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2022年 3月 19日 入江恭平・世界資

本主義フォーラム 事後報告 

2022.4.19 矢沢国光 

 

■フォーラムの経過 

 参加者は、講師を含めて、１９人 

司会者（矢沢国光）が、フォーラムの進め方について、説明した。 

講師（入江恭平）が、前半 50 分、後半 50分、スライドに沿って講演した。 

3月 19日 入江恭平 フォーラムの案内文書 

「戦後国際金融と世界金融危機」のお知らせ 

 1月以来、NY株式市場の大幅下落が続いています。ウクライナという一過性の危機ではない。

2008 年金融危機以来、中央銀行による金融資産買い取りという「異次元金融緩和」を続けてきたア

メリカ連邦準備制度は、40 年ぶりのインフレ昂進［ドル価値の低下］に直面して、利上げ（金融引

き締め）に転換し、世界金融危機への再度の突入――アメリカの金融依存資本主義の崩壊――に向

かっています。 

 この事態をどう捉えるか。戦後国際金融の枠組とブレトンウッズ体制崩壊後の「ドル本位制」と

は何であったか。入江恭平氏は、貨幣論･信用論を踏まえて、世界金融危機を理解する見取り図を提

案しています。 

 世界資本主義のこれからに関心のあるみなさまの、参加を呼びかけます。 

 

●主催 世界資本主義フォーラム 

●期日 2022年 3月 19日（土）13時 30分～16時 30分 

●開催方式：オンライン 

●講師 入江恭平（中京大学経営学部教授） 

1949年生まれ。大阪市立大学経営学研究科博士課程単位取得退学。日本証券経済研究所主任研究員

を経て、中京大学経営学部教授。研究テーマは、国際金融市場と国際銀行業との関係史。著書に

『戦後国際金融の歴史的諸相  帰結としての世界金融危機』日本経済評論社 2019。『金融の世界

現代史』（共著、一色出版 2018 第 10章 アジア通貨・金融危機）。『金融の世界史』（共著、

悠書館 2012 第 11章 現代国際金融の諸相）。『金融のグローバリゼーション I』(共著、1988

年)、『アジアの証券市場』(共著、1993年)、『図説 イギリスの証券市場』(共著、2012 年)。論

文に「世界金融危機 シャドーバンキング・証券化・ドル不足」(『中京経営研究』2012年)など。 

 

●テーマ 戦後世界経済と国際金融危機 

・     経常収支危機から資本危機(capital crisis)へ 

・     2 つのドル不足（dollar shortage） 

 

事後報告・目次 

■フォーラムの案内文書/１ 

■講演レジュメ/２ 

■司会者（矢沢）の感想と質問/２ 

■小林襄治（参加者）からのコメ

ント/4 

■伊藤誠･終わりの挨拶/12 



2 

 

 参加者からの質疑の時間を合わせて 40分ほどとった。 

 最後に、世界資本主義フォーラム顧問･伊藤誠が閉会の挨拶をした。 

 

■入江恭平講演レジュメ  

 

■司会者（矢沢）の感想と質問 

（１）2006～2008 にはじまりその再燃が予想される世界金融危機をどう理解するか――

これは、世界資本主義フォーラムにとっても、最大の課題だ。入江氏の今回の講演は、その

世界金融危機を理解する理論的枠組を提案する貴重な問題提起であった。 

 

