
貨幣論争についての覚書

興　津　洋　一

は　し　が　き

　」．M．ケインズの「一般理論」〔11〕が発刊されてから半世紀を経よう

としている今日でも，それをめぐっての議論は仲々収束するようには見え

ない。特に，そのミクロ的基礎と，マネタリストの批判によって惹起され

た，貨幣理論について著しい。

　貨幣理論のマクロ・モデルではヒックスーハンセンーモジリア二一メッ

ツラ一型の今では古典的なケインズ派の理論と，トービン等の資産選択理

論による，これもケインズ派の理論とM、フリードマンに代表されるマネ

タリストの論争，更には，R．W．クラワー〔3〕およびA・レィヨンフーヴッ

ド〔13〕更に貨幣理論については，デヴィドソン〔4〕らは（以後便宜上・

新ケインズ派と呼ぶ），ミクロ的基礎にまで論及しながら，反反革命を唱

え，それに，新古典派綜合の立場から，あるいは，ワルラスーパティンキ

ン型の一般均衡理論の立場から，論争の輪は拡がっている。

　この小論では，これらの論争の中から浮かび上った・貨幣経済に関する

基礎的な論点を，そのミクロ的視点と，政策面での有効性を念頭におきつ

つ，その幾つかを取り上げる。ただ，　r一般理論」以後の理論経済学の主

要な展開は，本質的には実物経済に関する分析であって，貨幣はその中に

組み込まれても，せいぜいベールの役割りしか与えられていない。その抽

象化され精密化されたモデルから来る政策的提言が特にインフレ問題につ
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いて無力であると感じられると，そのベールの統制こそが重要であると言

う議論が出てくるのは皮肉である。

　現在，先進諸国の政策当局を最も悩ましている問題の一つは・失業とイ

ンフレーションの共存であり，そのメカニズムの解明と有効な対策の立案

が経済学者の任務であるとすれば，一度抽象化したものを現実面から再検

討し，それによって貨幣経済の理論体系を作り直すべきであろう。これら

は，フィリップス曲線の研究から，労働市場のミクロ分析からも行なわれ

ていたが，「ケインズ全集」の発行ゑ機に，ケインズ自身の貨幣について

の思考過程や主張が明らかになるにつれて，現実経済は物々交換経済でな

くて貨幣経済であること，しかもそれらは質的に異なったものであり・ワ

ルラス的一般均衡の世界ではないという認識が生じてきているように思わ

れる。

　実際，現代の貨幣・金融制度は，質的にも量的にも，古典派の人達が生

きていた時代とは大巾に異なっている。もしもインフレーションが貨幣的

現象であるならば，それらをミクロ的基礎にまでさかのぼって考慮しない

限り，政策の基礎ともなる有効な理論とはなり難いであろう。

　ケインズの1一般理論」以後の貨幣論での最初の論争は，いわゆるパテ

ィンキン〔14〕に始まるそれであろう。その一応の結着は口5〕に詳しい

が，その過程で明らかになった諸論点のうちこの小論に関連するものを挙

げれば，以下の如くなろう。そのモデルはワルラスーヒックス型の一般均

衡体系であって，それがrワルラス法則」，　r貨幣数量説」，を仮定して，

絶対価格水準を有意に決定できるか否かという観点でなされた。

　まず，商品貨幣が入った体系では，無矛盾で絶対価格水準が決定される。

すなわち，効用関数から導出される，商品貨幣を含む需要関数は，諸価格

に対する零次の同次性を保ちながら，模索過程により，一般均衡が成立し，
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同時に絶対価格水準も決定する。

