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経済学研究 41-1
北海道大学 1991.6 

<研究ノート>

ロパートソン「銀行政策と物価水準」

についての覚書

内田和男

本稿の目的は，ロノてートソン(D.H. Robertson) 

の名著『銀行政策と物価水準 (BankingPolicy 

and The Price Level).!を現代の視点から再考

することにある~議論の中核をなすのは，もち

ろん，ロパートソンの「強制貯蓄」のドクトリ

ンである。但しここでは，ロパートソンの強制

貯蓄の考えを，ケイ νズ(].M. Keynes)が初め

に受容れ，次に改善し，そして最終的に拒否し

たという一連の学説史的展開については言及し

ていない2)。また，ロパートソンの分析が期間分

析であること，彼の景気変動論が過剰投資説で

あること，そして彼の初期の著作『産業変動の

研究 (AStudy of lndustrial Fluctuations).! 

等，ロパートソンの学説に関する興味深い課題

についても，ここでは個別に取りあげて言及す

ることはしていなしユ。銀行システムが貯蓄・投

資というマクロ的異時点聞の資源配分に実質的

な影響を及ぽしうるのか，そして，もしそうだ

とすれば，それはいかなるメカニズムを通して

可能なのか，この問題を解明する一つの手がか

りを『銀行政策と物価水準』に改めて求めてみ

ようというのが本稿の目的であり，その分析対

象はあくまで理論的な考察に限定されている。

本稿での分析視点をもう少し具体的に記せば

次の通りである。貨幣を資産ストックとして把

握する最近の分析では，貨幣は資本と同様に家

1 )初版は1926年であるが，本稿でとりあげたのは，

主として1949年版である。

2 )学説史展開については， Bigg (2)， BrideI( 3)， 
明石(1)をみよ。

計によって保有されており，かつ資本に対して

代替的な資産であると考えられている。したが

って不確実性が存在しないケースを想定すれば，

資本と貨幣が同時に保有されるためには，両資

産の収益率が等しくなければならない。持越し

費用を差引いた資本の純収益率がプラスである

限り，貨幣の収益率，つまり貨幣の購買力の変

化率もプラスでなければならない。これは物価

水準の下落，デフレーションの持続を意味する。

また，他の条件に変化がないとすれば，貨幣供

給量の増大によって家計は資本ストックの保有

を減少させねばならない。結局，現代の貨幣資

産均衡アプローチでは，貨幣経済での資本蓄積

とインプレーションの発生を同時に説明するこ

との可能性を排除している。

これに対してロパートソンの分析によれば，

銀行の信用創造によって可能となった超過投資

は，インプレーションをひきおこし，それが強

制貯蓄の形で資源を消費から投資へとシフトさ

せ，結果として実質的な資本蓄積が可能となる。

貨幣供給量の増大→物価騰貴→実物投資の実現

という因果律を，貨幣数量説と強制貯蓄の論理

で説明しているのである。

現代の貨幣一資本均衡分析とロパートソンの貨

幣資本期間分析との差は，両者がそれぞれ注目

する貨幣の機能と経済主体との差に主として帰

因している。ロパートソンは貨幣を運転資産と

して把握し，他は貨幣を投資資産とみなしてい

る3)。経済主体に関しては，ロパートソンが貨幣

の供給者である銀行の行動を分析対象とすれば，
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他は貨幣の需要者である家計の行動を分析対象

