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企業の資本の必要と企業間信用
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1 はじめに

V.F.Wagnerは、信用理論の歴史についての著書 1）の中で、信用理論をいくつかのカテゴ

リーにまとめた2）。それらの理論カテゴリーの中で、Wagner自身の独自の考えを反映してい

るのは、第5章の「再生産信用論」である。

再生産信用論の展開にあたって、Wagnerが強く依拠したのは、オランダの経営学者N.J.

Polakだった3）。本稿の目的は、Wagnerがその理論の基礎にした、Polakの「企業の資金繰

り」（Kapitaldisposition）の理論の検討である。WagnerによるPolakの紹介は、多岐にわ

たるPolakの議論の基本的考えのみをまとめており、Polakの業種毎の資金繰りへの記述を

全て省略している。本稿は、この理論の詳細な検討を目的としている。

さらに、本稿は、もう一つの別の目的を持つ。地域経済と地域金融の具体的な関連を掘り下

げるための視点を探求することである。地域経済の業種的な偏りが、地域金融機関にどのよう

な影響を与えうるかを考えるにあたっては、Polakの業種ごとの資金繰りの分析の視角が有用

だと考えるからである。Polakの分析も業種の資金繰りの抽象的な特徴を記述するにとどまっ

ている。また、戦間期のオランダの経済に基づくPolakの業種の分類の仕方が、そのまま変

化した現代経済の分析に適するとは限らないが、より具体的な業種の分析にあたって一定の示

唆を与えるものと考えている。

以下では、まず第2節で、Polakの資金繰りの理論を取り上げる。Polakの詳細な内容を検

討した後に、第3節では、Polakの議論を基礎に現金余剰の理論に応用したオランダの経済学

者でセントラル・バンカーのM.W.Holtrop4）を取り上げる。Holtropの直接の研究対象は、
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貨幣の購買力と循環速度であり、これらは本稿の対象ではない。それにもかかわらずHoltrop

の研究を取り上げるのは、次の2つの目的からである。第一に、HoltropによるPolakの修

正の検討、第二に、金融機関の資金繰りの検討の目的である。Holtropは貨幣の循環速度の問

題を取り上げるが、その際、Polakの資金繰りの理論を一般化する形で、現金余剰の理論とし

て循環速度論を展開する。Holtropによる一般化が、どの程度、Polakの議論を修正するのか、

そしてその修正が資金繰りの議論で有益か否かを確認するのが第一の目的である。第二に、

Holtropの現金余剰の議論は、後にMachlup5）やWagnerによって、現金余剰信用の理論と

して展開されていく。そして、この現金余剰信用と供給者信用の組み合わせとしてWagner

は上記の再生産信用の理論を展開する。このWagnerの理論は、いわば「銀行の資金繰り」

（Gelddisposition）の理論である。本稿では銀行の資金繰りの議論は取り上げないが、その検

討ための準備として、本稿でHoltropの理論を検討しておきたい。

最後に、第4節では、PolakやHoltropの論点を整理し、その現代的意味を考えた上で、

それらの要因以外に資金繰りに影響しうる要因を指摘してむすびにかえる。

以下でPolakの論考の検討に入るに先立って、本稿の論題について説明しておきたい。「資

本の必要」（Kapitalbedarf）とは、Polakが多用する概念で、企業が生産過程や在庫の保有の

ために必要とする資本のことを指す。企業間信用とは、企業が原材料や生産物の売買にあたっ

て相互に供与する信用のことを指す（具体的には後述の供給者信用と購買者信用）。この企業間

信用の供与自体が、企業の資本の必要をもたらすが、その享受は、逆に資本の必要を裏付ける

ことになる。

2 Polakの資金繰りの理論

Polakの『金融の基本特徴 ―信用の期間を考慮して―』6）は、「1資本と信用」、「2信用供

与の形式と種類」、「3企業の資本」、「4信用企業の資本」、「5生産企業の資本」、「6貯蓄者と

しての企業」、「7銀行と経済の流動性」から構成されるが、企業の資金繰りに関連するのは主

に「5生産企業の資本」であり、この章に全紙幅の4割近くが費やされている。本稿の主な対

象となるのは、この章だが、資金繰りに関連して使用されるPolakの独自の視角や概念が他

の章とも関連しているので、他の章の大まかな流れも紹介する。

概要の検討に先立って、以下で「企業の資金繰り」と呼ぶものの内容をまとめておく。

Polakの叙述内容に即して、企業の資金繰りを定義するなら、次の諸要因に基づいて生じる企

業の資金の過不足、あるいは、その過不足の調整が資金繰りである7）。諸要因とは、（1）技術

的生産過程への資本の必要（仕掛品を含む）、（2）原材料、補助材料の在庫のための資本の必

要、（3）生産物在庫のための資本の必要、（3）購買者信用（Abnehmerkredit）8）、供給者信用

（Lieferantenkredit）9）の供与のための資本の必要、（4）耐久生産手段の調達のための資本の

必要、（5）生産物の売却による資金の流入（耐久生産手段の償却部分の還流含む）、（6）購買
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者信用、供給者信用の享受による資金拘束の回避、あるいは一時解放である。なお、商業では、

当然、上記のうちの技術的生産過程に関わる部分での資金の流出入や拘束は発生しない。また、

原材料、補助材料の在庫と生産物在庫の区別は存在せず、単に商品在庫としてまとめられる。

2.1 資本と信用

最初の章では、本書の分析の対象を示した上で、資本と信用が定義される。本書は、「数多

くの個別企業へ分裂された生産が引き起こし、そして必要とするところの資本移動（Kapital-

verschiebung）を分析し、ならびに、様々な種類の企業のもとで、資本移動から生じる絶え

間ない資本への必要（Bedarf）の変化と、他方でのこの欲求（Bed�rfnisse）の充足のための

手段について分析する」（S.12）。

資本は、ClarkやKomorzynski、Amonnを参照しながら、「流通（Verkehr）から、まだ

消費のために抜き出されていない財についての集積された処分力（Verf�gungsmacht）」と

され、その処分力は貯蓄、つまり所得の非費消によって発生する（S.14）。

そして、「将来の反対給付への請求権のもとでの、資本の、つまり処分力の移転が、信用供

与の本質」だとされる（S.16）。信用供与の原因となる貯蓄は、生産迂回につながる動態的貯

蓄と、つながらない静態的貯蓄に区別される（S.2023）。ここで静態的貯蓄とは、たとえば、

後の季節での消費のための貯蓄である。「自然は、特定の季節に生産か、または消費を集中さ

せることによって、そのような貯蓄を必要とさせる」（S.21）10）。

当面、消費に使用する予定のない、例えば老後のための貯蓄は迂回生産に利用可能な動態的

貯蓄である（S.23）。しばしば、貯蓄が、動態的貯蓄であるか否かは、事前に確定しなていな

い（S.23）。この貯蓄を、銀行と企業が動態的貯蓄として迂回生産に利用したが、予想に反し

て、貯蓄が消費に利用されるなら、換言すれば、静態的貯蓄であることが事後的に判明するな

らば、撹乱が発生しうる（S.25）。消費を意図する貯蓄者は、消費財ではなく、生産迂回の過

程にある資本財しか見出さないからである（S.26）。ここで、貯蓄を消費に利用しようとする

貯蓄者の代りに、別の貯蓄者が登場するなら撹乱は回避されうる。後者は消費財の費消を放棄

し、その貯蓄が迂回生産を継続させるからである（S.26）。このように、一方の貯蓄者が消費

を開始するときに、他方が貯蓄を始める現象をPolakは「貯蓄者の連続」（Reihenfolge）あ

るいは「後継」（Nachfolge）と呼ぶ（S.26）。

2.2 信用供与の形式と種類

続けて、貯蓄者から信用が供給される形式と、貯蓄に基づいて供与される信用の使用の形式

が説明される。前者は、預金や生命保険、有価証券等の貯蓄の形式のことであり、後者は消費

目的の信用、生産目的の信用のことである。

前者の議論は、信用の開始と終了に関する貯蓄者の意思決定を軸に展開される。まず、預金
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では、信用の開始と終了が信用の出し手（貯蓄者）の意思に従属する（S.28）。そのような預

金が、消費を目的にするのか、動態的貯蓄として資本形成に利用可能かどうかが、Schultze-

Gavernitzの預金の分類に即して検討される。預金の分類とは、「支払目的の預金」、「貯蓄貨

幣のための預金」、「浮動資本（schwebendeKapitalien）11）のための預金」であるが、結論か

ら言えば、いずれの預金も消費にも資本形成にも使用可能であり、どちらかに確定的ではない

（S.30）。これに対して生命保険は、預金と異なり、恣意的に返済要求できない。そこでは規

則的に所得の一部が欲求の充足を延期して貯蓄される（S.30）。預金と保険の間には、「一度

限りの長期の貯蓄としての信用供与」（S.31）が存在する。ここでは、固定の償還期間の貸付

や、債務者が事前償還の権利を持つ貸付、資本参加等が挙げられる。その多くでは、貯蓄の出

し手は、信用関係を終らせる権利を持たない。だが、有価証券の場合は、償還にあたって本来

の債務者ではなく、別の信用の出し手が登場する。本来の債権者（貯蓄者）は退出するが、別

の債権者が登場する（S.32）12）。

「預金の形式で信用を求める者に委ねられる処分力は変動資本（variablesKapital）」と呼

ばれ、その他の資本は「不変資本」（konstantesKapital）と呼ばれる（S.35）13）。変動資本

は、消費されることが定まっている資本であり、不変資本は消費が定まっていない。

前章で触れられた静態的貯蓄は、例えば、冬のための貯蓄であり、変動資本を発生させ、そ

の資本は冬の費消で消滅する（S.37）。動態的貯蓄は、季節を越えて維持される貯蓄であり、

不変資本につながり、貯蓄者の後継が重要である（S.37）。

貯蓄や信用の期限で、1年という期間が重要なのは上記のような事情からであり、多くの個

人は1年の経過後に貯蓄を確定し、企業は1年に1度、利益の使用を確定する。国家も、財政

を1年に一度確定する（S.37）。つまり、1年という期間が基準となり、1年より短い信用が

短期信用であり、1年より長期の信用が長期信用となる（S.37）。

次に、移転のために供給された処分力が、「消費的な信用の必要」のために使用される事例

と、「生産的な信用の必要」のために使用される事例が区別され、それぞれについて検討され

る。前者では、個人向けの純粋の消費的信用、耐久消費財のための信用、国家の純粋に消費的

信用、耐久消費財のための信用が取り上げられる（S.3841）。個人向けの消費のための信用

では、借り手は、償還にあたって、貯蓄者として登場する。最初の貯蓄者（貸し手）の後に、

第二の貯蓄者（返済者）が登場することが、ここでは「貯蓄者の継続」といわれている（S.

