
 

In April 2022, Osaka City University and Osaka Prefecture University marge to Osaka 

Metropolitan University 

 

Title 
信用による連合化と社会的結合 : 尾高、Hardorp、Kolbingerの所

説から(3) 

Author 清田, 匡 

Citation 経営研究. 66(1); 1-24 

Issue Date 2015-05 

ISSN 0451-5986 

Textversion Publisher 

Publisher 大阪市立大学経営学会 

Description  

 

Osaka City University 



信用による連合化と社会的結合
尾高、Hardorp、Kolbingerの所説から （3）

清 田 匡
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以下では、Kolbingerによる『銀行経済学の原理』（
・
ElementederBankwirtschaftsleher・）1）

での信用と連合化（Assozierung）についての所説を検討する。Kolbingerは、戦間期のオー

ストリアとドイツで浸透したSpannによる普遍主義国民経済学の影響を受けている2）。

本書は、4つの章からなる。第Ⅰ章では、従来の銀行経営学に対するA.Hahnの批判をも

とに、銀行経済学の中心現象として、信用、および、連合化の概念が説明される。第Ⅱ章では、

V.Wagnerが整理した信用理論の主要テーゼが、さらに一般化される。第Ⅲ章では、普遍主

義国民経済学の経済の構造と時間についての諸範疇が紹介され、その諸範疇に対して、信用

（金融）と連合化が位置づけられる。第Ⅳ章では、信用を生み出す基礎、信用の形式、そして、

信用を取り扱う銀行が取り上げられる3）。「はじめに」でも触れたように、Kolbingerの所説

の中心は、連合化（Assozierung）が経済の給付能力（Leistungsf�higkeit）を向上させるこ

と、そして、連合化の形態によって社会的結合（Sozialbindung）の強さが異なるという点に

あると考えられるが、これらの点は、第Ⅳ章のB節で説明される。Hardorpと同様、終わり

に近づくにつれ、より断定的な表現となり、論理的飛躍が多くなっている。
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4.1 銀行経済学の体系の基礎

第Ⅰ章は、A節とB節に分かれ、A節では、銀行経済学が、そこから体系化されるべき

中心現象を必要とするとされる。B節では、主要な銀行経営学の文献が取り上げられ、Hahn

（1930）による銀行経営学批判が取り上げられる。この批判は、金融や資金といった概念の曖

昧さや体系性の欠如を批判するものだが、結論を言えば、「信用」（Kredit）が前記の中心現

象であるとされ、そこから理論が体系化されるべきとされる。さらに、信用が、連合化の部分

現象であることが予告される。主要銀行経営学が、体系外に貨幣を前提とするのに対して、

Hahnは、貨幣を信用の部分現象とすることから、信用を中心現象とみている。Hahnは、

信用を中心現象として論理を展開するために、有形貨幣を捨象し、無現金取引のモデルを考え

る4）。

中心現象としての信用は、その本質と機能の説明を必要とするとされる。この指摘は、第Ⅱ

章での信用の本質と機能の説明への予告である。そして、信用は、無から創造を行うのではな

く、信用の基礎が必要だとされ、第Ⅳ章のA節が予告される。信用基礎の上に、信用の形式

と、信用の機関の学が続くとして、第Ⅳ章のB節とC節が予告される。なお、あらかじめ述

べておくなら、第Ⅲ章のA節では、経済の構造と時間についての普遍主義国民経済学の考え

方が説明され、その前提の上で、B節では、信用の上位現象としての連合化の構造と時間が説

明されている。この説明は、第Ⅳ章の記述の前提となっている。

4.2 銀行経済学の形態化への信用理論の主要思潮の貢献

第Ⅱ章では、信用の本質と機能（給付）を明らかにするための素材として、Wagnerの『信

用理論の歴史』（
・
GeschichtederKredittheorie・）5）が取り上げられる。

A節では、Wagnerによる信用学説の分類をさらに一般化するにあたってのKolbingerの

視角が検討される。Kolbingerの視角やWagnerの論述の整理に先立って、Kolbingerの整

理との対比のため、Wagnerの著書について簡単に紹介しておく6）。Wagnerは、過去の信用

学説を、その著書の各章ごとに、以下の10の理論タイプに分類している7）。

1.信用の非作用理論（dieIndifferenztheoriedesKredits）8）、

2.社会法的信用理論（diesozialrechtlicheKredittheorie）、

3.運動論的信用理論（diekinetischeKredittheorie）、

4.交換信用理論（Tauschkredittheorie）、

5.再生産信用理論（dieTheoriedesReproduktionskredit）、

6.信用創造学説（dieKreditsch�pfungslehre）、

7.追加的信用の発展理論（dieEntwicklungstheoriedeszus�tlichenKredits）、

8.信用恐慌理論（dieKreditkrisentheorie）
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9.追加的信用の均衡理論（dieGleichgewichtstheoriedeszus�tzlichenKredits）、

10.生産信用理論（dieProduktionskredittheorie）。

まず、信用は、国民経済的機能を持たないとするのが古典派の非作用理論である9）。市場経

済によってバラバラになった人と物を信用と貨幣が全体社会へと再統合するという Adam

M�ellerに始まる理論は社会法的信用理論と呼ばれている10）。静態下で、需要の変動に応じた

生産要素の移動を信用がスムーズにするという主張は、RicardoやMarxの運動論的信用論

から読み取られる11）。無償の貨幣の供給によって交換を容易にし、経済を活性化するという主

張をするのがJohnLawらに始まる交換信用論である12）。販売期間の存在によって生じる再

生産の中断を、信用が回避させると再生産信用論は主張する13）。Wagnerが再生産信用と呼ぶ

のは、供給者信用と現金余剰信用の組み合わせである。前者は、一つの生産系列に属する生産

者や商人たち（たとえば、小麦農家、製粉業、パン製造業、パン販売業）が相互に与え合う信

用を指しており、後者は、生産系列の最後に存在する商人のところに毎日流入する現金が、上

流の生産者たちに貸し出される現金信用を表している。そして、この再生産信用は、一つの最

終生産物への生産から消費までの期間に供与され、返済されて完結する。最初は、銀行なしの

例で説明され14）、続けて、銀行を介在させた例が説明される。Schumpeterでは、銀行は、信

用創造によって、新しい貨幣を創り出す。そして、新しい技術や生産方法（イノベーション）

を擁した起業家に貸し付ける。既存の生産要素の量が所与だとして、起業家による生産要素の

購入は、既存の伝統的な生産方法の企業家から生産要素を奪い取ることを意味する。そして、

起業家は、新しい方法で生産要素を結び付け、生産を行う（Schumpeterのいう生産要素の

「新結合」）。これによって、経済発展が惹起される。つまり、Schumpeterでは、銀行は、追

加的信用を創造することで、経済発展を惹き起こすという役割を持つ（追加的信用の発展理論）。

逆に、Wicksel,Hayekらの信用恐慌論は、追加的信用が再生産のバランスをこわし、恐慌を

もたらすと主張する15）。追加的信用の均衡理論は、さまざまの理由から生じる再生産のアンバ

ランスを、信用が回避させると考える16）。生産信用理論では、Wagnerは、生産の規模拡大の

ための設備投資と、それにともなう生産力の上昇を信用が可能にするとしている。信用創造で

はなく、銀行による期間変換、最適金額変換が、これを可能にする。

ここで、Kolbingerの論述に戻るなら、まず、Wagnerによる概念規定自体への否定的態度

と、機能の重視に対して言及される。Wagnerによる概念規定への否定的態度に対しては、本

質（の概念）についての議論がKolbingerによって擁護される17）。次に、Wagnerの機能の

重視については同意され、機能の規定にあたっては形態（Gestalt）の視角が重要だとされる18）。

Wagner以外の信用のタイプ分析の紹介の後、Wagnerの議論のさらなる一般化が追及され

る19）。Wagnerの理論タイプは、本質と機能の重視の結果、次のように構造化されることにな

る。つまり、信用の諸学説では、非作用理論を別とすれば、本質論としての「社会法理論」に、
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機能論（給付学説）が並べられる。そして、「創造信用」（Sch�pfkredit）20）の機能論（給付学