Ⅰ．世界金融危機の教訓 

・世界金融危機を説明できないバーナンキと識者 

Ⅱ．世界金融危機の動態 

・パリバ・ショック（97年 8月 9 日）からリーマン・ショック（2008 年 9月 15 日）へ 

・ドル不足の発生（07 年 12月）からそのピーク（08年 9 月 15日）へ 

・パリバ・ショック以降のユーロ不足（Euro shortage） 

・ユーロ危機（2010 年 5月～）におけるユーロ不足とドル不足 

・コロナ・ショックにおけるドル不足 

・―ドル不足やユーロ不足は一過性ではない＝構造的 

・その構造の実体は非米国籍銀行、あるいは非ユーロ域国籍銀行の資金調達構造にある。 

・その帰結：中央銀行スワップ網の形成（米連銀、ＥＣＢが主導） 

Ⅲ．資本勘定取引とはなにか？ 

・－経常勘定取引とはなにか？ 

・国際収支均衡概念の歴史性 

Ⅳ．プレ・ブレトンウッズ体制下の外貨（foreign  exchange）不足―日本のケース 

・ポンド不足（pound・sterling）とドル不足の重層性 

Ⅴ．プレトン・ウッズ体制下のドル不足とスワップ網、ドル・金防衛とスワップ 

Ⅵ.金融危機の歴史：金融危機の主流は投資会社＝金融仲介であって銀行危機 

・金融危機と銀行 

・リーマン・ブラザース破産をどう見るか 

・パリバ・ショック以降のドル不足・ユーロ不足をどう見るか 

・流動性危機＝貨幣恐慌（Geld Krise=money crisis）である。 

Ⅶ．結論 
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（２）金融、とくに国際金融は、日常の体験からかけ離れているため、理解するのがひじ

ょうに難しい。かといって、貿易や金融取引の実務に関わっていれば理解できるかと言えば、

そうでもない。入江氏はその例として財務省の国際収支についての解説書を挙げる。実務的

な知識ぬきの思弁は役立たないが、実務的な知識だけでは、その「意味」が理解できない。

経済学的原理に裏打ちされた理解――概念的な把握――が、要求される。国際金融の分野は、

とくにそうだ。 

 

 （３）入江氏が提起する「世界金融危機理解の枠組」とは何か。わたしの理解した範囲で

は： 

（ａ）「経常取引勘定危機」ではなく「資本取引勘定危機」として理解すべきだ。1997 東

アジア通貨危機がその最初の現象。 

（ｂ）「ユーロ･カレンシー市場［ユーロ・ダラー市場、ユーロ･ユーロ市場など］からの

資金調達」の拡大とその破綻（ドル不足、ユーロ不足として現象）が、金融危機の国際化（と

くにヨーロッパへの波及）をもたらした。 

（ｃ）銀行からの借入（貸付）ではなく、非銀行金融機関による「金融仲介」の破綻が、

金融危機の主役となった。 

 

（４）ところで、こうした（ａ）～（ｃ）の枠組で世界金融危機を分析すると、どうなる

か?それを知りたい。レジュメのⅣ～Ⅵで述べられるはずであった。 

入江氏は、このフォーラムのために「レジュメ」の構想に沿ったスライドを新しく準備し

てくださった。準備が間に合わなかったのか、当日の講演は、「レジュメ」のⅠ～Ⅲが中心

で、Ⅳ～Ⅵについてはほとんど触れなかった。 

レジュメのⅣ～Ⅵについて改めて聞く機会を持ちたい。 

 

●入江恭平報告への質問 

2008 年金融危機後の国際金融の展開については、入江さんの論文「中央銀行流動性スワ

ップ網とドル不足の再来」を読みました。コロナショック下でドル不足になっていること、

3.19 フォーラムで入江さんが話された「ドル不足」「通貨スワップ」が、今日も続いている

ことがわかりました。 

ここで、わたしの疑問ですが、 

（１）「経常勘定危機」ではなく「資本勘定危機」が重要だ、という指摘は、1997 東アジ

ア通貨危機には、よくわかります。タイやインドネシアや韓国は、国民経済のファンダメン

タルズはしっかりしていた。経常収支が赤字ではなかった。にもかかわらず、外国からの短

期資本の流入で資本投資が急拡大したが、その引き上げで通貨危機になった。 

こうした外国資金（ホットマネーと言われた）の流入は、通貨制度的には、「資本勘定の

自由化」によるものではないか?自由化していない人民元については、通貨危機は起きてい
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ません。 

「経常勘定危機」ではなく「資本勘定危機」が重要なのは、1997 アジア通貨危機のよう

な「通貨危機」の場合であって、2006－2008 の米欧金融危機のような金融投機会社の連鎖

的破綻には、該当しないのでは? 

（２）入江さんの強調する「ユーロ・ドル不足」「ユーロ・ユーロ不足」と「米連銀を中

心とする世界の中央銀行間の通貨スワップ網」の二つの持つ意味ですが、1980 年以降のほ

ぼすべての国の「資本勘定の自由化」によって、金融活動が国境を越えて［通貨の種類を越

えて］グローバル化しました。それによって、例えばヨーロッパでドル建ての金融商品に対

する投資活動をすることが、普通になりました。 

ドル建ての金融商品を扱っているのですから、それが暴落すれば「ドル不足」になります。 

また、ヨーロッパの銀行が外国通貨のドルを信用創造できないという制約がある。 

こうした「非米国のドルの運用」は、1960－70年代の「ユーロ・ダラー市場」に起源を

求める必要があるのでしょうか?「非米国におけるドル建て預金」という点では共通してい

ますが、むしろ資本の自由化、変動相場制への移行、金融活動のグローバル化という 1980

年代以降の、世界経済のグローバル化という文脈の中で捉えることはできないでしょうか。 

ついでに。中央銀行間の通貨スワップでは、中央銀行が借入金を保障しています。とすれ

ば、非米諸国の「ドル」は米連銀が最後の貸し手ではなく、各国中央銀行が「最後の貸し手」

ではないでしょうか? 

