
 

 

 

 

 

 

 

ＩＳ－ＬＭ分析の誤謬 

～ヒックスの間違いはこの世界にいかなる影響を与えたのか？～ 
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はじめに 

 国が不況の中にあるとき、何らかの経済政策によっていち早く不況から

脱しなければ、状況は悪くなる一方である。2008 年のリーマンショック

以降、図 0－1 のように、失業率は依然として高い水準を維持している。

職を失う人が増えれば、その分国全体での消費は落ち込んでしまう。消費

が落ち込めば企業は生産の抑制や商品価格の値下げを行い、不況を生き抜

こうとする。しかし生産の抑制や商品価格の値下げが行われるということ

は、リストラや、尐なくとも賃金カットが行われることにつながる。これ

は国民の所得を減尐させ、消費を落ち込ませることになり、悪循環を引き

起こすことになってしまう。したがって尐しでも早く不況から抜け出せる

ような経済政策の重要性が増すのである。 

 

図 0-1 完全失業率（男女計 季節調整値） 

 

出所）総務省『労働力調査』 

 

経済政策を考える際には、まず国全体の経済がどのように動いているのか、

そのメカニズムを解明し、不況の原因を発見し得る分析ツールが必要であ
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る。その分析ツールがより適切に現実の世の中を表現すればするほど、よ

り精度の高い経済政策を策定することができる可能性が高まることが予

想される。 

ロバート・L・ハイルブローナーは“経済学者”について次のように述

べている。 

 

 「彼らは軍隊を指揮したわけではなく、兵士たちを死地に送り込んだわ

けでもないし、帝国を支配したわけでも、歴史をつくるような意思決定に

参画したわけでもない。彼らのうちの何人かは名声を得たが、国民的な英

雄となった人は一人もいない。また、何人かの人は激しく罵られはしたが、

国賊とまで言われた人はいない。だが、輝かしい栄誉に浴した政治家の多

くの行為よりも、彼らの行ったことのほうが歴史上ずっと決定的だったし、

前線の軍隊を右往左往させるよりもずっと大きな動揺を世の中に与え、さ

らに国王や立法機関の勅命・布告よりも、よかれあしかれ影響力をもった。

それは、彼らが人々の考え方を育み、かつ左右したからである。」1 

 

分析ツールを構築するために多くの著名な経済学者たちが論争を繰り広

げてきた―これらの論争は、まさに戦争なのである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
1 Heilbroner (1986)〔邦訳，p.14〕 
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第1章 問題意識と仮説の設定 

第１節 問題意識 

経済学における分析ツールの精度を大幅に高めたのは著名な経済学者

ケインズである。彼は自身の著書『雇用，利子および貨幣の一般理論』（以

下、Keynes(1936)または『一般理論』と表記する）の中で旧来の経済学（新

古典派2）の修正を行った。しかし Keynes(1936)の序文で述べられている

ように、この著書の「主たる読者はわが経済学者諸氏である」ことが想定

されて書かれたものなので内容はやや難解である。 

この難解なケインズの主張を整理しようという目的で、Keynes(1936)

の翌年に発表されたのが、ヒックスの『ケインズと古典派』という論文だ。

ヒックスはこの論文の中で Keynes(1936)の主張を IS-LM 分析と呼ばれる

1 つの図にまとめ上げた。『一般理論』は決して短い本ではなく先にも述べ

たように内容もやや難解である。世の中の人にとってケインズの主張を理

解するためにはそれなりの時間を要するはずなのだが、IS-LM 分析はこの

労力を大幅に削ったのである。ところが IS-LM 分析には欠陥があり、ケ

インズの直接的な影響を受けた人たちは IS-LM 分析がケインズの意図に

反するものであると批判しており、後にヒックス自身も IS-LM 分析は誤

りであったということを認めてしまった。 

それにもかかわらず IS-LM 分析は「ケインズ理論の体系化であるとし

て、戦後アメリカのテキスト・ブックに登場し、アメリカ・ケインジアン

にも、それに反対する新古典派の人たちにも広く受け入れられた」3のであ

る。日本でもマクロ経済学を専攻した者ならば、IS-LM 分析の存在を知ら

ない者はいないはずだ。この間違ったケインズ解釈が広まったのは、先に

                                                   
2 Keynes (1936)によると、「リカードの追随者、すなわちリカードの経済

理論を採用し完成させた人たち、（たとえば）J・S・ミル、マーシャル、

エッジワース、それにピグー教授」を指している。現代においては、彼ら

は一般的に新古典派と呼ばれ、スミス、マルサス、マルクスなどの古典派

経済学者とは区別されている。 
3 伊東（2006a）p.159 
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も述べたように『一般理論』を読むよりも簡単にケインズの主張を理解で

きる（正確には、理解できたつもりになる）ということが最大の理由だろ

う。 

ケインズは「経済学と政治哲学の分野に限って言えば、25 ないし 30 歳

を超えた人で、新しい理論の影響を受ける人はそれほどいない」4と述べて

いる。大学時代に IS-LM 分析が頭の中に定着してしまい、将来、経済政

策を策定する立場にでもなればそれは非常に危険なことだ。その者の策定

した政策は見当違いなものとなり、世の中に被害を及ぼすことになる。そ

のような間違いを防ぐためにも、IS-LM 分析にどのような誤謬が隠れてい

るのかを明らかにすることが本稿の目的である。 

 

第２節 仮説の設定 

詳しくは第 3 章で述べることになるが、IS-LM 分析は 1 つの特徴として

中央銀行の貨幣供給量の調整がポイントになっている。『一般理論』とい

うタイトルからも分かるように、ケインズも貨幣量を重要視していたこと

は間違いない。しかし貨幣量を重視し過ぎる
．．．．

ことは危険であると思われる。

なぜなら、貨幣を供給し過ぎれば、世の中のどこかで金余りが生じること

になるからだ。 

それが仮に先進国のような高度に発展した社会であったなら、新たな投

資機会（ビジネスチャンス）は尐ないだろうから、発展途上の国よりも金

余りはひどくなるだろう。更にその国が不況の中にあった場合は、投資機

会はもっと尐なく、したがって金余りもよりひどくなる。このような状況

で何か 1 つでも投資機会になり得る対象（何らかの新規事業であることも

あるし、土地や穀物のような財のこともある）が現れたら、大きな期待感

によって余った資金はそこに流れ込むのではないかと予想される。 

しかしもしその期待感が過大なものであったと人々が気付くことがあ

れば、人々は投下資金を引き揚げるだろう。投資家（投機家）たちは、（ト

ランプのババ抜きの）ババを抜くまいとして我先にと資金を回収する。そ

                                                   
4 Keynes(1936) 〔邦訳 下巻，p.194〕 
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れまでは多くの人々が期待を抱くために資金が集まり投資対象の価値が

更に跳ね上がるという好循環であったものが、突然に正反対の悪循環に変

化するのである。投資家のキャピタルロス（評価損）は非常に大きなもの

となろう。更に、資金が流れ込んでいた投資対象も深刻な影響を受けるこ

とがある。それが新規事業であれば資金繰りに窮して立ち行かなくなり、

そこに存在した雇用は失われる。何らかの財に資金が流れ込んでいたなら

ば、その財の相対価格が乱高下するという悪影響を及ぼす。 

これは所謂、バブルと呼ばれるものである。経済は良い時もあれば悪い

時もあるのが常だが、金余りの発生は以上のようにその変動を極度に大き

くしてしまうことがあるのだ。 

 

仮説：IS-LM 分析がバブルの発生を助長する。 
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第2章 一般的な IS-LM 分析の解説 

第１節 IS 曲線の導出 

 

図 2-1 IS 曲線導出（財市場） 

 

出所）筆者作成 

 

 詳細な分析に入る前に、多くのマクロ経済学のテキストで IS-LM 分

析がどのように解説されているのかを見ておくことにする。IS-LM 分析と

はどのようなモデルで、どのようなインプリケーションが引き出されるの

かを概観してもらいたい。 

まず IS 曲線の導出からである。国全体の需要が 2－①式、供給（所得）

が 2－②式のように表される。5このとき両方の式に含まれているC は消

                                                   
5 2－①式と 2－②式を見て分かるように、ここでは閉鎖経済で、政府支出
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費を表しており2－③式のように表すことができる。 0c は所得に関係なく、

その人が生きるために必ず消費しなければならない最低限の消費で基礎

消費と呼び、定数である。そしてcは限界消費性向と言って所得が増加（減

尐）したときにどの程度消費が増加（減尐）するのかを表したものでこれ

も定数である。 

 

ICY
D   ―2-① 

SCY   ―2-② 

cYcC  0  ―2-③ 

 

   
DY ：需要  Y ：国民所得  C ：消費  I ：投資 

S ：貯蓄  0c ：基礎消費  c ：限界消費性向 

 

図 2－1 の第 4 象限には所得と貯蓄の関係が示されているのだが、これ

は 2－②式に 2－③式を代入することで導出できる。これを 2－④式として

以下に示す。 

 

0)1( cYcS   ―2-④ 

 

)1( c は、限界貯蓄性向と呼ばれており、限界消費性向と足し合わせると

1 になる。つまり所得が )1( c ： 0c の割合で貯蓄と消費に分かれることを

示しているのだ。 

 次に 2－①式と 2－②式において、需要と供給が一致する（
DY ＝Y ）

とき投資と貯蓄は一致する。 

 

  SI   ―2-⑤ 

 

2－⑤式のようになり、これを表しているのが図 2－1 の第 3 象限である。 

                                                                                                                          

や税金が存在しない、政府介入のない環境を想定している。 
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 最後に図 2－1 の第 2 象限であるが、利子率（ r ）と投資（ I ）の関係

を示しており、利子率が上昇すると、資金調達に費用がかかるために投資

が減尐することを表している。逆に利子率が下落すれば、資金調達費用が

減尐して投資は増加する。 

 第 2～4 象限の関係を図 2－1 のように組み合わせると、第 1 象限に IS

曲線が導出されるのだ。利子率（ r ）が低下するほど、投資が増加する。2

－①式を見て分かるように投資が増加すればその分だけ国民所得は増加

する。したがって利子率（ r ）が低下すると国民所得が増加するという右

下がりの曲線が描かれるのである。 

 

第２節 LM 曲線の導出 

 

図 2-2 LM 曲線導出（貨幣市場） 

 

出所）筆者作成 
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図 2－2 では LM 曲線の導出を行う。国民所得が増加するほど、取引量