説）が並べられる。

1.一般信用理論の諸基礎

（a）信用の諸学説

ⅰ.非作用理論（1.）21）

ⅱ.個別諸学説

・社会法的信用理論（本質論）（2.）

・信用の個別給付諸学説

― 運動論的信用理論（3.）

― 交換信用論（4.）

― 再生産信用理論（5.）

（b）追加的（＝創造）信用の諸学説

ⅰ.信用創造学説（6.）

ⅱ.「創造信用」の給付諸学説

・発展理論（7.）

・恐慌理論（8.）

・均衡理論（9.）

2.（完結した）「一般信用理論」の命題としての生産信用理論（10.）

以下では、筆者が前述したWagnerの要約との相違点に重点をおいて、B節での、Wagner

の記述へのKolbingerによる評価を記しておこう。

まず、Wagnerによる非作用理論への論評に加えて、Kolbingerは、古典派が財の単なる堆

積を資本とすると批判する。Kolbingerによれば、財は単独では給付をもたらさず、信用等に

よって結び付けられねば給付をもたらさない。

次にKolbingerが信用の本質論とする社会法理論に関しては、多くの紙数が割かれ、肯定

的に評価される。「基礎」と、「主要命題」に分けて説明がなされる22）。まず、「基礎」の部分

では、「個別が全体の構成要素となるべき場所で、信用に基本任務が生じる」（S.53）ことが

述べられる。続けて、M�ellerの学説として、「貨幣と信用に、全体化する力がある」（S.57）

という考えが紹介される。これらの記述の多くは、Wagnerの叙述の要約ではなく、むしろ、

普遍主義国民経済学の考え方を反映している23）。さらに、「共有から、そして、それと並んで

私有が発生するやいなや、ちょうどそのとき、共有を私有へ、そして、それと並んで私有を共

有へと転換する要求もそこに存在する」（S.58）というM�llerの言葉がWagnerの著書から

引用される。そして、その転換を実現するのは、貨幣と信用であるとされる24）。そして、その
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ような信用の作用を、Kolbingerは連合化と呼んでいる。尾高の言葉で言い直すなら、「共同

社会団体」が「利益社会団体」になるにつれて、貨幣や信用が必要となることになる25）。

つづけて、社会法理論の「主要命題」として、まず信用の本質が連合（Assoziation）であ

り、信用が、時間的にも空間的にも結合を行うという社会法理論についてのWagnerの要約

が紹介される。この信用の一般的給付では移転の契機が重要であるとされ、そこから個別機能

が導かれる。具体的には、（1）（生産要素 26）の）最も有効な利用への引渡し、（2）企業の拡大、

（3）小額資産の集積、（4）貨幣的給付特性が、信用の個別機能だとされる。（1）は、占有の変

更であり、（2）や（3）は、最適金額変換、つまり、私有制の制限のもとでの生産規模の拡大

を表す。また、（4）で考えられているのは、信用貨幣の創出である。

つづけて、Wagnerの叙述から「運動論的信用理論」、「交換信用理論」、「再生産信用理論」

が取り上げられる。社会法理論の紹介とは異なり、これらのの紹介は、ほぼWagnerの叙述

の要約なので再説しない。次に「追加的信用の学説の基本内容」として、信用創造の技術的説

明、経済発展理論、恐慌理論、均衡理論が取り上げられる。Wagnerでは、多くの紙数を割か

れていた技術的説明は、ほぼ省略されるが、発展理論は詳細に紹介されている27）。最後に、こ

れらの諸理論を統合するものとして生産信用理論が紹介されるが、Kolbingerでは、この統合

にあたって、信用が時間的にも空間的にも結合を行うという社会法理論の考えが重要だとされ、

第Ⅲ章の、構造と時間についての普遍主義国民経済学の説明につなげられる28）。

4.3 銀行の任務設定者としての経済の連合化機能

第Ⅱ章のA節では、経済の構造と時間についてのSpannの、あるいは普遍主義国民経済学

の諸範疇が紹介される。第2節で紹介した尾高の評価のとおり、Spannの主張は「断定的で

あって論証に乏しく、演繹的」29）である。そして命題は論証されずに前提される。このため、

以下では、論理を追うと云うより、後の行論のためにKolbingerが必要とするSpannの範疇

の紹介が中心となる。

まず、経済の構造に関して、経済が利益社会団体（社会）30）の部分領域（Teilbereich）であり、

社会の特性を共有すると述べられる。普遍主義国民経済学は、繰り返し、全体（Ganze）と部

分（Teile）あるいは部分領域の関係を強調するが、ここでは、社会が全体、経済が部分の関

係にある。そして、全体である社会は、経済や、法や科学のような手段に属する部分領域と、

文化のような目的に属する部分領域に分かれるとされる。社会や経済は、それ自体として具体

的に存在するわけではなく、具体的に存在するのは、形成体（Gebilde）だとされる31）。

以上の概念をさらに展開して、領域（Bereich）と段階（Stufe）の概念が展開される。領域

は事象内容だと説明され、段階は領域が写絵された形成体だといわれる。たとえば、経済や法

律や文化が領域であり、段階とは、家庭の段階、都市の段階、国家の段階等が考えられている。

そして、段階には上下関係があり、下位の個人や家庭から、上位の国家の段階へと構築されて
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いく。あるいは、全体を重視するSpann的な観点からすると、完全な全体である国家から、

下位の家庭へと分岐していく。そして、たとえば、都市は、都市の経済、都市の法律等の領域

に分けることができる。全体の、領域や段階への分解は、構成外化（Ausgliederung）といわ

れる32）。

つづけて、給付（Leistung）について言及される。給付とは、全体の中の部分の働きだと

され、（1）因果的側面と、非因果的な（2）目的論的側面と（3）機関的側面を持つとされる。

給付は、目標に即して順位（Rang）をもつとされ、順位は、完全性（Vollkommenheit）の

一形式だとされる。機関的側面とは、その他の手段と補い合って、機関を形成し、目標のため

に投入されうることである。経済の構造的説明の最後として、給付は、順位判断に関連して、

大きさを持つとされる。

以上の、経済の構造についての普遍主義国民経済学の叙述も、断言的であって、根拠が示さ

れなかったが、次の時間秩序（Zeitordnung）についての叙述は、さらにいっそう断言的であっ

て、帰納的でない。ここでは、時間とは全体性の事象内容が意味のある連続様式で説明される

ところの形式として取り扱われると説明される。展開（Entfaltung）とは、時間での構成外

化であり、生成（Werden）、存続（Bestehen）、消滅（Vergehen）を内容とするとされる。

時間秩序の決定的観点として、いくつかのことが断言的に列挙される。1.時間秩序は、経

済秩序に何も付け加えない。2.ただし、規定されたものが、時間の順序にしたがって現れる

ことにより、固有の本質性を受け取る。3.全ての現存在は、展開によって成立し、終端への

進行も展開である33）。4.歴史のなかで、進歩は成熟（Reife）より生じる。5.重要なのは、展

開ないし再構成化（Umgliederung）の様式と時間段階に関する設問である等々34）。

以上の、時間秩序の観点についての説明に続けて、時間的観点から見た給付について説明さ

れる。時間的観点では、給付は成熟過程として考察される。成熟は胚芽（Keim）を前提し、

目標を目指すことを内在する。そして、胚芽財の反対の極が、目標財たる消費財であるとされ

る。
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給付は、特定の成熟条件のもとで成熟し、循環（Kreislauf）と経済再編（Wirtschaftsum-