としている。

予備的考察はここまでにして，改めて『銀行

政策と物価水準』に立ち返えり，ロパートソン

のモデルを少し詳しく考察してみよう。

『銀行政策と物価水準』の基本的内容は，ラ

ッキング (Lacking)と呼ばれる貯蓄の分析であ

って，それは第五章「貯蓄の種類」で展開され

ている。ここでラッキングとは，ある経済主体

が所与の期間内で彼の経常産出量価値以下に消

費している行為として定義されている。

ロパートソンはラッキングを 3つの角度から

分類している。一つは，ラッキングが究極的に

いかなる形の実物資本財へと具現化するかに基

づくものである。つまり，資本を固定資本(Fixed

Capital) ，流動資本 (CirculatingCapital)，そ

して擬制資本(lmaginaryCapital)に区分して，

次にラッキングをそれぞれの資本への追加分と

して対応させることによって，長期ラツキング

(Long Lacking) ，短期ラッキング (Short

Lacking)，そして不生産ラッキング(Unproduc-

tive Lacking)に分類している。この三分類は，

各時間の長さと密接にリンクしており，ロパー

トソンのダイナミックな継続分析 (dynamic

sequential analysis)において重要な役割を演じ

ている。また以下で示すように，流動資本(運

転資本)の概念がロパートソシの「強制貯蓄」

ドクトリンの中核部分を占めている。擬制資本

一不生産ラッキングは，国債による戦費調達と

いう例に代表されるように，政府への単なる購

買力移転を指し，ロパートソンの理論では大き

な役割を果してはいない。

第二の分類は，ラッキングの資本供給として

の有効性に基づくものである。直接投資や債券

3)貨幣を含め総ての資産を運転資産，準備資産，投

資資産という区分で新しく分類したのは， Hicks 
( 5 )である。

購入など投資資金需要に向うラッキングを適用

ラッキング(AppliedLacking)と呼び，他方で，

ラッキングが貨幣の形で保有され，現存貨幣残

高への単なる追加を示すに過ぎない場合には，

未成熟ラツキング (AbortiveLacking)又は保

蔵 (Hoarding)とそれを呼んで区分している。

保蔵の大きさと銀行信用の大きさとの相互作用

が流動資本の大きさにいかなる影響を及ぽすか，

これが『銀行政策と物価水準』の全課題を集約

した内容表現である。したがって保蔵は，ロノT

-トソンの分析にとって，流動資本と並んでも

う一つの重要な概念である。

第三の分類は，投資が自発的な貯蓄を通して

供給されたのか，それとも銀行の信用創造を通

して，つまり「強制貯蓄」によって供給された

のかに関連している。自発的ラッキング.(Sponta-

neous Lacking)が貯蓄と通常考えられているも

のに非常によく対応しているとロパートソンは

述べる一方で，この自発的ラッキングは総貯蓄

(Total Saving or Lacking)に必ずしも等し

くないと主張する。もし信用創造によって，一

部の人々が消費の拡大を可能にすれば，それに

伴う価格上昇が他の人々に消費の削減を強要す

ることになる場合，この切り詰められた消費部

分がラッキングへの追加分となる。ロパートソ

ンはこの価格上昇に伴う消費削減分を自動的ラ

ツキング (AutomaticLacking) と呼ぶ。こう

して総ラッキングは自動的ラッキングに相当す

る量だけ自発的ラッキングを超過することにな

る。実際，ここでの自動的ラッキングはロパー

トソン『貨幣 (Money)~ におげる「強制貯蓄」

の概念に外ならない。

さらに，ケインズからの直接的影響をうけて，

ロパートソンは誘発的ラッキング (lnduced

Lacking)という概念を導入している。自動的ラ

ツキングをある人々に賦課するプロセスが，同

時に，それらの人々の保有する実質貨幣残高を

減少させることになる。結果として，人々はそ

れを以前の水準に戻すために消費を差し控える

かもしれない。この概念はパテインキン (D.
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Patinkin)の実質残高効果へと発展してゆくも

