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信用乗数の成立条件と貨幣供給関数の形状

李好根

はじめに

信用創造理論によると、貨幣量はハイパワードマネーの供給量に信用乗数

(または貨幣乗数）を乗じたものに等しい。マクロ経済学や金融論の標準的

なテキストでは、信用乗数式における貨幣量を貨幣供給量として捉え、信用

乗数式を貨幣供給関数として用いる(1)。

しかし、信用乗数式における貨幣量については別の解釈も存在する。１つ

は、信用乗数式における貨幣量を均衡貨幣量として解釈し、信用乗数式を貨

幣市場の均衡条件または資産市場の一般均衡条件として位置づける考え方で

ある(2)。もう１つは、信用乗数式を事後的に成立する単なる`恒等式として見

なし、信用乗数式における貨幣量を貨幣ストックとして解釈する考え方であ

る(3)。

これらの２つの考え方はいずれも信用乗数式を貨幣供給関数として用いる

考え方に対立するものであるが、信用乗数式の持つ意味合いについての理解

が断片的であるか、または的確ではないうえに、標準的貨幣供給関数に代わ

るような新しい貨幣供給関数を提示していない。このため現在、数多くのテ

キストや文献においては依然として標準的貨幣供給関数がもっとも多く使わ

れている。

そこで本稿では、信用乗数式の持つ意味合いの分析を通じて標準的貨幣供

給関数の問題点を明らかにし、かつそれに代わるような新しい貨幣供給関数

の導出を試みる。まず、本稿は信用乗数式の持つ意味合いとして次の２点を

指摘する。

第１に、事後的には、信用乗数式は資産市場における取引の類型を問わず

必ず成立する。すなわち、金利が規制されているなかでシヨートサイド原理
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によって取引が行われるような資産市場と、市場需給に応じて伸縮的に変動

する金利を前提として取引が行われるような資産市場のいずれにおいても、

信用乗数式は事後的に必ず成立する。

第２に、事前的には、信用乗数式は資産市場の一般均衡条件を表す。すな

わち、信用乗数式の貨幣量は任意の利子率に対応する貨幣供給量ではない。

信用乗数式は貨幣市場の不均衡をもたらすような利子率の下では成立せず、

かつ貨幣市場における均衡量と信用乗数式における貨幣量は必ずしも一致し

ない。

また本稿では、通貨当局が銀行を通じてハイパワードマネーを供給する場

合を想定したうえで、標準的貨幣供給関数に代わるような新しい貨幣供給関

数を導出し、それの形状の特徴として次の２点を指摘する。

第１に、貨幣供給関数は銀行の貸出供給関数と同値である。従って、貨幣

供給量は貸出金利、預金金利及び準備率の関数となる。銀行の貸出供給量は

ハイパワードマネーの供給量（つまり通貨当局からの借り入れ）によって直

接には影響を受けない(‘)。これは貨幣供給量がハイパワードマネーの供給量

に直接には依存しないことを意味する。

第２に、従ってハイパワードマネーの供給が直接に貨幣供給曲線に影響を

及ぼすことはない。ハイパワードマネーの供給が貨幣供給曲線を右方にシフ

トさせるのはそれによって預金金利が下落するためである。すなわち、ハイ

パワードマネーの供給は間接的な経路を通じてのみ貨幣供給曲線に影響を及

ぼすことができる。

最後に、本稿の構成について簡単に述べよう。まず第１章では、信用創造

過程と標準的貨幣供給関数の導出過程について分析する。第２章では、有効

需要理論における(所得)乗数と財の総需要・総供給曲線との関係を分析し、

それを基にして信用乗数式を用いて貨幣供給関数を導出する考え方の問題点

を指摘する。第３章と第４章ではそれぞれ異なる資産市場を想定して一般均

衡モデルを構築し、信用乗数式における貨幣量が資産市場の一般均衡点にお
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ける貨幣量であることを究明する。第３章では預金と貸出の取引が「ショー

トサイド原理」によって行われるような資産市場を、第４章では市場の需給

に応じて伸縮的に変動する金利を前提として取引が行われるような資産市場

を想定する。また第４章では、ハイパワードマネーの供給量を所与とすると、

信用乗数式を満たす利子率と貨幣量の組み合わせは１つしか存在せず、それ

から貨幣供給関数を導出することはできないことを示す。第５章では新しい

貨幣の需要・供給関数を導出する。また、信用乗数式における貨幣量と貨幣

市場の部分均衡点における貨幣量は必ずしも一致しないことを新しい貨幣の

需要・供給関数を用いて確認する。さらに、貨幣と預金の需要・供給曲線を

使ってハイパワードマネーの供給によって貨幣量が増加する動学的過程を考

察する。

第１章貨幣供給理論としての信用創造理論

第１節信用創造理論の概要

本節では信用創造理論について簡単に考察する。まず、信用創造理論にお

いて前提ときれている銀行と民間の資産選択行動について述べよう(6)。

銀行は通貨当局からの借入や預金によって得た資金を準備金と貸出の２つ

の資産に運用する。その際、銀行の保有する準備金は預金に所要準備率(k）

を乗じたもの、つまり所要準備額にちょうど等しく、残りはすべて貸出に回

す。また、民間は資金を現金と預金の２つの資産に運用し、運用資金に対す

る現金の比率を常にαに維持する。

つぎに、通貨当局によるハイパワードマネーの供給を起点とする信用創造

過程について述べよう。ただし、ここで留意すべきは信用創造過程がハイパ

ワードマネーの供給経路によって若干違ってくるという点である(6)。そこで

以下では、ハイパワードマネーが銀行を通じて供給される場合（以下銀行経

路型と呼ぶ）と、民間を通じて供給される場合（以下民間経路型と呼ぶ）を
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区別して議論する。

まず、ハイパワードマネーが銀行を通じて供給されたときに生じる信用創

造過程について検討しよう。表1は通貨当局がA銀行に対して△Ｈの信用供与

を行ったときの信用創造過程を段階別に整理したものである。

第１段階：Ａ銀行は通貨当局からの借入に対して準備金を保有する必要が

なく、△Ｈすべてをa企業へ貸し出す。ａ企業はその資金を取引の代金として

b企業に支払い、それを受け取ったb企業はα△Ｈだけを現金で手元に残し、

残りの(1-α）△ＨをB銀行に預金する。

第２段階：Ｂ銀行はb企業の預金のうちｋ（1-α）△Ｈを準備金として保有し、

残りの(1-ｋ）（1-α）△Ｈをc企業に貸し出す。ｃ企業は借入によって得た資金

をd企業に支払い、それを受け取ったd企業はそのうちα(1-ｋ）（1-α）△Ｈだ

けを現金で保有し、残りの(1-ｋ）（1-α）２△ＨをC銀行に預ける。

表１銀行経路型における信用創造過程

－２７０－

段階 部門 貸出 準備金 預金 現金

第１段階

銀行

民間

△〃

(１ _ａ)△〃 α△〃

第２段階

銀行

民間

(1-A)(’ －ａ)△ Ｈ ｋ(１－α)ＡＨ

(1-A)(’ －ａ）
Ｚ

△〃 ｡【(1-AＸ1-0 )ＡＨ

第３段階

銀行

民間

('一A)２(ｌ－ａｆ４Ｈ A(l-kX1 －ａ）
２

Ａ〃

０－k)1(1-α)ｺﾞﾑ〃 α(1-ﾊｱ('-０ヅ ＡＨ

合計

ﾛｰｰｰｽﾞ77=万`職
Ａ(１－α）

:;T7rT三F;T４Ｈ
（'一画）

:;T~ITT=冒７４日
α

両r7二;ｱﾑＨ
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以上のような銀行と民間の一連の資産選択行動は、銀行と民間によって保