bildung）という成熟形式を持つ。前者は、不変の繰り返しであり、後者は、目標一定のもと

での手段の変化を意味する。コストと価格が、給付体系の大きさの表現とされる。

B節では、A節で触れられた経済全体の構造と時間の中での、連合化給付が説明される。連

合化も、構造と時間の観点から説明されるが、大部分が構造の観点からの説明である。構造の

観点からの連合化の説明は、a）経済の機能体系の説明、b）商業、信用、組織という給付領

域の説明、c）連合化の領域の内部の説明に分かれる。

まず、a）経済の機能体系の説明では、経済の全体（図1の給付諸領域）は、狭義の「創出」

（Hervorbringung）の領域と、狭義には創出に含められない「段階構築」（Stufenbau）の領

域に分けられる。狭義の創出領域は、「教育」や「発明」などの「理念的な創出領域」と、「産

出」（Erzeugung）、「倉庫保有」、「交通」などの「物質的な創出領域」に分かれる。「産出」の

領域は、素材の不適正を除去する調達や加工の領域であり、前述の成熟の概念を使うならば、

「素材成熟」（Stoffreife）の領域である。「倉庫保有」の領域は、創出と消費が同時でない場合

に、必要となる「時間成熟」（Zeitreife）の領域とされる。「交通」の領域は、創出の場所と消

費の場所が一致しない場合の、「場所成熟」（Ortsreife）の領域となる。

b）の商業、信用、組織で残りの段階構築領域が説明される。上述のように、段階とは、家

庭や企業、都市、国家であり、下位から上位への位相の差が存在する。これらの段階を構築す

るのが、図中の単一発生的な「組織」、そして、多元発生的な「商業」、「連合化」（信用を含む）

である。単一発生的な「組織」は、それだけで成立し、多元発生的な段階のように、複数の形

成体の存在を必要としない。逆にいえば、商業や、連合化のためには、複数の形成体が必要で

ある。

つづけて、これらの領域の機能が順々に説明されていく。まず、従来の学説を参照して、

「組織」の特徴は、手段を目標に方向づけ、目標を部分に分割して、担当者に割り振ること、

つまり、目標・手段関係の樹立とされる。目標実現のためには、連合化も必要とされ、連合化

は、組織の部分となることも、組織の外部となることもありえるとされる。しかし、組織が目

標を示すことから、順位的には、連合化より先にあるとされる。

次に、Komorzynskiの学説 35）をもとに、「商業」は、規模一定のもとでの占有変更とされ、

規模の制限を打破する信用と対比される。さらに、Spannによる、部分形成体（たとえば企

業）の間の給付交換（Leistungswechsel）を商業とする規定に基づき、給付交換が、より高

い秩序の形成体を構築するとされる。さらに、給付交換の助けで、部分形成体は、給付を、よ

り高い全体形成体（たとえば国民経済）へと構成内化（Eingliederung）36）するとされる37）。

以上の給付領域の説明の最後にc）の連合化の領域の内部の説明がなされる。この説明は、

「連合化全体」の説明から、「連合化の部分領域としての金融」（Finanzierung）38）の説明と続

き、この説明では、金融の概念の拡張や、投資概念との区別が言及される39）。
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最初の「連合化全体」の説明では、連合化の形式として、会社関係、債務関係、その混合様

式が挙げられ、これらの形式が、持込の種類、報酬の種類等によって分類されている。持込の

種類とは、労働が持ち込まれるか、事物が持ち込まれるかの区別であり、報酬の種類とは労働

報酬か、資本報酬か、また、約定付報酬（利子）か、条件付報酬（配当）か、両者の混合（メ

ザニンの報酬）かである40）。

「連合の部分領域としての金融」では、当初の、PrionやSellienらの「長期資本の調達」を

意味する「金融」の概念は、調達される対象を資本としたり、他人資本としたりして、何が

調達されるか不明だとして批判される。Schmalenbachは、短期信用も調達に含めるので、

Kolbingerの考える連合化としての金融に近くなる。しかし、「金融」と「投資」の区別の誤

りから、そもそも調達の概念が発生するとし、金融と投資の違いの背景には、連合の給付と財

の給付の区別の誤りあるとされ、「金融」と「投資」の概念が検討される。

そのなかで、連合化行為と投資行為の違いが説明され、つづけて、金融と支出の区別、金融

や投資と貯蓄の区別へと議論が進められる。まず、株式会社の創業の具体例で説明がなされる。

創業にあたって、（1）創業の決定と登記がなされる41）。次に、（2）株主が資本を払い込む 42）。

続けて、（3）銀行からの借り入れが行われる43）。最後に、（4）物的装備の購入 44）を行って事

業活動が開始される。このなかで、（1）～（3）は、財の調達には関わらず、給付形成体の発生

の条件の創出であって、連合化行為とされ、（4）のみが投資行為、あるいは物的装備とされる。

次に、投資はかならず支出だが、支出は、投資を意味しない場合があるので区別すべきことが

指摘される。給付基礎（Leistungsgrundlage）45）の経営への統合につながる支出のみが投資

であり、株式購入等のための支出は投資から区別される。金融の概念の規定の最後には、「貯

蓄」が取り上げられる。ここでいわれているのは、貯蓄（消費放棄）によって創出される在庫

が形成体に構成内化される場合にのみ投資となるので、貯蓄は投資と同一ではないということ

である46）。

以上の構造の観点から見た連合化に、時間の観点からみた連合化が付け加えられる。経済全

体について述べられたA節の最後での記述でと同様に、給付が成熟過程として考えられ、経

済の成熟度が規定される47）。経済の成熟度と銀行流動性の時間構造の対応関係などが説明され

る。

4.4 連合化の基礎、形式、機関の学説としての銀行経済学の主章

第Ⅳ章は、主章という名称からもわかるように、本書の中核をなす。A節は、信用基礎 48）

について、B節は、信用の形式について、C節は、信用機関について述べている49）。

4.4.1 連合化基礎、とりわけ信用基礎の学説

まず、A節は、1.信用給付や連合化給付の源泉についての設問の項、次に、2.信用と連合
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化にかかわる諸命題の紹介の項、3.一般的な連合化基礎の命題としての国民経済的信用基金

学説と個別的信用基金学説についての紹介の項ののちに、4.信用基礎、連合化基礎の「体系

化」の項が来る構成になっている。ただし、「体系化」は追求されるだけで、体系が示される

わけではない。

まず、信用基礎、信用の源泉についての設問（1項）は、信用基金財は何かという設問に言

い換えられる。これは、たとえば企業に、信用によって持ち込まれるものは何かという設問

だが、さらに、いくつかの問題が考慮されねばならないとされる。一つは、個別経済的信用

基金と国民経済的信用基金との関連の問題である。企業に個別経済的信用基金が持ち込まれる

として、その持ち込まれるものは、国民経済に存在する信用基金の全体とはどのように関係す

るかという問題である。もう一つの問題は、その企業、あるいは、借り手に、「信用妥当性」

（Kreditw�rdigkeit）はあるかという問題である。信用妥当性とは、銀行の融資での実務用語

で、銀行から見て、借り手に信用妥当性があると判断したとき、融資が実施される。つまり、

借り入れを行って、事業を行い、収益を上げ、返済を行うことのできる借り手の能力を意味す

る50）。信用基礎が何かという設問にあたっては、これらの問題も考慮される。

つづけて、信用と連合化に関わる命題（2項）として、Marxの相対的剰余価値の理論、そ

して、資本基金学説と信用基金学説の論争問題が取り上げられる。相対的剰余価値では、協業、

自然力、理念的資本（発明等）による価値が考えられている。つまり、信用が供与されること

によって、これらが給付形成体に持ち込まれ、利益が発生するので、これらをKolbingerは

信用基礎と考えている。資本基金学説と信用基金学説の論争問題として取り上げられるのは、

利子が何に由来するかという問題と、信用がどのような性質を持つかという問題である。非作

用理論は、信用の機能を否定し、剰余価値学説は金利を収奪とみなす 51）。信用基金学説は、

信用によって給付形成体が構築、あるいは、再構築され、給付能力を改善すると考える。その

結果として発生する増加収益が、利子の源泉であり、信用基礎であると考える52）。したがって、

信用基金学説は、信用が資本に先行し、ありあまる財を利用可能にし、資本に変えると考えて

いる。

一般的な連合化基礎の命題としての国民経済的信用基金学説と個別的信用基金学説（3項）

では、一方で、N�llv.d.Nahmer53）やHonegger54）をつかって、国民経済的信用基金の概念

が説明され、他方で、信用妥当性の概念を使って、経営経済的な信用基礎が説明される。N�ll

v.d.Nahmerは、もっぱら追加的信用のもとでの購買力の創造の有無を問題にする。つまり、

購買手段の増加がインフレーションをもたらすなら、購買力は増大しない。このため、購買力

の創造、つまり、インフレーションなしでの産出量の増大を、遊休する原材料と労働力の有無、

閉鎖経済か開放経済かという条件のもとで検討する。結局は、国民経済に遊休する原材料と労

働力が存在するか否かが、購買力、そして、産出量の増大の条件になるので、原材料と労働力

が、N�llv.d.Nahmerでは、国民経済的信用基金とみなされることになる。これに対して
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Honeggerは、独特の用語法を使い、信用基金を、「眠る資本」、「信用担保」等と呼ぶ。そして、

