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消費に於 け る 生 産 性

︑

1家計生産関数アブローテの応用1

本

浩

昭

﹁家計生産関数アプローチ﹂とも呼ぱれるこうした理

寺
伝統的な消費者行動の理論においては︑消費者は所与

論は︑﹁−⁝旨鼻甲軍旨冒員ρω．︸8ぎ﹃一界■彗−

甲＞．勺o＝芽津芦F婁彗罧o

﹄．峯亮亭彗胃等によ

○鶉蒜■U．uo︒宇昌昌冒oq8射︒9昌彗一印↓．；oす罵一

の所得のもとで自らの効用を最犬にする様に財の購入を

者によって市場で購入された財は直接的に消費者に効用

決定するというものであった︒そして︑この場合︑消費

本稿の目的は︑主としてΩ■ω．黒鼻害淳甲−；o臣①一

って提示されている︒

これに対して︑家計の生産活動に着目した﹁新しい消

の線に沿った家計生産関数アプローチを応用し︑消費に

を与えうるものと考えられた︒

費者行動理論﹂が提示されている︒この理論仙︑一市場財

おける生産活動に関連する次の三つの主題と取り組む︒

1︑耐久消費財の購入決定

は必ずしも直接的に消費可能ではないという認識に立ち︑

従って︑家計は購入した市場財と自ちの時間を組み合せ

n︑家計生産か既製品の購入かの選択

＾1︶

て︑一定の技術条件下で︑﹁便益﹂︵コモディティ︑8亨

これらのうち︑1に関しては︑非耐久消費財とは異な

皿︑消費の生産性とその変化について
︒二︑

昌og︷︶を生産し︑それを消費することで効用が得られ
ゐ1と主張している︒
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は出来ず︑他の財︒と組み合せて便益を生産する目的で購

耐久消費財∠と家計生産のための原材料となる非耐久消

ものとする︒そして家計は第．丑︵軋H一も︶期において︑

耐久消費財λは︑これら二期間にわたって使用しうる

入される︒それゆえ︑こうした家計生産の場合︑耐久消

費財︵これを家計生産投入物と呼ぷことにする︶〆とを

って︑一般に耐久消費財はそれ自体を直接消費すること

費財の性能︑価楕のみならず︑それを用いる家計の技術

︵︸11一し︶

組み合せて便益アを生産すると考えよう︒こうした関係
は︑

吋11吋︵ト3

水準あるいは生産性が重要な役割を演じることになる︒

皿に関しては︑今日の市場経済において︑かなりの数
の非耐久消費財あるいは同種の便益について・消費者は

そして︑第．也期の市場では︑更に︑便益アとは異なる

と表わすことが出来る︒

で購入するかの選択が可能になっている︒こうした場合

性質を持ち︑そして︑家計生産をしなくても直接に消費

それを家計内で生産するか︑あるいは市場で既製品の形

の消費者選択の分析に家計生産関数アプローチは有用で

可能な財♂が購入できるとする︒

●

吉

最初に︑第．包期の所得を〃とし︑財λ︑が︑ユoの市場価

次に︑消費者の二期間にわたる予算制約式を求めよう︒

と表わされる︒

＾2︶

§11三吋︵ト3一㌧一㌔︵ト︸M︶一ユー⁝−−・⁝・︵一︶

す名と︑消費者の二期間にわたる効用関数砒は︑

あると恩われる︒

皿に関しては︑便益の生産に際して︑投入される市場
財の価楕のみならず︑家計の生産性も重要な役割を果す
ことが分るが︑家計の生産性が変化した場合に︑それが

便益の生産にどの様な効果を与えるのか︑定式化して考
える︒

椿をそれぞれ︑み︑鳥︑片とする︒ここで︑耐久消費財

λの購入・代金支払は第−期に行われるものとする︒す

耐久消費財の購入

1

ると︑消費者の第−期の支出額は︑き・﹄十些一・︑十加一・

㌧となり︑第2期の支出額は︑︑㌦・︑十♪哨・㌦となる︒

分析の簡単化のため︑分析期間を第−期と第2期の二
期間に眼る︒
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また︑消費者は第−期と第2期の二期間を通じて消費計