が多くなり貨幣が必要になる。図 2－2 の第 4 象限は、そのような取引的

動機に基づく貨幣需要（ 1L ）と国民所得が比例的な関係にあることを示し

ている。 

次に第 2 象限では利子率（ r ）が低下すると投機的動機に基づく貨幣需

要（ 2L ）が増加する関係が示されている。これは債券価格が 2－⑥式で表

されるためである。 

 

r

d
B   ―2-⑥ 

 

B ：債券価格 d ：利子 r ：利子率 

 

想定されているのは固定金利型の債券であり利子（d ）は定数である。利

子率が上昇しているときには債券価格は下落するので、この場合債券を購

入した方が得だと言える。債券を購入するということは、裏返せば貨幣を

手放すということであり、貨幣に対する需要が低下するということになる。

利子率が低下した場合には、債券を買う者が減るので逆に貨幣需要が増加

するのだ。このようにして投機的動機に基づく貨幣需要（ 2L ）が変動する。 

 最後に第 3 象限であるがこれは次の式を表現している。 

 

21 LLM   ―2-⑦ 

 

M ：世の中に流れる貨幣量 

 

 以上をまとめると、第 1 象限に LM 曲線が描かれる。中央銀行が操作を

しない限り、世の中に存在する貨幣量（ M ）は一定である。しかし中央

銀行が貨幣量を増加させた場合、LM 曲線は右にシフトすることになる。 
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第３節 国民所得を増大させるためには？ 

 

図 2-3 財市場と貨幣市場の均衡から、国民所得増加のプロセス 

 

出所）筆者作成 

 

 図 2－1 と図 2－2 で導出した IS 曲線と LM 曲線を同じ図に表したのが

図 2－3 である。ここで示されているように、貨幣量（ M ）を増加させる

ことで LM 曲線をシフトさせ、利子率を低下させる。すると、資金調達に

かかる費用が低下するために国民所得は増加するという理屈である。例え

ば失業率が高くなっているときに、このような金融政策を行うと失業率が

低下するのだ。 

国民所得を増加させるなら、IS 曲線を右にシフトさせてもよいと思われ
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るが、不況下にあっては企業が投資意欲を減退させているため、民間投資

によって IS 曲線を右に動かすのは難しい。そこで 2－①式には政府支出を

入れていなかったが、政府支出を加えると IS 曲線はその増加によって右

にシフトする。しかしそれに伴って利子率が増加するために、今度は民間

企業が更に投資をしにくい状況に陥ってしまう。すると、政府支出のため

に右にシフトしかけた IS 曲線はまた左に押し戻される。いわゆる、クラ

ウディングアウトと呼ばれる現象だ。これを避けるために、財政支出を行

うときは同時に金融政策（貨幣供給量の増加）を行って利子率を下げる必

要があるという話になる。 

いずれにしても IS-LM 分析において国民所得を増加させることを考え

ると、LM 曲線の動向（金融政策）が必ずと言って良いほど関連してくる

ことになるのである。わたくしの仮説を設定する際に、「IS-LM 分析は 1

つの特徴として中央銀行の貨幣供給量の調整がポイントになっている」と

述べたのは以上のような理由からである。次の第 3 章でこのことが何を意

味しているのかを深く考えていこうと思う。 
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第3章 ヒックスの誤謬 

第１節 ヒックスによるケインズ理解 

 ヒックスは、古典派とケインズ双方の理論を定式化することによって、

2 つの理論を比較し、「ケインズ氏の理論の新しい点を浮き彫りにし、その

結果真の論争点が何であるかを発見」6しようとした。そして古典派理論と

ケインズ理論を次のように表現した。7 

 

・古典派理論 

kYM   ―3-① 

)(rfI   ―3-② 

),( YrSI   ―3-③ 

 

・ケインズ理論 

)(rLM   ―3-④ 

)(rfI   ―3－②式に同じ 

)(YSI   ―3-⑤ 

 

  M ：社会全体の貨幣数量  k ：マーシャルのk 8 

Y ：総所得  I ：投資  S ：貯蓄  r ：利子率 

L ：貨幣需要（流動性選好関数）  f ：資本需要 

 

ヒックスは、3－③式から 3－⑤式への修正は「単なる単純化」であるが、

                                                   
6 Hicks (1937)〔邦訳，p.173〕 
7 ヒックスは以下のような表記を用いているが、一般的な表記方法に書き

なおした。 

＜古典派理論＞ kIM   )(iCI x   ),( IiSI x   

＜ケインズ理論＞ )(iLM   )(iCI x   )(ISI x   

8 マーシャルのk とは、総所得（Y ）が与えられたとき、社会全体の貨幣

量（ M ）がどのくらい存在するかという比率を表すものである。 
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3－①式から 3－④式への修正はケインズ理論において決定的に重要な「流

動性選好学説なのである」と述べた。古典派において貨幣量で決定される

のは所得であったが、ケインズ理論においては貨幣量で決定されるのは利

子率である。この①式から 3－④式への修正こそがケインズ理論の新しい

点であると、ヒックスはまとめる。 

 

第２節 ヒックス流の一般理論 

 ところがヒックスは、ケインズの『一般理論』が特殊理論であり、真の

一般理論は次のように表すことができると述べ、3－④式を次のように修

正する。 

 

),( rYLM   ―3-⑥ 

 

ケインズは貨幣需要を決定するにあたって利子率の役割を強調するが、そ

れは、貨幣需要が所得に依存するという古い考え（3－①式）の修正に過

ぎないと、ヒックスは述べる。その上で、貨幣需要関数に変数として総所

得（Y ）を加えた形のものこそが“一般理論”であり、それがマーシャル

的な伝統的理論と大差のないものであることを主張するために、その論拠

を以下の図 3－1 で説明するのである。 
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図 3-1 IS-LM（LL）分析9 

 

出所）Hicks (1937) 

 

),( rYLM  において、貨幣量（ M ）を一定としたときの総所得（Y ）

と利子率（ r ）の関係を表したのが図 1 の LL 曲線である。「所得の増加は

貨幣需要の上昇をもたらし、利子率の増大はその下落を惹き起す」10ため、

右上がりの曲線になるというのだ。 

また、3－②式と 3－⑤式から 3－⑦式が得られ、 

 

)()( YSrf   ―3-⑦ 

 

利子率（ r ）の下落は投資（ I ）を増加させ、投資はそれに等しい貯蓄（ S ）

                                                   
9 当初 IS-LM 分析は IS-LL 分析と呼ばれていた。 
10 Hicks (1937)〔邦訳，p.182〕 
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を必要とし、貯蓄はその際の総所得（Y ）を示す。これを図 1 では、右下

がりの IS 曲線として表されている。 

 

第３節 ヒックスの誤謬（誤った古典派理解） 

ヒックスは正確に古典派理論を理解しておらず、新古典派経済学者たち

と同様に誤った形で貨幣数量説11を理解している。そのため、3－①式

（ kYM  ）について「k が所与であれば、総所得が決定される」12と述

べている。これは貨幣量（ M ）とマーシャルの k が与えられたなら、国

民所得（Y ）が決定されるということを意味している。 

ケインズは、貨幣数量説について次のように述べている。 

 

「V を先に定義した意味での貨幣の所得速度、Y を総所得とすれば、

YVM 1 。こうして、当期生産物の数量をO 、その価格を P で表すこと

ができるとしたら、 OPY  それゆえ OPMV  となる。これは伝統的な

形式の貨幣数量説と全く同じである。現実世界〔を分析する〕という目的

からすると、産出量の変化の関数である物価の変化と賃金単位の変化の関

数である物価の変化を区別していないのは貨幣数量説の大きな欠陥であ

る。このような区別をしないですむ理由は、おそらく、保蔵性向なるもの

                                                   
11 MVPT   
 

P ：物価 T ：取引量（数量O と考えても良いだろう） 

M ：貨幣数量 V ：貨幣の流通速度 

 

伊東（1993）によると、新古典派経済学者は「この恒等式的な関係から

貨幣数量説は、財の取引数量と貨幣の流通速度に変化のない限り、物価水

準 P は貨幣の数量 M に依存すると考える」。彼らは上の式を次のように変

形する。 

 M
T

VP   

そして（理論的な根拠は特にないのだが） TV が一定になると仮定して「物

価水準は貨幣数量によって決まるという信念」を持ってしまうのだ。 
12 Hicks (1937)〔邦訳，p.175〕 
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は存在せず経済はいつも完全雇用状態にあるという想定に求められる。な

ぜならこの場合には、O は一定、 2M はゼロになり、それゆえ、V もまた

一定と仮定できるなら、賃金単位と物価水準の双方は貨幣量と正比例の関

係に立つからである。」13 

 

OPMV   ―3-⑧ 

 

M ：貨幣数量  P ：物価  O ：当期生産物の数量 

V ：貨幣の流通速度 

 

3－⑧式において、物価水準と貨幣量が正比例の関係になるのは、産出量

（O ）が一定であり、投機的動機による貨幣需要（ 2M ）がゼロだからだ。

産出量（O ）が一定である状態というのは、産出量がそれ以上増加しない

ような状況であり、これは生産要素をそれ以上使用できない状況―すなわ

ち完全雇用状態―であると考えられるのだ。 

また、投機的動機に基づく貨幣需要（ 2M ）がゼロというのは、人々が

貨幣そのもの
．．．．．．

を需要しないような状態を意味している。簡単に言えば、タ

ンス預金などが存在しない状態である。タンスに貨幣を入れておくと、そ

の貨幣は他の誰の手にも渡らない。したがって世の中に存在する貨幣の量

は変化しないが、世の中を流通する貨幣の速度（V ）には影響が出てくる

だろう。なぜなら、流通する貨幣の量が減尐すれば、世の中の人々が今ま

で通りの頻度で貨幣を利用して財の交換を行うためには貨幣がより速く

世の中を駆け巡らなければならないからだ。タンス預金のない状態、すな

わち人々は保有している全ての貨幣を使うか、誰かに貸すかして手許に一

                                                   
13 Keynes(1936) 〔邦訳 上巻，p.292〕 

 1M とは取引動機と予備的動機を満たすために保有する現金量であり、

2M とは投機的動機を満たすために保有する現金量であるとケインズは定

義している。また、ケインズの定義では世の中全体の貨幣量は

21 MMM  であるが、この箇所では後述するように貨幣数量説の前提

に従って 02 M としているので、 1MM  となっている。 
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切の貨幣を残さない（短期的に財布に入れているのは手許に残しているこ