有きれる準備金と現金の合計がちょうどハイパワードマネーの供給量に等し

くなるまで続く。換言すれば、銀行と民間の保有する準備金と現金がそれぞ

れ、ｋ(１－α）△Ｈ/|α＋ｋ(１－α）|、α△〃|α＋AC(１－α）|だけ増加し、そ

の合計がハイパワードマネーの供給量（＝△Ｈ)と等しくなるとき、信用創造

過程は終了する。

また、通貨当局によって供給されたハイパワードマネーは準備金と現金

通貨として吸収される過程で預金と貸出を創造し、その金額はそれぞれ、

(１－α）ＭＨ/|α＋ｋ(１－α）}、△Ｈ/|α＋ｋ(１－α）|となる。従って、民間が

保有する預金と現金の合計は△〃|α＋ｋ(１－α）|となり、銀行の供給する貸

出量と同値である。

つぎに、ハイパワードマネーが民間を通じて供給されるときの信用創造過

程について検討しよう。表２は通貨当局が買いオペや移転支出などによって

民間aに対して△Ｈのハイパワードマネーを供給するときに生じる信用創造

過程を段階別に整理したものである。

第１段階：民間aは通貨当局から受け取った△Ｈのうち、α△Ｈを現金で保

有し、残りの(1-α）△ＨをＡ銀行に預金する。そして、Ａ銀行は民間aの預金

のうち、AC(1-α)△Ｈを準備金として保有し、残りの(1-ｋ)(1-α）△Ｈを民間ｂ

に貸し出す。

第２段階：民間bは借り入れた資金(1-ｋ)(1-α)△Ｈを取引の代金として民

間cに支払い、それを受け取った民間Ｃはα(1-ｋ)(1-α）△Ｈだけを現金で保有

し､残りの(1-A)(1-α）２△ＨをB銀行に預金する。そして、Ｂ銀行は民間cの預

金のうちｋ(1-A)(1-α)２△Ｈだけを準備金として保有し､残りの(1-ｋ)2(1-α)２

△Ｈを民間dに融資する。
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表２民間経路型における信用創造過程

－－－－

|■■■■■■■■■Ｆ…弓一
■両禰而■■届百一■■■■■
■■■■■■■■■序■届■p価旧､■
旧田、■、旧■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■、、■、開旧、

■■■■■ijT
（l-aXl-A）

α＋k(】‐α）OB
（1-α）

α＋A(１－α)ＡＨ
α

ヨー\~XT『=百７４卿

以上のような銀行と民間の一連の資産選択行動は銀行経路型と同様に銀行

と民間によって保有される準備金と現金の合計がちょうどハイパワードマネー

の供給量に等しくなるまで続く。すなわち、信用創造過程が終了すると、銀

行と民間の保有する準備金と現金はそれぞれｋ(１－α）ＭＥ/|α＋ｋ(１－α）|、

△〃|α＋ｋ(１－α）|だけ増加し、その合計はハイパワードマネーの供給量

と等しい。

また、通貨当局によって供給されたハイパワードマネーは準備金と現金通

貨として吸収されていく過程で預金と貸出を創造する。その際、民間の保有

する預金は銀行経路型の場合と同様に(１－α）△Ｈ/|α＋ｋ(１－α）|であるが、

貸出は(１－k)(１－α）△〃|α＋ｋ(１－α）|となり、銀行経路型と異なる。た

だし、民間の保有する預金と現金の合計は銀行経路型と変わらない。従って

銀行経路型と異なって、民間の保有する預金と現金の合計と銀行の供給する

貸出量は一致しない。

第２節標準的貨幣供給関数の形状と貨幣市場の均衡条件

本節では標準的貨幣供給関数の形状と貨幣市場の均衡条件について整理す

－２７２－

段階 部門 貸出 準備金 預金 現金

第１段階

民間

銀行 (l-AXl-α)ＡＨ A(l－ａＷｌ

(１－α)ＡＨ α△日

第２段階

民間

銀行 (1-ﾊﾌﾞ(ｌ－ａｆ４ｆｌ k('－０('－．ｱﾑ〃

0-,0(ｌ－ａｆ 。(１－A)('－．)△〃

第３段階

民間

銀行 0-ﾙｱ(1-αｱﾑＨ Ⅱ((l-lJ2(1-α)3△Ｈ

('－０２(１－α〕P△Ｈ ｡(l-kf('-.γ“

合計 (１－αX1-A）

万TZT7=~ＨＴ４Ｈ
t(１－α）

而示石T`〃
（1-α）

５７T万三ＺＴ△周
α

届~豆T7可』〃
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る。まず標準的貨幣供給関数の導出過程について考察しよう。標準的貨幣供

