎり，還流の團路は開かれたま

まになっており，イングランド銀行は余分な銀行券を1枚といえども流通に付加えることは

できないのである」，と説明されているua。

　ここで説かれているのは，イングランド銀行の割引率がマーケット・レートより高く設定

されていたという当時の事実を前提として，地金と引き換えに銀行券や鋳貨が発行され，通

貨量が一一ee的に増加しても，割引市場での貸付関係め変化をとおして，増加分に相当する鋳

貨の還流ないし銀行券発行量の減少が実現され，通貨量が当初の水準に復帰する，というこ

とである。そして結局，流通手段量は変化せず，イングランド銀行の地金保有量が増加する

という結果だけが残るというかたちで，流入した金はイングランド銀行に集中されている退

蔵金に吸収される，としているわけである。

　金流出についてはどう説明されているのであろうか。金属貨幣制度のもとで退蔵金が，流

出する金の供給と国内通貨量の調整という二つの役割をはたすという，すでに引用した叙述

を行なったうえで，次のように述べている。「イングランド銀行が，金流出の最中に新規の

割引申込に応じ，金との免換のために同行に持込まれる銀行券を新規の発行で置き換えてい

くとき，同行は，それ以上の何をしているというのであろうか。イギリスの退蔵金はすべて

イングランド銀行に集中している。そして，対外支払残高の調整に充分であるだけでなく，

その役割に応じた規模で国内流通を維持するのにも充分な地金のストックを確保していると

いう義務は，もっぱらイングランド銀行に負わされている。だから，イングランド銀行は，

輸出のための需要圧力のもとでその金が減少しつつあるとき，どのような割引要求にも応え
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るということによって，金属貨幣制度のもとでは諸事情の結果自動的に行なわれるはずのこ

とを実現しようとしているにすぎない」，とされる㈲。

　ここでは，金流出と割引申込の殺到とが同時に起こる恐慌期の事態を念頭に置き，また金

流出に対応して貸付・発行高を減少させるべきだという通貨学派の主張を意識しながら，議

論が行なわれている。そして，イングランド銀行に集中された退蔵金によって金流出の影響

を吸収し，銀行券発行高はその影響を受けずに国内的な必要に応じて調整されるようにする

ということが，金属貨幣制度のもとでの退蔵金の機能を混合流通のもとで実現させる結果に

なるとしているのである。

　通貨学派は，まえにも述べたように，金が流出するときイングランド銀行券流通高を減少

させるべきであると主張した。そして，それによって，金属流通の場合と同様に，諸外国

との間の物価の不均衡が矯正され，金流出の停止・金の還流が実現できるとした。フラート

ンは以上のような議論を展開して，この主張の根拠を否定したのである。そこで，金が流出

する場合にイングランド銀行がとるべき政策について，フラートンの主張をさらにみておこ

う。

　まず，銀行券流通高が物価を規制するとは考えないのだから，イングランド銀行が発券高

を調節することで金流出に対処するということは，当然否定される。だが，イングランド銀

行が金流出にたいしてまったく影響力を行使できないかというと，そうではない。「イング

ランド銀行は，ある事情のもとでは，価格に強力な影響を及ぼし，金流出を逆行させること

さえできる力をもっているのである」。ただしそれは，　「発行高の制限によってではなく，

信用に強力に働きかけることによってである」，という。また，このような信用にたいする

規制力をイングランド銀行がつねにもっているのではないという点も，強調される。　「融通

を拒否することでイングランド銀行が信用に強力な作用を及ぼす」ことができるのは，「民

閥信用がすでに激しい動揺をうけたために，公衆が，多少とも，イングランド銀行に依存す

る状態に立たされるようになったときだけである」とされる㈲。イングランド銀行は，金流

出の初期にはこのような立場にはないと考えられているから㈲，恐慌を引き起こす金流出を

予防したり，その初期段階で矯正したりすることはできないということにもなる。そして，

おそらくこのことも関連して，イングランド銀行のこうした引締めが信用恐慌を惹起せざる

をえないことも指摘される。すなわち，「商業的信認の全機構は崩壊せざるをえず，信用買

いした商品の持主はすべて販売を強制され，商品価格は大幅に下落する」という事態が生じ

るとされるのである㈲。

　では，イングランド銀行はこのような規制力を行使すべきだとしているのであろうか。ま

えに述べたようにフラートンは金流出を原因別に分類していたが，そのなかで，消費や隠匿

の目的で金が流出する場合については，それを規制することは不可能であるとされ，また，

不作による穀物輸入や戦費支払のために金が流出する場合には，これを規制すべきでないと

する。したがって，問題となるのは外国証券への投資と投機的取引を原因とする流出となる

のだが，これらについては，穀物輸入などの場合のように「寛大に処理されるべき資格をな

んらもたない」とされる⑱。ただし，この場合についても，イングランド銀行が信用にたい

する規制力を強力に行使すべきだと積極的に主張されているわけではない。むしろ，イング

ランド銀行が投機的取引から超然としているべきことを強調するに止まる傾向が強い。信用
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恐慌という犠牲を伴っても規制を行なうことが，「自己保全の立場からも，また社会の究極