とにはならない）。このような状態をケインズは 02 M 又は保蔵性向が存

在しないと表現している。そしてこのとき貨幣の流通速度（V ）は一定で

あると考えることができるのである。ただ、 02 M という仮定が意味す

るのは、感情がなく合理的で同じ嗜好を持ち思考をする人間―所謂、ホ

モ・エコノミクス―しかいない世の中であり、これは不確実性のない世の

中と言い換えることもできる。この仮定を現実に当てはめるべきでないと

いうことは明らかであろう。投機的動機に基づく貨幣需要（ 2M ）につい

ては、後の章（特に第 4 章）で詳しく述べることになる。 

ここでヒックスの古典派理解に戻る。彼は貨幣数量説の一種である

kYM  という式について、 k を一定と仮定し、貨幣量（ M ）によって

所得（Y ）が決定されるという理解をした。これは新古典派的な貨幣数量

説の理解であり、3－⑧式を次の 3－⑨式のように変形する。 

 

Y
VV

OP
M

1
  ―3-⑨ 

 

Vk 1 と考えれば、3－⑨式は 3－⑧式と全く同じ形である。したがって

k を一定にするということは、3－⑧式におけるV を一定にするというこ

とに等しい。繰り返しになるが、V が一定という仮定が意味するのは、ホ

モ・エコノミクスが林立する社会であり、不確実性という概念の存在しな

い社会である。このような仮定が現実には全く当てはまらないことは、次

の図 3－2 に表されている。1980 年から 2009 年までの約 30 年間の四半期

ごとのデータを用いて国内総生産（GDP）とマネーストック（M2）14、

                                                   
14 M2 ＝ 現金通貨＋預金通貨＋準通貨＋CD（譲渡性預金） 

（預金通貨、準通貨、CD の発行者は、国内銀行等） 

※過去にあったマネーサプライ統計は、2003 年 4 月以降からマネース

トック統計と呼ばれるものになった。名称だけでなく内容も変化して

おり、マネーストック統計における M2 はマネーサプライ統計の M2

＋CD に概ね一致する。ただ、完全に一致するわけではないため日本

銀行ホームページの「マネーストック統計の解説」に従って 2003 年
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そしてその比であるマーシャルのk を示した。長期的なトレンドを見ても、

k が一定だとは到底言えないことが分かる。理論的にも実証的にもk が一

定ということはあり得ないのだが、ヒックスはk が一定であり、したがっ

て貨幣量（ M ）が増加すれば国民所得（Y ）が増加するものと考えてい

たのである。 

 

図 3-2 マーシャルのk の変動（四半期） 

 

資料）内閣府『国民経済計算』 

   日本銀行『時系列統計データ検索サイト』 

 

ところで 3－①式（ kYM  ）はマーシャルによるものであるが、マー

シャルは貨幣量が物価を決めるというような考えをもって、3－①のよう

な定式化をしたわけではない。あくまでも「所得Y のうち貨幣の形で所持

                                                                                                                          

4 月以降とそれ以前のデータを結びつけた。したがって統計手法の変

更がマーシャルのk に影響を及ぼすことはない。 
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される割合をk とし、それが安定的であるかどうかを問題にしたのである。

総所得が与えられ、社会全体の貨幣量が出てくるのである」15。マーシャ

ルは相関関係を導いたのにもかかわらず、ヒックスはそれを因果関係とし

てとらえてしまったのである。 

 

補論 貨幣数量説の誤謬 

 マーシャルのk 、あるいは貨幣の流通速度（V ）が現実には一定になり

得ないことは示すことができた。しかしここでもう 1 つ気になることがあ

る。それは 3－①式（ kYM  ）又は 3－⑨式で表されるヒックス流の貨

幣数量説と 3－⑧式で表される新古典派的な貨幣数量説には違いがあるよ

うに思われることだ。式自体は全く同じなので、より正確には式の解釈の

仕方が違うと言った方がよいかもしれない。 

3－⑧式の新古典派的な貨幣数量説では、当期生産物の数量（O ）を一

定として、これ以上生産量の増加しない完全雇用状態を前提としていた。

その上で貨幣量を増加させると一般物価水準（ P ）が上昇していくという

解釈であった。 一方、ヒックス流の 3－①式や 3－⑨式で表される貨幣数

量説が意図したのは雇用の増加である。そもそもヒックスが狙ったのは、

完全雇用という前提に依存しないケインズの考えの簡略化であるわけだ

から当然と言えば当然の話である。図 2－3 において完全雇用状態でない

ところで IS 曲線と LM 曲線が均衡していることからも、完全雇用は前提

されておらず、したがって IS-LM 分析では当期生産物の数量（O ）も一

定とは考えられていない。ヒックス流の貨幣数量説では貨幣量（ M ）を

増加させると、物価（ P ）と貨幣の流通速度（V ）が一定の下で、当期生

産物の数量（O ）が増加するという論理になっていたのだろう。ここで述

べた貨幣数量説の 2 つのパターンを次のように表現する。 

 

 

 

                                                   
15 伊東（2006a） 
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V

PO
M   ⇒ O とV が一定なので、 )(MfP   ―3-⑩ 

V

PO
M   ⇒ P とV が一定なので、 )(MfO   ―3-⑪ 

 

ここでは一定とはなり得ない貨幣の流通速度（V ）をあえて一定と仮定し

ている。その上で 3－⑩式が新古典派的な貨幣量によって物価をコントロ

ールするという意味の貨幣数量説であり、3－⑪式がヒックス流の貨幣量

によって生産量（雇用量）を増加させるという意味の貨幣数量説である。

この 2 つの式の解釈について、ケインズは次のように述べる。 

 

「有効需要が貨幣量と同じ割合で変化するとすれば（すなわちV が一定

ならば）、……失業のあるかぎり雇用
．．

は貨幣量と同じ割合で変化するが、

完全雇用に到達すると、こんどは物価
．．

が貨幣量と同じ割合で変化する」16 

 

3－⑪式において物価（ P ）が一定となるのは、失業のあるときには「限

界費用を構成する生産要素はそれらに未雇用の余剰があるかぎり同一の

貨幣賃金を受容する」17ためである。これは次の図 3-3 のように示される。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
16 Keynes(1936) 〔邦訳 下巻，p.62〕カッコ内筆者加筆 
17 Keynes(1936) 〔邦訳 下巻，p.61〕 
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図 3-3 物価（ P ）が一定という仮定の意味 

 

出典）伊東（1993）p.161 の図 36 に筆者加筆 

 

労働供給が SS 、労働需要が DDのように与えられるとき、完全雇用量

は 0N であるから、 )( 10 NN  だけ失業が発生している。そして労働者の

賃金はw となっている。このとき労働需要が増加しても、追加的な労働力

に対してより高水準の賃金が支払われるということは現実的に考えにく

く、やはり追加的な労働力の賃金もw である。生産要素として労働力だけ

を考えるならば、追加的な 1 単位の生産物に対してw だけ費用が増加する

ことになるので生産物 1 単位当たり平均費用はw のままである。したがっ

て一般物価水準（ P ）も一定となる。これが 3－⑪式の意味する状況だ。 

逆に、生産量（O ）が一定という状況は、労働需要が増加して '' DD に

シフトした形で描かれる。この場合、完全雇用量 0N を超えることができ

ず―つまり生産量も完全雇用水準を超えて増加することはなく―賃金が

上昇することになる。これは生産物 1 単位当たりの平均費用をw 以上に押
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し上げるので、3－⑩式の意味する状況になる。貨幣供給量が増加したと

き、3－⑩式は物価しか上昇せず、3－⑪式は生産量しか上昇しないという

両極端な状況が示されているのだ。 

しかしながら両極端とは言っても、より現実的なのは 3－⑪式だろう。

非自発的失業など存在しないと主張する論者もいるのかもしれないが、3

－⑩式の完全雇用状態という仮定はやはり受け入れ難い。その意味で 3－

⑪式は貨幣数量説のより一般化された形と考えることができる。更に、貨

幣量を増加させたことによって仮に有効需要（ YOP  ）がいくらばかり

か増加すると考えるならば「その増加は、一般を言えば、一部は雇用量を

増加させるために、また一部は物価水準を引き上げるために使われるであ

ろう……雇用の増加にともなって物価が徐々に上昇するのが実情だと」18

いうことになる。このような一般化を適用できそうなのも、失業者の存在

を前提している 3－⑪式だろう。 

それでも貨幣の流通速度（V ）を一定とすることができない以上、貨幣

数量説の存在意義を見いだすのは非常に難しい。3－①式（ kYM  ）や

3－⑧式（ OPMV  ）に基づいて貨幣量（ M ）を増加（又は減尐）させ

たからといって、そこから何らかのインプリケーションを引き出すことは

できないのである。 

 

第４節 ヒックスの誤謬（ケインズ理論は貨幣数量説か） 

先にも述べたようにヒックスにとって、ケインズ理論の革新的な点は、

古典派の 3－①式（ kYM  ）から 3－④式（ )(rLM  ）への修正であ

った。ヒックスはケインズの理論を一般化するにあたって、次のように述

べる。 

 

「（ケインズの）貨幣需要が利子率に依存するという見解は、結局は古

い見解つまり貨幣需要が所得に依存するという考えの修正以上に出るも

のではない。「投機的需要」をいかに強調しようとも、「取引需要」はやは

                                                   
18 Keynes(1936) 〔邦訳 下巻，p.62〕 
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り常に現れざるをえない。」19 

 

これは取引需要、つまり 3－①式（ kYM  ）がケインズ理論の中核をな

すということを述べているに他ならない。更に、ヒックスは図 3－1 によ

って自らの“真の一般理論”の解説を終えた後、次のようなことも述べる。 

 

「所得と利子率は…同時に決定されるのである。…ケインズ氏の革新は

この点で限界主義者達の革新に極めて類似している。貨幣数量説は、利子

を考慮せずに価格を決定しようと試みている。ちょうど労働価値説が産出

高を考慮せずに価格を決定しようとしたように。」20 

 

国民所得（Y ）という変数が 1 つだけ存在する状況では、現在の国民所得

がどの程度かという解を導き出すことはできない。何か制約条件の存在す

る下に国民所得（Y ）という変数が与えられて初めて、制約条件下での最

大値や最小値―つまり均衡解―を求めることができるのである。「労働価

値説が産出高を考慮せずに価格を決定しようとした」というのはまさに制

約条件が存在しないと解が求められないということの具体例である。旧来

の貨幣数量説には制約条件
．．．．

が存在しなかったが、ケインズが利子率という

制約条件を与えたことによって均衡を求めることができるようになった、

これこそがケインズの革新的な点であるとヒックスは述べているのであ

る。貨幣数量説に利子率という制約条件が加われば国民所得の解を求める

ことができるのである。しかしヒックスが利子率を制約条件
．．．．

と解釈してい

ることからも明らかなように、中核に存在するのは貨幣数量説、すなわち

3－①式（ kYM  ）なのである。貨幣数量説が存在するからこそ、利子

率が生きてくるのであって利子率だけが存在しても何の意味もないとい

うことだ。 

だからこそ、ケインズの 3－④式（ )(rLM  ）は所得（Y ）という中

核になる変数が抜けているとして、ヒックスはこれを特殊理論だと述べた。

                                                   
19 Hicks (1937)〔邦訳，p.181〕カッコ内加筆 
20 Hicks (1937)〔邦訳，p.173〕 
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ケインズは古典派との違いを明確にするために必要以上に利子率の役割