給関数の導出は信用創造理論を用いて行われる。周知のように貨幣とは民間

の保有する現金と預金の合計を指す。ところで信用創造理論からすれば、民

間の保有する現金と預金はハイパワードマネーの供給量と密接な関係を持つ。

前節で考察したように、通貨当局によってハイパワードマネーが供給される

と、それは銀行の準備金や民間の現金通貨として吸収され、その過程で預金

と貸出が創造される。そして、最終的に民間の保有する現金と預金の合計は

ハイパワードマネーの供給量の1/に十ｋ(１－α）|倍となる。民間の保有する

現金と預金の合計は貨幣に他ならず、従ってハイパワードマネーの供給量と

貨幣量の関係をストックベースで表すと、

１

Ｍ＝ｍＨｍ＝ （１）
α＋k(１－α）

となる。(1)式におけるｍは通常信用乗数と呼ばれ､民間の保有する貨幣量と

通貨当局の供給するハイパワードマネーの供給量の比率を表す。この(1)式

はハイパワードマネーの供給経路を問わず常に成立する(7)。

ところで多くの文献では、(1)式におけるＭ､つまりハイパワードマネーの

供給によって創出された貨幣を貨幣供給量として捉え、(1)式から次のよう

な貨幣供給関数を導出する。

Ｍ３＝、Ｈ （２）

(2)式においてハイパワードマネーの供給量は通貨当局によってコントロー

ルされる政策変数であり、信用乗数は定数である。従って、ハイパワードマ

ネーの供給量と信用乗数はともに利子率に依存しない。(2)式はハイパワー

ドマネーの供給量を与件とすると、これに信用乗数を乗じた大きさの貨幣供

給が創り出されることを示す。しかし文献によっては、信用乗数の構成要素

であるｋまたはαが利子率によって影響を受けるとし、信用乗数を利子率の

関数として定式化することもある。このように考えると、貨幣供給関数は次

のようになる。

－２７３－
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Ｍ`＝ｍ(7)Ｈ,ｍ'＞０（３）

(3)式はハイパワードマネーの供給量が与えられたときに、民間と銀行の資

産選択行動の結果としてどれだけの貨幣供給が創り出されるかということを

表す(8)。(3)式は信用乗数の大きさが利子率に依存して決まるという点にお

いて(2)式と若干異なるが、貨幣供給量がハイパワードマネーの供給量の乗

数倍になるという点において(2)式と(3)式の間に本質的な違いはない。すな

わち、貨幣供給関数としての(2)式と(3)式の特徴は、通貨当局がハイパワー

ドマネーの供給量をコントロールすることによって貨幣供給量に大きな影響

を及ぼす、という点を強調するところにある。

他方、マクロ経済学や金融論の標準的テキストにおける貨幣需要関数は一

般に貨幣数量説や流動性選好説に基づいて導出する。そして、貨幣需要関数

に関する議論のなかで信用乗数理論が言及されることはほとんどない。すな

わち、信用創造過程における民間の貨幣需要（つまり、現金と預金の需要）

行動と貨幣需要関数を定式化するときの民間の貨幣需要行動は別個のものと

して扱う(，)。貨幣需要関数の形状は学説によって多少違ってくるが、次のよ

うに利子率と所得の関数として表すのが一般的である。

ａＭＤａＭＤ
ＭＤ＝pL(7,Ｙ),－＜０，￣＞０ （４）

ａ「 ａＹ

すなわち、貨幣に対する需要は利子率と所得に依存し、しかも、利子率の上

昇は貨幣需要を縮小し、所得の増加は貨幣需要を拡大する。ここで1つ指摘

したいのは、(4)式が想定している資産市場と信用乗数理論が分析対象とし

ているそれと異なるという点である。

最後に、貨幣市場の均衡についての分析は次のようになる。貨幣市場の均

衡条件は実質貨幣供給が実質貨幣需要に等しくなることであるから、

ｍＨ

＿＝Ｌ(｢,Ｙ）（５）
Ｐ

または

－２７４－
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、(7)Ｈ
＝Ｌ(『,ｙ） （６）

Ｐ

と書ける(１０)｡ただし､物価､所得およびハイパワードマネーの供給量は与件で

あり、(5)式または(6)式によって均衡利子率(および均衡貨幣量)が決定され

る(m・図１は貨幣市場の均衡条件を図示したものである。Ｍ３(Ｈ･）と

Ｍ３し,Ｈ･)はそれぞれＨ=Ｈ･という前提の下で(2)式と(3)式を描いたものであ

る。また、Ｍｎ化Ｙｏ,P｡)はＹ＝Ｙ･とＰ＝ＰＣという前提下で(4)式を描いた

ものである｡均衡利子率と均衡貨幣量は２つの曲線の交点e点(〃,『.)で決定

される。〃は(ａ)の場合がｍＨｏ＝Ｌ(7.,Ｙｏ)、（ｂ)の場合が、(｢.)Ｈｏ＝

L(7.,ｙｏ)となる。しかし、市場利子率が均衡利子率を下回るとき(例えば､市

場利子率が７１であるとき)は､貨幣供給量が貨幣需要量を下回るため超過需

要が生じる。そのときの超過需要量は(a)の場合がL(71,Ｙ･)－ｍＨＯ､(ｂ)の場

合がL(71,Ｙｂ)－ｍ(｢')Ｈｏとなると考えられている。さらに､ハイパワードマ

ネーの供給量がＨ･からＨ,に増加すると、Ｍ３(ＨＯ)とＭ`(JWO)はそれぞれ

、(Ｈｌ－Ｈ｡)、ｍ(7)(Ｈｌ－Ｈｏ)だけ右へシフトし､均衡点はe点からf(〃..,「．.）

点に移動する。

図１標準的貨幣供給曲線と貸出市場の均衡条件

（a）ｒ（b）
７

Ｈ,）
＄

芯シ〃●Ⅱγ〃極アリ

「

７

屯＊

'二

〃 〃

〃なＭｎ．０
Ｍ゛Ｍ“０
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以上が貨幣の需要・供給曲線の形状と貨幣市場の均衡に関する一般的な理

解であるが、これらにはいくつかの点において重大な問題点がある。以下で

は簡単に問題点だけを指摘し、それの詳しい説明は次章以降で行うことにす

る。

第１に、信用乗数は各経済主体の資産選択行動についての仮定によって変

わってくる。(1)式を求めるに当たっては予め現金と預金に対する需要・供

給関数（ひいては貨幣供給関数と貨幣需要関数）が仮定されており、(1)式

はそれらを前提にして求めたものである。従って、信用乗数式を用いて新た

な貨幣供給関数を導出したり、信用乗数式と貨幣需要関数を切り放して別々

に議論するのは誤りである。

第２に、(1)式の信用乗数式におけるＭは民間の保有したいと思う貨幣供

給量ではない。事前的意味において、信用乗数式におけるＭは預金、ハイパ

ワードマネーおよび貸出の３つの市場が同時に均衡するときの貨幣量を表す。

従って、ハイパワードマネーが供給されると、貨幣供給曲線がそれの乗数倍

だけ右方へシフトするという議論はナンセンスである。

第３に、貨幣市場の(部分)均衡点における貨幣量と信用乗数式における貨

幣量とは必ずしも一致しない。従って、信用乗数式を貨幣市場の(部分)均衡

条件と同一視することはできない。

第４に、信用乗数式は貨幣市場の不均衡をもたらすような利子率の下では

成立しない。例えば、市場利子率が｢】であるときは、Ｍ≠ｍＨＭ≠、(r')Ｈ

となる。従ってrIの下では、Ｍ３＝、HやＭ３＝ｍ(r')Ｈという貨幣供給量は得

られない。

第２章信用乗数と所得乗数の類似性

本節では有効需要理論における(所得)乗数と財の総需要・総供給曲線との

関係を分析し、それを基にして信用乗数式を用いて貨幣供給関数を導出する
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考え方の本質的な問題点を指摘する。まず、独立支出の増加による所得創出

過程について分析しよう。ただし、財に対する各経済主体の需要・供給行動

については次のように仮定する。家計は所得をｃ：（1-c)の割合で消費と貯蓄

に振り分ける(１２)。また、企業は総需要に応じて財・サービスを生産し、収入

は生産要素に対する報酬としてすべて家計に分配されると仮定する。

有効需要理論によると、１単位の独立支出の増加は次のようにして国民所

得を乗数倍拡大する。ここでは政府が新たに△Ｇだけ支出する場合を考えよ

う。△Ｇだけの政府の追加支出は総需要を△Ｃだけ増加させる。そうすると、

企業は総需要の増加に応じて△Ｇだけ生産を増やす。これは所得が△Ｇだけ

増加することを意味する。家計は増えた所得のうちc△Ｇだけを消費し、残

りの(1-c)△Ｃを貯蓄する。総需要は更にc△Ｇだけ増加し、総需要の増加に

見合うだけ生産が拡大される。これはc△Ｇだけの所得増をもたらし、この

所得増は再びc2MFの消費とc(1-c)△Ｇの貯蓄を誘発する。

このような一連の所得創出過程は生産に結びつかない貯蓄の増加分が当初

の政府支出の追加分に等しくなるまで続く('３)。そして、政府支出の追加によっ

て新たに創出された生産量または所得は次のようになる。

１

△Ｙ`(△Ｙ)＝△Ｇ＋c△Ｇ＋c2△Ｇ＋…＝－△Ｇ （７）
１－ｃ

ただし、Ｙ`とｙはそれぞれ生産量､所得である。(7)式は１単位の独立支出

の増加が所得を乗数倍拡大し、その際の乗数は限界貯蓄性向(1-c)の逆数で

あることを示す。

さて、ここで（所得）乗数と総需要関数の関係について考察しよう。周知

のように、（所得）乗数は総需要関数の形状によって異なってくる。(7)にお

ける乗数は、消費が所得の関数であり、かつその他の項目が所得に依存しな

いという仮定の下で導出きれたものである。仮に、消費を可処分所得の関数

として定式化したり、または所得に依存するような輸入関数を導入したりす

ると、（所得)乗数は(7)式におけるそれと違ってくる。従って、（所得）乗数
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を求めるに当たっては予め総需要関数を特定化しなければならない。すなわ

