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(1) カール ・マルクス 『資本論』 第 1巻

卜 1

いわゆる不換銀行券論争は, 第 2次世界大戦後の, 各国中央銀行券の金兌換停止と, 資本

蓄積の進行に と もな う絶えざる, 持続的な物価上昇, とい う状況のう えに展開された。 この

物価上昇の一原因を貨幣減価すなわちインフ レーショ ンと見る点では共通しながらも, その

原因にかんして意見が対立した。 論争の出発点は, 次のマルクスの「紙幣流通の特殊な法則」

である。 すなわち, 「紙幣の発行は, 紙幣によって象徴的に表わされる金が現実に流通しな

ければならないであろ う量に制限されるべきである。 (中略) しかし, 紙幣がその限度, すな

わち流通 し う るであろ う同じ名称の金鋳貨の量をこえて も, それは, 一般的な信用崩壊の危

険は別 と して, 商品世界の内部では, やは り, この世界の内在的諸法則によって規定された

金量, したがってちょうど代表されうるだけの金量を表わすのである言)これは, もちろん,
強制通用力を もつ国家紙幣の法則であ り, マルクスは, 信用貨幣がそれと成立の由来を全然

異にするこ と を述べている。 兌換銀行券は, い う まで もな く , 銀行業者の約束手形であ り。

「本来の信用貨幣」 である。 それにたいし, 金兌換を停止された中央銀行券は, もはや信用

貨幣ではな く国家をつう じてのみ信用をもち, エングルスのいう ように, 国家紙幣と同一の

流通法則にしたがうのか, それとも, 未だ信用貨幣であり, 信用貨幣に固有の運動をおこな

うのか。 この問題は, 信用貨幣の本質把握, さ らに信用制度下の貨幣流通の把握を基礎とし,

そのうえではじめて解決することができる, といえるだろうj2)
トウク, フ ラー トン等銀行学派は, 高度に発達した信用制度下の貨幣流通を, 短絡的に,

金属流通代位 という一点でしか見なかった通貨学派にたいし, 貨幣および信用流通の, 種々

の異なった局面の存在をと らえていた。 かれらは, この事実認識にたって, 銀行券はその性

格上, それにたいする需要をこえて流通するこ とはできない, と説いた。 いわゆる 「銀行原

理」 がそれである。 小論は, かれらがどのような根拠にもとづいてその 「銀行原理」 を主張

したかを検討 して, 銀行券の本質把握を試みるものである。 けだ し, この 「銀行原理」 が兌

換, 不換の差異によってわかる ものかど うかは, それによって明らかにされると考えられる。

もちろん, トウクやフラー トンが貨幣の機能をそれ自体として明確につかんでいない, 理論

化できていない, という こ とはできる。 しかし, 着実な経験主義者と して, かれらの誤まっ

た理論のう し ろには, 一定の事実が存在 しているのである。
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マルクス= エ ングルス全集刊行委員会訳 大円書店国民文庫版, 1961年第 1分冊 pp. 220 -

221 以下 『資本論J I - ① と略す。

(2) 浜野俊一郎氏, 「信用貨幣をどのように考えるかが, 各論者の不換銀行券の本質規定に論理的

に先行 し その規定に決定的な関連を もつ ものと して, あらわれる旧遊部久蔵他編 『資本論講

座』 5 青木書店 1964年, 所収, p.280

2

通貨学派は, リカー ドの考えにもとづいて, すべて一国内に存在する貨幣はすなわち流通

手段であり, その分量の変動は貨幣価値を変動させ, もって諸商品価格を変動させる, と考

えた。 かれらは, 紙幣を金属の代理者とのみみなし, 一国内に存在する金属量の変動はその

輸出入に表わされるから, 流通する紙幣の分量はそれにあわせて調整されねばならない, と

いう命題, すなわち 「通貨原理」 に達 した。 トウクは, まず, 「通貨原理」 の基礎 と な っ て

いる金属流通把握, すなわち金属の輸出入即通貨量の変動とみなす考えを, 鋳貨の形態で

はあって も 「ス ト ッ ク」 と して保存される貴金属や, 国際取引に用いられる地金などの大量

の存在, すなわち現実に鋳貨= 通貨と して機能していない貴金属の存在を指摘 し, 批判した

のであった。 通貨主義の非現実性はそれによって明確に示されている。 しかし, トウクは,

この区別を, 「鋳貨の形態で公衆の間に流通する通貨と考えられる金」 と (商品すなわち資

本と考えられる金13)と規定する。つまりトウクは√通貨ではない金を商品=資本とみなすわ
けである。 後者は, 単なる価値章標と してではな く , 価値物としてその内的価値において保存

あるいは取引される金であ り, かれはその存在を指摘するこ とによって, 金が流通手段 と し

てその分量によって価値を変えるものでないこ とを事実上明らかにした といえる。 しかし,

「ス ト ック」 や国際的取引に用いられる金を, 商品= 資本とみなしたこ とは, それらを貨幣

の機能的存在形態として把握し, 規定するこ とができなかったという こ とである。 それは,

究極的には, 通貨を資本の一形態と して把握できなかった, いい換えれば, 再生産過程にお

ける資本循環を把握できなかった, とい う こ とに も とづいている。 トウクは, こ こでは, 貨

幣の機能とそれにともなう存在形態の差異を事実上認識しながら, それをそのものとして理

論化できなかった, ということができるj4) トウクによる通貨と資本の区別の第一は以上であ
る。

ついで トウクは, 通貨学派が銀行券すなわち paper money と峻別 して paper credit と

呼ぶ預金や為替手形が, 交換用具として, 十分貨幣の目的にかなう こ とを指摘する。 さ ら

に, これら種々の信用手段の利用によって, かれは次のよ うに通貨と資本の区別を展開する。

かれは, アダム ・ ス ミスに依拠して, 「商人 と商人の澗 の流通」 と 「商人と消費者の間の流

通」 を区別する。 かれは, 後者においては, 鋳貨または小額の銀行券が不可欠であるが, 前

者においては, その大きな部分が債権, 債務の清算または相殺によって行なわれ, また小切

手によって決済され, 銀行券はこれら取引の終局的残高を決済するため以外にはほとんど用

いられないだろ う , それらは, 「資本の運動または移転に帰着する」, と述べる。 二つの種類

の流通は, 相対的に独立して存在してお り, したがって, か りに銀行券および金属流通の増

減が一般物価に影響する と して も, 「商人 と商人 との取引」 にはほとんど関係がないはずで

ある。 そこでは, 通貨学派いう ところの 「紙券貨幣」 なしに, 取引および決済がなされるの

だから, 貨幣量の増大→ 貨幣減価, という ドグマはくずれてしまう。

しかし, この 「資本の移転」 の性質を二つの種類の流通の区別 とは別に追求 し よ う とす

る姿勢は, トウクにはない。 かれは, 一面で, この取引に用いられる小切手や為替手形が。
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一種の 「交換の用具」 である, という。 しかし, その性質を貨幣の機能と しては展開しない。