39）。これに対して、国家向けの信用では、新しい貯蓄からの返済は稀だと指摘される（S.40）。

「生産的な信用の必要」ではまず、「設備資本」（Anlagekapital）と「経営資本」（Betrieb-

skapital）の区別から始められる。設備資本は、複数の生産過程で繰り返し使用され、徐々に

循環する資本であり、経営資本は、一度の生産過程で使用されすべてが循環する資本である

（S.43）。つまり、設備資本は耐久生産手段の調達のための資本を表す。経営資本が一度だけ

使用されることは、かならずしも、その使用が短期であることを意味しない14）。循環期間が
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長期の資本は、長期信用で獲得されねばならない（S.44）。だが、短期の循環期間の経営資本

であっても生産の中断の危険を避けるためには、長期信用による裏づけが努められる（S.45）。

問題は、短期の経営資本の必要を充たすほど多くの、長期信用が存在するかだが、このことは、

個別の企業から離れて、生産の全体の観点から検討される（S.45）。

生産の全体の観点では、長い生産過程を通じて一つの最終的な消費財にいたる過程が、複数

の中間的な生産者の連続で生産されることから説明される。つまり、「全体としてとらえると

長期の生産過程の一部のために、様々の企業によって短い循環時間で相次いで使用される不変

資本の一定量が存在する」（S.47）15）。そして、長期の不変資本を短期で供給する主体として

銀行が挙げられ、銀行は長期の不変資本を株式で調達するとして、オランダの銀行の数値例が

示されえる（S.4748）。商業や工業も長期の不変資本を集め、他者の転与すると主張される

（S.48）。そして、農業、卸売業、加工業、小売業の間で、長期資本が調達され、相互に配分

される数値例が示される（S.4953）。

続けて、変動資本や不変資本が、短期信用として供与される形式として、購買者信用

（Abnehmerkredit）、供給者信用（Lieferantenkredit）、交互計算信用（Kontrokorrentkredit）、

ロンバート信用（Lombardkredit）、手形信用（Wechselkredit）が説明される（S.64）。購買

者信用とは、商品の買い手が、売り手に与える信用で、例えば商品代金の先払いの形で供与さ

れる。供給者信用は、商品の売り手が買い手に与える信用である16）。交互計算信用は、銀行を

含む商人間で、交互計算で供与される信用である17）。ロンバート信用とは、有価証券等を担保

とした短期の信用である。手形信用で考えられているのは、手形の割引であり、いくつかの形

式が取り上げられている。一つは、供給者信用を供与した供給者が、債務者宛に振り出した為

替手形（gezogenerWechsel）の割引である18）。また、約束手形（eigenerWechsel）や、銀

行引受手形（Bankakzepte）の割引も取り上げられている。

2.3 企業の資本

企業の資本の章は、非常に短く、様々な資本概念が取り上げられ、その概念が紹介された上

で、本書では、自己資本と長期の他人資本の区別を行わず、長期信用概念でまとめると宣言さ

れる（S.70）。続けて、様々な企業形態が列挙される（S.7174）。

2.4 信用企業の資本

信用企業の章も短く、金融仲介を行う金融機関が列挙される。まず、銀行の仕組みは複雑な

ので本章では取り扱われず、簡単な金融機関から、つまり、長期の資金を集め、長期で移転する

抵当銀行（Hypothekenbank）や、オランダの負担価値銀行（Bankf�rbelasteteWerte）19）、

資本投資会社（Kapitalanlagegesellschaft）20）、持株会社、金融会社などが説明される（S.75

77）。
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次に、保険料の形で長期信用を享受するが、償還の時点が確定しない生命保険会社、形式的

には短期の預金を集めるが、信用供与は長期の比重が高い貯蓄銀行（Sparkasse）などが紹介

される（S.7881）。

2.5 生産企業の資本

「生産企業」（Produktionsunternehmen）の資本の循環の特徴についての本章が、Polak

の著書の中心をなす。本章は、企業の資本の循環期間についての一般的な傾向について述べ

た上で、資本の循環が、最も単純な「役務給付のための企業」（Unternehmungenzur

VerrichtungvonDienstleistungen）から、その循環の特徴が述べられ、続けて「採取、

収穫企業」（ausbeutendeundeinsammelndeUnternehmungen）、「農業企業」（agrarische

Unternehmungen）、「工業企業」（industrielleUnternehmungen）、「商業企業」（Handel-

sunternehmungen）の順に説明される21）。

2.5.1 一般的注記

設備資本の循環期間は単純であるが、経営資本の循環期間は単純でないとして、その一般的

特徴が検討される。経営資本の循環期間が単純でないのは、それが、技術的生産過程からは即

座に導かれず、生産過程の前に循環期間が開始し、生産過程の後に代金が支払われて循環期間

が終了するからである（S.83）。加えて、原材料、補助材料の在庫、生産物在庫、供給者信用

に関して、業種によって異なる要求が存在し、そしてそれらの要求は、景気循環や企業の位置、

流通の状態、収穫等によって影響される（S.83）。

「つまり、経営資本の循環期間は、数多くの不確定な要因に左右される」が、しかし、「いく

つかの一般的な傾向を示すことが可能」（S.83）として、「生産物の貯蔵」、「供給者信用」、

「原材料と補助材料の在庫」について一般的な傾向が示される。

まず、「季節や景気の影響」で、生産物の「生産と消費は時間的に分離する」。市場向けに生

産が行われることも、生産物の即座の販売、消費を妨げる。この「時間的分離」は、「貯蔵に

よって克服され」ねばならず、これは「商業の任務」である。「この任務を商業が無制限に充

たせば」、「生産を行う企業に貯蔵の動機は存在しない」（S.83）。だが、商業は、二つの原因

から、この任務を無制限に果たさない。第一の原因は、収納の不可能性、第二の原因は、販売

不能で価格が低下する可能性である（S.83）。とりわけ、Polakは第二の原因に着目する。

第二の原因に影響する要因として、Polakは、生産物の汎用性と収穫逓減（abnehmernder

Mehrertrag）の問題を取り上げる。まず、加工され特殊化された生産物は、販売不能の危険

が大きく、汎用的な原材料ほど販売不能の危険は小さいと云われる（S.84）22）。収穫逓減の問

題は、生産コストの問題として説明される。収穫逓減で生産される生産物は、生産コストの上

昇、価格上昇のもとでのみ生産が拡大される。それゆえ、この生産物は「逼迫への傾向」を持
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ち、そこでは「生産物の買い手は、…低価格での大量供給を恐れる必要はない」（S.85）。こ

れに対して収穫逓増（zunehmenderMehrertrag）で生産される生産物では、「販売が迅速に

進むなら、生産は拡大され、…より低い価格でのいっそうの生産…価格低下の傾向を持つ」

（S.85）。「その結果、天然の大量財を収穫逓減で製造する企業は、生産物を迅速に販売でき、

商業は在庫を形成するという任務を無制限に充たす。つまり、生産者は在庫形成への誘因を持

たない」（S.85）。これに対して、「収穫逓増で生産される特殊品目を、商業は自身の販売に応

じて、少量でのみ購入する」（S.85）。工場でのたいていの特殊商品は、収穫逓増で生産され

るので、生産者は、自ら在庫を形成する必要がある（S.86）。

経営資本の循環期間を左右するもうひとつの要因として取り上げられる「供給者信用」でも、

収穫逓減、逓増の影響が言及される。供給者信用は、販売の促進（Anstachelung）のための

手段であるが、逼迫への傾向を持つ収穫逓減の生産物の販売では、この手段は必要とされない

（S.86）。これに対して、収穫逓増の生産者は、販売の拡大のための手段として、供給者信用

を利用する。

原材料と補助材料の調達に関しては、それが天然の原材料なら、早めに調達して在庫する必

要はないが、特殊商品なら早めに確保して在庫する必要があると指摘される（S.86）。

2.5.2 役務給付のための企業

上記のように、経営資本の循環期間での一般的な傾向について注記した上で、経営資本の循

環が、比較的単純な業種から説明される。まず最初に、経営資本の相対的な重要性の低い、役

務給付のための企業が取り上げられる。この節は、事実上、設備資本の循環の説明にあてられ

ている。具体的には、輸送サービスを提供する船舶運輸業が取り上げられる。そこでは、設備

資本の比重が大きく、そのために長期の資本が不特定の期間求められる23）。生産期間は短期間

であり、経営資本の循環期間は短く、その必要は僅かで規則正しい。そして、設備資金からの

還流部分が、経営資本に充当できるので、経営資本のために銀行信用等はあまり必要とされな

い。燃料は少量ずつ、必要に応じて購入すればよい（S.95）。物的な生産物在庫は存在せず、

供給者信用もほとんど存在しないことから、これらについては言及されず、経営資本の資金繰

りについても検討されない。

2.5.3 採取、収集企業

採取、収集企業にも、簡単に言及されるだけである。ここで採取、収集企業とは、鉱山、粘

土採掘、泥炭採掘、採石、石油採掘、漁業など、天然の集合財（資源）を入手して売買するか、

集合財を入手後、分離して販売する企業が考えられている（S.96）。設備資本、経営資本の必

要に関しては、前節の役務給付のための企業と多くの点で類似している。

つまり、集合財と設備資本のために、長期の資本を必要とする。その原材料と補助材料は多
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くは天然の大量財なので、必要に応じて補充すればよい（S.96）。つまり、多くの在庫は必要

ない。生産過程は短期間である。役務給付のための企業と異なり、物的な生産物は存在するが、

たいていは他の企業にとっての原材料であり、通常は収穫逓減であるため、供給者信用の供与

は不要である。したがって、経営資本の循環期間は一定で短い（S.97）。ただし、生産物が存

在するので、価格政策の観点から生産物を形成すること、補助材料等を先買いすることはあり

うる（S.97）。

2.5.4 農業企業の資本

農業企業の検討の出発点は、「人が支配力を持たない自然諸力の助けで財を生産」すること

である。そのため、「自然が諸力を与える場所、時期でのみ、農業は活動する」（S.97）。農業

は土地と設備資本のために、自己資本や長期信用を必要とする（S.98）。しかし、農業企業に

特徴的なのは経営資本の強い変動である（S.99）。この強い変動は、次の事情から発生する。

つまり、農業企業では、「特定期間、労働力、…原材料と補助材料が生産過程に積み上げられ、

…期間の終わりに生産物を発生させる」（S.100）。「この積み上げは、特定の季節にのみ行わ

れ、・・・その季節の間、収穫が売られ、支払われるまで、経営資本の必要は常に増大する」

（S.100）。「農業では、収穫逓減をともなう天然の大量財が生産されるので、販売は、収穫後

即座に現金で行われるので、経営資本の必要は成長の季節に限定される」（S.100）24）。つまり、

経営資本の必要は、強く変動することとなる25）。

このため、その資金需要を短期信用で充足するのか、長期信用で充足するのかという問題が

発生しうる。たとえば、3月に農作を始めて、9月に収穫が得られるとすると、3月に投下さ

れる経営資本は6ヶ月間拘束されるが、4月の投下は5ヵ月、5月の投下は4ヶ月拘束と、投

下された経営資本の循環期間が異なる。これらの資金を長期信用で賄うなら、拘束される期間

を超える期間については、資金の遊休が発生し、投下の時点に応じて遊休期間は異なることと

なる。Polakは、各々の時期の必要な資金が長期信用で賄われるか、短期信用で賄われるかは、

それぞれの遊休期間、長短それぞれの利子率、遊休資金が運用される際の利子率に依存するこ

とを数値例を挙げて説明している（S.101 103）26）。Polakは、一時的に必要な経営資本のう

ち、長期資本で借り入れることが最も有益な金額を「資本最適」（Kapitaloptimum）と呼ぶ。

この資本最適の大きさは、上記の長短利子率によって規定される。つまり、資本最適までは長

期信用で、それを越える金額は短期信用で資金繰りが付けられる。

その上で、農業企業の経営資本が短期信用でのみ補填される際の資金繰りに付いて述べられ

る。経営資本の必要が短期信用で賄われるとしても、手形信用や引受信用は農業企業が小規模

であるためしばしば利用できない（S.103）。これに代る信用源泉としては、供給者信用の利

用（享受）が考えられるが、その利用は、農業生産のための原材料や補助材料の獲得には役立

つが、労働は供給者信用で提供されない（S.104）27）。これに代って、供給者信用と購買者信
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用の結合、単独での購買者信用の享受が取り上げられる。供給者信用と購買者信用の結合とは、

たとえば、小売商が農民に日用品を掛け（供給者信用）で販売し、見返りに農産物を先買い

（購買者信用）するものである（S.104）。単独での購買者信用とは、砂糖工場が、春に甜菜の

購入代金を農民に前貸しする事例が挙げられる（S.104）。農業経営は、収穫逓減で大量生産

物を供給する。購買者は、たいてい収穫逓増なので、できるだけ多くの原材料を求める。甜菜

を原材料とする砂糖工場は、短期間のみ生産を行うので、短期間のみ経営資本を必要とし、そ

の他の期間に、資本は遊休する。購買者信用の供与は、この遊休資本の活用にもつながる（S.