を強調したが結果としてそれは一般理論ではなく特殊理論になってしま

ったのだ、というのがヒックスの見解であろう。誤解を恐れずに言えば、

ヒックスにとって、利子率（ r ）はおまけの変数に過ぎない。後に述べる

が、ヒックスは不確実性の概念をモデルに取り入れていない。ゆえに、厳

密には利子率（ r ）は貨幣量（M ）の変数とはならず、 kYM  のみが

残る形となる。 

 

第５節 1M と 2M について 

伊東（2006a）は、ヒックスの 3－④式（ )(rLM  ）の解説について

次のように述べている。 

 

「ヒックスは(1’)式（ )(rLM  ）について、はじめ「貨幣需要は利子率

に依存すると考えられている（流動性選好）」21と書いている。だが、次の

パラグラフでは、ヒックスが示す新古典派のモデルとケインズのモデルと

の決定的な違いとしては、前者が貨幣量によって決定されるのは所得であ

り、後者は利子率である、と書いている。新古典派のモデル (1)式

（ kYM  ）が、貨幣 M が与えられると、所得（Y ）が決まるという関

係のように、貨幣量 M が与えられると、利子率 r が決まるのがケインズで

あるというのである。問題はどこにあるのか。前のパラグラフでは因果関

係として利子率 r →貨幣 M の関係であったものが、一転、貨幣 M →利子

率 r になる点である。これはケインズが批判した貨幣数量説の論理と同じ

である。」22 

 

                                                   
21 この箇所は Hicks (1937)〔邦訳，p.180〕から原文通りに引用されたも

のであり、確かに「貨幣需要は利子率に依存すると考えられている（流動

性選好）」と書かれている。 
22 伊東（2006a）p.173 カッコ内加筆 

 伊東（2006a）では利子率は i とされているが、これらを全て r に書き

直している。 
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結論から述べると、この指摘は伊東（2006a）の誤解であると思われる。

確かに、この指摘にあるように利子率 r と貨幣供給量
．．．

M の因果関係を逆に

捉えてしまうことには問題がある。伊東（2006a）では明確に述べられて

いないが、「貨幣 M →利子率 r 」という関係は成立しても、「利子率 r →貨

幣 M 」という関係は成立しないだろう。「貨幣 M →利子率 r 」が成立する

ことに関してはケインズが次のような説明をしてくれている。 

 

「 M の変化はまずY の変化となって表れる。というのは新しい金は誰

かの所得となっているからである。政府が経常的な支出をまかなうために

紙幣を増発し、そのために M が変化する場合にも、全く同じことが言え

る。この場合にも新しい貨幣は誰かの所得となっている。けれども新たな

所得水準は 1M の必要量が M の全増加分を吸収してしまうほどの高水準

で持続することはなく、一部の貨幣は証券その他の資産の購入にはけ口を

見出す。その結果、 r が低下し、 r の低下は 2M を量的に拡大させると同

時にY の増加を促す。」23 

 

貨幣が追加的に供給されることで（つまり M が増加することで）、取引動

機に基づく貨幣需要（ 1M ）を満たし、その後、その余剰分が投機的動機

に基づく貨幣需要（ 2M ）を満たす際に利子率を低下させることになるの

だ。これは中央銀行が貨幣供給量をコントロールすることで、利子率を操

作するという『一般理論』において最も特徴的な部分でもある。利子率は

貨幣の需給で決まるという理論を構築したケインズのオリジナリティ溢

れるインプリケーションなのである。しかし「利子率 r →貨幣 M 」という

因果関係は考えられない。利子率 r が変化したからといって、世の中全体

の貨幣供給量
．．．

は変化するということは論理的に説明ができないし、ケイン

ズもそのようなことは述べていない。 

ここまで述べたことを整理すると、伊東（2006a）の指摘は、「貨幣需要

は利子率に依存する」―つまり
．．．

「利子率 r →貨幣 M 」―というヒックスの

                                                   
23 Keynes(1936) 〔邦訳 上巻，p.280〕 
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ケインズ理解が誤りであるということにまとめられる。ところが、ここに

伊東（2006a）の誤りがある。ヒックスは「貨幣需要（ L ）が利子率（ r ）

に依存する」と述べているわけで、「利子率 r →貨幣 M 」とは述べていな

い。貨幣需要（ L ）が利子率（ r ）によって変動するというヒックスの理

解は正しく、ケインズも「貨幣量を利子率と関係づける流動性選好表は、

一般には、貨幣量が増加するにつれて利子率が下落することを表す滑らか

な曲線になると仮定してよい」24と述べている。伊東（2006a）の誤りは、

貨幣需要（ L ）と貨幣供給（ M ）を混同したことに原因があると思われ

る。 

『一般理論』には「取引動機と予備的動機を満たすために保有する現金

量を 1M 、投機的動機を満たすために保有する現金量を 2M としよう」25と

いう一文があり、邦訳にはここに訳者による注が付いている。その注には

「ケインズは M を貨幣供給量、 1M と 2M を貨幣需要量の意味で用いてい

る」26と書いてあるのだ。逆に、ケインズの解説書である宮崎・伊東（1964）

は「全体としての貨幣需要は )()( 21 rLYL  で示される。また、これに照

応する貨幣供給量を 1M および 2M とすると、貨幣の需給均衡を示す次式

を得る。 )()( 2121 rLYLMMM  」27と書いており、 1M と 2M を

貨幣供給だと見なしている。 1M と 2M は需要なのか供給なのかというこ

とになるが、上で引用したケインズの文章28を正確に理解するためには、

これらは貨幣需要であると解釈するほかないように思われる。 

いずれにしてもヒックスに対する伊東（2006a）の指摘が見当違いであ

                                                   

24 Keynes(1936) 〔邦訳 上巻，p.238〕 

25 Keynes(1936) 〔邦訳 上巻，p.279〕 
26 Keynes(1936) 〔邦訳 上巻，p.396〕 
27 宮崎・伊東（1964）p.195 
28 特に Keynes(1936) 〔邦訳 上巻，p.280〕の「 r の低下は 2M を量的

に拡大させる」という箇所などは、流動性選好による貨幣需要量 2M と解

釈しない限り理解できない。 2M を貨幣供給と読み取ると、利子率が貨幣

供給量に影響を与えるという不思議な話になってしまうのだ。 
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ることは間違いない。29ただ、ケインズの表記の仕方も非常に紛らわしい

ので、以下では次のように表記をしていきたいと思う。 

 

)()( 212121 rLYLMMmmM   ―3-⑫ 

 

M ：貨幣供給量 

1m ：取引動機および予備的動機のための貨幣供給量 

2m ：投機的動機のための貨幣供給量 

1M （又は 1L ）：取引動機および投機的動機に基づく貨幣需要量 

2M （又は 2L ）：投機的動機に基づく貨幣需要量 

 

3－⑫式のように新たに 1m と 2m という変数を設けた。M はいかなるとき

でも 21 mm  に等しく、 2121 MMmm  となるように利子率で貨幣

の需給が調整される。 

 

第６節 ヒックスの誤謬（不確実性という概念の欠如） 

 ヒックスには不確実性という概念が欠如しているという大きな誤りが

あった。ヒックスは 3－④式（ )(rLM  ）をケインズの一般理論である

と解釈し、3－⑥式（ ),( rYLM  ）こそが真の一般理論であるとして自

ら示した。しかしこれはヒックスの勘違いであり、この点については伊東

（2006a）も「ケインズの『一般理論』の誤読が(1’)式（ )(rLM  ）をケ

インズとし、総合したものとして(1”)式（ ),( rYLM  ）とさせた」30と述

べている。ヒックスが真の一般理論だと考えた 3－⑥式（ ),( rYLM  ）

は、実は数学的には
．．．．．

ケインズの一般理論を適切に表現した式に過ぎなかっ

たのだ。しかし見かけ上、ケインズの一般理論と同じでも、伊東（2006a）

                                                   
29 これは小さな勘違いのようなもので、伊東（2006a）の誤りであるとわ

ざわざ述べるほどのことでもないかもしれない。しかし伊東（2006a）が

「根本的な問題である」と前置きをした上で指摘したヒックスの誤りが、

誤りではなかったのであるからやはり指摘しておくべきだろう。 
30 伊東（2006a）p.180 カッコ内加筆 
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が指摘するように、「問題は、その内容である」。伊東（2006a）は 3－⑥

式（ ),( rYLM  ）について次のように指摘する。 

 

「所得Y が増大すると 1m が増し、 M が一定であるから[ 1mM  ]であ

る 2m が減尐するように、 2m を容易に手放すよう利子率が上昇する。こ

の所得Y と利子率 r の関係は、図の右上がりの LM 曲線で示される。これ

がヒックスの説明である。」31 

 

 ここで、ヒックスの説明と述べられているものに関して特に間違いはな

いと思われる。所得Y が増大すれば取引のために必要となる貨幣が増加す

るため 1m は増加するだろう。中央銀行が貨幣供給などのオペレーション

を行わない限り M は不変である。貨幣への需要が高まっている状況では、

貸出金利なども自然と上昇する。理論的にも現実的にも全く問題のなさそ

うな話である。伊東（2006a）は次のように続ける。 

 

「ちょうどそれは、貨幣数量説が M がY を決定するといい、ヒックス

の言うケインズの流動性選好の理論(1’)式（ )(rLM  ）が、貨幣数量 M が

利子率 r を決定するのと同じように、貨幣量 M が所得Y と利子率 r を決定

していくのである。こうして、ヒックスの IS-LM 理論が貨幣量の増大に

よる経済政策という、形を変えた貨幣数量説を用意していく。」32 

 