後に見るよ うにフ ラー トン も同様であるが, トウク もまた, 支払手段 と しての貨幣一 債権

・債務の相殺, あるいは現実の通貨なしに取引が決済されう る, とい うのはこの機能に固有
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である を, それ自体 と して, 明確に認識できなかった, といえよ う。 こ こでいう資本 と

は, 社会的総資本の流通における前貸資本価値すなわち社会の総生産物価値のう ち資本でも

って補填される部分のこ とである。 トウクのこの見解にたいして, マルクスは, 「区別は,

実際は, 収入の貨幣形態と資本の貨幣形態との区別であって, 通貨と資本との区別ではない

のであるごと指摘している。「トウクの見解では次のような種々 の混乱がはいってくるので
ある。 1機能上の諸規定の混同によ っ て。 2 どち らの機能にある もの もひっ く るめて流通す

る貨幣の量に関する問題の混入によって。 3両方の機能で, したがって再生産過程の両方で

流通する流通手段の数量の相互のあいだの相対的比率に関する問題の混入によってごトウク
が考えた区別の根拠が明確に示されている。 1については, 流通手段 と しての貨幣と支払手

段と しての貨幣との区別 (ただし, その区別が, トウクのいう通貨と資本の区別と完全に照

合するわけではない) であり, トウクには, この区別を 「広義の流通手段」 すなわち貨幣の

問題と して統一する視角が欠けていたのである。 2について も同様に, 流通手段 と して機能

する貨幣の量と, 支払手段と して機能する貨幣の量とが, 諸支払の集中度また信用制度の発

達の度合, 支払期限等々の事情によって, 別様に規定されるこ とが根拠となる。 とはいえ,

いずれの機能にあっても, 貨幣の必要量は取引と支払の必要によづて規定されるこ とを, ト

ウクは実際は知っていながらも, 貨幣の問題として明確にできなかったのである。 3につい

て。 この問題は, まさに銀行業者の立場 と関連して後で展開されて く る ところであ り, 社会

的総資本の再生産過程における運動に ともな う, 二つの流通の運動の相対的に独自な現象形

態である。 それは, 資本の運動によってはじめて成立する区別, すなわち単純流通の立場か

引ま説明できない区別ではあるが, やはり貨幣に帰着する問題である。 というよりむしろ,

単純流通とそれにともなう貨幣流通は, 運動の起動因をふく まず, ただ媒介し現象させるだ

けである, といえよ う。

以上 3点にわたる, トウクによる二つの流通の区別の事情は, 結局, 貨幣機能におけるち

がいであり, 大体において種々の異なった貨幣またはその代理者によってなされる, 購買 ・

支払様式の多様性に帰着する。 むしろ, トウク自身も, 問題が 「諸々の交換用具の特殊な性

格」 にかかれるものであるこ とを述べている。 こ こでいう , 「資本」 は, 先に見た, 「通貨と

しての金」 と区別される 「商品すなわち資本としての金」 とはっきり異なる。 内的連関のない概 念

が, ただ 「通貨」 とは異なるというだけで, 「資本」 という規定を与えられるのである。 この両

方のばあいが, いずれも貨幣の諸機能とその連関にかかかるものであり, 任意の貨幣数量増

減一 貨幣価値の減増, という ドグマは, それによって打破されてはいるか。

このように, 現実の流通の多様性を指摘して, 通貨学派の貨幣流通把握の一面性, せまさ

をついた ドウクは, 銀行券流通の特性をあきらかにして, 通貨学派に と どめを刺さんとする。

かれは銀行券の性質について, 次のよ うに述べる。

「銀行券の用途は……それが要求される諸目的が限定され制限されているので, いかなる場

合に もイ ングラン ド銀行はその自由意志によって, すでに公衆の間に流通 している分量に,

10万ポン才を, おそら く は100ポン ド も追加す るこ とはで きないであろ う。 私は, 銀行券が

イン グラ ン ド銀行の手を離れて当日ないし翌日預金または地金にたいする請求の形式で復帰

しないよ うな性質をもつところのある自発的操作を, インクワラ ン ト銀行が行なわないであろ

う とは考えない。 この種の取引は, た とえば数日間国庫内または仲買人や銀行業者の手許に



銀行券が滞留するこ とを必要 とするよ うな性質のものである。 私のいいたいのは, かかる場

合には銀行券はかならずイングラン ド銀行に預金と して復帰す るであろ う。 あるいは同じこ

とになるが, 銀行業者の銭箱内に遊休 していて, その銀行券が特別に用いられた取引とは別

の購買ないし支払上の取引においてなんら貨幣の機能を果すこ とはなかったであろ う……。
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銀行券は需要に応じて, また特定の目的のためだけに用いられる, という こ とであ り, こ

の点でまず, 通貨学派が paper money たる銀行券に与えた万能力すなわちあらゆる追加の

銀行券は流通においてあらゆる取引に用いられ, 追加の購買力を形成する。 したがって, こ

んな強力な力を・もつものが流通の外に出るわけがない, という考宣を批判する。基本的な考
えは, 過剰め銀行券はけっ して流通に滞留しているこ とはない , それは結局, 中央銀行に戻

って く るか, あるいは, 流通の立場からすれば同じこ とであるが, 銀行業者のもとで休息す

る, というこ とである。 ただし, 引用した文章において, トウクが信用制度のもとでの貨幣

の存在形態を正 し く把握 していないのは, 後に見る如 く であるが。

通貨学派は, 一方で, 公衆の側からする銀行券需要は無際限であ り, 他方, 銀行の側も輪

転機をまわしてい く。らで も追加の銀行券も流通に投げこむこ とができる, そのかぎりで銀行

券も 「紙幣」 である, したがってそれにたいする外的な規制が必要だ, と考えた。トウクは,

公衆の側からの需要量一定に加えて, 銀行券 (ただし兌換の) は, 「発行様式と還流」 によ

って, 不換の国家紙幣と区別され, 銀行もけっ して公衆が求める以上には流通内におし込め

られないこ とを強調する。 すなわち, 「政府に よ っ てつ く り出され, ……支払われて しまう

紙幣は, 発行者に復帰しえないから, 需要のあらたな源泉を成し, 流通のあらゆる水道に押

しこまれ, これに浸透するであろう…ごゆえに「強制的な政府紙幣は, それが増加しつつあ
るかぎり物価および所得にたいして起動的原因と して直接働きかけ, 金と比較すると (実質