（３）米連銀がインフレの昂進によって利上げに踏み切り、株式市場が乱高下しています。 

双子の赤字にもかかわらず、アメリカが資本主義先進国随一の「好況」を維持してきたの

は消費に支えられたから、と言われています。その消費を支えたのは、アメリカへのドル資

金の還流とアメリカからの大量の対外投資、そして連銀のドル供給に支えられた金融投資

活動の復活です。 

これから起きるにちがいないアメリカの金融危機、経済危機をとらえるには、これまでア

メリカ経済を支えてきたアメリカと他の諸国との間の短期・長期の資金（資本）移動の構造

とその矛盾について知る必要があるように思います。 

入江様には、こうした国際金融についての講演を、また日を改めて伺いたいです。 

 

■小林襄治（参加者）からのコメント 

入江報告「戦後世界経済と国際金融危機—―経常収支危機から資本危機へ」へのコメント 

                  小林襄治   

 どのようにコメントするか、迷っているうちに時間がかかってしまった。 

「経常収支危機から資本危機へ」という趣旨ないし論理に共鳴し、アジア通貨危機とリー

マン危機がこれまでの「国際金融危機」（経常収支危機）と異質な点を実証する分析として、

高く評価する。 
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 一部に「難解」とする見解が指摘されたが、おそらく、「経常収支危機」についての説明

が十分でなかったこと、「国際金融危機」についても、国際銀行業の構造に即して分析する

視点を提起しながらも、国際金融危機の意味が説明されていない気がする。あるいは、矢沢

氏が指摘しているが、アジア通貨危機とリーマン危機、同じ国際金融危機なのか、について

説明不足だった気がする。 

 入江氏と同じ見解というわけでないが、以下にいくつかのコメントを提示する。だが、コ

メントというより、国際収支や経常収支をどのように考えるか、についてのノートと見てい

ただきたい。 

 

１．国際収支・経常収支について 

まず最初に、基礎的な概念について、幾つかの点を確認することから始めよう。「難解」

と言われるのは、概念が多様な意味で使われているからである。 

・国際収支（表）は、1国の対外取引の記録であり、複式簿記にしたがって記帳されてい

る。日本では IMF基準にしたがって、2014年に改訂されており、分類や表現に以前との

ものと異なる点がある。用語上の差異があるが、本質的問題ではない。 

 

  2014以前は、経常収支+資本移転収支+資本収支+外貨準備増減=ゼロ、であったが、  

   現在は、 経常収支+資本移転収支－金融収支＝ゼロ、となっている。 

    資本収支と外貨準備増減が▲金融収支にまとめられている。 

［資本収支+外貨準備増減＝▲金融収支］ 

この式から、資本移転収支（債務免除、商標権等）を無視すれば、 

         経常収支＝金融収支であり、言い換えれば 

  経常収支=資本収支+外貨準備増減、であり、 

経常収支は対外資産・負債の増減を意味することになる。 

したがって、経常収支赤字は対外負債の増加を、黒字は対外資産の増加を、意味する。 

しかし、国際収支表では、資産（対外投資）と負債（対内投資）、それぞれの区分（直接

投資、証券投資、その他等）ごとに購入・売却等の差額（フロー）に基づいた純増減の数

字が、（資産－負債）の数字として、計上されている。 

この金融収支は資産と負債それぞれの純増減の額なので、同時に対外資産負債残高が

国際収支統計とともに発表されている。そして、前年末の残高に為替変動等を調整し、

金融収支の数字が加えられ今年の数字として示される。対外資産負債を見る上では、資

本収支に見られる増減の動向を見るだけでなく、ストックとしての残高も捉える必要が

ある。 

 