のである九誘発的ラッキングは，一方で，自発

的・意図的な行為であるという点において自動

的ラッキングとは異なるが，他方でそれは，市場

へ拡大的に注入された貨幣の直接的な結果であ

るという点において自発的ラッキングとも異な

る。ロパートソンは，貨幣の流れの変化という

自動的ラッキングを生むのと同じプロセスが誘

発的ラッキングの発生源であるので，誘発的ラ

ツキングを自動的ラッキングの補完的なものと

して考え，かつ便宜的に，両者を合わせて賦課

的ラッキング(ImposedLacking)と呼んでいる。

以上でラッキングの定義を終え，次に銀行シ

ステムの作用について考察する。ロパートソン

によれば，固定資本の拡大に伴う資金需要は，

主として個人及び企業の自発的長期ラッキング

によって賄われるとしている。これに対して流

動資本を賄う資源は，企業による自発的な短期

ラッキングだけでなく，他に 2つの方法がある

としている。一つは，個人の新たな保蔵を適用

ラッキングに変換する方法，二つには，賦課的

ラッキングを個人に強いる方法である。共に銀

行システムを通してのみ達成され，かつ両者を

互に峻別することは実際上困難である。ここで

重要なのは，現代の銀行システムが企業への貸

出を通して，個人の保蔵手段として最も重要な

貨幣の形態，つまり預金を創出できることであ

る九銀行の貸出増加は，企業に対して自らの自

発的ラッキング(計画的貯蓄)に頼ることなく，

流動資本の拡大を可能にさせる。この新しい貨

幣フローの市場への注入は，価格騰貴をひきお

こし，人々に自動的(非自発的)節約を強要す

る。結果として，流動資本の大部分が意図的な

「待忍 (Waiting)Jではなく，強制課税によっ

て達成されることになる九

4) Patinkin (8)を参照。
5 )ここでロパートソンが頭に描いている銀行は，短

期の運転資本を貸付ける商業銀行であろう。

6 )ロパートソンのモデルでは，今期の産出量(所得)

は前期に先決されている。

また，人々が保蔵性向を高めた場合を考えて

みよう。これは銀行預金の総貨幣量を増大させ

るだけでなく，市場へ流入するフローとしての

貨幣の減少をも同時に意味する。銀行が新たな

行動を何もおこさないとするならば，その結果

は価格水準の下落である。価格下落による消費

の増大は，保蔵の増加という自発的ラッキング

をちょうど相殺するので，経済に実質的な変化

を何も生まない。これに対して，人々の保蔵の

高まりに応じて，銀行が適切に追加的貸出をお

こなえば，上記の結果は生じない。この場合，

新しい保蔵が価格下落を通してひきおこす非自

発的自動支出と，新しい貸出が価格上昇を通し

てひきおこす非自発的自動節約とがちょうど相

殺される結果，価格水準は不変に保たれる。こ

のケースでは，銀行は新たな自発的保蔵を適用

ラッキングに転化させるという機能を果したの

である。

ロパートソンの考えを以上の議論から要約す

れば次の通りである。銀行が企業の流動資本に

対して貸出をおこなう割合と，公衆が銀行預金

の保有を所望する割合との不一致が一種の不均

衡状態を生み，価格変動をひきおこす。換言す

れば，ロパートソシの貨幣的均衡条件の探究先

は，価格水準を不変に保ちながら，企業に流動

資本の新しい拡張を可能にさせる銀行貸出の割

合に求められる。

いま，銀行を一つの巨大銀行として一括して

取り扱い，ロパートソンの貨幣的均衡条件を少

しく形式的な議論展開の中で考察してみよう。

企業の流動資本の実質価値を Cとし，生産期間

をDとすれば，流動資本と産出量Rとの関係は

次のように示される。

C=qDR (1) 

ここで， qは定義上，単位生産期間当り流動資本

の産出量に対する比率を示す。他方，公衆の貨

幣(銀行預金)需要は，ケンブリッジ方程式に

よって
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H=kPR (2) 

で示される。ここでkは，もちろん，マーシャ

ルの kである。

加えて，総ての流動資本が銀行貸出によって

賄われ，かつ銀行が流動資本以外への貸出を行

わないと仮定すれは貨幣の需給均衡条件式 M=

H は次のように示される。

M=PC=PqDR=kPR=H 

すなわち，

qD=k (3) 

