
 

 

2020 年 6 月 6 日 世界資本主義フォーラム（小幡道昭「貨幣論と現代資本主義」） 

事後報告  矢沢国光 

 

●主催 世界資本主義フォーラム 

●日時 2020 年 6 月 6 日（土）13 時 30 分〜16 時 30 分（13 時受付開始） 

●ＺＯＯＭによるオンラインで開催します［参加方法は、下の方に書いてあります］ 

●講師 小幡道昭（東京大学名誉教授） 

●テーマ 貨幣論と現代資本主義— 貨幣のポリフォミズム — 

 ※講演予稿が http://gken.sakura.ne.jp/gken/ にあります。 

●参考文献 小幡道昭「口頭発表：仮想通貨の貨幣性・非貨幣性」 

http://gken.sakura.ne.jp/gken/wp-content/uploads/2018/10/main.pdf 

 同・口頭発表 http://gken.sakura.ne.jp/gken/wp-content/uploads/2018/09/aural-short.pdf 

 

■小幡報告レジメ gken ホームページより 

「世界資本主義フォーラム」というところから、貨幣論について話してほしいという依頼がありました。「貨

幣論と現代資本主義」というタイトルは依頼先からのもの。ともかく「現代」について話してほしいというの

がタッての要望。「頼まれればどこへでも屋台を引いて出向きます」とホームページで謳っている以上、引き受

けぬわけにもいかず、さりとて「『資本論』を煮しめたようなお宅のネタじゃウチのお客さんは満足しないです

よ」と釘をさされ、思案のあげく、そういえばむかし、ちょくちょく私の店にきていた若い人たちが、最近

「変わりゆくマルクス経済学」とか「これからの経済原論」とか称して、ちょっと変わった貨幣論をやってい

るのを思いだし、今回はその紹介でお茶を濁すことにしました。 

連中は金本位制の時代だって、不換銀行券が支配する「現代」だってターゲットにできる経済原論 —— そ

んなのありか？ —— を目論んでいるようなので、「じゃあ MMT ってどうなの？」とか、「仮想通貨や中央銀

行デジタル通貨はどうなるの？」とか、新しい物好きの人たちごのみの質問をぶつけてみました。そうしたら

「それは貨幣のポリフォーミズムの話になりますね。」と、どうやら彼らも負けず劣らず新しいもの好きの様

子。 

「なん…なんやねん、それ？」って驚いてみせると、さも得意げに「いや実はですね、貨幣の構造変化をな

んでもかんでも《変容》の一語で片づけようとするのは悪いクセ。あの《変容》の守備範囲はせいぜい不換銀

行券どまり。でもお尋ねのアレコレは、同じ構造変化といってもちょっとレイアが違う。それで、最近オブジ

ェクト指向言語のポリフォーミズムなんぞをヒントに、このレイア向けの新しい説明方法を試作中なので…」

と、なにやら得体の知れない話になりそうな気配。「こいつはマズいな」と思いつつもそこはオトナ、顔にはだ

さず「その試作品の話はおもしろそうなので、ぜひぜひ最後の最後のところで、まとめて一つたっぷりと…」

と受け流そうという算段。なので、そのあたりになったら、欠伸を我慢せず、どうぞご自由にお引き取りくだ

さい。 

 

http://gken.sakura.ne.jp/gken/
http://gken.sakura.ne.jp/gken/wp-content/uploads/2018/10/main.pdf
http://gken.sakura.ne.jp/gken/wp-content/uploads/2018/09/aural-short.pdf


 

 

貨幣論と現代資本主義 

— 貨幣のポリフォーミズム — 

 

［1］貨幣論の拡大 

1 貨幣分類のやり直し 

はじめに、結論のほうを先にみてみます。さくら

原論研究会編『これからの経済原論』ぱる出版 2019

年という新しい教科書にはありませんが、それが参

考にしたという古い教科書の 48 頁には、たしか次の

ような分類表が載っていたはず。古い教科書の著者

にきたところ、『これからの経済原論』は自分の感知

せぬもの。実は自分のところにもう一つ、別のグル

ープの「これからの経済原論」があるんだといって

みせてくれました。以下の話は、あとの本の内容が

ゴチャ混ぜになっています。悪しからず。とはい

え、次の分類表がすぐにわかる結論であることに変

わりありません。 

 

この図は次のように解説されています。 

商品貨幣説に対立する考え方は，貨幣表券説であ

る.市場の外部から，商品ではないモノでも貨幣とし

て導入できると考える立場である.表券の素材が紙券

であれば，国家紙幣であるが，その素材を問わず，

広くフィアット・マネー (「法令による貨幣」)とよ

ばれている. 人々の合意で，貨幣を独自に創出できる

という立場も表券説の一種である. 信用貨幣も国家紙

幣も，通例，素材が同じであるため，紙幣として一

括され，これら両者と金属貨幣との区別が強調され

る. しかし，これは貨幣の外見にこだわった混乱であ

る.金属貨幣を含む物品貨幣と信用貨幣はともに商品

貨幣説で説明可能な範疇に属する. 貨幣表券説をベー

スにした，国家紙幣を含むフィアット・マネーとは

概念的に異なるのである. 

上の図では「信用貨幣」と一つにまとめれていま

すが、ここに「兌換銀行券」も「不換銀行券」も含

まれるわけです。この教科書をつかった講義では、

次のような図で補足しているようです。要するに、

兌換だろうが不換だろうが、銀行券は銀行券、つま

り信用貨幣であり、したがってまた商品貨幣なの

だ、というわけです。 

 

2 現象はいつもアタリまえ 

「これからの経済原論」の貨幣論の結論はある意

味で単純で、 

1. 不換銀行券を国家紙幣とキッパリ

と分けて 

2. 不換銀行券を金貨幣と同じレベル

に位置づける 

べきだというものです。マルクス経済学の通説

は、兌換銀行券と不換銀行券の区別を強調し、不換

銀行券を国家紙幣と同一ないし、よく似たものと位

置づけてきたのですが、この基本的な区分線を引き

直そうという主張です。 

この主張は、「理論」の二字にこだわらなければ受

け入れやすいものです。事実、不換銀行券が国家紙

幣とは異なることは、多少とも日本銀行の貸借対照

表を思い浮かべてみればすぐにわかることです。中

央銀行の不換銀行券は額面の定まった確実な債権に

http://pal-pub.jp/?p=5341
http://pal-pub.jp/?p=5341
http://pal-pub.jp/?p=5341
http://www.utp.or.jp/book/b306001.html
http://kug.gken.jp/index_ctl.php?2019%E5%B9%B4%E5%BA%A6/%E5%A4%8F%E5%AD%A6%E6%9C%9F/%E7%AC%AC5%E8%AC%9B#u9213186
https://www.boj.or.jp/statistics/boj/other/acmai/release/2020/ac200310.htm/
https://www.boj.or.jp/statistics/boj/other/acmai/release/2020/ac200310.htm/
http://gken.sakura.ne.jp/gken/wp-content/uploads/2020/03/warengled-text.png
http://gken.sakura.ne.jp/gken/wp-content/uploads/2020/03/warengeld.png


 

 

見合うかたちで発行されるのであり、いくら紙製だ

からといって、子供銀行のオモチャの紙幣のように

印刷していくらでも配れるものではないことは当の

子供でも知っていること、まともなオトナの考える

ことではありません。ただ、窮余の一策を求めんと

するオトナの妄想が、ときに両者の境を見失わせる

のです。 

こうして一方に、「貨幣は所詮、紙きれ、いやそれ

どころか、銀行預金の数字、記号だ」と新発見に酔

う人々がふれまわると、他方でこれに反発する人々

が、「本来の貨幣は金貨幣だ」と、これまた極論に走

るわけです。実は両者の間に、さまざまなかたちの

貨幣の現象形態がいくつも潜んでいるのですが、本

来分析すべきこの広い中間領域が視界から抜け落

ち、「所詮 紙きれ・記号」派と「本来 金」派で喧々

囂々の議論、いや議論にならない宣言が繰り返され

るわけです。どうしたらよいか、ちゃんとした理論

を組み立てること、逆説的ですが、境界領域にゴロ

ゴロ転がっている現象を追い回すのではなく、おも

いきり理論の抽象レベルを引き上げること、一見し

たところ現象としてはアタリマエの常識を、基礎の

基礎から疑ってみること、実はこれこそ近道なので

す。 

3「商品貨幣」説とは 

がこういうと…「疑いだせばキリがない、ワケの

わからない抽象理論はキライだ、あらすじと結論だ

け教えてくれ」という人がたいていでてきます。ま

あ、正直、ふつうそうでしょう、実は私もその口で

す。で、「これからの経済原論」の人たちに「要する

に、ひと言でいってなんなの？」（メチャクチャな質

問ですが）ときいてみたところ、「《商品貨幣》とい

うタームをチャンと使うこと」、これがポイントなん

だそうです。 

たしかに、上の分類表をみると、商品貨幣が物品

貨幣と区別されています。物品貨幣というのは、た

とえば茶とかタバコとか金とか、特定の商品のもつ

「モノ」としての属性（もし『資本論』のジャーゴ

ンに馴染んでいるなら「商品体」といったほうが通

じやすいかも）に、つまり客観的に計量できる「物

量」に依存した貨幣のことです。「商品」と、「物

品」や「財」を混同すべからず、というのはマルク

ス経済学のイロハ。商品は「有用なモノ」、すなわち

単なる「財」ではない。商品とは、一方でその有用

性が 100 パーセント「他人のための使用価値」とな

り、他方で、潜在的には他のどの商品とも交換可能

な「価値」という性質をもつ特殊な「財」だ、と口

を酸っぱくしていってきたはず。なのに「商品貨

幣」というときには、「商品」がいつの間にか、目に

見え手で触れることのできる「モノ」すなわち「物

品」にすり替わっている、これでは商品と財の違い

をあんなにやかましくいってきたのが台無しだと

「これからの経済原論」の人たちはしきりにこぼし

ていました。 

彼らにいわせると、商品貨幣と物品貨幣を同じだ

としてしまうから、信用貨幣は商品貨幣ではないこ

とになる、逆に金貨幣のような物品貨幣を商品貨幣

の一つのあり方、態様だとすれば、別の態様として

信用貨幣を位置づける余地がでてくるというわけで

す。因みに、どうでもよいことですが、「商品貨幣」

と「貨幣商品」は別物です。「商品貨幣」は、彼らの

教科書では索引 215 頁で commodity money と英語

表示されています。『資本論』にこの「商品貨幣」と

いう用語はでてきません。『資本論』にでてくるのは

「貨幣商品」Geldware (D.K.,I,S.83,usw)で、「貨幣商

品すなわちたとえば金」というように用いられま

す。 

というわけで、「商品貨幣」という用語を独自に定

義して、その態様に物品貨幣と信用貨幣があるとい

う命題を、あらためて導こうというのが、おそらく

「これからの経済原論」の魂胆なんでしょう。「商品

の価値と結びついた貨幣」というのがその定義で

す。「価値」という用語がてくると途端にむずかしく

なりますが、 

1. 商品には「価値」がある。つまり

「目に見えないが潜在的には、他のすべての

商品と交換できるという性質」がある。 

2. 「価値がある」という文が成りた

つ以上、直接目に見えないなにか something 



 

 

は 必ずそして同時に、目に見える何か the 

thing のかたち form で「表現」される、あ

るいは「現象」しているはずである。価値の

実体と形態などという前世紀的な二分法はリ

ジェクト！ 

3. ある商品の価値を表現するには、

それ以外の別の商品の価値が、それ以外の別

の商品の目に見える物量と結びついている必

要がある。つまり価値は等価物 equivalent 

として現象する。 

と推論でき、 

商品が存在すれば、必ず（商品の価値と結びつい

た）商品貨幣が存在する 

という命題が成りたつというのが商品貨幣説の骨

子です。 

要するに、商品価値から貨幣を説明するのが商品

貨幣説であり、このかたちで説明可能な貨幣はすべ

て商品貨幣だということになります。彼らはこれ

を、基本的な定義と仮定（公理的な）から定理とし

て演繹的に導こうとして、しかも、ユークリッド幾

何学やニュートン物理学なみの「原論」でやろうと

して、むずかしい価値形態論を開陳しているのです

が、三角形の内角の和が 180 度になるのが経験的に

「わかる」ように、商品貨幣の意味も、証明ぬき

に、ある程度は経験的に了解可能なことです。重要

なのは、このように定義した商品貨幣が金貨幣より

も、さらには物品貨幣よりも広いものになりうる点

です。「物品貨幣」を「商品貨幣」と同一視してしま

うと、「価値と結びついた物量」というときの「価

値」と「物量」の距離が意識できなくなります。逆

に、この「結びつき方」に注目すれば、「価値」を特

定の一商品の「物量」と直接結合したスタイルだけ

ではなく、商品に対する請求権、債権のかたちで間

接的に結合させるスタイルが浮かびあがってくる、

ともかく、商品貨幣説がいつのまにか、金貨幣説に

なってしまうのがヘンなので、「商品貨幣 即 金貨

幣」といった常識を「理論」で正そうというのが

「変わりゆくマルクス経済学」の基本スタンスのよ

うです。 

4 貨幣の第一規定 

「これからの経済原論」では、商品貨幣説から、

ただちに物品貨幣、金（属）貨幣が導かれるのでは

なく、より広い貨幣の第一規定が与えられます。で

はこの第一規定とは何か。ひと言でいえば、貨幣と

はなによりもまず、商品の価値を「表現」するも

の、商品の価値が「現象」したもの、というのがそ

れです。 

日本語で「表現する」といえば通常、人がおこな

う主観的な行為というニュアンスを伴いますが、こ

こでの「表現」は、そうした主観に左右されない、

商品の属性としての価値（同じ種類のリンネルな

ら、だれのものであろうと、どの１ヤールも同じ価

値があるという意味で、持ち主ではなく商品の側に

属する性質としての価値）が、目に見えるかたちで

（哲学では「知覚」perception というようですが）

現れるという意味なので、そのかぎりでは日本語と

してはちょっとヘンですが、あえて「現象する」と

いう訳語を用いることもあるといっていました。 

いずれにせよ、貨幣とは商品の価値の表現様式な

いし現象形態だ、というのが彼らの商品貨幣説によ

る貨幣の第一規定です。これは 

商品の価値を表現できる貨幣を「商品貨幣」とよ

ぶ 

と定義するのと同じことになります。 

信用貨幣による価値表現の可能性 

貨幣の第一規定が商品の価値を表現するものだと

いうのは、いわば商品から要請される貨幣の「仕

様」をいっていることになります。この「仕様」を

みたす「実装」の方式は一つとはかぎらない、特殊

な商品の物量を基準にした金貨幣はたしかに一つの

実装方式であるが、唯一の方式ではない、特殊な性

質を与えられた債権もまたその実装方式たりうる、

というのが商品貨幣説からでてくる次の結論です。 

しかし、商品の価値が債権でどのように表現でき

るのか、をめぐってはまだむずかしい問題が山積し

ているようで、「これからの経済原論」の人たちの原

論でもいくつかの試みはなされていますが、必ずし

も成功しているとは思えません。それこそ「これか



 

 