信用が、これらを「覚醒」させると考える。そして、この信用基金には、上下があり、最も上

位のものが、理念的、非物質的な財（発明等）で、最も下位のものが物的な担保だという55）。

次に、信用妥当性の学説としての経営経済的な信用基礎の学説では、上記の国民経済的な信

用基礎（信用基金）と経営経済的な信用基礎の関連が検討される。つまり、信用基礎が、企業

内に構成内化されるが、それが適切かどうかは、国民経済的な釣り合いの中で考えられねばな

らない。企業の信用の目的が適切かどうかが、その企業が獲得する収益価値（Ertragswert）56）

を規定する。企業の計画が国民経済の現状に即しているかどうかが信用妥当性検査（融資審査）

にあたって考慮されねばならない。続けて、信用妥当性検査にあたって実体価値（Substanzwert）

ではなく、収益価値が重視されねばならないとされ、信用妥当性検査が多段階であること57）、

収益価値が金利の源泉となること、実体的価値と収益価値の関連などが触れられる。

A節の最後には、信用基礎、連合化基礎の「体系化」（4項）が追求される58）。その際、ま

ず、a）文献から、信用妥当性検査にあたっての様々な論点が列挙され、b）信用基礎の利用

条件の体系性が示唆され、最後に、c）国民経済的信用基金と個別経済的信用基金の利用関連

を示すという形で叙述が進められる。

信用妥当性検査にあたっての論点としては、次が列挙される。

1.信用妥当性検査の収益価値指向と実体価値指向。

2.信用妥当性検査の現在指向と将来指向。

3.信用妥当性検査の人的指向と機関指向。

4.信用基礎と信用妥当性の構造指向と数量指向。

5.信用妥当性検査の一段階指向と複数段指向。

1.は既出である。そして、収益価値指向なら、当然、将来指向となる（2.）。3.に関しては、

機関も人間が作ったものであり、その機関の中での位置によって人間の能力も影響されるので、

対立する指向ではなく、統合されるべき問題とされる。4.に関しては、数量の判断は、構造の

中での順位判断から生じるので、質が優先である。5.に関しては、個別企業の収益は、全体の

中への構成内化によって影響されると述べられる59）。信用妥当性検査についてのMellerowicz-

JonasとTringhausの考察を示した後で、b）信用妥当性検査の構成が示唆される。つまり、

信用妥当性検査の目的が増価収益の解明であり、その本質が、給付実現の完全性条件の検査で

あるという命題から、この検査は、給付基礎の分析、給付の目的の分析、給付を行うにあたっ

ての給付手段の構造と数量の分析から構成されるとされる。

連合化基礎の体系性の追求の最後として、c）国民経済的信用基金と個別経済的信用基金の

関連として、個別経済（経営や家計）と国民経済の関係が再度、検討される。ただし、ここで
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は、基金自身の関連ではなく、その利用にあたっての関連が検討される。増加収益は、個別経

済でも国民経済でも、給付基礎の追加的利用によって発生するという意味では、国民経済的信

用基金と個別経済的信用基金の利用は同じことである。しかし、個別収益価値は、個別経済の

自己活動（Eigenleben）60）の結果であるとは限らない。例えば、国道の整備によって、個別経

営は、収益を増加させうる。つまり、各個別経済は、段階の異なる主体の給付を利用する。各

段階間の協調が最適に行われることが必要だと主張される。そして、独立した部分経済の連結

環として、個別経済の改善、遊休の除去、全体の調整を行うという独立した給付を信用が持つ

と主張される。

4.4.2 連合化形式の、とりわけ信用形式の学説

B節は、1.経済の構築と豊穣（Ergiebigkeit）にとっての連合化形式選択の意味について

の項、2.所有と信用形態 61）についての項、3.信用の形態形成要因の学説についての項、4.

社会的なものの段階秩序と信用の段階秩序の項から構成される。

まず、経済の構築と豊穣にとっての連合化形式選択の意味（1項）では、経済の豊穣が、連

合化形式の選択によって影響されることと、連合化が形態であることが述べられる。つまり、

連合化による社会的結合によって経済の給付能力が向上する。そして、経済の成果は人の結合

形式に依存するという意味で、連合化形式の選択に依存し、適切な形式の選択が銀行の役割だ

とされる。また、形態とは、一つの徴表によって規定しきれないものとされ、実際のところ、

たとえば、信用は、期間、貸し手、借り手、金額、利用目的、担保種類、金利など、様々な徴

表によって規定することができるが、どれか一つの徴表で完全に規定することはできない62）。

さらに、社会的行為は、その形態によって、他の社会的行為から区別されるというHardorp

の叙述を参照して、信用形態の研究の必要が指摘される63）。

所有と信用形態についての項（2項）では、自己活動、社会的組入れ（sozialeEinordnung）、

封土（Lehen,Beleheung）の概念によって、所有と信用形態が説明される。自己活動という

概念で、Kolbingerは、形成体、あるいは、経済主体の経済的な権限や活動の範囲の大小を表

現している。ここでの社会的組入れという用語は、Hardorpの用語とほぼ同義だが 64）、ここ

では、信用によって信用基礎や経済主体が、社会や社会団体に関係させられることをさしてい

る。封土は、一般の用語法と同様に、封建領主が家臣に忠誠関係を前提に土地への権限を配分

することをさすが、Kolbingerは、現代や、封建時代以外の時代にも、この関係を類比して、

この概念を使用している。

まず所有も一種の封土であるとし、所有のあり方によって、自己活動の大きさが決まると考

えられる。自己活動への権限付与は、全体への再結合を前提しているとされる。そして、信用

は、所有の修正手段だとされている65）。あるいは、信用自身が封土であり、銀行は信用供与に

よって、借り手の自己活動の規模を拡大し、社会的組入れや社会的結合のあり方に影響すると
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考えられている66）。

次に、信用を規定する諸要因や、その要因のあり方について（3項）、本書の項の中で最も

多くの紙数をつかって論じられている。大まかに整理すると、a）まず信用の徴表が列挙され、

分類される。つづけて、b）上記の徴表群が再検討され、連合化完全性に関わる徴表と、部分

内容に関わる徴表が検討される。c）完全性に関わるいくつかの徴表が、匿名組合と利益参加

型信用を例に、取り上げられる。形態である連合化は、複数の徴表によって規定されることが

述べられる。ここで完全性の徴表として取り上げられるものは、先に第Ⅲ章のB節で、連合

化の規定として取り上げられた持込と報酬に対応するものであり、また、下の4項で、貨幣共

同社会団体の完全性を規定するものとして取り上げられる要因に対応している。さらに、完全

性に続けて部分内容が取り上げられ、d）精神的な部分内容と経済的な部分内容が論及される。

引き続き、e）信用形態の内部秩序と給付関連について言及され、最後に、f）信用有形化とし

て、とりわけ貨幣について言及される。

まず、a）信用形式の構造化のために体系的視点が必要だとして、信用の徴表が列挙され、

分類される。貸付信用と参加信用の区別、交互計算信用と手形信用の区別等は、信用形態自身

の徴表によるとされる。次に、生産や消費との関わりの区別である生産信用と消費信用等の区

別は、信用給付の特殊性による区別とされる。また、信用が形成体に持ち込むのが、自然の素

材なのか、貨幣なのかなどの区別は、信用基礎による徴表とされる。公的信用と民間信用との

区別は、制度の徴表とされる。そして、これらのうち、最初の信用形態の徴表と、信用給付の

特殊性の2つの徴表が重要であり、両者は密接に関連するとされる。

つづけて、b）形態の概念について再説され、信用という形態と利益社会団体（Gesellschaft）67）

という形態が取り上げられる。両者は、完全に同質でもなければ、完全に異質でもないとされ

る。Hardorpの貨幣形態の概念を参照することで形態の概念の重要性が強調される68）。そし

て、先の信用の4つの徴表のグループが再掲され、最初の2つのグループが連合化完全性

（Assozierungsvollkommenheit）69）に関わる徴表と、部分内容（Teilinhalt）に関わる徴表と

して重視される70）。

c）では、上の二つの徴表のグループのうち、連合化完全性が取り上げられる。信用と利

益社会団体の例として、利益参加型信用関係（partiarischesKreditverhaltnis）と匿名組合

（stilleGesellschaft）71）を取り上げる。比較の基準になるのは、出し手の受け手への持込の性

質や、出し手への受け手の報酬の性質、連合化関係の変化などである。これらの徴表が取り上

げられるのは、どれかの徴表ではなく、複数の徴表が全体として、形態を、そして、連合化の

完全性を規定することを示すためである72）。

まず、契約終了時の秘密準備（での損益）への関与で、両者の間で差異が発生しうる。典型

的な匿名組合では、関与は生じず、利益参加的信用の場合と同じだが、非典型の匿名組合では、

この関与が生じ、利益参加的信用でよりも強い結合が存在する。
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また、連合化の目的は、増加収益だったが、この収益への参加の仕方でも相違が存在する。

