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流動性選好についての一考察

内田和男

周知のように，貨幣需要(関数〉についての理論的・実証的研究は， 1950 

年代後半から現在に至るまでの聞に，数多く(移しいともいえるほど〉発表

されている。理論的分野に限定してその注目すべき代表例をあげれば，取引

動機に基づく貨幣需要に関しては， Baumol [2 Jや Tobin[9 Jによる在

庫理論によるアプローチがあり，投機的動機に基づく貨幣需要に関しては，

Tobin [10Jや Hicks[5 Jによる資産選択の理論がある。そして予備的動機

に基づく貨幣需要に関しては，それを在庫理論に基づく貨幣の取引需要分析

の延長上にとらえようとした Whalen[12Jや Tsiang[11Jの試みがある。

これらの研究の中心的視点は，貨幣需要が利子率に依存するという Keynes

の流動性選好説におかれている。

さて， Hicksが指摘しているように，流動性選好の理論には 2つの種類が

ある。第ーのものは， Keynesの「一般理論」で述べられている種類のもので，

流動性選好を単なる貨幣に対する需要一一債券と関連したーーの問題として

とらえるものであり，他方のものは， Keynesが「貨幣論」において言及し

ているものである。この小論の目的は，この後者の考え方に基づいた流動性

選好(関数〉が利子率にどのように依存しているかを富の期待効用最大化原

理にのっとって分析を試みることにある。

Keynes の定義にしたがえば，流動資産とは「損失なしに短期の予告でい

っそう確実に回収可能である (morecertainly realisable at short notice 

without loss)J資産と理解される。これはまた次のように解釈し直すことが

できる。つまり，非流動資産とは，確実に回収可能でない資産であるか，ま
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たは 2 一元三の摂失を伴つてのみ、鐙期の予告で貨幣に換えられうる資産である

と。もちろんこの間性質合共に結えている資産は(完全な〉非流動資産訟であ

る。 1962年の王立緩済協会における会長i演説のなかでHicksは， I損失なし

られうるJというのは，資産の市場性のn話題であ

り，市場設の毅撲による資産撲の比較の問題であると指摘している。したが

って，もしわれわれが市場憶の完全な資産だけに主主gして流動性(選好〉に

ついて議論をおこなうとさ~，それはさ当然警各護産の市場鏑絡がし、くらになる

かとしづ期待と，これらの期待がもっ市確実性の観点からその議論た換闘し

なくてはならないで、あろう。つまり流動性の開惑は?より一層確実に資産の

市場価格が実現されうるか」に依存してくるのである。このような「期待鑑J

に比した「確繋性jについての訴髄によってのみ資産の流犠牲の程度を規定

して分考?を進める方法は，変さに標準的な資産選択理論によるアプローチで

ある。この議論において援要なの拭，資居住が矛IJ子を主主むか否かの広男せではな

くて，収益または市場価格が確実であるか否かの底加である。したがってこ

の場合，ある より流動性役もっということは，その訳語〈市場価格〉

{)o 

{)o というのは，いま述べたようにこ

の理論は資産の「市場性」に関する読動性の概念、な考籍、に入れていないから

るo Keynes の定義に郎して流動性〈選好〉の完全な議論を謀関するに

は，l損失なしに短期の予告で賞幣に換えられうるj としづ換余の難易度を示

す、流動挽の概念をもわれわれは考落、に入れなくてはならなし、。この概念によ

る非流動資産とは，綴戴の予告で貨幣に換えるときには損失を生じ，その摘

iされる紫産量と理解することができる。ところで，短期の予告で貨幣

に換える必要が生じるのは，ある経済計画期務〈投資器開〉中に，予識しない

不時の支出が発生する;場合-c、あろう。将来期間の予期されない支出に欝えて

愛幣を保有しようとするのが予備的動機であるから，このことはとりもなお

さずきわれわれが予備的動撲を考醸しなくてはならなし、ということな意味し
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ている。以上のことからわれわれは次のようにいうことができるであろう。

つまり，資産選択の理論では，ある資産を一定期間保有することから生じる

収益の不確実性は考慮されているけれども，その保有期間(投資期間)内に

おいて，いつどれだけ貨幣需要が必要となるかわからないという形の不確実

性は考慮されていなし、。したがって後者の不確実性を考慮するならばーーす

なわち，予備的動機を考慮するならば，収益(市場価格〉に関しては同程度

に確実で、あって，その意味において同ーの流動性をもっ資産の聞に，換金の

難易度と L、う流動性の差に応じてスペクトノレが成立するようになる。以下で

はこのような 2つの不確実性を考慮に入れた流動性の内容に留意して単純な

モデノレをつくり，流動性選好関数の性質について調べてみよう。

1) J. R. Hicks [6 J，第 2章。

2) ]. M. Keynes [7J， vol IT ，p. 67. 