の利益の点からみても」必要な場合があることも指摘されてはいるが，このような方策は

「ほとんどの場合回避しても安全であり，また避けることができるなら，慎むべきものであ

る」とされるのである㈲。そして，通貨学派が提唱する銀行条例は，イングランド銀行がこ

のように対応しうる余地を決定的に狭めるものとして批判されるのであり，準備金を増強さ

せることによってイングランド銀行が金流出に耐える余地を拡大させるという方策が提唱さ

れるのである㈲。

　さて，以上，退蔵金の機能に着目しながら二流出入の影響を分析しているフラートンの議

論をみてきたわけであるが，その意義と問題点はどのように考えられるだろうか。

　まず，退蔵金の存在を指摘したこと自体については，次のようにいえよう。はじめにそれ

を捨象しておいて途中からその存在を指摘するという理論構成がはたして妥当であったかと

いうことなど，問題とすべき点がないわけではない。けれども，貨幣を流通手段としてのみ

捉える通貨学派の貨幣理解と対比するとき，「退蔵金」の存在を明確にしているフラートン

の議論は評価してよいであろう。また，退蔵金が形成される理由を，あらゆる商品を購買で

きる「一般的等価物」，すなわち「貨幣」たる金にたいする「渇望」に求めている点も，注

目に値しよう。もとより，フラートンの場合，マルクスのように商品流通の形態規定を明確

にしたうえで貨幣の諸機能を理論的に整理して展開しているわけではない｛8D。だが，あらゆ

る商品に対する一般的な直接交換可能性を貨幣の本質的特徴としたうえで，商品流通の「第

1の変態の産物，商品の転化した姿態または商品の金品を固持する必要と熱情」から「蓄蔵

貨幣（Schatz）」の形成を説いたマルクスの議論と，ここでのフラートンの議論との問には，

かなりのi親近性が認められるといってよいだろう國。

　また，退蔵金が「通貨機構の一環」としてはたす機能として，主流出入に対応することと

国内通貨を適正な数量に維持することがあげられている点も，流通の外部に存在する貨幣の

機能を明らかにしているものとして，評価できよう。そして，貨幣を流通手段としてだけ捉

え，叙上のような金属流通下での自動調節作用の存在を想定する通貨学派にたいしては，そ

の本質的な難点を突いたということができよう。なお，これは，マルクスによる蓄蔵貨幣の

機能規定一すなわち，「蓄蔵貨幣貯水池は流通する貨幣の流出流入の水路として同時に役立

つのであり，したがって，流通する貨幣がその流通水路からあふれることはないのである」

とし，また「蓄蔵貨幣の諸機能は，一部は国内の流通・支払手段としての貨幣の機能から生

じ，一部は世界貨幣としての貨幣の機能から生ずる」という規定㈹と，対応するものといえ

よう。

　一方，検討を要する点もあるのであって，ここでは二流出入の影響が退蔵金によって吸収

される具体的機構の説明に関する問題点を指摘しておきたい。

　流出入する金を「資本」としていることについては，すでに触れたので，ここでは，その

ことが，二流出入に応じて市場利子率が騰落するという命題を論証なしに前提していること

と関連しているという可能性を指摘するに止める。だが，この点を問わないとしても，次の

ような問題がある。

　まず，私的退蔵が行なわれる場合についてみると，金流出入→市場利子率の変動→金子出

入の影響を相殺するような退蔵金の増減，という関係が，はたして論証されているのかとい
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う点が，問題となろう。フラートンは市場利子率の上昇・下落に対応して退蔵金の量を減