一引用者) 価値において低落しているが従前通りの名目価値を もつ貨幣の形態で需要のあら

たな源泉を構成する。」 これにたいし, 銀行券独自の 「発行様式」 は, 次のように説明され

る 。

「兌換券の発行様式はつねに貸付と割引という方法である。 しかし, イ ングラン ド銀行あ

るいは他の発券銀行による貸付 と割引の量は, 全然その流通銀行券量の指標ではない。かつ,

貸付 と割引, すなわち前貸は, ふつ う短期間でなされる。

イングラン ド銀行または地方銀行家が前貸をおこなう, または手形を割引く場合には, 借

手または割引を求める人はレ どのようにしてそれを受けるのを望むか尋ねられる。 イ ングラ

ン ド銀行の場合は, 割引または貸付が認められれば, 借手は, 銀行券, 金, 帳簿信用のいず

れで受けとるかの選択権を与えられる。 このような事例の一大部分において, 私は帳簿信用

が好まれる と信ずる。 銀行あての小切手が認められ, 借手によってかれの取引銀行との勘定

に振りこまれる。 銀行は, かれ自身とイングラン ド銀行との間のように, その額を手形にた

いする受取か, あるいはイングラン ド銀行によってなされたかれの小切手と, 一相殺するか,

あるいはそれをイングラン ド銀行との預金勘定の貸方に記入す る。 これらの場合には, 個人

にであろ う と政府にであろ う と, な された前貸にたいする何百万もの担保にたいし, 一枚の

銀行券も創造または発行されない。 それは, 貸付を受けた者あるいは手形を割引いた者が支

払を受けるためになす三様の選択に完全に依存しているのである。 したがって, イングラン

ド銀行が, その前貸によって, その前貸額あるいはその一部で さえ, 公衆の手にある銀行券

流通に付加するこ と を保証はできないのである。 そ してまた, その担保を減少させるこ とに

59

( このように トウクは, 支払手段が貨幣の一機能であるこ とは, 事実上は知っていた

用者汀)

引
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よっ ては, それがきわめて異常な程度にまでなされないかぎり, その流通している銀行券を

減少させることはできないのであるjl)
トウクが, 発行様式を単純に, 前貸一 返済という形式で考えているのではないこ とは明

らかである。 前貸の大いさは即流通銀行券量を意味しない。 なぜなら, 前貸は銀行券の発行

をと もなわないこ とがある, とい う よ り, その方がむしろ支配的なのだから。 銀行前貸増が

ただちにそれだけの量の銀行券を流通に追加するのではない, という考えは, 銀行券はただ

それにたいする需要がある ときにだけ発行され, まさにそのこ とによって強制的に流通に投

入される国家紙幣とは異なるというこ とを証明するためであり, 前貸という発行様式それ自

体に過剰を防 ぐ保証が存する と考えられていたのではない。 さ もないと, 次のよ うな主張は

トウクの考えからは説明で きないこ とになろ う。 すなわち トウクが, イ ン グラ ン ド銀行は,

地方銀行 と ちかって, 地金あるいは国庫証券の買入れという形で銀行券を発行するから, 流

通に余分に追加する, という主張にたいし, 「事実上金にたいする需要がないかぎり, イン

グラン十銀行の取引の大部分は, 有価証券の売買における と地金の売買におけるとを問わず,

地方発券銀行の取引の場合と同様に公衆の手にある銀行券の分量にはばとんど影響を生じな

いのであるご)と反論しているところである。これらの取引の場合も, トウクはそれと銀行の
前貸業務と を, 銀行券発行ない七非発行という点で, 区別していないのであ り, したがって,

それら も銀行券独自の 「発行様式」 にふ く まれる。 こ う して, それは 「還流の法則」 と直接

結びつけられる。 j

「還流の法則は, 銀行券が機能するこ とを求められている目的にとって要求されない紙券

量を発行銀行に戻すよ うに作用する。 還流は主と して二様の方法でおこなわれる。ひとつは,

銀行の預金勘定への余分な額の支払によって。 も うひとつは, 前貸担保の解除による復帰に

よって。 第三は, 発行銀行に鋳貨を求めて復帰するこ とによって。 最後は, 通貨学派の理論

において, かれらが存在する と仮定する無制限の発行力によって生 した過剰が, 紙券が兌換

状態にある ときに訂正を許される とこ ろの, 唯一の方式なのである。 それは実際の利用では,

まちがいなく最少であるご`
「発行様式」 に対応して, 「還流の法則」 も また, 単に, 貸付にたいする返済, あるいは

金兌換による復帰だけではな く , よ り包括的である。 貸付にたいする返済な ら, それ自体と

して, 流通に必要でないから復帰 した, とい う こ とはで きない。 また, 兌換を求めての還流

が極少であるこ とを述べて, 流通にとって過剰な銀行券がただちに兌換を求めるのではない。

すなわち銀行券の過剰がただちにその減価可能性ないし必然性を意味するのではない, とい

う こ とを明らかにしたのである。 トウクの主張は, 発行様式の場合は消極的に, 還流の法則

の場合は積極的に, 公衆が望み流通が必要とする量以上の銀行券は, けっ して流通にとどま

りえない, 中央銀行は流通量にかんしてはまった く受身の立場にある, という こ とにつき

る。

トウクのこの主張は, 銀行券流通の具体的様相を正確につかんでいる。 しかしながら, 通

貨学派の立脚基盤は, 一面的 ・ ドグマ的な貨幣流通= 通貨把握であり, 理論的にそれを打破

するためには, 銀行はその銀行券流通にたいして, 単に受身である, というだけでな く , け

っ して無制限の発行力を もっていない, とい う こ と を, 銀行の存在原理, すなわち銀行経営

のう えから証明する必要がある。 トウクは, この点になる と, また, 先の通貨と資本との区

別に舞い戻る。 したがって, そこで トウクが 「資本」 と考える ものが向であるか, それによ

って銀行がいかにその銀行券発行を制限される, を検討せねばならないが, フ ラー トンが,

その問題を明確に定式化 しているので, それによって行な う。
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流する。 だから, 銀行券は決 してその過剰によって市場を塞ぎ市場の動きを妨げるこ と も,