　この場合は勿論，商品貨幣である限り，その生産費と供給量は他の商品

と同様生産関数を介して結びつけられているわけである。伝統的貨幣数量

説は言うまでもなくいわゆるマクロの体系での理論であるが，マクロ体系

のミクロ的基礎が論議されている今日，貨幣数量説の純粋モデルをこのよ

うに解釈することは可能であろう。歴史的には，その生産量および生産費

にかなり大巾な変動のあった金を本位貨幣とした金本位制が貨幣数量説に

よってかなり良く説明できたのは，これら理論の無矛盾性の結果と考えら

れよう。

　問題はパティキンがこの体系に，商品貨幣の代りに，それ自身の効用を

もたない紙幣を導入することによって提起され，二分法や不決定性を論じ

たことから始まった。しかしおよそ貨幣の歴史を知る者にとって，それま

での貴金属貨幣に突然とって代って紙幣が貨幣として流通した事がなかっ

たこと，そしてそれは現実問題として不可能であろうことは明らかであろ

う。占領地での軍票のような一時的例外を除いて，経済の中に紙幣が通貨

として流通したのは，簡単に云うと，まず信用（貨幣）としてであり・本

位貨幣としては，貴金属に裏打ちされた銀行信用としての銀行券が兌換紙

幣として流通し，その裏打ちが貴金属から，その裏打ちのある外国為替に

移り，ニクソンショックによって，その根元の貴金属の裏打ちがはずされ，

形としては紙幣がそれ自身で本位貨幣として流通することになったわけで

ある。信用が歴史なしに築かれない以上，歴史のない紙幣が貨幣たり得な

いことは当然であろう。そして言うまでもないが，このことは・近代社会

の交換手段としての貨幣の機能は，価値尺度財，ないしは価値の蓄蔵手段

としての機能と分離しては存在しなかったことを明らかにしている。

　このような貨幣が歴史的存在であることはデヴッドソン〔4〕によって主

張され，かなり受け入れられてきているように見えるが，それでもなお，

踏み込みの足りない，あるいは見落している主要な問題が残されているよ

　　　　　　　　　　　　　　＿228一



うに思われる。第一は，現在の管理通貨幣制度のもとでの紙幣が本位貨幣

として流通しているのは先に述べたような歴史的変遷の結果であるのに，

金本位制のもとでの貨幣と，兌換銀行券としての紙幣の，兌換性が実態と

しても名目としても全くはずされた場合の貨幣理論が質的な同一性を保ち

得るのか否かという問題である。パティンキンの体系では，単に効用関数

に資産効果が入るという形での形式的な決定性が保たれてはいるが，ワル

ラス的一般均衡体系は「本質的に物々交換経済である」という最近の認識

を考えれば，そのような体系での分析は本来無理であって，1一ヒむを得ない

一種の妥協と考えざるを得ないであろう。しかし，伝統的な貨幣理論であ

る貨幣数量説，あるいはマネタリストの分析でも，この問題は正しく取り

扱われているかどうかは疑わしい。すなわち，貨幣供給の統制が，金本位

制のもとでも現代の紙幣のもとでも同様な有効性をもつと考えるミクロ的

基礎理論があるか否か，視点を変えれば，金本位制下のインフレと現代の

インフレを同質のものと考えるか否かという問題である。昨秋米国議会内

で検討された紙幣と金とのリンクは，大筋でマネタリストの主張に沿った，

貨幣用金のドル表示を経済成長に合せて，紙幣の発行量を制御しようとい

うものであった。この議論は，裏返しにすれば，現在の連邦準備制度理事

会の無能さを認めて，それ以外の手段で通貨供給を統制しようというもの

で，当然の強い反対でつぶれ去ったようである。しかしそれがたとえ実現

していたとしても，それ自身，相当の生産費と使用価値をもつ金と，単な

る紙切である現代の紙幣との質的な差が，供給量だけの統制で同様の効果

を挙げうるというミクロ理論的基盤はなく，インフレの制御に成功するか

どうかは疑わしい。

　ケインズのr貨幣論」やr一般理論」は，名目的な金本位制が残されてい

る時に書かれたものであるがその理論体系は，いわば現代の銀行学派であ

るため，現代の通貨学派といわれるマネタリストの理論程は，この貨幣の

質的な変遷の影響を受けることはないように思われる。しかし，流動性選
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好が貨幣の一般的受領性に基礎をおく限り，多少の限定は避けられないで

あろう。この一般的受領性が一度び国外に出ると，硬貨と紙幣が全く違う

ことは良く知られているが，現代の貨幣は，金本位制度下の貨幣ではなく

て，信用貨幣であり，その裏打ちは国家権力そのものに他ならないからで

ある。見落されている主要な第二の問題は，この信用に関するものである。

　信用ないしは信用流通に関する理論は，例えば古くはワルラスロ9〕の

中にさえそれに関する諸章があるとは言え，貨幣的経済理論の中でも，多

くの場合，無視されるか，簡単に取扱われているものの一つであろう。こ

のことが恐らくは，ラドタリフ委員会のメンバーを当惑させ，あるいはマ

ネタリストとケインズ派の論争を混乱させている重要な論点の一つであろ

う。

　ガーレイニショウのr貨幣と金融」〔8〕は，貨幣理論に関する「一般理

論」以後の最大の貢献の一つと言えようが，そこでの外部貨幣と内部貨幣

および非貨幣的金融仲介機関の成長に関する貴重な分析は，それ以後の拡

充や発展はあまり見られないように思われる。彼等の現代の貨幣あるいは

金融制度が・昔のそれと著るしく違う特徴として・先進国においては・こ

れら非貨幣的金融仲介機関の大巾な拡大にあったという認識は正しく，ま

さしくそれこそが，現代の金融政策を難かしくしている最大の原因の一つ

と言えよう。しかし，現代の信用流通一般は，ガーレイ＝ショウの考えた

内部貨幣よりも更に広い拡がりをもっている。すなわち，市中銀行の負債

とは無関係に，企業や個人の信用によって，財や用役が交換され，その決

済もまた法貨だけではなしに信用によって行なわれる。これを可能にして

いるのは，金融制度の発達，特に手形交換所の整備，当座借越，コール市

場だけではなく，信用調査機関あるいは保険制度の発展にも依存している。

そして貨幣は唯一の交換手段の地位から退き，むしろ決済手段と呼ぶにふ
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さわしくなる。一定期間をとっての分析は，従って，その期末に決済され