105）。

2.5.5 工業企業の資本

工業企業に関しては、まず、工業企業全般に共通する特徴が述べられ、続けて、季節の影響

に鑑みて分類された業種毎の説明が続く。

工業企業全般に共通する特徴としては、農業のように強く自然に規定されない工業企業は、

生産過程が一つに限定されず、複数の生産過程を連続して行うことができることが挙げられる

（S.108）。一週間続く生産過程が、月曜から土曜までの6つの工程から構成されるとして、月

曜に始まった第一の生産過程の第一の工程に続いて、火曜に第二の生産過程の第一の工程が開

始される。水曜以降も生産過程の開始は継続し、最終的には6つの生産過程が平行することに

なることが数値例を使って説明される（S.109）。そして、この6つの生産過程にある経営資

本が生産過程に拘束されている28）。

ある生産過程のn日の毎日の工程の資本の必要をa1,a2,a3,・,anとするなら、平行して

連続するn個の生産過程の資本の必要の合計は次とされ、これが生産過程全体に拘束される

資本の総額である（S.109）:

na1・・n・1・a2・・n・2・n3・・・2an・1・an

しかし、工業も季節の影響から完全には自由でないとして、季節の影響の度合いに応じて、

a）からf）までの次の6つの業種が分類される（S.110）。

a）季節から独立して、生産過程の規則的連続と、規則的販売を伴う工業（例:金属加工業）;

b）生産過程の規則的連続と規則的販売を伴うが規模が季節によって変動する工業（例:石

炭ガス工場）29）;

c）生産過程の規則的連続を伴うが、一つの特定の季節に販売が行われる工業（例:麦藁帽

子製造）;

d）生産過程の規則的連続を伴うが、複数の特定の季節の販売が行われる工業（例:衣類製

造業）;
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e）一つの、あるいは複数の季節期間の間のみの生産過程の連続を伴う工業（例:甜菜によ

る砂糖製造業）;

f）生産過程の不規則な連続を伴う工業（例:建築業）

そして、主に、次の4つの要因からの経営資本の必要が指摘される。4つの要因とは、（1）

生産過程、（2）原材料、補助材料在庫、（3）生産物在庫、（4）供給者信用供与である。（1）生

産過程に拘束された資本とは、上記の連続する生産過程にある経営資本である。原材料や補助

材料は、複数の生産過程のためにまとめて購入される。つまり、その（2）原材料、補助材料

の在庫のために経営資本が必要となる（S.111）。生産の中断を回避するために、恒常的に保

有される原材料、補助材料の在庫は「底だまりの在庫」（eisernerBestand）と呼ばれる。ま

た、たいていの工業では、需要に先行して生産を行なうので生産と販売は分離する。そして、

たいていの工業は、収穫逓増なので、商業は販売不能をおそれて生産物在庫を引き受けない傾

向にある。このため一般に工業自身が、（3）生産物在庫を持ち、そのために経営資本が必要で

ある（S.112）。生産物在庫でも、「底だまりの在庫」が保有される。同様に、収穫逓増の工業

は、販売促進のために（4）供給者信用の供与を強いられる（S.112）。

6つの業種ごとに、上記の経営資本の必要の変動が示され、その資本の必要の資金繰りが検

討される30）。

a）季節から独立した、生産過程の規則的連続、規則的販売の工業 規則的に連続する生産は、

生産規模が一定であることを意味しない。景気変動によって、（1）生産過程に拘束される経営

資本の必要は変動する（S.113）。（2）原材料、補助材料の在庫のための資本は、購入の時点

で最大であり、生産規模が一定なら規則正しく減少し、生産規模が拡大するなら急速に減少す

る（S.113）。（3）生産物在庫のための資本の必要は、ここではほぼ一定だが、生産物在庫が

減少すると、そのための資本の必要は減少する。この在庫を補充するために生産が拡大しなけ

ればならないので、生産過程のための資本の必要は増大する（S.113）。生産が拡大すると、原

材料、補助材料は急速に減少し、そのための資本の拘束は減少するが、他方で、原材料、補助

材料の減少は、その補充を必要とするので、在庫のための資本の必要は増大する。このように

各要因による資本の必要の増減が、相均して平均化することをPolakは平準化（Nivellierung）

と呼ぶ（S.114）。（4）供給者信用の供与のための資本の必要も変動する。この変動は、顧客

が現金購入と供給者信用のどちらを選択するのかに依存する。生産物への需要が大きいほど、

供給者信用の供与の必要は少ない。つまり生産過程のための資本の必要が大きいほど、供給者

信用のための資本の必要が少なく、両者の資本の必要が均されることも、Polakは平準化と呼

ぶ（S.115）。

続けて、これらの経営資本の必要の変動が、どのように裏付けられるか、つまり、資本の必
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要の資金繰りが検討される。

生産過程と、「底だまりの在庫」は、長期信用によって裏付けられねばならない（S.116）31）。

これらは形式的には、短期の資本の必要だが、実質的には長期的に連続して必要となり、信用

で裏付けるなら「持続経営信用」（Dauerbetriebskredit）32）が必要になるからである。この

「持続経営信用」に対する「反感」（Abneigung）から、銀行は、担保が存在する場合にしか、

そのような信用を提供しない（S.116）。そして、工業の原材料や製品在庫は、加工や販売の

ために手許にもたれなければならないので、通常は担保として提供できないとPolakは指摘

する（S.116）。

これに対して、供給者信用の供与のための資本の必要では、買い手への債権を担保として利

用できるので、一部分は銀行信用が利用可能である。しかし、全額を銀行が信用供与すると、

上記と同様に「持続経営信用」が発生するので、銀行は短期信用を全額は供与しない。このた

め、一部は長期信用で裏付けなければならない（S.117）。その他の資本の必要の裏付けが、

短期信用によるべきか、長期信用によるべきかは、前述の「資本最適」に依存するとされる

（S.117）。つまり、長短の利子率に依存する。

b）生産過程の規則的連続、規則的販売だが、生産規模が季節で変動する工業 ここでは、石

炭ガス工業や、ビール醸造業のように、通年で生産、販売がなされるが、その規模が季節で大

きく異なる工業が考えられている。ここでは、最小の経営活動の時期に、（1）生産過程に拘束

される資本、（2）原材料、補助材料在庫や、（3）生産物在庫は最小になり、（4）供給者信用の

供与も最小になる。したがって、これらのための経営資本の必要は最小になる（S.117）。

この最小資本は、長期信用で調達されねばならない（S.118）。これから資本の必要は規則

的に増大するので、この増大分については、農業企業でと同様に資本最適が問題となりうる

（S.118）。もし、原材料、補助材料を、それを消費する期間よりも長い期間で、供給者信用で

調達できるなら、生産過程、生産物在庫、供給者信用の供与のための資本の必要を裏付けるこ

とが出来るとして、数値例が示される（S.119120）。しかし、供給者信用への過度の依存は、

供給者への従属をもたらすので、長期信用の利用が適切とされる。つまり、この業種での資金

繰りは長期信用によるべきである。長期信用による資金は、その遊休が発生する閑散期には、

原材料、補助材料の現金払いや先買いに利用される（S.120）。

なお、経営活動が活発化する時期にすべての資本の必要は増大し、沈静化する時期にすべて

の資本の必要は減少するので、上記の例で言及された平準化傾向は生じないとされている（S.

118）。

c）生産過程の規則的連続、一季節のみの販売の工業 b）では、季節は販売を通じて生産規

模に影響したが、ここでは、季節は生産にはあまり影響しない（S.121）。したがって、（1）生

企業の資本の必要と企業間信用（清田） 11



産過程に拘束される資本の変動は大きくない。（2）原材料、補助材料の在庫に関しても同様で

ある。しかし、（3）生産物在庫は、大きく変動する。つまり、販売が僅かな時期に積み上げら

れ、販売の季節に減少する。（4）供給者信用の供与も、販売の時期に増大する。これは、（3）

が最大に達した後である（S.121）。

したがって、農業企業と同様に、資本の必要は持続的に増大し、農業と同様に、資本最適の

現象が登場する。ただし、農業での資本の必要は、長く続く生産過程に由来するが、ここでは

積みあがる（3）生産物在庫のためのものである（S.122）。

最低限必要な資本は、（2）原材料、補助材料在庫を除いた（1）生産過程のための資本、（3）

生産物在庫のための資本、（4）供給者信用の供与のための資本の合計で考慮される（S.122）33）。

生産物の販売後、そのための資本の必要が最小のとき、供給者信用の供与のための資本の必要

が最大となり、ここでも平準化が生じることが数値例で示される（S.122-123）。

最小の資本の必要は長期信用で裏付けられねばならないが、最小額を越える資本も長期信用

による裏づけが必要だとされる。このために、銀行信用は期待できない。季節需要に依存する

工業は、特殊製品を製造し、その需要の期間まで貯蔵する必要があるため、資本の循環期間が

長くなるからである（S.123）。さらに、需要が期待より少なければ、生産物在庫が越年し、

銀行が信用を供与していれば、不良債権化する。

つまり、この業種では、最小限を越える金額の資金繰りは、長期信用によらねばならない。

その結果、資本の必要が僅かなときには、余剰資本が発生する。この余剰資本が、原材料の先

買い（購買者信用の供与）に使われるなら、ここでも平準化が発生する（S.124）。

d）生産過程の規則的連続、複数の季節の販売の工業 衣類製造のように販売の季節が二つ存

在する工業では、基本的にはc）で述べたことが妥当する。しかし、資本の必要の増減がより

短い間隔で発生し、最小資本と最大資本の差は大きいことが数値例を使って示される（S.125

126）。例えば、春物生産の資本の必要は、販売のピークの4月に向けて増大し、その後（6

月）、最小になる。秋物生産の資本の必要は、販売のピークの10月に向けて増大し、その後

（12月）、最小になる。春物の資本の必要のピーク時には、すでに秋物の仕込みが始まってお

り、これが資本の必要の最大額を増幅する。

最小の資本の必要は、c）でと同様に長期信用によって裏付けられねばならない。しかし、

最小額を超える部分に関しては、c）と異なり、最大の資本が必要な時期が短いので、供給者

信用の享受が大きな役割を演じる（S.126）。原材料が供給者信用で提供されるなら。必要資

本の変動は大きく緩和される（S.126）。つまり、最小資本の資金繰りは長期信用によらねば

ならないが、それを越える金額については、供給者信用の利用による資金繰りが適切となる。

最小の資本を越える部分が、長期信用で調達されるなら、供給者信用の供与に利用されうる

（S.126）。
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e）一季節か複数季節で生産の連続の工業 ここでは、原材料が特定の季節にのみ生産され、

原材料の劣化の危険から貯蔵できない工業か、生産物が特定の期間にのみ生産されるが、生産

物の劣化の危険から貯蔵できない工業が考えられている34）。

ここでは、相対的に大きな資本の必要の期間の後には、資本の必要はきわめて僅かになる。

資本の必要は突然に上昇し、突然に減少するので、農業企業でのように資本最適を考えること

はできない。つまり、長期資本の調達は、ほとんど必要とされない。銀行による信用供与のリ

スクを低減させるために、あるいは、供給者信用の供与のためには長期信用（自己資本）は必

要とされうる（S.128）35）。つまり、長期資本による資金繰りは必要だが、短期信用も利用さ

れうる。

f）生産過程の不規則な連続の工業 建築業や船舶製造業のような、金額が大きい生産物を不

定期に生産する工業では、必要な経営資本の一般的な計算はできないが、生産に長期間が必要

なら、長期信用が必要となる（S.128129）。

工業企業についての説明のあとに、工業企業の設備資本の循環について説明されるが、これ

は、「役務給付のための企業」での説明の繰り返しである。

2.5.6 商業企業の資本

工業企業に続けて、商業企業の経営資本の必要が検討される。まず、商業企業の商品在庫が

長期信用と自己資本で裏付けらえるという主旨のPrinzhorn36）の主張と、短期信用で裏付け

られるという主旨のBagehot37）の主張が紹介される。Polakによれば、この2つの主張の相

違は、それぞれが見ている商業の違いにあり、Prinzhornは、特殊商品の小売、卸売を考え

ており、Bagehotは天然の貯蔵品目の卸売業を考えていると、前置きされる（S.131）。

商業の任務は、生産と消費の場所的分離の克服のための輸送と、時間的分離の克服のための

貯蔵とされる。輸送し、貯蔵する商品の獲得のために資本が必要とされる（S.131）。

工業と異なり、技術的生産過程を持たない商業では、工業での生産過程の場所に補給

（Zufuhr）が位置づけられ、工業の業種の分類と類似の次の分類がなされる（S.132）。

a）規則的な補給と規則的な販売の企業。

b）規則的な補給だが、一つか複数の季節期間での販売の企業。

c）一つか複数の特定の季節期間のみの間の補給と販売の企業。

d）一つか複数の特定の季節期間の補給と、規則的販売の企業 38）。

a）規則的な補給と規則的な販売の企業 上述のように技術的生産過程をもたない商業企業で、

経営資本の必要に影響する要因としは、（1）通常の売上（normalerUmsatz）、（2）商品在庫、
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（3）供給者信用の供与が取り上げられる39）。