3) J. R. Hicks [5 Jおよび S.C. Tsiang [11 Jを参照せよ。

4) ]. R. Hicks [5J。

5) 小泉進・建元正弘 [8Jは，これらの不確実性をそれぞれ第一種の不確実性，第

二種の不確実性と呼んでいる。

6) 予備的動機だけに基づいて資産保有の多様化を説明することもできる。 M.R. 

Gray， and ]. M. Parkin [4 Jをみよ。

7) 同一視点に立った分析として M.L. Cropper [3 Jがある。しかし彼は利子率の

貨幣需要におよぼす効果の明示的な分析に成功していない。

2 

ここでは次のような簡単なモデノレを考察してみる。家計ーなどの経済主体が

現在Wの富をもっていて，ある一定期間後の将来富の効用の期待値を最大化

するように，その現在富を 2つの資産に振分るものと想定する。一つは，完

全に流動的な資産一一「貨幣」である。もちろんこの場合の完全な流動性と

は，それが短期間の予告によって損失なしに確実にその価値が実現されると

いう意味においてであり，前節でみた 2つの不確実性を全く伴わない資産で

ある。単純化のために，われわれはその収益率をゼロと仮定する。他方のも
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のは，究会iに3F流動的な資産主一一回「長券jである。一定〈投資〉期間後のそ

の資産の収益率 fは確率変数であり，その期間内に発生した予期しない支出

る換金のための取引費用〈その資産{酎憶の額出率〉は t%であると仮

GQこうして富の初器保有額は次のように示めされるの

wロα恥1+S 

ここでMは流議資産(貨幣〉への寵分額， Sは流動資産

額をそれぞれ示すO

いま，ある投資期続内に生じる予期しない支出瀬名'>Zとすると，

(1) 

への翠分

設猿期間後の目的時点における総収益〈疑的時点の将来露〉設はどのように

表わされるであろうかο はじめに，本時の支出額ZがMより少ない場合を

えてみよう。このときの支出は儲別経済主体の手持貨幣保有議によって賄わ

目的時点まで不疫のままである。他方， Mより多額の予期

しない支出が発生した場合には，備制絞済主体はそのそ子持貨幣保有録;だけで

この支出合陪うことがそざないので¥費刻きどかけて〈資産締値を割引い

保有債券のー穏を換金し，その不足分に当でなければならなし、。このように

して残っ 目的時点まで保有されることになる O つ

ぎり一定期間後の将来富につし、では次のような 2濁りの場合を考えることが

できる。

イ) 0 二五Z三玉Mの場合

丸山(M-Z)十c1トr)S

口)M<Z五Wの場合

(2) 

R2=(1十r)[S-(Z-M)]…t(Z-1¥在) (3) 

資産選択の灘論では，将来時点の寓が R'訴はや(1十r)Sで涼めされ

る。これは諮問内における予備告動機てど考惑に入れてし、ないのであるから，

Z=oを(2)式へ代入することによって得ることができる。

さて，われわれが考車すべき~ 2つの不磯実性に対応して 2つの碓本変数が

あるο一つは奔流動資産の収益率主であり，他方は予窮しない不時の支出額

Zである O ある個別総務主体のそれらに対する主銭的確率分布はそれぞれ次
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さらに rの期持畿をμ，分散をポで、示すことにしよう。

μ 出 J~rf(r)dr

ポん=J~戸(日 )2f( の

でで、あ;るる。

以上のことからこの個別経済主体の将来寓の効F誌の期待鰻は次の(分式のよ

うになる。

F∞ ~M ~~ ~W 

E じ(Iミ〉)zlol。U〈RI〉g〈z〉f(r〉dzdr十.JO.J双U(R2)g(z)f(r)dzdr

戸抑 F蕊 戸∞r' ~W 

=JoJoじくR1)g(z)f(r)dzdr-ト.Ll.LU(良心g(z)dz

-J:U(Rz)g(z)吋fむ)dr

z j:jj〔U(R1 〉一U(改仇向叉L勾2ρ〉日Jg区(z的〉む

F仰 P琉WF 

十.L.LU(波書)g(z)f(r)dzdr 

さらに，効用関数 UくR)は Ro 0+μ)(W-M)で2次形式によって近

似できるものと仮定する。

工
改 め =U(Ro)十(R-Ro)U'(Ro)十一一〈沢一RO)2U"(Ro) 紛

2 

ここでRo=(l+μ)(W-M)であるが，これは投資期間内に生じる予期しな

出額Zが手持貨幣保有識Mifこ毒事しいときの期待設議である。 Z=Mのと

き E(R 1 ) 口 E(R~)口 Ro が成立することは容易にわかる。そして遜常のよう

にじ'(R)>O，UべR)く0を仮議する。この(5)式にそれぞれ R1，1しを充

てはめると，

U(R1) U(Ro)十 (R1…Ro)U'(Ro)十 2 …浪。)2Uべ氏。〉
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U(R o ) 十日M… Z) 十 (r・ -/~)(W-M)JU'(Ro) 