ち、（所得）乗数を求める以前に、総需要関数は存在しているのである。

つぎは、（所得）乗数と総供給関数の関係について簡単に述べよう。(7)式

は、政府が支出を拡大することによって生産量または所得を増加させること

ができることを意味する。しかし、われわれは(7)式を用いて総供給関数を

導こうとはしない。これはわれわれが、(7)式におけるＹ`は事前的意味にお

ける総供給量でなく均衡における生産量であることと、(7)式は財の生産に

関する企業の行動様式を表したものではないことを理解しているためである。

総供給関数の形状については学説によって意見が分かれているが、(7)式は、

45度線｜(Ｙ,Ｙ‘)の平面で描くとき｜または水平線Ｉ（Ｙ`,Ｐ)の平面で描くと

き｜の形状を有する総供給関数を想定している。これは「企業は総需要に応

じて生産し」という仮定から類推することができる。このような総供給関数

は(7)式が成立するための前提条件となる。換言すれば、生産量が実質賃金

によって決まるような総供給関数においては(7)式の所得乗数公式は成立し

ない。

このように、(7)式は予め特定の総需要・総供給関数を前提として成立す

るものであり、どのような総需要・総供給関数を想定するかによって（所得）

乗数は変わってくる。これと同じように、(1)式は予め現金と預金に対する

特定の需要・供給関数（ひいては貨幣供給関数と貨幣需要関数）を仮定して

いる。

従って、(1)式を用いて新たな貨幣供給関数を求めるこれまでの手法は本

末が転倒したナンセンスと言わざるを得ない。また、(1)式を取り上げて議

論するときはそれと整合性を持つ貨幣需要関数を用いるべきである。換言す

れば、流動性選好説に基づく貨幣需要関数を用いるときはそれと整合性を持

つように(1)式を修正しなければならい。(1)式と(4)式を同時に取り扱う従

来の議論は理論的整合性に問題がある。
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第３章信用創造理論の定式化

本章では信用創造理論を資産市場の一般均衡モデルとして定式化し、（１）

式の信用乗数式が資産市場の一般均衡条件と一致することを明らかにする。

ただし、すでに指摘したように、信用創造過程はハイパワードマネーの供給

経路によって異なってくるため、以下では銀行経路型と民間経路型に分けて

議論を展開する。

第１節信用創造理論の定式化：銀行経路型

●

１．各経済主体の資産選択行動と予算制約

本項では第１章で取り上げた信用創造理論に登場する各経済主体の資産選

択行動と予算制約を定式化する。まず民間の資産選択行動の定式化から始め

よう。民間の資産選択行動は「民間は資金を現金と預金の２つの資産に運用

し、運用資金に対する現金の比率を常にαに維持する」という記述に要約さ

れている。また、民間の運用できる資金は最初銀行からの借入によって調達

されたものであることを考慮すると、民間の現金需要関数、現金需要関数お

よび予算制約式はそれぞれ次のようになる。

Ｂｉ＝αＬＡ （８）

、‘＝(１－αルム（９）

ＬＡ＝、h＋ＬＬ （10）

ただし、下付きの几は民間を表し、ＨＬおよびＤはそれぞれハイパワードマ

ネー、貸出、預金である。(8)式と(9)式におけるαは定数である。つぎに銀行

の資産選択行動を定式化しよう。信用創造理論においては銀行の資産選択に

際しての制約について、｢銀行は通貨当局からの借入または預金によって得た

資金を準備金と貸出の２つの資産に運用する」と仮定されている。これは銀
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行が資産選択に際して次のような予算制約式に直面していることを意味する。

Ｈ＋、､＝Ｌｂ＝Ｈ６ （11）

ただし、下付きの６，ｃはそれぞれ銀行、通貨当局を示す。また、信用創造理

論においては銀行の資産選択行動について、「銀行の保有する準備金は預金

に所要準備率(ん)を乗じたもの、つまり所要準備額にちょうど等しく、残りは

すべて貸出に回す」と仮定している。これを基にして、銀行の準備金需要関

数と貸出供給関数を定式化すると、

ＨＦＭ６（12）

し＝Ｈ･＋(１－α)，． （13）

となる。

２．資産市場の－股均衡

信用創造理論では預金、貸出およびハイパワードマネーの３種類の金融商

品が通貨当局、銀行および民間の３部門の経済主体によって取引きれている。

第１章の第１節で述べた信用創造過程を考慮し、かつ前項で定式化した各資

産の需給関数を用いると、預金市場と貸出市場の均衡条件は次のようになる。

、`＝(１－α)ＬＡ （14）

Ｈ＋(１－Ac)Ｄ`＝ＬＡ（15）

(14)式は預金市場の均衡条件を表す。（14)式は預金供給が預金需要に応じて

受動的に行われることを意味する。こうした取引は預金金利が均衡金利より

低い水準に規制されているような預金市場において行われる。（15)式は貸出

市場の均衡条件である。（15)式は貸出供給が銀行側の信用割当によって行わ

れることを意味する。それは、貸出金利が均衡金利を下回るなかで貸出需要

が貸出供給によって制約されるような貸出市場において成立する。（14)式と

(15)式は規制金利の下で預金市場と貸出市場が不均衡の状態にあり、取引が

｢ショートサイド原理｣で行われることを意味する。最後にハイパワードマネー

市場の均衡条件を表すと、
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Ｈ・＝αＬ△＋n回り｡ （16）

となる。左辺はハイパワードマネーの供給量であり、信用創造理論において

は通貨当局によって外生的に決められると想定されている。右辺はハイパワー

ドマネーの需要量を表し、銀行と民間によって保有される準備金と現金通貨

からなる。第１章で考察したように、（16)式は信用創造過程が終わるための

条件となる。摸言すれは、（16)式が満たされてはじめて預金市場と貸出市場

における取引が終了するのである。

信用創造理論が想定する資産市場の一般均衡は(14)式、（15)式及び(16)式

の３つの連立方程式が同時に満たされることを意味する。ただし、３つの市

場の均衡条件のうち２つの市場の均衡条件が満たされると、ワルラス法則に

よって残りの市場の均衡条件は自動的に満たされる。このため形式的には、

２つの市場の均衡条件をもって信用創造理論の想定する資産市場の一般均衡

条件を表すことができる。

ここで、貸出市場の均衡条件を分析対象から除外すると、信用創造理論の

想定する資産市場の一般均衡モデルは(14)式と(16)式の２本の連立方程式か

らなる。未知数は、`と凸の２つのみであり、従って-一般均衡モデルは完結

している(ん、α及びＨ･は仮定によって定数である)。また、（14)式を(16)式

に代入し、`を消去すると、資産市場の一般均衡条件は次のような１本の均

衡条件式で表すことができる。

ｌ

Ｌｈ＝
α＋ｋ(１－α）Ｈ・ （17）

(17)式は一般均衡をもたらすような銀行の貸出供給量とハイパワードマネー

の供給量の関係を表す(M)。ただし、（10)式の民間の予算制約式によって民間

の保有する預金量と現金量（つまり貨幣量）は銀行の供給する貸出量と等し

いため、（17)式と(1)式は同値であると見なすことができる。要するに、（１）

式は資産市場の一般均衡条件に他ならないのである(15)。
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第２節信用創造理論の定式化：民間経路型

１．各経済主体の資産選択行動と予算制約

通貨当局が民間を通じてハイパワードマネーを供給する場合、民間の運用

できる資金は通貨当局から受け取った貨幣残高と銀行からの借入額によって

構成される('6)。従って、民間が資産選択に際して直面する予算制約式は次の

ように書くことができる。

Ｈ＋ＬＡ＝Ｈ＋、A （18）

ここで、民間は資金を現金と預金の２つの形で運用し、かつ運用資金に占め

る現金の比率はαであるから、民間の現金需要関数と預金需要関数はそれぞ

れ次のようになる。

Ｈ＝α(Ｈ＋LA）（19）

、＝(１－α)(Ｈ＋ＬＡ）（20）

つぎに、民間経路型における銀行は預金によって調達した資金を準備金と

貸出の２つの資産に運用することになるここで、銀行は預金に準備率を乗じ

たものだけ準備金として保有し、その残りはすべて貸出に回すと仮定しよう。

そうすると、準備金需要関数は銀行経路型における準備金需要関数(12)式と

同じく、貸出供給関数と銀行の直面する予算制約式は次のように変わる。

L＝(１－α),． （21）

Ｄ－Ｌ６＋Ｈｂ （22）

２．資産市場の一般均衡

銀行経路型と同様に、第１章の第２節で述べた信用創造過程を考慮し、かつ

前項で定式化した各資産の需給関数を用いると、信用創造理論が想定する資

産市場の一般均衡体系は次のように表すことができる。

ｕ＝(１－α)(Ｈ＋LA）（23）
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（１－ｋ)、`＝Lハ （24）

