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問題の所在

　貨幣数量説 （Quantity Theory of Money） は、経

済学の歴史のなかでも も古い学説のひとつ

であり、現在でもなお度々取り上げられる論

争テーマである。貨幣数量説は 18 世紀にデイ

ヴィッド・ヒュームによって確立されたといえ

るが、基本原理はその後も、リカードや通貨学

派、フィッシャーやフリードマンなどをへて、

現在のマクロ経済学・ミクロ経済学へと脈々と

受け継がれている。もちろん差異はあるものの、

これらの経済学では、貨幣数量説はひとつの「公

理」であり、その学説が成り立たないとすれば

経済理論体系全体がゆらぐといっても過言では

ない。その一方で、貨幣数量説にたいする批判

も、ジェイムズ・スチュアートにはじまり 1）、

トゥック 2）やフラートンなどの銀行学派をへて、

マルクス、ケインズらによって行われてきた。

　本稿の課題は、このような経過を念頭におき、

とりわけマルクスの貨幣数量説批判とはどのよ

うなものであったかを明らかにすることであ

る。マルクスは主著『資本論』および『経済学批

判』を中心に、徹底的に貨幣数量説を批判した。

かれの貨幣数量説批判は、その経済学体系のな

かでも一貫した視角であり、この把握の成否は

マルクスの学説を理解するさいのひとつの試金

石といえる。しかしながら従来、断片的な指摘

はあるものの、そのものを主題として扱った研

究はほとんど行われてこなかった。こうした状

況を反映し、マルクスによるその批判は学説史

的にも的確に位置づけられていない。そこで本

稿では、マルクスによる貨幣数量説批判の理論

的枠組みをあらためて検討する。本稿は主につ

ぎに焦点をあてる。

　第 1 に、貨幣数量説を確立したヒュームおよ

びフィッシャーの交換方程式の基本命題と成立

条件を検証する。むろんこれらは貨幣数量説の

原型にすぎない。しかし、このなかに現代のマ

ネタリズムに共通する理論的誤謬が集約されて

いる。そしてそのさい、とくに彼らが「貨幣」

および「商品」といった経済学の も基礎的な

タームをどのように本質的に規定したかが分岐

点となる。一見すると直接の関係はないかのよ

うに見えるが、ここに貨幣数量説が生まれる

深の根拠が存在するのである。そこではじめに

この点を考察したうえで、マルクスの貨幣論を

具体的に展開することによって、かれの貨幣数

量説批判とその独自性を示す。

　第 2 に、貨幣数量説の理論的帰結ともいえる

外生的貨幣供給論（マネタリズム）を検討する。

ヒュームやフィッシャー以来の貨幣数量説は、

具体的には現在、外生的貨幣供給論として展開

されている。もちろん、マルクスはそのような

語を用いていない。とはいえ現在のそれは、マ

ルクスの時代にピール銀行法として施行された

通貨学派の貨幣理論と基本原理は共通する。そ

れゆえ、マルクスによる通貨学派にたいする批

判は外生的貨幣供給論批判にそのままあてはま

るところが少なくない。そこで、通貨学派およ

びフリードマンのマネタリズムの内容を端的に

確認したうえで、いわゆる「内生的貨幣供給論」

とも異なる、マルクス独自の外生的貨幣供給論

批判を展開する。これらの分析によって、マル

クスの貨幣数量説批判の全体像やその意義も明

らかになるであろう。

Ⅰ．貨幣数量説の基本命題

　貨幣数量説は 16 世紀のスペインや 17 世紀の

イタリアの経済学者にも散見されるが、ロック
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によってときに否定ないし肯定され、モンテス

キューとヒュームによって確立された学説とい

える 3）。現在においても、M. フリードマンや R. 

E. ルーカスが貨幣数量説の創始者として度々引

用しているように 4）、とくにヒュームの見地は、

現代の貨幣数量説に基本的に継承されている。

ヒュームは、『経済論集』「貨幣について」の冒頭

で貨幣数量説の命題を明快に述べている 5）。

「貨幣は、正確にいえば商業の実体の一つで

はなくて、ある商品 （commodity） と別の商

品との交換を容易にするために人びとが承認

した道具にすぎない。それは取引を推進する

車輪 （the wheels of trade） の一つでさえなく

て、車輪の回転をより円滑で、容易にするた

めの潤滑油である。われわれがある一国だけ

をとって考察するならば、貨幣量の多少がな

んら問題でないことは明白である。というの

は、商品の価格はつねに貨幣量に比例するか

らである。」（Hume （1752）, p.33.）

　ここで見られるように、ヒュームは貨幣を

「商品と別の商品との交換を容易にするために

人びとが承認した道具」、「車輪の回転をより円

滑で、容易にするための潤滑油」と定義してい

る。ヒュームにとって貨幣とは商品交換の媒介

物にすぎず、実物を覆うヴェールである。さら

にヒュームは、貨幣はたんなる流通媒介物なの

だから、貨幣の量は富（商品）の生産・取引量

には作用せず、商品価格にのみ影響を与えるの

だという結論を引き出している 6）。このような

貨幣ヴェール観・貨幣の中立性の帰結として、

「商品の価格はつねに貨幣量に比例する」、すな

わち貨幣量が商品価格を規定するという「貨幣

数量説」を導出するのである。なおヒュームは、

別の箇所でも「貨幣量の増大はすべて、労働と

商品との価格を高める以外に他の結果を生み出

さない」（Hume （1752）, p.48） と述べていること

からも、彼によって貨幣数量説は明示的に確立

されたといってよい 7）。

　さて、このようなヒュームの貨幣数量説は古

典派経済学へと継承された。とりわけリカード

は、フランスのアッシニア紙幣（国家紙幣）の

発行やナポレオン戦争時の兌換停止下による

物価騰貴を念頭におき、紙幣流通の現象から

ヒュームの貨幣数量説を再現した。もちろんリ

カードには価値論があり、金属貨幣を商品の無

価値な代表物とみなしたヒュームとは異なる。

とはいえ、リカードが基本的に貨幣数量説を信

奉していたことは確かである 8）。リカードの貨

幣数量説は、次の文言によっても示されている。

「諸商品の価格が貨幣の増減に比例して上下

するのであるということを、私は議論の余地

のない事実として前提する。」（Ricardo （1811）, 

p.193.）「一部は金から、一部は紙から成り立っ

ている通貨に、紙幣の増加によって追加が行

われるならば、全通貨の価値が減少させられ

るであろう。言葉をかえれば、金貨および紙

幣で評価された諸商品の価格が上昇するであ

ろう。紙幣の増加のあとでは、同じ商品がよ

り多くのオンスの金貨を買うのである。なぜ

なら、それはより多くの量の貨幣と交換され

るであろうからである。」（Ibid., p.210-211.）

　上記は「ボウズンキト氏『地金委員会報告書

にたいする実際的観察』への回答」からの引用

であるが、同様にリカードは、『経済学および

課税の原理』でも次のように述べている。

「すべての商品が同時に騰貴しうるのは、貨

幣量に追加がなされる場合だけである。」

（Ricardo （1817）, p.105.）「仮に新鉱山の発見、

銀行業務の濫用、あるいは何か他の原因に

よって貨幣の数量が大いに増加するとすれ

ば、その究極の結果は貨幣量の増加に比例し

て、諸商品の価格を引き上げることになる。」

（Ibid ., p.298.）

　このように、貨幣数量説はヒュームによって

確立され、19 世紀にはリカードを中心とした

古典派経済学に継承された。さらに 1844 年の

ピール条例の成立期には、オウヴァストンや

ノーマンなど通貨学派へと受け継がれることと
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なった。だが、知られているように貨幣数量説