・マクロ経済学の貯蓄・投資バランス論では、経常収支は次のようになる。 

 国民所得（GDP）Ｙ、民間消費Ｃ、民間投資Ｉ、租税Ｔ、政府支出Ｇ、輸出入（輸

https://glossary.mizuho-sc.com/faq/show/1255?site_domain=default#:~:text=%E8%B3%87%E6%9C%AC%E7%A7%BB%E8%BB%A2%E7%AD%89%E5%8F%8E%E6%94%AF%E3%81%A8,%E5%A4%A7%E9%A0%85%E7%9B%AE%E3%81%A8%E3%81%AA%E3%81%A3%E3%81%9F%E3%80%82
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出Ｘ－輸入Ｍ）として 

    Ｙ=Ｃ+Ｉ+Ｇ＋（Ｘ－Ｍ） 

    Ｙ＝Ｃ＋Ｓ＋Ｔ 

 したがって 

経常収支（Ｘ－Ｍ）=貯蓄・投資差額（Ｓ－Ｉ）＋財政収支（Ｔ－Ｇ） となる。 

すなわち、輸出入差額となる経常収支は貯蓄・投資差額と財政収支、で決定される。 

 

 ・変動相場論。これは経常収支を説明するものでないが、この立場からは、為替相場の変

動によって、輸出入等は均衡するはずであるから、経常収支問題は存在せず、外貨準

備は不要であり、通貨当局による為替市場介入を排したクリーンなフロートが重要

と考える。 

 ・金本位論。固定相場制の外貨準備にも共通するが、古くからある議論である。経常収支

赤字国では金が流出し、デフレ的になる。黒字国では金が流入しインフレ的になる。 

   このような結果、デフレ国では価格低下・輸出増、インフレ国では価格上昇・輸入増

となるから、経常収支赤字・黒字は自動的に調整される、とする。古典的貨幣数量説

の延長である。 

 変動相場論と金本位論は、経常収支の自動的調整論に過ぎないが、調整のメカニズムを主

張している。これらへの批判は省略するが、為替相場の変動が輸出入の増減に影響を

与えることは確認しておく必要がある。 

 マクロ経済学は、貨幣のない世界であるが、現代経済学の主流である。この等式からは財

政金融政策によって消費や投資、政府支出に影響を及ぼせば、経常収支も変化するこ

とになり、需要管理政策が強調される。 

 マクロ経済学や変動相場論、金本位論では資本移動がどのように処理されるか、必ずしも

明らかでない。この点はともかく、 

 簿記的な国際収支表からは、経常収支=外貨資産・負債の増減として、資本収支が内包さ

れている。フローの数字とストックの増減を=結び奇妙な等式だが、評者はこの式を

念頭に「経常収支」等を考え、さらに残高の動向にも注目したい。 

  

以上に 4 つの視点［①変動相場論 ②金本位制論 ③マクロ経済学 ④簿記的な国際収

支］を提示したが、経常収支や国際収支というとき、どのようなイメージで語られて

いるかを理解しておく必要がある。 

  

ついでに、為替相場決定理論について、指摘しておく。 

 ①購買力平価説：インフレ率の相違を重視。高インフレ率の国の為替相場下落 

 ②マネタリー・アプローチ：インフレ率を、マネーストック（供給）量と、貨幣需要量

（金利と実質所得）の関係で抑えるもので、いわば①の精緻化 
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 ③アセット・アプローチ（資産選択論）：対外資産への需要を測定しようとする。 

   2国間モデルで見れば、 

    将来の予想為替相場を「前提」に金利（株式等も含めれば収益率）格差に応じて、

資金は流れる。単純化すれば、金利格差重視 

 ④その他、多様な要因を組み込んださまざまなモデルがある 

インフレ率と金利格差が重要なファクターとみなせるが、どの説も、「通説」といえるほ

ど決定的なものではない。 

 

２．経常収支の赤字・黒字 

 定義からして、世界全体の経常収支は均衡する。ある国の赤字は他国の黒字となるから

当然である。したがって、黒字の獲得を目標とすることはできない。変動相場論や金

本位論（国際貨幣数量説）が経常収支の景気変動による自動調節論を主張するのも理

由がないわけでない。 

   なお、トランプ大統領は、経常収支の赤字は「損失」と述べたが、輸出は雇用の拡

大、輸入は雇用の減少につながるとすれば、理解できない話ではない。しかし、世界

全体では雇用は拡大しているかもしれないし、消費者の利益、貿易・国際分業の利益

を考えれば、ばかげた主張である。自国中心に問題を捉えると、経常収支や国際収支

は解決不能か問題外の問題となる。 

 世界は対等の国々で構成されているわけでなく､大小、先進・後進等、多様な国々で構

成され、多様な通貨が存在する。歴史的な事実を踏まえ、考察する必要がある。 

 古代以来の貿易や金融、貿易と略奪・戦争の歴史を振り返るのも面白いが、19 世紀的

世界から、幾つかの点を確認しておこう。 

 