らの」課題でしょう。端から瞥見するかぎり、商品

は売れるまで市場に在庫として存在するものなの

で、その商品の価値を表現するための「貨幣の価

値」（購買力のことでしょうか）は、ある期間、相対

的に安定していることが求められる、金貨幣は単一

の金ストックでこれを保証してきたが、債権はさま

ざまな資産を支払根拠にして、いわば多数の商品の

「合成」で相対的な安定化を図ることができる、と

いうような主張をしているようです。 

もともと彼らは、今日の日銀券のような不換銀行

券を念頭において、あれこれ理屈をこねているだけ

で、基本は、兌換であれ不換であれ、銀行券は銀行

の債務であり、この債務はその額に相当する充分な

債権をベースに維持されている、そしてこの銀行の

債権の背後には返済可能にする資産がすでに存在し

ている、その資産は特定の種類の商品ではなく、売

れば何ぼという価値をもつ、さまざまな種類の商品

で構成されているということを考えているわけで、

現実の現象としてはわかる話です。むずかしくなる

のは、このだれでも「知ってる」（と思ってる）事実

を、商品から貨幣を導きだす理論に抽象化しようと

するからです。『これからの経済原論』の 26 頁には

「複数商品による価値表現」というのが載っていま

した。「不換銀行券のような信用貨幣でも、商品に内

在する価値を表現することはできる」という結論か

ら、物品貨幣と共通する地点まで、その根拠を抽象

的にたどってゆこうという、いわば逆関数を求める

ような話のようで、こういう問題は一般的な解き

方、公式のようなものがないのがふつう。試行錯誤

の挙げ句、「解けた」と思っても、それがベストの解

き方だという保証はありません。このあたりは、深

入りするとむずかしくなりますが、何をやろうとし

てるかはそれなりにわかるので、彼らに「もう一息

がんばってね」といって先に進みましょう。 

［2］信用論の深化 

6 信用論から貨幣論へ 

こうしてみると「これからの経済原論」の「貨幣

論」が、実はマルクス経済学の信用論の深化をバッ

クグラウンドにしていることがわかります。その発

端は宇野弘蔵が、機能資本家に貨幣を貸し付けるだ

けの貨幣資本家は理論的には想定できないと『資本

論』の利子生み資本論を批判したあたりまでさかの

ぼります。純粋な貨幣資本家という外在的な貸し手

によるのではなく、産業資本が相互に遊休資金を融

通する商業信用とその発展したすがたとして銀行信

用を捉えることで、資本蓄積と内的に結びついた利

子率の動きも説明でき、延いては好況末期における

利子率の急騰による激発恐慌を中心とした恐慌論に

よって『資本論』の欠陥を補うことができる、とい

う批判で、これをうけ、宇野弘蔵の支持者のなかで

は、1960 年代以降、信用論研究が独自に深化してゆ

きました。 

その内容にここではふみこむことはしませんが、

ただ、信用論研究の深化のなかで、銀行券の流通の

第一の基礎が、銀行の保有する確実な債権にあり、

金準備は究極かもしれないが通常は補助的な役割を

果たすものに過ぎないという認識が広まってゆきま

した。その結果、遊休資金をかかえる産業資本から

それを預金として集め、資金の欠乏した産業資本に

貸し付けるかたちで銀行業資本を説く「預金先行

説」に対して、優良な商業手形を選別して銀行券に

割り引いて発行することに銀行業資本の本質がある

と説く「発券先行説」的な考え方が次第に優勢にな

っていったのです。こうした方向にどんどん進んで

ゆけば、事実上、銀行券は銀行がかかえる債権の返

済が円滑であれば流通するのであり、金準備という

現在の貨幣ではなく、債務返済のための「将来の貨

幣」がその基礎をなす、という認識に至るでしょ

う。不換銀行券も原理的に説けるという結論はもう

目と鼻の先です。 

7 純粋資本主義論の軛 

ところが実際には、宇野弘蔵の支持者の場合、信

用論の深化はどこまでいっても、残念ながら不換銀

行券を許容するには至りませんでした。それは三重

の制約があるからです。このうち二つは原理論内部

の理論構成上の制約であり、残る一つはもう少し大



 

 

きい、原理論を現実の資本主義の理解にいかに用い

てゆくかという方法論上の制約です。 

一つ目は、簡単にいうと、先に貨幣論で金貨幣を

説いておいて、あとから信用論で信用貨幣を説くと

いう構成の問題です。信用論では事実上、不換銀行

券の流通根拠に限りなく近いところまでいっていな

がら、先行する貨幣論で「本来の貨幣」は金貨幣で

あるという壁を設けているため、銀行券流通は広範

に存在する金属流通をあとから部分的に置きかえる

ものとなります。部分はどんなに拡大しても所詮部

分、全体にはならないのです。そして実際には兌換

を求められることなく流通しづける銀行券も、金貨

幣との兌換をやはり究極の流通根拠としているとさ

れるわけです。 

この一つ目の制約は、二つ目の制約に直結してい

ます。すでに述べたように、宇野の信用論はもとも

と恐慌論のベースとして深化された面があります。

恐慌論というのはタダの景気循環論ではありませ

ん。周期的な激発恐慌をその本質としています。こ

の激発性は、おおざっぱにいえば（「おおざっぱ」と

「わかりやすい」を区別しない人も多いのであえて

いいますが、「おおざっぱ」＝「わかりやすい」と

「わかる」＝「正しい」とはまったく別です）、好況

末期における利子率急騰を説くことが必要で、それ

が銀行債務の不安から金兌換の急増というシナリオ

だったのです。 

三つ目の制約は、純粋資本主義論によるこれら二

つの制約の大枠です。純粋な資本主義であれば、労

働力商品という基本矛盾を周期的恐慌を通じて独自

に解決しながら自立的に発展することができる、そ

して 19 世紀の英国資本主義はこの純粋資本主義に純

化する傾向をもっていたが、19 世紀末におけるドイ

ツを典型とする後発資本主義の登場によって、こう

した純化傾向は鈍化し逆転した、こうして資本主義

は発展期としての「自由主義段階」から没落期とし

ての「帝国主義段階」に移行したという歴史的発展

段階論につながるわけです。宇野の支持者にいわせ

れば、「よく読めばそんな単純なことはいっていな

い、誤読による批判だ」ということになりそうです

が、ここでは純粋資本主義論をベースとした発展段

階論が、周期的激発性を伴う景気循環論を必要と

し、そのために信用論の深化も不換銀行券を一般化

するには至れなかったという大枠の存在のみ指摘し

ておきます。要するに、金貨幣と独立した独自の信

用貨幣（つまり不換銀行券）を商品貨幣のもう一つ

のあり方だというためには、純粋資本主義論という

軛から自己を解放するところまでゆかざるをえない

んだと彼らはいいたいのでしょう。 

 

8 もっとダメな世界資本主義論 

本題から離れるので読み流していただいてけっこ

うですが、「これからの経済原論」の人たちに、「こ

んど『世界資本主義フォーラム』というところで話

すことになった」と告げたところ、是非ひと言、伝

えておいてほしいということだったので。「自分たち

が『純粋資本主義論を批判する』というと、かなら

ず宇野正統派の重鎮から『世界資本主義論』という

レッテルをはられる。でも、それはとんでもない間

違いだ。」というのです。「自分たちは《純粋資本主

義論》といわれるほうがまだマシで、まちがっても

《世界資本主義》などと一緒くたにされたくない」

そうです。 

「どうして？」ときいたところ、「《世界資本主

義》というのは要するに、資本主義ははじめから終

わりまで《不純な資本主義》だと思っている。だか

ら原理論の抽象度が低く、中途半端な原論モドキの

ものに、『内面化』だとか『翻訳』だとかいって、歴

史的現象をつぎつぎに投影するからダメなんだ」そ

うです。「それじゃ『これからの経済原論』というの

は、純粋資本主義論以上に純粋なウルトラ原理論を

目指すことになりはしない？」と質したところ、「そ

うだ、それでいいのだ」と居直っていました。「現代

の現実を理解するには、遠回りでも、原理論の抽象

レベルをもっともっと引き上げることが大事。これ

ぬきに、現実の貨幣現象を中途半端な理論的用語で

語れば、後から後からよく似たものが数珠つなぎに

なり、お勉強のしすぎでけっきょく基本的な区別線

を見失うことになるのだ」と息巻いていました。「そ



 

 

れはいくらなんでも言い過ぎでしょう」といってお

きましたが。 

9 国家紙幣と不換銀行券の峻別 

話がちょっと横道に逸れてしまいましたが、本題

に戻ると、私のみるところ、「これからの経済原論」

の人たちのポイントは、けっきょく、「国家紙幣と不

換銀行券の峻別」にあるようです。理論上の信用貨

幣を兌換銀行券にとどめ、最後のところで、金貨幣

の派生態、従属物としてきた「これまでの経済原

論」の軛から脱却すること、これが現代の貨幣を理

解するカギだといいたいのでしょう。金貨幣を典型

とする物品貨幣と、不換銀行券を典型とする信用貨

幣をそれぞれ商品貨幣の変容したすがたとすること

で原理論の守備範囲を拡張し、商品貨幣説で説明で

きる貨幣（中央銀行券や預金通貨）と、できない貨

幣（表券貨幣、フィアットマネー）という基本的な

区別線を鮮明すべし、というのが中心メッセージで

す。 

［3］現代の貨幣現象 

10 商品貨幣説から眺めると 

21 世紀に入ってから、現代の貨幣をめぐる諸現象

は一段と多様で複雑な様相を呈するようになってい

ます。マルクス経済学の貨幣論は、ずっと前からも

う古いといわれ続けてきたのですが、いよいよお払

い箱にすべきなのでしょうか。いやそれは「これま

での経済原論」を墨守するからだ、「これからの経済

原論」の人々は、まさに現代の貨幣をめぐる混乱を

解決するものとなるのだいうのですが、本当でしょ

うか。これまでみてきた彼らの商品貨幣説は、じっ

さいにでは、現代の貨幣をめぐる誤りや混乱をどの

ように克服できるというのか、その言い分をきいて

みましょう。 

11 ペーパーマネー 

まず、現代の貨幣は「不換銀行券＝国家紙幣」だ

という「ありえない謬論」から。すなわち、「兌換が

停止され、金との結びつきを断ち切った現代の貨幣

は国家紙幣であり、国家に対する信用を基礎にいく

らでも増発することができる」という類の主張で

す。そこでそういう人に「ホントに国家紙幣だと思

うのか」ときくと「事実上の国家紙幣」だ、「国家紙

幣に(限りなく)近いもの」なのだ躱したり、「いくら

でも増発できるのか」と問うと、「ある範囲において

はいくらでも」であり、「必要になったとき必要なか

ぎりで」という意味だと逃げたりするのです。それ

は、この素朴な純粋国家紙幣説が、少し考えれば誤

りなのがわかるからです。 

国家紙幣なるものがすでに流通している状態をイ

メージすると、すでに流通している既成事実で再帰

的に説明できるように錯覚してしまいますが、国家

紙幣がはじめにどう発行されるのか（発行できるの

か）考えてみると、その無理がわかります。日本銀

行券が流通している世界に、日本国政府券をどうや

って押し込むか、です。1 万円と印字された政府券で

商品を買えばよい、と考えるかもしれませんが、そ

れは買ったのではなく、調達したことの証書として 1

万円の政府券をあたえて、強制的に物資を調達した

だけです。これは、1 万円の課税をおこない、納付さ

れた 1 万円の銀行券で政府が 1 万円の商品を買うか

わりに、1 万円の価値がある商品を直接、物納させた

のと同じです。 

よく国家には徴税権があるから、この証書で納税

できるようにすれば、この証書が次から次に授受さ

れるはずだ、という人もいるのですが、この政府券

はいずれは（おそらくすぐに）納税で政府に戻って

しまいます。政府が 1 万円の課税をし、直接に物資

調達をしただけです。政府券で「買う」かたちで物

資を直接調達すれば、その分だれかが（おそらく最

初に受けとった人に納税義務があればその人が）そ

の政府券で納税するので、日本銀行券で価格を表示

し実現している商品売買の世界に入り込むことはで

きないのです。政府には徴税権があるから、紙券を

貨幣として流通させることができる、と素朴に考え

ている人はけっこういますし、この素朴な誤りを複

雑に加工し、もっともらしい理屈を売りつける人も

跡を絶ちません。 

同じ額面が印刷してあっても、銀行券とはデザイ

ンが違う政府券を、流通に投げ込むのはそれほど簡



 

 

単なことではないのです。少なくとも、出発点で政

府が強制的な調達で投げいれるのは無理そうなの

で、ではダダでバラまくのはどうか、という人もい

ます。しかし、これも同じことで、日銀券で 1 万円

と価格を表示している売り手に、空から降ってきた

政府券をみせて、「日本国 1 万円と印刷してあるか

ら、これで売れ」といっても、「それには応じかねま

す」というでしょう。無理矢理に強行するなら、そ

れは政府に変わって調達したに等しく、だた「強制

力」で「通用力」には当たりません。「これで 1 万円

の納税ができるのだ」と説得しても「それならあな

たがそれで納税したらよいでしょう」と答えるのが

筋で、要するにタダでバラまいてもそれは貨幣には

ならず、無作為に減税したのと同じです。減税をす

れば人々の購買量は増えますが、その分、政府の購

買量が減るわけで、単純に全体をみれば同じことで

す。 

「政府が紙のお金をジャンジャン刷ってバラまけ

ば景気がよくなる」などといえば、さすがにボロが

丸見え、信じる人はいないでしょうが、最近の経済

学はボロを明らかにするのではなく、ボロを巧妙に

隠すことを生業にしている観さえあります。「これか

らの経済原論」の人々は商品貨幣説で、貨幣の第一

規定を価値表現と規定し、モノそのものであれ債権

であれ、値付けの尺度になりうるものとすること

で、値付けに用いられない国家紙幣、フィアットマ

ネーと隔絶をはかったのだ、といっていました。た

しかに、国家紙幣は、商品の価値が価格として表示

され、この表示につかわれた貨幣（商品貨幣）で売

買される世界を前提にそれに外から割って入ろうと

するわけで、この無理を理解するには、商品貨幣説

の根本まで戻る必要があるといわれれば、抽象的で

面倒な理論の中味はわからなくても、その必要性は

わかるような気がします。 

12 国債 

二つのポイント 

現代の貨幣現象をまともに考える人は、さすがに

純粋な国家紙幣論はとりません。現代の貨幣はやは

り、不換銀行券に代表される信用貨幣だといいま

す。ただ、不換銀行券ではあるが、従来の不換銀行

券から大きく変質し、「事実上」国家紙幣に近い存在

になっているというのです。ポイントは、中央銀行

券の変質にあり、中央銀行のかかえる巨額の国債が

問題の焦点です。貨幣はあくまで銀行券だが、ただ

政府が「必要に応じて」いくらでも国債を発行で

き、中央銀行が与信量を膨らましてそれをいくらで

も買い取ることができる、だから「事実上」政府紙

幣の発行と同じ効果を生むというわけです。 

「これからの経済原論」の人たちに言わせると、

純粋な国家紙幣説の場合と同様、「いくらでも」とか

「事実上」とか「必要に応じて」という留保の意味

を厳密に考えないことが、躓きのもとだそうです。

「似てる」と「同じ」は違う。「似てる、似てる、を

連発していけば、友達の友達は友達の論理で、本質

的に違うものでも同じにみえてしまうのだ」と愚痴

っていました。原論(偏重)の人たちらしいレトリック

で、私にはヨーわかりまヘンが。 

もう少し具体的にいうとどうなの？とたずねたと

ころ、少なくとも二つの違いに注意すべきだという

ことです。一つ目は、中央銀行券の場合、国債も含

め、その総額に匹敵する確実な債権類（政府も含む

第三者の負債類）を資産として保有しているという

点、二つ目は国債は（仮に直接引き受けのかたちを

とったとしても全額が中央銀行によって保有されて

いるわけではなく）証券市場で売買されてる商品で

あること、だそうです。 

商品としての国債 

一つ目は、国債の保有量が増大しても、中央銀行

券は依然として商品貨幣であること、したがって商

品価値を価格として表現する（値付けする）尺度と

なり、貨幣の第一規定、基本仕様をみたすことを意

味するそうです。私が習った経済原論の教科書で

は、中央銀行券は市中銀行が割り引いた手形を中央

銀行が再割引するかたちで発行されると説明されて

いました。「これからの経済原論」の人たちに言わせ

ると、この手続きがもつ意味をもう少し抽象化して

一般的に捉えるべきだというのです。要するに、再

割引はダブルチェックで確実な手形、つまり債権類



 