ＢＧ＝α(Ｈ＋LA)＋組｡ （25）

(23)式と(24)式はそれぞれ預金市場と貸出市場の均衡条件を表す。（23)式と

(24)式は銀行経路型と同様の預金市場と貸出市場を想定しており、預金供給

と貸出需要はそれぞれ預金需要と貸出供給に応じて受動的に行われる。（25）

式はハイパワードマネー市場の均衡条件である。ハイパワードマネー市場の

均衡は外生的に決まるハイパワードマネーの供給量と等しくなるようにハイ

パワードマネーの需要量が数量調整される形で行われる。

前節で述べたように、３つの市場の均衡条件のうち２つの市場の均衡条件

が満たされると、資産市場の一般均衡が達成されることになる。そこで、貸

出市場の均衡条件を分析対象から除外すると、資産市場の一般均衡体系は２

つの未知数(，｡とＬＡ)を持つ2本の連立方程式｜(23)式と(25)式｜からなる。

ここで(23)式を(25)式に代入しを消去すると、

１
Ｈ〔＋Ｌｂ＝ （26）α＋ｋ(,＿α）Ｈ

が得られる。（26)式はハイパワードマネーが民間を通じて供給されるときの

資産市場の一般均衡条件である。ただしここで注意すべきは、ハイパワード

マネーが民間を通じて供給される場合、（18)式の民間の予算制約式によって

ハイパワードマネーの供給量と民間の貸出需要量の合計は民間の保有する預

金と現金の合計(つまり貨幣量)に等しい、という点である。この点を考慮す

ると、(1)式の信用乗数式と(26)式の資産市場の一般均衡条件は同値である

ことがわかる。

第３章での分析は次のように要約することができる。第１に、ハイパワー

ドマネーの供給量と均衡貨幣量との関係はハイパワードマネーの供給経路に

依存しない。第２に、(1)式の信用乗数式は預金と貸出の取引が「ショート

サイド原理」に基づいて行われるような資産市場の一般均衡条件と一致す

る('7)。
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第４章信用創造理論の拡張

本章では、(1)式の信用乗数式が預金金利と貸出金利が市場の需給に応じ

て伸縮的に決まるような資産市場の一般均衡条件とも一致することを論じる。

また資産市場の一般均衡体系を構築するに際して、民間と銀行は預金金利と

貸出金利を所与として貸出量と預金量を決定すると仮定するが、議論の簡単

化と従来の信用創造理論との対比のため、ｋとαはこれまでと同様に定数と

仮定する。ざらに、ハイパワードマネーはすべて銀行を通じて供給されると

する。

第１節各経済主体の資産選択行動と予算制約

まず各経済主体の利潤最大化行動から各資産の需要・供給関数を導出しよ

う。民間は収益率の異なるいくつかの投資機会を有しており、投資に必要な

資金はすべて銀行からの借入によって調達すると仮定する。その際、どの位

の資金を借り入れるかは貸出金利と収益率に依存する。このように考えると、

借入の需要関数は次のように表すことができる。

ａＬＡ（27）
ａＬＡ

Ｌムーム(Ｍｒ),－＜０，－＞Ｏ
ａｒ ａｙ９Ｋ

ただし、庇は投資の収益率である。また、民間は借入金を現金と預金の２

つの形で保有し、かつ現金の借入金に占める割合がαとなるように行動する

とすると、民間の現金と預金の需要関数は次のようになる。

ａＨｈａＨｈａＨｈ
ＨＬ(α,Ｍｒ)＝αＬ化庇),－＞０，－＜０，￣＞Ｏ （28）

ａａ ａ７ ａＪ９Ｋ

ａＤハａＤム ａＤム

、(α仏施)=(I＿α)Lルハ)－〉０－〈０『百7三〉０（29）ａａ ａ７

ただし、ＬＡ＝、&＋Ｈ１
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つぎに銀行の資産選択行動について述べよう。銀行の資産選択行動の目的

は利潤最大化にあるとする。銀行は通貨当局からの借入と預金供給によって

資金を調達し、その一部を準備金として保有し、残りのすべてを貸出に運用

すると仮定する。また、銀行の保有する準備金は所要準備額に等しいとする

と、銀行の目的関数は次のように表すことができる。

汀＝JL`－Jわ,`－ＭK－ヅ(L`）（30）

ただし、＃、ybおよび”はそれぞれ費用関数､預金金利､公定歩合を指す。ま

た、費用は貸出供給量と正の関係を持つと仮定する。ここで準備金の需要関

数(Ｈｂ＝ん､`)と銀行の直面する予算制約式(Ｈ＋、`＝L`＋Ｈｂ)を考慮すると、

Ｌ６－Ｈ
Ｄ６＝ （31）

１－ｋ

という関係式が成立する。これを(30)式に代入し、利潤最大化の１階条件を

求めると、

，=ﾙｰ化｡)=ｏｒ－ （32）

となる。さらに、この(32)式をＬ６に関して解くと、次のような貸出供給関数

が得られる。

ａＬ６ａＬ６ａＬＤ
（33）Ｌ=L巾,ルル),－〉0,-＜0,派くＯａｒ ａＪｂ

(33)式の銀行の貸出供給関数と関連して注意すべきは、貸出供給量がハイパ

ワードマネーの供給量に依存しない、という点である('0)。ハイパワードマネー

の供給が貸出供給量に及ぼす影響は、貸出金利や預金金利を通ずる間接的な

ものである｡さらに、（33)式を(31)式に代入することによって、銀行の利潤

を最大化するような預金供給関数が導出される。

Ｌルル,ｋ)－HｌＭｂ３Ｄ‘ａＤｂａａ

１－ｋ，－〈0,->0万＝?,－〈０（34）皿(Jb,｢,Ｍ【)＝
ａｌｂａｒ ａｊＺ

ハイパワードマネーの供給は預金供給による資金調達額を減らす効果を持つ。
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また、準備率の上昇は準備預金を増加させる効果と、貸出供給の減少を通じ

て準備需要額を低下させる効果を併せ持つため、準備率の上昇が準備預金需

要に及ぼす効果は確定しない。

第２節資産市場の一般均衡

前節での議論に基づくと、金利が市場の需給に応じて伸縮的に変動するよ

うな資産市場の一般均衡体系は次のように表すことができる。

Ｌルハ,ｋ)－Ｈ２＝(,＿α)ＬＡ(｢ハ） （35）
１－ｋ

Ｌ`(７，Jわ,k)＝LA(「ハ） （36）

皿司ＬＭ+腱ｌＬ灯筈１－HＩ（371
（35)式、（36)式および(37)式はそれぞれ預金市場、貸出市場、ハイパワード

マネー市場の均衡条件を表す。ワルラス法則によって、３本の均衡条件のうち

２本の均衡条件のみが独立となる。そこでハイパワードマネー市場の均衡条

件を除外すると、（35)式と(36)式の２本の均衡条件式から２つの未知数（Ｊｂ

と｢）を決める一般均衡体系が得られる。

図２資産市場の一般均衡

７

，

Ｌ

;ｈ「

ｅ

７
２
７

Ｌ

Ｄ；

ろ０ zＧ

７ｂ７ｂ７ｂ
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図２は資産市場の一般均衡点を図示したものである。ＤＤ曲線とLL曲線はそ