るという仮定は非現実的なものとなり，負債は負債として残ったり，新た

な信用によってつながれて経済活動が継続してゆく。勿論これらの負債は

一般に，貨幣の名目額により，あるいはそれを基にした表示額で量られる。

　このように，現代の先進国に見られる発達した貨幣・金融・信用制度の

もとでは，通常の貨幣経済の特徴として，物々交換経済と違って，商品の

取引は貨幣を媒介として行なわれるという仮定は，貨幣制度の未成熟な国

を除いては非現実的なものとなる。商品の取引は貨幣との直接の交換によ

って行なわれることもあるが，一国の総取引の大部分は，貨幣の直接の交

換ではなくて，単に債権・債務の発生を確認するという信用によって行な

われ1そのための証書はあったり，なかったりという形で行なわれること

になる。ここで重要な事は，売り手から見て商品が直接貨幣に転化するの

ではなくて，商品が信用によって交換され，更に信用が貨幣によって決済

されなければならないということである。信用がいわば相手に対する信頼

に基礎をおく限り，信用が決済されるか否かは常に，ケインズーナイトの

意味での不確実性を伴なうということである。売り手が売った数量に価格

を乗じた価値額に等しい貨幣が確実に定められた期日に手に入るという保

証は何もない。ただ，それを期待して信用による販売を行ない，確実を期

すために，保険をかけたり等の手段をとることになる。従って・見込み生

産による商品の販売者にとって，その商品が売れるかということと，それ

によって生じた債権が回収できるかという二段階の不確実につきまとわれ

ることになる。

　このような不確実性下の取引は，経済の好・不況によって大きく変動す

るという特徴をもつ。経済が安定している，あるいは好況の時は，売り手

にとって，相手の企業が破産する危険性は少なく，また相手が消費者のと

きは失業によって不払いになる危険性は少ないということから，安心して

信用売りを拡大できるであろうが，一度び不況になるや・大巾に縮少せざ
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るを得なくなろう。そして，信用総額は，貨幣供給量と直接のリンクがな

いから，貨幣供給量が一定のままでも，商取引は好・不況によって大巾に

変動する。不況時には信用売りにとって代って，現金売りの比重が増大す

る部門があるため，それに対応する貨幣需要は増大することになろう。従

って，信用と貨幣（強圧貨幣）の量には，本質的に一定の比率は存在し得

なく，それを仮定した政策は有効であり得ない。

　このように，商品が直接貨幣と交換されないということは，貨幣に裏打

ちされたという意味での有効需要の概念に修正を余儀なくさせる。その商

品市場で，購買力の裏付けがあろうがなかろうが，引き取られていった分

は需要であり，渡した分は供給である。その上で，その商品の市場価格が

決まり，他の市場と共に貨幣の購買力も決まると考えなければならない。

現金で決済されなかった部分は，債権・債務としてその市場価格によって

記録されるだけである。前に述べたように，経済全体として，貨幣によっ

て直接取引される部分と信用取引の比率が大巾に変化する場合，（通常は

短期的であろうが），このことは，有効需要と取引動機に基づく貨幣需要

の直接のリンクを否定することになる。取引速度の安定性，あるいはそれ

を仮定した政策は，発達した信用制度のもとでは，本来存在し得ないもの

である。信用のアベイラビリティ政策が及ぶ範囲は，信用全体のごく一部

である限り，その有効性は本来期待される程のものでないことは明らかで

あろう。ケインズの流動性選好関数で言えば，活動残高が好況の故に不足

したとすれば，　（そのようなことは，発達した信用制度のもとでは殆んど

ないが，）不活動残高から現金が流入しなくとも，それに基づく信用の増

加によってまかなうことが可能である。しかし経済の不況が見込まれ，市

場が弱気に支配されるや否や，これら膨張した信用の決済が迫まられ，貨

幣に対する需要が急増し，その調達に失敗した者は，破産の憂き目にあう

ことになる。実際，負債が必らず決済されるという保証はないからである。
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以上のような現実の貨幣金融制度に対する認識が，ミクロの理論にどのよ