ロパートソンは，この条件式をもって次のよう

に結論づけている。もし qD=kならば，物価水

準を不変に保ちながら，流動資本の恒常的な拡

大が維持されうる。もし qD>kならば，流動資

本の成長率が連続的に低下していくか，または，

物価水準の連続的な上昇が生じる。もし qD<k

ならば，流動資本の成長率が連続的に上昇して

いくか，または，物価水準の連続的な下落が生

じる。

2 

周知のように，ロパートソンの貸付資金説に

よれば，

I=S+ムMームH (4) 

が成立する。この式を前節で展開した『銀行政

策と物価水準』の議論を踏まえて考察してみよ

う。直ちに判ることは，右辺第一項の S(貯蓄)

が自発的ラッキングに相当していることである。

そして第二項ムM ムHは，銀行行動に依存する

部分であって，市場に対して日々の貨幣の流れ

を変化させ，物価変動をひきおこす結果から生

じるラッキングの大きさに対応している。例え

ば， b.Mだけの貨幣が銀行貸出によって創造さ

れたとしよう。その結果から生じる物価騰貴を

通して，誘発ラツキングと自動ラッキングの賦

課的ラツキングが発生する。これらの相互作用

によって最終的に適用ラッキングへと転化され

たネット分ムM ムHが資本形成へ向かうことに

なる。

当然のことではあるが，貯蓄・投資と銀行行

動とには前式から次のような対応関係が成立す

る。

I-Sミo ~争ムM- b.H 主 O

投資が貯蓄を上回っている状態では，銀行の側

に拡大的な信用創造がみられ，貯蓄超過のケー

スでは，銀行信用の縮小がみられる。ここでわ

れわれは，貯蓄・投資と銀行行動との相互作用

でもって物価騰貴の累積過程を論じたヴ、イクセ

ノレ(K.Wicksel1)の信用モデルを想起する 7)。ヴ

ィクセルの理論は，自然利子率と貨幣利子率と

いう二つの重要な変数の動きでもって，経済の

実物的側面の不安定性と弾力的な貨幣市場の特

性とを表現している。この基本的考えは，投資

の限界効率という概念でもって実物部門の不安

定性を分析し，流動性選好という概念でもって

貨幣部門の伸縮性を説明するケインズ理論の問

題認識と共通している。ただし，ケインズが貨

幣市場の伸縮性を貨幣の需要的側面に求めたの

に対し，ヴィクセルは貨幣の供給的側面に注目

してそれを分析している。

ロパートソン自身は，景気変動の本質的な要

素が投資活動を軸とする実物的側面にあり，貨

幣流通の変化が果す役割は景気変動の増幅ある

いは減衰にあると考えていた点においてケイン

ズに近いといえるが，貨幣市場の伸縮性を貨幣

の供給的側面に求めている点ではヴィクセlレに

近いといえる。議論を形式的に要約すれば，ヴ

イクセルやロパートソンは実物部門での超過投

資 (I-S>0)を背景に，貨幣部門での銀行に

よる超過信用供給(ムM ムH>0)でもって，

インフレ過程を分析することに主眼を置いてい

たのに対して，ケインズは実物部門での超過貯

7) Wicksell (15)を参照。
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蓄 (I-S< 0)を分析の中心にすえて，その背