  前に指摘したように、経常収支は金融収支と等しくなり、経常収支の黒字=対外資産

増、赤字=対外負債増となる。 

 ・19世紀的世界 19世紀の覇権国、あるいは最大の貿易国であったのはイギリスであ

る。早くから貿易収支は赤字であるが、サービス（海運・保険・投資所得等）で稼ぎ、

経常収支は黒字であった。世界貿易の多くがポンド建てで行われ、ロンドンが国際金

融センターであった。これらのメカニズムには立ち入らないが、1913年には、イギ

リスが保有する対外資産は約 40億ポンド、GNPの約 2倍、投資所得（利子・配当）

は 2億ポンド（GNPの 10％）という、金利生活者国家を実現した。対外資産の大半

は、海外（植民地を含む）証券（ロンドンでポンド建てで発行）であった。 

   この過程は、経常収支黒字の累積=海外証券発行残高（対外資産）、とみなせる。 

やや単純化であり、データの信憑性、対英投資（対外負債）の扱い、貿易金融・決

済資金の問題等がある。だが、イギリスの経常収支の黒字の安定的継続が、国際金融

の要とみなされていた。 
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だが、反面はイギリス以外の国の負債であり、これら負債が返済（元利金支払い）

できたから、このような関係が続いたのである。対英負債国から見た構図は必ずしも

ハッピーではない。19 世紀前半のアメリカは州債等のデフォルトを繰り返したし、

後半でも鉄道債のデフォルトがしばしばある。1890年のアルゼンチン・デフォルト

とベアリング（英最大規模のマーチャントバンク）危機があるし、デフォルトから政

治的支配に移行させられた地域（植民地化）も少なくなかった。デフォルトしても立

ち直れる国もあるが、そうでない国も多いのが実情であろう。 

19 世紀の実体については、恐慌史を含めて、見直すべき点が多いが、ここでは立

ち入らない。 

 ・二次大戦後の世界  話は飛ぶが、二次大戦後の世界になると、日本を含めて、経常収

支の赤字は外貨準備の喪失による輸入難・対外支払い難から経済が行き詰まるので、経常収

支の黒字化や均衡を目指す動きが強まった。戦後のドル不足、IMF体制の問題も大きいがこ

れには立ち入らない。 

 17世紀の重商主義時代以来、金銀の獲得や貿易黒字の達成が 1国の富の増大と考えられ

てきたし、19世紀のイギリスの例からも「債権国化」が富裕化と考えられたかもしれない。

そして、経常収支の赤字は固定相場制の下では、金・外貨準備の喪失につながるから、赤字

国での引き締め政策による赤字解消策が重視された。日英では「国際収支の天井」と外貨準

備高の増減を指標とする政策が展開されたことは周知のとおりである。アメリカですら、経

常収支赤字の拡大から、利子平衡税や対外投融資規制の導入、引締め政策がとられた。 

・変動相場制 変動相場制への移行（実際には主要大国の移行と「後進国」の変動相場制移

行にはかなりの期間がある）後の世界では経常収支の捉え方が変わってくる。変動相場制と

直接の関係はないが、時期的に重なるのがオイルショックである。石油価格高騰で産油国へ

ドルが集まり、多くの輸入国は経常収支赤字となり、輸入難からする経済の縮小が懸念され

た。しかし、オイルダラーは「還流」されるから、赤字自体はすぐには問題にならないとす

る見解（吉富勝氏ら）が展開された。実際には、石油価格高騰に伴うインフレ（日本では田

中首相の列島改造論と 1 ドル 360 円維持の調整インフレ策の影響もあって）が重なり、複

雑になる。この点はともかく、オイルショック時には資本流出規制が復活するなどもしたが、

その後は省エネ技術の採用、重工長大産業から加工産業への転換などの効果もあって国際

競争力は強化され、石油価格も低下もあって、経常収支の黒字化が定着し、経常収支赤字を

懸念する声は後退し、むしろ金融の自由化・国際化の動きが強まっていく。 

イギリスでは、変動相場制にいち早く移行し、ECに加入するが、70年代半ばにはポンド

暴落と金融危機に見舞われた。経常収支危機と見るか、政策混迷と経済不振が続くイギリス

への不信や当時の金融システムに内在した脆弱性（セカンダリー銀行危機）に主因を見るか、

見解は分かれよう。イギリスＩＭＦ巨額融資もあって政策転換を強いられ、80 年代には新

自由主義、マネタリズムのサッチャー時代になる。 

アメリカでも、70 年代は「株式の死」が叫ばれた時代であり、鉄鋼・自動車などの主要
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旧産業は国際競争力を失い、スタグフレーションの時代に入った。ヴェトナム戦争の敗北、