れぞれ預金市場と貸出市場の均衡をもたらす肋と｢の組み合わせを表す。(35）

式と(36)式から容易にわかるように、ＤＤ曲線とＬＬ曲線はともに右上がりの

傾きを有し、かつ原点を通る45度線の上方に位置する(19)。また、ＬＬ曲線の傾

きはＤＤ曲線の傾きより緩やかになる。図２においてはＤＤ曲線とＬＬ曲線が

交差するe点(rB,7.)が資産市場の一般均衡点となる。ｅ点における均衡預金

量と均衡貸出量は次のようになる。

Ｌ`(７．，J９Ｍ)￣Ｈ＝(１－α)L‘(｢･ハ）（38）、.＝
１－ハ

Ｌ・＝L`(7.,筋,片)＝Lゆ゛ハ）（39）

さらに、（38)式と(39)を用いると、次のような均衡貸出量とハイパワードマ

ネーの供給量の間の関係式が得られる。

１
（40）

Ｌ､(「.,ﾌｶﾞﾊ,ハ)＝，α＋AC(１－α）’Ｈ
（4｡)式は,単位のハイパワードマネーの供給が均衡貸出量を乗数倍だけ拡大

することを示す。すなわち、（4｡)式は(1)式の信用乗数式と一致するのであ

る。ただしここで留意すべきは、（40)式が一般均衡点のe点においてのみ成

立し、それ以外のところでは成立しないという点である。すなわち、（40)式

が成立するのは、貸出金利と預金金利がそれぞれ〆.、筋であるときのみ、換

言すれば貸出市場と預金市場がともに均衡しているときのみである。

ここで、ｈ(〆,励)点のように、貸出市場は均衡しているが、預金市場が不

均衡の状態にあるような部分均衡点では（40)式が成立しないことを確認し

ておこう(､｡)。ｈ点では、預金金利が均衡預金金利より高いため、預金市場は

超過需要となり、

Ｌ`(〆,JMC)－Ｈ＜(I＿α)Lh(メハ）（41）
l-Ac

ZノーL`(〆,九,ｋ)＝LA〃ハ）

－２８７－



琉球大学・経済研究（第53号）1997年３月

となる。ここで(42)式を(41)式に代入し整理すると、

１
１/＜

，α＋ｋ(,＿α），Ｌｚ＝〃 (43）

となる。（43)式はh点における均衡貸出量がハイパワードマネーの供給量の

乗数倍より小きいことを示す(21)。すなわち、均衡貸出量と均衡貨幣量が同値

であることを考慮すると、（43)式は貨幣市場の均衡貨幣量と(1)式の信用乗

数式における貨幣量とは必ずしも一致しないのである(錘)。

本章での分析を要約すると次のようになる。すなわち、(1)式の信用乗数

式は資産市場の一般均衡点における貨幣量とハイパワードマネーの供給量と

の関係を示すものである。すなわち、信用乗数式は貸出金利と預金金利がそ

れぞれ７．，筋であるときのみ成立する。従って、ハイパワードマネーの供給

量を所与とすると、(1)式を満たすrとＭの組み合わせは1つのみである。（１）

式が任意の金利に対して成立し、かつ(1)式においてrと１Ｍが1対1に対応して

いるかのように考えたうえで、Ｍと｢の組み合わせを貨幣供給曲線として定

義するのは明らかに誤りである。

第５章貨幣市場の定式化

第３章と第４章では、市場で取引される資産として預金､ハイパワードマネー

および貸出を想定し、それらの均衡価格と均衡量が如何に決定されるかにつ

いて分析した。ところでマクロ経済学では預金市場や現金市場より「貨幣市

場｣という概念を用いて議論するのが一般的である。そこで本章では第４章で

の分析を基にして貨幣市場の定式化を試みる。また、部分均衡における貨幣

量と一般均衡における貨幣量を区別し、それらと信用乗数式における貨幣量

との関係について分析する。ここで部分均衡は貨幣市場のみが均衡している

状態を意味し、一般均衡は分析対象とするすべての市場が均衡している状態
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を指す。

第１節貨幣供給関数と貨幣需要関数の形状

貨幣とは民間の保有している現金と預金の合計を指す。貨幣をこう定義す

ると、貨幣供給量は現金供給量と預金供給量の合計であり、貨幣需要量は現

金需要量と預金需要量の合計となる。現金を供給する経済主体は通貨当局で

あり、預金を供給する経済主体は銀行である。定義によって通貨当局の現金

供給量はハイパワードマネーの供給量から銀行の準備金を差し引いたものと

なる。通貨当局は銀行準備金の予測値を所与として、ハイパワードマネーの

供給量の調整を通じて現金の供給量を決める。ここで、ハイパワードマネー

の供給量(ひいては現金供給量)が外生的に供給される金融調節方式を仮定す

ると、現金供給曲線は図３におけるＨＦ－Ｈ`のようになる。

図３貨幣供給曲線の形状

（b)預金供給曲線

ｒ 「

(c)貨幣供給曲線(a)現金供給曲線

「

lZPLHb
ｑ('ＭＭＬ） Ms(ＭＡ）

， 〃
ＨＯ0 ０
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つぎに、銀行の預金供給量は前章での分析を用いて預金金利、貸出金利、

準備率およびハイパワードマネーの供給量の関数と仮定する。図３における

Ｄ`は(34)式の預金供給関数を描いたものである。このように現金供給関数

と預金供給関数を定式化すると、現金供給量と預金供給量の合計である貨幣

供給関数は次のように表すことができる(麹)。

Ｍ,(γｈ,AC)＝(HL-kD`)＋、`＝Ｈ＋(I-Ac)、‘

＿H+㈹lL化娑Hl-L化川（仏）
ａＭ３ａＭｓａＭｓ

－ﾖﾃｰ〉０，百7言〈0,でＪ１てく０

(44)式を図示したのは図３の(Ｃ)である。ハイパワードマネーが銀行を通じ

て供給されるときの貨幣供給曲線は次のような特徴を持つ。

第１に、貨幣供給関数は銀行の貸出供給関数と同一のものである。従って、

貨幣供給量は貸出金利の増加関数、預金金利と準備率の減少関数となる。

第２に、周知のように、利潤最大化条件から求める銀行の貸出供給量は通

貨当局からの借り入れによって影響を受けない。これは貨幣供給量が通貨当

局からの借り入れ、つまりハイパワードマネーの供給量に直接に依存しない

ことを意味する。従って、通貨当局がハイパワードマネーを供給されると、

それの乗数倍だけ貨幣供給曲線が右方へシフトするといった主張は適切では

ない。

つぎに、貨幣需要関数の形状について分析しよう。貨幣需要量は民間が保

有したいと思う現金量と預金量の合計である。民間は銀行から資金を調達し

て投資を行うとしよう。銀行から借り入れる資金額または投資額は、資金調

達コストとなる貸出金利と投資収益率を所与として利潤が最大化になるよう

に決まる。このように考えると、銀行からの借入額は貸出金利と投資収益率

－２９０－



信用乗数の成立条件と貨幣供給関数の形状（季好根）

の関数として表すことができる。

図４貨幣需要曲線の形状

(a)民間の現金需要曲線 (b)預金需要曲線 (c)貨幣需要曲線

「 「
「

〃､('’'１Ｊｑ(r,Ｍ）

，ＨＯ 〃０ ０

また、銀行から調達された資金は現金と預金の形で保有され、その比率は

現金・預金比率(α)によって変わってくる。しかし、銀行の保有したい現金

と預金の合計はαに依存せず借入額の大きざのみによって決まる。従って、

貨幣需要関数を数式で表すと、

ａＭＤ ａＭＤ
ＭＤ(「ハ)＝Hh+､ハーαLA(｢ハ)＋(１－ｋ)(「ハ),－＜０，－＞０（45）

ａｒ ａｎｒ

となる。すなわち、貨幣需要量は貸出金利と負の関係を、投資収益率と正の

関係を持つ。（45)式はさらに貨幣の取引需要などを考慮して拡張することが

でき、（45)式と(4)式との間に本質的な違いはない。図４では民間の現金需

要曲線、預金需要曲線および貨幣需要曲線が描かれている。貸出需要曲線は

貸出需要曲線と同様であり、民間の現金需要曲線と預金需要曲線を水平に足

し合わせたものにほかならない。
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第２節貨幣市場の部分均衡と資産市場の一般均衡