伊東（2006a）のこの指摘は核心をついているが、尐し分かりにくい。こ

れを詳細に検討していくことにする。 

まずこの指摘の中でも触れられており、また本稿でも 3 節補論で述べた

ように、貨幣量（ M ）が所得（Y ）を決定するという貨幣数量説的な考

                                                   
31 伊東（2006a）p.180 

5 節で指摘したように伊東（2006a）は 1M と 2M を貨幣供給としている。

混乱を避けるため 3－⑫式に従い、伊東（2006a）における 1M を 1m 、 2M

を 2m と書き直している。 

32 伊東（2006a）p.181 カッコ内加筆 
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え方には問題がある。それは貨幣の流通速度（V ）一定とならず、したが

ってマーシャルのk も一定にはなり得ないからであった。もしヒックスが

3－①式（ kYM  ）のみを用いて所得（Y ）を決定しようとしたのなら、

当然、貨幣数量説の誤謬が生じるだろう。だが、IS-LM 分析は貨幣数量説

からは脱却しているように見える。それは貨幣量（ M ）が所得（Y ）を

決定するプロセスを見ると分かる。例えば図 3－4 において、貨幣量（ M ）

の増加は LM 曲線の LLから '' LL への下方シフト（右方シフトと考えても

よいが）として表される。IS-LM 分析が貨幣数量説そのもの
．．．．

だというなら

ば、貨幣量（ M ）の変化は即座に所得（Y ）の増加をもたらすことにな

るだろう。しかし図 3－4 を見れば分かるように、IS 曲線が存在しなけれ

ば国民所得（Y ）を決定することはできない。 

 

図 3-4 LM 曲線だけで所得は決まるのか？ 

 

出所）Hicks (1937)に加筆 
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伊東（2006a）は「ヒックスの IS-LM 理論が貨幣量の増大による経済政

策という、形を変えた貨幣数量説を用意していく」と述べていたが、IS-LM

分析は図 3－4 を見る限りにおいては貨幣数量説とは異なる。加えて言え

ば、貨幣量（ M ）をコントロールすることで所得（Y ）に影響を与える
．．．．．．

ということはケインズも『一般理論』で述べていることである。その理論

は貨幣量の増加が利子率を低下させ、利子率の低下は新たな投資を引き起

こし、それは国民所得の増加につながるということであった。IS-LM 分析

はむしろこのケインズの考えを適切に表現しているのではないかとさえ

思われてしまう。 

ところが『一般理論』を眺めてみると、ケインズの考え方がそう単純で

はないことが分かってくる。確かにある箇所では次のように述べている。 

 

「 r の低下は 2M を量的に拡大させると同時にY の増加を促す」33 

 

しかし他の箇所では次のように述べている。 

 

「利子率を管理することによって、どの程度まで投資の適正量を持続的

に刺激し続けることができるか、このことを見るには経験に俟つほかない。

私についていえば、いまの私はいささか懐疑的で、利子率に影響を及ぼす

ことを目的とした金融政策がただそれだけで成功を収めうるとは考えて

いない。」34 

                                                   
33 Keynes(1936) 〔邦訳 上巻，p.280〕 
34 Keynes(1936) 〔邦訳 上巻，p.227〕 

 宮崎（1967）によると、ケインズのこの文章を受けて、利子率が投資量

を持続的に刺激し続けるのかを確かめるための調査がオックスフォード

大学で行われた。その名をオックスフォード大学経済調査といい、イギリ

スの企業 1308 社に対してアンケート調査が行われた。有効回答数は 309

社。質問内容は、次の 3 項目に利子率が影響を及ぼすか否か。 

(a)設備拡張のための支出を行うか、あるいは、延期するかの決定 

(b)設備の維持、修理のための支出を行うか、あるいは延期するかの決定 

(c)在庫品の保有量の決定 

(a)に対しては 246 社、(b)に対しては 284 社、(c)に対しては 239 社が利子
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貨幣量の増大という金融政策の効果を認めているかと思えば、その効果を

疑っていることもあるのだ。一般理論にはこのような曖昧な点が尐なくな

い。悪く言えば曖昧さであるが、この曖昧さこそが不確実な事象に対して

立ち向かう柔軟な姿勢とも考えられる。このような姿勢は次のように述べ

られている。 

 

 「経済分析を記号を用いて組織的に形式化する疑似数学的方法……がも

つ大きな欠陥は、それらが関連する要因相互の完全な独立性をはっきりと

仮定し、この仮定がないとこれらの方法のもつ説得力と権威とがすべて損

なわれてしまうところにある。これに対して、機械的操作を行うのではな

く、いついかなるときにも自分は何をやっているのか、その言葉は何を意

味しているのかを心得ている日常言語においては、留保、修正、調整の余

地を、後々その必要が生じたときのために「頭の片隅に」残しておくこと

ができる。」35 

 

数学的な分析ツールは非常に厳密なものであるが、融通がきかない。曖昧

ではあるが、ケースバイケースで判断が変更できるような日常言語による

分析ツールを備えておいた方が良いということである。そしてここにこそ、

ケインズの一般理論と IS-LM 分析の違い―すなわちヒックスの誤謬―が

存在する。ヒックスはケインズの曖昧さを捨象してしまった。LM 曲線に

ついてヒックスの考えを次の図 3－5 に示す。 

 

 

 

 

 

                                                                                                                          

率の影響を受けないと回答したという。これが信憑性のあるものかは疑わ

しいが、ケインズの言うように利子率の影響は経験に頼るほかない以上、

このような調査も限定的ではあるが意味を持つのかもしれない。 
35 Keynes(1936) 〔邦訳 下巻，p.64〕 
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図 3-5 ヒックスの LM 曲線導出（詳細） 

 

出所）福田・照山（2005）p.153 などを参考に筆者作成 

 

取引動機と予備的動機に基づく貨幣需要（ 1L ）と投機的動機に基づく貨幣

需要（ 2L ）の合計が世の中全体の貨幣需要（ 21 LL  ）となる。これが世

の中全体の貨幣供給（ M ）と均衡する点で利子率（ r ）が決定する。この

ときの利子率は 0r だ。 

ここで国民所得が増大することによって取引が活発になり、貨幣需要 1L

が '1L にシフトすることを考える。世の中全体の貨幣需要（ 21 LL  ）は、

)'( 11 LL  だけ増加して新たな貨幣需要（ 21 ' LL  ）に増大する。このとき

利子率は 0r から 1r に上昇するのである。この変化は国民所得が増加したこ

とによって利子率が上昇したというように観察することができる。これが

国民所得と比例して利子率が増加するという LM 曲線の意味である。貨幣

需要が )( 11 LL  から )'( 11 LL  に増加したことによって利子率が上昇した

という動きは、LM 曲線上では曲線のシフトではなく、線上の移動という
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ことになる。更に一般的な教科書などでは、貨幣供給（ M ）を変動させ

ない限り曲線のシフトは生じないことになっている―だからこそ、IS 曲線

と LM 曲線が交わった点で国民所得が決定するという IS-LM 分析が成立

するのであるが。 

ところがケインズの『一般理論』にはもう 1 つ―むしろこちらが重要な

のだが―変動する貨幣需要が存在する。それが投機的動機に基づく貨幣需

要（ 2L ）である。 2L の変動は非常に不確実であり
．．．．．．．．．

国民所得が一定だった

としても生じるものである。LM 曲線は国民所得と利子率を関連付けた曲

線であるから、投機的動機に基づく貨幣需要（ 2L ）が変動することは LM

曲線においては曲線のシフトという形で観察される。つまり不確実に変動

する投機的動機に基づく貨幣需要（ 2L ）が原因となり、LM 曲線は一意に

定まることはないのだ。ヒックスはこのような不確実性を無視して貨幣供

給量（ M ）が一定なら、ある利子率に対しては、ある 1 つの国民所得し

か存在しないような関係として描いてしまったのである。“投機的”とい

う不確実な事象に対して、不確実な事象が発生しないと仮定して分析がな

されてしまっているのだから、これは大きな矛盾である。ケインズは次の

ように述べている。 

 

「静態的社会、あるいは他のなんらかの理由によって誰も将来の利子率

に関して不確実性を抱かない社会では、流動性関数 2L あるいは保蔵性向

（とでも言っておこう）は均衡では常にゼロであろう。したがって均衡で

は、 02 M かつ 1MM  となる」36 

 

ヒックスのモデルは 02 M （図 3－5 では 02 L ）かつ 1MM  （図 3

－5 では 1LM  ）となってしまうのである。図 3－5 において 1LM  と

なれば、利子率がどのような値であっても取引動機と予備的動機に基づく

貨幣需要（ 1L ）は一定値である。取引動機と予備的動機に基づく貨幣需要

（ 1L ）とは、3－①式（ kYM  ）によって与えられるものであった。つ

                                                   
36 Keynes(1936) 〔邦訳 上巻，p.292〕 
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まり次のように表すことができる。 

 

kYLM  1  ―3-⑬ 

 

この 3－⑬式こそが、真の LM 曲線である。加えて不確実性の存在しない

状況であるから、マーシャルのk が一定という条件が復活する。これは図

3－6 のようになる。 

 

図 3-6 真の IS-LM 分析 

 

出所）筆者作成 

 

3－⑬式は利子率の関数ではないので、利子率がどのような値をとっても

LM 曲線は一定である。貨幣量を増加させれば、図 3－6 のように LM 曲

線は右にシフトする。IS 曲線―これはケインズによって与えられた投資の
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限界効率表とほとんど同じもののように思えるが―との交点によって国

民所得を増加させていく。これは IS 曲線を有効に利用した形の貨幣数量

説と考えられる。まさに伊東（2006a）が指摘した通り、「貨幣量 M が所

得Y と利子率 r を決定していくのである。こうして、ヒックスの IS-LM 理

論が貨幣量の増大による経済政策という、形を変えた貨幣数量説を用意し

ていく」37のである。 

 また、不確実性という概念の欠如は IS 曲線自体にも問題を生じさせる。

図 2－1 の第 2 象限を見ると分かるように、投資の限界効率は微動だにせ

ず存在している。しかしケインズは述べる。 

 

「好況の本質的特徴をなすのは、完全雇用状態ではたとえば二パーセン

トの収益を生むのがせいぜいであるような投資が、たとえば六パーセント

の収益を生むという期待によって敢行され、またこの期待によって投資が

価値評価されていることである。幻滅が訪れると……二パーセントの収益

を生む投資でありながら、ゼロ以下の収益しか生まないという期待が抱か

れる。その結果、新たな投資は壊滅状態となり、行き着くところは失業状

態……住宅は不足しているにもかかわらず、現にある住宅には誰も住むこ

とができない……事態である。」38 

 

