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要

旨

今日、膨大に発行され積み上げられた不換紙幣は、その行き場を失い、たび重なる通
貨金融危機の元凶となっている。その発端は、9年８月のニクソン・ショックにある。
これ以来、金とドルとの兌換は停止され、金は貨幣の地位から退いた。それからほぼ0
年、国際通貨ドルも各国通貨も完全な不換紙幣となった。金の縛りを離れたドルは、現
在、ニクソン・ショック時のほぼ0倍の発行残高となる。また、00年９月のリーマ
ン・ショック後の３か月でドル紙幣は倍増したといわれる。
本稿の課題は、金貨幣の合理性を原理論のレベルで考察することにある。特に、貨幣
数量説およびその貨幣観を批判的に検討することで、金貨幣の意義を考察する。いうま
でもなく、貨幣数量説は、現代の主流派経済学であるマネタリズムの基幹理論であり、
したがって本稿は、マネタリズム批判のための基礎的な考察の意味も持っている。もち
ろん本稿で考察する原理論レベルでの金貨幣論は、金本位制を想定したものであり、不
換紙幣を前提とする今日の理論とは前提が異なる。しかし、歴史的前提は異なるが、貨
幣数量説の問題点は多くの点で共通している。
本稿では、貨幣数量説とその批判の学説を検討し、貨幣数量説そのものの問題を明ら
かにし、同時に金貨幣の合理性を考察した。ロックによる貨幣数量説の形成とヒューム
による貨幣＝道具説の確立と重商主義批判としての貨幣数量説の完成。フィッシャーの
交換方程式とケンブリッジ方程式の関係。ジェームズ・ステュアートによる本格的な貨
幣数量説批判。スミスからリカードウにいたる労働価値論の形成と貨幣数量説からの離
脱。そして、マルクスによる必要流通手段量説と貨幣の貯水池としての貨幣蓄蔵論を検
討しつつ、貨幣数量説の問題点を論じた。
本稿は貨幣数量説批判のための原理論的な考察ではあるが、金貨幣の意義を再認識す
ることで、政府の貨幣発行に関するモラルハザードを防ぐための貨幣システムの構築を
志向したものである。

Keyword
金本位制、貨幣数量説、ヒューム、ステュアート、マルクス
gold standard, the quantity theory of money, David Hume, James Steuart, Karl
Marx

序

察することにある。現在の不換紙幣の下での

言

通貨・金融システムの混乱を金貨幣のシステ

本稿の課題は金貨幣の合理性を原理的に考

ムとの比較において考察するためである。
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第二次世界大戦後の通貨システムの転換点