はその後、新古典派経済学のフィッシャーに

よって定式化され、ケインズの影響で一時後退

しながらも、フリードマンの「マネタリズム」

としての復活、合理的期待学派の登場をへて、

現在のミクロ・マクロ経済学の世界では「自明

の理」となった。現在のミクロ・マクロ経済学は、

貨幣の中立性・貨幣数量説が成り立つ―少な

くとも「中長期」においては―ことを前提に

構築されており、この前提を失えば理論体系全

体に破綻をきたすともいえる。

Ⅱ．貨幣数量説の前提条件

　見たように、貨幣数量説はヒュームによって

確立された学説であるが、現在のミクロ経済学

やマクロ経済学のテキストでは、「フィッシャー

の交換方程式」として具体化されている。とは

いえ、フィッシャーの貨幣数量説は、ヒューム

のそれと原理的には同一であり、その考え方

はフィッシャーの交換方程式に集約されると

いってよい。したがって、マルクスによる貨

幣数量説批判を検討するさいも、この式で貨

幣数量説を代表させたほうが便宜上わかりや

すい。フィッシャーの交換方程式 （equation of 

exchange） はつぎである 9）。

MV = PT

　M は一定期間における貨幣の流通量、V は貨

幣の流通速度、P は商品（財）の平均価格、T は

取引される商品総量を指している。左辺MV は、

購買のために支払われた貨幣総額（購買総額）

であり、右辺PT は販売された商品の価格総額

（販売価格総額）を意味している。したがって

この等式は、直接には、購買総額と販売価格総

額とは一致するということだけしか示していな

い。ところがこの等式には、それ以上の意味内

容が付加されている。フィッシャーは、V とT

は慣習的に大きな変動はなく一定とみなした上

で、「商品の価格（P）はつねに貨幣量（M）に比

例する」というヒュームと同様の結論を導き出

している。つまり、この方程式自体はあくまで

恒等式であり、貨幣量と商品価格との因果関係

をなんら示すものではないが、左辺が右辺を規

定するという因果関係をもつものと捉らえ、「貨

幣数量説」を定式化しているのである 10）。

　だが、なぜこのような等式から「貨幣量が原

因で価格が結果である」という因果的な命題を

導出できるのだろうか。ここで も重要となる

のは、左辺の「貨幣」と右辺の「商品（価格）」の

概念をヒュームやフィッシャーがどのように本

質的に規定したかである。この点に、貨幣数量

説が生まれる根拠や成立条件が集約されてい

る。そこでまず、かれらの「貨幣」の規定を見

たい。

　先に指摘したように、ヒュームは貨幣を「商

品と別の商品との交換を容易にするための道

具」と一義的に定義し、商品交換の流通媒介物

としてしか規定していない。また、フィッシャー

も同様に、すべての貨幣は 終的に「購買手段」

（流通手段）として流通部面に入ることを前提

としている。まさに、貨幣数量説の「証明の特

徴は、貨幣が流通手段としてのその形態以外に

もつ他のすべての形態規定性を捨象すること

にある。」（MEGA, II/2, S.233.） したがって、いま

述べたことの裏返しだが、交換方程式では「蓄

蔵貨幣」としての貨幣の規定性が否定されてい

る。というのも、仮にすべての貨幣が「購買手

段」として使用されず、その一部が流通部面か

ら「蓄蔵貨幣」として引き上げられるならば、

その分、物価上昇の起点を失うことになり、貨

幣数量説が不成立になるためである。また、「蓄

蔵貨幣」としての貨幣を位置づけると、その分

の貨幣は購買に向かわず、販売されない商品が

生まれ、等式自体も成り立たなくなるからであ

る。それゆえフィッシャーは、「もしも貨幣量（預

金量）が倍増すれば、彼〔貨幣所有者〕は過大な

貨幣と預金を減らそうとして、財を購入する」

（Fisher (1911), p.153） と述べている。一時的に

蓄蔵貨幣が存在したとしても、結果的にはすべ

て購買手段に解消されるというわけである。こ

のように貨幣数量説の前提条件は、なによりも

まず貨幣を「購買手段」としてのみ把握し、他
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の一切の諸規定を看過することにある。

　なお敷衍すると、貨幣数量説は、貨幣はか

ならず商品の購買に向かうと想定することか

ら、貨幣量が増大すると同等の商品需要が形成

されると考えている点にも注意しなければなら

ない。それゆえ、不況の原因（商品需要の低下）

は「貨幣量不足」にあるとか、商品需要が低下

している不況期には貨幣量を増大させればよい

などといった発想ももつのである。このように、

貨幣を本質的に購買手段（流通媒介物）とつか

むことによって、他のもろもろの派生した混乱

も生み出されるのである。

　さて、ヒュームやフィッシャーによる「貨幣」

の規定を見たが、彼らは「商品（価格）」につい

てはどのように捉えていたのだろうか。商品分

析にかんしては、同じ貨幣数量説論者でも見方

が分かれるところではあるが、共通していえる

のは次の点である。

　ひとつは、次節であらためて見るように、か

れらは暗黙裡に、商品は市場に価格をもたずに

登場し、一定の貨幣量と出会ってはじめて価格

は生まれるものだと想定している。それゆえ、

貨幣量によって価格が決まるという因果関係を

導くのである。いまひとつは、先の貨幣の規定

と一体をなすものだが、交換方程式は、すべて

の商品が販売されることを前提している。この

恒等式では、販売されず売れ残った商品は存在

しない。なぜなら、販売されない商品の存在を

容認すれば、左右と右辺との総量がずれてしま

い等式そのものが不成立になるためである。そ

ればかりか、売れない商品を認めれば、貨幣は

かならずしも購買手段として機能しないこと、

また、貨幣量の増大は同額の商品需要を形成し

ないことを是認することにもなり、先の貨幣の

規定とも矛盾する。このように交換方程式は、

結果的に「生産物に対して販路を開くものは生

産である」（Say (1841), p.138） とした「セイ法則

（販路説）」をも前提しているのである 11）。

　以上、貨幣数量説の命題とその根拠となる特

殊な前提条件をみた。では、マルクスは貨幣数

量説をどのように批判し克服したのだろうか。

従来の研究では、マルクスの貨幣数量説批判が

学説史上かならずしも明確に位置づけられてい

ない。そこで以下この点に立ち入りたい。

Ⅲ．マルクスの貨幣数量説批判

１．貨幣の価値尺度機能：貨幣の第 1の機能を
「購買手段」と規定することの誤り

　貨幣数量説に陥る根拠が、「貨幣」と「商品（価

格）」の独自な理解にあるのと同様、その批判

的克服の成否も両者の概念の的確な把握にか

かっている。そこでマルクスは、「商品」および

「貨幣」概念を徹底的に分析することによって、

貨幣数量説の根本的な批判を行ったのである。

　マルクスの貨幣数量説批判のカギは、第 1 に、

「貨幣の価値尺度機能」の把握にある 12）。先に

見たように、貨幣数量説の生まれる根拠は、貨

幣の機能を「購買手段」と一義的に捉える点に

あった。ヒュームやフィッシャーによると、増

加した貨幣はかならず購買手段として流通に入

るのであり、同等の商品需要を形成し、商品価

格の上昇に寄与する。なるほど、たしかに現実

の市場では、直接には貨幣と商品とが相対して

おり、貨幣は「購買手段」としてしか機能して

いないように見える。それゆえマルクスも次の

ように述べている 13）。

「現実の流通は、まず、偶然に相ならんで行

われる多数の購買と販売として表わされる。

購買でも販売でも、商品と貨幣とはつねに同

一の関連で相対しており、売り手は商品の側

に、買い手は貨幣の側にある。それゆえ流通

手段としての貨幣はいつでも購買手段として

現われ、それによって商品変態の対立的な諸

段階における貨幣の異なった諸規定は、認

識しにくくなっている。」（MEGA, II/2, S.166-

167.） 「〔貨幣数量説の〕証明の特徴は、……

貨幣として役立つ貴金属のどんな量も……つ

ねに流通手段、鋳貨にならなければならず、

したがって、流通する諸商品の価値総額がど

れほどであろうと、〔その全量が〕これらの商

品の価値表象にならなければならない、とい
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うことを前提することにある。いいかえるな

らば、〔貨幣数量説における〕この証明の特徴

は、貨幣が流通手段としてのその形態以外に

もつ他のすべての形態規定性を捨象すること

にある。」（MEGA, II/2, S.233.） 

　上記のように、流通過程をG―W として孤

立的に取りだして見れば、市場では貨幣と商

品とが交換されており、「流通手段としての貨

幣はいつでも購買手段として現われ」、それ自

体は否定できない現象である。たんなる貨幣

と商品との交換だけに目を奪われると、購買

者は貨幣の側に、販売者は商品の側にという

関係だけしか現れず、MV = PT（V とT は一定）

が成立するかのように見える。「貨幣はいつで

も購買手段として買い手の側に立っている」

（MEW,Bd.23,S.129） ことからも、この関係にの

みに着目すると、貨幣の第 1 の機能は、商品を

購買するための「購買手段」機能だという主張

が生まれるのもそのかぎりでは当然である。根

本的にはここから、「貨幣を流通手段としての

その流動的形態だけに閉じ込めるリカードの理

論〔貨幣数量説〕」（MEGA, II/2, S.243） も形成さ

れたといえよう。

　だが、このように考える論者が無自覚に看過

しているのは、貨幣によって商品が購買される

ことに先立ち、商品にはあらかじめ価格が付さ

れており、その価格にもとづいて購買はなされ

るのだという事実である。仮に貨幣と相対して

はじめて価格が現れるのだとすれば、商品は価

格をもたずに市場（流通過程）に登場するとい

うことになろう。それゆえ、マルクスは次のよ

うに批判している。

「商品価格は流通手段の量によって規定され

る……という幻想〔貨幣数量説〕は、その

初の代表者たちにあっては、商品は価格をも

たずに流通過程にはいり、また貨幣は価値を

もたずに流通過程にはいってきて、そこで雑

多な商品群と一可除部分と金属の山の一可除

部分とが交換されるのだ、というばかげた仮

説に根ざしているのである。」（MEW,Bd.23,S. 