工業が生産過程のために資本を必要としたのと同様に、ここでは補給のための資本が必要と

なる。工業での生産過程の連続と同様に、補給の連続が生じる。ここでは、規則的な補給と規

則的な販売が問題となるので、貯蔵のための資本は重要ではない。

（1）通常の売上は、季節や景気の影響を受けうるが 40）、後出のc）ほどには影響は大きくな

い。工業などと違って、設備資本等の拡大に規定されず、長期的に信用や資本が供給される限

り、売上が拡大されうる。つまり、所与の売上から必要な資本が規定されない。逆に、長期的

に獲得される資本から、売上が規定される（S.133）。売上の資金繰りを長期資本（長期信用）

によってつけるというより、長期資本によって売上の規模が規定される。

前出の工業企業の生産過程で拘束される経営資本の量を計算する次の式を修正して、補給額

が計算され、それに基づき売上が計算される（S.1334）。

S・ na1・・n・1・a2・・n・2・n3・・・2an・1・an

不特定の期間の間、長期的に獲得される資本から、下記の（2）通常の在庫に必要な資本を

控除した後の資本（商業資本）、Sを89,000マルクとし、補給・x・は毎週行われ、商品の販売

は、4週間後に現金で行われるとする・n・4・。たとえば、補給の1週間後に発送のコストが

補給額の10％ a1・
1

10
x・ ・、2週間後に倉庫コストが補給額の5％で発生し a3・

1

20
x・ ・、

3週間後に梱包のコストが補給額の5％ a4・
1

20
x・ ・で発生するとする（S.133）。ここで、

上記の式は、次のとおりとなる:

89,000・4x・
3

10
x・

2

20
x・

1

20
x, x・20,000

つまり、資本の大きさから、通常の補給は20,000マルクが計算され、通常の売上は、通常の

補給に各種コストを加算した24,000マルクとなる。

20,000・
1

10
・

1

20
・

1

20・ ・20,000・24,000

より多くの資本や信用が供与されるなら、販売が可能なかぎり、売上は増大することになる。

だがこの供給者信用や銀行信用が享受されるかという問題に関して、まず供給者信用が供与

されるなら、経営資本が裏付けられ、販売能力は制限されない。銀行信用に関しては、取引さ

れる商品が特殊でないならば、商業は工業より銀行に近づきやすいと主張される（S.135）。

商品が特殊でないなら、販売が確実であり、また、工業とちがって、担保として提供可能だか

らである。このため、原材料の卸売業は、銀行信用を受け入れることができる（S.136）。こ

れが、Bagehotの「商品在庫が短期信用で裏付けられる」という主張の根拠となっている。

つまり、売上の大きさは長期資本（長期信用）の大きさに規定されるが、より大きな金額の資
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金繰りが短期信用によって可能である。

工業でと同様に、規則的な販売は、即座の販売でなく、一定の底だまりの在庫が必要となる。

この固定した（2）「通常の在庫」（normalerVorrat）41）は、長期信用によって裏付けられる

ことになる。つまり、通常の在庫の資金繰りは、長期信用が付けねばならない。この点を指摘

したのが、Prinhornの「商品在庫が長期信用と自己資本で裏付けられる」という主張である

（S.134）42）。また、この商業が小売商等に（3）供給者信用を供与するなら、そのための資本

が必要となる。

b）規則的な補給だが、一つか複数の季節期間での販売の企業 ここでは、商品の貯蔵が、商

業企業の重要な役割となる。規則的に増大する（2）商品在庫が、販売の時期まで貯蔵されね

ばならない（S.136）。

つまり、農業企業でと同様に、在庫は徐々に増大し、特定の季節に減少するので、資本最適

の現象が生じうる。最適までは長期信用で、「最適を越える資本の必要には短期信用が要求さ

れる」（S.136）。換言すれば、農業企業でと同様に、資本最適までは、長期信用で資金繰りが

付けられ、それを越える分については、短期信用で、資金繰りがなされることとなる。「天然

の大量品目を収穫逓減で生産が提供する部門でのみ、この種の企業は生じうる。その結果、こ

こではおそらく銀行信用が得られるだろう」。「その生産が収穫逓減の法則に服するところの、

徐々に押し寄せる品目では供給者信用（の利用）は、たいていは考慮されない」43）（S.136）。

c）一つか複数の特定の季節期間のみの間の補給と販売の企業 a）の企業でも季節の影響は

あったが、ここではより鮮明に季節の影響を受ける。特定の季節への制限は、その季節にのみ

生産されるか、その季節にのみ需要されるからである。痛みやすい商品なら、生産と消費は同

時に行われる（S.137）。

ここでは、農業生産物をd）の商業に転売する中間商業の事例と、需要が時間的に集中する

ために季節的な補給と販売が行われる事例の2つが説明される。まず前者の中間商業は、農産

物を貯蔵するd）へ転売するため、それ自身では貯蔵は重要な機能ではない。このため、（2）

商品在庫は少ない。収穫逓減の生産物であるため、生産者（農業企業）は、供給者信用を供与

しない。むしろ、d）の商業が、購入者信用を供給する。信用の期間も短いため、銀行信用は

利用されうる（S.137）。つまり、ここでは、資金繰りはあまり問題とならず、銀行信用が利

用されうる。

後者の需要の季節的に集中する事例では、衣類の商業が考えられている。特殊な種類の工業

生産物であり、収穫逓増であるため、商業は、この商品を貯蔵する用意がない。このため、工

業自身が貯蔵し、需要の季節に商業に補給される。商業は、販売できると信じる量を購入し、

季節にいくらかの在庫を保有するが、すぐに在庫は減少する。季節以外には、在庫はほとんど
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存在しないし、すべきでない。つまり、特定の季節に商品在庫のための資本の必要が急に発生

し、すぐに縮小する。工業製品が関係するので、生産者が供与する供給者信用が享受されうる

（S.138）。つまり、ここでは商業は、生産者による供給者信用の供与によって資金繰りをつけ

ることができる。

d）一つか複数の特定の季節期間の補給と、規則的販売の企業 ここでは特定の季節に補給が

行われ、徐々に販売されるので、（2）商品在庫が積み上げられる。c）と同様に農業生産物が

考えられている。在庫のための資本の必要は徐々に減少する。資本の必要の周期的変動が生じ

るので、資本最適と呼ばれた現象が発生しうる（S.139）。つまり、ここでも長期信用と短期

信用のいずれによって資金繰りを付けるかは、資本最適が規定する。

収穫逓減の農業生産物が対象であり、銀行への担保が提供されるので銀行信用の利用は困難

ではない（S.140）。

2.6 貯蓄者としての企業

前章までは、静態が考察された。6章では、これまで取り上げられなかった動態要因として、

利益と企業の拡張欲求（Ausdehnungbed�rfnis）が取り上げられる。おそらく、次章で、銀

行や経済の流動性と、均衡の攪乱を取り扱うための準備として。

前者では、利益の配分と、配分された利益の動向、利益の非配分とその動機が説明される。

企業の拡張欲求では、拡張のための金融の方法が説明される。

2.7 銀行と経済の流動性

第7章で展開されているのは、WickselやHayekの信用恐慌論である44）。つまり、銀行信

用が、生産迂回を過度に延長することによって、生産の均衡を生み出し、経済危機にいたると

いう議論に即して銀行と経済の流動性が論じられている。

まず、Polakは、銀行流動性を銀行の流動性準備との関連で検討する議論を、銀行技術者の

議論として否定し、「企業が資本を絶え間なく流れる…財の流れに向けることを思い出さねば

ならない」（S.153）とされる。銀行は、第2章でふれた「不変資本」を、「長く続く生産過程

の連続する部分の実施によって、相次いで資本の欲求を持つ企業に交互に貸し付ける」（S.

154）。つまり、不変資本は、連続する長い生産過程の一部を担当する企業に貸付られて、償還

される。そして償還された資金は、生産過程の次の一部を担当する企業に貸し付けられるのが、

「現実の流動性の姿」だとされる。また、「変動資本」は、消費財の所有者に貸し付けられ、そ

の所有者が消費者に売却することで、償還の代金とされ、消費者は、消費財の消費によって貯

蓄を費消する（S.154）。

続けて、工業に対して、銀行が卸売業を優先する理由として、これまで繰り返し述べられて
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きた収穫逓減と逓増の問題が取り上げられる。工業への安易な信用供与は、過度の生産迂回、

過剰投資の傾向を持つことをいうためである。工業は、収穫逓増の傾向を持つので、生産拡大

によるコストの縮小が追求される（S.1567）。

第2章で触れられたように、静態的貯蓄が動態的貯蓄への移行は、事後的にしか確定しない

が、しばしば、銀行と企業は、この移行を先取りし、長期的投資が行われる。事後的に、貯蓄

者が消費のために貯蓄を費消し、貯蓄者の後継も生じないならば、均衡の撹乱が発生する。貯

蓄者は、市場で、消費財を見出さず、耐久生産手段を見出す（S.161）。

銀行の任務は、このような事態が生じないように経済を監視することだとして筆がおかれる。

2.8 小括:Polakの資金繰りの理論

Polakは、経営資本の必要の変動を検討し、その変動が何によって裏付けられるべきかを検

討した。そしてその際に、季節の影響、収穫逓減、資本最適、平準化といった要因に注目され

ていた。

経営資本の変動を規定する要因として、Polakが挙げる季節の影響は、技術進歩等によって、

程度は幾分緩和されていても、農業や特定の工業（例えば衣類製造業）では、現在も強い影響

を及ぼしている。

収穫逓減か収穫逓増かの違いは、生産物在庫を工業と商業のどちらが貯蔵するかを規定する

と考えられていた。収穫逓減の生産物では、販売不能や価格低下の危険が少ないため、商業が

在庫（金融）を負担する。収穫逓増の生産物では、この危険があるため、商業は在庫を引き受

けず、工業自身が負担する。収穫逓減か収穫逓増かは、企業間信用の供与をだれが負担するか

という問題でもあった。収穫逓減の農産物では、商業は、しばしば農業に購買者信用を供与す

る。収穫逓増の生産物は、生産拡大によってコストが低下するため、生産の拡大した生産物の

販売促進のため、工業が供給者信用を供与する。Polakの指摘するこれらの把握は即座に否定

されないにしても、Polakが収穫逓減の代表として挙げる農業生産物は、現代経済におけるそ

の地位を相対的に低下させている45）。したがって、付加価値創出額の約4割を農業が占めるオ

ランダではともかく46）、日本においては、収穫逓減か逓増かの区別は、重要性を低下させて

いるといえるだろう47）。ただし、工業がどの程度、収穫逓増であるかは、業種に即して検討

されるべきだろう。加えて、Polakはほとんど触れていないが、現代の日本で、非常に大きな

割合を占めるにいたっているサービス産業の資金繰りの検討が必要である48）。

Polakの資本最適の概念は、長短の金利差が存在するもとで、生産や販売の期間中に、徐々

に増大する経営資本の必要を、どれだけの期間までの資本の必要を長期信用で裏づけ、残りの

部分を短期信用で裏付けるかを示すための概念だった。Polakが想定しているように、特定の

種類の長期信用（たとえば抵当信用）と、特定の種類の短期信用（たとえば銀行の交互計算信

用）で、後者の方の利子率が高く、一定の金利差がある場合には、有用な概念だろう。しかし、
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現在の先進国では、利子率が全般的に極めて低水準であり、同一の借り手の複数の長短の資金

