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ケインズの″金融動機"について

富間清光

Ｉ・序

ケインズは『一般理論』出版後、翌年の1937年には３つの論文を書いてい

る。最初の論文は“TheGeneralTheoryofEmployment”（ＱＪ．Ｅ、２

月）であり、後の２つは"A1ternativeTheoriesoftheRateoflnterest'，

(E､Ｊ、６月），“The‘ExAnte’TheoryoftheRateoflnterest，，（E・

Ｊ１２月）である。これらの論文は『一般理論』の、特に彼の流動性選好理

論を再述あるいは修正した内容である。『一般理論』に対する書評や反論の

論文、そして上述した論文に対する批判とかかわるものである。ケインズと

応答した学者にはタウシッグ、レオンティエフ、ヒックス、オリーン、ロバー

トソン、ヴァイナー、ホートレー、ピグー等が含まれる。

ケインズは、利子率決定に関する彼の流動性選好理論と貸付資金説の差異

を説明、説得するのに昨吟するが、その過程において、上述したエコノミッ

ク・ジャーナル誌上の２つの論文で、取引残高需要に“金融露川幾”を導入し、

彼の流動性選好理論を修正した。

この小論では、次節でケインズの金融動機を検討した後、第３節で金融動

機に関するポール・デヴィッドソンの論文を中心に金融動機のもつ意義につ

いて検討したい。

金融動機を導入した流動性選好理論に関しては、ポスト・ケインズ派の学

者間で論争が行なわれており、これらの詳細な検討については今後の課題と

したい。

Ⅱケインズの金融動機

ケインズは『一般理論』において貨幣需要を「取引動機」、「予備的動機」
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および「投機的動機」の３つの動機に区分している。「一般理論』における

ケインズの貨幣理論の特徴は利子率が貨幣の需要・供給の関係で決定される

と主張するところにある。すなわち、利子率を純粋に貨幣的現象として理解

したことにある。ケインズの「流動性選好理論」と「貸付資金説」ないしは

｢貯蓄・投資による利子決定理論」とは根本的に異なる理論であるから、各

の理論を主張する学者間で論争が起り、ケインズの論文（1937a，ｂ，ｃ）は

相対立する学者を説得するために書かれたものである。これらの論争はケイ

ンズにとって実りのあるものとなった。（ケインズはオリーンを論争相手の

代表として考えた）。ケインズはこの間の事情を大意次のように述べている。

「私は以下で、オリーン教授と私との間の討論に限定する。というのは、

そうしたほうが、実りのある討論になるからである。彼は私が以前には見過

していた重要な因果関係の連鎖に注目を払うようにさせ、このことが私の分

析の重要な改善を可能にした。しかし、残る考え方の差については、彼を説

得する見込みを棄ててはいない（Keynes，1973,PP215～216）」。

ケインズの言う“分析の重要な改善”とは従来の貨幣の取引動機需要に

“計画投資”（一般的には“計画総支出,'）に基づく貨幣の取引需要を加え

て、彼の流動性選好理論を発展させたことを指す。後日、デヴィッドソンは

この新しい貨幣需要を金融動機（financemotive）に基づく貨幣需要と名

付けている（Davidson,1965）。ケインズ自身、金融動機を大意次のよう

に定義している。「私は計画と実施との間の期間で必要となる信用を意味す

るものとして“finance''という用語を用いる（Keynes,1973,Ｐ､216）」。

｢私は混乱の第３番目の原因と考えられるものを検討する。これは次の事実

(私がそれに以前与えた以上の強調に値する）による。すなわち、投資の意

思決定は（オリーン教授の事前の投資）、その投資が実施される前において

さえ貨幣の一時的な需要の増加を伴う。それは投資が実施される結果として

生じる活動残高の貨幣需要とは全く別のものである。この需要は次のように

生じる。計画投資は、その投資が実施される前に、すなわち、対応する貯蓄
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が生じる前に資金準備（financialprovision）の確保を必要とする。………

