
１ 2000 年の米ドルベースの金融化：マルクス的アプローチ 

   徳永潤二（獨協大学） 

 

２ 世界の GDP と比較した米ドル建ての架空資本の自律的拡大（1971 = 1） 

 

 

３ 主流経済学とポストケインジアン経済学 

 2000 年代の「世界的な流動性の剰余金の急増」 -  2008 年の世界金融危機（GFC）にお

ける卸売金融市場の流動性の突然の枯渇（例：Nesvetailova（2010）） 

 

この見方に欠けているように思われるのは、流動性ではなく貨幣の形の資本の構造的余

剰が世界金融危機の根本にあり、その余剰が架空資本形成と循環の爆発に容易に吸い込ま

れているということです。 

 

この意味で、マルクスの信用理論の枠組みは、米ドルベースの金融化の発展を理解する上

で明らかな意味を持ちます。 

 

4 西欧諸国と日本のマルクス経済学 

「独占金融資本」見解（Forster and Magdoff（2009）） 

 

「資本剰余金吸収問題」の見解（ハーヴェイ（2010）） 

 

これらの見解によれば、先進国における資本蓄積の慢性的な過剰生産能力から生じるマネ



ーキャピタルの余剰は、金融の発展のために導かれている。 

 

驚くべきことに、「貨幣資本の構造的黒字の 2 つの層」の見方：一方では、資本蓄積の停

滞に対する貨幣資本の余剰。 他方、適格な安全資産が世界的に不足していることによる貨

幣資本の余剰。 （高田（2013）） 

 

５ この論文の主な目的 

2 層の見方に基づいて、米ドル建てマネーキャピタルがどのように組み立てられ、機能し、

そして世界規模で運営され、2000 年代に米ドル建て架空資本が爆発的に拡大したかを論じ

ます。 資本論第三巻。 

 

最後に、米ドル建ての金融化は、実質資本の累積とは無関係の、独特の歴史的累積と見な

すことができることを示しています。 

 

６ 資本におけるマルクスの信用理論、資本論 vol.III 

有利子資本（IBC）の本質：M-（W-P-W ' - ）M'の変態 

 

IBC の移動形態：商業銀行は、融資と債券への投資を通じて、融資可能なマネーキャピタル

を IBC として貸し付けることで利益を得る。 

 

融資可能な資金資本の源泉（銀行の貸借対照表の負債側）：元の貨幣資本家や労働者から遊

休資金を集める。 

 

クレジット付与業務（銀行の貸借対照表の資産側）：紙幣や銀行の預金などのさまざまなク

レジットマネー。 

 

７ 資本論におけるマルクスの信用理論、資本論 vol.III（つづき） 

性格：実資本の蓄積に対する架空資本の自律的かつ独立した拡大。 

 

階級関係：貨幣資本家と機能資本家の間の対立。 

 

役割：機能資本家の資本蓄積に貢献するための商業銀行による金融仲介業者。 

 

８ 「マネーキャピタルとリアルキャピタル」からの二つの重要な引用（ch.30-32） 

➢ “In countries where credit is highly developed, we may assume that all money capital 

available for loan exists in the form of deposits with banks and money-lenders.” 



(p.632) 

「信用が高度に発達している国では、貸付に利用可能なすべてのマネー資本は銀行

およびマネー貸し手への預金の形で存在すると仮定することができます」（p.632） 

 

➢ “…the accumulation of loan capital is augmented by these elements that are 

independent of genuine accumulation… must lead to a regular plethora of money 

capital at certain phases of the cycle, and this plethora develops as the credit system 

improves.” (pp.639-40) 

「…ローン資本の蓄積は、本物の蓄積とは無関係のこれらの要素によって増大しま

す…このサイクルの特定の段階で、定期的に大量のマネーキャピタルを生み出さな

ければなりません。 -40） 

➢  

 

９ マルクスが説明する商業銀行の貸借対照表の定型化された例 

 