調達手段の間での金利差も、非常に小さいならば、重要な判断記述とはならないだろう49）。

ただし、Polakが資本最適の概念の説明にあたって示した農業（およびその他の企業）での、

特殊な経営資本の変動は、資金繰りの考察にあたっては、留意されるべきだろう。

Polakの平準化は、一つの企業の内部で、特定の要因が、経営資本の必要を増大させるとき、

他方の要因がその必要を増大させるならば、相互が打ち消しあって、経営資本の増減の緩和を

もたらすことを意味した。平準化は、複数の企業間でも想定されている50）。この平準化の概念

は、生産過程や、原材料、補助材料、生産物、流通過程のそれぞれで、単独で資金の必要を考

えるだけでなく、それぞれの資金の必要が、互いに関連していることについて注目している。

Polakは、本書の対象を、「数多くの個別企業へ分裂された生産が引き起こし、そして必要と

するところの資本移動を分析し、ならびに、様々な種類の企業のもとで、資本の移動から生じ

る絶え間ない資本の必要の変化と、他方でのこの欲求の充足のための手段を分析する」（S.12）

と述べていた。「分裂した個別企業」の平準化を考えるとすれば、いわゆる「サプライチェー

ン」で資金繰りを考えることとなるだろう。

3 Holtropの現金余剰の理論

Holtropの『貨幣の循環速度』51）は、「1問題設定」、「2循環速度の規定要因としての資産

利用の集約度」、「3貨幣の循環速度の変化の原因とその結果」、「4貨幣の循環速度の大きさと

その変化」の4つの章から構成される。企業の資金繰りを問題とする本稿にとって関心の対象

は、第2章だが、その他の章も簡単に紹介しておく。これは、次の理由からである。

Holtropは、Polakが展開した理論をもとに、彼の議論を展開するが、その目的は、Polak

とは異なる。Holtropの最終的な研究の対象は、貨幣の購買力だが、貨幣への購買力へのアプ

ローチとして、本論文では、貨幣の循環速度が取り扱われる。そして貨幣の循環速度を規定す

る要因として、経済主体の現金保有（Kassenhaltung）52）を検討する。そして、この現金保有

の検討にあたって、Polakが規定した業種ごとの資金繰りを一般化して取り扱う。このため、

Polakの資金繰りの理論は、一般化されるとともにHoltropの目的にあわせて、修正される

ことになる。この一般化と修正が、資金繰りの理論の展開にどのような影響を与えるのか。こ

の点に留意するために、以下では、Holtropの議論の全体の流れを追うことにする。

3.1 問題提起

第1章では、Holtropは、貨幣の購買力を取り上げ、価格水準や循環速度の関係を取り上げ

る。そして、循環速度の変化の原因を規定する要因を検討する第2章につなげる。

Holtropは、貨幣の購買力と、購買力の変化が、貨幣理論の核心であるとし（S.120）、貨

幣数量説の立場から、これらの問題に接近する（S.120）。数量理論の中では、動態の扱いに
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適しているとしてFisherのアプローチが取り上げられる。最終的には、貨幣の購買力の変化

の取り扱いを目的とするため、Polakとは異なり、最初から動態の扱いが目指されねばならな

いからだろう。このアプローチに基づき貨幣の購買力は、一定期間に市場に到達する貨幣の流

れと財の流れで規定されるとされる（S.125）。「貨幣の流れの膨張は、…、必然的に、名目的

な財の出来高の増大を示し、その財の出来高の増大は、…、価格水準の上昇か、あるいは、財

の流れの増大でありうる。この後者の財の流れが同じに留まるなら、…価格水準が上昇してい

なければならない」（S.126）。そして、交換方程式にまとめられる貨幣の流れ、価格水準、財

の流れの間には因果関係はなく、変化の背景に存在する原因が研究されねばならない（S.126）

として、貨幣の循環速度の考察に移る。

貨幣量の変化の結果でない貨幣の流れの規模の変化が、貨幣の循環速度の変化と呼ばれる

（S.127）。その際、循環速度は、古典的な経済主体間の持ち手変換の速度ではなく、「貨幣の

流れがそこから構成される出来高の全体を、貨幣量の全体で除算して得られる商」（S.128）だ

とされる。Holtropは、循環速度の変化を、価格水準の変化の原因とする主張を退け、循環速

度は、消費者 53）や生産者の現金余剰（Kassen�berschuss）によって規定されるとし、第2章

で、この現金余剰を規定する要因の検討にはいる。

第2章で、現金余剰を規定する要因の検討に入るに先立って、第1章の最後に、Holtropに

とって重要な 2つの概念が紹介される。「細分化」（Differnzierung）と貨幣の「効率性」

（Effektivit�t）である。細分化とは、ある生産者が、（生産過程が連続する）複数の生産者へ

と分離することをいい、これによって貨幣の流れは増大するが、購買力も財生産も拡大せず、

価格水準には影響しない（S.129）。財が、生産から消費までに進む道で経験する移転の平均

数が、細分化係数として定義される54）。貨幣の循環速度の変化が、この細分化係数の変化に由

来する限りで、貨幣の購買力にとっては重要でないとされる（S.130）。

貨幣の効率性は、貨幣所得と貨幣量の間の比のことで、貨幣の循環速度の変化から、細分化

係数の変化や貨幣量の変化の影響を取り除くために定義される55）

循環速度＝（細分化係数＋1）×効率性

つまり、貨幣の効率性とは、細分化の影響を除去した循環速度ということができる。総貨幣所

得に対して、貨幣量が少ないほど、効率性が高く、循環速度も速いことになる。

この効率性の変化、循環速度の変化がなぜ生じるかという問いに答えるために、消費者と生

産者の現金保有（現金余剰）を規定する要因の研究が必要だとされる（S.131）。

3.2 資産利用の集約度

第2章では、貨幣の循環速度を規定する要因の検討に先立って、なぜ現金保有が必要かの説

明がなされる（第Ⅰ節）。続けて、現金保有を必要にする資金の必要の変動の具体的原因が取

り上げられる（第Ⅱ節）。その後で、そのような資金の必要を賄う信用の諸形式が取り上げら
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れる（第Ⅲ,Ⅳ節）56）。そして、これらの信用の利用自身も、現金余剰に影響を与える要因と

考えられている。第Ⅴ節では、現金余剰に影響を与えるもう一つの要因として、自己の経営で

の現金余剰の利用が検討される。この第Ⅱ節から、第Ⅴ節までは、基本的には、本稿の第2節

で取り上げたPolakの生産企業についての記述を一般化し、農業や工業、商業などの業種の

特殊性を捨象する形で展開されている。なお、章題で取り上げられる「資産利用の集約度」と

は、余剰な資金、つまり現金余剰が圧縮される度合いを示しており、圧縮されるほど、集約度

は高いと考えられている。

3.2.1 現金保有の必要

現金保有の問題を検討するにあたって、Holtropの特殊な用語法について、あらかじめ2点

を紹介しておく。第1に、生産者の資産や負債の関連して、貸借対照表での借方総額から、貨

幣を取り除いた部分をHoltropは、能動（Aktiva）と呼び、生産者の資金の全体、つまり、

借方総額である自己資金と他人資金の総額を資産（Verm�gen）と呼ぶ（S.135）。この資産

は、日本語では、通常は資金と呼ばれている。Holtropでの能動の変動の変動は、Polakでの

経営資本の必要の変動に相当する。Polakは経営資本の必要の変動をどのように裏付けるかと

いう観点からアプローチしているが、これに対してHoltropは、能動の変動から発生する現

金余剰がどのように圧縮されるかという観点からアプローチする。第2に、現金在庫、あるい

は、現金余剰は、企業での使用されてない資産と消費者の使用されない所得という形式で発生

するが、Holtropは単純化のために、消費者も生産者に含めて取り扱う（S.134）。そしてそ

の際に、労働を、賃金の支払いまでの労働者の企業への信用供与と見なす。

上述のようにまず、第Ⅰ節では、なぜ現金保有が必要かの説明がなされる。本来なら、生産

者は、上記の資産を出来るだけ集約的に利用しようとする。余剰な資産は現金余剰（現金保有）

につながり望ましくない。どの企業も必要な瞬間に資金が用意できるなら現金在庫は不要とな

る。しかし、能動の総額は常に変動する。この変動に資金（資産）の手配を適合させることが

困難なので、現金が保有されることになる（S.136）。もし、「生産者が必要な資産をすべて自

己資本や長期資本で裏付けようとするなら、これは、最大必要時に十分である必要があり、そ

の他の全ての期間には、資産の一部は遊休する。能動のいかなる変動も一時的な現金余剰の契

機となる」（S.136）。そのような現金余剰が回避されるのは、「必要の一部を短期信用で裏付

ける」からである。それでも、そのような現金余剰の発生は完全には回避されず、発生する現

金余剰は、経営の内外で収益的に投資されるか、遊休させられる。能動の実際の変動だけでな

く、変動の発生の予想も現金余剰の発生を増幅させる（S.136）。

3.2.2 能動の変動

第Ⅱ節では、能動の変動、資産の必要の原因となる具体的要因が取り上げられる。「能動の
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変動の（一般的）原因は、財の循環過程の特性にある」（S.138）。財は、発生から消費までの

過程を、連続する生産過程を分担する企業の間で循環する。この財の全体の量は、循環する過

程で不変だが、個々の企業では不変ではない（S.138）。個々の企業では、「財の循環は、原材

料、生産手段、労働給付の調達のための調達のための資産の使用に依って始まり、生産された

財の売却によって終る」（S.138）が、その際に、「企業に流入する財の量と、企業が出荷する

量」は、一般には等しくなく、それゆえ、企業の「能動の総額は変動する」（S.139）。つまり、

「支出が積みあがる瞬間に、支出が…生じない瞬間に続き、その際に収入は変動しない」。ある

いは、収入が周期的に積みあがり、支出が変動しないからである（S.139）。

この個々の企業の能動の変動を、Holtropは次の5つの型に分類する（S.139）。なお、こ

の分類は、Polakの第5章での工業企業や商業企業での分類の一般化である。Polakが工業企

業と商業企業とで分けて資金繰りを取り扱うが、Holtropは両者をまとめて能動の変動、そし

て現金余剰を取り扱う。ただし、Polakで取り上げられた、連続投資で連続解放の事例は、取

り上げられない。これは、連続投資で連続解放の場合には、能動の変動をもたらさず、ひいて

は現金余剰の変動が発生しないと考えられたためだろう。そして、Polakにはなかった「経営

規模の変動にともなう能動の変動」がⅤ.として付け加えられる。この追加は、動態の取り扱

いを意図しているためだろう。

Ⅰ.能動の突然の増大と徐々の減少。

Ⅱ.能動の徐々の増大と突然の減少。

Ⅲ.能動の低水準の継続。

Ⅳ.能動の高水準の継続。

Ⅴ.経営規模の変動にともなう能動の変動。

Ⅰでは、商品在庫が周期的に大きなロットで仕入れられ、連続的に売却される。Polakでは、

工業企業と商業企業が別に扱われ、それぞれでの能動の変動が説明されるが、Holtropでは、

工業企業は商業企業とまとめて取り扱われる。このため、「原材料」と「生産物在庫」をまと

めて、「商品在庫」として取り扱われる。また、Polakで強調された農業と工業での収穫逓減

と収穫逓増の相違も捨象される。これは、収穫逓減、逓増の否定というよりも、工業や商業、

農業の区別が捨象され、在庫形成がどこでなされるのかという区別が消失するためであろう。

Holtropでは、耐久生産手段や、耐久消費財の調達も、Ⅰの事例に含められる（S.140）。

Polakでは、耐久生産手段の調達は、役務給付を提供する企業の例として、船舶による運輸業

の検討で取り扱われた。また、周期的な報酬、賃金、給与の支払も、この事例に含められる57）。

ここでは、資金の投資は不連続だが、資金の解放は連続的に行われる。

Ⅱのような能動の変動が生じるのは、「企業の内部で生産の同期化（Synchronisierung）が
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不可能」（S.141）な場合である。「同期化は、生産過程の全ての段階で、同時に作業される結

果、最終生産物が連続的に出荷されるように、労働が組織されることによって生じる」（S.