Z)十 μ)(W-M)] 2U!!(Ro) 

U隅〈侭仇R丸ね2ρ日)=印=U(伽R九郎Ro)+ρ〉μ十〈弐2一川'c恨双凡恥Ro)+ρ山)+十÷仇一4尚剖R凡川0ρ〉川句11叩F

U(Roρ〉罰÷ト〔日(l+r十t)(忌Mま一之〉十(r一μ)(W厚一Mり)Jじ'(Roρ〉

(6) 

÷一ナξ七ド〔江如〈む(1+廿十山)(似M一引zわ)+叶〈仕r日一叫μω)(符W一沼む〉刀)2叩町巾2U"(べF叱(偶R九9ρ〉 伶

と表わすことがでさ念?るο

期待効用(4)式 がMに燃して最大になるためには， (6)式および(7)式を考躍し

て(4)式合Mに関して徽分した次の 2つの条件が成立していなければならない。

症型投~::.:y--，，-= t U' (氏。〉ーくμ十t)G(M)U'(良心

(1十t)(μ十t)t1UべEミo)-a2(W…M)G(M)U"(良心

+t(1十t十μ)(M Z)U/f(氏。)= 0 (8) 

ここで、

正PE(U(R)]
……一一~~~'.I~L== (μ十t)g(経)U'(Ro)十〈μ2十(2)G(M)UぺRo)

絞殺1"

十t2(1-GくM))U叱Ro)

-a2(W-M)がは)U"(Ro)くO

G納 zjfg似 z

θ詰イJ:r
ルわ恥g ω 2

Z口 J:z培g(吟

でで、あるo

(9) 

。単純化のために回定紫fIJを然視してしる。 E認定護費用を考慮しても以下の議論に大

きな援は生じなし、

の われわれは取引動機に基づく…一不潔剣かもしれないが予期される交11:1に対する

一一貨幣議突のnfJJilEIを切り離して考えている。
3) 長辞表絞じのために， 之さぷV時d反定している。
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約 二つの綴主義分布は互に独立であると仮定する。

5) .2次の効用環重立を議援に じることに伴う不

事1147については芯 J.Arrow [1 Jおよび J.R. Hicl日 ~6J なみよ。

6) S=W-Mを利用して変数Sを消去してし、る。以下すべて|潟じ手続をとっている。

7) 計算展開はおわりに付記してふる。

3 

さて，いよいよ 2つの不確実牲に蓋iIDする個別経済主体の貨幣稿

ラメータ…の変化，とりわけ債券の期待絞主主率μの変化に伴ってど

のような影響をうけるかを分者ーする O 本題に入る前に，期持効用最大のため

の2次条件告と示すね)式についてもう少し詳しくみておこう。

Arrow [1 Jにしたがって， Roにおける線対的危険回避皮守

定義する。

守-RoU"(氏。〉
--uそ芯アー

これを用いてゆ五えを警き改めると

のように

(μ2十0'2)G(M)U汽:Ro)十 t2[l-G(M)]UllくRo)

( (μ十t)(lトμ) _2 i 
十 (W-M)g(M) U"(及。)1一一一 "f)…一一一σ ( 1舎

となる。右辺第 1鴇および第 2項はともに負である O したがって第 3

後のカッコの中が正であるならば，右辺全体は長えとなり 2次条件が成立す

る。jj!IJち，

可 同

るならば，諮待効用最大化のための 2次条件は満される。

債券の鶏待収主主率μの変化が貨幣需要におよiぎず効笑について調べるには

われわれは紛式をμで偏微分してやればよ L、。すると

()M 1 I -yiG(M)U'(Ro) + (1村 )tfU"(Ro)

十〈μ+t)(W-M)G(M)U/(訳。〉
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-t(W -M)U"(Ro)一t[M-Z]U叩 o〉)同

を得る。ここでdは2次条件(9)式の値である。これを必要条件(8)式と相対的

危険回避度(lG式を利用して書き改めると

elM -1 ，. 'UT  ~ n T HU  n " . ( t ¥ 
百戸=-ylt(W-M)U代Ro)+¥.u ~τ)ZU"(R o ) 