137-138.） 「ヒュームは、価格をもたない商品

と価値をもたない金銀とを流通過程に入り込

ませる。だから彼はまた、商品の価値と金の

価値とについては全然論じないで、ただそれ

らの相関的な量についてだけ論じるのであ

る。……〔ヒュームは〕一国に存在する貴金

属の総重量と、同じ時に現存する商品総量

との、勝手に思い込んだ機械的な等置〔を行

う〕。」（MEGA, II/2, S.223-224.）

　マルクスによると、貨幣数量説において想定

されるように、商品の価格は流通過程である一

定量の貨幣と相対してはじめて生まれるわけで

はない。逆である。価格は現実の貨幣の登場に

先立ち、流通過程で所与のものとして前提され

ている。貨幣で購買されるまえに、「商品は、そ

の価格において、すでに決定された想像された

貨幣量に等置されている」（MEW,Bd.23,S.131） の

である。『資本論』第 1 章第 3 節「価値形態」で明

らかにされたように、貨幣によって購買される

以前に、商品は自己の価値を貨幣（金）の一定量

で、すなわち価格として表現している 14）。した

がって貨幣を主語にとると、貨幣は「購買手段」

として機能する前に、商品の価値を価格として

表示する役割―「価値尺度」機能―を果た

しているのである。商品の価値の価格としての

表現は、貨幣の媒介的機能によってはじめて可

能となるのである。マルクスは、こうした商品

の価値を価格として表示する貨幣の役割を「価

値尺度機能」と呼び、貨幣の第 1 の機能にすえ

たのである 15）。くり返しになるが、貨幣の第 1

の機能を「価値尺度」ではなく「購買手段」と捉

えると、価格が購買手段に先行することが看過

され、貨幣量（購買手段量）→価格という貨幣

数量説への扉が開かれる。以上のように、マル

クスの貨幣数量説批判の決定的な意義は、貨幣

の第 1 の機能を「購買手段」にではなく、「価値

尺度」にあることを解明した点にある 16）。

　なお、基礎的なことだが、「価値尺度機能

においては、貨幣は、ただ想像されただけ

の、すなわち観念的な、貨幣として役立つ」

（MEW,Bd.23,S.111） ことには注意が必要である。
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商品は市場で価格をもって存在するが、価格に

記されている一定量の貨幣はそこではただ表象

されているだけである。つまり、貨幣が目前に

実在しなくても、貨幣は価値尺度機能を果たす

ことができるのである。このことからも、価格

はある量の貨幣と流通過程（市場）で相対して

はじめて現れるものではないことがわかるだろ

う。

２．流通手段：商品の姿態変換と流通必要貨幣
量の法則

　マルクスの貨幣数量説批判の第 2 のカギは、

貨幣の価値尺度機能の把握を前提として、商品

流通によって規定された貨幣の運動、すなわち

「流通手段」としての貨幣の解明にある。

　ところで、『資本論』第 I 部第 3 章第 2 節「流

通手段」において、マルクスははじめに「a 商品

の姿態変換 （Metamorphose）」を考察している。

そして、この商品の姿態変換W―G―W をつか

むことこそ、貨幣数量説批判にとって重要とな

る。というのも、商品の姿態変換の無理解が、

貨幣数量説に陥るいまひとつの原因をなしてい

るためである。だが、なぜ商品の姿態変換の看

過が貨幣数量説へとむすびつくのだろうか。マ

ルクスはつぎのように述べている。

「その〔商品の〕形態変換 （Formwechsel） の理

解が全く不十分なのは、……ある一つの商品

の形態変換は、つねに二つの商品の、普通の

商品と貨幣商品との交換において行われると

いう事情のせいである。商品と金との交換と

いうこの素材的な契機だけに固執するなら

ば、まさに見るべきもの、すなわち形態の上

に起きるもの〔商品の形態変換W―G―W〕を

見落とすことになる。金はただの商品として

は貨幣ではないということ、そして、他の諸

商品はそれらの価格において、それら自身の

貨幣姿態としての金に自分自身を関係させ

るのだということを、見落とすのである。」

（MEW,Bd.23,S.119.） 

　マルクスはまず、商品と貨幣の素材的な契機

の交換という現象に固執し、「形態の上に起き

るもの」、すなわち商品の形態変換W―G―W

を見落としてはならないと警告している。とい

うのも、商品の形態変換が看過されると、G―

W（第 2 の過程）はあくまでW―G（第 1 の過程）

を前提すること、「他の諸商品はそれらの価格

において、それら自身の貨幣姿態としての金に

自分自身を関係させるのだ」という前提が見落

とされることになるためである。より具体的に

はつぎのように言える。

「第 2 の変態（G―W）はただ貨幣の運動とし

てしか見えない。……それゆえ、商品流通の

結果、すなわち別の商品による商品の取り換

えは、商品自身の形態変換によってではなく、

流通手段としての貨幣の機能によって媒介さ

れるように見え、この貨幣が、それ自体とし

ては運動しない商品を流通させている……よ

うに見えるのである。……貨幣運動はただ商

品流通の表現でしかないのに、逆に商品流通

がただ貨幣運動の結果としてのみ現われるの

である。」（MEW,Bd.23,S.130-131.） 

　上記のように、孤立的にG―W（第 2 の変態）

だけを取り出すと、貨幣はつねに購買手段とし

て商品の運動を規定するように見える。した

がって、商品流通の必要によって流通する貨幣

量が規定されるのではなく、貨幣の運動によっ

て商品流通が規定され、それゆえ商品価格も貨

幣量によって決まるという貨幣数量説へと帰結

することになる。要するに、商品の形態変換

W―G―W を捉えられなければ、G―W はW―G

の結果であり、さらにW―G はあくまで商品の

価格の実現であり、それは商品の価値の価格へ

の転化（商品の価値の価格としての表現）を根

本的に前提していること―言いかえれば、商

品は価格において自身の価値の姿態である貨幣

（金）に関係しており、販売は価格としてすで

に観念的に示された価値の姿態に、商品が現実

に転化する過程であるということ―が看過さ

れ、商品から独立した存在である貨幣の運動が、
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商品流通および商品価格を規定するといった転