この資金準備を今期の投資の意思決定により必要となる`finance'と呼ぼう

(Keynes,1973,ＰP､207～208）」。ここでケインズは`finance'1を貨幣需

要と同義に用いている。前述したように金融動機にもとづく貨幣需要は計画

投資だけでなく、計画消費、計画政府支出など、一般的に計画支出に対応す

る貨幣需要である。又従来の取引需要とは別の貨幣取引需要であり、取引需

要はこれら２つから構成されることを意味する。

次に金融動機と貨幣市場との関係を検討しよう。投資の計画と実施との間

の期間（ケインズはinterregnum（空白期間）と呼んだ2）の貨幣需要、す

なわち金融動機貨幣需要は他の貨幣需要の減少によって貨幣市場で調整され

なければならない（銀行による流動性の供給がないものとして）。ケインズ

の言葉を借りると、企業家が取引に着手できるほど十分に流動的と感じるこ

とができるためには、他の誰かが、少なくともしばらくの間、以前と比べて

非流動的になることに合意しなければならないのであって、今期の事前の貯

蓄に依存させることはできない3。そのかわりケインズは金融動機にもとづ

く資金を供給する主体として銀行の役割を重視する。ケインズによればファ

イナンスの回転資金（revolvingfund）を組織・管理するのが銀行であり、

ファイナンスは自己流動化であると主張される。回転資金、自己流動化の概

念を中心として、ケインズは大意次のように述べている。

「投資の計画と実施との間の期間で必要となるファイナンスは主として専

門機関、特に銀行組織が供給する。銀行組織は流動的ファイナンスの回転資

金を組織・管理する。ファイナンスは本質的に回転資金であり、貯蓄を利用

することではない。それは社会全体として考えると、単に記帳上の取引にす

ぎない。」ファイナンスが支出されるという意味で利用（支出）されるや否

や流動性の不足は自動的に改善され、一時的に非流動的になるという懸念は、

再度利用されるためなくなる。その期間をカヴァーするファイナンスは銀行

家がより制約された文脈で用いる用語を使えば、その期の終りでは、社会全
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体にとって自己流動化（self-1iquidating）である`」。さらにケインズは回