後に貨幣部門での家計による超過需要(ムMー

ムH<0)を配置する形で，デフレ状態を考察し

ているといえる。

貯蓄・投資によるケインズの所得決定理論が

巨視的である最大のポイントは，総需要が総供

給に依存するというケインズの発想にある。需

要と供給が完全に独立した行動をとると想定す

ることは，単一個別市場の部分均衡分析では妥

当するとしても，単純にそれを全経済に引きの

ばした手法では，所得と支出のフィードパック

連鎖という経済の巨視的プロセスを分析するこ

とはできない。ところが現代のニュー・クラシ

カル・マクロエコノミックスの主要分析用具で

ある AD-AS図では，総需要が総供給に依存す

るというケインズの革新的発想をほとんど抹消

している。他方で，ヴィクセルやロパートソン

は，貨幣の流れをマクロ的に担えた場合に，貨

幣の需要と供給が銀行の信用創造のプロセスを

通じて相互依存の関係にあることを強調してい

る。現代マクロ経済学の立場からは，ケインズ

の流動性選好理論を銀行の信用供給理論の中に

組込んだ新しい貨幣理論でもって，ケインズ体

系を再構築することが望まれる。

さらに付け加えれば，ケインズのモデルとヴ

ィクセルのモデルには双対性がある乙とは，ヒ

ックス(].Hicks)が『資本と成長 (Capitaland 

Growth)~ で既に指摘している通りである 8)。

……ハロツド型モデルの不安定性と……ヴ

ィクセル=リン夕、ール型モデ、lレの不安定'性との

あいだ、には，いちじるしい対応性がある。ヴ

ィクセル流の「累積過程」は伸縮価格モデル

の属性であるが，ハロツド流の〔累積過程〕

は固定価格モデルの属性である。一方の不均

衡は価格の不均衡であるが，他方の不均衡は

数量の不均衡である。これらはまさしく線型

計画の理論が周知のものたらしめた意味での

「双対」に類する関係である。そして立入っ

8Y百示訟は〕第11章参照。

て分析してみればみるほど，この二つの理論

のあいだには，実際に双対性の関係のあるこ

とがますますはっきりしてくる。

伸縮価格モデルでは，予想利潤率が現実の

利子率から外れると累積的なインプレーショ

ン(あるいはデフレーション)が起こる。固

定価格モデルでは，期待成長率が貯蓄によっ

て可能となる成長率から外れると累積的な拡

大(または縮小)が起こる。一方の理論にお

ける利子率が他方の理論における成長率と双

女すになっている。

ロパートソンの貨幣的均衡条件式 qD=kに戻

って考察してみよう。この式は，貨幣の流通速

度と流動資本の平均回転率とが等しいことを意

味している。ロパートソンによれば，右辺と左

辺の原因や動機づけがお互に全く独立であるか

ら，両者が一致することは奇跡でしかありえな

いという。この考えは，貯蓄主体と投資主体が

異なるので総需要と総供給が靖離するという所

得決定式の背後にある考えと基本的に同じであ

る。しかし，貯蓄・投資の希離は所得の変動を

生み，結果として貯蓄・投資の均等が成立する

というメカニズ、ムを所得均衡条件式は内蔵して

いる。ロパートソンの貨幣的均衡条件式にもこ

れに相当するメカニズムが存在するのであろう

か。qDとkとの言語離は何かを変化させるのであ

ろうか。前節でみたように，ロパートソンによ

れば， qD>kならば物価上昇が生じる。その結

果は，強制貯蓄の発生であって，貨幣の流通速

度kや流動資本の技術的生産期間 qDへの影響

ではない。したがって，貨幣的均衡条件式はた

だそれだけではロパートソン・モデルの全体系

を集約したものとみることは不可能である。

いま，貨幣的均衡条件式(3)を現代流に書き直

せば次のようになる。

v=k (5) 

ここでvは，資本・産出比率 (C/R)である%

もちろん，ここでは銀行貸出によって総ての資
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本資産が賄われ，かっ，貨幣は総て銀行預金か

ら成ると仮定されている。この式は，ある所得

を産み出すのに必要な資本量とその所得が流通

するのに必要な貨幣量とが，その所得との比率

において，等しくなければならないことを意味

している。

さらに，銀行貸出によって賄われる流動資産

の割合を bとし，銀行の総資産(=総債務)の

うち流動資産に貸出される割合を aとして， (5) 

の式を書き直せば，

bPC=akPR 

すなわち，

bv=ak (6) 