利益参加的信用でも匿名組合でも、利益参加が重要だが、前者では利益参加は約定により、後

者では条件による。そして、前者では損失参加はありえず、後者は、契約によって排除可能で

はありうるが、損失参加は可能である。後者で、より強い結合が存在する73）。

また、連合化関係の変化に関しても、匿名組合の方が、強い結合を示す。ドイツでは、一般

の貸付では、貸し手は、借り手への債権を、借り手への同意なく譲渡し、パートナー関係を変

更することができるが、利益参加型信用では、無制限にはできない。また、匿名組合では、第

三者への譲渡は許されない。また、一般に信用関係よりも、利益社会団体（会社）関係の方が

長期的であるが、利益参加型信用関係よりも匿名組合関係の方が、解約が困難であり、出し手

と受け手の強い結合が存在するとされる74）。

以上のように、諸要因が全体として、連合化の、そして、信用の完全性度を規定し、社会的

結合度が明らかになる。信用的結合と利益社会団体的（会社的）結合には、漸次的相違が存在

するが、いずれにおいても結合が存在しなければならないとした上で、連合化形態のもっとも

決定的な徴表は、社会を創ろうとする意思（animuscontrahendaesocietatis）だとされる。

d）では、信用の部分内容が取り上げられる。この部分内容は、精神的部分内容と経済的部

分内容に分かれる。そして、社会的な存在の基本形態として、尾高も言及していた共同社会団

体（Gemeinschaft）と利益社会団体（Gesellschaft）が取り上げられる。共同社会団体は、非

合理的であり、精神的部分内容が支配的であるのに対して、利益社会団体は、合理的であり、

経済的部分内容が支配的であると考える点では尾高と同じである。利益社会団体のプロトタイ

プは、大都市と大経営とされ、共同社会団体から利益社会団体への発展により、人間は非内面

化し、孤独化すると説明される75）。そして、経済的な連合化は、精神的なものに支えられねば

ならないと主張される76）。

つづけて、信用の精神的部分内容、経済的部分内容の順に取り上げられる。まず、精神的部

分内容が問題となる。これまで取り上げられた信用では、貸付共同社会団体（Darlehensgemein-

schaft）77）は低段階で、貨幣共同社会団体（Geldgemeinschaft）78）は高段階とされるが 79）、低

段階と高段階で同一の精神的部分内容と経済的部分内容が貫くとされる。そして、信用におい

て、精神的な部分内容が、経済的なものの手段となるとされる80）。そして、この点を明らかに

するために、Hardorpの研究と、Gerloffの調査研究が参照され、貨幣の進化の段階が検討さ

れる81）。そして、この検討は、（1）貨幣の基本意味に関する設問、（2）貨幣の使用領域に関す

る設問、（3）貨幣の効力基礎についての設問、（4）貨幣の社会的段階に関する設問への解答の

検討として行われる。

（1）貨幣の基本意味に関する設問は、貨幣の本質に関する設問であり、貨幣の本質は、社会

的組入れだが、まず、（2）貨幣の使用領域の強調が重要だとされる。そして、ここで使用領域

とされるのは、「宗教儀礼上の領域」と「経済領域」である。前者の領域に対応するのが、財
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宝貨幣（Hortgeld）82）であり、後者の領域に対応するのが交換貨幣である。Gerloffによれば、

もともとの貨幣は財宝貨幣であり、華美の特性を持ち、自己強調衝動に役立てられたからこそ、

後に交換の対象となった。初期には、ざまざまの種類の貨幣が存在し、特定の目的の社会的組

入れを可能にした。（3）このような宗教的な効力基礎から、経済的な効力基礎への移行が行わ

れる。たとえば、特定の種類の貨幣の移転が結婚を可能にしたり、族長としての社会的組入れ

を可能にした。そのような儀礼価値を持つからこそ、交換価値となりうるとされる。儀礼交通

から交換交通が発生したと考えられている。贈与交換は、社会的組入れ、社会的結合を惹き起

こす。Kolbingerによれば、現在でも、精神的側面は、背景に退いてはいても、消滅しているわ

けではない。貨幣は、今でも社会的効力を持ち、組入れ、結合の表現である83）。精神的部分内容

が、経済的部分内容を支え、連合化の、あるいは、共同社会団体化（Vergemeinschaftung）84）

の完全性度を決定する。（4）貨幣の社会的段階に関する設問として問題となるのは、精神的

部分内容による貨幣共同社会団体の段階の形成である。問題となるのは、様々の階級貨幣

（Klassengeld）である。つまり、全ての貨幣は階級貨幣として発生し、その支出により、階

級への所属や地位が表現される。具体的な、区分された利益社会団体貨幣として、身分貨幣

（Standegeld）、性別貨幣（Geschrechtergeld）等が問題となり、最終的に、区分されない利

益社会団体での貨幣として、現在の貨幣が登場する85）。

d）の連合化の部分内容の最後には、経済的部分内容として信用の（ここでは貨幣の）完全

性度が取り上げられる。先に、利益参加型信用関係と匿名組合を対比して、完全性度を考察し

た際には、信用に対して、利益社会団体（匿名組合）という形態を対置できたのに対して、貨

幣の段階では、利益社会団体は知られていない点が特殊だと述べられる86）。その上で、利益参

加型信用と匿名組合の分析での結合や「社会を創ろうとする意思」についての結論を参照して、

一般的な経済学的連合の形態形成要素として、完全性度（Vollkommenheitsgrad）、展開領域

（Entfaltungsbereiche）、連合化と非連合化の適合度（Anpassungsgrad）がまとめられる87）。

e）信用形態の内部秩序と給付関連では、経済の部分領域、したがってまた、手段をなす信

用が、非連合的内容、つまり、目的をなす領域のために給付を行うことが述べられ、そのため

に、どのような内部秩序と特性を持たねばならないかが触れられる88）。

f）の信用形態と信用有形化では、社会的結合度は、信用の有形化形式とも結びついており、

有形化形式も重要だと指摘している。

B節の最後に、社会的なものの段階秩序と信用の段階秩序（4項）では、信用段階の説明の

後で、特殊な信用段階としての貨幣について論説される。信用段階の説明とは、各々の個人が、

同時に複数の段階に属すが、特に重要なのは、信用段階が、貨幣的信用段階と、その他の全て

の信用段階に区別されることだとされる。その後で、貨幣信用段階への補注として、確定的貨

幣（defitiesGeld）と暫定的貨幣（provisorischesGeld）の区別が説明される89）。前者は、現

金通貨や準備預金を指し、後者は、民間の預金通貨等をさす。そして、最高権力である国家が
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（確定的）貨幣の最終履行特性を根拠付け、低い段階の利益社会団体が履行を行えるように、

他のすべてに対して、国家が借り手として現れるのが、（確定的）貨幣だとされる。そして、

貨幣の履行特性が、貨幣の所有者を共同社会団体（共同体）へと構成内化する（組み入れる）

とされる90）。

4.4.3 銀行経済学の、とりわけ銀行機関の学のもう一つの問題提起

C節では、これまでの記述を振り返った後、銀行制度の構造学や、銀行の財務会計、管理会

計についての学の構想が略記されている。だだし、これらの記述は、ほぼ箇条書きでなされて

おり、文章として確定されていないので、これまでの文章以上に、意味が確定できず、多様な

解釈が可能である。このため、以下の文に関しては、大まかな流れを粗述するにとどめること

とする。

今後の構想としては、形態形成機能として、信用妥当性検査（融資審査）、宣伝機能、連合

化形式の選択等に触れられた後、銀行制度内の分業の叙述が予定されている。その後で、銀行

会計、それも財務会計から管理会計の順序での記述が予定されている。

最後に結語として、本書が未完結であること、本書の意図が体系性の追及であったことなど

が述べられている。

4.5 小括

Kolbingerは、商品、サービスと連合化を区別することによって、貸付や証券売買を商取引

を擬制して説明すべきでないことを示唆した。あるいは、特殊なサービス業以上の存在として

扱うことを可能にした91）。そして、Kolbingerは、連合化による社会的結合が経済の給付能力

の向上をもたらすと考える。この給付能力の向上を、銀行や信用の機能とみなすならば、金利

を収奪と考えたり、耐忍の代償とする立場とは、異なる説明も可能になる。つまり、金利は、

給付能力の向上という信用の機能に対する代償ということになる。連合化を通じて企業や地域

経済のような形成体が段階的に形成されていくという考え方は、地域金融等を理論的に考える

観点のひとつを示すことになる。連合化は、その形態によって、社会的結合の強さが変化する

というKolbingerの主張も示唆的である。

しかし、普遍主義国民経済学が基礎におくところの、「全体的なものは、部分的なものの合

計以上のものでである」という主張は、理論に導かれたものではない。普遍主義国民経済学は、

一種のホーリズムであり、分析的立場を欠いたホーリズムは、有効な視角を提供する場合もあ

るかもしれないが、しばしば、説得的でない。

5 むすびにかえて ―連合化の失敗とリスク―

これまで、尾高の社会団体についての所説、Hardorpの社会的行為としての貨幣について
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の所説、Kolbingerの、信用（連合化）による社会的結合についての所説について検討してき