またそれを処分せんとする人々 をして値引しても支払にさそうごとも決してありえないごこ
の文章だけであれば, トウク と同様にかれが 「兌換通貨の偉大な調節原理」 である 「還流法

則」 を強調 しているとはいえ, 貸付一返済という銀行券独特の運動の仕方をもって, 銀行券

の過剰防止手段である とみな し , その点で ト ウ クの 「発行様式」 とは異なっている, よ
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は貸付以外には決して発行されず, 貸付が満期になれば, 同額の銀行券は常に必ず銀行に還

トウク と ならぶ銀行学派のフ ラー ト ン も, 銀行券の流通量は社会的需要によってのみ調節

され, けっ して過剰になるこ とはない, と主張した。 まずかれは, 銀行券が, 「それ自身価

値ある通貨」 あるいは国家紙幣とはちがって, 「信用にもとづ く通貨」 であ り, しか も信用

は一般的に通貨の機能を果たす, あるいは通貨に代替する, と説いた。 この点は, 信用と貨幣= 通

貨とを完全に切 り離して理解した通貨学派にたいし, フ ラー トンたちの貨幣流通把握の具体

性, 信用制度の流通をとらえる能力, を示す ものである。 フ ラー トンは, 「信用に も とづ く

通貨」 あるいは銀行券にかわる手段は, い く らで も存在し, また必要があれば創 り出し う る

ものであ り, 銀行券は, 「容易に転々流通され譲渡され換金される」 か ら, 便利さ という点

で他の信用諸形態にまさ っているだけだ, とい う 。 すなわち, 次のよ う に。 「流通の 目的に

適切な諸々の信用形態が常に疑いもな く氾濫していて, それは必要 と されないから使用され

ないまでのこ とで, も し相当の期間にわたって公衆が従来慣習的によ り依存していた資源が

奪われる時には, いつでも使用に振向けられるし, またそうされるものである…ごこの文で
は, フラー トンは明確に信用が貨幣流通に立脚し, そのために創出さ れるものであるこ とを

述べている。 信用手段は必要に応じて創 り出せるのだから, 逆に, 必要でないから現出, 流

通 しないのであ り, そのよ う な ものの一種である銀行券が, 必要以上につ く りだされるこ と

はな く , ま たそれに よっ て減価す る こ と もない, と い デわ計 である。 こ のよ う にフ ラ

は, 銀行券は信用の一種である と明確に規定し, その特徴を笏ら仁次のように述べる。

「新金貨や新慣習的紙幣は, 支払手段とされることによって市場に投げこまれるが, 銀行券
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うに見える。 しかしながら, フ ラートンの基本主張がこの点にあるとはいい難い丿)かれは

次のよ うに も述べている。 「地金の買入れの場合において, イングラン ド銀行が公衆の4乙要 と

する額以上に銀行券を発行して も, 割引市場をつ う してたちまちイングラ ン ド銀行に還流す

るご当然ながら, この場合は, 発行銀行券は貸付一返済という運動をとるのではない。しか
し, その差異にかかわらず, 銀行券は還流する。 トウク と同様, フ ラー トンにあって も, 銀

行券流通はそれにたいする社会的需要に適合するのであり, その基礎に, 貨幣またはそれに

代位する信用手段は, 一定価値で もって流通過程を通るのであ り, そのよ う な ものと しての

貨幣の流通必要量の概念が存在することが認められよう。 これは真向から通貨学派のドグマ

と対立する。 しかし, フ ラー トンたちの主張が実証に裏づけられているにせよ, それだけで

は, 理論上, 流通はどれ だ けで も貨幣を吸収するという 考えにたいしては超絶的である。

たとえば, リカー ドは, 手形の割引あるいは貸付 という方法で発行された銀行券は一定期日

後発行者に還流するから過大発行にならない, とい う説にたいし, 「こ れ らの議論の正当さ

は, 紙券がその価値を維持している, という事実に完全に依存しているグ)と批判し, また,
「銀行券の過剰発行の瞬間とその減価との間には, 市場には貨幣の過剰といった事態が必ず

生ずるであろう。 しかし, 減価が起るやいなや, もはや貨幣の過剰は存在しないごと考える。
リカー ドは, 論点を正確に提出してい る。 それはまさに, 流通する貨幣がその価値を維持し,

それによって 通用するかどうかである。 それは, 流通過程に存在するあらゆる種類の通貨諸

形態が, それによってなされるべき全取引と どのよ うな関係に立っているかである。 通貨学

派が銀行券だけを paper money と して通貨に加えたのは, 一方ではかれらの金属流通把握

にも とづ く ものだ とはいえ, けっ して偶然ではな く , paper credit まで通貨の う ちに加え

れば, その独自の流通様式のゆえに, かれらの一義的, 一面的な貨幣流通把握がくずれ去る

からであった。 信用が大きな程度において貨幣の代位を行なっている事実を明確に指摘した

のは, トウクやフ ラー トンの確実な認識でありノ また, 先に見た トウクによる通貨と資本と

の区別も, 存在す る貨幣がすべて流通に入る, という主張を反駁するためであった。

銀行券 も また無制限に流通し う るも のではない, とい う こ と を証明するためには, トウ

クのところでみたように, 公衆の側からの需要が限定されている というだけでは不十分であ

り, 銀行の側か決 して社会的需要が要求する以上には発行 しえない, とい う こ と を明確に示

す必要があった。 フ ラー トンは, 皮肉に, 次のよ うに述べる。 すなわち, 銀行はその銀行券

流通( circulation ) を拡大するためにつねに全力を傾けているのであ り, それにたいする反

作用が働いていないかぎり, 流通が過飽和になって しまう こ とは必至である。 そしてそのこ

とは, 逆に, 銀行券の流通高の変動が銀行の自由裁量による, と考え るこ とが如何に当をえ

ていないか, という こ とを示すものである, と。 「銀行業者は, その顧客の受取る と思われ

る銀行券の高だけすべて発行しきってしまった後は, まったく受動的な地位にたたされる庁

では, 銀行がむ りや りその銀行券の流通高をふゃ そう とすればどうなるか。 それについて ト

ウクやフ ラー トンが与える命題は, 次の とお りである。

「貸付または割引の方法でなされる一切の前貸は, 流通がすでに充満 している と きは,

『発券銀行』 において も非発券銀行における と同じ方法で, かれら自身の資本ないしその預

金者の資本のうちからのみなされるぶ1)( トウク)