141）58）。しかし、生産規模との関係で、「販売される最終生産物の単位が大きすぎる」（S.141）

などのような理由から、同期化が不可能になり、Ⅱのような変動が生じる。大型汽船や、家屋

の製造のような事例が考えられている。ここでは、資金の投資は連続的だが、資金の解放は不

連続に行われる。

Ⅲでは季節生産が考えられている。ここでは、砂糖工業のような、原材料が保管可能でない

収穫生産物である工業が考えられている。原材料が特定の季節に収穫され加工されるため、そ

の時期までは、能動は低水準にとどまる59）。ここでは、資金は特定の季節に必要になり、すぐ

に解放される。

Ⅳでは、生産物が特定の季節に消費されるが、生産は連続する工業が考えられている60）。こ

こでは、長い期間、資金が拘束され、短期間に解放される。

Ⅴでは、景気変動にともなう生産規模の拡大と縮小が考えられている。

これらの5つの能動の変動の型は、それらが、同一の企業の内部で発生しうる（S.144）。

このため、同一企業内での、能動の変動の相互調整が可能である（S.144）。この調整は、Pol

akが平準化と呼んでいたものである61）。また、そのような調整は、一つの企業内の、同一種

類の生産手段でも行われる（S.144）62）。

これに対して、生産が細分化されるほど、上記の調整の可能性が小さくなり、能動の変動は

大きくなる。「細分化は財の流通の新しい裂け目を意味し、その裂け目は新しい財の移転によっ

て架橋されねばならないからである。まだ一つの経営で、分割された作業が行われていたとき

に成立していたところの完全な適合が再び達成されるほどには、この移転は連続的ではない」

（S.144）。逆に、生産が統合されるほど、能動の変動は縮小する（S.145）。「すべての国民経

済が唯一の企業…に完全に統一…すれば、…全ての変動が消滅する」（S.145）63）。

細分化と統合についての上述の議論からの重要な結論として次が述べられる。「全体で変動

が発生しないならば、諸変動は、それらが互いに相殺される場合に、そしてその限りでのみ発

生する。…様々の生産者の能動の変動の間に密接な関連が存在する」（S.145）そして、この

観点から、反対方向の変動と、同方向の変動が取り上げられる、能動の変動の調整が説明され

る。

反対方向での変動は、農業生産と農業生産物の販売で説明される（S.146）。農業生産での

資金の徐々の投資（能動の徐々の増大と資金の徐々の必要）と、収穫後の販売（能動の突然の

減少と資金の突然の解放）には、農業生産物の販売業での、徐々の販売（能動の徐々の減少、

資金の徐々の解放）と、収穫後の農業生産物の購入（能動の突然の増大と資金の突然の投資）

が対置される64）。

同方向の変動としては、耐久生産手段の使用によって発生する変動で説明される。長期に渡っ
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て耐久生産手段は償却されることから、この能動は徐々に償却され、資金が解放される。この

耐久生産手段を利用する数多くの企業が存在するなら、これらの企業では、能動は同方向で変

動する（S.146）65）また、同方向の変動は、一つの卸売商を利用する複数の小売商でも発生す

る。

ただし、生産や消費が季節に規定される場合には、能動の季節的変動は調整されない（S.

147）。

この節の最後に、財の在庫に属さない信用供与や、土地や権利の形式を持つ能動が取り上げ

られるが、信用供与は次節で扱われ、土地や権利については、財の形式の能動の規則に服さな

いとして取扱から除外される（S.147）。

3.2.3 信用の諸形式とその利用

第Ⅲ節（S.148151）では、信用の供給と需要一般について説明され、第Ⅳ節（S.151163）

では、信用の具体的な形式が検討されるが、ここではまとめて取り扱う。

前節で取り扱われた能動の変動に、資金（Holtropのいう資産）を適合させるために、自己

資産、長期の他人資産、短期信用が利用される。これらの利用は、能動の変動に端を発するも

のだが、それら自身、とりわけ短期信用が現金余剰に影響しうる要因として考えられている。

自己資産は、既述のように、能動の最大の必要にあわされているなら、その他の時期には現

金余剰を生む（S.151）。

長期の他人資産では、抵当権付貸付と債券発行が考えられている（S.151）。ここでは、例

えば耐久生産手段の償却にともなう能動の徐々の減少、つまり、資金の徐々の解放は、徐々の

償還に利用されるため、資金の一定程度の適合が可能となる。ただし、償還が年に1,2度な

らば、その間の短期間の資金の遊休が発生する。また、一括償還が行われるなら、資金の適合

は不可能となる（S.152）66）。

短期信用としては、供給者信用（Lieferantenkredit）、購買者信用（Abnehmerkredit）、貨

幣市場信用（Geldmarktkredit）67）、銀行信用（Bankkredit）が取り上げられる。

Polakは、供給者信用をまとめて取り扱うが、Holtropは3分類して取り扱う68）。つまり、固

定期間の支払猶予（diefesteZahlungsaufschub）、掛け売り（dieLieferungaufRechnung）、

割賦販売信用（derAbzahlungkredit）である。

Holtropがこの三種類の供給者信用を分けて取り扱うのは、それぞれの形式が能動の変動や

現金余剰に与える影響を検討するためである。大まかに分けると次のような相違が存在する

（S.152）。固定期間の支払猶予では、供給単位と支払単位が同じになる。掛売りでは、連続し

て商品が供給されるが、支払は周期的に行われるため、供給単位より支払単位が大きい。割賦

販売信用では、耐久生産手段や耐久消費財が供給され、代金が分割支払なため、供給単位より

支払単位が小さい。
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より詳しく検討すると、固定期間の支払猶予では、企業が在庫を最小にしようとする限りで、

2回の注文の間の期間、供給者からこの信用を受ける。平均在庫期間より信用期間が短いなら、

在庫資金の一部を賄うことができ、同じなら、在庫資金の全部を賄うことができる。平均在庫

期間より信用期間が長いなら、在庫資金の全部を賄うことができる（S.153）。つまり、企業

の資金繰りに与える影響は、信用期間によって異なる。

Holtropは、この供給者信用が、現金余剰に与える影響は、在庫の変動の仕方によって異な

るとして、（1）調達（供給）が連続的だが販売が周期的な場合、（2）調達（供給）が周期的だ

が販売が連続的な場合、（3）両者とも周期的な場合に分ける（S.153）。

これらのケースで、現金余剰への影響と、資金繰りへの影響は異なるはずなので、Holtrop

は区別していないが、以下では両者の影響を区別して検討する。（1）の事例では、現金余剰の

変動は周期的販売に起因し、現金在庫は周期的に堆積し変動は消えないとHoltropは考える

（S.153）。しかし、本稿の関心に即して考えれば、販売代金の周期的流入に基づいて供給者信

用の返済が可能なら資金繰りは改善することになる。（2）の事例では、資金が必要になる時点

が、信用の期間の間延期されるが、徐々に販売代金は流入して滞留するので、現金余剰の変動

は消えない。しかし、ここでも販売代金の連続的流入に基づいて、供給者信用の返済が可能な

ら資金繰りは改善することになる。（3）の事例では、調達が、販売に先行するはずなので、販

売代金に基づいて供給者信用が返済されるなら、現金余剰の発生、あるいは発生の期間は圧縮

される。資金繰りも改善することとなる。

つまり、これらの在庫変動の形式により、固定の支払猶予が現金余剰に対する影響は異なる

が、資金繰りはいずれでも改善されることとなる。ただし、改善の程度やあり方は、具体的事

例に即して検討しなければならないだろう。

次に、掛売りの形での供給者信用の利用では、上述のように、供給単位より支払単位が大き

いため、現金余剰の変動は掛売りが利用されない場合より大きくなる（S.155）。しかし、掛

売りの利用では、販売代金での供給者信用の支払が可能となるため、資金繰りの改善をもたら

す。

供給者信用の最後の形式である割賦販売信用は、そもそも借り手の能動の変動に由来する

金融の困難の除去のためもので、これによって資金の必要のかなりの調整がもたらされると

Holtropは考える。つまり現金余剰は圧縮され、循環速度も上昇する。資金繰りも改善するだ

ろう。

Polakも取り上げている短期信用の第二の形式である購買者信用は、商品の買い手が、売り

手に、代金を先払いするものだった。そして、ここでHoltropが購買者信用について述べて

いる内容は、Polakの内容とほぼ同じなので説明は省略する。Polakと異なるのは、これによっ

て現金余剰も圧縮することを指摘している点である。ここでも資金繰りは改善するだろう。

銀行信用で、想定されているのは、銀行が企業に与える交互計算信用である。これによって、
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能動の変動に対応するための資金の必要にほぼ完全に適応することができる（S.158）。銀行

信用が利用可能なら、企業は余剰な現金をもっている必要がない。これによって現金余剰は圧

縮され、循環速度は最高まで上昇可能である（S.159）。ただし、Holtropが注記するのは、

上記の銀行信用の作用が生じるのは、銀行預金が貨幣となっていない段階までだということで

ある（S.159）。銀行預金が貨幣となると、預金自身が、現金余剰となるからである。

3.2.4 自己の経営での現金余剰の使用

Holtropは、本章の最後に第Ⅴ節として、能動の変動から生じる現金余剰に影響するその他

の要因として、現金余剰の、企業内部で、別目的での利用を取り上げる。Polakの記述でいえ

ば、これは長期信用で調達された資金が、供給者信用や購買者信用の供与に利用される事例だ

ろう。

例えば、一時的に発生した現金余剰が、原材料の先買い等で利用されるなら、資産利用の集

約度は上昇し、現金余剰は圧縮される（S.163）。この利用は一時的なことも、持続的なこと

もありうる。その際に、さまざまな信用形式間の利子率の差や、価格動向についての期待であ

る（S.163 164）。つまり、長期金利が相対的に低ければ、長期信用で調達された資金が遊休

し、現金余剰が発生する可能性が高い。また、価格上昇が期待されると、現金余剰が先買い等

で使用され、循環速度に促進的である。

3.3 循環速度の変化の原因と結果

第3章では、資産利用の集約度、つまりは、現金余剰や循環速度に影響する要因として、次

の三要因がまとめて取り上げられ、その変動の結果が検討される。前章の第Ⅱ節で検討された

能動の総金額の新しい変動の発生と停止（第Ⅰ節）、前章の第Ⅲ,Ⅳ節で取り上げられた短期

信用が利用される度合いの変化（第Ⅱ節）、前章の第Ⅴ節で取り上げられた一時的に利用可能

な資金が自己の経営で利用される程度の変化（第Ⅲ節）である。続けて、貨幣の循環速度と財

の循環速度の関係（第Ⅳ節）、そして価格水準と貨幣の循環速度の関係（第Ⅴ節）が取り上げ

られる。第Ⅳ,Ⅴ節は、資金繰りへの影響は問題とならないので省略する。

3.3.1 能動の変動の発生と停止の結果

たとえば、月に一度、製造業者から30個の商品在庫を購入し、毎日、1個を販売する小売

商では、商品在庫は30個から0個へと減少し、現金在庫は、0個から30個へと増大する。こ

こで輸送方法の変化等で、商品在庫の補充が毎日1個行われ、その都度、販売するように移行

するならば、商品在庫と現金在庫は、それぞれ1から0、0から1へと変動し、能動の変動は

縮小する（S.167）。能動の変動の停止は、現金余剰の発生を大きく圧縮する。Holtropは述

べていないが、この場合、小売商での資金の余裕が発生し、資金繰りは改善するだろう。不要
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になった現金在庫が、他の目的で利用されるなら、資産の集約度は上昇する（S.168）69）。逆