転資金について詳述して大意次のように述べている。

「大略、今期の事前の投資が必要とする新しいファイナンスのフローは今期

の事後的投資により解放されるファイナンスにより供給される。投資のフロー

が一定の大きさであるとき、それで今期の事前・事後の投資が等しいときは、

ファイナンスの全体は社会全体の流動性ポジションにいかなる影響を及ぼす

ことなく供給されうる5」。

上述したケインズの主張は第１図のように解釈することができよう。

第１図

第１図のＩＡＩＦは各事前､事後の投資を表わす。又簡単化のために事

前の投資額を全額事前に用意する（金融動機に基づく貨幣需要）ものと仮定

する。

今、（ｔ－１）期の事前的投資がｔ期で実施され、支出されるとその支出

額は社会全体でみると他者の保有するところとなり、社会全体の流動性の供

給に変化は生じないであろう｡他者の保有する貨幣はやがて銀行組織に還流

し、ｔ期の事前的投資（If）の金融動機の貨幣需要のためにｔ期において

貸出される。もし年々、投資が一定であれば、Ｉｆｌ＝IF＝Ｉｉとなり社会

全体の流動性ポジションに変化はなく、ｔ期の事前的投資が増加すれば、

Ｉｆ,＝I『＜Ｉｆとなり、銀行組織から新たな貸出しがなければ社会全体の

流動性ポジションに影響を与え利子率が変化するであろう。ここにケインズ

は銀行組織（あるいは銀行の政策）が金融動機に基づく貨幣需要をファイナ

ンスする役割の重要性を見い出している6．

－１８－



ケインズの“金融動機''について（當間消光）

ケインズは金融動機に基づく貨幣需要を重視し、これを流動性選好理論の

笠石（coping-stone）と呼んで、大意次のように説明している。「公衆（企

業家的投資家とは異なるものとしての）とそして銀行組織の流動性選好が不

変のとき、今期の事前的産出量（事前的投資と書く必要はない。事前に計画

されねばならないいかなる産出物についても言えるからである）が必要とす

るファイナンスが今期の事後的産出量によって解放されるファイナンスを超

過すると利子率を上昇へと、逆のときは下落へと導くであろう。私は以前に

この点を見過すべきではなかった。その理由は、それは利子率の流動性理論

の笠石だからである7」。

前述したように、ケインズは『一般理論』をめぐる論争を通して、彼の取

引需要の不備を金融動機を導入することによって修正し、流動性選好理論を

完成させたといえよう。又上述の議論は「ヒックス・メカニズム」とそして

更に総需要の構成項目として政府支出を考慮するならば「クラウディング・

アウト効果」と密接に、しかも金融動機を導入したことによってより拡充し

たかたちで関連を持っていることが理解できよう。これらの問題の検討は次

節で行なわれる。

Ⅲ、デヴィッドソンの金融動機

Ｐ，デヴィッドソンはケインズの金融動機を再発見し、初めて金融動機を

含む貨幣需要関数を明示的に定式化し、そして従来の１ｓ・ＬＭ分析に根本

的な修正を加えた8．この節ではデヴィッドソンの金融動機の分析を検討し

たい。

デヴィッドソンはケインズの金融動機の実際的な例として、ケインズの19

39年の『タイムス』誌の書簡を検討している。これは、いわゆる財政支出が

利子率の変化を経由して民間支出へ影響を及ぼすクラウディング・アウト効

果を適格に表現したものであった。「｢当面の問題は、懸案の再軍備のため

の追加的な政府支出をいかにして資金調達するか、ということであった。ケ
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インズは次のように論じた。「最近、大蔵省が１，２度行なったように、そ

れら［非消費（軍事）財の生産の増加から生じるであろう貯蓄］を借り入れ

る試みが、そうした貯蓄が存在する以前になされるならば、貨幣市場に逼追

が生じるにちがいない。というのは、政府支出が行なわれる前でさえ、大蔵

省によって取得される流動資産は、銀行および公衆の正常な流動資産を犠牲

にしなければならないからである」。いいかえれば、計画される政府支出の

増加は、その支出が行なわれる前においてさえ、通常、総取引貨幣残高需要

の増加をもたらすであろう,｣」。

金融動機にもとづく貨幣需要は計画された政府支出だけではなく、計画消

費支出、計画投資支出、すなわち計画総支出と関係するから、デヴィッドソ

ンは取引貨幣残高需要を所得（総供給）よりはむしろ財に対する計画総需要

の関数として定式化した'@。さらにデヴィッドソンは予備的貨幣残高も計画

総需要に依存するものと仮定して、活動残高需要関数を計画総需要の関数と

して定式化しているn．デヴィッドソンの活動残高需要関数は(1)式と第２図

で示されるｌ２ｏ

Ｌｉ＝αＣ＋βＩ＋ＢＧ（１）

ここでＣ、Ｉ、Ｇは計画消費、投資、政府支出、α、β、ｅは定数であり、

支払い頻度、支払いと受取りの重複の度合に依存する鯛。

第２図

Ｌｔ貨
幣
需
要 L【

0 Ｙ
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第２図ではデヴィッドソンの活動残高需要関数（Ｌ『）が正の切片を持つ