フ ラー ト ンは次のよ うに述べる。

「貨幣融通 (すなわち, 資本の貸付) にたいする需要が, 追加流通手段にたいする需要と

同一物であるかのごと く想像 し, 甚し きは両者がしばしば結合しているかのごと く想像する

こ とは, 実際上甚しい誤謬である。 これらの需要は, 各々それ自身に特殊の影響を及ぼす事
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情から発生するものであって, 相互にきわめて異なったものである。 通常よ り多額のよ り多

数の支払をなす必要に欠 くべからざる追加的諸機能を果すために, 通貨の追加供給を必要と

するのは, すべてが順調に進行し, 賃金が高 く , 物価が高騰に向い, 工場が繁忙している時

である。 とこ ろが, 利子が高騰し, イ ン グラン ド銀行に資本の前貸の要求が殺到するのは,

主 と して産業循環上のよ り進んだ段階, すなわち市場は荷嵩みにな り, 回収は遅滞し, いろ

いろの困難が現出する時である。 この場合, ・‥‥‥銀行券を拒絶するのは, と り もなおさず,

貨幣融通を拒絶するにひとしいこ とは事実である。 しかし, ひとたび貨幣融通があたえられ

た とすれば, 万事はおのずから市場の必要に適合してゆき, 貸付はそのままで も, 不用の通

貨は発行者の手に復帰する。 ……イングラン ド銀行の保有する証券は, 銀行券の流通高と二

致 した方向よ り も, むしろその逆の方向にしばしば変動するものであ り, しかもイングラン

ド銀行のこの実例も……, 一般に一つの銀行券通貨をもって処理される目的にたいして既に

充分な程度で銀行券が存在していれば, いかなる銀行もその流通高を膨張できないという主

旨の原理の例外では断じてな く , またこの限度を超過した後は, その前貸のいかなる追加分

もその銀行の資本のうちから供給されねばならず, そのためには, 保有する有価証券の若干

部分を売却するか, あるいはこれらの証券でのそれ以上の投資をさ し控えるかして, これを

供給せねばならぬご
オーヴァ ス トーンやノーマンは, 銀行のあらゆる前貸は資本の前貸であ り, それは同時に

流通手段の追加になる, と考えた。 そのかぎりで, 通貨と資本は区別されなかったわけであ

る。 フ ラー トンはそれを批判し, 両者を区別する。 先に, トウクが, 貸付がおこなわれて も

銀行券が発行される とは限らない, と述べているのを見た。 こ こでは, フ ラユ トンは, さ ら

に, 銀行券で貸付がおこなわれて も, それは流通手段にたいする需要ではな く , 「資本の前

貸の要求」 であ り 「不用の通貨は発行者の手に復帰する」 と主張する。かれは, このこ と と。

「 (銀行券の充分な流通の) 限度を超過した後は, その前貸のいかなる追加分もその銀行の

資本のう ちから供給されねばな らない」 , と い う こ と と を同一視する。 不用の銀行券は発行

者に還流するのであり, その場合は, 前貸は, 結局銀行の資本のなかからなされる, という

わけである。 フ ラー ト ンは, 貨幣融通 (pecuniary accomodation千) を資本の貸付 (the

である。 他方, 銀行の資本は, capital on loan すなわち貸付資本であ り, 両者はひとしい,

とみなされる。 公衆の側からの, 追加の流通手段にではな く資本にたいする需要は銀行の銀

行券によってではな く資本によって充足される, そしてこれが貸付資本にたいする需給である。

フ ラー トンは三つの事柄に 「資本」 という言葉をかぶせて, 混同し同一視してしまう。 ひとつは,

公衆の側の貸付を求める目的, 内容にたいして。 ひとつは, 銀行が銀行券の発行ですむ場合

と, そうではない場合とにたいして。 最後は, 貸付資本一般にたいして。 この最後の場合に

ついては, 銀行は, 発達した信用制度のもとでは, 貸付資本を代表するとはいえ, 銀行の行

な う貸付または割引は, トウクのいう ( 自分自身またはその預金者ダ)資本」 のうちからだけ

なされるのではな く , 銀行は, 資本主義的再生産過程における信用制度の機能にもとづいて,

擬制の資本を創出し, それで貸付をおこなうこ ともできるのである。 すなわち, 貸付資本イ

コール銀行の資本ではない。 フ ラー ト ンのあやま りは明白である。 とはいえ, そ う言 うだけ

では, 「資本の貸付」 と 「銀行資本のう ちからなされねばならない貸付」 との照応の問題は

カ タがつかない。 フ ラー ト ンの混同 ・ 同一視は, 結論的にいえば, 「資本」 とい う概念の銀

行業者的使用にも とづ く ものであるが, かれの混同には根拠があ り, しかもそれは, 「銀行

原理」 の根本にかかわる問題をふ くんでいる。 したがって, クラー ト ンが述べている現象は。
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loan of capital r と 言 い 換 え る 。 要 求 さ れ て い る の は貨幣 で は な く , 資 本 だ , と い う わけ
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実際は何であるのか, そ して何にも とづいているのか, が検討されねばな らない。 それは。

『資本論』 第 3巻の28章, さ らにその後続の章において, さ らに言えば, 26章のオーヴァ ス

トーンたちの批判において も, すなわちマルクスの信用制度論のほとんど全体にわたって,

追求されている問題である。

フ ラー ト ンが, 何を 「資本の前貸」 と考えているかは, 先の引用にあらわれている。 かれ

があげている経済変動の二つの時期のう ち, 好況期については, 多額の購買と流通のため追

加の流通手段が必要 となる。 それらはもちろん, 銀行から供給されねばな らない。 に もかか

わらず, 銀行の前貸の量が増加 しないとすれば, それは何を意味するか。 この場合の追加流

通手段は, 見るよ うに, 基本的には, 個人的消費の増大にかかかるものであ り, アダム ・ ス

ミス, トウクの 「商人と消費者との流通」 に必要 とされる分である。しかし, この時期には,

産業資本家にとって信用の獲得は容易であり, 貨幣の還流は順調におこなわれる。 したがっ

て, 「資本家 ど う しのあいだの流通の速度は直接に信用によって調節され, したがって, 支

払の決済のために必要な流通手段の量は, また現金売買のために必要なそれさ え も, 相対的

には減少する。 …一方ではいっそう大きな額の支払が少しも貨幣の介入なしに清算される。

他方では, 過程のさかんな活気のために, 同じ貨幣量が一般に購買手段としても支払手段と

してもいっそう速く運動するようになるごトウクのいう, 二つの流通が, 貨幣の必要量にた
いして, 共通する面もある とはいえ, 異なった形で作用する。 支払手段の必要量の減少に く