少・増加させるような主体を想定している。この議論は，ストックとしての資産を退蔵金と

いう貨幣形態で保有するかあるいは貸付による債権等のかたちで保有するかという選択が，

利子率の変動に対応して行なわれると論じられていると解釈できるとすれぽ，資産選択ない

し貨幣需要に関する理論の擬餌として，興味深い議論といえるかもしれない。だが，フラー

トンの議論では，退蔵金を保有しそれを増減させる主体の具体的な姿はいっこうに明らかで

なく，それゆえ何故利子率に応じて退蔵金を増減させるのかという点の理由も明確には示さ

れないのである。そもそも，フラートンは，金属貨幣が流通で中心的役割をはたし，私的退

蔵が行なわれている場合と，小売取引等を別にすれぽ金属貨幣が流通手段機能をはたさず，退

蔵金がイングランド銀行に集中している場合とを区別しているにすぎない。つまり，貨幣・

信用制度の在り方だけが形式的に区分されているだけで，それがどのような生産様式の社会

のなかにあるのかが問題にされていない。そのために，退蔵金を保有する主体の性格も曖昧

にされたまま，利子率に反応するだけの漠然とした抽象的な主体が想定される結果になった

のである。

　もちろん，『資本論』第1部第1・2篇のように商品流通の形態を～般的に論じる場合に

は，特定の社会形態に属する具体的主体を想定することはできない。したがって，そのよう

な論理段階では，退蔵金ないし蓄蔵貨幣を保有する主体も一般的に規定しておく以外にない。

だが，この論理段階で議論が終始するわけではないし，またこの段階だけに止まったのでは

金流出入の影響を吸収する具体的機構を論証することはできない。資本主義経済における金

流出入の影響を解明するために，信用制度の存在をひとまず捨象しておいて，この具体的機

構を分析するという方法を仮にとるとしても，「退蔵金」が産業資本等の遊休貨幣資本とい

う形態で存在していることを明確にしたうえで議論を展開する必要があろう。また，もし資

本主義以前の社会の私的退蔵を論じようとするのであれぽ，その具体的機構を理論的に展開

する必要があったであろう。

　同様のことは，退蔵金がイングランド銀行に集中しているイギリスに関する叙述について

もいえる。たとえ．ぽ，地金が流入する場合，それと引換えに発行された銀行券や鋳貨は，国

庫証券や割引手形等の「生産的証券」に投資され，最終的には割引市場を通じて全額がイン

グランド銀行に還流すると想定されていた。この議論に関しては，流入した金がイングラン

ド銀行にそのまま預金される可能性の如何，過程の途中で国魔証券等の価格が騰貴しこの銀

行券等の一部が資本市場に吸収される可能性の有無，割引市場でのマーケット・レート下落

の可能性の有無とその影響如何などについて検討する必要があるとともに，幾人かの手をへ

てイング’ランド銀行へ還流する途中でこの銀行券が一般商品の購λに向い，それが物価や取

引量に影響するという可能性の有無についても検討する必要があったOP。そして，これらの

点を論じようとすれぽ，この銀行券を保有するのがどのような主体であるのかを規定する必

要が生じるのである。たしかにフラートンは，「追加的流通手段にたいする需要が前もって

存在せず，また，分配されるべき新たな資本も存在せず，開拓されるべき新たな通商ルート

や，活発で有利な機械上の大発見もなけれぽ」地金と引換えに支払われた銀行券等は流通し

ないといっている。だが，この銀行券等が個人の手元で遊休しないという暗黙の想定のもと

で，証券価格の上昇を考慮せず，流出手段の必要量も不変であると仮定するならば，それは，
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この銀行券がイングランド銀行に還流することを始めから前提するに等しいであろう。