た。最後に、各々の所説に簡単に触れるとともに、とりわけ、Kolbingerの連合化についての

所説に、新制度派のミクロ経済学の言説を繋げることによって、連合化の所説が欠いていた視

点に触れることでむすびにかえたい。

尾高やHardorpは、理念的でありながら現実的であることの機構を明らかにすることによっ

て、現実的なものを全て、実在的なものに還元しようとする立場とは異なる立場を示した。ま

た、Hardorpは、貨幣の本質について検討することによって、保険や貸付を、売買に擬制し

て説明する必要をなくした。銀行や中央銀行の事象収益を、他のイニシアチブ全体的な調和の

達成とした見解も示唆的だと思われる。尾高やHardorpの研究を前提としながら、連合化が

社会的結合をもたらし、そのことによって経済の給付能力が上昇するというKolbingerの主

張は、銀行の機能についてのひとつの観点を示す。そして、この見方は、最初に示したように、

新制度派のミクロ経済学と通じる側面を持っている92）。

Hartman-Wendels,Pfingsten,Weberらは、期間変換（短期資金の長期資金化）や最適金

額変換（小口資金の大口資金化）が産出水準の上昇をもたらすが、同時に、リスクをもたらす

と考えている93）。彼らは、変換機能とリスクとのつながりを明示的には説明していないが、期

間変換が流動性リスクにつながるだろう。なんらかの原因 94）から、預金払出が集中すると銀

行には流動性不足が生じる。また、証券市場で、多くの人々が突然に流動性の要求をすると、

相場は暴落しうる。そして、証券市場も期間変換の仕組みであり、この相場暴落は流動性リス

クの発現である。最適金額変換を行って巨額化された給付と、反対給付（返済）は、非同時で

あるから、当然に不確実性を伴い、常にデフォルトの可能性を持つ。そして、この貸付がデフォ

ルトするなら、銀行自身にも巨額の損失が生じ、その損失の影響は、広い範囲に及ぶだろう。

Harmann-Wendelsらは、もっぱら銀行と借り手の間の協同（Kooperation）の失敗として

リスクを考える。Kolbingerの連合化の考え方からすると、協同は、連合化の中の信用の中の

一局面にすぎない。連合化は、貸し手と借り手やその他の主体を含んで形成される。そして、

連合化でも失敗は生じうる。協同の失敗が、協同による経済厚生の向上より以上の損失をもた

らしうるように、連合化による社会的結合の失敗は、結合による給付能力の上昇以上の損失を

伴って発現しうる。

注

1）Kolbinger（1964）.著書のタイトルは、Hardorpの著書のタイトルと類似している。なお「銀行経済

学」という用語は一般的ではなく、通常は、「銀行経営学」（Bankbetriebslehre）という用語が使用さ

れる。なぜ「銀行経済学」という用語を使うのかについてのKolbingerの説明はない。おそらく、銀行

経営学が、主に私経済的な、個別銀行の経営を素材にするのに対して、Kolbingerは、国民経済全体と

の関わりでの銀行の役割を問題にするという意図で、「銀行経済学」という用語が用いられている。本

書の執筆後、Kolbingerは、銀行経営学から一般経営学へと転じた。（O.Hahn（1986）,S.153）。
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2）清田（2013）、150頁でも触れたように、普遍主義国民経済学は、時期的には重なるが、Batailleの普

遍経済学とは直接の関係はない。

3）ただし、銀行についてのC節は、非常に簡素で、メモの箇条書きの粋を出ていない。なお、全体で約

400頁の本書のおよそ半分の分量である200頁を第Ⅳ章が占めており、信用の基礎についてのA節と信

用の形式についてのB節が、それぞれ100頁と大きな比重を占めている。

4）この無現金の想定から、A.Hahn（1930）では、制限のない信用創造、追加的信用の想定が可能とな

る。注意しなければならないのは、それにもかかわらず、Kolbingerが、信用創造や追加的信用は重要

な問題ではないとし、信用自身を重視することである。Schumpeterが『経済発展の理論』で、Hahnを

参照し、信用創造論争が起きて以来（シュンペーター（1977）、251252頁）、Hahnは信用創造論の主張

者として援用され、あるいは、批判されてきた。日本においても同様の扱いだった。しかし、Kolbinger

は、体系性を欠いた銀行経営学への批判者としてHahnを取り上げている。

5）Wagner（1937）.Wagnerも一部で誤解とともに日本に紹介されているので、簡単に説明しておく。

Wagnerの著書の目的の一つは、Hahnの信用創造論批判である。その最終章におけるWagner自身の

信用概念ともいうべき生産信用は、歴史学派以来の、期間変換や最適金額変換による信用であり、

Wagnerは、信用創造による経済発展ではなく、生産信用による経済発展を考えていたと思われる

（Wagner（1937）,S.482495）。しかし、一部では、信用創造を解説する著書として日本に紹介された

ため、混乱を生むこととなった。また、主にPolakに基づく、再生産信用（Wagner（1937）,S.106

144）も、Wagnerは信用創造だと考えていない。しかし、これもまた、日本では信用創造として紹介

された。つまり、幾重にも混乱して紹介された。再生産信用が信用創造でないことについては、注14）

参照。

6）以下のWagnerの紹介は、一部、追記と変更はあるものの、清田（2013）で行ったWagnerの要約

の再掲である。

7）ただし、最初の「1.非作用理論」は信用の機能の否定であり、信用の理論タイプとはいえないかも

しれない。また、「6.信用創造学説」は、信用創造の技術的な可能性についての種々の主張や計算例を

紹介しているに過ぎず、これも信用の理論タイプといえないとすると、理論タイプは8つとなる。

8）ここで、indifferenzを「中立」と訳せず「非作用」と訳出するのは、Wagner（1937）の第9章で、

貨幣の中立性（Neutralit�t）という概念が登場し、そちらを中立性と訳すためである。

9）非作用理論を代表するリカードゥは、次のように主張する。「私は信用が商品の生産でとにかく有効

である、という考えをもっておりません。商品は労働、機械、原料によって生産されうるだけです。・・・

信用は、現実に存在する資本を使用するために、ある人から他の人へ交互に移転される手段である、と

考えます。それは資本を創造しません。それはだれによって資本が使用されるべきかを決定するだけで

す。一つの使用先から他への資本の移動は、しばしばきわめて有利であることもありますが、またきわ

めて有害であることもあります」（リカードゥ（1978）、452453頁）。

10）M�ller（17791829）については、日本ではあまり紹介されていないが、原田（2002）が詳しい。

11）静態下でも需要の移動によって生産要素の移動は生じうる。たとえば、人々の嗜好の変化により、ミ

カンからリンゴへの需要の移動が生じれば、生産要素は、ミカンの生産からリンゴの生産へと移動しな

ければならない。もし、生産が自己資本のみで行われているなら、この移動は時間を要する。しかし、

信用が介在していれば、ミカン生産から融資を回収し、リンゴの生産へ融資することにより、生産要素

の移動は、よりスムーズになる。

12）たとえば、交換信用論の主張者であるProudhonは、銀行券が、金や銀に代替し、無償で（無利子）

で貸し付けられねばならないと考えている。プルードン（1979）参照。
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13）再生産の期間は、生産期間と販売期間から構成される。販売期間によって商品が販売され、代金が