 

の一種を選びだす手段であり、必要なのは発券によ

る中央銀行の負債を、それに匹敵する確実な債権で

裏打ちすることにある。こうした一般化をしておけ

ば、たとえば証券市場が発達してくれば、中央銀行

が異なる手段で資産としての債権類をもつことも考

えられる。これが「これからの経済原論」の人たち

の、通説的な教科書に対する批判のようです。 

「でも、中央銀行が国債を基礎に信用貨幣を発行

するのと同じように、政府が国債を基礎に国家紙幣

だって発行できるのではないか」とたずねたとこ

ろ、「それはできない相談。国債は政府の負債であ

り、資産になることはない。国債が資産になるの

は、国債を買い、資金を貸し付ける側においてで

す。」とのこと。「でも、中央銀行は政府の銀行、両

方連結してみれば、国債を基礎に国家紙幣を発行し

ていることになりはしないか」と食いさがったとこ

ろ、「連結すれば国債は自己の内部の債権と債務にな

って相殺・消滅し、国家紙幣が国債で裏打ちされる

ことはないでしょう」とやり返えされました。この

あと、中央銀行はほんとうに政府から独立した主体

か、等々、質問してみたのですが、やはりダメでし

た。 

国債が資産の大半を占めるようになったから、「事

実上」国家紙幣（に近いもの）になったと考えてし

まうのは、理論的な抽象化・一般化ができないから

だ。貨幣の第一規定がなにかという原理ぬきに、「現

に紙券が流通してるじゃない」というアレコレ現象

ばっかり追いかける（その勉強ぶりには感心します

が）から、不換銀行券が国家紙幣に（似て）みえる

ので、「価値表現とはなにか」という基本的視座から

みれば、国家紙幣では価値表現ができず、不換中央

銀行ならできること、そして、その理由が、国債が

返済が確実な債権類であるためだということがハッ

キリわかるはず、これが一つ目のポイントだそうで

す。 

発行残高の制約 

二つ目は国債の発行限度の問題です。国家紙幣は

（必要に応じて）「いくらでも」発行できるがウソで

あることはすでに述べましたが、「直接、国家紙幣で

はできないが、国債を媒介にすればできる、政府は

国債をいくらでも発行でき、中央銀行は国債を資産

としてそれに見合う銀行券ないし預金通貨をつくり

だせる」というのもウソです。これは畢竟、「国債が

無制限に発行できるか」は、貨幣論ではなく、財政

学の問題かもしれませんが、ポイントは国債が銀行

の資産になりうるのは、それが商品として証券市場

で売買されているからだ、という点にあります。む

かし民法総則で、債権債務関係はもともと人と人の

関係なり、原則的には債務者に無断で債権譲渡はで

きぬ、と習いました。その債権を有価証書（債券）

として譲渡可能にとし、さらに取引を一カ所に集中

させる「取引所」という制度を整える等々によっ

て、はじめて債権は同種大量性をもつ商品になるの

だそうです。彼らが通っていた店の親父は、この同

種大量性をもつ商品のことを「商品種」とよんで、

こういう商品には「種」の属性として価値が《あ

る》のだ、というのが口癖でした。私にはこのあた

りの微妙な味付けがイマイチわかりませんでした

が、微妙な違いがわかるらしい常連客もいて、「この

ような商品化が前提になって、国債は信用貨幣の価

値を支える資産となるのだ、この点がスッポリ抜け

落ちているから、《国債はいくらでも任意に発行でき

る、だから、間接的には中央銀行券も無制限に発行

できる、つまり、いまの中央銀行は国家紙幣と限り

なく似ている、言い換えれば、事実上、国家紙幣な

のだ》と杜撰な論理の連鎖で、違うものを同じにし

てしまうんだ」と「これからの経済原論」の人たち

はボヤいていました。 

大学で財政学の講義をきいたことがある人には周

知のことかもしれませんが、国債も証券市場で有価

証券として売買されるわけで、これらの証券市場で

社債等の債券と競争関係にたちます。需要を無視し

て無闇に増発すれば、証券市場における国債の証券

価格が低下し、利回りは高くなります。元本の償還

は借り換えでカバーすることはできても、長期利子

率が上昇すれば、新たに発行する国債の利率は高く

なり、国債の利払いが膨脹してゆきます。私もむか

し「国債が付利なのを忘れてはいけない」と教わっ

https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/condition/a02.htm


 

 

た気がします。国債の発行限度は財政学の問題とし

て、それはそれとしてあるのですが、貨幣論として

みると、国債も証券市場で売買される商品として中

央銀行の資産となり、商品貨幣説による信用貨幣の

基礎たりうること、「これからの経済原論」の人たち

がいう二つ目のポイントはこれにつきるようです。 

13MMT 

依頼先からたっての要望なので、MMT（現代貨幣

理論）についてひと言ふれておきます。私の知るか

ぎり、この主張は①貨幣論のおける「表券主義」の

伝統のうえに、ケインズ経済学の流れである②財政

出動型の政策論を接ぎ木した一連の議論です。固有

の意味で MMT という呼び名は、ここ数年、②の接

ぎ木がなされてからで、①の貨幣論自体はずっと早

い時期に、レイ L.Randall Wray 編著の Credit and 

State Theories of Money 2004 や そこにも論文が収

録されていたインガムの単著 Geoffery Ingham の 

The Nature of Money 2004 で提示されていました。

レイの編著に収録されている、イネスによる 100 年

くらいまえの二本の古い論文 A.Mitchell Innes の 

What is Money? in Banking Law Journal, May, 1913, 

および The Credit Theory of Money, ibid, Jan., 1914 

の発掘を一つの契機に、メソポタミアにおける貨幣

の起源から歴史的に貨幣の本質を問い、またインガ

ムの本がそうですが、金属貨幣と対立する貨幣学説

を整理するかたちで、表券主義 chartalism の可能性

を主張するものでした。 

貨幣の歴史や学説から貨幣の本質を理解しようと

するこうしたアプローチは、 信用論研究の深化をふ

まえてマルクス経済学の貨幣論を再構築しようとす

る「これからの経済原論」の人々の理論的アプロー

チにはあまり訴えるところがなかったようです。彼

らにいわせると、「どんなに多様で複雑な事例や捉え

方を詳説しても、分析の枠組みが《金属主義 vs 表券

主義》という旧来の、表面的な枠組みのまま、だか

らいつも、両極の間にいろいろある、というつまら

ない話に終わるんだ。われわれの商品貨幣説は、商

品価値の存在から演繹的に金属貨幣と信用貨幣を導

出することで、《金属主義 vs 表券主義》という平板

な枠組みを立体化したものだ」ということになるの

だそうです。「でも、金貨幣こそ本来の貨幣だ、と固

定観念にこだわる「これまでの経済原論」を批判す

る一つの手がかりとして、レイやインガムの議論も

参考になるのでは？」と聞いてみたのですが、「冗談

言っちゃいけない。われわれの商品貨幣説の最大の

ポイントは、不換銀行券を商品貨幣として位置づけ

ることで、フィアット・マネーである国家紙幣と峻

別した点にある。これには「理論」が必要、「事実」

にしがみつくと「似てる」でくっついてしまうの

だ。」と、けんもほろろ。相変わらず頑な人たちでし

た。 

こうした①の貨幣論はある意味、地味な研究で、

世間で注目されることはなかったのですが、②の政

策論が接合されることで、最近、俄然、議論の的に

なったようです。レイの新著の翻訳『MMT 現代貨幣

理論入門』もでて MMT とウェブで検索すると次か

ら次にいろいろな著作や記事がでてきます。私はレ

イの訳書はまだみていませんが、インターネットの

記事をみると、『貨幣論』を書いて『一般理論』に進

んだ、伝統的なケインズの経済学に回帰しているよ

うにみえます。「貨幣はもともと負債だ、インフレー

ションが昂進しないかぎり、政府は必要なかぎり財

政支出を拡大して、社会的に必要な支援ができる

し、すべきだ」という主張に対して、「これからの経

済原論」の人たちは次のようにいっていました。「こ

の種の主張は「貨幣の増加はインフレーションをも

たらす」という先入観によるもの、「….こともある」

という可能性と「つねに必ず …. 」という必然性は

別だ。だいたいこの種の先入観は、貨幣をもっぱら

売買に支出される局面で、つまりフローで考えるか

らおかしくなるので、支出されない資産という貨幣

の顔を見逃さなければ、こんな理論に与することは

ない。貨幣量が増大すれば、その何倍かの「総需

要」（こんな「総需要」なんていう概念が誤りのも

と）が形成され、「総供給」（またまた無規定に

「総」をもちだす）が一定なら、物価一般が上昇す

るというのは、要するに「需要」と「供給」が一致

する値に価格が決まるという不完全な理論を「総」

https://www.youtube.com/watch?v=CvRAqR2pAgw


 

 

に拡大したもの、「これからの経済原論」の「客観価

値説」は需要が増えれば価格が上がる、なんている

「これまでの経済原論」のベタな理論を精算したん

で、総需要総供給型の物価理論には免疫があるの

だ、といっていました。「でも、理論はともあれ、イ

ンフレーションが生じないなら、なおさら貨幣増発

をしてもいいんでしょ？」ときいたら、「それは浅は

かというもの。木を見て森を見ず。貨幣増発は、資

産としての貨幣に破壊的な打撃を与えてゆきます。

2020 年 3 月 13 日ですか、「日経平均、終値は 1128

円安 一時 1 万 7 千円割り込む」なんてニュースがな

がれましたが、日銀がＥＴＦやＲＩＥＴの買い入

れ、さらには国債購入の年間上限高を外す、という

のアナウンスをすると、株価だけはＶ字回復し、そ

の結果、ＰＥＲは一時 40 まで近づき、いまなお高水

準を維持、要するに資産としての貨幣が毀損されて

いるのだ」と答えたあとに「こう言うとまた、金融

機構の不安定性だ、多重危機の現れだと、すぐ危機

論のつなげるのも悪いクセ、このところの株価上昇

は危機の原因ではなく危機の結果、弥縫策であり、

それが罷り通る構造があるのだ」とつけ加えていま

した。 

要するに「理論としては、信用貨幣と国家紙幣は

別物であり、「国債」は商品として不換銀行券による

価値表現を可能にしているのであり、少なくとも、

貨幣量を調節することで物価水準が調整できると無

批判に考える、あの貨幣数量説の残滓だけはなんと

かしてほしいものだ」と相変わらず冷淡でした。「で

も、MMT って曲がりなりにも左派の理論なんじゃな

いですか？」ときいたところ、「左派っていってもピ

ンキリ、左派だから正しいなんて、何の根拠もない

でしょう。」との答え。「それはそうですが、20 世紀

のマルクス・レーニン主義型の共産主義が崩壊した

今、なんとなく「左派」とか「社会主義的」とかい

われると、なびいてくる人もいるわけで、「これから

の経済原論」もこうした時代の雰囲気に少しは応え

たら…」といったのですが、「だからこそ科学とイデ

オロギーは峻別すべきなんだ」と若い人は、どこか

で聞いたことのあるテーゼに一途です。 

14 中央銀行デジタル通貨 

MMT と直接関係ありませんが、デジタル通貨も最

近の話題です。2019 秋、フェースブック手動のリブ

ラ構想に対抗して、中国人民銀行が、まもなくデジ

タル人民元を発行するといった憶測が強まり、WEB

にも「仮想通貨」にかわって「デジタル通貨」の記

事が目立つようになりました。ここで「デジタル通

貨」といっているのは、中央銀行が発行する通貨で

あり、主要な通貨をバスケットにして購買力の安定

を図るという派生態としてのリブラとは別物で、あ

くまで法的決済力をもつ法貨 legal tender です。こ

の決済力を「強制通用力」という人もいますが、「通

用」という用語は、事後の決済を事前の売買と混同

させるので要注意だと『これからの経済原論』31 頁

に書いてありました。 

信用貨幣とフィアットマネーの峻別を説く「これ

からの経済原論」の人たちによれば、中央銀行デジ

タル通貨 CBCD は、これまで中央銀行券を法貨と

してきた枠組みをでるものではない、ということに

なります。たとえば日本銀行のバランスシートをの

ぞいてみるとわかりますが、銀行券が 100 兆円超、

市中銀行の預金が 400 兆円弱あります。この預金

（日銀預け金）は、市中銀行が独自におこなう貸出

金とともに、市中銀行の資産の一部となり、この資

産が市中銀行の負債である、銀行以外の主体がもっ

ている、ざっと 1000 兆円超の預金に間接的な決済性

を与えていることが資金循環図からわかります。要

するに、 

1. 直接的な決済力をもつ法貨である

日本銀行券 

2. 間接的な決済力をもつ市中銀行の

預金 

の二つのタイプがあるわけです。間接的というの

は、預金の振り込みに時間がかかり、たとえばこの

間に預金先銀行が倒産すれば、決済未了となるわけ

で、手交貨幣である日本銀行券と同格の直接性はも

たないという意味です。細かい話で、中央銀行デジ

タル通貨にもし意味があるとすれば、せいぜい、こ

https://www.boj.or.jp/statistics/boj/other/acmai/release/2020/ac200310.htm/
https://www.boj.or.jp/statistics/sj/sjexp.pdf


 

 