わえて, この時期には, 以前に産業資本家たちがおこなった借入も, おおいに返済される。 全体と

して, 貨幣の融通銀行の前貸にたいする需要は増大しない。このように, 流通手段の量だけでは

な く , 銀行の前貸の量も再生産過程と広義の貨幣流通の状況に大き く左右される。 逼迫期に

あっては, 再生産過程の収縮, 賃金の下落等によ り, 狭義の流通手段の必要量は減少する。

しかし, フ ラー トンのいう, 「資本の前貸」 すなわち貨幣融通にたいする要求は殺到する。

それは何のためであるか。 それをあらたに資本 と して充用し, 剰余価値を獲得するためでな

いこ とは明らかである。 「市場は荷嵩み」 であ り, それゆえ, 商品二資本は過剰であ り, そ

れにたいする要求など, 存在しないのだから。 また, 商人や産業資本家は非常な率でさえ手形

割引を求め, あるいは有価証券を担保に銀行に貨幣融通を求める。手形や有価証券は資本では

ないのか。 こ とは明らかに, 資本の形態に関係する。 貨幣と しての形態に。 二つの流通の区

別はここで も妥当する。 好況時とは反対に, 商人や産業資本家間の信用は崩壊し, 貨幣は流

通過程から姿を消して しまう。 支払手段と しての貨幣の必要量は増大し, かつ容易に手に入

らないから, 貨幣融通を求めて殺到するのである。 フ ラー トンは, 「貨幣融通」 を 「資本の

貸付」 といいかえ, まさに貨幣の問題であるこ とを看過したこ とに示されるように, 支払手

段と しての貨幣を明確にとらえるこ とができなかった。 公衆が 「資本の前貸」 を求めている,

とするのは完全にまちがいなのである。 マルクスは次のよ うに言 う。 「逼迫期には, 貸付資

本にたいす る需要は支払手段にたいする需要であって, そのほかのなに もので もない。 ‥・支

払手段にたいする需要は, 商人や生産者が確実な担保を提供し う るかぎりでは, 単なる貨幣

への転換可能性にたいする需要である。 そうでないかぎりでは, 貨幣資本にたいする需要で

ある。 それはすなわち, 支払手段の前貸がかれらに貨幣形態を与えるだけではな く , どんな

形態にあろうとかれらに不足している支払のための等価物をあたえるかぎりで̀はごこれに示
されているように, 「支払手段にたいする需要」 と 「(貨幣) 資本にたいする需要」 とは, あ

れかこれか, という関係にはない。 あ く までも貨幣, しかもその特定の機能と存在形態とに

おける貨幣, にたいする需要である。 フ ラー トンのあやまりは, ひとつは, 通貨と区別され

トウク も同様であるが, その点では通貨学派と同様に通貨
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と貨幣とは区別されていない

資本は貨幣であるこ とにあまりに慣れきってぃたからである, といえるだろ う。 またあやま

りは, 単純な勘違いではな く , 支払手段と しての貨幣の流通様式にその根拠を有しているの

である。

いわゆる貨幣の前貸と資本の前貸とは, ひとつには, エングルスが 『資本論』 第3巻にお

いておこなっているように, 銀行の顧客の立場から考えねばならない。 しかし他方, 銀行業

者の立場から も, 資本の前貸について独自の区別が発生する。 両者は全然別である。しかし,

フラー トンの 「資本の貸付」 は, 実際は, 支払手段貨幣の融通であり, それは結局は銀行資

本からの前貸になる。 このばあい, 前貸はふえるが, その手段であった銀行券は銀行に還流

する。 マルクスは, トウク とフ ラー ト ンの命題にたいし, 大略次のよ うに答えている。まず,

需要が国際的支払手段である金が目的ならば, 前貸された銀行券は金兌換され, 発行者 (中

央銀行) に戻る。 金は中央銀行にとって, 真の資本である。 ついで, 「銀行はAに有価証券

と引き換えに銀行券を支払う。 Aはこの銀行券でBに満期手形の支払をし, Bはその銀行券

を再び銀行に預金する。この銀行券の流逼はこれで終るが, しかし貸付は残ってぃるご (B
はこうして銀行の資本のうちのこれに相当する部分を自由に利用するのであるご)また, 「A
はBに支払い, そしてB自身か, またはさ らにBから銀行券を支払われるCは, この銀行券

で銀行に, 満期手形の支払をする。 この場合には銀行は自分自身の銀行券で支払を受けたの

であるご)マルクスは, 前貸が銀行券発行なしになされるばあいも述べているが, 省略する。
銀行券が発行者に還流するばあい, なんらかの有価証券または価値物とひきかえられる。 そ

してそれらこそ, まさに銀行の資本を構成する。

( しかし, これについては, 三宅義夫氏の以下の所説が問題になるだろ う。 氏は, 「(資本

の前貸となるかどうかという こ とは) 一般的にいう と, 銀行券での前貸がたんに銀行券の発

行に とどまらずただちに銀行の現金準備にはね返って く る という , きわめて実際の必要上問

題にされていることなのであるぷ1)と問題をたてる。そして, マルクスが挙げている事例のう
ち預金と して還流するばあいは, 銀行の貸借対照表の負債の部で, 銀行券発行高が消え, か

わって預金が増加する, 「発行された銀行券がただちに還流するので流通裡にある銀行券の

数量は増大しないが, しかし, といっ て, 同行の現金準備一 金準備- が減 じるこ とには

な らない, つま りこの場合には, 同行は金準備を減じるこ とな く前貸を増加するこ とができ

たことになるご, と述べる。中央銀行たるイングランド銀行にとって, 「現金」 とは金その
もののこ とであ り, それを減らすばあいだけが, 「資本の前貸」 である。 このばあいにマル

クスが, 「Bはこうして銀行の資本のうちのこれに相当する部分を自由に利用するのであるご
といってぃ るのは, 「この前貸によって同行はAにたいする…債権を取得するこ と となった