回収されるまでは、生産は再開されない。生産の中断を避けるためには、販売期間の間も生産を継続

するための資本が、あらかじめ用意されていなければならない。この資本を、Marxは補助的資本

（Zuschu�kapital）と呼んでいる。しかし、この資本は、販売期間が始まるまでは、遊休している必要

がある。この遊休による利潤率の低下を回避するために、銀行や商人間の融資が登場する。なお、左記

の補助的資本は、しばしば追加的資本と訳されたため、Marxが一貫してこれとは区別して使用してい

る追加的資本（Zusatzkapital）という用語と混同されることとなった。

14）この信用は、生産者や商人の間で相互に与え合う信用（商品信用と現金信用）であり、銀行の信用創

造は不要である。つまり、再生産信用は信用創造に基づかない。

15）「生存手段基金は、労働者を延長された生産期間のあいだ扶養するために充分ではない。新しい、よ

り長い生産迂回の採用は、資本の残高にてらして適切でなかったことが明らかになる：企業は、まず彼

に提供されている資金が、事業をさらに進めるのに充分でないこと、『貨幣』が逼迫することでこのこ

とに気づく」。Mieses,GeldwertstablisierungundKonjunkturpolitik,1928,S.50.このMiesesの文

は、Wagner（1937）,S.371からの引用（清田訳）。なお、「生産迂回」とは、消費財を直接に生産する

のではなく、いったん生産財を生産し（迂回）、そして、その生産財によって、消費財を作り出すこと

をいう。生産財がさらに生産財をつくり出すという形で、迂回は延長しうる。

16）たとえば、Neisserは、経済が発展し、企業分割等によって企業が細分化されると、貨幣需要が増大

すると考える。そのままでは、貨幣不足が生じ、不均衡が生じるが、銀行が追加的信用によって、この

不均衡を回避させると考えられている（Wagner（1937）,S.482495）。

17）信用をより一般的な概念である連合化に組入れるには、信用の本質論が必要との意図からである。な

お、現象学の立場からのHardorpの本質や、尾高の理念的なものと、ここでいわれるKolbingerの本

質は同一の概念ではない。

18）HardorpもWagnerもKolbingerも、Gestaltという用語を使用するが、指し示すものは同一ではな

い。Hardorpは、人を生産と分配の流れに組み込むところの、2つの社会的行為の結合を貨幣形態と呼

んでいた（清田（2015）、2頁）。Wagnerは、Quesneyの経済表の様な経済循環についての分析を形態

学と呼ぶ（Wagner（1937）,S.8）。Kolbinger、あるいは、普遍主義国民経済学は、Aristotelesの学派

に由来するとされる記述「全体は、部分の合計以上のものである」での「全体」を指している。あるい

は全体性学説（Ganzheitslehre）やゲシュタルト心理学におけるゲシュタルトのような、一つの徴表

（Merkmal）で規定しきることができない総括概念（Inbegriff）としての形態を指している。なお、上

のAristotelesの学派に由来するとされる上記の表現に類似した表現は、アリストテレス（1968）、1041b

（Ⅶ 17）、268頁に見られる。

19）Wagner自身による序文によれば、当初、この著書は、2巻となる予定だった。第1巻で、さまざま

の理論タイプを彫刻し、第2巻で、それが一般化される予定だったと推測される。しかし、この第2巻

は刊行されなかった。Kolbingerの意図は、この第2巻でのWagnerの意図の実現だということもでき

る。

20）創造信用とは、追加的に創造された信用を指す。これと対比して、創造的信用（sch�pferischerKredit）

という概念が用いられる。創造的信用は、信用創造に限定されず、信用一般を指しており、新しい事物

を創造するという信用の作用に注目して「創造的」と呼ばれる。

21）なお、各行の括弧内の番号は、先の箇条書きでのWagnerの理論タイプに付記した番号を示す。

22）社会法理論の説明の最後に、その「意味」についての記述があるが、これは、WagnerによるM�ller

への、どちらかといえば瑣末な批判への反論なので省略する。
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23）第Ⅲ章、第Ⅳ章で見られるように、Kolbingerは、Spannの普遍主義国民経済学の影響を受けている。

Spann自身は、M�llerの強い影響のもとにその学説を形成したと考えられる。SpannへのM�llerの

影響については、たとえば、シュパン（1934）、レーベル（1941）からうかがうことができる。

24）細井は、Spannの普遍主義（Universalismus）と云う用語が「中世型の共同社会のイメージ」（細井

（2001）、256頁）を持つと述べている。M�llerの言葉は、この共同社会（尾高の言葉では「共同社会団

体」）への回帰がM�llerやSpannの願望であったかに思われる。

25）ただし、尾高によれば、共同社会団体から利益社会団体への移行は一方通行で、共同社会団体に戻る

ことはない。もっとも、Spannらもそのままの形で共同社会団体へ回帰するとは考えていなかったよう

である。この点、村松（1981）、50頁を参照した。1934年のオーストリア議会の閉鎖後、Spannと関係

のあったドルフスによってもたらされたシュテンデ体制（193438年の身分制国家体制）については、

細井（2001）、224頁以降を参照されたい。1934年にシュテンデ体制が、Spannの追求を具現したあと、

1938年には、オーストリアはナチスドイツに併合され、Spannも「犯罪者」としてナチズムによって

追放される（細井（2001）、262頁）。

26）Kolbingerは生産要素という用語ではなく、給付基礎という用語を使う。給付基礎については本稿20

頁の注45）を参照のこと。

27）発展理論も恐慌理論も、均衡理論も、Kolbingerの立論にとって重要でないと思われるので略す。

28）Kolbingerの叙述では、再度、運動論的信用と生産信用が取り上げられるが、ここでは略す。

29）清田（2014）、65頁の注17）参照。

30）第2節での尾高の論述は、原則として、利益社会団体（Gesellschaft）と共同社会団体（Gemeinschaft）

を区別して取り扱っていたが、SpannやKolbingerは、Gesellschaftという用語を、より一般的に使用

している。

31）「形成体」とは、具体的な企業や、企業が製造する給付（商品、サービス）をさしている。

32）阿部（1936）は、Ausgliederungを「発出分肢」と訳出している。Gliedがもともと「四肢」を意味

することから、Ausgliederungは、外部へ枝分かれしていくことをさしている。

33）なお、ここでの展開は、終端のない機械的発展の反対概念であるとされる。

34）断言的説明がまだ続くが略す。

35）Komorzynski,J.v.,Dienational�konomischeLehrevomCredit,2Aufl.,Innsbruck,1909.

36）部分を全体の一部として組み入れることが構成内化と呼ばれている。

37）なお、証券売買は、形式的には商業に似るにしても、連合化関係の組み換えであって商業ではないこ

とが注意される。

38）ここでの「金融」は、これまで「信用」（Kredit）と表現されていた事態と同義。Finanzierungには

「資金調達」という意味があり、すぐ後に「資金調達」として金融について触れられるのでこの表現が

使われている。「金融」は資金調達に限定されないという方向で議論が続くので、ここでは「資金調達」

ではなく「金融」と云う訳語をあてている。

39）この金融概念についての説明は、第Ⅰ章でのA.Hahnによる銀行経営学の概念の曖昧さに対する批

判に呼応する。

40）いくぶん唐突なこれらの分類は、明記はされていないが、実は第Ⅳ章B節の3項c）での匿名組合と

利益参加型信用関係での連合化の完全性（社会的結合度）の説明（S.335）、同じくd）の最後での、

貨幣（共同社会団体）関係での完全性度の説明（S.385 ）につながっていく。そこでは、これらの

「形態」（Gestalt）が、一つの徴表によって規定されないものであり、ここでの報酬や持込、労働分割、

責任等の複数の要因によって（完全性度）が規定されるという、おそらくKolbingerが最も重要視する
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主張の一つにつながっていく。そこで述べられていることを、この箇所での記述にあてはめると、債務

関係よりも会社関係の方が完全性度（社会的結合度）、あるいは社会的結合が高く、混合形式は、両者

の間に位置することになるだろう。

41）資本の増加と、資産（株主への債権）の増加。

42）資産（株主への債権）の減少と資産（現預金）の増加。

43）負債（銀行借入）の増加と資産（現預金）の増加。

44）資産（現預金）の減少と資産（物的装備）の増加。

45）給付を作り出すために必要な生産要素が給付基礎と呼ばれる。ただし、給付基礎は精神的要素も含ん

でいると考えられている。

46）逆にいえば、在庫が発生しないとみなすと、貯蓄と投資は一致することになる。

47）消費財の構成が多い方が、経済の成熟度が高いとされる。

48）企業のような給付形成体（給付を生み出すもの）に、信用が持ち込む物質的な存在（財）や精神的な

存在（発明等）が信用基礎と呼ばれている。

49）ドイツの銀行経営学の伝統では、かならず、著書の最後に銀行の財務会計と管理会計についての記述

が置かれる。本書も、その伝統を踏襲している。ただし、本書では、C節の記述は非常に簡単であり、

多くは箇条書きである。

50）ただし、信用妥当性と信用能力（Kreditf�higkeit）に関しては、実務家の間で、異なる理解も存在

する。これらの定義の詳細については次を参照。Falter（1994）,S.255269（Nr.858898）.

51）Kolbingerは、金利を収奪とみなすMarxの考え方に批判的である。実際のところ、一方で、私有制

の制限を信用によって取り除く（つまり、信用は一定の機能を持つ）といいながら、他方で、その信用

への報酬である利子を収奪とするのは、整合的でないと思われる。

52）その際に、貸し手の側の耐忍や、借り手への信頼といった主観的態度の背景には、「共同社会団体化

能力」（Vergemeinschaftungsf�higkeit）が存在するといわれる。この概念は、B節では、「社会を創

ろうとする意思」（animuscontrahendaecsocietatis）と呼びかえられていく。

53）N�llv.d.Nahmer,DervolkswirtschaftlicheKreditfonds,VersucheinerLosungdesKreditpro-

blems,Berlin1934.