の二つのタイプの違いだろうと「これからの経済原

論」の人たちはいっていました。 

原論ではこの種のレベルの違いは捨象して、とも

に信用貨幣と括るのが通例ですが、いちおうツータ

イプあるわけで、中央銀行デジタル通貨はどちらに

なるのか、という問題になります。「通貨」と銘打つ

以上、銀行券と同格か、と思いきや、さに非ず、構

想されているのは預金タイプのものです。銀行券と

預金とどこか違うのか、といえば、預金はどこまで

いっても債権債務関係にあり、基本は人と人との関

係（法人もふくめて）です。もし暗号技術とをつか

ってうまく無名預金のようなものを創りだせれば、

中央銀行券と同格になりますが、考えられているデ

ジタル通貨は、中央銀行券をもつかわりに「中央銀

行預金」をもつかたちです。中央銀行券は無記名で

あり、そのときどきの所持者のものですが、もしこ

のかわりに「中央銀行預金」のようなものを考える

のであれば、中央銀行に企業や個人に預金口座を開

設し、その間の振り替え決済を可能にする必要があ

ります。コンピュータの処理能力も向上したので、

瞬時の振替決済も可能かもしれませんが、だれが、

だれから、いつ、いくら授受したかが記録され、だ

れがいくらもっていのるか、中央銀行はつねに把握

でるようになります。いまでも、支払に預金をつか

っている範囲では、各銀行を通じて間接的にではあ

りますが、民間の資産は把捉可能です。しかし、中

央銀行券を使っているかぎりはそうはいきません。

中央銀行券をだれがいくらもっているか、どう使っ

たか、これはブラックです。 

少し横道に逸れますが、すでにみたように、いま

現在、日本銀行券の発券残高は 100 兆円超、この総

額は 1 円単位で正確に記録されているのですが、い

ったい、だれがこれをもっているのか。どの会社を

みたって、金庫に札束がしまってあるとうことはな

い、入出金は金融機関を通じておこなうのがふつう

です。では個人がもっているのか。100 兆円を 1 億

人で割れば、1 人 100 万円、4 人家族なら 400 万円の

札束になります。どの家にいっても、札束にお目に

かかることはそうないはず、だれかひっそり退蔵し

ていると考えたくなります。1 億円なら 100 万軒、

10 億円なら 10 万軒 — こうしたお宅は、株式証券

のような金融資産をこの何倍ももっているでしょう

が — 札束でタンス貯金（預金ではありません）を

していることになります。銀行に預金してもほとん

ど無利子ですから、安全に補完できれば、課税逃れ

で退蔵される可能性は否定できません。イングラン

ド銀行のワーキングペーパーなどでは「CBDC を、

『すべての主体がアクセス可能で、アカウント・ベ

ースで、付利がされる』ものと仮定して検討してい

る」（斉藤美彦『危機対応と出口への模索』晃洋書房 

2020,154 頁）そうですが、この「付利」は曲者、マ

イナスの利子もアリです。「じゃ、こうすればあれこ

れと…. 」と、大学で講義をしていると、このあた

り、現実の話になると途端に目を覚ます学生が多い

のですが、理論的にはどうでもよい、あとはつまら

ない問題です。 

むしろ、多少とも貨幣の理論として考える必要が

あるのは、このようなデジタル通貨が、どのように

「発行」できるのか、です。この預金タイプのデジ

タル通貨のが増えるのは、信用通貨の通例として、

貸出が増えるからです。信用貨幣の増大は、それに

見合う資産の増大とタイアップしてなされます。確

実な返済能力があるかどうか、このことを審査し、

それでも返済できない場合の歩留まりも見越して、

預金額は設定されます。この預金も不換紙幣に準じ

て商品貨幣だという彼らは、このようなかたちで、

預金の背後には売れればその預金額以上の価値をも

つ何か、つまり広い意味の商品が存在する、預金は

このようなかたちで種々雑多な商品価値に紐づけら

れた（バインドされた）商品貨幣であり、だから、

それで商品に価格をつけることができる、つまり価

値表現という仕様がチャンと満たされる、というの

です。 

彼らが問題だというのは次の点です。国家紙幣の

支持者は、貨幣の入口、出口のところをみないか

ら、デジタル通貨がいま存在すれば、その延長で将

来も授受されると錯覚する、でも、この「存在すれ

ば」は無条件に仮定できるわけではない、究極的に



 

 

は、それに見合う現在の商品価値の有無を確かめる

必要を忘れてはならない。かつては、市中銀行が手

形を割引、中央銀行が再割引するというダブルチェ

ックで発券がなされていた。証券市場が発達した現

在ではそのやり方は複雑になったがダブルチェック

がなされていること、つまり、中央銀行が直接民間

の取引相手に貸出をしないという原則は相変わらず

守られている。しかし、中央銀行が「アカウント・

ベース」のデジタル（預金）通貨を発行するとなる

と、貸付業務まで手を出さなくてはならないことに

なる、もしこの業務を現存の市中銀行に委託すれ

ば、これらの銀行はけっきょく、貸出も預金ももた

ない中央銀行の支店のようなものになるだけ、全銀

システムや日銀ネットが存在する日本の場合、中央

銀行デジタル通貨がでてくる可能性は現実にもな

い。いずれにせよ、中央銀行デジタル通貨は、中央

銀行による信用貨幣の実装態の問題であり、貨幣の

基本仕様に関わる問題ではない、という具合で、彼

らの繰り返しきた議論に行きついてお仕舞い、とい

うことのようです。 

15 仮想通貨 

デジタル通貨は文字通り、通貨のデジタル化をは

かるものだったのですが、このような試みは先行し

て、すでに仮想通貨というかたちで進められていま

した。いまではちょっと下火になってしまいました

が、一、二年まえまで新しい物好きの人々の話題の

中心は、仮想通貨のほうでした。両方はともに、コ

ンピュータを用いた情報通信の技術的発展に由来す

るものであり、そのインパクトが関心の的だったの

です。その点で、デジタル通貨も仮想通貨も似たも

のにみえるかもしれませんが、しかし、その設計思

想（もしあるとすれば）は根本的に違うのがわかる

はずだと、「これからの経済原論」の人々はいってい

ました。 

かれらの商品貨幣説によれば、「アカウント・ベー

ス」のデジタル通貨は、あくまで預金型の信用貨幣

を念頭にデジタル化を目指すもの、これに対して、

仮想通貨は出発点において手交型の貨幣が想定され

ていることになります。ビットコインにせよ、その

他諸々のアルトコインにせよ、その多くが「コイ

ン」と名のり金貨をアイコンに用いるように、コイ

ンを手渡すようにインターネットを介して仮想通貨

を渡すことをイメージしているわけです。コインの

手交は匿名性を最大の特徴とします。コインはだれ

がもっていようと変わらぬ「モノ」としてせいかく

をもっており、このモノが渡われるのです。「だれ」

が「だれ」にという「人」は問題になりません。中

央銀行券もたしかにだれがもっていようと 1 万円札

は 1 万円札という匿名性をもっていますが、しかし

それは、あくまで信用貨幣であり、債務者が券面に

銘記されたたとえば日本銀行です。ただ、債権者の

ほうが証書の所持者（所有者ではない）になってい

るために、物品貨幣に特徴的な匿名性を帯びている

にすぎません。仮想通貨のほうは、暗号理論とハッ

シュ関数などを用い、債権者でも債務者でも、とも

かく固有の名前をもつ人（人格）の関与は一切必要

ないかたちにしようというのですから、消去法的に

いえば、新たな物品貨幣型を目指すものだといって

よいでしょう。 

ただ、仮想通貨は、もともと貨幣論の流れのなか

から生まれたものではありません。出発点はコンピ

ュータサイエンスの発展にあり、そこで開発された

モデルを現実に事象に応用してみようという工学的

発想によるものです。それは起点とされるペーパー

をみればわかります。主眼は、決まった金額データ

の転送履歴を、ハッシュ値計算の負荷を利用して検

証のインセンティブを確保し、データの改竄を防ぎ

つつ、転送する、一種のデータベース技術にありま

す。価格の決定は与件であり、売買も合意された状

況で、この金額をどのように支払うのか、という点

が残された問題です。あるいは、何のために支払う

のか、という説明も不要で、ともかく一定金額を転

送するという状況が想定され、このための手段が問

題なわけです。このような債権債務関係を利用して

送金する方法は、ずっと以前から為替手形などのか

たちで存在し、電信などの通信技術の発達から絶え

ず影響をうけたのは事実です。コンピュータの発達

がこれに加わり、たとえば先にふれた全銀システム

https://bitcoin.org/bitcoin.pdf
https://bitcoin.org/bitcoin.pdf


 

 

や日銀ネットは、信用貨幣タイプの決済をコンピュ

ータを結んで独自に実現する技術です。ただ、コン

ピューターの性能向上とネットワーク技術の発展

は、メイン・サーバーを利用したデータベース管理

に比して、分散型のデータベースの有効性をより高

め、たとえば、各行ごとに取引を集計し、そのデー

タを中央のサーバーで一日ないし半日ごとに決済す

るといった、既存の銀行間決済システムを時代遅れ

にした面はあります。しかし、これは所詮、コンピ

ュータ技術の問題であり、たとえばブロックチェイ

ンをつかった分散型データベースを、既存の債権債

務型の決済システムに取り込み、全銀協のマスタ

ー・スレーブ２機のホストコンピュータにご苦労様

でしたと引退願ってもよいわけです。 

貨幣として考えた場合、仮想通貨に残る固有の問

題は、データ転送（中味は正確にコピーされたかの

検証確認ですが）技術論の前提となっている初期状

況です。この初期状況は、需要供給の法則で商品の

価格はきまが、直接的な物々交換は困難なので、商

品貨幣説の人たちが強調してやまない、貨幣の第一

規定、つまり価値表現という仕様を、そもそも仮想

通貨は満たしうるのか、にあります。つまり、仮想

通貨で商品の値付けに使えるのか、この商品は何 Bit

であるとか、何 Satoshi であるという表示が可能

か、です。物品貨幣、その典型である金貨幣は、商

品の価値表現に使われてきました。貨幣の価値を債

権・債務関係で商品価値にリンクさせた信用貨幣

も、やはり商品の価値表現を可能にしてきました。

仮想通貨は、イメージとして、金貨に自らをなぞら

えるのですが、物品貨幣のもつ匿名性は継承できて

も、見えない価値をみえる物量に結びつける価値物

性（「価値物」というタームは『資本論』ゆずりでま

た誤解誤読だという話になるのでずっとさけてきま

したが、「見えない価値をみえる物量にリンクさせた

モノ」という意味です）のほうを継承することは忘

れています。円やドルりで価格が表現されて売買契

約が結ばれたことを前提に、この金額を既存の債権

債務型の中央集中型のネットワークではなく、匿名

性を維持したまま、分散的なインターネットのなか

で、実現できるというのがその基本内容です。仮想

通貨の単位で値付けがなされない以上、その使用に

は、仮想通貨と価格表示に使われた貨幣の間で売買

が必要になります。送金に用いられるとしても、仮

想通貨は他の商品と同様に、銀行券や円建ての預金

で買われまた売られる市場を前提に、送金を媒介す

るだけで、仮想通貨の単位で価格がつけられ、直接

仮想通貨で売買されるわけではありません。 

仮想通貨が独立で商品価値を表現できない根因

は、どのようにして流通しはじまるのか、その出発

点をみるとハッキリします。これは、すでに国家紙

幣と信用貨幣の峻別のところで述べたことの焼き直

しになりますので、もう繰り返しません。仮想通貨

も国家紙幣同様、簡単に増発できると考えられてい

ます。多くの参加者が一定期間の取引データ（ブロ

ック）をそのデータのハッシュ値が一定以下になる

調整になるように競争させることとで検証にインセ

ンティブを与え、これに成功した者に定額の仮想通

貨を新たにあたえるというかたちで、その総額が規

則的に増えてゆく、という設計になっています。金

額という意味では預金口座も、いまではコンピュー

タに記載された数値です。ただ、この預金総額の増

加（個別の預金口座の増減でありません）は、貸付

によるのであり、それは将来の支払いを可能にす

る、売ればナンボという価値をもった商品が現存す

るからです。こうした裏打ちがあるから、預金通貨

も価値表現に使われ売買を実現できるわけです。こ

うした商品価値とのリンクなしに、機械的に増加す

る仮想貨幣で値付けをすることは、国家紙幣が独立

に値づけできず、商品貨幣による値づけされている

商品を調達するかたちで流通に入るほかなかったの

と同じです。仮想通貨なるものが現存するのはたし

かですが、それは上記のペーパーが描いた「貨幣」

としてではなく、投機の対象として、資産型の「商

品」として、生き残っているにすぎません。 

https://bitcoin.org/bitcoin.pdf


 

 

［4］ポリフォーミズム(経済原理の方法) 

16 転化・変容・多態化・発展 

まだまだ、新しい通貨現象は次々にでてくるわけ

で、トピックには事欠きませんが、「これからの経済

原論」の人たちにきいても、どうやら同じ枠組みか

ら導きだされる答えはどれも似たようなもの。そこ

で最後に、こうした答え方の枠組みについて、とく

に近頃彼らがしばしば口にする、多態化（ポリフォ

ーミズム）という考え方について尋ねてみました。 

「これからの経済原論」の人たちによれば、ポリ

フォーミズムという聞き慣れない用語を用いたの

は、「《変わる》とはどういうことか」理論的にもっ

と掘りさげてみたかったからだそうです。「経済原論

は資本主義の変わらぬ本質を扱う領域で、資本主義

の歴史的な変化は段階論をふまえて現状分析でやれ

ばよい」という理論と歴史の二分法では、たとえば

金属貨幣と信用貨幣の関係などは、みんな原理論で

は扱えない問題にされてしまう。「何でもかんでも理

論で説明しようとするのはマルクス主義経済学の悪

いクセだ」と「宇野理論」の先生方からはオシカリ

を受けるけれど、もちろん「何でもかんでも理論

で」などと考えているわけではない。逆に、《変わ

る》といえば「何でもかんでも」段階論というのも

ドグマではないか、といっていました。こうした方

法論はたいてい水掛け論に終わるので、

「じゃあ《変わる》というのは、原論で

実際にどう説明できるの？」と尋ねてみ

たところ、「①転化（展開） ②変容 ③多

態化 ④発展 この四つを区別することが

基本だ」というのが咄嗟の答えでした。

細かい話を省けば、要するに彼らが言い

たいのは「①の演繹的な理論的展開と④

の不可逆的な歴史的発展の間に、—— 商

品から「展開」される「商品貨幣」はその第一規定

を満たす物品貨幣にも信用貨幣にも「変容」すると

いうように —— 両者を媒介する②の変容を考えて

きた。しかし、貨幣の場合、変容の先をもう一段考

える必要がある。それが、③の 多態化 

polyphormism で、「物品貨幣」にせよ「信用貨幣」

にせよ、その実装形態は複数ある点まで考えてみよ

うというのです。 

もう少し、貨幣論に即して具体的に説明してみて

ほしいと注文したところ、およそつぎのような答え

が返ってきました。商品が存在すれば、必ず商品の

価値を表現できる商品貨幣が存在する。これは原論

内部の概念の転化①であり、国家紙幣のようなフィ

アット・マネーでは貨幣の第一規定は満たせない。

これが第一のレイアをなす。しかし、価値表現とい

う機能を満たす方式としては、これまで説明してき

たように、物品貨幣と信用貨幣という態様が、互い

に長短をかかえるかたちで並立する。この長短を決

める要因ないし契機を「開口部」とよび、この開口

部に外的諸条件が作用して、いずれかの態様に②の

変容を遂げる。これが第二のレイアであり、貨幣の

場合なら、価値表現に用いられる物品貨幣か信用貨

幣か、どちらか一方で、二つの態様が同時に併存す

ることはない。しかし、物品貨幣にせよ信用貨幣に

せよ、たとえば金貨、銀貨、兌換銀行券、あるいは

不換銀行券、銀行預金等々、それぞれ複数の実装態

をもつ。これはいわば、物品貨幣や信用貨幣を「親

クラス」として、これに追加的な属性を加えて「子

クラス」として具体化した③の多態化である。これ

は、既存の条件に新たな条件が次々に積み重なる第

三のレイアがあり、金本位制から管理通貨制へ、と

いった不可逆な貨幣制度の④の「発展」に理論の側

から接近するには、これまでの②の「変容」だけで

はちょっと足りないのだ。だいたい、こうした話で

した。そして、細部はともかく、三層構成のイメー

http://gken.sakura.ne.jp/gken/wp-content/uploads/2020/03/polymorphism.png


 

 

ジはこれでつかめるのではないかといって、次の図

を見せてくれました。 

 