直線（利子率は所与のもとで）、従来のそれが原点からの直線（Ｌｔ）とし

て描かれている。

次に線形の消費関数と投資関数を仮定し、計画政府支出を所与(政策変数）

とすると、各次のように表わされる。

Ｃ＝５＋ｃ，（Ｙ＋ＴＲ－Ｔ）（２）

＝６＋ｃｌＴＲ＋ｃ，（ｌ－ＤＹ

＝α，＋ｂ１Ｙ (2)′

ここでＣｌは可処分所得からのＭＰＣ、ＴＲは移転支出（所与）、ノは限

界税率である。またα,＝で＋ｃｌＴＲｂ,＝ｃ,（１－t）である。

Ｉ＝α2￣ｂ２ｉ （３）

Ｇ＝Ｇ （４）

(2)'、(3)および(4)を(1)に代入して、整理すると活動残高需要は(1)'となる週。

Ｌｉ＝α(αl＋６１)Ｙ＋β(ａ２－ｂ２Ｄ＋ｅＧ

＝〔αα,＋β(ａ２－ｂ２ｊ）＋ＢＧ〕＋αblY(1)′

従来の活動残高需要関数と金融動機を考慮した活動残高需要関数との重要な

相違点は後者が実物部門の総需要のパラメータに直接的に依存していること

である嘘。デヴィッドソンは次のように述べている。

「｢ひとたび金融動機分析がケインズの活動残高需要の正しい特定化を与

えるようになると、その場合には、活動残高需要はハンセンの特定化が意味

するほど安定的ではなくなる。なぜなら、消費関数および投資関数に含まれ

る行動パラメータα１，α２，ｂｌおよび６２と計画政府支出水準は、ケインズ

の貨幣需要（(1)'式）におけるパラメータでもあるからである。政府支出や

消費および投資支出のパラメータにおけるどのような外生的変化も、財に対

する総需要関数をシフトさせ、しかも同時に貨幣需要関数もシフト（変化）

させるであろう。これはミクロ経済学の格言「需要は欲望に加えて支払い能

力を意味する」に対応するマクロ経済学の格言である'`｣」。
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次に、デヴィッドソンは金融動機を考慮した活動残高需要関数を用いて短

期と長期の貨幣の所得流通速度に関する興味深い指摘を行っている。すなわ

ち、活動残高需要関数が第２図のように正の勾配をもつ線形の場合には明ら

かに貨幣需要の所得弾力性は１より小さい。これが短期である。長期につい

ては総需要関数のパラメータの変化による活動残高需要関数のシフトを考慮

している。「短期のいくつかのＬｉ曲線を横断する観察から計算された所得

弾力性は、明らかに任意の単一の短期Ｌｉ曲線に沿って計測された所得弾力

性に比べて大きな値となるであろうし、しかもそれは容易に１を越える推定

結果をもたらすであろうIｱ」。このようにデヴィッドソンは貨幣需要と所得

(産出物）との間に一意的な関係があるとする考え方を明らかに否定してい

る。

次に金融動機を考慮した活動残高需要関数を用いてＩＳ－ＬＭ分析を再検

討してみよう蝿･周知のようにＩＳ－ＬＭ分析はヒックス（1937）の考案に

なるものであり、一般的にはケインズの『一般理論』の核心を表明するもの

として評価されている。そして実物部門と貨幣部門の相互依存関係を分析す

る道具として現代マクロ経済学において広く用いられている分析用具である。

しかしデヴィッドソンによれば従来のＩＳ－ＬＭ分析は実物部門と貨幣部門

とは真に相互依存関係にはないと非難される。

今、投機的貨幣需要関数を次のように想定しよう。

Ｌ２＝ａ３－ｂ３ｊ（５）

総貨幣需要関数は(1)'と(5)の合計である。

Ｌ＝Ｌ(＋Ｌ２＝αZZl＋βZZ2＋α３－(β６２＋ｂ３)ｉ＋ｅＧ＋ａ６ｌＹ（６）

ＬＭ方程式はＬと外生的に与えられる実質貨幣供給量（Ｍ）との均等式か

ら次式となる。

αα1＋βα2＋α3￣（β６２＋ｂ３)ｉ＋ｅＧ＋αblY＝Ｍ（７）

整理して、

ααl＋βcz2＋α3＋ｅＧ－Ｍ

+β鵲， (8)Ｚ＝＝

β６２＋ｂ３

－２２－
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を得る。ちなみに、金融動機を考慮しない従来の総貨幣需要関数とＬＭ方程

