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1. 国際マクロ経済改⾰について討論する時に問題となるのは、問題点を求めている内に、あまり

にも多くの「解決⽅法」が⾒出されることである。名⽬為替相場をいじり回しても、何ら本当の問

題を解決することができないのに対し、議論に耐え得る解決⽅法は、本当の問題を、街頭演説で喝

采を浴びるだけのものから区別できた時にのみ発⾒することができるのである。 

 

The problem with the debate on international macro-economic reform is that there are 

too many solutions in search of a problem. Quite apart from the fact that tinkering around 

with nominal exchange rates doesnʼt solve anything real, sustainable solutions can only be 

found when we have separated the real problems from those that merely sell well on 

political soap boxes. 

 

2. 国際通貨の分野には、解決する必要のある 3 つの主要な問題がある。 

第 1 は、いかなる国もみずから良い政策を展開している国を妨害するものだということである。

中国⼈やインド⼈の起源をポルトガル⼈がのちにマンダリン（中国政界の反動的⿊幕）と呼んだこ

とから、多くの英⽶⼈はそれを中国だと考える。唯⼀の例外は世界準備通貨発⾏国である。 

 

In the field of international money there are three main problems to be solved. 

The first is that every country bar one , is well incentivized to develop policies that are 

right and good for itself. It is with some irony that many anglo-saxon friends believe the one 

is China given the Chinese and Indian origins of what the Portuguese later called the 

“Mandarins”. The one exception is the issuer of the worldʼs reserve currency. 

 

3. この国には、その他の国のような財政的制約がない。ものとサービスへの⽀払いは返済を求め
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られることのない借⽤書（紙幣…訳者註）ですることができた。⽶国は今⽇、世界の準備通貨の供

給国であり、国⺠総⽀出が国⺠総所得より少なかったのは最近でも 30 年前のことになる。準備通

貨として保有される紙幣の発⾏国はとかく⾏き過ぎた借⼊依存の消費に陥りがちである。そういう

借⼊依存は最終的に⽣活⽔準の低下をもたらし、その上にいたものすべてを溺れさせる。発⾏国を

規制する試みは⻑期的な利益の観点からは、発⾏国以外の世界にとってシシュフォスの神話のゴー

ルになる。（地獄で絶えず転がり落ちる⼤⽯を⼭頂まで運ぶが、⼭頂に下ろすや、⼤⽯はすぐに転が

り落ち始める。…訳者註） 

 

This country does not have a budget constraint like others. Goods and services can be 

paid for by IOUs never claimed upon. The US is the provider of the worldʼs reserve currency 

today and the last time national spending was less than nation income was thirty years ago. 

Issuers of paper currencies held as reserves are prone to excessive debt-financed 

consumption that ultimately sinks the standard, drowning everyone else on it. Trying to 

constrain the hegemon, often in its own long-run interests, is the Sysphusian goal of the rest 

of the world. 

 

4. 第⼆の問題は、⾃然な状態では、ひとつの準備通貨しか存在しないことである。これは強いネ

ットワーク効果があるからである。もし、ある資産が危機の中にあって流動性と価値を供給するこ

とが知られると、⾃⼰充⾜的予⾔（例えば、⽯油危機の時に「物不⾜になる」という恐れが⼈々を

買いだめに⾛らせ、物不⾜を現実化してしまった…訳者註）になり、その他のすべての資産からそ

の流動性と価値を引き出してしまう。世界の準備資産を、価値の切り下げもあり得る⼀つの資産に

集中することは、今⽇中国が注視し、1970 年にド・ゴールが注視していたように、準備資産の保

有国にとってリスキーなことである。準備通貨発⾏国の通貨当局による⼗分な警戒がなければ、国

際的貯蓄とその潜在⼒は、すでに⾒られたように、その準備通貨国の通貨に殺到し、全く逆の結果

をもたらす。 

 

The second problem is that in the natural state of affairs, is a single reserve currency. This 

is because there are strong network effects. If one asset is known to offer liquidity and value 

in a crisis, it becomes a self-fulfilling prophecy that draws liquidity and value from all other 

assets. This concentration of world reserves into one asset, vulnerable to being devalued, is 

risky for holders of the reserve assets, as the Chinese are observing today and as President 
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De Gaul observed in 1970. Without sufficient vigilance by the monetary authorities of the 

reserve issuer, the concentration of international savings and its potential is able to fan the 

flames of an unsustainable boom in the issuing currency with potentially highly adverse 

consequences̶as we have seen. 

 

5. もし、世界の半分の国が⽀出したいと思い、他の半分の国が貯蓄したいと思ったら、これは国

際⾦融がよく機能していることを⽰すものではないだろうか。ロシア、ブラジル、とサウジアラビ

アのように⼀次産品で思いがけない利益がもたらされたり、或いは GDP の 50％を投資している中

国のように、また⽇本や韓国のように GDP の内の⼤きな⾦額を既に投資してきていたり、過去の過

剰投資によりオーバーハングができていたならば、これらの国は、国際的に⽀出しようとしている

国々に投資している。国際収⽀不均衡の問題は不均衡が存在することにではなく、単⼀準備通貨制

度によって⽀出と貯蓄の集中が強められていることにある。（これが第三の問題…訳者註） 

 

If half the world wants to spend and the other half wants to save, perhaps because they 

have a commodity windfall like Russia, Brazil and Saudi Arabia, or they are already investing 

a large amount of GDP or have an overhang from some past over-investment, as in China, 

where 50% of GDP is invested, or Japan and Korea, and these countries invest these savings 

internationally in countries that want to spend, is this not a measure of an international 

monetary system working well? The problem of global imbalances is not that imbalances 

exist, but that there is a concentration of spending and saving that is aggravated by a single 

reserve currency. 