うに反映されるかを考えてみよう。

クラワーは，二重決定仮説を提示して，それからrワルラス法則は観念的

市場超過需要については相変らず妥当するが，一般的には完全雇用状態以

外のいかなる状態とも無関係である……」〔3〕（Pユ22）と述べてv・る。実

際，通常の純貨幣的ミクロ体系で仮定されるように，すべての取引が貨幣

を媒介として行なわれ，家計が所得の制約条件のもとで支出を決定する限

り，二重決定であろうとなかろうと，破産や倒産は起り得ない。そのよう

な経済が現実には存在しないことを知りながら，その分析は行なわれなか

ったし，現在の標準的な新古典派綜合のモデルでは行ない得ないことは，

抽象の方向が優等生的なものであったということになろう。

　企業の利潤極大化および家計の制約条件付効用の極大化は，comer－

maxmizationでの均衡解存在定理の証明に欠くべからざる仮定であり・

それらは，与えられた条件のもとでは，尤もらしい仮定であることは確か

である。しかし，conrer・maximizationの追求さえやめれば，我々はも

っと自由な分析を進められることも，同様に確かである。訴得の制約条件

には，消費支出，あるいは所得の他に，現金残高あるいは財産の価値まで

入れて拡張することは可能であるが，現実の消費支出の決定には，どれだ

けの意味があるだろうか。これを，消費者の行動方程式の一部とみるとき，

一般均衡理論の体系では，不可侵の絶対的基準と見倣すことに疑いをもつ

者は殆んどいなかったと言って良い。しかし・現実に日常の消費支出を決

定する時に，自分の全資産を一つ一つ数え挙げて決める者はいるだろう

か。すなわち，行動方程式として見れば，所得制約式は，現実の経済では

．それ程重要な意味をもつとは考えられない。前節まで考察した発達した信

用制度のもとでは，むしろ，消費者には・過去の経験による・一定の消費
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支出の型があって，それに現時点での多少の変更を加えて支出を行ない，

現金払いもあれば信用買いもあり，単位期間の終りには，収入が支出を上

廻れば現金残高の増加となり，その逆であれば負債が残るか負の貯蓄によ

って決済し，その決済期日に負債の借換えが成功せず，更に現金の調達が

つかなければ破産すると考えるべきであろう。支出が所得を上廻ることは

現実にはいくらでも可能であり，信用買いは江戸時代からの伝統である。

クラワーはrすでに確立されている家計行動理論は事実ケインズ経済学と

相容れないものであること……，完全雇用状態を除けば，このように定義

された超過需要関数はワルラスの法則を満たさない」〔3〕（P．109）と述べ

ながら，実現した所得については，依然として，ワルラス流の所得制約の

束縛から抜けられないようである。ケインズが一般理論で展開した消費性

向に関する議論は，所得制約条件下での効用極大化仮説をとらないで展開

されていることを考えると，実現した，あるいは予想される所得と，過去

の消費によって現在の消費を決定すると考えた方が自然であろう。勿論私

は，ケインズが現在のような貨幣信用制度を念頭においてr一般理論」を

書いたと主張しているのではない。ブレトン・ウッヅ協定締結時のケイン

ズ案を彼が提案したとは言え，金とのリンクが全く世界的に実なわれた時

の貨幣制度について，どれだけ深く洞察していたかは疑わしいと思ってい

る。その支持者がいくら弁護しても，　r一般理論1で示唆した政策は現在

のスタグフレーションの罪の一部を担っていることは間違いなかろう。

　商品の交換が貨幣でなされるという仮定そのものも，現実の商品では不

可能であるということ，信用なしには用役を含んだ物々交換も成立し得な

いことは指摘しておかねばならないだろう。例えば労働用役について，そ

の供給の一分一秒毎に賃金を支払うことは不可能であり，そのような経済

はかって存在しなかった。従って，労働供給の対価としての賃金は，一定

の期間毎に，前払いまたは後払いで決済され，その間は信用でつながれて

いた。運輸・教育のような，サービスの売買が国民所得の大半を占め，労
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働を加えれば，財よりも用役の取引が先進国では多くの比重を占める今日，

信用なしに経済活動はあり得ない。ワルラスの模索過程のメカニズムは・

本質的にこのような用役の売買には向いていない。レイヨンフーヴッドも

別の観点から「ワルラスの世界からケインズの世界へ移行するためには，

模索メカニズムの想定を廃止するだけで十分である」と言っているが・用

役についての信用売りまたは買いについては，その決済の不確実性を避け

ることはできないから，それに基づく消費計画あるいは生産計画は常に，

計画変更の可能性を秘めている。提供されたサービスが，常にそれに等価

の貨幣をもたらすわけでなく，またそれを前提にした経営計画がたてられ

るわけである。

　これらを念頭において，消費者行動の理論と共に，企業の理論について

もそれに対応した修正を加える必要があろう。企業は計画販売高と費用と

の差としての利潤を獲得するが，どちらも信用取引による部分があり，現

金比率が一定と想定する理由はない。従って，決済に必要とされる現金残

高が生産高に比例もしなければ，帳簿上は黒字であっても，資金繰りがっ

かなければ倒産の憂き目にあう場合すら生じる。このことは，逆に言えば・

利潤が負であっても倒産しない場合もあるということである。勿論経済の

安定期には，普通の企業は，決済のために必要な現金残高について，かな

り正確な見通しをもっことが出来るであろう。しかし受取り手形が不渡り

となって倒産する危険性は，十分な資産をもたない限り，常に存在しよう。

勿論，これら経常取引のための資金と，金融動機に基づく貨幣需要は別の

ものである。

　企業が信用買いまたは長期契約によって生産要素の購入計画をたてる時，

その生産量がごく短期間に大巾に変動することはありそうもない。屈折需

要曲線の理論は，貨幣価値の粘着性と，これら企業の生産計画の大巾な変

更は，要素市場での先行する諸契約の増加が直ちに他の企業に伝わり，そ

の反応を惹起することによって，その有効性が支持されることになろう。
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　なお，断るまでもなくこのような体系では，ワルラス法則はミクロ的に