が, 他方でそれだけの額……BCこたい して債務を負う こ とになる, とい う こ とをいいかえて

ぃ るにすぎな く , Aにたいする前貸が 『資本の前貸』 と看なされるべきである という こ とを

いっている ものではないであろ う。 かつ, 預金に対応する有価証券は, 同行が信用の創造に

よってぃわば無から取得したものであり√前力ヽら銀行が持っていた資本ではないのであるご
と述べる。 また満期手形等債務の支払で戻って く るばあいも, 「A にたいす る前貸は, 通貨

の数量の増大も, 同行の現金準備の減少も, 保有有価証券の減少もいずれももたらさないご
すなわち上例 と同じ判断をおこなえば, 資本の前貸とは考えられない, と述べる。 しか し他

方, 氏は,: また次のようにも述べる。。 「事実上これと (債務の支払) ほぼ同じ場合について,

すなわち手形交換において自行の行な うべき請求権が自行あての小切手をもって決済された

場合について, マ ルクスは, 『こ の場合には, 同行はAにたいしてその銀行資本の一部分を
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前貸したのである, 一 というのは自分自身の債務請求権を前貸しだのだから』と述べている。

現金準備が広義に解されているのであって, これにしたがえば, こ この場合についても 『資

本の前貸』 と看なさるべきであるということになるぷ)という。
「現金準備が広義に解されている」 というのは, 妥当ではない。 地方銀行にとって現金は

金または中央銀行券を意味し, 中央銀行にとっては現金は金そのもの ( または, ある とすれ

ば国家紙幣) だけを意味する。 広義に解されているのは, ここでは, 資本である。 そのばあ

いは, 現金だけでな く , 債務請求権もふ く まれる。 すなわち, (銀行) 資本の前貸になるか

否か, という問題は, 資本概念のしかたによって, 二様に答えられるこ とになる。 三宅氏の規

定は, こ とがまさに現金準備率にかかわるものであ り, それゆえ銀行経営にとって本質的な

問題であるこ とを指摘している点で, 妥当であり, フ ラー トンの一面性をついている。)

フ ラー トンの命題が, 厳密には, 問題がある ところは, 今見て きた とお りである。 それゆ

え, マルクス も, 「銀行か らの前貸は, どの程度まで資本の前貸とみなされ, どの程度まで

単なる支払手段の前貸とみなされるかご, と問題をたてる所以である。すなわち, 銀行は,
前貸し た銀行券がただちに復帰して く る, あるいは銀行券な しでの前貸が銀行の資産にたい

する請求権 と して戻って く るばあいも, 現金準備を変動させないで前貸を拡大するこ とは可

能なのである。 とはいえ, それらの場合は, 銀行券が流通しているばあいと違って, 銀行の

貸借対照表の内容を変化させるが。

以上, フ ラー トンが 「銀行の資本のう ちから供給せねばならない」 前貸 と呼ぶものの内容

が, 個々の具体的な事例は別にして, 一般的に, 銀行の営業様式に即 して, 明らかになっ

た。 マルクスの言葉を借 りて結論的にいえば, 次のよ うである。 「こ こ で も またフ ラー トン

がなにを資本と考えているかが示されている。 ……銀行はもはやそれ自身の銀行券では√つ

まり銀行に とってはもちろんなにも費用のかからない支払約束書では前貸をするこ とができ

ないという こ とである。 イングラ ン ド銀行自身の場合には, 自分の回収する自分の銀行券に

資本が, すなわち利子付証券が必要なのである。 ……それが資本を表わしている という こ と

は, それが資本家への前貸にあてられる場合でも, 後にこのような貨幣融通にたいする需要

が減退してそれが有価証券への新投資に向けられる場合でも同じこ とである。 これらのどの

事情のも とで も資本という言葉はただ銀行業者的意味でのみ用いられるのであって, それは,

銀行業者が自分の単なる信用よ り も多くのものを貸し付けるこ 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ご)現金準備の問題を措くとすれば, 銀行にとっては, つねに
流通している銀行券は, 全然費用のかからない 「自分のたんなる信用」 ですむのにたいし,

流通からは存出される銀行券は資本を意味する。 しかしながら, この区別は, 銀行券の発行

= 還流様式 ( トウク的意味で) にも とづ く ものであり, それは公衆の側の銀行券にたいする

需要の性格にかかかる。 銀行券あるいは他の方法でなされた前貸額が, 流通に吸収されず,

す ぐに復帰 して く る とすれば, それは何のために求められるか。フ ラー トンが 「資本の貸付」

と呼ぶものは, 実際は, 支払手段の前貸であり, そのようなものと して, 「貨幣融通」 であ

った。 フ ラー トンが述べているよ うに, それは逼迫期に殺到するが, しかし 目的が達成され

れば, ただちに銀行に還流する。 マルクスは, 次のよ うに明確に規定 し, あわせて トウクや

フ ラー ト ンの誤解の因を明らかにする。

「貨幣がただ諸支払の決済のためにだけ機能する場合には, その貨幣の流通はただ瞬間的

なものであって, この決済が全然貨幣の介入なしに単なる信用操作によって行なわれるので

はない場合もそうだという こ と, つまり貨幣融通の要求が非常な勢いで押し寄せる場合にも

流通を拡大す るこ とな しに巨大な額のこのよ う な取引が行なわれ う る とい う こ と, これは貨
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「貨幣の特性」 と記しているこ とが注意されるべきである。 貨幣融通幣の特性であるご

の要求は支払手段の必要から, そ してそれは社会的総資本の再生産運動から生ずる。 銀行は

完全に受身である。 ただし融通を拒絶する道は残されてはいるか。 続いて 「しかし, イ ング

ラン ド銀行が巨額の貨幣融通をしているのにそれと同時に同銀行の流通が不変のままにある

かまたは減少さえもする という単なる事実は, 明らかにけっ して√フ ラー トンや トウクやそ

の他の人々が (貨幣融通を貸付資本, 追加資本の借入れと同一視するという彼らの誤りの結

果として) 推論しているように支払手段として機能する貨幣の流通は増加も膨張もしないと

いう こ とを証明するものではない。 ……発券銀行にす ぐ還流 して く る銀行券の支払手段 とし

ての流通は, あの経済学者たちの見るところでは, けっして流通ではないのであるご)支払手
段としての貨幣の流通を看過したことは, かれらの貨幣把握そのものから発するク1)かれらは,
前に見たように, 信用が大なる程度において貨幣の代りをしているこ とを明確に認識してぃ

ながら, 結局それらを資本の問題に解消して しまうのである。
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の文は, フ ラー トンたちが貨幣融通を, 貸付資本と同一視 した結果と して, その もの と して,