　結局，私的退蔵が行なわれる場合についての議論でもイギリスの場合についての議論でも，

貨幣・信用関係の側からだけ事態が分析されて，貨幣・信用関係によって媒介される社会的

再生産の側面，ないし貨幣・信用を利用する産業資本等の在り方が視野に入らないというこ

とが，問題なのである。そしてそれは，貸付によって銀行券が発行される場合，この貸付が

社会的再生産にどのような影響を与えるかという点が，充分分析されていないという先に述

べた点とも，共通の二塁であるともいえよう。

　最後に，二流出時のイングランド銀行の政策に関するフラートソの議論について述べてお

こう。まず，イングランド銀行の規制力が銀行券量ではなく与信の制限を通じて発揮される

という点，およびそれが信用恐慌を伴うという点では，フラートンは事態を的確に把握して

いるといえよう。実際，金準備の低下が耐えうる限界を越えたために，イングランド銀行が，

たんに割引率を引上げるだけでなく，信用のアヴェイラヴィリティーを狭くする措置にでる

というかたちで強力な信用引締めに転じると，イングランド銀行信用の利用可能性にたいす

る不安から普通銀行の信用収縮と貨幣蓄蔵が生じ，それが商業信用の不信を決定的にして，

信用恐慌を勃発させるというかたちで，事態は進行していたOS。つまり，恐慌過程でのイング

ランド銀行の信用引締めが，　マルクスが「信用主義から重金主義への突然の転化押と呼ん

だ事態を惹起させ，それが投機的に上昇した価格の暴落などの結果を生じさせたのであって，

通貨学派が想定するような通貨量の減少に対応した価格下落が生じたというのではないので

ある。そしてまた，イングランド銀行による信用規制を可能にする民間の同行への依存が，

逼迫期においてのみ生じるという点でも，フラートンの議論は当時の実態に即したものとい

える。

　しかし，このようなイングランド銀行の引締めとそれを契機とする信用恐慌を同行準備金

の積増しによって回避すべきだという主張については，問題が残る。というのは，このよう

に主張するとき，信用恐慌というかたちで現象する恐慌がはたした機能が明確にされていな

いからである。資本蓄積がすでに限界に達した好況末期に，信用がますます社会的実体から

乖離しながら表層的拡大を続けたとき，イングランド銀行をも含めた諸銀行は，保有債権の

無価値化を恐れることもあって，決定的な信用引締め転じることができず，信用の表層的拡

大を有効に是正しえなかった。このような事態にあって，金流出はいわぽ力ずくで決定的な

信用引締めを強制する機能をはたしたのである。しかも，現実資本から遊離した信用の表層

的拡張とそれに支えられた投機的発展は，現実資本の蓄積そのものがその内的矛盾によって

限界に達したことの反映なのであり，金流出を契機として勃発する恐慌は，この矛盾を解消

して新たな資本蓄積を可能にするという機能をはたしていたのである。そして，その意昧で

は，金流出は，通貨原理の想定とはまったく違うかたちでではあるが，社会的再生産にたい

する有効な規制力として機能していたともいえるのである。フラートンはこの点を明確にし

ていなかったといえるであろうen。
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　　　『流動資産』のスペクトルによって取り囲まれていて，その流動資産はマネー・サプライには含ま

　　れていないが，それの密接な代替物だからである」（Kaldor，　The　Scourge　of　Monetarism，158

　　訳頁）。

（27）平田喜彦氏は，「銀行券・商業手形・小切手の信用貨幣としての同質性，代替性をといたが」

　　　「それらの間の順位，序列については何ら問題にしなかった」というトゥックおよびフラートンの

　　　限界を指摘している（rT．トゥークの『銀行原理』について」鈴木編『信用論研究』219一　3　A）。

　　　なお，中村前掲論文13頁，深町郁弥「トゥックの貨幣・信用論（1）」45頁も参照。

　（28）　K．，　pt，　S．　413

　（29）　K．，孤，S．497

（30）Fullarton，　op．　cit．，pp．39－40［63終刊］

　（31）　Fullarton，　ibid．，pp．　101－4　［133－5‘difi］

　（32）　このようなフラートンの議論と類似した叙述はトゥックにも認められる。すなわち，「銀行券の

　　使われる用途しだいで，銀行券の発行高は多くも少なくもなる。だから，銀行券の数量は，需要の

　　　結果であって原因ではない」と述べたうえで，この商品にたいする需要についてさらに説明し，「有

　　効需要の大きさは，供給があたえられたものとすると，消費者がよろこんで払うことのできる価格

　　　できまるだろう。ところで消費者の購買力は，彼らの所得に依存している。しかも，この購買力の

　　　大きさと使い途は，彼らの収入のうち直接の消費物資に支出されるよう定められている部分で測る

　　　ことができる」，と論じられている。もっとも，トゥックのこの議論は商人と消費者あいだの流通

　　　が商人問の流通を規制するという大枠のなかで展開されている。すなわち，「商人相互の間で取引

　　　される商品の価値は，商人が消費者に売る商品の価値をこえることはでぎない。なぜなら，商人の

　　　買う物はすべて，最後は消費老に売られるものだから」というアダム・スミスの指摘を高く評価し，

　　　「消費されるために売られた時の価値が一般物価と考えられるのにもつとも適している」とする。

　　　そして，「通貨はいつでも見換でき，商品の現在の供給と将来の供給が一定であるとすると，需要

　　　の大小は，流通する貨幣の総量によってきまるわけではなく，地代，利潤，俸給および賃金という

　　項目で，金で評価されて，いろいろの階級の収入となり，そののち，日常の支出にむけられる貨幣の

　　　数量によってきまる」という，通常「所得数量説」と呼ばれる議論とも，結び付いている（Tooke，

　　　Ineuiry，　pp．70－1［89－90円融コ）。フラートンの場合，取引総額と通貨需要の増加が国民全体の

　　　r所得」の増加に依存していると述べていることをみれば，商人と消費者間の流通が規定的役割を

　　　果すというトゥークの議論の枠組みを受入れているようにも解釈できる。ただし，トゥックの場合

　　　のようにこの論点が独自に取り出され強調されているわけではない。また，諸階級の収入となり消

　　　費支出に向けられる「貨幣の数量」が「需要の大小」を決めるという論点はフラートンの議論には

　　　認められない。

　（33）Fullarton，　op．　cit．，p．28－9，58，63［51，86，89訳頁］

・（34）　Fullarton，　ibid．，op．　clt．，　pp．83－4［112訳頁］
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（35）　Fullarton，　ibid．，p．83，87，130［111，116，164言尺頁］