この図をみてわかったことですが、彼らがストリ

クトに国家紙幣を除外してきたのは、あくまでレイ

アの１から２にかけてであり、諸制度が累積し複雑

な残存効果が無視できない第三のレイアにおいて

は、フィアットマネーも部分的に登場すると考えて

いるようです。たとえば、「日本国」と銘記された１

００円玉のような硬貨は、国家紙幣ではないが、フ

ィアット・マネーの一種であり、物品貨幣のとして

の硬貨の名残で、補助貨幣として授受されいること

は否定できないわけです。じゃ、同じように「日本

国」と印刷した一万円札を発行し、「日本銀行券」と

印刷された一万円札を廃止できるか、といえばそう

はいかない。すでに述べたように、値づけに使える

貨幣ではないからで、商品が存在するかぎり、フィ

アット・マネーはなくても、第一と第二のレイア

に、商品貨幣は必ず存在する。昔の教科書は、資本

主義のもとでは国家紙幣・フィアット・マネーはあ

りえない、とちょっと強く書きすぎているのじゃな

いか、ということでした。原論の教科書なのでその

かぎりでは、国家紙幣はありえない、という結論で

よいのかもしれませんが、いちおう彼らの言い分は

受け入れたいと思います。それにしても、面倒なこ

とを考えるものですね。 

 

■10 分間の休憩の間に、参加者に チャットに質問・意見を書いてもらった。 

■■チャットの書き込み 

(1)14:35:19 矢沢 国光 :「5信用貨幣による価値表現の可能性」で、小幡さんは、 

貨幣の仕様［商品の価値を表す］を実装するものとして、金貨幣と債権がある、 

と言いますが、両者の関係は？金貨幣の貸し付け（信用）から債権が出てくるのではなく、金貨幣とは別に債

権貨幣が出てくるのか？ 

 

(2)14:36:37 矢沢 国光 : 「8もっとダメな世界資本主義論」について。 

経済理論と世界資本主義の歴史的現象の関係は？ 

「理論が現象をうまく説明できている」という関係が必要ではないか？ 

 

(3)14:39:06 伊藤誠: 資本主義の変容を貨幣論として扱うなら、金貨幣、兌換銀行券、不換銀行券、現代貨

幣の変化の契機をあきらかにしたくなるが、どうか？ 

 

(4)14:42:08 河村哲二 : 貨幣論のうち、通貨論は、信用機構・金融機構と一体であり、また国際基軸通貨の

問題と不可分である。(国際金本位制）に基づく、ポンド体制、管理通貨制によるドル体制（IMF=土体制と｢ド

ル本位制の区別も必要)の機構的相違が問題となるはずである。 

同様に、MMTに関連していえば、財政制度・機構の問題がある。現代の財政機構・制度の基本は、WWIIの戦

時財政金融機構にある。 

結局、資本主義の原理と制度論による、段階論の問題となると思われる。――以上はコメントです。 

 

(5)14:46:54 柏木 勉 : 国債発行の拡大は、経済の供給能力の限度までとして、財政支出の重点を社会保障

充実にするという考えに賛成ですか？ 

 



 

 

(6)15:11:14 河村哲二 : 原論の課題――資本主義の現実態の生成の契機まで原論で規定すること――につい

ての小幡さんの立論に全面的に賛同しています。 

 

⑺16:34:02 江原 慶 : ありがとうございました。 

 

■■講師（小幡道昭）の補足 

小幡さんは、ご自身のホームページに「みなさんの質問に答える」として、「貨幣のポリフォーミズム 

After1」「同 After2」を書きました。http://gken.sakura.ne.jp/gken/ 

その一部
．．

を、こちら（矢沢）の判断で、■■講師の補足、■■司会者の感想、■■参加者アンケートへの回

答から［徐 成侊（ソ ソンガン）の質問］の 3 箇所に分けて掲載します。 

 （１）…「そんな抽象的な貨幣論なんて、現実に、実際に、現状分析にとって….. どんな意味があるん

だ」という、モヤモヤには答えておきましょう。 

 

今回は報告の冒頭で結論をハッキリ述べてみましたが、「変容とか多態化とのいうけど、そんな話はみんな段

階論でやればいい」という人たちはきまって、金貨幣→兌換銀行券→不換銀行券→国家紙幣 とのんべんだらり

と、歴史風の発展物語（実際の歴史分析ではなく）を語るのですが、これでは、いまの貨幣現象を完全に捉え

そこなうこと 

つまり、不換銀行券を国家紙幣と峻別できず、国債発行によって貨幣量が自由に増加できるという謬論にズ

ルズル引きずり込まれてしまうこと 

もういい加減、似てる、似てるの連発で、違うものを同じしてしまう「理論なき現状分析」からは卒業すべ

きこと 

まだまだありますが「抽象的な貨幣論」にはさしあたり「こんな意味」があるのです。因みに、いま述べた

自由にできる貨幣量というのは、日銀券だけではなく、むしろ大きな割合を占めるのは預金通貨のほうで、こ

の点も「信用貨幣」（というとまた混乱するかもしれないので、「債権型貨幣」というべきか）を、経済理論の

はじめのところで、思い切り抽象レベルをあげて定義することではじめて明らかになります。歴史モドキの貨

幣の「発展」物語ですますのではなく、貨幣現象を生みだす「変容」や「多態化」のレイアをキッチリ原理論

に作り込むことが、迂遠なようでも現象を理解するカギになると私は考えています。 

 

（２）私もフォーラム主催者からの要望に応え、少しムリして、国債累増や MMT、中央銀行デジタル通貨

や仮想通貨もわかる範囲で話してみました。もう少し多くの方々に発言ねがえれば、2008 年の金融危機をへて

も残存する新自由主義のイデオロギーに対して、国債の増発を通じて財政の規模を拡大し福祉国家の再建を指

向する社会民主主義のイデオロギーと、貨幣論の関係などが話題になったはずです。この話題に対して私の用

意した答えは、ひと言でいえば、 

 

新しい福祉国家の可能性を追求することと 

それを貨幣論で基礎づけること 

とは分けて考えるべきだ、ということでした。私は前者の意義を否定するものではありません。しかし、現

代の貨幣は国家紙幣（に限りなく近いもの）だから — これが「似ている」を「同じ」にしてしまう没理論だ

http://gken.sakura.ne.jp/gken/


 

 

と報告で批判したポイントです — 国債の増発に問題はないのだ、という誤った理論で根拠づけるべきではあ

りません。国債増発のメリットとデメリットを明確にし、それでも財政を拡大して解決する意義を — これは

社会的な価値観すなわちイデオロギーの問題になると思いますが — 正面から論じるべきです。誤った、ある

いは曖昧な理論を隠れ蓑につかう悪癖から脱して、イデオロギーはイデオロギーとして自立すべきだ、という

のが私の結論です。 

■■司会者の感想■■  矢沢国光 

［1］はじめてのオンライン・フォーラム 

フォーラムの主催側も参加者も、ほとんどがＺＯＯＭは初めて。70 代、80 代の高齢者にできるだろうかと危

うんだが、意外とかんたんな手順で接続できるとわかり、参加申込者に呼びかけて、1 回は接続練習をした。そ

れでも接続できなかった方がおり、直前にもう一度、接続実験をすればよかった。また、接続手順をマニュア

ル化して、お知らせすればよかった。 

「手を上げて」「司会者の氏名で」発言する、というかたちにしたかったが、必ずしもそうならず、音声が重

なって聞き取れなかったりもあった。ＺＯＯＭは、自動的に「発言者の顔を大写しにする」機能が付いている

が、自動任せでは、うまくいかないこともわかった。 

このように、オンライン故の不便さはあったが、逆に、参加しやすいことがわかり、コロナ事情とは別に、

フォーラムの開催方式に取り入れていったらよいという意見を、多くの参加者からいただいた。 

会場で開催する際も、会場外からＺＯＯＭで参加できるような方式を追求してみたい。 

 

［2］テーマ設定について 

2019 年 11 月には、岡本英男・東京経済学大学学長に「MMT（現代貨幣理論）と福祉国家」というテーマで

話していただいた。MMT がドルや円を「フィアット・マネー」と見ていることも知った。 

それに先立つ 2019 年 3 月には、徳永潤二さん（立教大学）に「ユーロドル市場と米国のシャドウバンキング

システム--現代の国際金融システムにおける貨幣資本と架空資本の検討」を話してもらった。 

MMT も米国金融の 20 世紀末の大きな変化も、「貨幣とは何か」を突きつけている。MMT のいう財政支出

拡大は支持するが「フィアット・マネー」には賛成しかねる、という人も多い。 

「商品→貨幣→資本」という展開で貨幣を導出する「マルクス経済学」の貨幣論は、いまこそ出番だ。 

そんなとき、小幡さんが「仮想通貨の貨幣性・非貨幣性」を書いたことを知り、講師をお願いした。 

テーマを「貨幣論と現代資本主義」としたのは、世界資本主義フォーラムが純粋経済学の研究会ではなく、

「二〇世紀をどう総括し、二一世紀をどう展望するか」をめざすからである。 

 

［3］成果と課題 

(1)論文を読むことと、直接本人から口頭で話を聞くことでは、やはり、大きな違いがある。直接話を聞く

と、何を主張したいのかが、伝わってくる。私の受け止め方では、小幡さんが主張したかったのは、二つ。 

一つは、不換銀行券を厳密に規定すること、もう一つは、資本主義分析において原理的規定と現象の叙述を

混同してはならない、ということのようだ。 

不換銀行券も兌換銀行券と同じく信用貨幣である、という見方がある一方、不換銀行券と国家紙幣のちがい

はいまやなくなりつつあるという見方もある。 



 

 

前者、つまり「不換銀行券も兌換銀行券と同じく信用貨幣である」という見方には、「金本位制から管理通貨

制度への移行という歴史的過程の中で兌換銀行券から不換銀行券へと移行した」と歴史的発展としてみる見方

がある（私＝矢沢もそうだった）。 

これに対して小幡さんは、歴史的発展を云々する前に、そもそも「信用貨幣」が、（金貨幣などの物品貨幣と

ともに）経済原理的に、商品から導出される商品貨幣の一種であることをはっきりさせなければならない、と

主張する。 

金貨幣（物品貨幣）を商品から導出することは、どのマルクス経済学の教科書にも書いてある。金銀がそれ

自体商品でありながら「一般等価物」として他の商品の「価値を表現する」ものとして貨幣になる…。 

では、信用貨幣をどうやって商品から導出するのか？ 

小幡さんは、信用貨幣を直接商品から導出するのではなく、商品から商品貨幣を導出し、商品貨幣が外的条

件によって［開口部］、物品貨幣と信用貨幣のいずれかに分かれると、二段階で説明する。 

小幡さんは、「信用貨幣」は、「（貨幣の貸借にともなう）債権」という商品が「一般等価物」として他の商品

の「価値を表現する」ものとして貨幣になったものだという。［と私は読み取ったのだが、間違っていたら指摘

してください。これ以上の、矢沢の個人的感想は「参加者アンケートへの回答」として別に記します］★ 

 

★ここは、私＝矢沢の誤読でした。小幡さんから：…引用には「小幡さんは、『信用貨幣』は、『（貨

幣の貸借にともなう）債権』という商品が『一般等価物』として他の商品の『価値を表現する』もの

として貨幣になったものだという 」と記されていますが、「『（貨幣の貸借にともなう）債権』という

商品」という記述が、私の報告のどこかにありましたでしょうか。この括弧で括られた部分と「とい

う商品」の二つが、私の記憶がないです。 

 

 では、他の商品の価値を表現する「一般的等価物」となり得る「債権」とは、何か？ 

 小幡『経済原論 基礎と演習』には、「商品価値は金銭債権のかたちで外化し自立することもある。商品価

値が債権のかたちで自立した貨幣を信用貨幣とよぶ」と、ごくかんたんに述べて、本格的な議論は第三編機構

論に譲っている。 

★小幡さんから：「ごくかんたんに述べて」いるのは、「商品価値が債権のかたちで自立した貨幣を信

用貨幣とよぶ」と、ここで抽象的に定義する必要があったからです。「本格的な議論は第三編機構論に譲

っている」と矢沢さんはいうのですが、商業手形から銀行券を導出してきたこれまでの信用論（第三編

機構論）は、どうがんばっても信用貨幣は先に規定された金貨幣の派生態になってしまう、この原論の

構成から見なおさなければ、「本来の貨幣」ではない貨幣のもとで、一世紀以上も資本主義がワークして

きた事実がわからなくなる、だから信用論で導出される信用貨幣に先行して、その抽象的な規定を、そ

もそも貨幣とは何かを問う、冒頭の商品論、貨幣論ところで与える理論構成を開発しよう、というのが

私の根本の発想です。 

 

小幡さんは「債権」を、 

  賃料をともなう貸借⇒賃料が貨幣の場合⇒貨幣の用益としての「資金」の売買 

という「貨幣の貸借」から導出している。こうした「債権」というかたちから出てくる「信用貨幣」と、第

三編の 

  商業信用⇒銀行信用 



 

 

の「信用」とは、どういう関係にあるのか？ 

 「信用」は商品貨幣の貸借ではないのか？それとも「信用貨幣」の貸借か？★ 

 こうした疑問は、多くの参加者から提起された。小幡さん自身も、「商品の価値が債権でどのように表現で

きるのか、をめぐってはまだむずかしい問題が山積している」と述べている。理論としては形成途上でも、「債

権が商品の価値を表す」という主張は、現代資本主義の貨幣を理解する貨幣論として、大きな一石を投じたの

ではないか。 

 

★小幡さんから：…矢沢さんは信用貨幣といったのだから、それは目に見える銀行券や預金通貨そ

のものだと受けとったようです。もし二番目の定義文のなかで「金銭債権」といったら、それはすで

に別種の貨幣の存在を前提にすることになり、物品貨幣と独立に「信用貨幣」を定義する方針は完全

に破綻してしまいます。だから一番目の文にでてくる「金銭債権」というのは、定義の本体にでてく

る「債権」のイラスト、いわば挿絵のようなものだとわかるはず。 

…矢沢さんを誤解誤読だと批難する気は毛頭ありません。我をはらず「金銭債権」の「金銭」を削

除すればすむこと、私はできれるだけ造語をさける方針で教科書を書いたのですが、ここでは「物品

型貨幣」とか「債権型貨幣」とか名づけて、もともともちだすには早すぎる生身の信用貨幣という用

語は — 少なくとも矢沢さんには — 伏せておいたほうがよかったようです。 

 

（２）資本主義の原理論を資本主義の現象論から峻別することによって、原理論の発展が図られる反面、原

理論と現象論が分離してしまう危険もある。 

岩田弘の「世界資本主義」の方法にこだわるつもりはないが、20 世紀の世界資本主義を総括し、21 世紀の世

界資本主義を展望するためには、現象と理論を、世界資本主義の「歴史的過程（運動）、段階論」とそこに「内

在する論理（運動の力学）、経済学原理論」の二つを、合わせて一つの世界資本主義像として描き出すことが問

われているのではないか。 

この世界資本主義フォーラムも、「経済学原理論」と「段階論」の両面から世界資本主義像に迫っていきた

い。★ 

 

★小幡さんから：一般論としてなら当たり障りのない総括かもしれません。しかし、私にはモヤモ

ヤがつのるばかり。私は「二つを、合わせて一つ」という折衷をずっと批判してきたのです。発展段

階論を「類型論」に変え、原理論を歴史的発展から切り離して再純化する「新純粋資本主義」論の

「二つを、合わせて一つ」がダメな以上に、原理論の基本をなす「導出」型の説明が苦しくなると、

外部から歴史的事実をもちこんで、解明すべき「変容」型の理論問題を糊塗してしまう「世界資本主

義」論がもっとダメなことは報告のなかで述べたとおりです。純粋資本主義を斬り世界資本主義を斬

り、右を斬り左を斬り、中央突破全面展開する覚悟がないと、「二つを、合わせて一つ」なんて都合の

よいことはできないのだ、これが私の「変容論」だったのです。 

 