突き詰めれば、人々の気分によって投資の限界効率は変動するのである。

そしてこの変動はすさまじく大きく、「（不況下では）資本の限界効率の崩

壊はあまりにも徹底的であるから、利子率を多尐引き下げた程度では焼け

石に水」39というほどである。したがって IS 曲線もまた大人しく静止して

いるような存在ではなく、景気変動によって大幅にブレるのである。 

 

 

 

                                                   
37 伊東（2006a）p.181 
38 Keynes(1936) 〔邦訳 下巻，p.96〕 
39 Keynes(1936) 〔邦訳 下巻，p.90〕カッコ内筆者加筆 
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第７節 IS-LM 分析の世界 

以上をまとめれば、IS-LM 分析の本質は以下のようにまとめることがで

きる。 

①制限付きの貨幣数量説40 

 従来の貨幣数量説は、 kYM  の k が一定であると想定して貨幣量を

増加させれば国民所得が増加するという理論であった。しかし図 3－6

から分かるように、IS-LM 分析においては IS 曲線という名の一種の

ボトルネックが追加され、国民所得の増加に限度が設けられた。もっ

とも IS 曲線が上方にシフトすると主張すればいくらでも貨幣を供給

する屁理屈にはなりそうだが。 

②不確実性という概念の欠如 

 ・貨幣流通速度（V ）が一定、すなわちk も一定 

 ・投機的動機に基づく貨幣需要（ 2M ）がゼロ 

 ・世の中の全ての貨幣は取引動機と予備的動機に基づく貨幣 

 ・保蔵なし 

ここに挙げた 4項目は不確実性という概念が欠如することと同じこと

                                                   
40 これは実のところ本質とは言えないのではないかという疑いを持って

書いている。k が所与と考えた時点で不確実性という概念は消える。そし

て投機的動機に基づく貨幣供給（ 2M ）の存在を無視しているため、やは

り不確実性の概念が消える。不確実性の概念がないのだから、間違いなく

02 M ということになる。そしてそこに保蔵という概念も存在しない。

保蔵が存在しないということは全ての貨幣は交換のために利用される。つ

まり、これはセイの法則―「供給はそれみずからの需要を創り出す」―が

妥当する世界であると考えられる。このような世界では非自発的失業は存

在しないのではないだろうか。わたくしが 3 章 3 節補論において述べたこ

ととやや矛盾するが、おそらくより正確には貨幣数量説を持ちだすことは

完全雇用状態を想定することに等しい。つまりヒックスの IS-LM 分析は

現実に適合し得るかどうか以前に、自己矛盾に陥っている可能性がある。

完全雇用状態でのみ使用可能なモデルによって、非自発的失業をなくそう

と努力するのである。この意味で IS-LM 分析の本質というのははっきり

しない。尐なくとも言えることは不確実性の概念を完全に無視したモデル

であるということだ。 
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を意味している。 

 ここで重視すべき点は、保蔵がないということであり、全ての所得（貨

幣）は現在消費するか将来消費するために取っておかれるものだというこ

とになる。これは新古典派経済学者が利子率と投資量を決定する方法に非

常によく似ている。それは貯蓄曲線と投資曲線の交点で利子率と投資量が

決定されるという考え方である。 
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第4章 ケインズ理論の正しい解釈 

 ヒックスは『一般理論』を誤った形で解釈してしまった。その本質は貨

幣数量説の変形であり、貨幣量のコントロールを万能視するモデルになっ

てしまった。そこでこの章では、ケインズの真意と IS-LM 分析の違いを

吟味していきたいと思う。そしてケインズの『一般理論』というモデルを

より正確に理解することで、ここまでで説明の足りなかった部分を補って

いこうということである。 

 

第１節 取引動機と予備的動機に基づく貨幣の需給について 

 図 4－1 は 4－①式から 4－④式までをまとめて表した図である。 a は

所得が多くなれば取引量も増えて貨幣が必要になるので、4－②式は図の

ような形状になると考えられる。また、取引をする中で急に貨幣が必要に

なることがあるだろう。例えば取引先の債券が回収できなかったときに、

とりあえずの資金繰りに困らないようにするためのものである。これを b

として、4－③式で表した。所得が増えて取引が多くなるほどリスクも増

加するので、 a と同様に所得に比例する形になる。 

 

baL  1  ―4-① 

)(Yaa    ―4-② 

)(Ybb    ―4-③ 

11 Lm   ―4-④ 

 

   1L ：取引的動機と予備的動機に基づく貨幣需要 

Y ：国民所得 

a ：取引的動機に基づく貨幣需要 

b ：予備的動機に基づく貨幣需要  

1m ：取引動機と予備的動機のための貨幣供給 
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図 4-1 M1と L1の関係 

 

出所）Keynes(1936)を筆者なりに解釈して作成 

 

そして 4－④式は、貨幣需要（ 1L ）と貨幣供給（ 1m ）が一致すること

を表している。仮に貨幣需要（ 1L ）が貨幣供給（ 1m ）よりも尐なかった

場合、余分な貨幣（ 11 Lm  ）は後述する投機的動機に基づく貨幣（ 2m ）

に変化するのである。逆に、貨幣需要（ 1L ）が貨幣供給（ 1m ）よりも多

い場合は、どれほど高い利子を支払ってでも企業は貨幣需要（ 1L ）を充足

するだけの貨幣を調達するか、事業を停止するかのどちらかだろう。なぜ

なら貨幣需要（ 1L ）は企業が活動するために必要不可欠で、これがなけれ

ば取引先と取引はできず、また債券が回収できなくなった瞬間に倒産の危

機に陥るからだ。貨幣需要（ 1L ）は、まさに血液のような存在と言える。

必要な血液量が足りていないならば、輸血をするか、貧血で動けなくなる

（最悪は死ぬ）かのどちらかであるのと同じことである。したがって貨幣
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需要（ 1L ）が貨幣供給（ 1m ）の不足に対応するために減尐するというこ

とは、資金繰りの失敗によって企業が倒産した、または尐なくともいつ倒

産してもおかしくない状況に追い込まれた企業が存在することを意味す

る。 

 

第２節 投機的動機に基づく貨幣の需給について 

 投機的動機に基づく貨幣の需給はケインズ理論にとって非常に重要な

部分である。ケインズ以前の経済学者は、貯蓄と投資が利子率の関数であ
．．．．．．．．．．．．．．

るとして貯蓄曲線と投資曲線の交わる点で利子率が決定すると考えてい
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

た
．
。しかしケインズはこれを非現実的だとして受け入れなかった。貯蓄は

利子率よりも所得に依存するように思われ、投資量も利子率に依存すると

いうよりは投資の期待利潤に依存しそうに思われたからである。それでは

利子率と投資量、利子率はどのように決まるのか、それを説明するのがこ

の 4 章第 2 節である。 

ケインズによれば、利子率は人々の様々な期待（予測）によって決定さ

れるものである。具体的には次のように述べている箇所がある。 

 

「（債券の）価格が一部の「強気」筋の期待を超えるほどに上昇し、そ

のため、債券を売って現金に換え、「弱気」筋の陣営に鞍替えしようとす

る人も出て来よう」41 

 

これは利子率次第で債券の買い手が売り手に変わることもあるというこ

とを示している。この記述を忠実に図に表したのが図 4－2 である。 

 

 

 

 

 

                                                   
41 Keynes(1936) 〔邦訳 上巻，p.238〕カッコ内筆者加筆 
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図 4-2 利子率と多様な期待 

 

出所）Keynes(1936)を筆者なりに解釈して作成 

 

この図 4－2 と合わせて 4－⑤式～4－⑧式を見ていこう。4－⑤式は 2

章の 2－⑥式と同じもので債券価格と利子率が反比例することを表してい

る。4－⑥式と 4－⑦式は『一般理論』の中で流動性選好関数と呼ばれてい

るものだ。 cs は、先のケインズの一文の中にも出てきた“債券購入に関

して強気な人”の貨幣需要であり、 cw は弱気な人のそれである。重要な

ポイントとしてこれらの流動性選好は、現在の利子率が 0r という状況にお

いて、彼らの性分（強気か弱気か）が如実に表れた彼ら自身の想像（将来

予想）なのである。ちなみに、弱気曲線（ cw ）が強気曲線（ cs ）よりも

右方にあるのは、同じ利子率が与えられても貨幣需要がより大きい―つま

り価格の変動がある債券よりも貨幣というより安全な（流動的な）資産を

保有する性向が強いことを示している。 
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r

d
B   ―4-⑤ 

)(rcscs    ―4-⑥ 

)(rcwcw    ―4-⑦ 

  ),( cwcscc    ―4-⑧ 

ccm   ―4-⑨ 

 

   B ：債券価格 d ：利子 r ：利子率 

c ：債券部門の貨幣需要 

cs ：債券購入に関して強気な人の貨幣需要 

cw ：債券購入に関して弱気な人の貨幣需要 

cm ：債券部門の貨幣供給 

 

貨幣供給量（ cm ）に変化がなければ強気の人にとっては点 A が利子率

の均衡点だ。したがって現在の 0r という利子率は強気の彼にとっては高す

ぎる。彼は利子率がもっと下がると予想しており、つまり債券価格は上昇

すると見込んでいる。そのような予想をする彼の取る行動は、当然債券を

購入し値上がりを待つことだ。彼が債権を買うということは、貨幣が供給

されることに等しい。しかしここで同時に弱気な彼女も動き始める。彼女

にとっての均衡点は点 B であり、現在の 0r という利子率は低過ぎて、今後

は上昇するしかないだろうと予想する。債券価格は高過ぎて下落すること

しか想像できない状態であるから、貨幣需要は非常に強い。 

こうして強気な彼が債権の買い手、弱気な彼女が売り手となり、最終的

に強気な彼が供給した貨幣量（ cscm  ）と弱気な彼女が需要した貨幣量

（ ccw m ）が等しくなる点で利子率が決定する。これが 4－⑧式と 4－

⑨式の示すところだ。図 4－2 ならば 1r が均衡利子率ということになる。

もちろんこれは単純化してあるので、現実には曲線 cs と cw の間に、各々

の性分を反映した流動性選好曲線が何本も描かれることにはなる。 

このように多様な考えを持った人が存在する―同じ状況に直面しても

強気の人や弱気の人がいる―ということは不確実性を生じさせる一因で
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ある。42もし誰もが同じ考え方や感じ方をするのであれば不確実性は存在