となる 10)。

ロパートソンが彼の貨幣的均衡の概念を適用

したと思われる議論を推量してみよう。 1920年

代に資本産出比率が技術的理由によって縮小し

た。銀行はそれ故，貸出先を見つけることが困

難となった。これは，人口成長に見合った一定

の増加率で社会の人々が所望する貨幣(銀行預

金)の供給を維持できないことを意味する。こ

の結果が物価水準の下落であり，デフレーショ

ン状態の発生であった。

この思索は実証によって検証されるべきであ

ろう。しかしイ反にそうしたとしても，あまり多

くのものは望めないであろう。銀行による利子

率やアベイラビリティの変化を通して bの増大

はなかったのであろうか。銀行は長期貸出をふ

やして aの低下を計らなかったのであろうか。

銀行による国債の保有が高まることによって aの

低下はなかったのであろうか。つまり，この議

論には，企業の意思決定に属する vと公衆の意

思決定に属する kの外に，銀行の意思決定に属

する a/bが重要な役割を果すのである。ロパー

トソンの『銀行政策と物価水準』では，利子率

9) C=vRそして PC=PvR=kPRより，v=kが成立

する。

10) この点については Samuelson(12)に負うている。

についての言及が，不況期では利子率の引下げ

という金融政策が景気回復策としての有効性に

欠けるという，金融政策の効果に関する非対称

性という注目すべき指摘をおこなっている箇所

を除けば，極めて限定されたものとなっている。

図 1-a~図 1-d は，それぞれ名目 GNP(Y) に

対する貨幣供給量(M)，在庫ストック (V)，純固

定資産(K)，および在庫プラス純固定資産(V+

K)の比率， M/Y， V /Y， K/Y， (V十K)/Yに

関する時系列データを1970年から1987年にわた

って示している。貨幣供給量としては M2+CD
が選ばれている。名目貨幣供給量を名目 GNPで

害リった比率で示されるマーシャルの kは，長期

にわたって非常に緩やかに上昇してきているこ

とが示されている。

在庫ストックの対GNP比率は長期的な低下

傾向を示している。これはコンピュータの発達

により POSなどの在庫管理技術が進歩している

ことに加え，サービス経済化が進展しているた

めと思われる。固定資産の対GNP比率は， 70年

代前半を別にすれば，長期的にはほぽ安定した

値を示している。これによって，資本係数は時

系列的に比較的安定した数値を示しているとみ

なしてよいだろう。マーシャルの kと資本係数

とを直接的に比較すれば，在庫に関しては，マ

ーシャlレの kの方が大きく，固定資本および在

庫プラス固定資本に関しては，資本係数の方が

大きい。ほぽ類似したグラフが図 2-a~図 2 -d 

に描かれている。これらのグラフは， M/Y， V/ 

Y， K/Y， (V + K) /Yの各比率を横軸に所得(Y)

を表わす図上に示したものである。

固定資本係数が概して安定的であるという事

実は，マクロ的新古典派生産関数の使用に一定

の制限を加えることになるであろう。資本と労

働の 2生産要素から成る一次同次生産関数では，

資本・労働比率が上昇すれば，利子率(利潤率)

が下落し，資本・産出比率が上昇する，という

命題が一般に示される。しかし，現実のデータ

は資本・産出比率がほぽ一定の値で安定してい

ることを示している。このことは，現実の世界
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では技術進歩の存在を無視することができず，