54）Honegger,H.Dersch�pferischeKredit,Jena,1929.

55）さらに、Kolbingerが重視する「共同社会団体化能力」としての「信頼」をHoneggerも重視する。

56）収益価値とは、将来の収益予想の割引現在価値をさす。

57）人が作成した組織の評価や、その組織を経営する経営者の能力などの諸段階を意味する。

58）ただし、体系が示されるわけではない。

59）加えて、いくぶん唐突に、「自由の問題」が論じられる。自由の問題とは、「無限の利益が追求される

べきか」という問題とされ、結論的には、「際限のない利益衝動から自由であるべき」とされる。日本

風にいうなら、「公序良俗に反する融資」は、融資審査で却下されるべきことが言われている。ただし、

却下されるべきは、法律に反するからといわれているわけではない。

60）自己活動については後述する。

61）形式（Form）という概念と形態（Gestalt）という概念は、明示的な説明はないが使い分けられてい

る。つまり、連合化に属する様々の種類が、信用形式や会社形式と呼ばれる。これに対して、連合化や

信用を、後述のように、一つの徴表（Merkmal）によって規定されないものとして見るときは形態と

呼ばれる。

62）ドイツにおける信用の分類については、清田（2003）、96頁の表2.1を参照。
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63）清田（2015）、2頁参照。ただし、Hardorpは形態を、Kolbingerのように一つの徴表によって規定

できないものと規定しているわけではない。

64）清田（2015）、2頁参照。

65）封建制の崩壊にともない、農民が共有の入会地を失い、自己活動の範囲を狭められ、貧困化した例で

のRaiffeisenの農業協同組合の信用や、貧困化した騎士階層を救うためのRitterschaftenの信用の例、

ギルド解体後の職人層の血縁によらぬ再結合のためのSchultze-Delitzschの信用協同組合の信用の例が

挙げられている（この点については、清田（1992）、9598頁を参照）。Marxも私的所有が資本に対し

て、制限として存在し、この制限を信用が止揚する旨の主張をしている。この主張は、AdamM�ller

以来のロマン主義、歴史学派の流れを汲むKolbingerと同じ主旨である。あるいは、「共有から・・・

私有が発生するや否や、共有を私有へ、・・・転換する要求も存在する」（本稿4頁参照）とし、それ

を実現するのが貨幣と信用だというM�llerの主張からすると、Marxにロマン主義や歴史学派の影響

を見るべきなのかもしれない。「私的所有よる制限の信用による止揚」（Marx）に関しては、たとえば、

深町（1971）を参照のこと。

66）Schumpeterの経済発展の例を使って言い直すなら、銀行は、信用を起業家に供与することで、起業

家に封土する。起業家は、そのことによって、社会的に組み入れられる。先回りして、連合化の結合度

の相違の観点から述べるならば、銀行の信用供与が短期信用のこともあれば、長期信用のこともあり、

さらには、起業家からの株式取得につながる信用供与も存在する。それぞれの場合で、連合化の強度、

社会的結合度は異なる。

67）Kolbingerは、文脈からいって、この単語を、具体的には、会社や組合の意味で使用している。ただ

し、会社も利益社会団体の一つだと考えられている。

68）ただし、Hardorpの貨幣の本質については言及されない。

69）同じことが、一体性（Zusammengeh�rigkeit）、連合化度（Assozierungsgrad）、結合度（Bindungsgrad）

等の概念でも表現される。

70）この二つのグループは、第II章の信用理論の検討のところで言及された信用の本質と給付に対応す

る。

71）ドイツ語では、匿名「組合」も、Gesellschaftと表現される。

72）これは、第Ⅲ章のB節で、言及された持込の種類や、報酬の種類と対応している。また、d）の最後

に触れられる貨幣の完全性の説明と関連している。

73）さらに、与えられた資金の使用方法や経営のやり方への影響でも、後者の方がより強い結合を示す。

74）破産にあたっての損失参加でも、匿名組合の方が強い結合を示唆する。

75）尾高でもKolbingerでも、共同社会団体と利益社会団体の概念で基礎とされているのはT�nniesの

著作なので、大まかには一致した把握だが、尾高では、孤独化や利害の対立と、その調整者としての国

家まで論及されたが、ここでは、国家については言及されない。

76）尾高における理念性による事実性の意味的基礎付けに類似している。清田（2014）、60頁参照。

77）信用によって成立する借り手と貸し手の共同体が想定されている。

78）同一の貨幣が利用される国家、国民レベルでの共同体が想定されている。

79）段階については、本稿5頁参照。

80）社会においては、経済的部分領域が手段で、文化等の領域が目的とされていたが、信用においては関

係が逆転している。本稿5頁参照。逆立関係についても、尾高の現実性基礎付けと、意味的基礎付けの

関係に類似している。清田（2014）、60頁参照。

81）Gerloff,W.DieEntstehungdesGeldesunddieAnf�ngedesGeldwesens,3.Aufl.,Frankfurt/M.
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1947.なお、Hardorpは、GerloffのGeldundGesellschaft,Frankfurt/M.1952を参照している。

82）儀式貨幣（Zeremoniealgeld）等とも呼ばれる。

83）この主張の立場は、Hardorpの、貨幣を社会的組み入れだとする主張を裏付ける位置にある。

84）尾高では「共同社会団体化」は、社会団体を基礎付けるのに適した社会関係のことを指したが、ここ

では、それとは異なり、「社会を結び付けて、共同体を形成する」という意味で使用されている。

85）実際には、その前の段階として、民族貨幣（V�lkergeld）が想定されており、最終段階は、世界貨幣

（Weltgeld）と考えられている。

86）さらに、信用が、さまざまなレベルの形成体を結びつけ、経済的内容と精神的内容に関してさまざま

に段階付けることから、きわめてさまざまの信用形態が存在すること、信用のパートナーがさまざまな

レベルで存在し、すべてのレベルで互いに影響することなどが述べられている。

87）そして、再度、これらの要素が高い段階の信用形態と低い段階の信用形態にも妥当するかが説明され

ている。その説明の中で、利益参加型信用と匿名組合の検討で言及された「権限と責任」や「報酬配分」、

「生産の方向への影響」、「パートナーの変更」といった要因が言及されている。

88）e）とf）は、記述が抽象的な上に短く、有意な内容をほとんど見出せない。

89）この区別は、AdamSmithの2つの貨幣流通の区別に対応している。

90）より低い段階の債務の返済とは、債権者を貨幣共同社会団体へ組入れ、低い信用関係を解消させると

ころの債務の改造であり、貨幣による信用関係の段階変更だとされる。

91）清田（2005）、（2006）は、このような特殊なサービス業と見る観点から銀行を取り扱っている。

92）社会法理論やWagnerも、すでに従来から、最適金額変換や期間変換の考えを持っていた。Wagner

については、本稿2頁以下、社会法理論については、本稿6頁以下を参照。

93）Hartmann-Wendelsらは、「それらのリスク（流動性リスク、価格リスク、デフォルトリスク）は、

銀行の本源的な変換機能に由来する」と述べている。Hartmann-Wendels,Pfingsten,Weber（2007）,

S.314参照。

94）DiamondandDybvig（1983）,p.410は、銀行取立ての原因は、Sunspot現象でさえありうる、つま

り、原因は何でもよいと考えている。
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AssociationbyCreditandSocialBinding:

TheoriesofOtaka,HardorpandKolbinger（3）

TakumiKiyota

Summary

ThisreportexaminesthetheoriesofTomooOtaka,BenediktusHardorp,and

JosefKolbingerinordertoanalyseassociation（Assozierung）bycredit（Kredit）

asafunctionofbanks.Thisissueofthereportinvestigates,withintheafore-

mentionedscope,Kolbinger・sviewsonassociationbycreditandsocialbinding.

Kolbingerthoughtthatsocialbinding（Sozialbindung）byassociationim-

provestheeconomicabilitytopay（Leistungsf�higkeit）.Ifthisimprovementin

theabilitytopayisassumedtobeafunctionofbanksandcredit,adifferent

explanationisalsopossible,from thestandpointthatthecompensationisfor

consideringandenduringthelossofinterest.Inotherwords,theinterest

becomesthecompensationforthecreditfunctionofimprovingtheabilitytopay.

Theideathatentitiessuchascompaniesandregionaleconomiesaregradually

formedthroughassociationpresentsanotherviewpointforthinkingtheoretically

aboutregionalfinancing.Kolbinger'sclaimthatassociationchangesintostrong

socialbindingaccordingtotheformoftheassociationisalsosuggestive.


	101
	DBa0660101