本節では部分均衡貨幣量と一般均衡貨幣量を区別し、ハイパワードマネー

の供給量の増加がそれらに与える影響について分析する。まず、前節での分

析を基に貨幣市場の均衡条件を表すと、

(46）Ｍ３(ｒｂ,ｋ)＝Ｍ､(｢ハ）

となる。（46)式はハイパワードマネーの供給量と預金供給量の合計である貨

幣供給量がハイパワードマネーの需要量と預金需要量の合計である貨幣需要

量と一致することを示す。従って、（46)式は必ずしもハイパワードマネー市

場と預金市場の同時均衡を意味するものではない。（46)式を(Ｍ『)の平面で

描くと図５のようになる。

図１の貨幣市場の均衡条件と図５の貨幣市場の均衡条件の本質的な違いは

貨幣供給曲線の形状にある。すなわち、図１の標準的貨幣供給曲線はハイパ

ワードマネーの供給量の関数であるのに対し、図５の新しい貨幣供給曲線は

ハイパワードマネーの供給量に依存しない。従って、ハイパワードマネーが

供給されると、図１では貨幣供給曲線が右方にシフトし、均衡貸出金利の低

下と均衡貨幣量の増加が生じる。しかし、図５では貨幣供給曲線がハイパワー

ドマネーの供給量に依存しないため、ハイパワードマネーの供給は均衡貸出

金利と均衡貨幣量の変化をもたらさない。ただし、このような結論は貨幣市

場の部分均衡分析によって導かれたものである。そこではハイパワードマネー

の供給が預金金利の低下を通じて貨幣供給量に及ぼす間接的な効果が考慮さ

れていない。このような間接的効果については次節でもう少し詳しく論じる

ことにする。
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図５部分均衡貨幣量と一般均衡貨幣員

「

）
「

７

'k）

Ｏ Ｍ

Ｍ’Ｍｎ

つぎには図５を用いて部分均衡貨幣量と一般均衡貨幣量の違いについて述

べよう。図５のＭｓ(ＭＭＣ)とＭｓ(ＭＭＣ)はそれぞれ預金金利が応、姑である

ことを前提にして描かれた貨幣供給曲線である。ただし、ＪＢは預金市場を均

衡させるような均衡預金金利であり、姑はそれを上回る預金金利であるとし

よう。預金金利が筋であるとき、貨幣市場はe点(〃.,｢.)において均衡する。

図５におけるe点は図２におけるe点に対応する。預金金利と貸出金利がそれ

ぞれ端、７．であるときはすべての市場が同時に均衡する。従って、Ｍ゛は一

般均衡点における貨幣量であり、その大きさはハイパワードマネーの供給量

に信用乗数を乗じたものに等しい。

他方､預金金利が姑であるときは貨幣市場がh点(Ｍ１，７１)で均衡する。しか

し、姑は均衡預金金利より高いため、預金市場は超過需要の状態にある。図

５におけるh点は図２におけるh点に対応する。ｈ点は単に貨幣市場の部分均

衡点にすぎず、資産市場の一般均衡点ではない。預金金利が姑であるときの

部分均衡貨幣量(Ｍ１)は預金金利が猛であるときの一般均衡貨幣量(〃.)より

小さく、信用乗数式の(1)式を満たしていない。
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第３節ハイバワードマネーの供給の効果：勤学的分析

本節では、ハイパワードマネーの供給が均衡貨幣量に及ぼす効果について

一般均衡分析を行う。図６の(a)と(b)はそれぞれ貨幣市場と預金市場の均衡

条件を図示したものである。いま貨幣市場と預金市場がそれぞれａ点とｅ点

において均衡しているとしよう。ａ点における均衡貨幣量と均衡貸出金利は

(〃.,７．)であり、ｅ点における均衡預金量と均衡預金金利は(〃,錨)である。

a点におけるハイパワードマネーの供給量をⅢとすると、ａ点では〃＝、凪

が成立する。

図６ハイパワードマネーの供給の効果
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ここで、ハイパワードマネーが新たに銀行にＭＩＣだけ供給され、それに

よってハイパワードマネーの供給量が腿から腿に増加する場合を考えてみよ
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う。ハイパワードマネーが△Ｈｂだけ新たに銀行に供給されると、銀行の貨

幣供給量（貸出供給量）はハイパワードマネーの供給量に依存しないから、

銀行はそれだけ預金市場からの資金調達を縮小する。そうすると、銀行の預

金供給曲線はMlb／(1-ｋ)だけ左方へシフトし、それによって均衡預金金利

は筋から姑へ下落する。すなわち、預金市場の均衡点はe点からf点(〃,姑）

へ移動する。このようにして預金金利が下落すると、銀行は利潤最大化を目

的として貸出供給量を拡大しようとする。これは貨幣供給曲線がＭ感(7,yMc）

へシフトすることを意味する。貨幣市場の均衡点はa点(〃.,｢･)からb点(Ｍ１，

７１)へ移動する。こうした貸出金利の下落は預金供給曲線を左方へ、預金需

要曲線を右方へシフトさせる効果を持つため、預金市場の均衡点はf点から９

点(Ｄ1,筋)ヘ移動する。そして、預金金利の姑から錨への下落は再び貨幣供

給曲線に影響し、貸出金利の下落をもたらす。この後、貸出金利の下落→預

金需要・供給曲線のシフト→預金金利の下落→貸出供給曲線のシフト→貸出

金利の下落→…という一連の過程が繰り返きれる。ただし、貸出金利と預金

金利の下げ幅は漸次縮小きれ、最終的に貸出金利と預金金利はそれぞれ７．．，

筋･に収散し、新しい均衡点は。点(〃．.,７．.)とｈ点(〃.,錨.)に移動する。ｄ

点における均衡貨幣量はハイパワードマネーの供給量(腿)に信用乗数(、）

を乗じたもの(ｍＨＤに等しい。

ただしここで留意すべきは、貨幣供給曲線がＭ３(｢,Ｊ９Ｍｐ)かMfs(７，筋.,ｋ）

へシフトしたのは、ハイパワードマネーの供給量の増加でなく預金金利の低

下によるものである、という点である。すなわち、ハイパワードマネーが供

給されるだけでは貨幣供給曲線はシフトせず、ハイパワードマネーの供給が

預金金利に影響を及ぼしはじめて貨幣供給曲線はシフトする。図１と図６の

本質的違いはこの点にある(瓢)。

結び

本稿では、信用乗数式が資産市場の一般均衡条件であることを指摘し、信
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用乗数式に基づく貨幣供給関数の問題点を明らかにした。また、本稿では貨