 

10 2000 年代のさまざまな資金源 

オフショアリングの発展と不平等の増大により、多国籍企業や裕福な人々にキャッシュ

プールが蓄積されました。 

 

「ブレトンウッズ体制 II」の下での新興国におけるドル準備の蓄積。 

 

11 マネーキャピタルの余剰額はどこに集まっていますか？：オフショア金融センター



（OFC） 

国際銀行システムにおける連携 

 

 

12 ロンドンのユーロドル市場 

具体的には、1960 年代以降、米国の管理外の大部分の剰余金は、最大のオフショア金融

センター（OFC）であるロンドンのユーロドル市場に蓄積されてきました。 

 

何よりも、ロンドンは、米国外の世界的なドルの内因的かつ自律的な供給の重要な役割を

果たしています（Aglietta（1985）; Tokunaga and Epstein（2018））。 

 

13 貨幣資本剰余の第一層：OFC オフショア金融センターにおける制度化された貨幣資本 

マネーキャピタルの主要な部分：機関投資家。 

 

OFC オフショア金融センターに保有されているマネーキャピタルの余剰分は制度化されて

いる。 

 

制度化された戦略：銀行預金に代わる安全で短期、そして高利回りの金融商品を探すこと。 

 

14 シャドーマネーをお金の階層構造で作成する（Gabor and Vestergaard（2016）; Murau

（2017）; Nersisyan and Dantas（2017）） 



 

 

15 ユーロドルの余剰分はどこでリサイクルされましたか。 

銀行関連サービスにおける既存の規模および競争上の優位性は、担保および流動性管理

の世界的ハブとしてのロンドンの最高の地位を占めています。 （Lysandrou et al。（2017）） 

 

1990 年代半ば以降、ロンドンの余剰ユーロドルは主に、レポ市場を通じて米国内の証券

ディーラー、ヘッジファンド、およびその他のノンバンク金融機関などのノンバンク借り手

に融資されてきた（McGuire（2004）、 pp.74–76）。 

 

具体的には、米国および欧州の大規模複合金融機関（LCFI）によって設立された OFC オ

フショア金融センターの SPV および SIV などのオフバランスシートの vehicles（投資事業

体）は、レポを通じて大量のより安いドルを借りました。 

 

16 2000 年代における適格な安全資産の世界的な不足：米国投資家および米国代理店の世

界的な不足、外国人投資家からの強い需要との比較。 

 

それに応じて、米国における証券化の全面的な発展は、米国財務省および米国代理店とほぼ

同じくらい安全な、より高い利回りで内因的に自社ブランドの負債証券（MBS、ABS、およ

び CDO）を発行することができます。 

 

ヨーロッパの銀行は、2000 年代に米国のプライベートラベルの米国国債の主要な買い手で

した。 



 

17 資産担保証券のグローバル発行、1999 年 -  2008 年 

 

 

18 欧州の銀行の SIV における貸借対照表の定型化された例 

 

 

19 シャドーバンキングシステムによる金融仲介者の役割 

このモデルの下で、米国のシャドーバンキングシステムで発行されたハイイールド債を含

む米国のプライベートラベル債券の創出により、LCFI は、膨大なユーロユーロ借り入れに



大きく依存して、より高い財務利益を達成することができました。 

 

実際、米国と欧州の LCFI の自己資本利益率（ROE）は、一貫して 20％以上であり、非

金融セクターの ROE の約 2 倍でした。 （Haldane（2010）） 

 

 

20 米ドルベースの財務化の急増の中心としての米国財務省 

シャドーバンキングシステムの発展に伴い、その金融仲介のモードは伝統的なバンキン

グシステムよりも長くそしてより多くになります。 

 

より長くそしてより多くの金融仲介のために、機関投資家や LCFI を含む資金調達資本

が、相手方およびサブプライム借り手などの最終的な借り手の信用リスクを正確に監視す

ることは困難になります。 

 