この式を解くことによって︑耐久消費財∠の購入に関

と定式化される︒ここでμはラグランジュ乗数である︒

ぎ①吋
①吋婁

する最適値として︑例えぱ・

ぎ①㌧

十
①k6㌧

とを合計したものであり︑右辺は両財の価格比である︒

一鞭蝸杢と第・期一限界代替率一鞭蝸＼鞭一

と直接消費可能な市場財10との間の第−期の限界代替率

を充たす値が得られる︒この式の左辺は︑耐久消費財∠

・：：：：：・・：⁝：：・・︵企︶

画を立てるものとし︑第−期の支出額が〃を超過した場
合は借入を行ない〃から返済し︑逆の場合には貯蓄をし
2

て〃に加えるものとする︒そして︑いずれの場合にも︑
．消費者は二期間内に〃とが︒とを過不足なく支出するもの

とする︒また︑これら借入︑貯蓄に適用される利子率値
同一であると仮定し︑これをγと記す︒

．

−一これらを考えると︑第2期の支出計画について
ぷ咄・︑十押冊・㌔1−︵ミーーき二1き−・︑

一−加−・㌧︶︵一十﹃︶十ミ

という式が成立するbこれを整理すると︑︒

辺の分子中に︑①吋︑竃︵︸u一し︶が舎まれているが︑こ

耐久消費財五の最適購入水準を示すω式において︑左

十♪旧・㌔︶︑︵一十﹃︶

れは∠の追加的投入に対する便益アの増加分を表わして

えてみよう︒つまり︑消費者が耐久消費財を二期間にわ

さて︑次に耐久消費財が期末価値を有するケースを考

な役割を果すことが分る︒

する場合には︑他の要素とともに︑家計の生産性が重要

性と呼ぶなら︑家計が耐久消費財の最適購入水準を決定

が得られる︒この固式は︑消費者の二期間にわたる予算

ミ︑十ミ帖︑︵H＋﹃︶11き・㌧十き一・︸．十加．・o︑十︵争咀・︸帖

皐−

いる︒これを︑耐久消費財∠の便益アに対する隈界生産

⁝⁝⁝⁝︵N︶

,::･1 eJ
cb*1

制約式を表わす︒

消費者がω式で表わ岩れる効用を②の予算制約下で極
犬化しようとするとき︑目的関数アは︑
︑⁝§頁︑︵ト︸︑︶一㌔一k固︵トき一き1・三きぺ．
十き−・︑十♪−・㌧十︵争旧・︑十加出・㌔︶︑︵H＋﹃︶

ーミー−ミぐ︵一十﹃︶︸⁝：⁝：⁝⁝・・⁝⁝⁝⁝︵ω︶
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を如何に使用し維持するかにかかっていよう︒それゆえ︑