（36）　Fullarton，　ibid．，　P．64，［90言尺二頁］

（37）　Fullarton，　ibid。，　P．87－8　［116－7言尺頁：］

（38）Fullarton，　ibid．，p．68［94訳頁］

（39）Fullarton，　ibid．，　pp．95一　7　［125一　7訳頁コ。後にみるように，流入した金と引換えにイング

　　ランド銀行券が発行される場合についても，同様の機構の存在が指摘されている。なおトゥック

　　は，有価証券の代価が不要な場合は銀行に預金されるというかたちで銀行券流通高が調整されると

　　している（Tooke，　fnquiry，　p．58［75－6訳頁］）。

（40）Fullarton，　op．　cit．，　p．97［127－8訳頁コ。なおトゥックも，銀行貸付高の増加にもかかわら

　　ず銀行券流通高が減少したスコットランドの事例をあげて，銀行が銀行券を自由に増加できるとす

　　る通説にたいする格好の反証だとしている（Tooke，　inquiry，　pp．44－5［60訳頁］）。

（41）　Fullarton，　op．　cit．，pp．106一　7［138言尺＝頁］

（42）Fuliarton，　ibid．，　p，101［132訳頁コ。　「イングランド銀行も含めて発券銀行は，それぞれの

　　地域で流通する銀行券の量を直接増加させる力をもたず」，また「流通高の総量を減少させる力も

　　もたない」こと，そして「流通手段の量は価格の結果である」ということは，トゥック『通貨原理

　　の研究』の主要な結論のひとつでもある（Tooke，　Inqniry，　pp．122－3［143－4訳頁］）。

（43）たとえば，フリードマンは価格や取引量に直接影響を与える要因と非常にゆるい関連しかもって

　　いないという貨幣量の決定要因の独立性こそが，貨幣数量説を魅力的なものにしていた，と述べて

　　いる（Friedman，　M．，“Money：Quantity　Tkeory”，　p．436）。一方，この点はカルドアのマネ

　　タリズム批判の主要論点である。「私にはフリードマンの結論は逆に読まれねぽならないことが，

　　突然わかりはじめてきた。すなわち，その因果関係はYからMへと進まねぽならないのであっ

　　て，MからYへではない。それで，私はそのことについて時間をかけて考えれば考えるほど，

　　商品貨幣経済（commodity－money　economy）に基礎を置く貨幣価値理論は，信用貨幣経済

　　（credit－money　economy）tlこ適用しえないといっそう確信するようになった」と述べ，「『信用
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ロ　　　　　　　ロ　　　コ　　　　　　　り　　　　　　　コ　　　　
　　貨幣経済』制度のもとでは」，「欲求されない：貨幣量，あるいは超過貨幣量はけっして生じえない

　　であろう。」「信用貨幣経済における『マネー・サプライ』は内生的あって外生的ではない一その供

　　給は公衆の現金保有および銀行預金保有に対する『需要』の変化に直接反応して変化するのであっ

　　て，その需要とは独立して変化するのではない」，と論じている（K：aldor，　op．，cit．，72，112－4訳

　　頁）。

（44）　K．，1旺，S．539－40

（45）Fullarton，　op．　cit．，　p．137，148［173，185訳頁］。平田喜彦氏は，トゥックを論評して，「流

　　通銀行券量という流通面からただちに過剃発行否定をとくことはできないであろう。過剰発行かど

　　うかは単に流通面からのみ規定されるものではなく，再生産過程との関連でとかなけれぽならない

　　からである」と論じている（前掲書316－7頁）。同様のことがフラートンについてもいえるだろ

　　う。この点については，玉野井芳郎「フラートンの通貨論」も参照。

（46）Fullarton，　op．　cit．，pp．168一・　9，58－9，105一　6［210－1，84－5，119，136一　7訳頁］

（47）　Fullarton，　ibid．，p．169［212訳二頁＝］

（48）　ここでのマルクスからの引用は，K．，皿，　S．467－80から行なわれている。

（49）　日高町「『資本論』における銀行学派」16：頁参照。

（50）Fullarton，　op．　cit．，　p．43［66訳頁］。なおトゥックも「預金を通貨と呼ぶのは適当でない」，

　　「実際に交換用具になっているのは，預金の移転すなわち小切手なのであって，預金そのものでは

　　ないからである」という立場をとっている（Tooke，　Xnquiry，　p．25［37訳頁］）。
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（51）　三宅義夫『貨幣信用論研究』409－12頁参照。