式は各(9)、ｑＯで表わされる1,°

Ｌ＝んＹ＋α３￣ｂ３ｉ （９）

Ｙた
り

＋

Ｍ一
ｈ
．

ａ

00

総貨幣需要関数の比較［(6)と(9)との比較］およびＬＭ方程式の比較［(8)とUOI

との比較］は容易である。(9)とdoでは金融部門のパラメータのみが含まれる

のに対して、金融動機を考慮した総貨幣需要関数とＬＭ方程式は金融部門の

パラメータだけではなく実物部門のパラメータを直接的に含んでいる。すな

わち金融動機を考慮したＩＳ－ＬＭ分析では実物部門と貨幣部門の直接的な

相互依存性が示されるのである。１ｓ方程式は次式で示される。

Ｙ＝α,＋６，Ｙ＋ａ２－ｂ２ｉ＋ＧＵＤ

整理すると次式を得る鋤。

ｉ＝α,＋α2＋Ｇ（1-6,）Ｙ ｑＤ′
６２６２

次に従来のＩＳ－ＬＭ分析と金融動機を考慮したＩＳ－ＬＭ分析の相違を

図形で比較したい。今、期待利潤が外生的に変化（増加）し、投資関数(3)の

α2が上昇したと仮定する。従来の総貨幣需要関数(9)とＬＭ方程式UOIには投

資関数のパラメータは含まれないため、期待利潤の外生的増加によってＩＳ

方程式⑪'のみの右方シフトが起り、ＬＭ方程式のシフトは生じない。第３

図で１ｓはＩＩＳＩからＩ２Ｓ２へシフトするがＬＭは不変のため、均衡点は

ＥＣからＥＩへ移動する。他方、金融動機を考慮した総貨幣需要関数(6)とＬ

Ｍ方程式(8)は投資関数のパラメータα2を含むために、１ｓ、ＬＭ両方程式

がシフトする。第４図で１ｓかＩＩＳＩからＩ２Ｓ２へ、ＬＭがＬＩＭからＬ２

Ｍ１へシフトし、均衡点はＥＯからＥｌへ移動する瓢。デヴィッドソンは「以

上の当然の結論は、このマクロ体系が独立した実物と貨幣の小体系に二分す

ることができない、ということである蜜」と述べ、貨幣の中立性にもとづく

古典派の二分法だけでなく、従来のＩＳ－ＬＭ分析をも批判の対象としてい
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第３図α2の上昇

Ｚ

Ｌ １Ｍ，

Ｅ，

ＥＣ

Ｉ２Ｓ２

0 Ｙ

第４図α2の上昇

Ｚ

2）

C〉

0 Ｙ

ろ。又、デヴィッドソンはケインズが重視した当座貸越制度の役割を第４図

を用いて次のように説明している。期待利潤の増加による現金需要の増加

(金融動機にもとづく現金需要の増加）β△α2が当座貸越の未使用部分で賄

なわれる場合は（貨幣供給もβ△α2だけ増加するため）、第４図のＬＭ方

程式のシフトは生じないため（Ｌ１Ｍｌ＝Ｌ２Ｍ２）当座貸越制度がない場合と

比較すると、産出量は拡大し、利子率上昇の圧力は抑制される露。このよう

にケインズとデヴィッドソンは当座貸越制度、すなわち内生的貨幣供給を重

視している。

前述したようにケインズはファイナンスは本質的に回転資金であると述べ
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ている。ここで財政赤字が民間支出を押し出す、いわゆるクラウディング・

アウト効果を検討しよう。クラウディング・アウト効果をめぐる論争ではた

とえばＬＭ曲線の形状（垂直か水平か右上りかという）、あるいはＬＭ曲線

の継続的な右方シフト（毎期の財政赤字の貨幣化による）等が問題となった

が、後者についてデヴィッドソンは貯蓄からの証券フロー需要という観点か

ら次のように論じている鋼。計画財政支出の増加（財政赤字）によるＬＭ曲

線の左上シフトが生じた場合、クラウディング・アウトを避けるために、貨

幣供給を増加させ、ＬＭ関数を右下へシフトさせ、金融逼迫を相殺したとし

よう。次期以降も同額の財政赤字が継続するものとして、クラウディング･

アウトを避けるために（利子率一定のもとで）、将来の各期にわたって財政

赤字を貨幣化し、ＬＭ曲線のシフトを継続させるかどうかは各期の貯蓄から

の証券フロー需要に依存する。そして貯蓄からの証券（国債）フロー需要は

貯蓄の限界証券購入性向必に依存する。必＝１のとき、すなわち、各期の貯

蓄が全額国債の購入に向けられるときは、財政赤字が始まった最初の期間の

貯蓄の増加は、財政赤字に等しいことから、次期以降の財政赤字は完全に貯

蓄の一部によって（最初の期間の貯蓄の増加分に等しい）ファイナンスされ

ることになる雷。他方、貯蓄からの限界証券購入性向がゼロ（似＝Ｏ）のと

きは貯蓄の増加が財政赤字をファイナンスすることはなく、同額の貨幣供給

の増加がなければクラウディング・アウトが発生するであろう。そして/uが

１と０の間にあるときは、その値によっては貨幣供給の増加によるＬＭ曲線

のシフトは限定されたものになるであろう麹。

Ⅳ、結び

この小論は、現在の主流派マクロ経済学では考慮されなくなった、しかし

ケインズは流動性選好理論の笠石（coping-stone）と呼んだ金融動機の検討

を行なった。

ケインズの金融動機をＩＳ－ＬＭ分析に導入し、従来のＩＳ－ＬＭ分析を
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批判検討したことはＰ，デヴィッドソンの貢績に帰される。デヴィッドソン