-云τ[M一号〕目。〉

+ -+-(W -M)G(M) [σ2ー〈μ+t)2]U叩斗 (J4) 
μ+t 

となる。右辺カッコの第 1項および第 2項はともに負である。残りの項につ

いては符号は定まらないが，もし次の 2つの条件

および

M-~三五 O
平

ポー(μ+t)2与 O

~$ 

M 

が同時に満たされるならば，これら残りの項もそれぞれ負となり，したがっ

て右辺の大カッコ全体が負となる。 dは 2次条件によって負でなければなら

なL、から，われわれは elM/elμ<0を得る。

先にみたように，悼式が成立すれば期待効用最大化の 2次条件は満たされ

る。いま，これと帥式およびM式を結びつけて考えるならば，われわれは次

の結論を導くことができる。

もし

n[位 .u)S 止丘]
M t+μ 一

が成立するならば，

elr-，在
百五一<0

である。

立カ

この結論はわれわれにとって興味深し、。というのは，債券の期待収益率(一

般的にいえば利子率〉の上昇が貨幣需要を減少せしめると明確に主張できる

のは，個別経済主体の相対的危険回避度が上の条件を満たすときであり，他
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の場合には，利子率の上昇に伴って貨幣需要が増加す7るか減少するかについ

てわれわれは一般的に何もいえないからである。ここで納式左辺第 1項は，

一定投資期間中に予期しない支出が発生しなかった場合の目的時点における

両保有資産の将来価値比率であり，第2項は，不時の支出がなかった場合の

債券保有に伴うー単位当り将来価値と不時の支出があった場合の債券の換金

に伴うー単位当り(機会)費用の比率である。大雑把にいって，相対的危険回

避度が十分小さい時，利子率の上昇は貨幣需要を減少せしめることになる。

このように相対的危険回避度が，利子率と貨幣需要との関係においても重要

な役割を果すことがわかる。

次に債券の期待収益率がもっ不確実性の度合ー一一収益率の分散σ2で、測られ

る一ーの変化，および債券を換金するに必要な取引費用 tの変化が貨幣需要

におよぼす効果についてみてみよう。

(8)式から

dM (W-M)G(M)U"(Ro) 
;~; = '-" ..~/ -';;.~/ -'-~-U/ > 0 M 

そして

dM -11 
3了=---:t-l [1-G(M)JU'(Ro) + (1 + t) [M -Z)ー θJUぺRo)

+(μ十 t)[(M-ZJ -OJ1.門Ro〉)>O (l~ 

を得る O これらはわれわれが予想しうる結論である。債券の収益率の不確実

性が高まり他の条件は不変であるならば，貨幣需要は増加する O これは第 1

種の不確実性に対する流動性選好を意味する。不時の支出に対する主観的確

率分布が不変の下で，債券の換金に要する襲用が高まれば貨幣需要は増加す

る。これは第 2種の不確実性 Fにおける流動性選好を意味する。

(1 +μS 
1)この条件出苛生川表わすことができるo

D 悼式と帥式から

(μ+t)(1 +μL~d2逗(μ +t)2
甲
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が成立することに留意すれば，納式が成立することは容易にわかる。

3) 引 -Z)-o=J7(M-MzMz0

=Jr?(仰M一均(ωZ

= 5:cM一制ρ仙d白z<O

地ー 斗こ オー

本文で示めされた(8)式を導出する計算展開を簡単に付記しておく。

(4)式の第 1項は(6)式および(7)式を考慮に入れると以下のように表わされる。

ここで、

J~J:\U(Rl) 一 U(R 2削R2)]ρ川〉日]g以(z的

= J~(J~CU(Rl) 一 U(R川(抽

= J:1一((μ+t)(M-Z)U'(Ro)

+÷〔E川 (2…)(M-Z)2

十卸2(W-M)(M-Z)]U"(Ro) )g(z)dz 

= 一(μ(ω附川川+付t)tJ何町U'(R凡い0

十2σ(J2(引1司νr一M)t1町]U"叱(Roρ〉

併=J:1

作(M一 仇 〈ωz

でで、ある。

これをMに関して微分し，dtJjdM=G(M)およびみjdM=2tJを考慮に入

れると，

-{(μ+t)(l+t)θUぺRo)+(μ+t)G(M)U'(Ro)

+σ2(W -M)G(M)UぺRo)}

を得る。

ω 
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他方， (4)式の第 2項は

J~ J:VU(R2)泡ば肋g(灼(臼z削也

=U(Roρ)+(α1+μ+t)(M一Z)U'(Roρ〉

+÷ j:jf〔(r-μ)(W-M)

十c1+ r+ t)(M-Z)] 2U"(Ro)g( z)f(r)dzdr 

となり，これをMに関して微分してやると

tU'(Ro) +t(l十t+μ)(M-Z)U叱Ro)

を得る。

帥式と制式を合わせてわれわれは本文(8)式を得る。
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