60年代公民権闘争を背景とする福祉国家化（財政赤字）の影響もある。他方では、70年ナ

スダック株式市場創設、各種先物市場、75 年株式取引手数料自由化、金利自由化などの動

きが強まっていく。そして 80年代にはレーガン政権の下で、新自由主義・マネタリズム的

政策運営で規制緩和が進められ、80年代には金融革新が一段と進む（証券化。ジャンク債、

MMF、LBO等）が、大手銀行の破綻や多くの S&L（住宅金融の中心）の破綻も生じる。 

・経常収支赤字国の成長と黒字国の停滞 これらの流れのなかで、経常収支赤字はそれ自体

としてあまり問題にされなくなる。むしろ、米政策当局等からは、クリーン・フロート［介

入のない市場にまかすフロート制］が強調され、日本等の介入国への批判が強まる。そして、

政策協調が強調され、黒字国責任論が 70年代末ごろから展開される。マネタリズム信奉者

がケインズ的マクロ経済学（貯蓄・投資バランス論）にしたがった議論を展開するのである。 

 

その是非はともかく、80 年代半ば以降の現在にいたるまでの注目するべき動向は、経常

収支赤字国の経済成長である。1970年代、80年代には経常収支赤字国の米英に比べて黒字

国の日独の経済パフォーマンスが良かった。だがその後は、英米の回復が著しく、日本の低

迷、ドイツの停滞（東西統一やＥＵ成立と拡大、共通通貨ユーロ導入の影響あり。停滞は言

い過ぎかもしれないが）が目立つ。古くから、カナダは 100 年以上経常収支赤字国である

が、経常成長に影響しなかったといわれている。英米は 80年代半ばにほぼ対外純債務国に

なり、それ以降に経常収支は赤字基調であるが、国際金融センターとしてのロンドンの存在

や、世界最大の金融・資本市場としての、また国際通貨国としての強みを発揮して、諸外国

から資金をひきつけ、英米は経済成長を遂げてきた。 

 

 もっとも、英米でも経常収支動向や為替相場が政策当局から無視されているわけでない。

80年代初頭の対ドル円相場 240円は 87年には 120円と下落し、85年のドル高阻止のプラ

ザ合意、87 年のドル安のルーブル合意など、「政策協調」がはかられた。87 年秋のブラッ

クマンデー（株価暴落）の背景として、双子の赤字（経常収支と財政収支）が指摘されてい

る。90年代初めには途上国債務危機に絡んで大手銀行の破綻の噂が広がった。97～98年の

アジア通貨危機と 98年のロシア危機に絡む大ヘッジファンドの破綻などの影響も皆無では

ない。そして、ITバブルと崩壊、リーマン危機など「恐慌」ないし金融危機は続く。 

 

他方、途上国についても見るべきだ。70 年代ユーロカレンシー市場からシンジケート・ロー

ンを取り入れた中南米の資源国の多くは、80 年代に金利上昇による返済額上昇、資源価

格低下に伴う輸出額減少から「債務危機」に落ち入り、「リスケ」（債務構成の変更。免除・

金利減免を含む）が進む。これを通じて、先進国銀行に損失が生じることにもなる。多く

の途上国は新規資金を得て、経済活動を立て直す。もっとも融資条件は厳しく、問題を残

す。 
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「債務危機」はその後も 90年代初めにも繰り返される。最近では、2014～6年頃、多くの新

興国で（南ア、トルコ、ブラジル、インド、メキシコ等）で為替相場が暴落した。リーマ

ン後とヨーロッパの景気後退の影響が大きく、輸出が減った経常収支危機と言えるかも

しれない。しかし、資本流入に支えられた経済の限界だったのかもしれない。 

 