（52）　日高，‘前掲論文17一・8頁参照。なお，銀行の貸付を貨幣の前貸とするか資本の前貸とするかとい

　　う問題は，『資本論』第3部第5篇で通貨学派や銀行学派を論評するさいのマルクスの中心的問題

　　のひとつであった。そして，いまここで取り上げたフラートンへの論評箇所に限定せず第5篇全体

　　の議論についてみると，マルクスは銀行の貸付を貨幣の貸付とする立場で一貫．しているのではな

　　く，必ずしもたがいに整合的でないような叙述がいくつかの箇所で未整理のまま与えられている。

　　しかも，この間題に関するマルクスの叙述を整理したとするエンゲルスの挿入文では，銀行の与信

　　形態を対人信用，担保付貸付，手形割引に分け，それによって借手が追加資本を受取るか否かとい

　　う点を基準として，貨幣の前貸か資本の前貸かを区分するという議論が展開されている。エンゲル

　　スの整理がマルクスの議論を正しく捉えていないという点については，前掲書に収められた三宅義

　　夫氏の論稿をはじめとする諸研究によって明らかにされているといってよい。だが，従来から指摘

　　されているように，マルクスの議論にも問題があり，エンゲルスの議論と類似した叙述も存在す

　　る。マルクスの議論が明確でないのは，ひとつには当該箇所の叙述が宋成度の高くない草稿にお恥

　　て展開されたものであるためだが，それだけでなく第5篇の前半部分で与えられている利子付資本

　　の規定自身に難点があったためでもあった（一玉田美治「貨幣と資本一マルクス信用論の二規定」，

　　宇野弘蔵編r資本論研究V』第2部問題点⑤rいわゆる貨幣の前貸について」〔鎌倉孝夫執筆コ参

　　照）。そして，この点について宇野弘蔵氏は，『経済原質』において，「流通手段が貸付けられる

　　のでも，資本が貸付けられるのでもない。資金が貸付けられると，それは流通手段としても，支払

　　手段としても使用せられ，そのこと自身がまた資本を追加するものともなるのである」と述べ，

　　「資金」概念を呈示することによって事態を明確に規定しようとした（『宇野弘蔵著作集』，第1

　　巻，470頁）。周知のように資本の前貸と：貨幣の前貸の問題については多数の研究があるが，その問

　　題を醒扱う鱒本柳課面こえるので・ここでは以半の点を確認するに止める・

（53）　日高，前掲論文　18頁参照。

（54）．・Fullarton，、op．　cit．，　p．130－1［165一・6訳頁］。なおトゥックも，国際間で移動する金を「商

　・品と考えられる湿すなわち資本」と規定し，これを「鋳貨の形で公衆の間に流通する通貨と考えら

　　れる金」と区別している。そして，この区別は，トゥックが通貨学派の金本位制Q自動調節機構論

　　を批判するさい主要な論拠として強調されている。なお，トゥックが強調するもうひとつの「資

　　本」と「通貨」の区別は，商人間の取引に関する銀行業務を「資本ぼ）流通」とし，商人と消費者の

　　取引に関する銀行業務を「通貨の流通」とすることである（Tooke，　inquiry，　p．10，36［21，

　　50炉心］）。前者についてはマルクスは『資本論』第3部第28章の前半で批判的検討を加えている。

　　また，この後者の区別は銀行資本の動員の必要性の有無という問題と係わるのであり，マルクスが

　　この章の後半でフラートソを論評するときこの問題を中心に検討しているのは，その点で一貫して

　　いる。

（55）　Fu耳artQn，　oP．　cit．，p．121，130［155－6，165訳頁］

（56）Fullarton，　ibid．，p　124一　7．［163－4訳頁コ

（57）　Fu113rton，　ibid．，　pp．153－161［191－201訳頁コ

（58）Fullarton，　ibid．，　pp．130－2［165－7謝意］

（59）　小wa一‘一郎「銀行学派の4カニズム」，15－7頁参照。フラートンは，たとえぽ次のように論じて

　　いる。「証券価格は市場金利の変動につれて騰落し，したがって証券自体は市揚金利の高い所から

　　低い所にたえず移動するから，金利の変動は，為替を調節するうえである程度重要な手段となり，

　　しかもその作用の及ぶ範囲では，対外支払を容易にし，．貴金属の分配の不規則を矯正する点で，た

　　しかに物価の変動よりは遥かに操作しやすく安全な手段であることが知られている」（Fullarton，
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　　op．　cit．，　p．149［187訳頁］）。また，流出した金が再び還流する機構のひとつとして，流出先の