倒が現われるのである。

　このように、マルクスはまず「a 商品の姿態

変換」の把握を通じ、W―G―W を媒介する貨

幣を「流通手段」として規定したのである。そ

のうえで「b 貨幣の通流」では、流通手段として

の貨幣の独自な運動およびその量そのものが考

察対象となる。すなわち、商品の形態変換の運

動に規定された「流通手段」としての貨幣の運

動は、価格をもった商品の運動を反映している

こと、貨幣は流通手段として機能する以前に、

商品の価値を価格として表示する役割（＝価値

尺度機能）を果たしていること、したがって流

通する貨幣量は、実現される商品の価格総額に

よって規定されることが解明されるのである。

流通必要貨幣量の法則である。

「流通の速度が前提されているとすれば、流

通手段の量は、簡単に諸商品の価格によって

規定される。……これはもっとも重要な経済

法則である。」（MEGA, II/2, S.173.）「流通手段

の量は実現されるべき諸商品の価格総額に

よって規定されている。そこで、さらにそれ

ぞれの商品種類の価格を与えられたものと

して前提すれば、諸商品の価格総額は、明

らかに、流通のなかにある商品量によって

定まる。……〔また貨幣の流通速度を前提す

ると〕流通過程のある与えられた期間につい

ては、諸商品の価格総額／同名の貨幣片の

流通回数＝流通手段として機能する貨幣の

量となる。この法則は一般的に妥当する。」

（MEW,Bd.23,S.132-133.） 

　なお、上記の法則の理解にさいして注意す

べきは、ひとつは、流通手段の量を規定する

商品の価格総額とは、あくまで「実現されるべ

き価格総額 （die zu realisierende Preissumme）」で

あり、市場に出ているすべての商品の価格総額

をさすのではないという点である。「実現され

るべき価格総額」とは、「流通する諸商品の価格

総額 （die Preissumme der zirkulierenden Waren）」

（MEW,Bd.23,S.136） と同義であり、実際に売買

が成立し、「実現され」（販売され）、「流通する」

商品の販売価格総額のことである。当然のこと

だが、現実に貨幣が流通するためには、商品が

販売されその価格が実現されなければならない

ということからもわかるだろう。また、実現

される商品の価格の「大きさ」についていえば、

それは売買当事者が合意した価格、実際に売買

が行われる価格であればよいのであり、その価

格は価値と一致している必要はない。だからマ

ルクスは、「諸商品の価格変動に反映するもの

が、現実の価値変動であろうと、単なる市場価

格の変動であろうと、流通手段の量への影響は

同じことである」（MEW,Bd.23,S.104） と述べてい

る。価格が価値よりも高かろうが低かろうが、

流通必要貨幣量は、実現される商品の価格総額

によって規定されるのである 17）。

　 後にこの法則は、金属貨幣の流通下だけで

なく、銀行券流通下においても（あるいは預金

銀行制度の下でも）妥当する点にも留意された

い。というのも、金属貨幣であろうが、銀行券

であろうが（あるいは預金通貨 18）であろうが）、

流通手段としての貨幣は、価格をもった商品の

流通を媒介することに変わりはないからであ

る。したがってマルクスは、「すでに単純な貨幣

流通を考察したところで論証したように、現実

に流通する貨幣の量は、流通速度と諸支払の節

約とを所与として前提すれば、単純に、諸商品

の価格と取引量、等 〔々によって〕規定されてい

る。同じ法則は銀行券流通の場合にも支配する」

（MEGA, II/4.2, S.551） と述べているのである。

　さて、以上の内容からだけでも、貨幣量によっ

て商品価格が規定されるのではなく、実現され

る商品の価格総額によって流通必要貨幣量は規

定されることがわかるだろう。だが、これだけ

では貨幣数量説批判の論証として十分とはいえ

ない。

３．蓄蔵貨幣の形成

　貨幣数量説批判の第 3 のカギは、「貨幣蓄蔵」、

すなわち「蓄蔵貨幣の形成」の把握にある。こ

こで重要となるのは、貨幣数量説が蓄蔵貨幣と
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しての貨幣の規定性を否定したのにたいし、マ

ルクスはW―G とG―W との分離に着目し、W

―G がなされても、つづくG―W が必ず行われ

るとはかぎらないこと、W―G で中断が生じ貨

幣が流通過程から引き上げられると、蓄蔵貨

幣が形成されることを理論上位置づけたこと

である。すなわち、商品所持者は「自分が売っ

たからといって、すぐに買わなければならな

いということはない」（MEW,Bd.23,S.127） のであ

り、「〔商品の〕変態列が中断され、売りが、そ

れにつづく買いによって補われなければ、貨幣

は不動化され……貨幣は蓄蔵貨幣に化石する」

（MEW,Bd.23,S.144） のである。したがって、増

大した貨幣は必ず「購買手段」に向けられ、同

額の商品需要を形成し、商品価格の上昇に寄与

するなどという必然性はないのである。MV ＝

PT が成り立たないことは明らかである。

　なお、流通必要貨幣量の法則と蓄蔵貨幣との

関連については注意されたい。すでに見たよう

に、流通必要貨幣量は商品の価格総額の変動に

応じ、たえず増減する。ただし、この増減を行

うためには、流通する貨幣が流通部面から出入

りすることが可能でなければならない。このよ

うな流通必要貨幣量の増減を可能にする「条件」

が、「蓄蔵貨幣貯水池」である。

「商品流通が規模や価格の速度においてたえ

ず変動するにつれて、貨幣の流通量も休みな

く満ち干きする。だから、貨幣流通量は、収

縮し膨張することができなければならない。

……この条件は、貨幣の蓄蔵貨幣形態によっ

て満たされる。蓄蔵貨幣貯水池は流通する貨

幣の流出入の水路として同時に役だつので

あり、したがって、流通する貨幣がその流

通水路からあふれることはないのである。」

（MEW,Bd.23,S.148.） 「ボアキュベールが見の

がしているのは、〔蓄蔵貨幣としての〕この停

止が、貨幣の運動の条件だということであ

る。」（MEGA, II/2, S.190.）「貨幣通流は、商品の

変態の現象、言いかえれば、社会的な素材転

換が行われるさいの形態変換の現象にすぎな

い。……これは一国にある貨幣の総量の、流

通にある貨幣の量にたいする比率が、たえず

変動するという条件のもとではじめて可能な

のである。この条件は貨幣蓄蔵によって満た

される。」 （MEGA, II/2, S.198-199.） 

　このように流通必要貨幣量の法則は、蓄蔵貨

幣の存在を「条件」としてはじめて成り立つの

である。それゆえ貨幣数量説批判を行うさいも、

両者の契機が不可欠なのである。つまり、どち

らか一方の契機を欠けば、貨幣数量説への扉が

開かれることになるのである。

　以上見てきたように、マルクスは「価値尺度」

および「流通手段」としての貨幣の規定に加え、

「蓄蔵貨幣の形成」（貨幣蓄蔵）を位置づけるこ

とによって、貨幣数量説を根底的に批判したの

だった。ここからわかる、貨幣数量説批判に

とってもっとも重要な点は、貨幣の個々の機能

をばらばらに、もしくは一義的に定義すること

ではなく、貨幣の諸規定の相互の関連をトータ

ルにつかむことである。マルクス以前に貨幣数

量説を批判した論者が、それを完全に克服でき

なかった所以もここにある。

「〔貨幣数量説を批判した〕すべての著述家たち

〔トゥックやフラートン、ウィルソンなど〕は、

貨幣を一面的にではなく、そのさまざまな諸

契機において把握した。しかし、貨幣の諸契

機相互間の生きた関連にせよ、経済的諸範疇

の全体系との生きた関連にせよ、なんらかの

生きた関連を把握することなく、貨幣を単に

素材的に把握しているだけである。……総じ

てこれらの著述家たちは、まず 初に抽象的

な姿で、すなわち、単純な商品流通の内部で

展開されるような、そして、過程を経過する

諸商品の連関自体から生じてくる姿で、貨幣

を考察することをしない。だから彼らは、貨

幣を商品との対立のなかで受け取るもろもろ

の抽象的な形態規定性と……もっとも具体的

な諸関係をうちに隠している貨幣のもろもろ

の規定性とのあいだを、たえずあちらこちら

へと動揺するのである。」（MEGA, II/2, S. 244.）
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　このように、マルクスの貨幣論の独自性は、