しない。なぜならある状況に対して人々が下す判断は全く同じであり、自

分にとって想定外の動きをする者は存在せず、つまりいつも予測通りに

人々が動くからである。例えば現在利子率が高過ぎると思えば、全員が債

券の買い手に回ることになるだろう。しかしこのことからも分かるように、

全員が債券の買い手になれば、売り手は存在せず売買は成立しない。した

がって誰もが同じ考え方や感じ方をする社会においては、流動性選好関数

というものが存在しない。均衡は得られず、何より想定外の危機が起きる

こともないので流動性を確保しておく必要もないのだ。不確実性、及び流

動性選好関数は、感情的に行動し多様な考え方をする人間が集まる社会だ

からこそ成立する。 

 

第３節 債券と株式について 

利子率と投資の収穫率ケインズは次のように述べている。 

 

「さまざまな程度の危険を含む貸付あるいは投資の収穫率も、本当は、

待忍それ自体の報酬ではなく、危険を冒すことへの報酬だと見るのが相当

なのである。実のところ、これら収穫率といわゆる利子率とのあいだには

明確な境界線は存在しない」43 

 

ケインズは利子率と投資の収穫率（株式の配当と考えてよいだろう）は

ほとんど同じものだというような意味のことを述べているが、これらを混

                                                   
42 人間の多様性が生みだす不確実性とは心理的な要因であると思われる。

それに対してもう 1 つ不確実性を生じさせる要因として考えられるのは

（他にも不確実性を生じさせる要因は考えられるかもしれないが）、物理

的な要因だ。自然災害がいつやってくるのか、研究開発が成功するのかと

いったことは人間の心理とは関係のないことである。かなり単純化して考

えれば、利子率に対して影響を与えるのが主に心理的な要因だとすれば、

投資の限界効率に対して影響を与えるのは主に物理的な要因であるのか

もしれない。 
43 Keynes(1936) 〔邦訳 上巻，p.252〕 
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同することに問題はないのだろうか。景気が良くなり始めて国民所得（Y ）

が増加し始めると、図 4－1 で説明したように、取引的動機と予備的動機

に基づく貨幣需要（ 1L ）も増加する。先述の通り 1L というのはある程度

優先度の高い貨幣需要であり、図 4－2 における投機的動機のための貨幣

供給（ cm ）を吸い取ってしまうだろう。これは図 4－2 の貨幣供給（ cm ）

が左にシフトすることになるので、利子率は上昇する。これはケインズの

次のような記述からも読み取れる。 

 

「われわれは「恐慌」を説明するにさいして、取引と投機の両目的のた

めの貨幣需要が増大することによる利子率の上昇傾向を強調するのがふ

つうである。なるほどこの要因は、時には事態を悪化させるはたらきをす

ることがあろうし、恐慌の引き金となることも、おそらくままあろう」44 

 

この記述からも読み取れるように取引のための貨幣需要は利子率を上

昇させる。そして取引目的の貨幣需要だけではなく投機目的の貨幣需要に

よっても利子率が上昇するとケインズは述べている。投機を行うというこ

とは、図 4－2 の流動性選好関数でいえば、貨幣ではなく債券を購入する

強気な人の増加であるから、流動性選好の曲線は左にシフトする。しかし

このとき利子率は低下してしまうのである。これは現実に即して考えても

明らかにおかしな状況である。図 4－3 に実際の利子率と株価（これは配

当率の逆数と考えられるだろう）を示した。 

 

 

 

 

                                                   
44 Keynes(1936) 〔邦訳 下巻，p.88〕 

 ここでケインズは恐慌の真の原因は利子率の上昇ではなく、「資本の限

界効率の突然の崩壊である」と述べている。ただし、ここで注目してもら

いたいのはケインズの説明に出てくる、取引と投機の両目的の貨幣需要と

利子率の関係についてである。 
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図 4-3 利子率と株価（配当率の逆数）の動き 

 

資料）日本銀行『時系列統計データ検索サイト』 

 

利子率と投資の収穫率を同じものとして扱うならば、国債利回りやコール

レートが上昇しているときに日経平均株価は下落していなければならな

い。日経平均株価は配当率の逆数と考えられるので、利子率と配当率が同

じ方向に動かなければ、利子率と投資の収穫率を同じものとして扱うこと

はできない。しかし現実は図 4－3 の通りである。 

ここで考えられることは、投機的動機に基づく
．．．．．．．．．

と言った場合に、2 通り

の投機の仕方があるのではないかということだ。1 つは債券に対する投機、

もう 1 つは株など
．．

に対する投機である。図 4－2 では債券部門の貨幣供給

（ cm ）というものを示したが、株式などに対して投機が行われる様子を

示す場合には、債券市場とは別に、株式市場での貨幣需給を示すような図

が必要であろうと考えられる。数式で表現するならば次のようになるであ

ろう。 
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  dcL  2  ―4-⑩ 

dc mmm 2  ―4-⑪ 

  ),( cwcscc    ―4-⑫ 

 

   r ：利子率 

2L ：投機的動機に基づく貨幣（総）需要 

c ：債券市場の貨幣需要（流動性選好関数） 

d ：株式市場の貨幣需要（流動性選好関数） 

cs ：債券購入に関して強気な人の貨幣需要（流動性選好関数） 

cw ：債券購入に関して弱気な人の貨幣需要（流動性選好関数） 

2m ：投機的動機に基づく貨幣（総）供給 

cm ：債券市場への貨幣供給 dm ：株式市場への貨幣供給 

 

 4－⑩式と 4－⑪式は債券市場と株式市場で貨幣の需給が別々に行われ

ることを表現したものである。4－⑫式は 2 節で説明したように、債券市

場において貨幣需要がどのように決まるのかということを表したものだ。

そしてこの節で問題になっているのが株式市場での貨幣需要 d とその供

給 dm である。これらがどのように均衡するのかということは明確にはで

きないが、次のようなものは尐なくとも挙げられると考えられる。 

 

 ①景気動向 

  景気が悪いときには収縮しがちであるように思われる。しかし景気の

悪さは必ずしも d を減尐させるとも言い切れない。むしろ適切な投資

に期待感が持てない時期にこそ、期待感に対して貪欲になり、詐欺の

ような事業に対しても投機的な動きが活発になるかもしれない。 

 ②その国の制度 

  ケインズは次のように述べている。「投機という言葉を市場心理を予

測する活動に、企業と言う言葉を資金の全耐用期間にわたる期待収益

を予測する活動に当てていいとしたら、投機がいつも企業より優勢だ

というのは全く事実に反している。しかし資本市場の組織化が進むに
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つれて、投機が優勢となる危険性が高まっている。」45組織化とは、「流

動化」と言い換えても良いだろう。株式の売買手数料が安く、一般大

衆が株式市場に参加しやすくなるほど、投機は流行るのだ。 

 ③債券保有によって得られる利益との比較 

  つまり債券市場と株式市場との比較ということになろう。利子率が高

い水準にあれば、キャピタルゲインなどという危険なものを狙うより

は債券を購入すべきと考える人は多いかもしれない。逆に株式市場の

方が活況を呈していて配当率も高ければ株式市場に貨幣は流れるだ

ろう。 

 

以上のような条件を通して株式市場が活発になり、投機が流行した状況を

図 4－4 に示す。 

 

図 4-4 株式市場が活発になるとき 

 

出所）筆者作成 

                                                   
45 Keynes(1936) 〔邦訳 上巻，p.218〕 
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d の増分だけ債券市場への貨幣供給が減尐し、その際利子率は上昇するの

である。取引目的の貨幣需要の増加によって利子率が上昇し、更に投機目

的の貨幣需要によって利子率が上昇するという現象はこのように描くこ

とができる。 
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第5章 ヒックスの誤謬が世界に与えた影響 

第１節 貨幣供給量を増加させた結末 

図 4－3 では 1989 年末に日経平均株価は最高値を付けており、これがい

わゆるバブルの絶頂である。この最高値を付けるまでにどのようなことが

起きたのかを説明してくれるのが次の図 5－1 である。 

 

図 5-1 円相場の推移 

 

資料）日本銀行『時系列統計データ検索サイト』 

 

1985 年のプラザ合意以降、円高が急速に進んでいることが分かる。この

とき円高不況対策として、87 年 5 月に第 3 次円高対策と言われる政策の

中で大幅な金融緩和政策が決定されたのだ。46図 4－3 を見ると分かるよう

にこの頃に大幅に公定歩合が低下し、コールレートも下落していることが

分かる。この政策によって金融機関から容易に資金を借りることができる

ようになり、この資金が株式市場に流れ込み株価の上昇に拍車をかけた。

                                                   
46 伊東（1998b）p.188 が詳しい 
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中央銀行としては、取引と予備目的の貨幣需要（ 1L ）を満たすために資金

を供給したのだろう。しかし実際には投機目的の貨幣需要（ 2L ）を満たす

ために利用されてしまったのだ。 

図 4－4 を使って説明するならば、 cm が右にシフトするのが自然なのに

もかかわらず、中央銀行の資金供給によって cm はシフトしなかったので

ある。更に、1989 年末のバブル崩壊を図 4－4 で説明するならば、極度の

不安感から流動性選好が大幅に右方にシフトする。つまり図 4－2 で説明

したように、人々が投機に対して弱気になったのである。これによって利

子率は上昇する。企業も資金繰りに窮することを恐れて、取引と予備目的

の貨幣需要（ 1L ）を増大させるだろうから、利子率は更に上昇していくだ

ろう。図 4－3 では 89 年末に株価が暴落した後も約 1 年に渡り国債利回り

とコールレートが上昇し続けている。これはバブル崩壊後の人々の将来不

安が利子率を引き上げていることに他ならない。しかしバブルが崩壊して

資本の限界効率は大幅に下落しているため、新たな資金需要も存在しない

ため、結局金利は下落していくのである。 

 

第２節 IS-LM 分析のインプリケーション 

ここまで述べたように、金融緩和にはバブルを生じさせるリスクが伴う。

中央銀行が思っているのとは全く異なるところに資金が流れる危険性は

決して低くないだろう。景気が回復しないからといって、ただ闇雲に金融

緩和を行うべきではないということだ。IS-LM 分析の主要なインプリケー

ションは金融緩和政策を行うことである。そのメカニズムについては詳し

く述べてきた。実際に、この 90 年代バブル崩壊後の不況下では「新古典

派の理論の上に立つ人は、IS-LM 理論を基礎に、まず低金利政策を主張し

た」47というのである。このような意味で安易な結論を導いてしまう IS-LM

分析は罪深いという他ないだろう。 

ところで、このようなことを述べると、どのようなときに金融緩和を行

えばバブルが生じないのかと問う者がいるかもしれない。しかし「このよ

                                                   
47 伊東（1998a）p.338 
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うな問いには答えはない。誰にもわからない。答えようとする人は、自ら

の無知がわかっていない」48のである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
48 Galbraith(1990)〔邦訳，p.155〕 
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おわりに 