（３）世界資本主義フォーラムは、経済学の専門的研究者と世界の変革にさまざまな場所で取り組んでいる

者たちが、共に語り合う場と考えている。研究者と実践家の出会う広場（フォーラム）である。 

今回のフォーラムの論議が、経済学の専門的研究者の間の論議に偏り、経済学専門家以外の一般の方々にと

って発言しにくいかたちになってしまったのは、残念だった。★ 



 

 

 

★小幡さんから：「今回のフォーラムの論議が、経済学の専門的研究者の間の論議に偏り、経済学専

門家以外の一般の方々にとって発言しにくいかたちになってしまったのは、残念だった」、これは私も

同じです。 

 

小幡さんは、日銀の国債買い取り増大（日銀券の増発）は、それに見合った市中銀行の債権拡大に裏付けさ

れているという★。はたしてそうか？そこら辺の論議が足りなかった。 

 

★ここも、私＝矢沢の誤読でした。小幡さんから：私は「日銀の国債買い取り増大」は「日銀券の

増発」にはならず、市中銀行の日銀当座預金の積み増しにおわり、「それに見合った市中銀行の債権拡

大」にならなかったと述べたはずです。 

 

■■6.6 参加者アンケートへの回答から 

※［1］と［3］については、記入されたものを（記入者ごとに分けずに）一括して、掲載します。 

［1］ＺＯＯＭによる参加について 

（１）スムーズに参加できましたか？何か支障はありましたか？ 

● 詳しくご案内頂き、スムーズに出来ました。 

●スムースとは言えないかもしれませんが、無事に参加できました。出かけなくて済むので、こういう会議

も良いものと思いますが、パソコンの前に 3 時間座るのも、慣れないせいもあって、結構しんどい、感じもあ

りました。ともあれ、回を重ねれば、よりスムースに進むと思います。 

●土曜日はせっかくフォーラムの zoom 会議にご招待いただきながら、私の PC のネットワークがうまく機能

しませんで、画面のなかの機能を設定することができませんで、みさなまのお声をきくこことだけで終わって

しまいました。青山さんは、スマフォを使われていらっしゃるご様子ですので、次回は削除していただき、青

山さんは、スマフォを使われていらっしゃるご様子ですので、私も次回はスマートフォンで参加したいと思い

ます。 

●今後もオンライン方式での開催を希望します。 

●参加できませんでした。招待メールの URL をクリックした後「ZOOM 起動中」と表示のあと、名前を記

入する欄が出てこないで、真ん中に ZOOM の名前が書いてある画面になったところで止まった状態でした。こ

れはこちらのパソコンが悪いのか手順が違うのか知りたいところです。 

●チャットが、なぜか送信ボタンがなくて送れませんでした。 

●参加はスムーズでした。ですが、カメラをつけないままでの参加になってしまいました。 

●矢沢様をはじめ準備でお手数をおかけした皆さんには感謝しています。当方ははじめてで、ＰＣに向かっ

て声を大きくしないと伝わらないような感じがして、大声になってしまいました。申し訳ありません。 

●ＺＯＯＭは初めてでしたが、支障なく参加できました。 

（２）主催者側（ホスト）のＺＯＯＭの使い方について、こうしたらよかったということがありま

すか？ 

● 別に問題はなかったので、このまま進んでもいいと思われます。 

●報告者をはじめとして、発言している人を画面中央に大きく出せば、臨場感があ 



 

 

ると思います。発言も理解しやすいかも。 

（３）オンライン方式でのフォーラムについての感想は？ 

● コロナウイルスの状況ですので、これからも有効であると思われます。 

●普段より、ゆっくりとしかも自分の発言の前提を明らかにしたうえで、言いたい内 

容が伝わるようにはっきり発言することが必要だと思います。長老であったとしても 

そうです。 

●画面で長い文章は読めない。報告の簡潔なレジュメがほしかった。 

●思ったより良かったと思います。ありがとうございました。 

 

［2］小幡さんの報告「貨幣論と現代資本主義」について 

 ※（１）と（２）をまとめて、回答者ごとに、掲載します。 

（１）共感できる点、できない点、疑問点等、感想を書いてください。 

（２）小幡さんに質問したかった（がその機会を逸した）ことがあったら、 

書いてください。 

●徐 成侊（ソ ソンガン）［埼玉大学大学院の修士課程 2 年生］ 

（１） 金貨幣→信用貨幣への変化ではなく、商品貨幣の分岐点における金貨幣・信用貨幣の登場は面白い内

容でした。（２）時間の問題でできませんでしたが、「16．転化・変容・多態化・発展」の内容はもっと詳しく

説明させて頂きたいところでした。 

【小幡氏ホームページへの投稿から補足】昨日の講義はありがとうございました。特に、金貨幣→不換紙幣

への変化という内容になるのではなく、商品貨幣の分岐点を導出し、金貨幣（物品貨幣）・信用貨幣に分岐する

という内容は面白い説明でした。個人的には、「16．転化・変容・多態化・発展」の内容に関してもっと詳しく

説明させて頂きたいところでした。その為に、この内容に関して少々疑問が御座います。 

 「諸制度が累積し複雑な残存効果が無視できない第三のレイア」、そして「フィアットマネーも部分的に登

場・・・補助貨幣」という内容がありました。これに基づくと、原論レベルにおいても商品の価値表現に基づ

いていない貨幣が登場する領域が存在しうると思われます。しかし、だからと言って「同じように「日本国」

と印刷した一万円札を発行し、「日本銀行券」と印刷された一万円札を廃止できるか、といえばそうはいかな

い。すでに述べたように、値づけに使える貨幣ではないからで、商品が存在するかぎり、フィアット・マネー

はなくても、第一と第二のレイアに、商品貨幣は必ず存在する」という帰結でしたし、ここで質問が御座いま

す。 

質問１．「第一と第二のレイアに、商品貨幣は必ず存在」するので、中央銀行券の廃止・国家紙幣の発行があ

ったとしても、１）市場の中ではまた新たな商品貨幣が登場する。または中央銀行券の廃止・国家紙幣の発行

とは関係せずに、２）「商品が存在するかぎり」市場には商品貨幣がいつも存在している、という理解で良いで

しょうか？ 

質問２．本文では商品貨幣がなければ、貨幣の第一機能を成す商品の価値を表現することが出来ないという

内容でした。では、中央銀行券を廃止し、国家紙幣だけを発行するのではなく、中央銀行券と国家紙幣の両方

を同時に発行・流通するのは可能でしょうか？ 

 

★小幡さんから：質問のなかにできてくる「レイア」は、次の図のヨコの行です。 



 

 

 

 

質問の冒頭で私の報告のポイントを「金貨幣→不換紙幣への変化という内容になるのではなく、商品貨幣の

分岐点を導出し、金貨幣（物品貨幣）・信用貨幣に分岐する」と指摘いただきました。ドンピシャです。うれし

いですね。 

当日発言されなかった SO さんのような海外からきた若い人に、「金貨幣→不換紙幣への変化」と、「商品貨

幣の金貨幣（物品貨幣）・信用貨幣への分岐」という二つの変化の違いがチャンとわかってもらえたようなの

で、力づけられました。一番目の変化を、ふつう歴史的な「発展」というのに対して、二番目の分岐のほうを

「変容」とよんで区別するわけです。 

 

「商品貨幣」→「金貨幣」や「商品貨幣」→「信用貨幣」という「変容」なら、—— 理論の「展開」型の推

論とはちょっと違いますが（外的条件が入る「開口部」をつくる必要があるので）—— 論理的に説明できま

す。その意味で「展開」だけでなく「変容」の解明も原論の仕事になるわけです。ところが、SO さんのいう

「金貨幣→不換紙幣への変化」、つまり歴史的「発展」となると、これは論理で説明すべき事象ではなくなりま

す。なぜかというと、歴史的ないろいろな条件（原論からみれば「開口部」に作用する「外的条件」というこ

とになります）によって方向づけられるからです。そして、まったく同一の外的条件というものがない以上、

歴史的「発展」は不可逆的なものになります。これに対して「変容」のほうには、先に「金貨幣」、後から「不

換紙幣」というような論理的順序はありません。その意味では可逆的なものです。この点は、同じく理論とい

っても、たとえば 商品→貨幣 → 資本 というようにやはり不可逆的に進む「展開」の場合とも異なってくる

わけです。 

質問１. ですが、まず基本命題は「２）『商品が存在するかぎり』市場には商品貨幣がいつも存在している」

です。したがって「第一と第二のレイアに、商品貨幣は必ず存在する」（基本命題）ので、中央銀行券の廃止・

国家紙幣の発行があったとしても、「１）市場の中ではまた新たな商品貨幣が登場する。」もいちおう真です。 

 

ただし「廃止」→「登場」という「過程」を、論理的推論のなかにもちこむのは NG です。価値形態論の

「簡単な価値形態」→「拡大された価値形態」→「一般的価値形態」→「貨幣形態」を、物々交換から貨幣が

発生する過程を抽象化した理論だと考えるのは、もっともプリミティブな誤りです。一般に、論理的推論に、



 

 

何らかの歴史的発展を投影して（重ねて見ることを日本語では「投影する」なんていいますが）、その正否を判

断することには注意が必要です。SO さんのいう「２）」の基本命題は、 

 

完全に「他人のための使用価値」しかもたない商品を想定すれば、その反面としてその商品には価値が必ず

存在する。 

価値は必ず等価物を用いた表現ないし現象をもつ。 

価値の表現様式ないし現象形態は必ず持続性をもつ一般的等価物すなわち貨幣を生む。 

といったような推論で証明できます。それ以上であっても以下であってもいけません。 

 

「中央銀行券の廃止・国家紙幣の発行があった」状態から、思考実験的に「ない状態」を考えてみることは

自由ですが、そこでまず価値表現をしない商品が存在し、そこからだんだんに表現形態が展開してゆき、最終

的に商品貨幣が「登場」する、という時間をともなう「過程」があるわけではありません。人が日向に立てば

《必ず》《同時に》影ができるように、商品が存在すれば《必ず》《同時に》商品貨幣が存在します。「影がない

人をまず考えて、次に影の生成過程を考える」というのは、影の「立ち現れ」を理解する妨げになるだけで

す。「価値には実体と形態がある」という用語法は、「価値表現をしない商品」（影がない人）の存在を想定した

もので、「価値は必ず表現形態をもつ」という命題を理解する妨げになるのみ、百害あって一利なし、故に私は

10 年まえ、今となってはもう「これまでの経済原論」となってしまった原論を書いたとき、これをキッパリと

リジェクトしました（『経済原論 基礎と演習』３０ページ問題１１）。 

 

いずれにせよ、無時間の論理に「時間差を伴う過程」を持ちこむと、途中の過程に身近な事実を思い浮か

べ、日常意識に引きつけて「なるほど、そうなんだ、それならわかりやすい」というダメな実証主義モドキに

道を開くのです。身近な日常の事例を想起するのは、だれでもそうで OK なのですが、理論として語るとき、

それを抽象化しないところがダメなのです。 

 

というわけで、「質問１. 」に対する回答は、けっきょく、レイア１-レイア２の変容論の話になってしまうの

ですが、「中央銀行券を廃止し、国家紙幣だけを発行するのではなく、中央銀行券と国家紙幣の両方を同時に発

行・流通するのは可能でしょうか？」という「質問２．」には、レイア３の多態化論で答える必要がありそうで

す。質問の主旨をひと言でいえば「商品貨幣が不換銀行券として実装されているとき、国家紙幣は存在できる

のか」ということになると思います。これもひと言で答えれば「国家紙幣は、レイア２には存在できないが、

レイア３なら存在できる」ということになります。「国家紙幣」というと眼前に実在しませんのでピンとこない

かもしれませんが、１０円玉や５００円玉などをイメージしてください。「日本国」と刻印されたこれらの硬貨

類も、私のいうフィアットマネーです。 

 

もう少し解説を追加してみます。 

 

価値表現（「値づけ」といっても OK）における等価物になるのは、物品貨幣か信用貨幣しかない。 

ただし、これは、「国家紙幣」（もう少し広く｢フィアットマネー」）が演繹的な推論の領域には存在しない、

というのと同義ではない。 



 

 

つまり、「国家紙幣」は、ある意味では存在しないが、別の意味では存在する、ことになる。このことを整理

するために、レイア２-レイア３を設定。 

商品貨幣の必然性→その実装という「変容」のレイア２では、「国家紙幣」（フィアットマネー）はありえな

い。 

しかし、実装態としての「金貨幣」（当日「物品貨幣」というべきでは、と質問した人がいました、「金貨

幣」は黒板上の「点」のようなものとご了解ください）や「中央銀行券」が、さまざまなフィアットマネーに

多態化するレイア３が存在する。 

レイア２では、「金貨幣」か「信用貨幣」か、いずれか一方しか実在しない。 

レイア３では、単一の商品貨幣の実装態が、それぞれ特徴をもった貨幣種に多態化する。 

つまり、商品貨幣の単一性は、貨幣種の複数性と両立する、という結論になります。 

というわけで、「変容」と｢多態化」をハッキリ区別して、貨幣を分析できるフレームを組み立ててゆこうと

いうわけです。 

 

レイア３のロジックは、これから本格的に開発してゆかなくてはなりません。まだまだ、開発途上です。た

だ、レイア３から振りかえってみると、レイア１→レイア２における「変容」が、より強力な原論の演繹的な

ロジックにしたがっていることがわかります。つまり、レイア２における商品貨幣の実装態は、「金貨幣か信用

貨幣か、いずれか一方しか実在しない」という単一性の命題になっているのです。このあたり、抽象的でわか

らなくなると思いますので、私がなにをイメージして話しているのか、SO さんにはナイショで伝えておきま

す。それは本位貨幣の問題です。こういうと「それなら金銀複本位制もあるじゃないか、と途端にベタな事実

をもちだして、商品貨幣が単一実装になるかどうかなんてわかんない」と繰り返す人がでてきます。黒板上の

点と理論上の点を区別しない（できない）人に、このナイショ話は危険なのですが、抽象的なロジックを知り

たい人には、私の例解（イラストのイメージです）も多少のヒントになるでしょう。 

 

「商品貨幣には複数のタイプがあるが、実装されるのは一つに限られる」（レイア２における「実装の単一

性」命題）は、「商品があれば必ず同時に商品価値を表現できる商品貨幣がある」（レイア１）から導かれるも

のです。つまり「一般的等価物の単一性」によるものです。これもナイショの話ですが、たとえば、「値づけを

するときに、円とか、ドルとか、ビットとか、一度にいろんなの貨幣価格ではしないのはなぜか」、この理由を

抽象的に考えているわけです。「一般的等価物の単一性」が「実装の単一性」命題の基底をなすのであり、した

がって、前者の論証が崩れれば後者も崩れることになります。そして「一般的等価物の単一性」は、まだまだ

解明されていない原論上の難問、もし「一般的等価物の単一性」が否定されるようなら、変容論もやり直しに

なります。 

 

とはいえ、単一性を説く「変容」論を原論に組み入れることは比較的まだ容易なのですが、「多態化」のほう

は「複数の貨幣種が実在する」という命題を証明する必要があるのでずっと難しくなります。ここでは、わか

っているかぎりのことを説明してみます。 

 

価格を表示するには、価値とリンクした商品貨幣によるとしても、それで売買契約が結ばれた後、どのよう

に支払うのかには、同時履行型の手交貨幣以外にもいくつかの方法がある。 



 

 