貨幣の も抽象的な姿から、貨幣の諸契機の相

互の関連をつかみ、また他の経済的諸範疇との

全体系を把握したところにあった。貨幣数量説

批判という視角からいうと、先にみた貨幣の契

機のどれかひとつの理解を欠けば、それはつね

に貨幣数量説へと結びつくのであり、それらの

諸契機は相互に条件づけあい、有機的に関連づ

けあっているのだから、諸契機をもらすことな

くトータルにつかむ必要があるのである。以上

のように、貨幣の本質規定の分析の徹底こそが、

貨幣数量説の克服の分岐点であったのである。

Ⅳ．マルクスの外生的貨幣供給論批判

１．通貨学派とマネタリズム

　これまでもっとも基礎的な貨幣論レベルか

ら、マルクスの貨幣数量説批判について検討し

た。ただしそこでは資本の分析とともに、銀行

制度（信用制度）やその下に蓄積された独自な

資本の運動は度外視されていた。

　ところで、さきに見たヒュームやフィッ

シャーの貨幣数量説は、より具体的には、いわ

ゆる外生的貨幣供給論（現在のマネタリズム）

として展開されている。とはいえ、現在の外生

的貨幣供給論は、マルクスの時代にピール銀行

法として施行された通貨学派の貨幣理論と基本

的な考え方は同じであり、通貨学派のそれを近

代的な装いをもって書き換えただけのものであ

る。そこでまず、貨幣数量説の帰結である通貨

学派の理論から整理したい。マルクスは、ピー

ル銀行法として表わされる通貨学派の理論を端

的にまとめている（以下の引用文中の番号は筆

者による）。

「1844 年のピール銀行条例は、次のような想

定の上にたっている。①すなわち、金属流通

が正常な流通である。通貨の量が物価を規制

する。純粋な金属流通の場合には、為替相場

が順で金銀が流入してくれば通貨は膨張し、

他方、為替相場が逆で地金が流出すれば通貨

は収縮する。②銀行券量の流通は、金属流通

を正確に模倣しなければならない。したがっ

て、イングランド銀行の地下金庫にある地金

の量の変動と公衆のあいだで流通している銀

行券の量の変動とのあいだには、ある程度の

照応がなければならない。銀行券の発行高は、

為替相場が順となるか、あるいは逆となるか

にともなって、膨張あるいは収縮させられな

ければならない。 後に、イングランド銀行

は流通にある銀行券の量にたいして統制力を

もっている。これがその想定である。」（MEW, 

Bd.9, S.306-307.）

　引用中の①からわかるように、ピール銀行法

は「金属流通が正常な流通」と捉えるのである

が、そのさいに基礎としているのは、ヒューム

の貨幣数量説の具体化である金属流通下にお

ける自動調整メカニズム（「価格正貨移動メカ

ニズム」（Price-Specie-Flow Mechanism））である。

周知のようにヒュームは、貨幣量の増減が物価

の増減をもたらすという貨幣数量説に依拠し、

貨幣量の増加（減少）→物価の上昇（下落）→貿

易収支の赤字（黒字）→貨幣の流出（流入）→貨

幣量の減少（増加）という自動調整プロセスが

作用し均衡が保たれると考えた 19）。このよう

に金属流通下では均衡を自動的に調整するメカ

ニズムが働いているという理論は、リカードに

継承され精緻化された。ヒュームとリカード以

来の金属流通下の自動調整メカニズムを、銀行

券流通下に適応したのが通貨学派であり、ピー

ル銀行法であったのである 20）。

　そこで引用中の②のように、通貨学派は、銀

行券流通下においてはイングランド銀行の地金

量の増減に合わせ銀行券発行量を一致させなけ

ればならないとした。注意すべきは、そこには

「イングランド銀行は流通にある銀行券の量に

たいして統制力をもっている」という「想定」が

おかれていることである。つまり、イングラン

ド銀行は実体経済で流通する貨幣量を「外生的

（exogenous）」に決定しコントロールすることが

できる―ヒュームが地金の流出入に伴い金属

貨幣の流通量が直接増減すると捉えたのと同様
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に―という前提をすえている。さらには、イ

ングランド銀行によって決定された流通貨幣量

の増減に合わせて物価も増減することが想定さ

れている。

　ところで、このような通貨学派の理論は、現

在の外生的貨幣供給論（＝マネタリズム）と原

理的には一致する。外生的貨幣供給論の代表

者であるフリードマン 21）は、通貨学派と同様、

中央銀行が流通する貨幣量（マネーストック）

をコントロールできるとした―通貨学派の場

合とは異なりフリードマンの場合、流通貨幣量

に銀行券だけではなく預金通貨を含むが―。

基本的なことだが念のため説明しておくと、フ

リードマンの外生的貨幣供給論はつぎの式に示

される 22）。

 

　M（貨幣量）は現金（C）と預金（D）との合計で

あり、H（ハイパワードマネー）は現金と中央銀

行の現金準備預金（R）との合計である。上記の

式の右辺にある分数部分は、貨幣乗数（D/R は

預金・準備比率、D/C は預金・現金比率）である。

ここでは、預金・準備比率は法定準備率によっ

て決められ、預金・現金比率は公衆の選考によ

り決まるので長期的には一定であり、したがっ

て貨幣乗数は一定と想定されている。フリード

マンはこの定式によって、ハイパワードマネー

（H）を外生的に供給すると（貨幣乗数は一定な

ので）、マネーストックである流通する貨幣量

（M）も増大させることができることを示した。

この式の因果関係は右辺が左辺を決定するとい

う関係であり、外生的貨幣供給論によると、中

央銀行はハイパワードマネー（H）のコントロー

ルを通じて、流通する貨幣量（M）を完全に意

のままに決定することができるというわけであ

る。こうして貨幣供給における中央銀行の能動

性が強調されている。そのうえで、中央銀行の

ハイパワードマネーの増減によって決まった、

流通する貨幣量の増減に比例し、商品価格（物

価）も増減することができると把握するのであ

る。以上が、通貨学派からマネタリズムへと引

き継がれた理論の基本的な枠組みである。

２．マルクスの外生的貨幣供給論批判

　では、マルクスは外生的貨幣供給論をどのよ

うに批判したのだろうか。もちろんマルクスは

「外生的貨幣供給論」や「マネタリズム」という

語を用いていない。だが、マルクスの通貨学派

の理論（ピール銀行法）にたいする批判は、外

生的貨幣供給論批判へと直接結びついている。

　マルクスは『資本論』第 3 部第 5 篇でその批

判を行った―ここには銀行学派にたいする批

判も同時に含むが―。さきに見たように、交

換方程式では蓄蔵貨幣が否定され貨幣は購買手

段に解消されることを見た。これにたいしマル

クスは、現実の再生産過程から自立化し、銀行

制度の下に蓄積された貨幣を「貨幣資本（monied 

capital）」と呼び、その独自な運動について解明

した。しかしながら第 3 部第 5 篇は草稿という

こともあり、『資本論』のなかでも読み解くこと

が も困難な部分といっても過言ではない。な

かでもほとんど理解されていないのは、マル

クスが第 5 篇の核心として分析した銀行制度の

下にある貨幣資本 （monied capital） と現実資本 

（real capital） の運動との区別と関連についてで

ある。本稿では、マルクス信用論の研究そのも

のには立ち入らないが 23）、その分析内容を生

かし、マルクスの外生的貨幣供給論批判という

視角から整理を試みたい。

　ひとつは、本稿Ⅲの貨幣数量説批判が、外生

的貨幣供給論にたいする批判としてもそのまま

あてはまる。なぜなら、通貨学派も現在のマネ

タリズムも両者ともに、根本原理としてヒュー

ムやフィッシャー以来の貨幣数量説を受け継い

でいるためである。すでに見たように貨幣数量

説は、蓄蔵貨幣としての貨幣の規定性を事実上

否定するのだから、銀行制度を考慮にいれると、

中央銀行から市中銀行に現金準備として供給さ

れた貨幣は、すべて実体経済の流通部面へと

終的には流入することになる。彼らにとって

貨幣とは、本質的に購買手段（流通手段）であ
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り、供給された貨幣は蓄蔵されることなくすべ

て流通するのである。したがって、中央銀行の

ハイパワードマネーの増減によって流通する貨

幣量もコントロールすることができると考える

のは、貨幣数量説の当然の帰結といえる。これ

にたいし、マルクスにもとづくと、そもそも流

通する貨幣量―今日のマネーストック―は

中央銀行がコントロールできるものではない。

「発券銀行がその銀行券の流通量にたいして統

制力をもっているという考えそのものが、まっ

たく途方もないものなのであり」（MEW,Bd.9, S. 