生産関数のシフトを考慮に入れる必要があるこ

とを示唆している。

例えば，一次同次の生産関数と競争市場均衡

を前提とすれば，次の関係式が成立することは

よく知られている。

(gy-gn) = (元旦)(gh-gy)+÷λ

ここで，gy， gm gkは，それぞれ産出量，労働，

そして資本の成長率を示し， α は産出に占める

労働の分配割合であり， λが全要素生産性と呼

ばれているものを示している。資本・所得比率

が長期的に安定しているという事実は，gk=めを

意味する。現実のデータはもちろん一人当り所

得の上昇を示しているので，左辺は正である。

乙うして，経済成長の主要因が全要素生産性に

あることが示される。

また，技術進歩がハロッド中立的であるなら

ば，資本・産出比率が一定の径路上において，

利子率(利潤率)が不変となるような生産関数

のシフトが生じる。したがって，技術進歩がハ

ロッド中立的であるか否かは，資本・産出比率

が時系列的広安定しているという事実によって，

利子率(利潤率)の時系列データの安定性に依

存する。しかし，一般的事実として利子率の循

環的変動はよく知られている。

厳密な定義を別にすれば，資本・労働比率の

上昇を有利にするのは，規模の拡大にあるとみ

るのが正しいのかもしれない。専門化された多

様な機械を使って，労働の生産性を高めること

ができる生産規模の拡大こそが，資本そして所

得の増大をひきおこしているとみるべきであろ

う。とにかく，代替的な資本・労働という 2生

産要素による一次同次生産関数を前提とする資

本分析は，マクロ的データとの整合性を欠いて

いるのである。

3 

序で概観したように，現代の資本・貨幣モデ

ルでは，貨幣が資本の代替資産として解釈され

ている。家計によって資本と貨幣が同時に保有

されるためには，両者の収益率が均等していな

ければならない。これはデフレーションが貨幣
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的均衡の必須条件であることを意味する。

貨幣供給量の増加を認める成長モデルでは，

貨幣増加率の変化がインフレ率(デフレ率)に

影響を与える。そしてこのインフレ率(デフレ

率)が貨幣の収益率を示すのであるから，結果

として貨幣増加率の変化は資源配分に影響を与

える。この意味で貨幣は超中立的(superneutral)