幣の供給側の資産選択行動に基づいて、従来の貨幣供給曲線に代わるような

新たな貨幣供給関数を求めた。ただし、本稿で提示した貨幣供給関数は通貨

当局が採用している金融調節方式がハイパワードマネーの供給量を操作変数

とするものであるという仮定の下で得られたものである。

現在、通貨当局が利子率を操作変数とするときの貨幣供給曲線の形状につ

いては、通貨当局の目標金利のところで水平になるというのが一般的な考え

方である(顔)。水平の貨幣供給曲線は通貨当局が目標金利の下で生じてくる貨

幣需要量に応じて貨幣を受動的に供給するという考え方に基づいている。し

かし、利子率を操作変数とする金融調節方式を採用するとき、通貨当局が実

際に内生的に供給するのは貨幣供給量そのものでなくハイパワードマネーの

供給量である(鑓)。これは通貨当局が利子率を操作変数とするときの貨幣供給

曲線の形状についても再検討する余地があることを示す。この点についての

分析は今後の課題にしたい。

注

（１）ここで，信用乗数式とは後述の(1)式を指し，これから導いた貨幣供給

関数，すなわち後述の(2)式または(3)式を以下では標準的貨幣供給関数と略

称する。標準的貨幣供給関数を採用しているマクロ経済学や金融論の代表的

なテキストおよび文献として，Teigen(1964)，Dornbusch＆Fischer(1987)，

McCallum（1989)，SamuelsonandNordhaus（1992)，Stiglitz（1998)M-

ankiw（1994）などがある。

（２）信用乗数式を資産市場の一般均衡条件として捉える文献は少なくない。

例えば，BrunnerandMeltzer（1964)，堀内・高橋（1981)，古川（1985)，

鴨池（1985)，藤井（1992)，岩田規久男（1993）などがこれに属する。

（３）このような考え方は山本（1980)，外山（1980)，翁（1993）などにみら

れる。

（４）この命題は，公定歩合が市場金利を下回るなかで，通貨当局からの借
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入が通貨当局の信用割当に応じて受容的に行われることを仮定している。

（５）以下銀行とは通貨当局以外の民間銀行部門のことを，民間とは企業，

家計などの民間非銀行部門のことを指すものとする。

（６）この点は安居（1985）でも指摘されている。ただし安居（1985）では，

ハイパワードマネーの供給経路の違いではなく，本源的預金の増加とハイパ

ワードマネーの増加の違いとして捉えている。

（７）ただし，ハイパワードマネーの供給量と貸出量との関係はハイパワー

ドマネーの供給ルートによって異なる。

（８）一般に(3)式は経済主体の資産選択行動を反映したものとして見なされ

る。確かに(3)式はｋとαを利子率の関数として定式化した点において民間と

銀行の資産選択行動を反映している。ただしここで留意すべきは，ｋは貨幣

の供給側の資産選択行動を表すものであるのに対して，αは貨幣の需要側の

それを表すものである，という点である。すなわち，(3)式は供給側の資産

選択行動のみを定式化したものではない。供給関数とは供給側の最適化行動

を定式化したものであると定義すると，(3)式は貨幣供給関数として問題が

ある。より詳しくは第２章以下で論じる。

（９）理論的整合性からすれば，信用創造過程における民間の貨幣需要（つ

まり，現金と預金の需要）行動と貨幣需要関数を定式化するときの民間の貨

幣需要行動は同一のものでなければならない。この点については第２章で詳

しく論じる。

（10）(5)式は，貨幣供給関数の導出方法のみならず，左辺が想定する資産

市場と右辺が想定する資産市場が異なるという点にいて理論的整合性が欠け

ている。

（11）これに対し，マネタリストは利子率，所得およびハイパワードマネー

の供給量を与件として捉え，(5)式または(6)式によって決まるのは均衡物価

水準であると考える。このような考え方の問題点については李(1996)を参照

されたい。
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（12）ただし，ｃは消費性向である。

（13）これは，信用創造に貢献しない準備金と現金通貨の増加分が当初のハ

イパワードマネーの追加分に等しくなるまで信用創造過程が続くのと同様で

ある。

（14）ＬＬを銀行の貸出供給量と解釈するのは民間の貸出需要量が銀行の貸出

供給量によって制約されているためである。

（15）ただし，凸とＤ`を実現値として捉えると，（17)式は取引がショートサ

イド原理によって行われた後に，つまり事後的に成立する'恒等式として解釈

することもできる。

（16）このとき，民間の保有する貨幣残高は初期資産としての役割を果たす。

（17）二木(1986)は信用創造理論における均衡について次の２点を指摘して

いる。第１に，均衡はある特定の市場での均衡を意味するものであって，市

場全体の均衡をともなうものではかならずしもない。すなわち，ここでの均

衡は部分市場のそれであって一般均衡ではかならずしもない。第２に，均衡

は一方の主体の需給を他方が受動的に受け入れるというものであり，この意

味で均衡は特殊な性格のものにしか過ぎない。信用創造理論における均衡に

ついての解釈において，第２の解釈は本稿でのそれと一致しているが，第１

解釈において二木(1986)と本稿は異なっている。

（18）このような命題はいわゆる学界の「標準的理論」として呼ばれている。

より詳しくは，堀内（1980)，江口（19Ｗ）などを参照されたい。

（19）両曲線が原点を通る45度線の上方に位置するのは，貸出金利が経費分

だけ預金金利より高くなるためである。

（20）ｈ点においては，貨幣市場は均衡しているが，預金市場およびハイパ

ワードマネーの市場が不均衡の状態にある。

（21）逆に，ｉ点のように，貸出市場は均衡しているが，預金市場が超過供給

の状態にあるときは，均衡貸出量はハイパワードマネーの供給量の乗数倍よ

り大きくなる。
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（22）この点については第５章の第２節でもう少し詳しく論じる。

（23）他方，ハイパワードマネーが民間を通じて供給されるときの貨幣需要・

供給曲線は次のようになる。

Ⅲ．(ｒｈ,ハ,Ｈ)＝Ｈ－Ｈｂ＋、`＝LL＋(１－ｋ)、`＝Ｈ＋L灯,JMC）（a）

Ｍ､(「ハ,Ｈ)＝Ｈ＋Ｌ(Ｍ【）（b）

すなわち，民間経路型における貨幣の需要量と供給量は銀行経路型における

それらよりハイパワードマネーの供給量だけ大きくなる。（ａ)式が標準的貨

幣供給関数と異なるのは次の２点である。第１にハイパワードマネーの供

給は貨幣供給曲線を同額だけ右方へシフトさせる。すなわち，ハイパワード

マネーの供給量の偏微分係数は、（信用乗数）でなく１である。第２に，ハ

イパワードマネーの供給は貨幣供給量のみならず貨幣需要量にも同様の効果

を及ぼす。これはハイパワードマネーの供給経路が利子率に影響を及ぼさな

いことを意味する。

（24）ハイパワードマネーの供給量が増加し，それによって預金供給量が低

下するとき，何らかの要因によってそれと同額の預金需要量の減少が生じる

と，預金金利が下落しないため貨幣供給曲線はシフトしない。

ただし，（44)式と(a)式はいずれも，（例えば，後積み方式の準備預金制

度の下で）通貨当局の予想する準備金と実際の銀行の準備金が一致している

ことを前提している。

（25）Moore(1988)は縦軸に利子率，横軸に貨幣量をとった平面で，貨幣供

給関数が垂直になると考える論者をVerticalist，水平になると考える論者を

Horizontalistと呼んでいる。内生的貨幣供給についてはＬｏｍｂｒａａｎｄＫａｕ

ｆｍａｎ（1984)、渡辺（1992)，仲宗根（1993）などを参照。

（26）ハイパワードマネーの内生性とマネーサプライの内生性については北

原（1993）を参照。
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