に能動の変動の発生は、循環速度の低下を引き起こす（S.169）。Holtropは述べていないが、

能動の変動の発生は、資金繰りの悪化をもたらすだろう。

3.3.2 短期信用の使用の変化の結果

月に一度の仕入れを行う先ほどの小売商が、ある月から、割賦販売信用で商品を受け取り、

毎日の販売代金で割賦返済を行うならば、前月の全販売代金は、彼の金庫に留まる（S.171）。

小売商の資金繰りは改善する。この現金余剰を、小売商は他の目的で利用できる。他の目的で

利用するなら資産の集約度は上昇し、循環速度は上昇する（S.171）。

3.3.3 自己の経営の現金余剰の利用の変化の結果

ここでは、現金余剰の自己の経営での使用が価格との関係で取り上げられる。つまり、その

利用が生産拡大のために行われるなら、価格水準を刺激する結果、生産は再び縮小し、循環速

度は再び低下するとされる（S.134）。

3.4 循環速度の変化

第4章では、各国の当時（191020年代）の循環速度が統計によって確認される（第Ⅰ節）。

そして、季節的な効率性（前述のように、細分化の影響を取り除いた循環速度）の変動（第Ⅱ

節）、景気循環の間の効率性の変動（第Ⅲ節）、つづけて、戦間期のインフレーションのもとで

の効率性の変化（第Ⅳ節）、そして、数百年規模での効率性の変化（第Ⅴ節）が取り上げられ

る。最後のものに関しては、ほとんど統計は利用できず、PettyやCantillon、Smithの記述

からの推計である。また、信用制度の長期的変化のながれから推計が行われている。

3.5 小括:HoltropとPolakの相違

本節の最後に、Holtropの理論とPolakの理論が相違する点を、Polakの検討する資金繰

りに関連する限りでまとめておく。

まず第一に、Polakは、経営資本の必要や、その変動をいかにして裏付けるかを問題にする

のに対して、Holtropは、能動の変動に由来する現金余剰の圧縮を問題にする。換言するなら、

一方は資金不足を、他方は資金余剰を問題にする。Holtropが現金余剰を問題にするのは、そ

れが貨幣の循環速度を規定し、ひいては貨幣の購買力に影響するとの問題意識からだった。し

かし、本稿の第2節の最初に定義した資金繰りの概念を拡張して、企業の余剰資金の圧縮も資

金繰りに含めて、いわゆるキャッシュ・マネジメントへと拡張するならば、Holtropの現金余

剰の概念は、資金繰りを考える際の重要な論点となるだろう。

次に、Polakが消費者の賃金を取り扱わないのに対して、Holtropは消費者の現金保有を取
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り扱う70）。消費者の現金保有が貨幣の循環速度に大きく影響するからである。しかし、消費

者の現金保有は、企業や銀行の資金繰りに影響を与えうる。つまり、ここでも、消費者の現金

保有も、資金繰りを考える際に重要になるだろう71）。

また、Polakは、工業と商業を別に分け、さらに工業は業種毎にて資金繰りを検討している

が、Holtropはこれらのを一般化して、能動の変動が現金余剰に与える影響を検討している

（S.139）。しかし、工業製品の生産者と、その販売者の間で、それぞれの資金繰りは密接に関

連している。Hortlopの業種の一般化は、Holtropの問題意識に由来するものであるが、企業

の資金繰りを考える際には、有益だとは考えられない。

Polakは平準化と云う形で、資金繰りが調整される事態を検討しているが、Holtropは、同

期化が現金余剰に与える影響を検討している（S.141）。平準化は、一方の要因が、経営資本

の必要の増大をもたらし、他方の要因が減少をもたらす場合に、相互が相殺されて、経営資本

の必要の増減の緩和をもたらすことを意味した。同期化は、生産過程や、生産過程の工程、販

売過程を同期することにより、不要な原材料在庫や、仕掛品在庫、製品在庫の発生を、そして

在庫資金の必要を回避することを意味する。両者は別の概念であり、いずれも、企業の資金繰

りにとって重要だろう。

Polakは、生産過程の複数企業への分裂（細分化）が、企業の資金繰りに与えることは想定

していたと思われるが、Holtropは、細分化が能動の変動を拡大し、現金余剰を拡大すること

を指摘している（S.144）。細分化は、現金余剰だけに影響するのではなく、短期的にはとも

かく、長期的な観点で資金繰りを考える際には考慮しなければならないだろう。

Polakは、供給者信用一般を取り扱い、業種別に、供給者信用が資金繰りに与える影響を検

討したが、Holtropは、供給者信用を3種類に分割して、それぞれが現金余剰に与える影響を

検討する（S.152 156）。これは、供給者信用の3種類が、現金余剰への影響は、形態によっ

て異なるためだろう。3種類の供給者信用は、資金繰りには類似の影響を与えるが、厳密には

影響の仕方は異なるだろう。

また、Polakは、資金繰りを静態で考察し、物価の変動を捨象する。このために物価の動向

への予想が資金繰りに与えうる可能性を取り扱わない。Holtropは物価の動向への予想が、現

金保有に与える影響を指摘している（S.163）。現実の経済では、たとえば原材料が、値動き

の激しい市況商品である場合などは特に、商品価格は、資金繰りに影響するだろう。

4 むすびにかえて

Polakは、企業をいくつかの業種に分類し、業種毎に、経営資本の必要の変動を検討し、そ

の変動が何によって裏付けられるかを検討した。その際に、季節の影響、収穫逓減、資本最適、

平準化といった要因を提示した。

季節の影響は、現代でも、程度は緩和したとしても、農業や特定の工業では、資金繰りに大

企業の資本の必要と企業間信用（清田） 27



きな影響を及ぼしている。しかし、農業生産の比重が大きく低下した現代の日本においては、

農業の収穫逓減の問題は、重要性を低下させていると思われる72）。ただし、現代では、Polak

の時代に比べて、その比重が増大した工業やサービス業については、業種毎に収穫逓増の程度

の検討が必要だろう。資本最適の問題も、著しく金利水準が低い現在では、重要な判断基準と

ならないと思われる。もっとも、Polakが資本最適の説明にあたって指摘した、農業やその他

の業種での経営資本の特殊な変動は、資金繰りの検討にあたって留意されるべきだろう。

Polakの指摘した平準化は、市場経済における基本的な生産の構造に由来するものであり、市

場経済である限り歴史的変化に影響されず、当然、現代でも資金繰りに影響する。

Holtropは、Polakとは別の目的で、Polakの論述を修正した。Holtropの目的は、貨幣の

循環速度の分析だった。しかし、Holtropの目的からは独立して、以下の点が、資金繰りの検

討にあたって現代でも有効な追加的視点を与える。まず、現金余剰の圧縮の観点は、資金繰り

の概念を現代的なキャッシュマネジメントの方向に拡張することになる。また、Holtropが対

象とする消費者の現金余剰についての考察は、Polakの考察を拡張し、「はじめに」で触れた

ように、MachlupやWagnerの考察へとつながっていく。Holtropの同期化も、Polakの平

準化と同様に、市場経済の基本的な生産の構造に由来するものであり、現代でも有効だろう。

細分化、供給者信用の種別、価格変動といった要因も同様に現代でも有効性を持つ。

これらの要因に加えて、現実の企業の資金繰りに影響を与えうる要因を指摘して、むすびに

かえたい。たとえば、サービス産業の拡大等の様々の歴史的変化 73）あるいは、運送技術や冷

凍技術、保存技術、栽培技術、生産管理や販売管理の技術等の技術的変化 74）、国家の関与等

のその他の社会的要因や慣行 75）とその変化が考えられる。
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を通じて紹介されている。

4）Holtrop（1933）.Holtropの著書は、1928年にDeOmloopsnelheidvanhetGeld,Amsterdamとし

て執筆され、1933年にHayek（1933）の一部としてドイツ語に抄訳された。Hayekによれば、割愛さ

れたのは、貨幣の循環速度についての学説史であり（Hayek（1933）,S.Ⅶ.）、英語で出版されている

（Holtrop（1929））。Fase（1994）によれば、Holtropは後にオランダの中央銀行であるオランダ銀行の

総裁を長年つとめ（195867）、いわゆるダッチ・マネタリズムを金融政策の枠組みとして実践に応用し

ていく。なお、UmlaufsgeschwindigkeitdesGeldesは、「貨幣の流通速度」と訳される場合もあるが、

Holtropの著作では、商品や資本の循環（Umlauf）と呼応して使われるので、ここでは「循環速度」
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と訳している。

5）Machlup（1931）,（1940）,マッハルプ（1970）

6）Polak（1926）.

7）日本語の「資金繰り」に近いドイツ語の単語は、Kapitaldispositionだと思われる。Polak自身はこ

の用語を使っていないが、本書のドイツ語版出版を斡旋したF.Schmidtが「序」で使用している。

Polak（1926）（ZurEinf�hrung）,S.5。なお、金融機関の各種業務の結果、発生する金融機関の「資

金繰り」は、Gelddispositionと呼ばれる。また、Gelddipositionの担当者は、Gelddisponentと呼ば

れる。Gelddispositionについては、Wolfgang（1980）を参照。

8）買い手が売り手に与える信用。買い手から見れば、その残高は商品代金の前払金を意味する。売り手

から見れば、前受金を意味する。

9）商品の売り手が買い手に与える信用。その残高は、売り手から見れば売掛金であり。手形で信用供与

されれば、受取手形となる。買い手からその残高を見れば、買掛金となり、手形なら支払手形となる。

10）「農業生産物は、短い期間に、大量に生み出され、同時に、年間全体のなかで規則正しく消費される。

これに対して、家庭暖房目的の石炭の生産は、年間を通じて行われ、消費は特に冬に集中する」（S.21）。

農業生産物は商業によって受け取られ、農業生産物の在庫は年間をとおして消費者によって購入され、

その代金は商業を通じて、農業生産に利用される（S.22）。

11）当面使われない、浮いた資本のこと。

12）これもまた、前章で登場した「貯蓄者の後継」である。

13）「変動資本」と「不変資本」のドイツ語表記は、Marxの「可変資本」と「不変資本」と同じだが、

意味は全く異なる。

14）たとえば、ワイン生産での原材料は経営資本だが、その循環期間は長い。

15）ただし、このことは、個別の企業の経営資本を長期信用で裏付けることとは、即座には同じではない。

16）これについての詳細は、Holtropが説明しているので、Holtropの著作の説明で触れる。

17）これについて詳細は、清田（2003）、99～101ページを参照されたい。

18）Polakは、明示的に為替手形と述べていないが、文脈から為替手形と理解できる。また、後述のよう

に、ドイツ（やオランダ）では、約束手形よりも為替手形が一般的であると考えられる。

19）この銀行は、用益権が設定された土地等の財産を購入し、この財産の売り手に定期金を貸し出しとし

て払い出し、用益権が解消された後に、財産を売却して貸付と利子を回収する。詳細は、Eisfeld（1916）,

S.253ff.で説明されている。

20）投資信託運用会社のことを指す。

21）本書では、技術的な概念を越えて「生産」をとらえるLexisやB�ehm-Bawerkの把握に即して、商

業も「生産企業」に含めて説明される（S.88）。

22）たとえば、自転車需要にバイク需要が置き換わった場合、自転車タイヤは販売不振となるかもしれな

いが、バイクタイヤの需要が増加するので、ゴムの需要は減少しない。この自転車タイヤ需要の減少と

バイクタイヤ需要の増大によるゴム需要の平均化を、Polakは「平準化」（Nivellierung）と呼ぶ（S.

84）。

23）ここで、Polakは、後に「ローマン・ルフチ効果」と呼ばれることになる作用について海運業の船団

の数値例を挙げて説明している（S.92）。なお、Ruchti（1953）では、Polakについては、1箇所で簡単

に触れられるだけであるが（S.92）、ローマン・ルフチ効果がPolakに基づくことは、ドイツの経営学

では良く知られている。たとえば、HorstAlbachは、Gutenberg（1990）,S.216のあとがきで、Ruchti

の研究がPolakに基づいていることを述べている。
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24）加藤譲も、農業の特質として、「強い収穫逓減の作用」や「自然の制約」が強いことを挙げている。

加藤（1984）、63～64ページ。また、農業金融の特質として、工業のように、生産工程が同時平行化が

可能でなく、工程が連続して順次行われないことから、長期化する傾向があることを指摘している。加

藤（1984）,68ページ。ただし、Polakは、この問題を長期化の問題ではなく、単作で考えれば、生産

と収穫が1年のうちの特定の季節に集中する問題ととらえている。つまり、耐久生産財を別として考え

れば、農業金融の期間は、種蒔きから収穫までであり、通常は1年を超えて長期化しない。ただし、果

樹栽培農業のように生産期間が長期に及ぶ農作は別である。

25）Polakは触れていないが、農業では、収穫時期の異なる農産物を栽培することで、この経営資本の変

動の平準化が図られる。

26）なおこの数値例で、Polakは長期利率を5％、短期利率を8％、運用利率を3％として説明している。

だがPolakが述べるように当時のオランダの農業金融において、短期金利が長期金利を一般的に上回る

といった状態が存在したわけではない。たとえば、HomerandSylla（2005）,pp.480492で記述され

るオランダの当時の長短利率一般についての記述を参照。Polakの文章からは解りにくいが、ここでは、

特定の短期金利と特定の長期金利の比較されている。このことは、Polakの文章に関連して、Holtrop

が相対的に高利の銀行交互計算信用（短期信用）と抵当信用のような長期貸付を比較していることから

も裏付けられる。Holtrop（1933）,S.156.