もマクロ的にも成立しないことは明らかであろう。まして，それから導出

されるセイの法則も成立しない。

四

貨幣供給が貨幣当局によって管理され，それが物価水準の安定に対して責

任の一端を担うものであれば，その政治経済学的側面を考察するのは当然

であろう。最近の欧米の物価上昇が，政権の変更期と重なり，r政治イン

フレ」と呼ばれていることは，良く知られている。フリードマン〔6〕は，

rインフレーションを終息させる方法については，技術上の問題は存在し

なv・。実際の障害は技術的なものではなく政治上の事柄である。」（p．107）

と述べている。彼の主張の多くの部分に賛成するものではないが，累進税

率と，名目額で固定されている既発行の国債の存在が，政府にインフレ利

得を保証し，それが実際に有効な対インフレ策をとらせない有力な原因で

あろうことは理解できよう。フリードマンは，このような誘因を抑えるた

めに，Indexationの導入を提唱してv・るが，そうしたところで，貨幣供

給の増加が抑制されるとは思えない。例えば，それによって指数で調整し

た財政収入が一定で，しかも年金の受領者が年齢構成の高齢化によって増

加したとしよう。年金の名目額は法令等によって固定化され，さらにエス

カレーター条項が明示的に，又は暗黙の合意によって加えられるとき，明

らかに必要財源を上廻ることになろう。この場合に，収入に応じて支出を

削減する国が，あるいは出来る国がどれだけあろうか。まして，独裁国家

ではなくて，選挙によって民主的に選ばれた国会の議決を必要とする時は

なおさらである。これらの過程については，」．M．ブキャナンとR．E．ワ

グナー〔2〕の，ケインズ派の財政・金融政策に対する批判的分析があり，

現実の政治体制下で，財政がインフレ要因である点を指摘した点で，先の

フリードマンの認識と一致している。
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　財政が，あるいはその政治経済学が，インフレ要因であるという点では

両者の一致が見られるが，フリードマンは，トービンとの論争〔了〕で見ら

れるごとく，貨幣供給が経済のどのチャネルを通じて，どのようなメカニ

ズムを通じて増加し，それがどのような過程によって全経済に波及して行

くか，従って，チャネルが違えばどのような違いが生ずるかについて説得

的な説明をしていない。貨幣供給の増加が，ヘリコプターから紙幣を撒い

たり，あるいは神様が各人の現金残高に比例して紙幣を郵便ポストに投げ

入れたりすることによって行なわれるような，ワルラスニパティンキン型

の分析と，フリードマンのそれは同じである。まさにこのことが，貨幣供

給の増加と有効需要の増加との直接的な結びつきを解明する主要な論点の

一つであって，この点についてはケインズ派，’あるいは新ケインズ派のマ

ネタリストに対する正当な批判であろう。

　ブキャナン・ワグナー〔2〕の分析は，それら赤字財政の結果生じる増加

した公債が，受動的な貨幣当局によって，やがて貨幣に置き換えられ，そ

れが貨幣供給の増加を生み，あとはマネタリストの議論によって・インフ

レを生むというのが大筋で，それを防止する手段として・昔のように・均

衡財政を政府に義務づけることを提案している。ケインズニハンセン型の

財政々策が，政治機構と結びついて財政赤字に対する無関心を生み，それ

がインフレ要因を生み出している過程の分析として勝れているが・その解

決法は，猫の首に鈴をつける役目を猫自身にやらせようということで・成

功はあまり期待できないであろう。

　彼等の批判は，主としてケインズ派の赤字公債による公共投資の政策に

向けられているが，現代先進諸国の財政問題は，それ以上に社会福祉関係

予算にある。後者は，通常は移転支払いとして考慮の外におかれてきたが，

勤労者の負担は，先ずはこの両者を合せたもので考えなければ，家計支出

のミクロ的分析は出来ない。これら税および税外負担の許容可能な負担率

については，かつてクラークが25％を唱えたが，多くの国で現実にそれを
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越し，特に世界的な経済成長が達成する中では，それを越しても特に目立