ではありえない。ただしこの結論が成立するの

は，貨幣が資本と代替的であって，貯蔵手段と

して単なる移転(異時点間あるいは世代間)と

いう役割以上に，直接効用を産むこともなく，

また生産要素として機能することもないモデル

においてである。

効用関数の中にも，生産関数の中にも貨幣が

入らないということは，貨幣的均衡が一般にパ

レート最適となりえないことを意味する。正確

に述べれば，物々交換経済での均衡状態がパレ

ート最適の状態でなければ，貨幣的均衡が存在

しうるけれども，物々交換経済での均衡がすで

にパレート最適の状態にあれば，貨幣的均衡は

存在しえない。成長モデルとの関連で述べれば，

経済が動学的に非効率 (dynamically ineffi-

cient)な状態にあれば，貨幣の導入が過剰資本

を減少させることによって，経済の状態を効率

的な方向に改善させるけれども，経済がすでに

動学的効率性を達成しているときには，これは

当てはまらない。

効用関数の中に貨幣の入ったモデルでは11)，生

産と分配の構造が実物経済で決定されており，

かつ恒常状態 (steadystate)の長期均衡を分析

対象としているので，貨幣の超中立性が成立す

るように家計が貨幣を保有している。貨幣増加

率が長期均衡実質消費に影響を与えないという

ことは，貨幣の限界効用がゼ、ロに等しくなる程

十分大きな実質貨幣残高をもって，恒常状態で

の効用が最大化されていることを意味している。

物的財の限界効用で測った貨幣の限界効用は，

最大化条件から，名目利子率に等しくなければ

11)例えば， Sidrauski (13)をみよ。

ならないが，それが恒常状態ではゼ、ロに等しい

のであるから，実質利子率に等しいマイナスの

インフレ率つまりデフレーション率を均衡状態

ではもつことになる。ここでも貨幣の収益率が

資本の収益率に等しいことが示される。

以上のようなモデルは，家計が貨幣を資産と

して保有することを前提としている。貨幣の価

値貯蔵手段としての機能に注目したのは確かに

ケインズであるが，ケインズ自身は貨幣を投資

対象資産として把えることを短期の分析に限定

している。この点は貯蔵手段としての貨幣需要

を投機的動機に求めていることからも明らかで

ある。長期の予想、を前提とする分析枠組では，

債券価格の下落に伴う危険の平均見積りは小さ

くなる。数十年以上先の予想を前提とすること

は，将来の危険を現時点で考慮、に入れないこと

に等ししそこで想定されているのは時間なき

世界に外ならない12)。資産として家計の保有する

貨幣が分析上意味をもってくるのは，不確実性

が存在する世界での短期分析であろう。

また，重層世代間モデル (the Overlapping 

Generation Model)での貨幣は，資源の移転が

パレート改善的であれば，それを社会保障など

の政府プログラムによることなく，家計の自発

的な行為によって達成可能とする機能を果す。

しかしこれが成立するのは，貨幣が収益率の面

において他の資産から支配されていないことを

前提としている。実際には，インプレーション

が存在し，貨幣は収益率の面において他の多く

の資産より劣位にあり，世代間移転はこれら他

の資産によってなされているとみるべきであろ

っ。
長期均衡では貨幣数量説がよく当てはまると

いわれる。支払手段・交換手段としての貨幣の

機能が日々の貨幣保有においては重要であって，

だからこそ長期的に均してみると，所得と貨幣

量との聞に安定した関係が成立するのである。

いま，貨幣は総て銀行預金から成るものとし

12)詳しくは拙著 (14) をみよ。
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ょう。そして家計が保有する貨幣の大部分がケ

インズの取引動機に基づくものと想定しよう。

銀行のバランス・シートには，常に公衆の取引

需要に見合っただけの預金が計上されている。

当然ながら，銀行はこの預金でもって貸出をお

こない，資本資金需要に応じている。これがヴ

ィクセlレ=ロパートソン・モデルの内容を示して

いることは言うまでもない。

この構図の下では，資本と貨幣は代替的では

なく，銀行の資産と負債の関係を示す。したが

ってこのモデルでは，資本と貨幣の並存を両者

の収益率の均等に求めることはできない。銀行

が成り立つには，資本の生む資産収益率が貨幣

の生む債務コストを上回っていなげればならな

い。でなければ，銀行は貸出をおこなわないで、

あろう。そして，貨幣そのものが銀行の信用創

造を通して供給されないことになる。

貨幣と資本とが銀行のバランス・シートで結

びついているこのモデルでは，インプレーショ

ンの状態でも貨幣と資本との並存は可能である。

物価上昇期においてはむしろ貨幣の取引需要は

一般に増加する。そして，銀行が物価上昇を上

乗せする形で貸出利率を決定することができれ

ば，貨幣供給量が一層増大し，経済の拡大ある

いはインフレーションの高進が生じる。まさに

「累積過程」の出現である。

家計による貨幣需要が非常に大きいケースを

考えてみよう。この場合でも，銀行が預金を貸

出に振り向けることができれば，換言すれば，

銀行に十分な利益をもたらすだけの資本収益率

であれば，モデルの作用に何の変化もない。問

題なのは，資本収益率が銀行に十分な貸出利率

を保証しえない場合である。銀行経営にとって

は，調達コストや運営コストを上回るだけの最

低貸出利率が存在する。したがって，貨幣供給

が銀行によっておこなわれる限り，利率はこれ

を低下することはない。ケインズの「流動性の

ワナ」の状態とは正にこのケースを意味する。

家計の資産保有という観点から資本と貨幣を

分析するモデルでは，資本蓄積，貨幣供給量，

そしてインフレーションの 3つの事項について

実際の動きに整合的な説明を与えることが難し

いことは示した。それに代えて，本稿では，銀

行の役割に注目すべきことを指摘した。銀行は

資本資金需要への貸出を通して，公衆が需要す

る貨幣を自ら供給する経済主体である。貸出→

資本→所得→預金というフローの循環構造が銀

行を中心に成立している。供給サイドで所得と

資本との聞に安定的な関係が，そして需要サイ

ドでは所得と貨幣との聞に比較的安定した関係

がみられるというマクロの長期的データの動き

とも，ここでのモデルが示す循環の構図は矛盾

するものではないと思われる。
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