27）後述のようにHoltropは労働自体を供給者信用の供与と考えている。

28）仕掛品も生産過程への拘束に含まれる。

29）次のc）とちがい、ガスの消費は冬が盛期だが、夏でも消費される。なお、当時の技術では、石炭ガ

スの貯蔵は困難だった。

30）全ての業種において、（1）から（4）の要因や、その資金繰りが網羅的に触れられているわけではな

い。

31）「企業の資本」の章で述べられたようにPolakの長期信用には、自己資本も含まれる（S.70）。

32）日本におけるいわゆる「短コロ」（短期の転がし融資）に相当する。

33）後述のように、最小資本を越える資本が長期信用で裏付けられ、それが遊休する際に、原材料、補助

材料の在庫が先買いされるとみなされる。

34）具体的には、前者は腐敗しやすい甜菜を原料とする砂糖工業、後者は、劣化しやすいアイスクリーム

を生産する工業や、製氷業が想定されている。Polakの時代と異なり、現代では、冷凍技術の発展によ

り、原材料や生産物の貯蔵は技術的には可能だろう。ただし、通年の生産や販売の需要があり、コスト

的に見合うことが前提となる。

35）Polakは触れていないが、これらのような季節生産の企業は、しばしば兼業を行うことによって、資

本の平準化をはかる。たとえば、日本では、夏に生産を行う製氷業者は、しばしば、冬には灯油販売を

兼業する。新年に向けてカレンダーを印刷する業者は、夏には、団扇を製造する。

36）Prinzhorn,K.,UeberdiefnanzielleF�hrungkaufm�nischerGesch�fteundUnternehmen,Berlin,

1902,S.26.

37）Bagehot,W.,LombardStreet,NewEditionbyH.Withers,London,1919,S.8.

38）工業では、この企業に相当する分類は存在しない。

39）すべての業種で、（1）～（3）の要因が網羅的に検討されるわけではない。

40）例えば、果物の商業は夏に活発で、ダイヤモンドの商業は景気とともに上下する（S.133）。

41）工業企業で「底だまりの在庫」と呼ばれていたものは、ここでは「通常の在庫」と呼ばれている。

42）Polakは、この箇所では触れていないが、商品が特殊であるならば、在庫が重要だと繰り返し述べて
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いる（S.86,S.111,S.124）。

43）「これに対して、商業は何倍も供給者信用を供与しなければならないだろう」（S.136）と述べられる

が、その根拠は示されていない。

44）信用恐慌論について詳しくは、Wagner（1937）,S.343441、清田（2013）、144ページ、150ページ

を参照。

45）2012年の日本の各都道府県別GDPに占める第1次産業の割合をみるなら、最大の宮崎県で、4.1％、

最小の東京都では、0.1％である。なお第2次産業では最小が11.8％（東京都）、最大が40.9％（滋賀県）、

第3次産業では、最大が70.7％（東京都）、最小が47.7％（滋賀県）となり、いずれの都道府県でも第

1次産業、ひいては農業の比重は小さい。日本政策投資銀行（2016）、（28）ページを参照。

46）三輪（2014）、107ページ参照。

47）技術進歩の結果、オランダの農業も、その全般に関して、収穫逓減という特徴付けができるかどうか

は、具体的事例での確認が必要だろう。

48）サービス産業の資金繰りの検討では、業種による資金繰りの大きな相違が予想される。資本集約的な

サービス産業と労働集約なサービス産業との大きな相違が存在することなどが、相違を生み出す要因と

考えられる。

49）なお、近年、多くの地域金融機関で、取引先の私募債を引き受け、運転資金を短期資金ではなく、長

期資金で供給するという取組みが盛んであるが、これは、Polakの資本最適に関わるものというよりも、

かつて「短コロ」で供与されていた長期運転資金を供給すること、あわせて手数料収入を獲得すること

を目的としていると思われる。

50）注22）参照。

51）M.W.Holtrop（1933）.

52）Holtropは現金保有の他に、現金在庫（Kassenvorrat）、現金余剰（Kassen�berschu�）という用語

を使用するが、すべて同じものを指している。

53）先に見たように、Polakでは、基本的には企業の資金繰りを取り扱っているために、消費者は登場しな

い。これに対して、貨幣の購買力や循環速度を取り扱うHoltropでは、消費者による現金保有を無視でき

ない。本稿は、購買力や循環速度を直接の検討対象としていないが、Holtropによる現金保有（現金余

剰）の検討は、後にMachlup（1931）やWagner（1937）による現金余剰信用（Kassen�berschu�kredit）

の概念につながっていく。

54）この係数は直接には計算できないので、財の出来高の全体と国民所得の間の比率として計算される。

財の出来高の全体も確認できないので、貨幣出来高によって代用される。つまり、Holtropの細分化係

数は、貨幣出来高全体を国民所得で除算した商で代用される。たたし、貨幣の出来高は確認できたとし

ても信用取引等も含まれてしまうので、大まかな近似としてしか計算できない（S.129の脚注1）。

55）所得は、給付された役務の表現であると同時に、製造された価値の表現である。つまり、総貨幣所得＝

財生産。「財の出来高は、…（生産から消費までの移転の数である）細分化係数で乗算された製造財量に

等しい」。したがって、財出来高＝財生産×細分化係数。また、財出来高＝所得×細分化係数。総貨幣

所得と商品の総出来高は総貨幣所得×細分化係数＋所得。つまり、総貨幣所得×（細分化係数＋1）。循

環速度は、所得と商品の総出来高を貨幣量で除算したものなので

循環速度＝
（細分化係数＋1）貨幣所得

貨幣量
＝（細分化係数＋1）×

総貨幣所得

貨幣量

ここで、
総貨幣所得

貨幣量
が貨幣の効率性と定義される（S.130131）。
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56）以下では、Holtropのこの2つの節は、「信用の形式」としてまとめて取り扱う。

57）ただし、Holtropは、賃金、給与等の後払いを、信用供与の1種と考える。

58）ここで、同期化とは、Polakの平準化とは別の概念である。同期化では、たとえば、二つの生産工程

で、処理速度が異なるために、不要な仕掛品在庫が生じることを回避することが意図されている。同期

化によって、いわゆる「リードタイム」が短縮し、在庫も、在庫金融も圧縮することになる。リードタ

イムについては、北村（2017）、62ページ～を参照。

59）Polakでは、工業企業のうちのe）として、甜菜を原材料とする砂糖工業が取り上げられていた。

60）Polakでは工業企業のうちのb）,c）d）で取り扱われた企業が、ここではこのⅣにまとめられている。

b）は季節によって販売規模が異なる石炭ガス工業、c）では一つの季節にのみ販売が行われる麦藁帽子

製造業が、d）は複数季節に販売が行われる衣類工業が挙げられていた。

61）業種別の企業の資金繰りを検討するPolakでは、同一企業で、複数の能動の変動、あるいは資金繰り

に影響する要因が並存しうると表現はしていないが、異なる種類の資金の必要を互いに調整しあうこと

を、平準化（Novelierung）と呼んでいた。

62）たとえば、10台の生産設備を10年に分けて投資することが考えられている。

63）Polakは、生産の分裂（ここでいう細分化）が引き起こす資本の移動の分析を著書の目的としていた。

Polak（1926）,S.12.

64）Holtropは述べてはいないが、Polakがいうように、販売業での資金の徐々の解放は、農業生産での

資金の徐々の必要に向うことができ、農業生産での資金の資金の解放は、農業販売業での資金の突然の

投資に向うことができる。ここで、農業生産での資金の徐々の必要が、農業販売業からの貸付で行われ

るならば、その貸付金の返済の多くは、収穫時の販売代金と相殺されうる。

65）この耐久生産手段の代替時期がすべて異なるなら、この耐久生産手段を生産する企業では、能動は、

利用企業と反対方向で変動する。

66）この場合、減債基金が設定され、遊休資金は経営外に投資される。

67）現代では、貨幣市場（Geldmarkt）とはマネーマーケットのことで、貨幣市場信用とは、日本のコー

ルローンを意味するが、Holtropの取り上げる貨幣市場信用は、当時のオランダの「担保能力のある商

品や有価証券、割引能力のある手形を有する企業」（S.158）が利用するもので、本稿の資金繰りについ

ての考察にはかかわりのないものなのでこここでは取り扱わない。

68）ここで企業間での手形取引については触れられない。手形について触れられるのは、主に手形割引、

あるいは企業と銀行との取引に関連してである。この背景には、前述ように、ドイツでは（オランダで

も）、主に約束手形ではなく、為替手形が使用されるという事情が存在する。例えば、卸売業者は、掛

払いで、小売業者に商品を販売し、この小売業者への債権に基づいて為替手形を発行する。小売業者に

為替手形を引き受けさせた上で、この為替手形で、この商品の製造業者に支払うか、銀行で割り引きを

行う。つまり、小売業者は約束手形を発行しない。この点については、Grill&Perczynski（1992）,S.

164あるいは後藤&Voth（1993）、132ページ参照。なお、日本でも企業間での約束手形の利用が減少

してきているが、これは、従来、手形が使用された期間だけ掛払いを長期化させる期日現金取引が増大

してきているためである。ここで売り手に発生する債権は、ファクタリング会社を通じて現金化される。

この点、北村（2017）、91ページを参照。

69）ただし、Holtropは、能動の変動の停止は、新しい変動が発生しない場合にのみ貨幣の循環速度の上

昇につながるとして、実際に循環速度が上昇するか否かは、個別の事情に依存すると述べる（S.169）

70）Polakは、賃金が、Polakの取り扱う業種の全てに平等に影響すると考えて、賃金が企業の資金繰り

に与える影響を考察しなかったと考えられる。
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71）なお、労働を労働者から企業への信用供与、一種の供給者信用と捉えていた。

72）経済における農業の比重の低下は、農業が金融に与える影響の低下をもたらす。Polakは、当時のオ

ランダで、農産物加工のための資本の必要から、金融市場が逼迫することを「秋の流出」（autum drain）

と呼んでる。Polak（1926）, S. 128. Holtrop は同じ事態を「季節的逼迫」（Saisonverknappung）と呼

んでいる（S. 192）。

73）たとえば、二宮（2016）は、江戸期から現代までの酒造業と問屋との取引関係の変化を分析している

が、これによれば、時代によって両者の間の企業間信用の内容が変化していることがわかる。

74）技術変化は、生産や在庫のあり方を変化させうる。また、上述の農業の地位の低下は、歴史的変化に

含まれる。つまり、農業の地位の低下は、農業に由来する金融の影響を縮小させたと考えられる。

75）たとえば、「過去、国産小麦はほぼ全量の政府買入が行われてた」。通常、政府取引は、信用売買では

ない。現在でも「支払・回収が現金決済である」ことは、このことの影響だと思われる。そして現金決

済は、当然、現金の必要を大きくし、企業の資金繰りに影響する。金融財政事情研究会（2008a）、946、

951ページ。また、製材業が国産材を国有林から、仕入れる場合は、現金決済である。金融財政事情研

究会（2008b）、7ページ
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Capital Requirements and Trade Credits

Takumi Kiyota

Summary

This paper examines the cash management theory by N. J. Polak, a Dutch

scholar of business admimistration, and theories concerning the concept of cash

balance as described by M. W. Holtrop, a Dutch economist and central banker.

Polak developed a general theory of cash management by examining industry-

wise cash management practices. This theory forms the subject of this paper.

Based on Polak’s theory, Holtrop developed a theory of monetary velocity. The

velocity theory is not the subject of this paper. However, because a portion of

the theory is applicable to Polak’s theory of cash management, it has been

examined as well.
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