った障害が生じなかったために，忘れ去られてしまった。しかし，オイル

・ショック後の低成長期に入るや，これら負担率が50％を越している国で

は，殆んど例外なくその経済の運営が危機に陥っている。その原因は，公

債の利子を含めて，移転支払いの大部分は7受取人と負担人が違うという

こと，特に年金については，年齢構成の変化によって，世代間の公正は保

たれないことが，過重な負担を不能にする原因である。その結果は，高度

な累進税の負担を嫌って有能な医者や知識人は国外に去り，高い法人税の

ために資本は海外に逃避し，経済の活動は低下する。そして高度の社会保

障は，その国の成長率が比較的高く，それによって得られる財政収入のそ

れ以上の伸びを見越して行なわれ，それが法令等によって長期契約の形で

約束されているため，経済が低成長に転換すると共に，矛盾が一挙に出て

くる。しかも，民主的な議会にとって，公共投資の削減以上にこれら移転

支払いの部分の削減は困難である。このような現実を無視して均衡財政が

制度化されるとは，期待できないし，ケインズ派の財政々策がその全責任

を負うべきかどうか疑わしい。

　これら財政支出の問題は，財政の硬直化として知られているが，家計支

出以上に，財政の場合は，その支出項目と額について，長期の計画や法令

等によって予め決められている部分が非常に大きいということである・各

期の収入によって，各朝毎の最適の支出計画を決めるというような，ワル

ラス的な世界は現実にはあり得ない。このことは，家計支出についてもあ

るわけで，長期的な負債の決済計画や，支出計画等々によって，その期の

支出あるいは貯蓄額が現実には，他に優先して決まる。商品の分割可能性

の公準の非現実性と共に，たとえ資産効果に関する項目を除いたとしても，

同次性の公準が観念的世界だけのことなのは，このためである。

　更に彼等は，発行された公債が貨幣数量の増加を生むことを強調するが，

過去に国債が大量に発行された時の歴史を調べれば分るように（特に戦時
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国債），どの国でも，金利についての国際収支上の制約はあるが，一般に，

国債の発行時には低金利が維持され，かつその消化が容易なように予め貨

幣供給量が増加している。公開市場で国債が計画通りに消化されるために

は，当然必要な措置である。更に，政府予算は，多くの国で，それが支出

される前の年度に，予め予想されたインフレ率に基づいて組まれ・そのイ

ンフレ率は政府と議会によって公に認められる。財政規模の拡大は・この

予想インフレ率の実現をそれだけ容易にし，クリーピング・インフレの継

続を保証する。失業の増大が，財政収入の低下を来たし，一方でその支出

が拘束されている時，先のフリードマンの指摘は真実性を帯びてくる。し

かし彼は，政府支出がインフレを生む過程に気づかなかった。

五

　財政規模の拡大そのもののもたらす危険性について，別の角度から，市

場部門と非市場部門にわけ，生産資源が効率的な部門から非効率的な非市

場部門へ流れることから生ずる経済全体としての非効率化を論じたのが，

R．ベーコンとW．エルティスの〔1〕である。戦後の拡大した財政支出によっ

て，経済全体への大きな外部経済をもたらすような公共投資の機会はだん

だん消滅し，生産力効果のない移転支出額が増大し，財政支出は全体とし

て非効率なものになっているということは推測できよう。パイをふくらま

せることに期待をもてなくなった時，企業と労働組合の零和ゲームが激烈

となり，そこに政治的インフレの発生する余地が生ずるのも確かであろう。

　このような見解は，換言すれば，物価水準あるいは貨幣価値の決定は名

目賃金率であるという見解である。労働市場が完全競争市場でない限り，

これはいわゆる賃金インフレの説明にはなろう。その結果貨幣需要は増加

し，それに応じた貨幣供給の増加は，低い生産性の伸びと共に，不完全雇

用下のインフレーションの継続を保証することになる。ここで貨幣供給の

増加を抑えることによって，インフレはその進行をやめるだろうか。結果
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は，利潤の減少が生産の縮少へと進み，上の状況下では需要よりも供給の