 

6. ジョン・メイナード・ケインズは、他の問題に悩まされていた。それは、もし世界準備通貨の

発⾏国が 1940 年代の⽶国のように、国際収⽀が⿊字国だったらどんなことが起こるかということ

であった。それはおそらくデフレであろうしかし我々は、今⽇その特別な災難を回避してきた。し

かしながら、このことが最近再浮上しているバンコールに関わるアイデアの背景にあったことは、

述べておく価値があるであろう。（これは、「３つの主要な問題」への補⾜的記述。…訳者註） 

 

John Maynard Keynes was exercised by another problem, which is what would happen if 

the issuer of the world reserve currency was a surplus country as in 1940s America. This 

would be deflationary, but we have been saved that particular misfortune today. It is worth 
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mentioning, however, as it was the background to his ideas around bancor, that are being 

re-floated today. 

 

7. これらの本当の問題の解決は、国際⾦融改⾰によるのでなく他の⽅法を通した⽅が良い解決が

得られる他の法的諸問題へのまともな関⼼によって押しつぶされそうになる。これらは世界の貧困

の苦痛、ある途上国通貨の⾮交換性、そして競争⼒を失うことへの⼈間的、社会的悪影響を含んで

いる。しかし、もし国際⾦融システム改⾰がまがい物で脆いものであったなら、彼等は⾃分たちの

国の財務バランスを守るために負担を求められてきた⼈々、そしてこれからも負担を続ける⼈々を

説得することはできない。空想的通貨のアイデアを伴った「組⽴⽤」チョコレートは世間から忘れ

られるのである。 

 

A solution to these real problems is often weighed down by genuine concerns over other 

legitimate problems that are best solved through other means than international monetary 

reform. These include the scourge of world poverty, the unconvertibility of some developing 

country currencies and the human and social consequences of adjusting to lost 

competitiveness. But if reform to the international monetary system appears artificial and 

“soft” they will not convince those charged with protecting their countryʼs financial balances 

and will be still born. The dustbin of history is choc-a-bloc with utopian currency ideas. 

 

8. 解決⽅法は、IMF、或いは別の条約に基づいた機関が新通貨を発⾏することになるであろう。

しかしそれはバスケット通貨ではなく、ある成⻑ユニット勘定でもなく、交換不能な通貨保有者す

なわち、誰であれ交換可能通貨を持たない者に対価なしに配給されるものでもなく、より強固なも

のだ。この交換可能通貨の護り⼿の優先的な課題は、今⽇のどの主要通貨に対しても、決してシス

テム的に減価しないことである。それは、紙幣に⽀えられるものではなく、実体のある資産のバス

ケットによって独⽴して保証され、所得を⽣み出さなければならない。持続不可能な規模での経済

拡⼤により消費されている世界の資源へのアクセスは制限される。想像してみて欲しい、持続可能

な森林資源と⽔資源のバスケットを。準備⾦管理者は、これらの資産への投資が世界的に分散され

ているようにも求められる。兌換性と市場性を持ち、強⼒であることを任務とすることによってこ

の通貨は魅⼒的な価値の貯蔵⼿段となるであろう。所得を⽣み出す実体資産に投資することにより、

その通貨は流動的であり、国際的に分散されていることにより、集中に関わる問題を解決できる。

準備資産の蓄積は少数の国での持続不可能な資産価格騰貴をもたらしたり、他国の所得収奪を⾏う
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ための資⾦になったりすることはない。それどころか、我々の未来のすべてへの投資となるのであ

る。 

 

The solution would be for the IMF, or another treaty-based organization to issue a new 

currency, but not a basket currency or some grown up unit of account, not something 

handed out free to those with unconvertible currencies or anyone else, but something hard. 

The guardians of this hard currency would have as a primary objective to ensure that it 

would never systematically depreciate versus any of todayʼs major currencies. It would not 

be backed by any paper currency, but by a basket of real assets, independently certified and 

income-producing, limited to world resources that are consumed by unsustainable 

economic expansion. Imagine a basket of sustainable forests and water resources. Reserve 

managers could be charged with ensuring that investments in these assets were also 

globally diversified. By being convertible, marketable and with a remit to be strong, this 

currency would be an attractive store of value. By investing in income producing real assets 

it would be liquid and by being internationally diversified, we address the problems 

associated with concentration. The accumulation of reserve assets would not be financing 

an unsustainable asset-price boom in a narrow set of countries, or an income-sapping 

investment by others, but an investment in all of our futures. 

 

了 
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