　　国での資本の使途の限界→流出先での金利低下→金の還流，という関係を指摘している（Fullar－

　　ton，　ibid．，　p．152［190訳頁］）。ただし，フラートンは金利を通じた統制の限界も指摘している

　　（Fullarton，　ibid．，　p．　149－50　［187－8　’ge’　fi］）．

（60）　もっとも，一方ではフラートン自身この機溝を説いている（Fullarton，　ibid。，　p．115，136［148－

　　9，172田面コ）。

（61）Fullarton，　ibid．，p．113［145訳頁］

（62）　Tooke，1％g％〃y，　pp．12－14．［23－24訳頁コ。

（63）Fullarton，　op．　cit．，　pp．28一・9［50一　1隠密コ。もっとも，

　　属が採掘される鉱山の生産性の程度に応じて」変動するとされ，

「金銀の価値」は，　「これらの金

「それを貨幣として使う政府や社

　　会が直接統制できない事情」に依存するという点で，価値が「それを管理する権力者の自由裁壷に

　　よって決定される」政府紙幣等とはことなるとされていた。ただし，金属貨幣の価値が数量に応じ

　　て変動するということと，それが「鉱山の生産性」によって規定されるということとは対立する命

　　題として考えられていたのではない。採掘技術の改善や新鉱脈の発見のために，「鉱山国」での

　　「金銀の採掘費」が半減し，「金銀の年生産高が2倍となり，この金属の価格がそれに比例して即

　　座に下落した」という場合を想定して次のように論じている。すなわち，この「鉱山国」から金を

　　輸入する国の貨幣制度が，「本位重量と純分をもつ完全な金属流通が維持され，金銀の取引に制限

　　がなくて，造幣局が提出される本位地金をすべて鋳造する」というものであるとする。「金銀輸入

　　国の商人」は，以前と同量の輸出商品で以前の2倍の金銀を取得し，消費目的にあてられる以外す

　　べて造幣局で鋳造する。彼は「巨額の富を獲得し，こうして得た資力の限度まで，ただちに，市場

　　のあらゆる種類の生産的投資物（productive　investment）や享楽に役立つ有形物の買手側の競
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　コ　　　　　　　ロ　　　り　　　り　　　　　　　　　　　ロ
　．高潮となる」。だが，「このような欲望の対象物の供給は常に限度があり，この流通鋳貨の大氾濫

　　によっても決して増加しないのだから，次のような結果が避けられない一すなわち，第1には市場

　　金利の低下であり，次いで土地やあらゆる利付証券の価格上昇であり，そして最後に，諸商品価格

　　の漸進的な一般的騰貴であり，この価格は鋳貨の獲得費用の低下に対応する水準にまで達する」

　　（op。　cit．，　pp．59－62［85－88三訂コ）。ここ1こ口られるように，金銀の生産費低下は，流通鋳貨量

　　の増大という経路を経て，それに対応した商品価格上昇・金銀価値低下という結果をもたらすとさ

　　れている。つまり，金銀貨幣の価値の数：量に応じた変動は，生産費による価値規定の実現機構と位

　　置付けられているのであり，そのようにして金銀に価値法則が貫徹すると考えられているのであ

　　る。なお，このような議論は別段フラートソにかぎられるわけで昧ない。たとえば，ジェームズ・

　　ミルは，r経済学綱要』において，まず貨幣数：量によって「貨幣の価値」が決定されると述べ，次

　　に貨幣数量が「金属の価値」　（＝「生産費」）によって規制されると論じている（James　Mi11，

　　Elements　of　Political　Economy，114－23訳頁）。

（64）FuIlarton，　op．　cit．，　pp．63－4［84訳頁］

（65）金価値について次のように指摘される。「金属貨幣あるいは金属基礎の信用通貨の交換価値が鉱

　　山の生産力の変化によってこおむる変動は，しぼしば想定されているほど重要なものではない。私

　　は，これまでの議論では，．生産費や需要にたいする供給の割合の時々の変動によって，貴金属が，

　　他の商品に見受けられるような価値変動の頻繁な締り返しをこうむるということを，当然のことと

　　して認めてきた。しかし，実際にはそうではない。」「貴金属については，価格の一般的な法則の作

　．用が著しく修正されてくるのである。」（Fullarton，　ibid．，pp．69－70［96－7訳頁⊃

（66）　Fullarton，　ibid．，．　p　70．［97訳1頁：］

（67）Fullarton，弼4．，p．142　E178訳頁コ
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（68）Fullarton，　ibid．，pp．103－4［135訳頁］