減少が大きいために，経済の規模は縮少してインフレは進行することが可

能になる。マネタリストの議論が正当であるためには，このような事態が

決して生じない理由を明示しなければならない。

　国債の増加は，言うまでもなく国家の負債の増加ではあるが，それが貨

幣に置き換えられる時，同じく国家の負債であるから，流動性の問題を別

とすれば，同じ様なものであるという議論は，最近では少なくなったよう

である。国債は，同じ負債でも，利払いを義務づけられているため，税負

担率に限度がある限り，財政支出の大巾な拡大を抑制する点に効果がある。

もしこれを貨幣に置き換えれば，そのような歯止めが失なわれ，インフレ

ーションと，それに伴なう税負担に悩まされることになろう。

　現在の貨幣制度の下では，前に述べたように，経済活動に伴って発生す

る債権・債務を国の負債によって決済することになるが，そのことは，そ

の裏付けたる国家権力に対する信頼の低下に伴って，信用が低下する。実

際，激しいインフレーションに見舞われている国では，殆んど例外なしに，

国家権力に対する国民の安定的な信頼を得ていない。これが不換紙幣の宿

命である。このことは，完全雇用と否とにかかわりない。そのような国で

は，価値の貯蔵手段として，貨幣の代りに貴金属が用いられるようになり，

貨幣の流通速度は，一般に増加すると考えられる。

　このように，信用貨幣として現代の不換紙幣を把握するとき，政権の交

替はあっても比較的安定した国家で，その貨幣供給の増加が直接その価値

の下落をもたらすと考えられるであろうか。一つの可能な途は・それまで

の経済の実質成長率と貨幣供給の増加率およびインフレ率についての経験

に基づいて，貨幣供給政策の変更が，その将来の価値変化の程度について

の一般的期待を生ぜしめる場合であろう。これは，いわゆる合理的予想仮

説の成立についての一つの根拠を与えることになる。合理的予想仮説は，

種々な形で精密化され，最近の動学的な貨幣マクロモデルに組み込まれて
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いるが，貨幣理論の発展の上で，いわば，一動学的貨幣価値決定の理論とし

て，注目すべき仮説であるる

　フリード々ン〔7〕のr三つの接近法」での議論は，相当粗いもので，攻

撃され易いものであるにも拘らず，その着目点は相変らず鋭いものがある。

ケインズの「一般理論」は，どのように弁護してみても，貨幣に関する議

論であるのは，流動性選好にかかわるその価格の理論であづて，その価値

に関する理論は曖昧である。歴史的には，国際的には完全に金本位から離

脱していない時期に書かれ，スタグフレーシゴンが現実の大問題になると

は予測し得なかった以上，無理ないことであろう。従って，この問題につ

いては，彼のr貨幣論」よりも後退して，　「一般理論」での貨幣供給増減

のチャネルは，専ら公開市場操作の場合だけに良く適合するような展開に

なっている、結局，今日までのケインズ派の見解は，そのミクロ的基礎を

念頭に描きながら要約すれば，貨幣価値の決定は，（1）総需要と総供給によ

るか，12）名目賃金率によって決まるかのいずれかであろう。後者は，古典

的なモジリアニ型のものと，新らしくフィリップス曲線を入れたモデルに

よる議論もそれに入り，いわゆる，コスト・プッシュ・インフレの理論の

拠りどころである。デマンド・プル・インフレの理論である前者は，イン

フレ・ギャップが，合せて1に等しい生産の弾力性と価格弾力性によって

吸収されるという自明の理によるが，貨幣供給の増加は，資産効果，また

は資産選好，および投資の利子弾力性というクッションを通して総需要に

影響するというのが要点である。この体系での静学的モデルでは，結局，

貨幣価値は歴史的に与えられているということになろう。この理論の欠点

は，現実経済がデフレ・ギャップをもつ時の非対称性である1）。生産要素

に遊休があり，有効需要が不足している時に何故インフレーションが進行

するのかを，インフレ・ギャップがある時と統一的な理論で説明しなけれ

ばならない。そgためには，総需要＝総供給の理論の他に，貨幣価値その

ものの決定の理論が必要であろう。現在のところ∫そのための有力な理論
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としては，期待仮説以外には見当らない。

　パティキン型のモデルとケインズ派の総需要＝総供給型の理論とを比較

してみると，前者は，絶対価格水準の決定は，貨幣量それ自身に依存する

が故に，諸価格については同次性の公準が保たれるのに対し，後者では，

本来その保証がない。多くのケインズ経済学のミクロモデルは，この分類

によれば，前者に属するようである。　r一般理論」の第五編を見れば，上

の分類は明らかであろう。最近の，両者の違いは結局，生産量と価格の反

応速度の違いだとする見解を考慮すれば，動学的には・結局は同次性が保

たれているか否かという点が判別基準となろう。一般均衡体系，あるいは

その動学化であるノイマン型の均斉成長モデルの現実経済への適応性は，

本来殆んどないが，その難点の一つは，第一次から第三次産業までの全企

業の生産関数が同一のものではあり得ないこと，エンゲル弾力性が1では

ないという点が特に重要であろう。従って，現実には，相対価格体系は，

短期的にも長期的に変動し，安定性は全くない。このことは，ワルラスニ

ノぐティキン型モデルから，現実経済でも長期的には貨幣数量説が成立する

と論じてみても，それ程意味があるとは思われない。それよりも，前述の

生産関数の型の違い等々から来る，各生産物間の相対価格の長期的な変動

傾向の影響等を除去し，更になお，基本的には貨幣価値の変化率それ自身

が，貨幣数量の増加率によって説明され，その要因を加えることによって

初めて全効果を記述し得るとすれば，貨幣論者の主張が裏付けられること

になろう。

　デヴィドソンの〔4〕は，新ケインズ派の立場から，ケインズの「貨幣の

重要性は本質的にはそれが現在と将来とを結ぶ連鎖であることから生ずる

ものである……」〔12〕（P．356）という立場を継承して，濃い内容をもつ貨

幣経済論を展開した。まだ荒削りで更に掘り下げなければならない点が散

見されるにしても，この分野での画期的な業績と言えよう。しかし，上の

引用から彼が強調する貨幣の粘着性が，何によってもたらされるかが問題
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である。前にも指摘したが，ケインズがr一般理論1を書いた時代は，貴