富として考え、国家が貨幣をより多く保有す

は、9年８月のニクソン・ショックにある。

ることが、国家が富むことだと考える。そし

これ以来、金とドルとの兌換は停止され、金

て、国家はこのための政策を遂行する。いわ

は貨幣の地位から退いた。それからほぼ0年、

ゆる重商主義の経済政策である。その代表的

国際通貨ドルも各国通貨も完全な不換紙幣と

な政策は貿易差額説であり、輸出と輸入の差

なった。金の縛りを離れたドルは、現在、ニ

額の総額、すなわち黒字の総額をより大きく

クソン・ショック時のほぼ0倍の発行残高と

して、差額の決済をとおし金や銀の貨幣を国

なる。また、00年９月のリーマン・ショッ

内に流入させようとするものである。金や銀

ク後の３か月でドル紙幣は倍増したといわれ

の貨幣は、交換の手段というよりは、交換の

る。

最終目的だったのである。貨幣数量説は、こ

第二次大戦後のいわゆるブレトンウッズ体

うした時代背景の中から生まれる。

制は、世界の金の７割を保有したといわれる

貨幣数量説の第一義的な理論内容は、物価

アメリカの金保有によって支えられた体制で

上昇の原因を貨幣量の増加に求めることにあ

あった。各国の通貨は直接には金とのつなが

る。新大陸から大量の金や銀がヨーロッパに

りを持たないが、１オンス＝ドルでの金と

流れ込みむとヨーロッパの物価が上がりはじ

の兌換制度によって、各国の紙幣が世界貨幣

める。世紀から世紀にかけて、物価は

ドルを介することで金とリンクできるシステ

.～３倍になったと言われている。いわゆ

ムであった。金貨が法定通貨として流通する

る価格革命である。

純粋な金本位制ではないが、金がドルとつな

貨幣数量説の初期の提唱者の１人、ロック

がることで、紙幣の発行量とその価値を規制

は、「現在世界には銀が当時（00年前…奥

するシステムであった。その規制を離れたこ

山）の0倍存在するので、…銀は今日では、

とで、貨幣システムそれ自体が大きく変化し

0分の９価値が小さい」
（Locke［9］, p.、

たのである。金貨幣の意義はどこにあったの

頁）という。これが貨幣数量説を代表する

か、本稿では、貨幣数量説との関係で考察し

一文である。

ていきたい。
Ⅰ

貨幣量が増えたことが物価を上昇させた原
因であると唱えるには、その前提となる価値

貨幣数量説の貨幣観

論が問題となる。ロックは、貨幣の価値を需

貨幣数量説は、古くて新しい学説である。

要と供給によってのみ決まる、と考えている。

し か し、 ロ ッ ク（John Locke, -0）

貨幣には固有の価値はないと考えているので

か ら ヒ ュ ー ム（David Hume-） に

ある。したがって、貨幣量の増加は供給の増

至る古典的貨幣数量説の意義は、それまでの

加を意味し、それはそのまま貨幣価値の減少

重商主義の貨幣観を0度転換させたことに

すなわち物価の上昇を意味すると考える。貨

ある。その貨幣観は現代経済学の中にも保持

幣の価値に関するこのような見解を前提にし

されている。

て、貨幣数量説が唱えられたのである。とは

貨幣数量説は重商主義の裏面として展開さ

いえ、他方でロックは、「富は金銀の豊富さ

れる。重商主義の経済学は、金や銀の貨幣を

に依存する」（ibid, p., 頁）という。こ

―  ―
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の考えは、貨幣としての金銀が豊富になれば、

る、と考えるのである。またスミスは、歴史

貨幣価値が減るという考える貨幣数量説とは

上の事例に言及しつつ、銀の量の増大が、銀

そぐわない。しかし、ロックは貨幣量の増大

の価値を下げ物価を押し上げたことはないと

が商工業の発展に有利に作用すると考え重商

断言している。

主義と貨幣数量説を共に採用していた。

ところで、貨幣数量説は、物価上昇の原因

ロックの見解は、ヒュームでは変更される。

を 貨 幣 量 の 増 大 に 求 め た だ け で は な い。

ヒュームの貨幣数量説は、明確に重商主義を

ヒュームの貨幣数量説に関しては、もうひと

否定している。ヒュームは、貨幣を次のよう

つの重要な論点がある。貨幣数量説は、貨幣

に規定している。

量の増減は実体経済に影響を及ぼさないとす

「貨幣は、正確に言えば、産業の実体の一

るいわゆる貨幣の中立性の立場を採るが、

つではなくて、財貨相互の交換を容易にする

ヒュームの貨幣数量説は、この貨幣の中立性

ために人々が承認した道具にすぎない」

の考えと並んで、貨幣の経済効果を明確に認

（Hume［9］, p., 頁）

める考えを持っている。すなわち、貨幣量の

貨幣を交換の道具と見ることが、ヒュームの

増大が国内にまんべんなく行き渡るまでの過

もたらした貨幣思想史上の転換である。貨幣

渡的な中間期間では、いわば貨幣錯覚によっ

は実質的な富ではないのである。貨幣＝道具

て貨幣量の増加が生産を刺激する効果を持つ、

説はアダム・スミス（Adam Smith, -90）

と考えるのである。これがいわゆる「連続的

に受け継がれ、社会の富の概念が貨幣から労