・経常収支累積赤字と対外負債残高  

 既述のように、経常収支赤字は対外負債となるから、赤字の累積が負債残高増となる。

したがって、この赤字の問題は負債残高の利払い・返済が可能か否かの問題になる。

だが、この点もそれほど単純でない。 

かつての資本収支に注目し、その証券投資に注目してみよう。外国の投資家が日本株を購

入するとして、外国投資家はドル（外貨）を売り、円を購入し、日本株を購入する。

その直接の結果は、対外負債（日本株の外人保有）の増加と円売りした「業者」のド

ル預金増加、対外資産の増加となるはずである。対外負債と資産が同時に増加するの

である。この点は、ネット概念で示される国際収支表の金融収支では見落とされる。 

 

   1980 年代ごろからの国際化・グローバル化の中で、証券投資等の国際化は著しい。

現在、日本株の 30％以上が外国人保有のようである。アメリカでも、アメリカ国債

の半分は外国所有と言われた（最新のデータは確認していない）。この動きは、各国

で対外資産・負債が両建てで拡大する動きを強めた。現在の日本では（2020 年末の

数字）対外資産 1150 兆円、対外負債 790 兆円である。いずれも GDP の規模を超え

る。2000 年の数字では資産 340 兆円、負債 210 兆円であった。GDP の伸びに比べ

ても対外資産・負債の伸びが大きい。主要国でも同じような傾向にある。 

 

   各国の主要国の資産や負債の中身は大きく異なり、ここでは立ち入らない。いずれ

にせよ、対外資産・負債規模が拡大している世界なのである。とりわけ、国際金融セ

ンターともいわれる国々では（イギリス、オランダ、スイス等では）、対外資産・負

債は GDP の数倍に達するであろう。純対外債権の規模で日本は 80 年代後半から世

界一の規模であるといわれる。だが、この数字はほとんど意味がない。 

  

 長々と、散漫な議論を続けたが、主張は、「経常収支危機」とは何か、より厳密な議論

が必要でないか、ということである。アジア通貨危機とリーマン危機がかつての金融

危機と異なることを明確にしたのは入江の功績である。この点は同感であるが、それ

らは、変動相場制下の経常収支問題や、対外資産・負債が両建てで増加する「国際金

融」世界の問題として、19 世紀的世界と対比してみる必要もあろう、ということで

ある。ない物ねだりの妄想だが、感想でもある。 
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余分なことを書いたようだが、これからが、報告への本来のコメントである。 