（69）　Fullarton，　ibid．，　p．72［：100訳頁］

（70）　Fullarton，　ibid．，　p．71［：98勲爵：］

（71）　「アジア諸国」において，「膨大な金属的富が，金融逼迫の時期に，高金利にひきつけられて個

　　人の金庫から引出され，社会の必要をみたすために持出されるということ，またこのような富を誘

　　いだした動機が終息するや否や，これらの富が再び容易に吸収されるということ」を，指摘してい

　　る（FullartQn，　ibid．，p．71［99訳：頁］）。

（72）Fullarton，　ibid．，pp．138一　9，140－1［175，177訳頁］

（73）　Fullarton，　ibid．，pp．78－9　［107－8訳頁］

（74）　FullartQn，　ibid．，P．142［178－9訳：頁コ

（75）Fullarton，　ibid．，　p．148［185訳頁］。なおトゥックは，イングランド銀行は，銀行券流通高

　　を直接収縮させて為替相場に影響を及ぼすことはできないが，「保有証券にたいする強制的な作

　　用」によって利子率に影響を与え，それを通じて為替相場に影響を及ぼすことはできるとしている

　　（ToQke，　Inquiry，　pp．102－3［122一　3訳頁コ）。

（76）Fullarton，　op．　cit．，p．150，167［188，208訳頁］

（77）　Fullarton，　ibid．，p．148［186訳頁］

（78）　Fullarton，　ibid．，P．161［201下弓頁］

（79）Fullarton，　ibid．，pp．148－9［186－7訳頁コ

（80）　イングランド銀行が「金の平均準備高を高くたもっておく」というのはトゥックが提唱する政策

　　でもある（（Tooke，　Inquiry，　p．117［137四郷］）。

（81）マルクスはトゥックやフラートン達について次のように論評している。「これらすべての著述家

　　たちは，貨幣を一面的にではなく，そのさまざまな諸契機において把握してはいるが，しかし，貨

　　幣のこれらの契機相互間の生きた関連にせよ，経済的諸範疇の全体系との生きた関連にせよ，なん

　　らかの生きた関連を把握することなく，貨幣を単に素材的に把握しているだけである。」（Kr．，　S．

　　244）

（82）K．，1，S．144．なお，ここでの叙述を『通貨原理の研究』でのトゥックの叙述と対比すると興

　　味深い。なぜなら，トゥックは，「金は誰もが求める商品であるから，常に市場を思いのままに見

　　つけることができ，いつでもその他のいっさいの商品を買うことができる」という事実を指摘しな

　　がら，そこから金が流通手段として機能せずに退蔵されるという結論を導きだすのではなく，この

　　金の特質を「鋳貨として公衆の間に流通する通貨」という金の機能と結び付けているからである。

　　そして，通貨以外の金の存在は，これとは異なる「商品と考えられる金すなわち資本」として把握

　　されている（Tooke，　Inquiry，　p．10．［20－21訳頁］）。

（83）　K．，1，　S．　148，　158－9

（84）利子率変化の影響についていえば，利子率の低下そのものが投機を促し物価を上昇させるという

　　関連を否定する点では，フラートンらの立場ははっきりしているといってよいだろう。というの

　　は，投機への影響を介して低利子率が物価を引上げ高利子率が物価を引き下げるという関係を認め

　　るか否かは，通貨原理を否定するという点では共通のギルバートやボゥズンキットとトゥック達と

　　のあいだの争点となっていたからである。トゥックは『通貨原理の研究』で一つの章を「利子率と

　　物価の関係」の考察にあて，「通貨主義論も金融市場理論（the　money　market　theory）も，

　　つまり，物価と銀行券が関係あるとする年老の理論も，物価と利子率が関係あるとする後者の理論

　　も，ともに誤っている」と論じ，利子率は価格を上昇させる原因ではなく，むしろ反対に生産費の

　　低下を通じて価格を引き下げる要因だとしている（Tooke，　Inquiry，　pp．76－86［96－105訳頁⊃。
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　　そしてフラートソもトゥックと同様の議論を行なっている（op．　cit．，　pp．168－9［210－1訳頁⊃。

　　ただし，地金と引換えに発行された銀行券等が利子率の引き下げを通じて物価に影響するという関

　　係を否定するとしても，前にもみたように，フラートンは，有利な投資対象の量を上回って行なわ

　　れる「資本の過剰供給」が投機的物価上昇の原因になるという関係を認めているのであるから，こ

　　の銀行券が物価へ影響を及ぼす可能性の有無は検討されるべきであったといえよう。なお，玉野井

　　芳郎氏は，流入した金がそのまま預金される可能性をフラートンが看過したと指摘している（玉野

　　井前掲論文，196頁）。

（85）景気循環の他の局面も含めて，藤川昌弘「産業循環の古典形態」参照。また，次に述べる信用恐

　　慌の性格規定を含めて，川上忠雄「国際通貨危機とインフレーション」参照。

（86）　Kr．，S．　208

（87）ただし，一方では，次のような理解も示している。すなわち，「イギリスの現在の社会構造のも

　　とでは，所得からの年々の貯蓄と植民地からつねに送金される巨額の財産があるので，生産的に投

　　資されることを求めている資本の量が，通常のときに急速に蓄積され，それを有利に利用する手段

　　の増加をはるかに上回っている」。その結果，公債等の価格が上昇し，さらに商品市場に波及して

　　商品価格を上昇させる。だが，価格の不正常な騰貴は為替に影響し，地金の流出を通じてパニック

　　を生じさせる。そして，それによって「資本の破壊（destruction　of　capita1）」が起こるが，そ

　　れは金融市揚を圧迫していた重荷を取り除く。このような「周期的な資本の破壊」は，「成長しす

　　ぎて膨れ上がった豊満状態にたいする自然的なかつ必然的な矯正物」なのである，と（Fullarton，

　　oP．　cit．，　pp．168－72［210－5訳頁］）。
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