影響説」である。しかし、ヒュームは最終的

働生産物へと転換させることになる。

に貨幣がまんべんなくいきわたれば、結果的

この貨幣＝道具説に立って、ヒュームは

には物価の上昇を見るだけになると考える。

ロック同様、貨幣量と貨幣価値の反比例関係、

ここから貨幣を漸次的に増加させる政策が経

あるいは同じことであるが貨幣量と物価の比

済を刺激する政策として提唱されることにな

例関係を説く。また、重商主義の貿易差額説

る。フリードマンらの現代の貨幣数量説も

に対しては、金貨幣の増加は物価を上昇させ

ヒューム同様この２つの顔を継承している。

輸出に不利に作用して、金の流出を招き、金

貨幣数量説は、しばしば、フィッシャー

貨幣の減少は物価を下落させて輸出に有利に

（Irving Fisher, -9） の 交 換 方 程 式

作用するという国際的な貨幣（金や銀）の循

MV=PT で表現される（Fisher［00］）。こ

環、すなわち自動調節機構を説いて、政策上

こでは、一定の期間が前提とされ、M は貨

の無理を指摘する。

幣量、V は貨幣の流通速度、P は価格、T は

ところでスミスはヒュームの貨幣＝道具説

取引量を表す。左辺は、貨幣の存在量にその

は採用するが、貨幣数量説は採用していない。

使用回数を乗じたものなので、一定期間の購

スミスは、労働価値論を採用していたので、

買された商品の総価格になり、右辺は、取引

中南米の金銀がヨーロッパに流入して、物価

された商品数量にそれぞれの価格を乗じたも

が上昇したのは、貨幣量が増えたという現象

のだから販売された商品の総価格となる。一

の背後に、豊度の高い中南米の鉱山から、生

定期間で販売された総価格と購買された総価

産費の低い金や銀が流入したという要因があ

格はいつでも等しいので、この等式は定義上

―  ―
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たい。

しかし、貨幣数量説では、この等式に特別

ステュアートは、経済の活性化にとって地

の意味を付与する。すなわち、貨幣の使用頻

主の奢侈の果たす役割を重視していた。そし

度は慣習的に一定と仮定し、取引量について

て、彼にとっては、貨幣数量説がいうように

も大きな変化はなく一定と仮定する。そうす

貨幣量の増加が、そのまま有効需要に結びつ

ると、M と P の比例関係だけが残される。

くほど単純なものではないと考えられていた。

ここで貨幣数量説は、M が原因、P が結果

何より増加した貨幣が退蔵されたり、金や銀

と考える。そうすると物価の上昇の原因は貨

の貨幣が金や銀の食器に変えられてしまった

幣量の増大以外にないことになる。

りしたら、貨幣の増加は何の意味もないから

また、ケンブリッジ方程式は、M ＝ kPy

である。また、仮に貨幣の増加が有効需要の

と表記する。y は実質国民所得である。名目

増加に結びついたとしても、供給が速やかに

国民所得の一定量（k）が、貨幣として保有

対応すれば物価は上昇しない。要するに貨幣

される、と考えられている。ケンブリッジ方

数量説が成り立つかどうかは時と場合による

程式とフィッシャーの交換方程式とは異なる。

としか言いようがないのである。

フィッシャーの交換方程式の T は交換され

さらに、次の２点は貨幣数量説に対するス

る財のすべてであるのに対し、ケンブリッジ

テュアートの告発ともいえるものである。す

方程式の場合の y は実質国民所得なので、全

なわち貨幣が増加したとしても、それが最終

体の取引のうちの中間財の取引は含まれてい

的に人々の手にまんべんなく行き渡り、物価

ない。フィッシャーの交換方程式は、取引量

上昇という貨幣現象に帰結するという考えは

の全体に対して購買総額と販売総額が等しい

現実性に欠けるというのである。なぜなら、

という、必ず成立する式であるのに対して、

ステュアートは、貨幣量増加の影響は、奢侈

ケンブリッジ方程式は、国民所得と貨幣保有

財と日用品にでは違った影響を与えるし、最

量との間には一定の比率 k があることを主

終的に貨幣が一部の人に偏って取得されるの

張している。とはいえ、k と y が安定してい

を阻止することはできない、と考えるのであ

れば、M と P は比例関係におかれる。同じ

る。すなわち、貨幣の増加は現実的には貨幣

結論が導かれるのである。

の偏在に帰結するというのである。

Ⅱ

ジェームズ・ステュアートの貨幣数量説批判

他方、貨幣の減少は物価の下落だけではな
く、実体経済にダメージを与えて勤労者の職

貨幣数量説がヒュームによって完成された

を奪うことにもなりかねないと考える。すな

形 を と っ た と す る と、 そ の 批 判 は 早 く も

わち、実体経済そのものを破壊するというの

ジ ェ ー ム ズ・ ス テ ュ ア ー ト（Sir James

である。以上の点で、ステュアートの目には

Steuart, -0） の 大 著『 経 済 の 原 理 』

貨幣数量説は、現実性に欠けた抽象論に見え

（An Inquiry into the Principles of Political