この複数性は、従来の原論（レイア１）で論じられてきた「貨幣論」の貨幣機能論の複数性（「価値尺度」

「流通手段」「貨幣蓄蔵」などと併記されてきた機能）が、レイア越えしてレイア３に発現したと考えることが

できる。 

とくに「貨幣蓄蔵」といわれてきた、購買力の保持のはたらきは、単一の「商品貨幣」では担いきれない面

があり、これが多態化の重要な契機となる。 

このレイアでは、制度的な枠組みが重要な役割を演じる。金本位制度、管理通貨制、あるいは金銀複本位制

などの基礎も、このレイアで一般的に考えられる。 

さらに、制度だけではなく、このレイアでは技術論、テクノロジー論も重要な役割を果たす。冶金技術、印

刷技術、さらに情報通信技術が多態化の契機として無視できない。 

SO さんからの質問を大幅に逸脱する話になりましたが、経済原論はまだまだ理論として開発してゆかなくて

はならない問題がたくさんあります。質問の内容が、新しい領域に多少とも向けられたものだったので、ちょ

っと勇み足のところが多かったかもしれませんが、可能なかぎり、答えてみました。 

 

 

●小栗誠治（滋賀大学名誉教授） 

（１）（２）小幡道昭氏の「不換銀行券＝商品貨幣としての信用貨幣」との見解は、不換銀行券論のフロンテ

ィアを拓くものとして評価します。不換銀行券はどのような意味において信用貨幣なのか、中央銀行にとって

支払約束たる債務とは何か、この点こそ不換銀行券の本質解明のポイントだと私は考えています。 

小幡氏は、不換銀行券は様々な商品の合成された債権を見合いとした中央銀行の債務であり、不換銀行券の

支払約束は「合成商品」であると主張されています。「これからの経済原論」における「複数商品」、泉正樹氏

による X=「商品なるもの」もこれに相当するものです。 

一方、日本銀行は、不換銀行券は「物価安定の確保」を見合いとした債務であるとの見解を示しています。 

銀行券債務に対応する資産は、金本位制時代の「金」という実物資産から、管理通貨制時代には「適切な金

融政策の遂行」という「無形資産」に移ったと考えることも可能です。この意味からは、日銀の見解は「不換

銀行券＝無形資産見合い論」ということもできます。様々な商品価値の合成を通じてその価値の安定を確保す

るというとき、その合成された商品の束は物価で表現されると考えるならば、「合成商品の安定」と「物価の安

定」は、厳密には同じものでないにせよ、共通の内容を意味するように思います。 

小幡氏は日本銀行の見解についてどのようにお考えでしょうか。 

 

★小幡さんから：結論を先に書いておきます。 

 

「物価の安定」説は、貨幣量で「物価」すなわち「貨幣の価値」（の逆数）は左右されるという発想。 

「合成商品の安定」説は、商品価値を表現する貨幣にも固有の価値が内在する（貨幣量で結果的にきまるの

ではない）と考え、この価値の安定性の原理を追求したもの。 

∴ 一見似てみえても、両者は水と油です。 

ひとまず質問の内容を次のように整理してみます。 

 

日銀の見解：物価の安定 ≒ 無形資産見合い論 ≒ … ≠ 金 

これからの経済原論：複数商品 ≒ 合成商品の安定 ≒ … ≠ 金 



 

 

∴ 日銀の見解 ≒ これからの経済原論 

「似ている」「似ている」とたどっていけば、たしかにみんな「似ている」わけです。ただ「小幡氏は日本銀

行の見解についてどのようにお考えでしょうか。」という質問の主旨は、小幡が「原論の世界では、似てると同

じは大違い」と見栄を切ったので、それならどう違うかいってみよ、ということだろうと解釈して、三層にわ

けお答えいたします。 

 

（１）. 「日本銀行の見解」そのものは、株式会社日本銀行が、採算のとれる経営の指針を述べたもので、物

品貨幣とならぶ信用貨幣の原理を規定するレイアにそのまま持ちこむことはもちろんできません。国債保有の

累増とともに 10 年間で 10 兆円台からから 400 兆円に急増した日銀当座預金はひとまず括弧に入れ、同じ期

間、80 兆から 110 兆と微増にとどまった安定した日銀券にしぼってみれば、日本銀行は無利子の銀行券という

この負債に見合う額の、付利の債権（国債も含め）を資産として保有することで利潤をだしているわけで、「物

価の安定」は無利子の銀行券を安定した量で保有させるための営業戦略です。私は「日銀の見解」をこのよう

に了解しております。 

 

（２）. ただ、ご質問の意味するところは、「物価の安定」が実現できれば不換銀行券も金貨幣と対等だとい

う貨幣理論についてどう考えるか、という主旨でしょう。この貨幣理論について、概略お答えします。ポイン

トは「物価」の理論です。日本の大学では、ミクロ経済学＋マクロ経済学にコア理論をしぼるところがふえて

います。一般均衡論を基本とするミクロ経済学では、貨幣は実在しません。尺度財 ニュメレールは、相対価格

を決定するときに登場するだけで、財の間接的物々交換であるミクロ経済学の市場に貨幣は実在しません。ミ

クロの担当者に貨幣について尋ねると、それはマクロ経済学の課題だと答えます。そこでマクロの担当者にき

くと、貨幣とはそもそもなにか、なんていう問題は無意味、人々が貨幣として考えているものが貨幣( money is 

money )なのであり、重要なのはその貨幣の量が「物価」をきめるしくみのほうだ、として Mv=pT,M=k(pY) 

のような関係を説明します。貨幣量 M に定数 v ないし k で対応する「総需要」と、「総供給」ないし「総所

得」とが一致するように、「物価」に相当する p が定まるのだ、と教えてくれます。「総供給」「総所得」は、本

来、個々の価格決定を前提に集計されるべき概念なのですが、マクロ経済学には価格決定の理論はなく、それ

を担うべきミクロ理論は貨幣不在の相対価格（厳密には交換比率）決定の理論となっており、マクロ経済学の

欠を埋めることはできません。マルクスも含めアレコレ他人の理論に言及するのを私は最近極力避けるように

していますが、《価格決定論なき集計量＋「物価」》 という近代経済理論の虚構性は、言わずもがな、スラッフ

ァの『商品による商品の生産』を読んで知ったことです。私は大学で 30 年以上給金取りとして、ミクロ＋マク

ロ連合に対抗できるマルクス経済学を組み立てる職務に専従してきました。外からみると「合成商品」も「物

価」も似たものにみえるかもしれませんが、マクロ経済学の《貨幣 → 「物価」》とマルクス経済学の《商品価

値 → 貨幣》とは水と油、けっして「物価の安定」という考え方で、信用貨幣（不換銀行券）と物品貨幣（金

貨幣）の対等性を証明することはありません。やたらと過去の論文の参照を求めることも極力避けているので

すが、もし上記で不明なら、ミクロ＋マクロ連合との対決については「マルクス経済学を組み立てる」の前

半、「物価」の虚構性については『経済原論 基礎と演習』問題 37 をご覧ください。 

 

（２’）.「不換銀行券は『物価安定の確保』を見合いとした債務である」という説に対して、では小幡が「見

合い」とするものはなにか、積極的に述べよ、という問に略答してみます。ポイントは「見合い」という概念

です。「見合い」というのは、直接には、債務が債権に見合うのであり、債務を凌ぐ債権の存在を意味します。



 

 

質問文には「銀行券債務に対応する資産は、金本位制時代の「金」という実物資産から、管理通貨制時代には

「適切な金融政策の遂行」という「無形資産」に移った」とありますが、「銀行券債務」に見合うのは「金本位

制時代」でも「『金』という実物資産」ではありません。ピール条例下のイングランド銀行の発券部だけをとり

だすと 100 パーセント金準備、発券高と金量が一致することになりますが、銀行システム全体をみると銀行券

高はこれを上まわっており、銀行券が外部で保持されるのは、内部にこの債務に見合う優良な債権が保有され

ているからです。このとき、銀行券に見合うものが、「実物資産」か「無形資産」かという区別には意味があり

ません。「無形」といっても、銀行の保有する債権はそれを支払うにたる資産の価値（価値をもつ商品）と結び

ついています。金 1 グラムという物量が、商品金 1 グラムの《価値》と結びついているように、1 万円という

債権も 1 万円と価格をつけられた商品の《価値》と結びついています。ここで考えている債権は、すでに現存

する商品に内在している価値を、債権という知覚可能なすがた Gestalt,shape で表現しているのです。銀行の

債権は、現存する商品に内在する価値がそのすがたを変えているだけで、無から価値を創造するものではあり

ません。要するに、小幡が何を不換銀行券の「見合い」としているのかという質問への答えは、銀行の債権と

結びついた既存の商品《価値》である、ということになります。 

 

（３）. 以上の「日銀の見解」、マクロ経済学の物価理論、小幡の不換銀行券論は、いずれも信用論レベルの

問題であり、「合成商品の安定」は（１）および（２）（２’）のレイアの下に広がる別の抽象レイアの問題で

す。質問の直接の範囲ではないかもしれませんが、「厳密には同じものでないにせよ、共通の内容を意味する」

ようにみえるかもしれませんが、変容論における商品貨幣 → 信用貨幣の骨格は次のようになります 

 

1.商品には価値がある。 

2.価値は必ず同時に等価物によって表現される。 

3.同種大量の商品が無数に存在すれば、必ず「持続的な一般的等価物」＝商品貨幣が存在する。 

4.商品貨幣の実現方式には、同一商品の物量とその価値を結びつけた物品貨幣型と、商品価値を債権に結びつ

けた信用貨幣型がある。 

5.一般的等価物の持続性は、それが結びついた価値が時間が経過するなかで安定していることによる。 

6.この安定性は、物品貨幣型では大量の同一商品ストックにより、信用貨幣型で商品の合成により、実現され

る。 

したがって、最後の「商品の合成」は、すべての商品の価格を加重平均した「物価」（どのような物量のセッ

トで加重するかが原理的には一意にきまらないのですが）ではなく、債権と結びついた範囲の商品群（一般に

ストックとしての性格を強くもつ商品群）の合成です。総需要と総供給を等号で結んで、個々の価格の決定を

スキップして「物価」一般 p を求めるマクロ経済学の「物価の安定」論には、個々の商品にはそれぞれ固有の

価値があり、その価値は貨幣によって価格のかたちで表現されると説くマルクス経済学とは水と油、がんばり

すぎかもしれませんが、「物価の安定」説と一点の交わりもない基礎のうえに、債権そのものが貨幣となる原理

を追求してみたいと私は考えています。 

 

●匿名希望  

（１）①報告者の予稿の機械による読み上げは、かえって違和感があるのでしない方がよいのでは。 

②老来、原論は現実の一部に過ぎないという気持ちが強まっています。このため、「貨幣論と現代資本主義」

というフォーラム側から注文したテーマが適切であったかには、疑問を持ちます。貨幣論（となると小林襄治



 

 

さんの言われたような問題まで含めて考えなければなりません）というよりは信用論ないし発行主体に対する

信用度の議論となって行くのではないでしょうか。またこの場合現代というと、いつからのこと（例えばリー

マン・ショック以後）を指すのかも明らかではないあいまいな言葉となります。金融市場資本主義の時代にな

っており、現在のコロナをめぐる時事問題の中では、株高と格差とが同根の問題となっています。それを対象

とするということを明確に打ち出したほうが、実質的な議論になったと思います。 

③宇野派のもう少し上の世代から見ると、小幡さんの議論を、原論に現実を紛れ込ませるものとして反対す

るはずと思うのですが。その点、小幡さんが世界資本主義の原論（があると見なして）それを対立者とするの

はお門違いなのではないでしょうか。（もっとも、小幡さん自身の主張としては説かれてはいないのですが。）

小幡さんが原論にあくまで執着するのであれば、上の世代を念頭に置いたうえで、原論もまた段階論的なもの

だといっそのこと開き直ってみることもあり、と感じましたが、これは事情を知らない局外者の意見です。

（２）最晩年の岩田弘さんが、原油だってひそかに地中に蓄えておくことができるのだから世界貿易商品の代

表という意味では貨幣だといったことがありました。最近ＷＴＩの先物価格がマイナスになったりして、その

時代が去るのかという問題も浮上しました。フィナンシャルタイムズの 6 月 1 日号にグローバル・ビジネス・

コメンテーターのラナ・フォルーファーが、「世界はポストドルの時代に入りつつあるのかもしれない」－－ユ

ーロも加えた三極化ないし少なくとも二極化ーーということを書いていました。フォルーファーの議論はうま

く要約しきれませんですが、アメリカは政治的に信頼できる状態にある限りにおいては経済的にも乗り切るこ

とができるが、そうでなければ乗り切れる可能性は低くなるといい、アメリカとサウジアラビアとの間の紐帯

の弱体化がドル（今はドルによって原油価格を表示しているが人民元となることもありうる）の土台を掘り崩

すかもしれないという趣旨のことを言っています。石油となれば、ロシアとサウジさらにアメリカのシェール

との関係となります。これは、経済学は本来時事問題から離れられないという立場からの意見ですが。 

 

●柏木 勉  

（１）結局、話は論理と歴史の関係になってしまいます。むずかしい。（２）現在の日銀券は法律によって、

最終決済手段（つまり資産として無制限に通用する）として位置づけられている。ところが、民間銀行が日銀

当座預金から日銀券をひきだすと、引き出した分だけ、日銀のバランスシート上の負債が増える。これは、お

かしいとおもいませんか？日銀にとって日銀当座預金は負債です。銀行が日銀当座預金から日銀券を引き出せ

ば、日銀は日銀券という資産によって負債を決済することになる。だから日銀の BS 上では負債は増えるのでは

なく、減るはずです。現在の日銀の BS 上の処理はインチキであり、兌換制下の処理に偽装していると思いま

す。これは現在の量的緩和がブタ積みになり、かつ金融的投機に回ってしまうことにもつながっているとも思

います。この点につき、お考えをお聞かせいただければ幸いです。 

 

●小林襄治  

（１）（２）小幡氏の仕事はまったく知らなかった。たまたま最近読んだ、大先輩の櫻井毅『宇野経済学方法

論私解』（社会評論社 2019 年）の「補論１」に小幡に対する「詳細な」批判があり、眼を通した。宇野弘蔵直

系の櫻井から見れば、小幡の主張は宇野方法論からの逸脱であり、おそらくその通りであろう。だが、宇野方

法論をかたくなに守るだけでは、理論面でも、現状分析でも進展は見込めない。宇野段階論の歴史的役割は評

価するが、原論を含め、さまざまな問題にアプローチする必要があり、そのような試みの一つとして、小幡報

告は面白かった。筆者の考えが固まっていない中でのコメントであり、独り言であるが、ご勘弁ください。 

2 つの図（はじめの方の、物品貨幣・信用貨幣・フィアット・マネーの図を A, 



 

 