307）、「銀行は……〔貨幣の〕流通量にたいして

はなんの力ももっていない」（Ibid ., S.307） ので

ある。先に見たように、流通する貨幣量は、実

現されるべき（販売される）商品の価格総額に

よって規定される。言いかえれば、それは現実

の再生産過程における商品流通の必要に応じ

て決まるのである。「通貨の量が物価を決定し

えないのは、それが商工業の取引量を決定しえ

ないのと同じである。その反対に、物価〔およ

び取引量〕が流通にある通貨の量を決定する」

（Ibid ., S.307） のである。したがって銀行制度を

入れて考察すると、いくら中央銀行がハイパ

ワードマネーを増加させたとしても、実体経済

からの需要が起点としてなければ、それは現金

準備として市中銀行に留まるだけであって、現

実の再生産過程で流通することはないのであ

る。

　とはいえ、よく知られているように新古典派

の投資理論は、利子率が低下すれば投資が増加

する右下がりの曲線であり、利子率を下げ投資

を増加させれば、ハイパワードマネーの増加と

ともにマネーストックも増加するのではないか

という異論もあろう。また、フリードマンの登

場以降、ルーカスによる合理的期待形成仮説を

へて、現在は「ミクロ経済学的基礎付け」がな

されたニュー・ケインジアン（リフレ派）によ

る新たなマネタリズムが台頭している。自身も

「ニュー・マネタリスト」と認めているように
24）、かれらも「中長期」には新古典派と同様に

貨幣数量説（貨幣の中立性）が成立すると考え

ている 25）。しかしかれらは、「短期」には貨幣量

が実物変数に影響を及ぼすこと（貨幣の非中立

性）を主張する。ニュー・ケインジアンによると、

現時点での貨幣数量の増大はただちに物価の上

昇に結びつくわけではない。物価に影響を与え

るのは「現在」だけでなく「将来」の貨幣量の動

向、すなわち「予想インフレ率」である。さら

には、予想インフレ率を高めるのは「政策レジー

ムの転換」が必要であるという。つまり、中央

銀行が「政策レジームの転換」を示し「予想イン

フレ率」を上昇させると、「実質利子率」（名目利

子率から予想インフレ率を控除した金利）が低

下することによって、設備投資および消費需要

が増大し、銀行貸出増加→マネーストックの増

加→実際の物価上昇が現われると考える。この

ように、予想インフレ率の上昇、実質利子率の

低下という媒介的な経路をへて貨幣数量説が成

り立つと捉えるのである。

　だが、実質利子率―名目利子率の場合も同

様のことがいえるが―が低下すれば、設備投

資・消費需要が自動的に拡大しマネーストック

が増大する必然性はあるだろうか。マルクスに

よると、そのような根拠はない。典型的な場合

を見よう。不況期には利子率（名目・実質利子

率）は低下するが、企業（現実資本）は借入を伴っ

た積極的な投資を行わない。なぜなら、利子率

低下は資金調達コストの低下ではあるが、利潤

拡大を見込める有利な投下部面が存在せず、期

待利潤率が低いからである。また賃金が低位で

あるため、消費者も、利子率が低下してもわざ

わざ借入をしてまで消費を拡大しようとはしな

い。不況局面では商品流通も停滞しており、流

通必要貨幣量も低下する。つまり、中央銀行が

ハイパワードマネーの絶対量を増加させ、また

仮に期待形成に成功し実質利子率が低下したと

しても、実体経済が停滞（期待利潤率が低位）

し借入需要が低下しているのだから、新たな銀

行貸出はそもそも生まれてこようがないのであ

る。したがってマネーストックも増加しえない。

むしろ不況期には利子率は低下するが、実体経

済へと流通しない過剰な貨幣資本が銀行制度の

下にとどまる。マルクスはこのことについて次

のように述べた。
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「〔不況期には、銀行制度の下にある〕貨幣資

本 （monied capital） への需要を減少させ、か

くしてそれを相対的に過剰にするだけではな

く、同時にそれの供給を、したがってまたそ

れの絶対量を増大させる。だからこそ、再生

産過程が縮小した……どの恐慌のあとにも、

商品の価格はその も低い点まで下がって

おり、企業精神は麻痺してしまっていて、利

子率は低いのであるが、利子率のこの低い水

準が示しているものは、生産的資本の収縮と

麻痺による貨幣資本（monied capital） の増加

に他ならないのである。商品価格が下がり

取引量が減り、労賃に投じられる資本が小

さくなるにつれて、流通手段の必要が少な

くなる……。つまり、流通手段としてであ

ろうと、支払手段としての貨幣であろうと、

「新たに」投下される資本の形態としてであ

ろうと、貨幣資本（monied capital） への需要

は減退し、したがってまたそれが相対的に過

剰 （redundant） になること、これは自明であ

る。」 （MEGA, II/4.2, S.532.）

　上記のように、現実の再生産過程の停滞に伴

い、不況期には利子率の低下とともに「有利な

投下部面を求めている遊休している貨幣資本 

（monied capital）」（MEGA, II/4.2, S.560） が銀行制

度の下に堆積するのである。このように、たと

え実質・名目利子率が低下しても、中央銀行が

流通する貨幣量をコントロールできるとは論理

的にいえないのである。

　だが、マルクスによる外生的貨幣供給論批判

として、いまひとつ重要であるのは、当時ピー

ル銀行法を作成した通貨学派と同様、フリー

ドマンや現在のニュー・ケインジアンも利潤率

の運動を看過している点である。上述したよう

に、ハイパワードマネー増加→マネーストック

増加のためには、銀行貸出が増加しなければな

らない。すなわち現実資本（企業）による積極

的な設備投資拡大のための借入需要が必要であ

る。しかし、利子率が低下したからといって、

企業は無条件に借入を行い、設備投資を図るわ

けではない。では、投資需要はなにを主因に形

成されるのだろうか。企業が銀行借入を行って

設備投資を拡大するさいの規定要因は、期待利

潤率とそれを実現可能にする現実的諸条件であ

る。つまり、いくら実質利子率（資金調達コス

ト）が低下したとしても、利潤増大の見込みが

なく期待利潤率が低ければ現実資本は設備投資

（資本蓄積）を行わないのである。そのうえで

マルクスは、利潤拡大を可能にする新たな条件

の出現を「 初の衝撃」（MEGA, II/4.2, S.542） と

表現した。景気拡大を牽引する新使用価値の生

産（リーディング産業）や新生産力、新たな市

場の出現などがそれである。たとえば日本でい

うと、高度経済成長を可能にした白物家電など

の電気機器や自動車産業であり、未開拓な市場

である。このような条件があってはじめて企業

は期待利潤を高め投資の拡大を図るのである。

したがって、ハイパワードマネーの増加や実質

利子率の低下が生じれば、自動的に銀行貸出増

加とともにマネーストックが増大し物価が上昇

するなどという必然性・因果関係はないのであ

る。このようにマルクスは、銀行信用の膨張・

収縮（銀行貸出の増加・減少）を把握するさい、

実体経済における利潤率の動向を主軸に据え

た。本稿では詳述しないが、こうした視角から

マルクスは『資本論』第 3 部第 3 篇草稿「一般的

利潤率の傾向的低下法則」26）で利潤率の固有の

運動を分析したのだった。

３．恐慌とマネタリズム

　 後に、マルクスによる外生的貨幣供給論批

判として着目したいのは、恐慌分析にかかわる

論点である。すでに見たように、外生的貨幣供

給論の基礎をなす貨幣数量説は、貨幣を本質的

に購買手段（流通手段）と捉えることによって、

貨幣量の増大はそれと同等の商品需要を形成す

ると考える。したがって、恐慌の原因（商品需

要の減退）は「貨幣量不足」にあり、商品需要が

低下する恐慌期には貨幣量を増大させれば恐慌

は回避できるという発想や、同じことだが、貨

幣量さえ見合っていれば商品は売れるのだとい

う主張（セイ法則）を内包している。マルクスが、
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「生産過程および流通過程の停滞を流通手段の