たのである。

Economy, ）の中で本格的に展開されて

したがって、ステュアートは貨幣数量説が

いる。この点については、別の機会にすでに

仮に成立したとしてもそれは限定的なものと

検討したことなので、その概要を示しておき

見なした。

―  ―
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Ⅲ

overflow; for by diminishing its value, in

貨幣価値と貨幣量

the same proportion you will increase its

貨幣数量説は、社会的な必要貨幣量との関
係で、貨幣数量説批判の学説と対立する。そ

quantity, and by increasing its value,
diminish its quantity.）

れは、貨幣には固有の価値があり、この価値

この一文は、貨幣数量説と誤解されやすい。

を前提にすると社会的に必要な貨幣量が導か

しかし、この引用文は貨幣数量説のように貨

れる、とする考えである。本稿では、通説と

幣量が貨幣価値を決めるとは言っていない。

は 異 な り、 リ カ ー ド ウ（David Ricardo,

貨幣の価値が貨幣の量を決めると言っている

-）がこうした見解に踏み込んでい

のである。その前提には、社会に必要な貨幣

たと考える。

量は、貨幣価値との関係で決まっている、と

貨幣数量説とリカードウとの関係はきわめ

いう考えがある。貨幣数量説とはむしろ逆の

て興味深い。リカードウはいうまでもなく貨

考えなのである。リカードウは『経済学およ

幣数量説の代表者だからである。しかも同時

び課税の原理（）』において労働価値論

に彼は金貨幣にも価値を認める労働価値論の

を採用しているが、このことがリカードウの

大成者でもある。

貨幣数量説に対する見解を変化させたものと

しかし、この問題は、彼の経済学の形成プ

考えられる。
この見解は、マルクス（Karl Marx, -）

ロセスから生じた問題である。確かに、リ
カードウは「地金の高い価格（0）
」
（Ricardo

にいたって、貨幣数量説と必要流通手段量説

［00b］）など一連のいわゆる地銀論争期

の 対 立 と い う 形 を と る。『 資 本 論（）』

の論文では、貨幣数量説を唱え、地金派の代

（Marx［99］）において、マルクスの貨幣

表として論陣を張っている。しかし、この時

機能論は、労働価値論を前提に価値形態論と

点でのリカードウは労働価値論を採用してい

交換過程論を踏まえて展開される。そして、

ない。

マルクスが貨幣数量説と直接に対峙するのは、

これに対し、主著『経済学および課税の原

貨幣機能論の中の貨幣の流通手段機能と貨幣

理（）』（Ricardo［00a］）におけるリ

蓄蔵の一部においてである。（奥山［990］、

カードウにとっては、商品の価値も貨幣の価

参照）

値も同様に労働によって決められる、と述べ

マルクスは、貨幣の価値尺度機能とは、金

る。そして、一国に必要とされる貨幣の量は、

貨幣が商品の価値表現に金と言う表現素材を

労働によって決められた貨幣の価値によって

提供する機能であり、これによってすべての

決まると考える。そして、次のようにいう。

商品が金の重量で価値表現し、価格をつける

「通貨はけっしてあふれるほど豊富になる

ことを説く。これを受けて貨幣の流通手段機

ことはありえない、というのはその価値を減

能が説かれるのである。

少させれば、それと同じ割合でその数量が増

貨幣の流通手段機能とは、購買手段である

加するし、その価値を増加させれば、その数

貨幣が商品を購買することで持ち手を転々と

量が減少するからである」
（p., 0頁）
（A

替えながら商品を生産から消費へとつなぐ貨

circulation can never be so abundant as to

幣の社会的な機能である。貨幣はさまざまな

―  ―
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商品交換の連鎖を媒介し、転々と持ち手を替

は、商品や貨幣という社会的に作られてきた

えながら、商品の売りと買いを媒介し続ける。

ものが、社会的な人間関係を主導することが

こうした社会的な機能の側面を重視して、交

説かれている。マルクスにとっては、古典派

換の媒介物としての貨幣機能を「流通手段機

も重商主義も貨幣の一面をとらえたものとし

能」と呼ぶ。

て受け止められていたのである。

マルクスは、流通手段の量の問題を次の式

また、ケインズは、貨幣保有の動機を、取

で考える。すなわち、流通手段として機能す

引動機、予備的動機、投機的動機と分けるが、

る貨幣量 = 諸商品の価格総額／同名の貨幣

マルクスは、富としての貨幣、すなわち致富

片の流通回数、である。右辺の分母を左辺に

欲の対象として蓄蔵される貨幣の存在を重視

移項すれば、貨幣が購買に使用された総額と

する。これがマルクスの蓄蔵貨幣論である。

なり、左辺は販売に提供された商品の総額と