の金融動機解釈の視点は取引貨幣需要関数を所得ではなく、計画総支出の関

数（所得の関数の関数）としたことである。この定式化により実物部門と貨

幣部門の直接的な相互依存関係を鮮明にしている。すなわち、実物部門のパ

ラメータの変化（たとえば期待利潤の変化）が１ｓ、ＬＭ両曲線の同時シフ

トを生じることになる。

ケインズは金融動機＝ファイナンスは本来的に回転資金であると述べたが、

この考えは、いわゆるクラウディング・アウト効果の分析に新たな視点を提

供している。貯蓄からの限界証券購入性向ノリとＬＭ曲線のシフトあるいは貨

幣供給の増加分との関係が明らかにされた。

金融動機をめぐる論争や金融動機と貨幣の内生化との関係等残された問題

については今後の課題としたい。

【注】

注１ 金融動機による貨幣需要の規模の問題が残る。現実的に考えて、投資額全額を

確保する必要はないであろう。

Ｋｅｙｎｅｓ，1973,Ｐ，218．

Keynes，1973,Ｐ、218．

Keynes，1973,Ｐ，219．

Keynes，1973,ＰＰ、219～220．

Keynes，1973,Ｐ、219．

Keynes，1973,Ｐ、220．デヴイツドソン，1997,Ｐ、148．

Davidson，1965,1980,1997.又FernandJCardimdeCarvalho，1996．

Davidson，1995,ＰＰ、384～3851997,ＰＰ､148～149．

Davidsonは1965,1980,1997で同じ定式化を採用している。

Davidson，1997,Ｐ、149．

Davidson，1997,Ｐ、１５０．

２
３
４
５
６
７
８
９
、
Ⅱ
、

注
往
往
往
往
往
往
注
注
往
往

－２６－



ケインズの“金融動機''について（當間清光）

注１３Davidson，1997,Ｐ、150．

注１４Davidson，1997,PP150～151.但し，Davidsonのモデルでは移転支出、

租税関数は省略されている。

注１５Davidson，1997,Ｐ、151．

注１６Davidson，1997,Ｐ、151.若干の変更を加えた。ここでハンセンの特定化と

は第２図のＬｔのことである。

注１７Davidson，1997,Ｐ、153．

注１８従来のＩＳ－ＬＭ分析に対してはヒックス自身も不満を表明している。Hicks，

1980～81．

注l9DornbuschandFischer，1994，第４章。

注２０均衡利子率、所得は各次式となる。

αｂ１(α,＋α2＋Ｇ）＋（１－bI）（αα,＋l8Zz2＋α3＋ｅＧ－Ｍ）●●

２

αＭ２＋（１－６，）(βb2＋ｂ３）

Ｙ･＝（βｂ＋ｂ）（α＋α＋Ｇ）_ｂ（αα＋βＺｚ＋α＋ｃＧ－Ｍ）
α６１６２＋０￣bl）(β６２＋６３）

Davidson，1997,ＰＰ１５５～156．

Davidson，1997,Ｐ、156．

Davidson，1997,ＰＰ１５６～157．

Davidson，1997,ＰＰ１６０～161．

Davidson,1997,ＰP、160～16ＬＰ１６８の注31。

△Ｙ＝△Ｃ＋△I＋△G,△Ｓ＝△Ｙ－△Ｃから、

クラウディング・アウトが生じない場合は△I＝０（利子率一定の仮定から)。

よって△Ｓ＝△Go

Davidson，1997,Ｐ，１６１．

１
２
３
４
５

２
２
２
２
２

注
注
注
往
往
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