不足のせいにしようとする世間一般の幻想」

（MEW,Bd.23,S. 134） と指摘した考え方である。

　このような素朴な貨幣数量説にもとづくこと

によって、フリードマン＝シュウォーツも同

様の結論にいたっている。かれらは、アメリ

カの大恐慌（1929 年～ 1933 年）を分析するなか

で、大恐慌を回避できなかった原因は、当時の

FRB（連邦準備銀行）の金融政策の失敗、すな

わちハイパワードマネーの供給量不足にあると

主張した。かれらによると、恐慌時に FRB（連

邦準備銀行）は、「貨幣ストックの増加をその気

になりさえすれば、いくらでも作りだすことが

できた。……もし貨幣ストックの減少がなかっ

たら、この 4 年間に名目所得が半減し、価格が

3 分の 1 以上も下落するという事態が起こった

とは到底考えられない」（Friedman and Schwartz 

（1963）, p.301）、「バジョットが 1873 年に説い

た政策原理を遂行していたなら、この大惨事〔大

恐慌〕は防ぐことができた」（Ibid ., p.407） と述べ

ている。すなわち、中央銀行（FRB）が貨幣乗

数の低下を上回り、その気になってハイパワー

ドマネーの供給量を急速に増加させていたなら

ば、恐慌は回避することができたというわけで

ある 27）。金融危機のさいには、中央銀行は「

後の貸し手」として、高金利ではあるが資金を

求めるあらゆる民間金融機関の資金需要に応じ

るべきだと考えたバジョット 28）を引きあいに

だしているのも、そのためである。

　だが、中央銀行が膨大なハイパワードマネー

を供給し、民間金融機関のすべての資金需要

に、また結果として実体経済（民間企業や個人）

からの貸出需要にも応じるとすれば、恐慌を回

避することはできるのだろうか。マルクスによ

ると、「どんな種類の銀行立法〔金融政策〕でも

恐慌をなくしてしまうことはできない」（MEGA, 

II/4.2, S.543）。銀行が貨幣供給量を増加させ、

すべての貨幣需要に応じたとしても恐慌ないし

不況への突入は不可避なのである。ではなぜそ

のようなことが理論的にいえるのだろうか。マ

ルクスは、この問題を実体経済から需要される

貨幣の形態規定性を区別することによって解明

した 29）。まず、恐慌期に殺到する貨幣需要は

支払手段としての貨幣需要であるが、注意すべ

きは、支払手段需要には二つの場合があるとい

う点である。ひとつは、「支払手段にたいする

需要は、商人や生産者の有価証券が優良なもの

であるかぎりでは、貨幣の転換可能性にたい

する需要でしかない」（MEGA, II/4.2, S.593） とさ

れている場合である。これは、一定期間後に入

金が確実な手形割引の増大として現われる貨幣

需要である。したがってここで需要される貨幣

は還流が確実なものであり、結果的にW―G―

W を媒介する広義の流通手段に相当する。し

かし、支払手段にはいまひとつの、「支払のた

めの真正の出所をもたない」、「不足している資

本〔不足資本〕」（MEGA, II/4.2, S.543）、「転換不可

能な資本」（MEGA, II/4.2, S.594） を意味する貨幣

需要がある。この場合の貨幣需要は、「失敗に

終わった……もはやけっしてなされえない還

流」（MEGA, II/4.2, S.543） を意味する。銀行とい

えどもこのような貨幣需要のすべてに応じるこ

とはできない。なぜなら、大量の資金供給を行

い「還流しない」貨幣需要に応じれば、その債

権は不良債権化し、銀行は膨大な不良債権を抱

え込むことになるからである。また、中央銀行

が市中銀行のすべての不良債権を買い取って資

金供給を行うこともできない。そのようなこと

を無制限に行えば中央銀行信用そのものが揺ら

ぎかねないためである。したがって中央銀行信

用で不良債権を買い取ることが限度をむかえれ

ば、 終的には税金（価値物）でそれを補填せ

ざるをえなくなり、財政負担（国民負担）とし

てはね返ってくることとなる。銀行といえども

信用「創造」によって「無から有を生む」、すな

わち社会的富＝価値物をつくり出すことはでき

ないのである。このように、マルクスによると、

銀行は広義の流通手段需要に応じることはでき

るが、還流を伴わないすべての支払手段需要に

応じることはできない。銀行信用は限界づけら

れているのである。つまり、中央銀行がハイパ

ワードマネーの供給を行い、あらゆる資金需要

に応じることは不可能なのであり、恐慌ないし

不況への突入もまた不可避なのである。
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おわりに

　以上、マルクスの貨幣論レベルから貨幣数量

説批判を行い、さらに外生的貨幣供給論につい

ても検討を加えた。貨幣数量説の根本的な批判

においてとくに重要であったのは、貨幣の も

抽象的な諸規定の相互の関連をトータルにつか

むことであった。すでに見たように、価値尺度

や蓄蔵貨幣としての貨幣の諸規定を看過し、貨

幣を一面的に「購買手段」としてのみ把握すれ

ば、必然的に貨幣数量説に陥らざるをえない。

「貨幣」や「商品」といった も基礎的なターム

をどのように本質的に捉えるかが、貨幣数量説

の批判的克服にさいしての分岐点であったので

ある。このような内容を理解してはじめて、現

在のマネタリズムを批判することも可能となる

のであった。

　とはいえ本稿では、貨幣数量説の詳細な歴史

やそのさまざまなタイプについては十分に検証

していない。またとく現在、新古典派やニュー・

ケインジアンだけでなく、いわゆるマルクス学

派の内部においても、不換制になれば貨幣数量

説が成り立つと考えている論者が少なからず存

在する。これらはいずれも、原理的にはヒュー

ムやフィッシャー以来の も単純な貨幣数量説

と共通した理論的誤謬に陥っているのである

が、その検討については別稿に期したい。

脚注

1） マルクスは、スチュアートを貨幣数量説批判の

先駆者としてきわめて高く評価している。マル

クスは、「サー・ジェイムズ・スチュアートは、

鋳貨と貨幣とについての彼の研究をヒュームと

モンテスキューとの詳細な批判から始めてい

る。実際に、彼は通流する貨幣の量が商品価格

によって規定されるのか、それとも商品価格が

通流する貨幣の量によって規定されるのか、と

いう問題を提起した 初の人である」と指摘し、

スチュアートには価値尺度や交換価値について

の誤りを含んだ叙述、重商主義のなごりなどが

あるものの、「彼は貨幣のもろもろの本質的な形

態規定性と貨幣通流の一般的諸法則とを発見」

（MEGA, II/2, S.227） していた、と述べている。

2） トゥックについて、マルクスは次のように評価

している。「リカード以後の経済学の唯一の功

績」（MEGA, II/2, S.173） として、「トゥックは、彼

の諸原理をなんらかの理論からみちびきだして

いるのではなく、1793 年から 1856 年までの商

品価格の歴史の手堅い分析からみちびきだして

いる。……商品価格の歴史をひき続き研究して

彼が察知せざるをえなかったのは、この理論が

前提しているような、物価と通流手段の量との

あいだの直接的関連なるものはただ妄想にすぎ

ないこと、通流手段の膨張と収縮とは貴金属の

価値が不変な場合には、つねに価格変動の結果

であってけっして原因ではないこと、そもそも

貨幣流通は二次的な運動にすぎないこと、貨幣

は、現実の生産過程では、流通手段の形態規定

性とはまったく別なもろもろの形態規定性を受

け取ることであった」（MEGA, II/2, S.243） と指摘

している。

3） MEGA, II/2, S.219 を参照。なお、古代ギリシャ

まで遡り古典派経済学・ドイツ歴史学派など、

貨幣数量説の起源からその歴史的発展を網羅的

に検討した著作として Hegeland （1951） が参考

になる。

4） Friedman （1987）, p.3 および Lucas （1996）, pp.661-

663 を参照。

5） マルクスは J. スチュアートの整理にもとづき、

ヒュームの命題を次のように要約している。

「ヒュームの流通理論を要約すれば、次の命題

になる。（1） 一国の諸商品の価格は、その国に

存在する（現実的または象徴的貨幣）貨幣量に

よって規定される。（2） 一国で流通する貨幣は、

その国に存在するすべての商品を代表する。代

表者、すなわち貨幣の数量が増減するのに比例

して、代表されるものが個々の代表物に割り当

てられる量が増減する。（3） 商品が増加すれば、

それらの価格が下落し、つまり貨幣の価値が上

昇する。貨幣が増加すれば、逆に諸商品の価格

が騰貴して、貨幣の価値が下落する。」（MEGA, 

II/2, S.221） なお、スチュアートによるヒューム

の命題については、Steuart（1767）, II, p.84 を参照。

6） なお、このようなヒュームの貨幣観は重商主義

への批判を念頭に置いたものであり、貨幣は富

ではなく富の交換のたんなる「道具」であり、商

品こそが富なのだという見地を内包している。

7） カンティロンがはじめに指摘し、ジェボンズ

が「連続的影響説 （successive effects）」と呼んだ 
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（Jevons （1931）, pp.348-349） ように（この点につ