貨幣という物的な存在が、何でもいつでも獲

なる、フィッシャーの交換方程式 MV=PT

得することができるという社会的な性格を帯

と同じである。したがって、先にも触れたよ

びることによって、人間の欲望の特別な対象

うに、この式自体は購買価格総額と販売価格

となって、本来手段であるものが目的化し、

総額が等しいという定義を表現しているだけ

商品経済の一般的な富として蓄蔵されると考

であって、因果関係は含んでいない。

える。マスクスの説く商品経済における物神

フィッシャーとの相違は、その前提にある。

性である。

マルクスの場合には、商品の価値は生産過程

この退蔵貨幣と流通手段としての貨幣は、

で形成されていると考える。すなわち、この

いつでも転換可能である。すなわち、金や銀

式に登場する前に商品価値も貨幣となる金価

は装飾品として用いられるが、いつでも貨幣

値も決まっていて、商品の価値と金の価値の

に戻ることができる。こうした貨幣や金銀の

等価性に基づいて価格が付けられる。した

存在を、マルクスは流通手段に対する貯水池

がって、必要な貨幣量は、この式の結果とし

と考える。貯水池と流通手段との関係は『資

て決まるのである。したがって、仮に貨幣の

本論』では具体的な展開を見ない。しかし、

流通回数を不変とすれば、価値によって規定

一般商品の価格の上昇、すなわち物価の上昇

された商品価格の方が、貨幣量を規定するの

は貨幣価値の下落を意味するが、それは金価

であって逆ではないことになる。貨幣数量説、

値の低下を意味するので、商品としての金へ

特にフィッシャーとは対照的な見解が導かれ

の需要は増える。逆の場合は逆になる。また、

るのである。

産金部門を考慮するとすれば、物価の上昇は

さらに、マルクスは、彼の経済学研究の初

金価値の低下を意味し、これは産金部門には

期から古典派とは貨幣観を共有しなかった。

不利なので、金生産は縮小あるいは停止する。

確かに貨幣は交換の媒介物ではあるが、資本

逆に、物価の下落は金価値の上昇を意味する

主義経済の下では、この媒介物こそが「現世

ので、産金部門は生産を増やす。また、金や

の神」となっていると考えたのである。こう

金貨の所有者が金と金貨幣を一定比率で鋳造

した考えは、『資本論』の物神性論の中にも

したり元に戻したりする自由鋳鋳造権が与え

継承され、商品経済や資本主義経済において

られていれば、金鋳貨の方が金の価値より高

―  ―

金貨幣の合理性に関する考察

い時には、装飾用の金や銀または地金の金や

商品である金は、悪鋳などの例を別とすれば、

銀は貨幣に転換するので貨幣量は増える。逆

こうした問題から免れる。

の場合は逆である。
他方、物価の変動と貨幣退蔵と貨幣による

結

購買との関係は、将来予想に基づく。これは、

語
本稿では、金貨幣の合理性を原理諭の視点

不換紙幣であっても金貨であっても、状況は

考察してきた。ここでの金貨幣は、原理論が

同じである。すなわち、物価の上昇が続くと

考察の対象とする9世紀イギリスの金本位制

予想すれば、貨幣で保有するよりも、一般商

であり、金貨本位制である。現実の金本位制

品に替えた方がいいことになり、このことに

は、商品経済の拡大に比べての金の絶対量の

よって物価はますます上昇する。しかし、こ

不足や、非常時における金貨幣の枯渇の問題

れ以上の物価の上昇が予想されない場合には、

などから、純粋な金本位制から大きく逸脱し

高い物価の下では、購買意欲は減退する。逆

てきた。固定相場制の下で、金とドルとの兌

に、物価の下落が予想されれば、このことは

換が１オンス =ドルで保証されていた戦後

貨幣価値の上昇を意味するので、ますます購

のブレトンウッズ体制も、広い意味での金本

買は控えられるが、これ以上の物価の下落が

位制ではあるが、本来の金本位制からは大き

予想されないとすれば、低価格の下では購買

く離れたものであった。

に有利なので貨幣による購買は促進される。
ここに貨幣価値の安定性の問題がかかわる。

金本位制のもつさまざまな限界と歴史的な
変遷から、仮に金が貨幣として復活したとし

金貨幣は、金自身が商品として需給の対象と

てもその役割は、不換紙幣の発行額を金保有

なることから、価値の安定性が保証されてい

の一定率に義務づけることで発行主体のモラ

る。不換紙幣であっても価値の安定性に対し

ルハザードを防ぐことや、政治的経済的な混

て信頼が置けるのであれば、社会的に必要な

乱の生じやすい国際間の取引において、国際

貨幣量は貨幣の安定した購買力によって決め

通貨の中に一定程度の金の役割を与えること

られる。しかし、現実の不換紙幣にはそれが

など、限定されたものであろう。貨幣数量説

ない。不換紙幣のインフレとデフレには歯止

に対する立ち入った批判と貨幣としての金の

めがないのである。この不信感は最終的には、

可能性については、別の機会に考察したい。

通貨そのものへの不信につながる。その場合
には、インフレとデフレの問題を越えて市場
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