貨幣の問題と して把握できな く なった, そこから支払手段貨幣の看過が生じた, という こ とを

意味する。
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る貨幣との区別が貫ぬいている

68

マルクスは, 「貨幣の具体的な把握」 が トウクによって復権されたと述べ, さ らに トウク

やフラー トンについて次のようにいう。 「すべてこれらの著述家たちは, 貨幣を一面的にで

はな く そのさ まざまな契機で把握 してはいるか, しか しそれもたんに素材的に把握 していて,

これらの諸契機相互のあいだの, またはこれらの諸契機 と経済学的諸範賭の全体系 とのあい

だの生きた連関で把握していない。 だからかれらは, 流通手段と区別される貨幣を, あやま

って資本 と混同し, または商品と さ え混同する。 もっ と も他方ではかれらは, やむをえずふ

たたび貨幣と両者との区別をときおり主張したりもしてはいるかご通貨学派の一面的, 観念
的な貨幣把握にたいし, トウクやフラー トンたちは 「通貨」 と 「資本」 とを区別するこ とで,

貨幣の諸契機一単に流通手段機能だけではな くー を, 事実上は, 把握したのだ といえるだろ

う。 「通貨と しての金」 と 「資本 と しての金」, 「商人と消費者との流通」 と 「商人と商人と

の流通」, 「追加流通手段にたいする需要」 と 「資本 (同時に銀行資本を も意味する) の貸

付にたいする需要」, これらすべての区別に実際は流通手段 と しての貨幣 と他の機能にあ

もちろんそれは, 両方の区別が完全に一致 した内容をも

つているというこ とではないが, そこに走っている基本思想は, 貨幣流通は取引の必要に順

応する ものであ り, 諸商品価格の結果であ り原図ではない, とい う こ とである。

信用諸形態を貨幣の代位者と位置づけたこ と もかれらの 「貨幣の具体的な把握」 を示す一

つである。 そのさい, 銀行券をも信用の一手段と位置づけ, そこから必然貨幣信用の問題に

はいる と, 通貨を把握するさいの視野のせまさ と銀行業者視点によって, 資本の問題を混入

させて し ま う のではあるが。 しか しなが ら, そ こ で も基本にあるのは次の考え√すなわち√

銀行流通 (bank circu lation= 銀行券) は公衆の需要に即応するのであって, 銀行はそれに

たいして完全に受身である という こ と, である。 そこから, 銀行はその前貸を個別に慎重に

おこなって さ えいれば, けっ して余分の銀行券を流通にあふれさせるこ とはない。 という命題

が生まれる。 「銀行原理」 は, アダム ・ ス ミス,帥)反地金派の銀行理事を経て, こ こに明確に

定式化される。 それは銀行経営の問題ではない。 「通貨原理」 とはまった く逆であるが, ま

さに貨幣流通の法則の一適用なのであ り, 銀行はそれに順応するこ とによって貨幣をさ らに

単なる自分の信用を資本= 銀行資本に転化するのである。

「銀行原理」 が貨幣流通にたいする銀行の受動性にもとづいている以上, 銀行の前貸の様

式が銀行流通量を直接調整するのではない。 貸付一返済という銀行券の銀行への不断の還流

と流出は, む しろ需要に対応する一形式といえるだろ う。 したがって, 「銀行原理は, 貨幣

とそれに代位する 「紙券信用が貨幣流通法則にしたがう こ とに直接も とづ く 。 リカー ドが鋭

く提起した論点すなわち貨幣は一定の価値をもって流通に入るのか否か, にたいする確認が

なければな らない。 そしてその上に, 信用の諸手段が, 貨幣の代位者と して, それと同一の

法則にしたがう こ とが確認されねばならない。 フ ラー トンは, 信用のそのような貨幣代位の

根拠を次のよ うに述べる。 「信用の介在によって遂行される貸借関係の調整は, 信用が銀行

券の形態を とる と否 とにかかわらず, 繰延支払の点から判断されねばならぬと思 う。 ……イ言

用取引がいかに種々なる様相を呈していよ,う と, 信用取引の真の限界をなす ものは, 実に,



69銀行券流通の法則- 『銀行原理j の検討

……究極的支払の必要にほかならない。 これこそ, 信用流通と貨幣流通とを画する主要な境

界線なのであるごフラートンが明確に述べるように, 信用流通の成立根拠は同時にその限界
である。 その限界を現実化するものは信用それ自身ではな く , 社会的総資本の再生産の状況

であり, 究極的にそれによって惹起される貨幣流通の逼迫期に, すべての信用流通が同一の

限界をもつのではない一 商業手形と中央銀行券とは, 信用力において対極に立つ。 (すべ

ての信用を同一視するこ とから, フ ラー トンは当然ながら, その差異を追求してはいないが。

とはいえ, 銀行券が信用の一形態である以上, 究極的にその限界は存在する。 「信用貨幣そ

のものが貨幣であるのは, ただ, その名目価値の額によって絶対的に現実の貨幣を代表して

いるかぎりのことであるぷ)銀行券にとっての「究極的支払」 は, いうまでもなく, その金兌
換である。 「究極的支払」 が保障されていてはしめて, 信用は 「繰延支払」 の手段と して,

貨幣に代位流通し う る。 銀行券以外のすべての信用は銀行券にも とづいており, 銀行券の信

用は 「その名目価値の額によって現実の貨幣を代表している」 こ とにある。 トウクやフラー

トンが, 銀行券をして, 「兌換通貨」 と して, 国家紙幣と区別した所以である。 究極的にそ

れが, 銀行券とそれにもとづ くすべての信用の流通を貨幣流通の法則すなわちそれらにたい

する社会的需要に適合させ, 「銀行原理」 を形成するものなのである。 以上の点に鑑みて,

不換銀行券が代用貨幣か否かを考えれば, 私には答は明らかだと思われる。 ただしそれは√

不換銀行券の名目価値が, ただちに現実の貨幣を代表しな く なる, という こ とを意味しない

がご)それは別に追求されるべき問題であろう。
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㈲ カール ・マルクス 『経済学批判』 , 国民文庫1962年, p. 237

(43) ただ し, A ・ ス ミスには, 金属流通の数量説的把握も同時に存在している。

(44) フ ラー トン, 前掲書, p.60

㈲ マ ル クス, 『資本論J III- ⑩p.312

㈲ 「不信は不換紙幣の価値の変動の本質的な要因ではない。 減価 も必 らず し も不換の必然的結

果ではない。」 ( トウク, 前掲書, p. 126 )