21 米ドルベースの財務化の急拡大の要としての米国財務省（つづき） 

LCFI は、その抑制から解放されるために、ほとんどが米国の財務省で構成されている「担

保プール」を蓄積し、レポやデリバティブなどのさまざまな金融取引をシャドーバンキング

システムで確保しています。 

 

担保プールは、伝統的な銀行システムにおける中央銀行の準備金に基づく資金創出プロ

セスに類似した、強力な資金のようなものです。 （シン（2013）） 

 

シャドーバンキングシステムにおける「世界的に容認された担保」としての米国財務省の

支配的地位は、米ドルベースの金融の爆発的増加を持続させるための要点として定義する

ことができることに留意すべきである。 

 

22 おわりに 

まず第一に、OFC で集められたマネーキャピタルの余剰部分は、2000 年代に米国のシャド

ーバンキングシステムで作られた米ドル建ての架空資本の爆発に部分的に吸い込まれまし

た。 

 

第二に、ドル建ての金融化は、ユーロドル市場と米国のシャドーバンキングシステムの統

合によって LCFI に利益をもたらす機会がなければ理解できません。 

 

23 おわりに（つづき） 

第三に、シャドーバンキングシステムにおける「世界的に認められた担保」としての米国



財務省の支配的地位は、米ドル建ての金融化の急増における要点として定義することがで

きます。 

 

結論として、マネーキャピタルの 2 層の余剰が主導する米ドル建ての金融化の急増は、

2000 年代の米国経済における実質資本の累積とは無関係の、独特の歴史的累積として認識

することができます。 
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論文要旨 

2008 年の世界金融危機（GFC）以前の 2000 年代には、ヨーロッパの銀行は、一部

は米国から負債側で短期ドル資金を借り、その後、その一部を長期ドルへの投資に

貸し出していました。資産面での米国の資産。 1999 年にユーロが創設されたにも

かかわらず、2000 年代にヨーロッパの銀行が米ドル建てのバランスシートを大西洋

全域に拡大することを容易にした理由は何ですか。と比較して 

ヨーロッパの銀行がなぜバランスシートを拡大したかについての多くの研究が、

2000 年代の大西洋全体でのヨーロッパの銀行のバランスシートの通貨単位を決定

したものを分析するために実際に行われた研究はほとんどない。本稿では、大西洋

全域における欧州の銀行の米ドル建ての貸借対照表が、主に米国のシャドーバンキ



ングシステムの優位性に左右されると主張した。 

ユーロ圏の一つ。金融市場レベルでは、米国のシャドーバンキングシステムにおけ

る証券化およびホールセール資金の全面的な開発は、ヨーロッパの銀行に利益を生

み出す機会を提供しているように見えました。米国のシャドーバンキングシステム

のこの比較優位性は、2000 年代にヨーロッパの銀行が米ドル建てのバランスシート

を大西洋全域に拡大する可能性があります。制度レベルでは、米国連邦準備制度

（FRB）政策の進展により、米国のシャドーバンキングシステムの比較優位性が強

化されました。米国の住宅バブル（2004-06）の間に、米ドル建てのバランスシート

を拡大するという前例のない能力により、ヨーロッパの銀行は米ドル建てのバラン

スシートを過剰に伸ばすことができました。 

自己資本利益率（ROE）が高い。重要なのは、米ドル建ての貸借対照表が彼らの過

度に伸びているという性質が 

米国内で個人的に創設された債務証券や金融商品。その結果、2000 年代にはシャド

ーバンキングシステムがドルの支配下に置かれました。結論として、シャドーバン

キングシステムにおけるドルの主要な位置に関する限り、米国ドル標準システムは

これまでと同様に非対称的であると結論付けるのは当然のようです。 

2000 年代は、Bernake [2015]が主張しているように、以前よりも非対称性が少ない

という見解に反して。 
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