いては Hayek （1935）, pp.8-9 をも参照）、ヒュー

ムは貨幣量が無媒介に物価に影響を与えると考

えたわけではない。「貨幣の取得と物価騰貴との

間の間隔ないし中間状態」（Hume （1752）, pp.37-

38） として、物価上昇にいたるプロセスについ

ても論じている。とはいえ、いかなる経路をた

どるにせよ、ヒュームが 終的には貨幣数量説

が成立すると考えていたことは確実である。

8） リカードが貨幣数量説にとらわれていたこと

は、リカードは貨幣を実物のヴェールとみなし、

貨幣の本質的な研究を欠いていたことからも明

らかである。それゆえマルクスは、「〔リカード

は〕彼が交換価値、利潤、地代等々について行

なったような研究は、貨幣制度 （Geldwesen） そ

れ自体については、どこでも行なっていない」

（MEGA, II/2, S.230） と指摘している。実際にも、

『経済学および課税の原理』第 27 章「通貨と銀行

について」はあるものの、リカードは第 27 章（初

版）の冒頭を「私は貨幣という主題についての、

ある長い論説によって、読者をひき留めるつ

もりはない」という一文からはじめ、初版以降

も「私はその〔通貨〕数量と価値とを左右する一

般法則の若干を簡単に概観するにとどめよう」

（Ricardo （1817）, p.352） と冒頭パラグラフで述べ

ている。このことからも、貨幣の本質的な分析

を主題としていないことがわかるだろう。なお、

リカードの貨幣数量説と紙幣減価論との関連を

どのように捉えるかについては、リカード研究

者の間で見解の相違があるが、本稿では問題の

限定上、この点には立ち入らない。

9） フィッシャーは正確には、貨幣M（硬貨と銀行

券）と銀行預金M’  とを区別し、MV = PT をMV

＋M’V’  = PT と書き直している（Fisher （1911） 

p.48）。この点をふまえ交換方程式をどのように

理解すべきかについては、Ladler （1991a）, ch.3 

を参照。なお、交換方程式を批判的に検討した

論考として奥山（2012）がある。

10） フィッシャーは「通常の場合 （normally） ……物

価水準は……貨幣量の変化に合わせ直接変化す

る」と述べ、これが「貨幣数量説 （quantity theory 

of money）」であるとしている（Fisher （1911） 

p.320）。ただし彼は、「過渡期 （transition period）」

にはV（流通速度）とT（取引量）とが変化するこ

と、また、名目利子率と実質利子率とを区別し、

実質利子率が低下することによって材需要が増

加し物価上昇へと結びつくとして、物価上昇に

いたるプロセスについても論じている。とはい

え、こうした経路をへれば、結局のところすべ

ての貨幣は流通界へと行きわたり貨幣数量説が

成立すると考えるのである。

11） セイのいわゆる「販路説」においても、貨幣は必

ず「購買手段」として使用されることが想定され

ている。それゆえ、すべての商品に対して買い

手が生まれるということになる。「たとえ、それ

〔貨幣〕がその金額を埋蔵するためであったとし

ても、その 終的な目的は、常にこの金額をもっ

てなに物かを購買することである。……あなた

の生産物の販売にさいして、また、あなたの行

う他の生産物の購買にさいして用いられた貨幣

は、一瞬の後には他の二人の契約当事者のあい

だで使用される。」（Say （1841）, p.139）

12） マルクスの貨幣の価値尺度機能については、久

留間 （1979） が厳密な検討を行っており、筆者

はその先駆的な研究からきわめて多くの示唆を

受けている。

13） 以下、本稿におけるマルクスの著作からの引用

文の下線部は、すべてマルクス自身による強調

部分である。

14） 貨幣の価値尺度機能は、『資本論』第 1 部第 1 章

第 3 節の商品の価値形態の分析から導き出され

たものである。あらゆる商品が自己の価値を貨

幣（金）で表現し、価格の形態で表示すること

によって、そこではじめて貨幣は価値尺度機能

―商品の価値を一定量の貨幣で表示する役割

―を果たすことができるのである。だからマ

ルクスは、第 1 章で商品の分析を終えた時点で、

「これまで（第 1 章「商品」）のところでは、われ

われはただ貨幣の一つの機能を知っているだけ

である。すなわち、商品価値の現象形態として、

または諸商品の価値量が社会的に表現される

ための材料として、〔貨幣が〕役だつという機能

である」（MEW,Bd.23,S.104） と述べているのであ

る。したがって、貨幣の価値尺度を否定するこ

とは、同時に商品の価値形態の分析を否定する

ことでもあり、このような理解は、もとをたど

れば商品分析の無理解からくるものである。価

値尺度論の否定は、商品論なき貨幣論を主張す

ることだともいえよう。

15） なお、マルクスの貨幣の価値尺度機能を「物差

し」のように、諸商品の価値の大きさを過不足

なく正確に測定することだとする誤った理解が

往々に見受けられる。だが、貨幣の価値尺度

の意味を、商品の価値の大きさを大きさどおり

に測定することであり、またそうでなければ価

値尺度機能ははたすことができないなどと考え
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てはならない。たとえば、ある量の小麦の価格

が 3 ポンドであろうが 1 ポンドであろうが、つ

まり価格が価値の大きさより過少ないし過大で

あったとしても、それが商品の価格であること

にかわりはないのであり、いずれの場合も貨

幣は価値尺度の機能をはたしているのである

（MEW,Bd.23,S.116-117 を参照）。商品の価値量

は変わらなくても、たえず変動する価格は、量

的にどのように変化しようとも、質的にはその

商品の価格なのである。要するに、貨幣の価値

尺度機能とは、商品の価値の大きさを過不足な

く測定することではなく、その大きさ如何を問

わず、商品の価値を価格として表示する貨幣の

機能・役割である。これが久留間 （（1979）, 171-

190 頁 , 196-224 頁） がマルクスに即して明らか

にした、いわゆる「価値尺度の質」である。この

点を理解しなければ、販売と購買がくり返され

る過程で商品の価値の大きさは測られ、そのく

り返しを通じてはじめて貨幣は価値尺度として

機能するのだといった宇野（1974） のような誤謬

が生まれる。価格がどのくらいの大きさになる

かを決定するのは価値尺度としての貨幣の機能

ではないのであり、それは価値尺度機能の外部

に存在する諸要因―具体的には需要供給、競

争など―である。質的規定と量的規定とを混

同してはならないのである。

16） 宇野 （1974） は、貨幣の第 1 の機能を「購買手段」

であると規定する（前掲 , 59-60 頁）。貨幣の第

1 の機能を購買手段として規定することがなぜ

誤りであるのかは上述した通りであるが、宇野 

（1974） の見解そのものを批判した研究としては

久留間 （1979） がある。

17） 以上の指摘は、すでに三宅 （（1984）, 82-86 頁） が

行っている。

18） マルクスは、「預金そのものは二重の役割を演じ

る。一方ではそれは、……ただ銀行業者にたい

する預金者の貸し勘定 （Guthaben） として彼ら

の帳簿のなかに見られるだけである。他方では、

商人たち相互間の（総じて預金の所有者たちの）

互いの貸し勘定が彼らの預金にあてた振出しに

よって相殺され互いに帳消しにされるかぎりで

は、預金は《貸し勘定の》そのようなたんなる記

録として機能する」（MEGA, II/4.2, S.525-523） と

述べ、事実上、預金も商品流通を媒介する通貨

としての機能（今日、預金通貨と呼んでいる預

金の機能）を果たすことを指摘している。

19） Hume （1752）, pp.62-63 を参照。

20） 本稿では立ち入らないが、ピール条例の成立

過程や経過の詳細は、Clapham （1944）, vol. 2, 

chs. III-IV ; Feavearyear （1962）, chs. 10-11 ; Fetter 

（1965）, ch. VIII が参考になる。

21） フリードマンのマネタリズムについては平山 

（（2015） 106-118 頁） を参照した。ただし筆者は、

「貨幣だけに原因を求めるフリードマン = シュ

ウォーツ理論には問題もあれば、真理の一面を

捉えている面もあるといえるのではないか。結

局のところ、真理は中庸に存する、というのが

もっとも心理に近い結論かもしれない」（107 頁） 

という氏の「結論」とは全く相容れないことは念

のため断っておきたい。

22） Friedman and Schwartz （1963）, p.791 を参照。

23） 詳しくは拙稿（2015a）および大谷（2016）を参照。

24） Mankiw and Romer （1991） p.3 を参照。

25） ニュー・ケインジアン（リフレ派）の見解として、

岩田他編（2013）がまとまっていてわかりやす

い。また、著者はそれに批判的ではあるが、吉

川 （2013） 第 4 章を参照した。なお、リフレ派

についての検討は、拙稿 （2015b） でも行ってい

るので参照されたい。

26） 第 3 部第 3 篇草稿については、拙稿 （2011, 2014） 

を参照。

27） なお、同じ貨幣数量説に基づいていても、現在

のマネタリストは恐慌期には無制限的に中央銀

行が貨幣供給する必要性を主張したのに対し、

その一方、通貨学派は恐慌期に銀行券発行量を

制限し「通貨管理」を説いた。両者は政策的には

対立しており、一見すると矛盾するかのように

見えるが、原理的には両者ともに貨幣数量説か

ら生まれた帰結である。通貨学派は、金属流通

下ではヒュームの貨幣数量説（価格正貨移動メ

カニズム）が成立するという前提から出発した

ため、銀行券流通下では地金の増減と銀行券発

行量とを一致させるべきである（ピール銀行法）

とした。その結果、地金が流出する恐慌期に銀

行券発行量を制限せざるをえなかったのであ

る。前者も後者も、貨幣数量説を起点としてい

るかぎりでは同一であり、貨幣数量説をどのよ

うに政策的に用いるかの違いでしかない。

28）  Bagehot （1873）, pp. 46-56, 187-189 を参照。

29） 詳しくは、拙稿 （2015a）, 60-61 頁 を参照。
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