終わりの方の、商品貨幣・金貨幣・信用貨幣の図を B として）以下にコメントする。 

①貨幣表券説をまじめに取り上げた議論としても興味深い。フィアット・マネーを否定し（最後には寛容に

なっているが）、商品貨幣をベースに金【金属】貨幣と信用貨幣を位置づける（B 図）が基本的主張と思われ

る。が、A でフィアット・マネー（国家紙幣）が「原理的には不可能な貨幣」とされるが、「原理的に不可能」

な根拠をもう少し説明してほしい。具体的には、つぎのような点が含まれる。 

・商品貨幣説の説明は明快でわかりやすいが、商品貨幣が変容し、金貨幣が生まれる、とされるが、その根

拠がよくわからない。 

ケインズは（『貨幣論』第 1 章「貨幣の分類」）、計算貨幣を基礎に、一方では債務の承認から銀行貨幣を説

き、他方では本来の貨幣（その引渡しで契約や債務を履行する貨幣）として、国家貨幣から商品貨幣と代表貨

幣（銀行貨幣の取り込み）、代表貨幣から管理貨幣（商品貨幣の取り込み）や法定不換紙幣を描いている。計算

貨幣がどのようにして生まれるかを一切説明していない点に問題があるが、その点を別にすると、計算貨幣の

成立に、国家や社会が導入されていることをケインズは述べている。契約や付け値の存在は、それらを履行さ

せる法律や慣習の存在を前提とするからである。 

紀元前 1700 年ごろのオリエントの法典（ハンムラビ法典など）では、多くの物品の価格が大麦や銀の量で示

され、賃貸料や職人の日当、罰金額等も示されている。法典を備えるようになる国家の成立とともに、共通の

計算単位が生まれたのであろう。 

 貨幣というよりコインの起源については立ち入らないが、さまざまな商品貨幣ないし一般的等価物（多く

の商品の価値表現に使われる物品）が出現することは容易に理解できる。しかし、その中から特定の物品が支

配的地位を占めるには、耐久性や分割可能性等の特性を持つ金属だからと言い切れるかは疑問である。「国家」

の権威や強固な共同体の慣習の成立も必要なのではなかろうか。 

以上は、計算単位の話であり、現代的には、円とかユーロ、ドル等の「記号」の問題である。同時に、契約

の履行や支払いに、何を引き渡すのかが問題となり、計算単位に対応する「物」が定められる。ケインズでは

この「物」が貨幣とされ、国家貨幣として商品貨幣や銀行貨幣が取り込まれることになる。国家紙幣について

は意識されていないようである。 

フィアット・マネーは具体的には国家（政府）紙幣ともいわれる。徳川時代後期の藩札や明治期の太政官札

の経験を振り返る必要もあるが、イギリスでは第一次大戦中に金兌換のカレンシーノートが発行され、1920 年

代にはほぼイングランド銀行券の発行額に匹敵する規模になった。レイ等のタックス・マネーの議論は別にし

て、貨幣制度における国家の役割の検討が必要なのであろう。中央銀行の成立で片付く問題ではないのであろ

う。 

②金（属）貨幣から多様化として補助貨幣が描かれる。歴史的問題かもしれないが、中国や日本の銭貨をい

かに考えるか、の問題がある。ヨーロッパでも小額通貨としての青銅貨が広範に使われてきた。中国では宋代

ごろまでは銭貨がすべてであり、銀が貨幣として使われるのはほぼ明代以降である（元代には紙幣も多い）。錢

貨は金属価値で説明される貨幣でなく一種のトークンであるが、立派な貨幣でもある。ある程度の規模の都市

が形成されると、通貨が必要となるのでなかろうか。銭貨は金属の内在価値を根拠とする商品貨幣で説明する

より、表券主義（貨幣国定説）的に説明するのが妥当と思われる。 

金貨幣から兌換銀行券を説明されるが、金貨幣の変容から兌換銀行券を説くには、銀行の説明が必要であ

る。両替商の存在を想定されるのだろうか。また政府ないし国家が兌換紙幣を発行することもある、19 世紀ア

メリカには金証券もある。 

③商品貨幣の変容として信用貨幣が説かれている。この変容過程の論理は分かり難い。 



 

 

  金貨幣を先に説いて、信用論で信用貨幣を説く宇野派の方法への批判には共鳴します。 

 ただ、商業信用→銀行信用→中央銀行の論理が妥当なのか 

資本信用の問題：債券や株式の発行・流通、その仲介業者（発行市場と流通市場）をどのように説く

かも課題ですが、報告ペーパーの枠組みから外れそうです。 

 一言付加すれば、金属貨幣（金貨や銀貨）の不備（摩損・盗削、多様なコインの存在、運搬の不便等）から

する、貨幣取扱業者の出現や工夫（振替銀行、イマジナリー・マネー）、定期市（シャンパーニュの太

市）などでの一括清算の仕組、手形引受（信用保証）の発展等から、信用貨幣の出現が解けるのでな

いかと、夢想していますが、？です。 

④現代の貨幣現象として、ペーパーマネー、国債、MMT、中央銀行デジタル通貨、仮想通貨について論じら

れている。個々の論点には立ち入れないが、「現代」の特徴をどのように把握するのか、論点が多岐化するの

で、分かり難い。 

 筆者は、19 世紀から 20 世紀初めまで、銀行券というより預金という信用貨幣が支配的通貨となる時代で

あったと考える。金本位とか銀本位は信用の暴走をチェックする仕組みと考える。 

 戦間期は多様な動きがあり、1920 年代と 30 年代で様相が異なる。30 年代以降に限れば、国家の「規制」

により、貨幣や金融システムのコントロールをはかった時代である。信用貨幣の時代（ソ連圏は別に考える）

であるが、為替管理や固定制の制約、国ごとの銀行等の管理で、貨幣・金融システムは「安定」された。 

しかし、1960 年代ごろから、国際化や自由化の動きが強まり、変動相場の時代になり、伝統的な「規制」は

桎梏となり、金融自由化・国際化が一段と進む。加えて、先物市場を始め、新しい金融商品が続出し、M&A を

含め金融取引は膨張する。金融構造ないし資金の流れでも、住宅金融や年金資産の拡大、対外取引の拡大な

ど、多くの変化が生じた。そして、伝統的な銀行（米語の商業銀行、あるいはマネタリーな金融機関）に比し

て、証券市場が大規模化する。「金融資本主義」の時代と言われることになる。 

金融の膨張に対して、とくにインフレの進行に対して、サッチャーやレーガン等が新自由主義の名のもと

に、マネーサプライ（ストック）の抑制を強調し、小さな政府を掲げ、規制緩和・国債の縮小を公約した。そ

の主張の当否はともかく、インフレは抑制され、米英は 1980 年代ないし 90 年代以降に「復活し」、IT 時代を

先導する。だが反面、80 年代の途上国債務危機、アメリカの S&L 危機、87 年ブラック・マンデー（株価暴

落）、90 年代も EU の通貨危機、日本のバブル崩壊と不良債権問題、メキシコ通貨危機、アジア通貨危機、ロシ

ア危機、IT バブルと崩壊、リーマンショックとユーロ危機等と信用の膨張に由来する金融危機が頻発してい

る。 

新自由主義がグローバリズムの下で信用の膨張を促したといえるが、同時に、金融危機に際しては、規制を

強め、途上国や新興国に負担を転嫁し、先進国では「救済」を強化しているようである。とくに、リーマンシ

ョック後の先進国中央銀行（日英米ユーロ圏）の中央銀行は資産購入でバランスシートを異常なまでに膨張さ

せ、かつマイナスを含む低金利を維持している。自由主義や小さな政府の含意は、本来、経済過程への介入拒

否であり、中央銀行の独立性強化はそのような動きの象徴でもあった。だが、現実は政府が金融政策で信用や

金融システムをコントロールし、望ましい経済効果をもたらすもの、とされている。これに無理があることは

ともかく、金利の規制強化は市場の否定でもある。 

国家紙幣と銀行券ないし信用貨幣の区別、議論する意味がないとは思わないが、現代においては、膨大な金

融資産が存在し、その価格変動が経済に大きな影響を与えていること、あるいは擬制資本の運動にもっと注意

するべき点を強調したい。この点で、図 B は信用貨幣の多態化として（資産市場）が登場するが、カッコの意

味が不明だし、商品貨幣や金貨幣に比べて、あまりに小さい。 



 

 

多様で大規模な金融資産市場をコントロールできるかが問題である。日本に即してみれば、巨額の国債を発

行しても金利が低いので、財政負担は小さく、破綻はしない（概数で国債残高 GDP の 2 倍 1000 兆円で、税収

60 兆円、金利負担 10 兆円【消費税 4％】以下）。インフレが懸念されることを否定するのは難しいが、それよ

りも債務の拡大がどこかで限界に達し、債務不履行と不良資産化、あるいは金利の上昇と資産価格暴落をもた

らす可能性が高いとみるべきであろう。信用貨幣の膨張した経済は、低収益の金融資産を大量に生み出してい

る。株式市場は直近でも暴落と暴騰を演じている。リーマン以降には、先進国では中央銀行信用で金融資産価

格が維持されているが、限界に近付いているかもしれない。どこが限界か、究明できる理論と情報は持たない

が、限界があるというのは歴史的経験からの演繹である。とりあえず､以上。 

 

●高原浩之  

正直言って、貨幣論となると、私には理解できなかった。質問のしようがなかった。 

貨幣論とは範疇が異なるかも知れませんが、次のような問題意識があります。 

①デジタル人民元は、中国がアメリカに取って代って基軸帝国主義になるための、つまり人民元をドルに

代る国際通貨とするための、有効な方法かどうか。 

②日本では赤字国債の発行が膨大に蓄積しているが、それは何をもたらすのか(例えばハイパー・インフ

レ)。人民が公共投資や軍事費に反対して福祉と社会保障を要求する際、赤字国債にどういう態度を取るのか。 

 

●矢沢国光 

1.自分の貨幣認識を振り返ってみると、経済学原理をかじりはじめた当初は、「商品交換を通して金が貨幣と

なった」に納得。だが、世界経済を見ていくと、「マルクス経済学」が「貨幣＝金」としていることに疑問を持

ち、「私の『マルクス経済学』改造論」（『情況』2014 年 7・8 月合併号）に次のように書いた： 

商品の売買に商業手形が使われるようになると、その商業手形が購買手段となって流通する（商業信

用）。さらに、商業信用が社会的に集中代位されて「銀行信用」となる。銀行は銀行券という一覧払いの

定額手形（銀行の不特定相手の債務証書）を発行して、商業手形を買い取る（手形の割引）。銀行券は、

請求があればいつでも金と交換する兌換券である［金本位制］。ここから「金本位制下の信用貨幣（銀行

券）の価値は金兌換によって保障されている」という認識が生まれると同時に、「金兌換がなくなれば、

銀行券はただの紙切れであり、みんなが価値があると思うから価値があるだけ」という認識（岩井克人｢貨

幣論」筑摩書房 1993）も生まれる。銀行券（信用貨幣）の価値は金兌換によるのか？ 

 この疑問は、1971 ドル・金交換停止以降の「ドル」が、金交換の裏付けがなくなったにもかかわらず、依然

として基軸通貨として機能していることから生じた。 

 そこで考えたのは、ドル、ポンド、ユーロ、円のような中央銀行の発行する「国民通貨」の価値を保障す

るものは金との兌換性ではなく
、、、、

、それぞれの「国民経済」の健全性［端的に、国際収支］ではないか、という

ことだ。 

つまり、現実世界で取引されているドルや円などの「国民通貨」は金の代替［兌換通貨］でもないし、金に

よって裏付けされている［金準備］のでもない。国民通貨を発行しているそれぞれの国民経済の経済力によっ

てその価値が保証されているのではないか、ということだ。 

実際、宅美さんの『国際通貨体制』でも、イギリス金本位制の全盛期である 20 世紀初頭は、イギリスの金準

備がもっともすくない時期であったという。 

1980 年代までは、こうした貨幣認識でも、世界経済を分析できた。 



 

 

変化は、1990 年以降の「金融のグローバル化」によってもたらされた。1980 年の世界的な「資本の自由化」

によって、アメリカは輸出超過によって流出したドルがアメリカに還流し、還流したドルが内外に（しかもそ

の多くは金融商品に）投資されてアメリカに金融収益をもたらす、という未曾有の事態が現出した。 

ある意味では実体経済（投資→生産→消費→…）ときりはなされた金融資本の運動は投機性を帯び、2007 リ

ーマン危機に行き着いた。この「マネー」は、商業信用→銀行信用→中央銀行信用という信用論の枠組みでは

理解できない。 

2.小幡さんの貨幣論は、こうした 1990 年以降のグローバル・マネーの理解に資するかもしれない。 

これまで、中央銀行券を「信用貨幣」とは見ていたが、「信用貨幣」と「商品貨幣」の関係をまじめに考えた

ことはなかった、信用貨幣は、商品貨幣の発展したものくらいに考えていた。 

3.小幡さんは、信用貨幣は「債権」だという。金貨幣が商品の価値を表すことができるように、債権も商品の

価値を表す、という。債権が商品の価値をどうやって表しているのか？ 

中央銀行券の発行は、無から有を生ずるのではなく、国債や銀行預金という資産に裏付けられているとい

う。 

今日、世界の主要国で、コロナ禍もあって、国債の大量発行による財政支出の拡張が、非常な勢いで進んで

いる。国債の発行は、日本でもアメリカでも中央銀行による国債買い取りになっている。中央銀行券の価値を

見るには、国債や銀行預金など「債権」の内容の吟味が重要になる、ということであろうか。 

また、国債の価値は、国債が取引市場に於いて取引されていることによっても裏付けられる、と小幡さんは

いう。商品の価値が同種商品の（在庫の）大量性と取引主体の多数性によって成立している、という原理の適

用だ。こうしたことも、グローバル金融を分析する際の手がかりとなるかもしれない。 

 

●青山雫 

私はこの１０年以上現代資本主義（１９２０年代以降）を主要な関心の対象にしてきましたし、そこでの貨

幣の変容は（具体的には国際通貨体制）大変枢要な問題領域であることは言うまでもないですが、その間一度

も原理論の貨幣論を参照することはありませんでしたし、その必要を感じたこともありません。その意味で原

理論の good user とは言えません。客筋ではない。 

今回のお話を伺って、とどのつまりは国家紙幣は確実な債権の裏打ちがないので価値尺度機能を持たず、し

たがって流通しない、というところに眼目が（現代資本主義論から見て）、あるように思えましたが、それが正

しいなら、流通しない貨幣を発行することに意味がないので、政府はそれを発行しないだけで、中央銀行に国

債を直接にか間接にか買い取らせて、中央銀行券を財務当局の中央銀行口座に振り込ませるだけでしょう。 

国家貨幣（紙幣？）と不換銀行券との区別がつかない論者の論文があればご紹介頂くと有り難いです。 

 

 ［3］討論の進め方 

フォーラムでは、幾人かの参加者と小幡さんの間で、また、参加者相互で、活発な討論がありました。司会

者（矢沢）の進め方、討論の仕方についての感想・ご意見を書いてください。論点そのもののについてのご意

見でもかまいません。 

● 討論の中に適切に入り、議論を整理し、進めることは印象的でした。良い講義を提供させて頂き、ありが

とうございました。 

●この会議は、何か結論を出すことを目的としていないと思います。したがって、ホストは主催者であるの

か、司会者であるのかについて、「ホスト」自身が割り切り方をはっきりさせるべきではないかと思います。他



 

 

に、メディエーターとかコーディネーターという名称もあるかと思います。（もっともズームは、かの中国で研

究開発を行っている会社ですけどね。）司会者であれば、一般に自己主張なり自分の疑問の提示は控えめにし

て、発言内容に意味のある発言者に実質的に適切な時間を割り当てるのが良いとされているようです。名司会

者に一流大学出身の人がいないのは、そのためと思います。今回のように参加者が匿名であったりして、その

実態がはっきりしない会議では上記のようなことは難しいかもしれませんが。 

●伊藤誠さんと小幡さんとの発想法の違いとその背景がよくわかりませんでしたので、何が対立点なのか不

明でした。おそらく司会者にとってもそうであったと思います。経済学の問題は、だれでも発言できるし、そ

の人の発想法を知らないと真意が伝わりにくいのが難儀なところです。 

 