本論で述べたように、ヒックスの間違いが世界に与えた影響は、バブル

の発生を助長するということであった。実際に、そのような傾向があるこ

とは否定できないだろう。しかし彼が世界に与えた真の弊害は、もっと経

済学の根底にかかわるようなことだったのではないだろうかという考え

が今わたくしの中にある。それは「人々の考え方を育み、かつ左右」49す

るようなことであり、具体的にはケインズ経済学を衰退させて新古典派経

済学に入り込む隙を与えてしまったということである。 

 このような考えをもつようになったのは、「なぜ新古典派経済学では利

子率で投資が決定されると考えられるようになったのか？」という問いに

ついて考え始めたことがキッカケである。この問いに対してはいくつかの

答えを考えてみたが、尐なくとも間違いなく言えることは新古典派経済学

においては、全ての所得が消費されるか、将来消費されるために貯蓄され

るかの 2 通りであるということだ。将来不安に備えて何となくお金を貯め

ておくという概念は存在しない。50つまり仮に大量の貯蓄がされたとして

も、それは消費か投資によって必ず利用される。普通に考えれば、貯蓄が

余ってもよさそうだが、新古典派経済学では利子率によって資本の需給

（供給は貯蓄であり、需要は投資）は過不足なく調整されるのである。こ

れは所謂、セイの法則である。 

このように考えだすとケインズ経済学や『一般理論』の本質とは、セイ

の法則―「供給はそれみずからの需要を創り出す」―の否定にあったので

はないかと思われてくる。それくらいセイの法則は新古典派経済学にとっ

て強力な守護神のような存在なのだ。ケインズも次のように述べている。 

 

「いったんこれ（セイの法則）を認めてしまうと、あとのすべては芋蔓

                                                   
49 Heilbroner (1986)〔邦訳，p.14〕本稿の“はじめに”で引用した部分で

ある。 
50 これは不確実性を考慮していないためである、というのは本稿でも述べ

た。 
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式に導かれる。民間の節倹と国家の節倹の社会的利益、利子率に関する伝

統的態度、古典派の失業理論、貨幣数量説、外国貿易における自由放任の

無条件の利益、そしてその他これから問題にする多くの事柄。」51 

 

セイの法則は一見すると、あまり現実的でない法則だというのは子供で

も分かりそうだ。しかし鶏と卵のどちらが先かというような問題であり、

論理的には生産が需要を牽引すると考えた方が分かりやすい。生産量は自

分の意思で決められるのだから、規定するのは容易である。しかし需要を

規定するのは至難の業だ。需要は自分の中で決められることではなく、他

人の中で決められるものだからである。もし需要が簡単に規定できるのな

ら、現実の企業は市場調査など行う必要はないだろう。『一般理論』は非

自発的失業の存在を指摘したり、不況下において財政政策や金融政策を行

うことの意味を説いていたりする面もあるが、全ての目的は需要というボ

トルネックの存在を主張することにあったと思われる。このボトルネック

の存在を主張しない限り、より現実的な経済モデルは完成し得ないのであ

る。 

それではなぜセイの法則のような非現実的な前提を経済学者たちは容

認し続けたのだろうか。それは 1 つには先にも述べたように論理的に完璧

で分かりやすいからということだ。もう 1 つは企業家を利する傾向のある

法則だということが挙げられるだろう。尐し長いが、この点について述べ

ているケインズの言葉を引用しよう。 

 

「総需要関数はこれを無視してさしつかえないとする発想はリカード

経済学に根本的なものであり、一世紀以上ものあいだ、われわれが教えら

れてきた経済学の背後に横たわっているものである。なるほどマルサスは

有効需要不足が起こり得べくもないリカードの教義に激しく異を唱えた

けれども、所詮は無駄であった。というのもマルサスは、どのようにして、

またなぜ有効需要が不足したり過剰になったりしうるかについては（あり

                                                   
51 Keynes(1936) 〔邦訳 上巻，p.32〕カッコ内筆者加筆 
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きたりの観察にもとづく事実に訴えるほかは）明確な説明を行うことがで

きず、そのためそれに代わりうる理論体系を構築することができなかった

からである。こうしてリカードは、神聖異端審問がスペインを征服したの

と全く同様に、イギリスを征服したのである。彼の理論はシティ、政治家、

学会に受容されたにとどまらない。論争は止み、他の見地はあとかたもな

く消え失せ、そして話題にのぼることさえなくなった。マルサスが格闘し

た有効需要の大いなる謎は経済学の文献から姿を消した。古典派理論に最

も完成した表現を与えたマーシャル、エッジワース、ピグー教授のあらゆ

る著作をくまなく捜してみても、有効需要については一言の言及さえない

ことに気づくだろう。わずかに、カール・マルクス、シルヴィオ・ゲゼル、

ダグラス尐佐という地下世界で、表面下、ひっそりと生き延びることがで

きただけである。リカードが完膚無きまでの勝利を得たのはなにやら奇妙

でもあれば不可解でもある。おそらくそれは、この教義が投入された環境

にしっくり来るものを幾重にももっていたからに相違ない。無学な庶民の

考えるところとははるかにかけ離れた結論に到達していること、思うにそ

れは、この教義の知的威信を高めるのにあずかって力あった。その教えは

実践に移されると禁欲的となり、多くの場合、苦みさえともなったこと、

それはこの教義に徳性を添えた。壮大で首尾一貫した論理的上部構造をも

つように仕立て上げられていること、それはこの教義に美を与えた。進歩

を旨とする体制では数々の社会的不正義も無慈悲と見えるものもそれら

はなべて必要悪にほかならず、これらを変革しようとする試みはつまると

ころ善よりはむしろいっそうの悪をなすと説明して見せたこと、それはこ

の教義を権力の覚えめでたきものとした。資本家個人の自由な活動を正当

化する方便を提供したこと、それはこの教義に、権力の背後にいる支配的

社会勢力の支持を引きつけた。」52 

 

供給が需要を牽引すると仮定するならば、供給を強化することこそが国

を発展させることにつながり、最大の目標となる。供給の強化、すなわち

                                                   
52 Keynes(1936) 〔邦訳 上巻，p.46〕 
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効率的
．．．

な
．
生産
．．

―最小の投入量によって最大の産出量を得る―を目標とす

るならば、企業の税負担の引き下げや企業にとって都合のよい雇用形態の

実現は重要な国家戦略として位置づけられるだろう。しかし逆に需要が供

給を牽引すると仮定するならば、需要拡大のための政策が国家戦略となる。

例えば、人々が将来不安を抱いて（貯蓄することで）需要を縮小させるこ

とを防ぐ政策―具体的には誰でも平等に享受するこのできる公的な医療

保険や年金制度の拡充―が重要になる。それから不況の際の公共事業を行

うことも同じく需要を拡大させることになるだろう。ところがこれらの政

策は、多かれ尐なかれ所得の再分配を伴うものであり、支配的社会勢力―

富裕層―にとってはあまり好ましい話ではないのである。 

このように供給と需要のどちらを先と考えるかで、その国の形も大きく

変わってくる。そして、尐なくとも自由を重んじる国においては、供給を

先と仮定する流れの方が強くなる傾向があるということが分かるだろう。

この強い流れの中でケインズは需要を先と仮定する考えを打ち出したの

である。通常であれば、务勢に立たされるはずのケインズを強く後押しし

たのは、当時のケインズの名声と、何より大不況という状況であり、それ

に有効な対策を与えることのできなかった新古典派（セイの法則）の弱体

化であった。ケインズは当時の人々の考えを支配していたセイの法則を否

定する、千載一遇のチャンスを有効に活用したとも言えるだろう。 

 これに対して一般理論を簡略化したヒックスの IS-LM 分析は、本論で

の説明からも分かるようにセイの法則に支配されてしまっている。53それ

にもかかわらず IS-LM 分析はケインズの理論として経済学のテキストな

どによって世の中に広まってしまった。 

 

「1970 年代に入って、西欧先進諸国をスタグフレーションが襲い掛か

ると、社会保障の存在意義を経済理論の側面から支えていたケインズ経済

                                                   
53 もちろんヒックス自身は自覚していない。不確実性を意識しないことは、

セイの法則を許容することにほぼ等しい。ただし、IS-LM 分析は非自発的

失業を仮定しているから、セイの法則に支配されながら、セイの法則を理

解しきれていないモデルである。 
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学が力を失っていった。そしてケインズ経済学に代わって新古典派流のマ

クロ経済学が主流となってきた。」54 

 

IS-LM 分析はセイの法則にほぼ等しいのだから、IS-LM 分析を用いても

現実の経済現象を説明することはできず、スタグフレーションを説明する

こともできないだろう。したがって IS-LM 分析が世の中から否定される

のは当然である。ところが IS-LM 分析がケインズの理論であると考えら

れている状況においては、ケインズの経済学も IS-LM 分析と共に否定さ

れてしまうことになる。供給の経済学と需要の経済学の戦いの中で、ヒッ

クスは需要の経済学（ケインズ経済学）になりすまして供給の経済学に勝

利をもたらしてしまったのではないだろうか。 

それでは純粋なケインズ経済学ならばスタグフレーションを説明でき

たのかと言われるとそれは分からない。しかしケインズは不確実な事象に

ついては、無理な仮定を置いて説明するようなことはせず、語弊を恐れず

に言えば、不確実な事象はブラックボックス
．．．．．．．．．．．．．．．

として考えている。したがっ

て何か想定外の事象が発生したとしても、“世の中は不確実なことが起き

るものだ”という前提を明確に置いている純粋なケインズ経済学ならば、

その理論が根底―需要が供給を牽引するという前提―から覆されること

はなかったのではないかと思われる。 

先述したように供給と需要のどちらを先と考えるかという問題は、人々

の根底にある考え方に影響を与え、その国の形にまで大きな影響を与えて

しまう。現実を見ても、ケインズ経済学が力を失ったことで「社会保障は、

マクロ・ミクロ双方の新古典派経済学から、その存在意義を強く批判され

るように」55なってしまった。このような意味においてヒックスの誤りが

世界に与えた影響は、ケインズ経済学の崩壊を助長することを通じて人々

の根底に流れる考え方を大きく変えたことにあるのではないだろうか。こ

れが現在わたくしが抱いている仮説である。 

ここで述べた仮説はより深い考察と検証を必要とするため本論に載せ

                                                   
54 権丈（2003）p.177 
55 権丈（2003）p.177 
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るにはまだ早いと思われる。そのような理由から、今後の展望として“お

わりに”で述べさせてもらうのが適切であると考えた。 
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