金属または，それと兌換可能なドルとの，限られた範囲とは言え，何らか

のリンクがあった。またはあると一般に思われていた貨幣制度下にあった

わけで，国内の通貨がすべて紙幣であっても，その価値の相対的安定性，

すなわち粘着性は保証されるわけである。ニクソン・ショック以後の紙幣

が，そのようなリンクから離れて質的な変化をとげているとすれば，その

粘着性は別の要因によって説明されなければならない。これは・現物市場

と先物市場での価格の相対的安定性によっては説明できない。そこでの貨

幣の機能は，価値尺度財としてのそれであるからである。従って，可能な

解釈は，経済全体としては，個々の商品市場のうち，相対的に大きな取引

高をもつ大部分の市場での超過需要が零の近傍で比較的安定的であって・

購買力の変動が少ないということから説明することであろう。これは・需

要量の変動を予測して供給量を変動させても変らないから，現代社会は，

価格体系の大きな変動の少ない製造業の製品や，第三次産業の商品炉大き

な部分を占め，これらの産業では，急激な収穫逓減法則は成立しない，あ

るいは数量調整速度が大きいという供給側の理論と，家計の消費支出が，

長期的な計画に基づく信用の締結と決済計画，および嗜好の短期的安定性

に基づく，需要側の理論とによって支持されなければならない。勿論この

ことは，その趨勢的な変化を否定するものではなく，期待インフレ率を含

んだ形で修正すべきであろう。貨幣が歴史的産物であるのと同様に，現実

経済もまた歴史としての現在なわけである。

　1）　ケインズ〔12〕（p．354）は，この非対称性を，労働者の行動によって説明す

　　るが，それはいわば，賃金による貨幣価値決定の理論でま）る。私は，「一般理

　　論」を全体として，そのミクロ的基盤を考慮して眺めれば，そう解釈するのが

　　正当と考える。

六

マネタリストの主張は， 結局は，長期的には貨幣供給を経済の実質成長
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率とリンクしてコントロールしなければならないというだけで，貨幣論争

を惹き起して，その重要性を認識させたという点を除けば，貨幣への純粋

理論としては，H．ジョンソン〔10〕（P．174）も認める如く，殆んど何の貢

献もしていないように思われる。それにも拘らず，彼等の主張に共感を覚

える人達が多いのは，ケインズ派の理論が，論争を見れば優っているよう

であっても，なおそれから導かれる貨幣（財政）政策で，インフレなき成

長を達成する上で有効な政策を提言し得なかったこと，そして現在までの

ところ近い将来にそれが行なわれるであろうという見込みすらないという

事実から，逆に一見優れているように見える貨幣理論そのものの有効性に

対しての不信の表われと言えよう。

　実際，有効需要の抑制策にしても所得政策にしても，合理性を満たさな

い政治機構を通じてしか実験されなかった点を割引いて考えてみても，成

功は期待できないであろう。何かが欠けていると感ずる人が多いのは確か

であろう。そしてこのことは，一見進んだように見える現在の貨幣理論が，

経済学の他の分野に比較しても，かなり粗雑で，未完成なものであるとい

うべきであろう。

　公共投資が，クラウデング・アウトかインかという議論は，その財政支

出全体に占める割合いからすれば，その効果の影響は，それ程大きいとは

思われない。むしろ，各種年金等の移転支払いの部分も含めて，全体とし

ての規模の拡大がそのフィード・バックも含めて経済の非効率性を生ぜし

め，更に赤字が供給の裏付けのない需要と貨幣供給量の増加を生むという

観点が重要で，それを含めての所得二支出政策でなければ有効でないと考

えると，民主的な選挙によって選ばれる政府や議会が，財政総支出の削減

を含む有効な政策を選択する可能性は少ないであろう・

　更に，現実には，国際貿易抜きの政策はあり得ず，しかも，各国がそろ

って物価・の上昇を抑制するとは全く期待できない以上，貿易を通じてのイ

ンフレの進入を喰い止めずには物価の安定は達成されない。現在のフロー
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ト制のもとでも，投機的な短期資本の移動が大きく，各国の通貨価値の差

が為替レートに正しくは反映され難くなっているように思われる。そして・

その決済手段も，ある国，または数ケ国の信用にとって代られ，国際収支

の国内通貨への影響も作意的になり，この分野の研究もあまり進んでいる

ようには思えない。いずれにしろ，インフレは輸入され，それを吸収する

には，それに対応した生産性の向上，すなわちコストの削減を進めなけれ

ばならない。ごのことは前にも指摘したが，貨幣経済における生産の理論

の追求が必要であることも意味している。

　幸いにして我が国では，輸出財での生産性向上に成功していることもあ

って，他の先進国に比較して，低いインフレ率を達成してはいるが，それ

にも拘らず，このクリーピング・インフレーションを止めるのは，至難の

技であろう。
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