 ＊世界金融危機の動態（１）、（２）でリーマン危機前後を「世界金融危機」として分析

する。著書『戦後国際金融の歴史的諸相』5 章、「世界金融危機、シャドー・バンキ

ング・証券化・ドル不足」と重なる部分も多い。これも参考にこのコメントは書かれ

ている。 

 ＊シャドー・バンキング・証券化はサブプライム・ローン問題を含めて、直接にはアメ

リカ国内金融市場の問題である（日欧にも影響するが）。この国内金融危機が国際金

融危機につながる要因を「資本危機」ないし「ドル不足」の問題として描き、さらに

ユーロ危機を含めて、「中央銀行スワップ網」の形成の意義を強調したのが入江の功

績である。 

 ＊そして、世界金融危機につながる要因を、国際銀行業の構造、主要国の大銀行はほぼ

すべて国内業務だけでなく、大規模に外貨建て業務も行っていること、外貨建て業務

を行うに際しては、本国通貨を外貨に換えて行うのでなく、外貨を市場から借りて、

あるいは調達して行っている、構造を指摘する。この淵源をユーロダラー市場に求め

ている。 

＊評者の理解では、銀行等の伝統的（19 世紀的）国際業務とは、自国通貨建ての海外

への貸出業務等を指していた。米銀の場合には今でもそのような性格が強く、非米銀

にもある程度はこの性格がある。非米大銀行は大規模なドル建て取引に参加してい

るのである。 

＊なぜ、そうなるのか、この説明が入江報告では、必ずしも十分ではない。ヒト・モノ・

カネのグローバル化の進展、企業の多国籍化等々も指摘できるが、国際通貨としての

ドルとアメリカの金融・資本市場の規模の大きさをもっと見ておくべきであろう。当

たり前のことなので言及しなかっただけかもしれないが、欧日の大銀行がアメリカ

でも活躍しようとする背景、欧日ではオーバーバンキング［銀行等の預金取扱金融機関

が多すぎること］が指摘されている状況も踏まえて一段と明確にする必要がある。単純

化すれば、アメリカ市場での収益機会を求めているのである。 

  リーマンショックで大打撃を受けた欧州の大銀行（いずれも世界最大 10 行に入

る）、スイスのUBS,ドイツ銀行、RBS（オランダの ABN アムロを買収）など、アメ

リカでの投資銀行業務や資産運用業務に注力し、米銀等を買収した銀行である。また、

損害の規模は小さいとはいえ、パリバ、HSBCなども仏英の最大手銀行の一つでも同

様である。ドル建て業務を展開できなければ、顧客を失うことになる大銀行が少なく

ないのである。 

＊同時に、非米大手銀行がドル建て市場への参入に際しては、指摘されていることでも

あるが、ユーロカレンシー市場の存在を含めて、アメリカが最も多様で多層的な金融

市場（銀行間取引に加えて、CD、CP、レポ、MMF 等があり）、規模が大きく取引が

活発な各種債券市場、証券化商品市場、株式市場を有していることである。火傷を負
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うリスクも大きいが、開放的な市場であることも確かである。 

＊同時に、リーマンショックが世界金融危機につながるのは、アメリカの大手金融機関

の破綻からする、アメリカ経済の混乱がある。金融市場の混乱で自動車販売金融が滞

り、自動車産業が打撃を受けたことも一因であるが、この時期にもともと脆弱な GM

とクライスラーは破綻し、アメリカ国内自動車生産は急減する。このような実体経済

の破綻は日本の自動車産業にも影響し、「派遣労働者切り」につながった。 

  ＊ユーロ危機についても、非ユーロ銀行（主に英米の銀行ということになろうが）の「資

本危機」を指摘する。この側面は重要な指摘である。しかし、通説的であるが、当時

のユーロ中央銀行システムが、銀行システムの安定等の問題を考慮せずに、インフレ

重視の中央銀行として形成・運営されてきた限界が大きかった点は否定できないよ

うに思える。非ユーロ圏銀行の「ユーロ不足」に注目したのは入江の功績だが、ユー

ロ圏銀行の資金調達と危機時の中央銀行の役割にも問題があったのである。 

 

 ＊＊最後に、入江氏は、資本と信用は還流ないし循環するが、貨幣は使用すると離れ、退

蔵もされる、として独自の「資本と貨幣」観を提示した。面白い理論と思うが、この

点が、現状ないし歴史分析にどのように生かされるかに注目したい。 

 

■伊藤誠･終わりの挨拶  

世界資本主義フォーラム 顧問 伊藤誠 

 

 とてもよいお話をしてくださり、ありがとうございました。 

 世界資本主義フォーラムでも、金融や貨幣はなかなか議論しにくく、専門家だけの論議

になりがちです。しかし、実は、一般の人たちが共有できるような問題が問われているこ

とが多い。その問題の意義を理解しやすくしてこそ、経済学が庶民のものになり、経済民

主主義が実現可能になるのではないか。 

 貨幣の運動と信用を分けるという今日の（入江氏の）お話は、川合一郎先生の信用論を

想起させるところがありました。 

 信用はときどき返済されないことがあるが、貨幣も流通から引き上げられて蓄蔵される

ことがあり、そのことが市場を壊す可能性をふくんでいる、とマルクスが指摘している。

これはある意味で恐慌論の基礎ともなる。 

 1990 年代、日本で銀行中心の住宅バブルが崩壊したとき、欧米の経済学者たちと話す

と、かれらは、「日本やドイツは人脈で貸す縁故的間接金融だから合理性がとぼしくダメ

で、英米型の証券市場での直接金融なら透明で効率的だからそうした問題は生じない」と

言っていた。 
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 その証券市場からサブプライム恐慌が発生した。しかもその根底に、庶民への住宅金融

の過大な売り込みが投機的に膨張していた。歴史的には、資本主義的金融システムは、対

資本主義企業向けが主要業務であったのに、住宅金融を含む消費者金融がかつてなく大膨

張し、いわば労働力の金融化が多重証券化される投機的金融拡大をつうじて進展し、それ

が崩壊した。 

 それにともないキャピタルロスをうけた庶民は、損失を生じた負債を一生返済し続けな

ければならず、消費が冷え込み、デフレになり、不況がなかなか解消されない。 

 こうしたことを引き起こす金融の仕組みの現代的な社会的機能をめぐり、貨幣の運動と

資本の運動、金融の仲介の仕組み、それらの関連について、またご一緒に考えてゆく機会

をもちたいと願っています。 

 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 