♂の値は︑耐久消費財の種類と︑そして︑消費者がそれ

消費者はそれを売却し︑その代価を受け取る︵逆に︑使

物理的滅価額♂は消費者の技術水準あるいは生産性を反

たって使用した後に︑その財が正の期末価値を持つ場合︑

用し尽くした耐久消費財の廃棄に費用がかかるなら︑そ

ざ1−一し︶を第．冊期における

映する︒

経済的滅価に関しては︑

れは負の期末価値を持つことになる︶︒

こうした点を考慮に入れて上のモデルに修正を加えよ

耐久消費財∠の経済的減価額とする︒

ここで︑耐久消費財λの購入価裕︑利子率等が所与で

分析の単純化のため︑♂︑〜ともに一定と仮定す石︒︒

うo

耐久消費財λが第2期末にBだけの期末価値を有する

射11お︵㌧も

■

k

〜

㌦︶

・⁝⁝⁝⁝⁝⁝：・：︵α︶

と表わすことが出来る︒そして︑それの総現在価値き

一

な形で︑

あることを考慮に入れると︑λの期末価値刀は︑一搬的

とき︑その現在価値は起︵一十﹃︶となる︒すると︑消費

者の予算制約式は②式に代って︑

十︵ま冊・︑十箏肥・㌦︶︑︵一十﹃︶

ミー十︵ミ咀十亀・﹄︶︑︵一十﹃︶Hざ二十♪−・︑十畑−・㌧

：：・：・：：：・︵︸︶

宇ミ︵一十﹃︶11︑﹄二−︷︵㌧・㌧十㌔︶十︵㌦・㌣十㌦︶︑

と︵−十﹃︶は︑具体的に︑二

ところで︑耐久消費財の総期末価値を現在価値に直し

となる︒

︵一十﹃︶−﹄⁝⁝・⁝⁝⁝・⁝⁝⁝⁝・︵N︶

一十畑咄・㌦︶︑︵一十﹃︶1民・と︵−十﹃︶

ミー十ミぐ︵一十﹃︶11き二十♪一・︑十︑㌦・㌔十︵ま旧・㌣

算制約式として︑次の式が得られる︒

ω式を㈲式に代入すると︑消費者の二期間にわたる予

と表わされよう︒

たもの宇ミ︵−十︑︶は︑その総購入経費き・﹄から︑二

期間にわたる減価分を差引いたものである︒そして︑こ

め減価は︑便益戸の生産にともなう物理的減価と︑陳腐
化等による経済的減価とから成るものとする︒
物理的減価に関しては︑㌔︵†一し︶を便益アを一単位

生産する毎に生じる耐久消費財∠の物理的減価額とする︒

664

（43）消費に於ける生産性

消費財の経済的滅価と共に︶β

①吋︑婁といった自らの

消費に際しての生産性に考慮を払って耐久消費財の最適

購入水準を決定するということを意味している︒

■

に直面することがある︒これを前出のモデルに少しの改

生産するか︑それとも︑既製品を購入するかという選択

家計生産か既製品の購入かの選択

算制約下で極大化しようとするとき︑耐久消費財λの最

亀

消費者は同質の財︵便益︶について︑それを家計内で

され よ う ︒
①虞①H︸

訂を加えて分析しよう︒

消費者の効用関数ωは︑

§頁−︵ト︸︶一き︸⁝⁝・・⁝⁝⁝⁝・・⁝⁝・・⁝︵昌︶

で示されるものとする︑ここで︑トー−き︵ト︸︶は︑家計

§

①吋
則吋
一
㌧・㌧十㌧十㌧−﹄十︵㌔・吋十㌦十㌔−﹂︶1
①k
①㌧ 一十﹃

＾3︶

生産物を表わしいこれは消費者が既に保有している耐久

る︒ムはハと同質の特性を持つ既製品である︒

消費財．∠と︑家詐生産投入物あとを組み含せて生産され

他方︑消費者の所得〃は︑

という形で支出される︒ここで︑αは家計生産物ムを一

⁝⁝⁝⁝⁝：・⁝⁝⁝︵旨︶

価格孔から︑その期末価値を現在価値に直したミ︵−十↓︶

単位生産する場合の耐一久消費財■の減価額であり︑これ

ミー1s．k−十♪．︸十︑・き

を差引いたものに考慮を払うということである︒また︑

をムの生産にともなう費用と考える︒簡単化のため︑α

に︶耐久消費財の﹁純価格﹂つまり︑耐久消費財の市場−

消費財λを購入するとき︑︵所得︑他の諸財の価樒と共

右のω式の第一番目の式が示すことは︑消費者が耐久

：：⁝：⁝⁝︵O︶

♪︒

一

劃到十劃到き−引

①s①ト 咄

適購入水準は︑例えぱ︑次の式を充たすものとして決定

それゆえ︑消費者がω式で表わされる効用を㈱式の予

︵−十﹃︶⁝⁝⁝⁝⁝⁝・⁝⁝：︵OO︶

十︷︵㌦・k咀十㌔︶㌧十♪岨・︑十畑︸・㌔ミ

・11︵㌧・吋十㌧︶﹄十よ一・︑十畑−・㌔

■

同じことであるが︑第二番目の式は︑消費者は︑︵耐久
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は一定と仮定する︒鳥とpは︑それぞれ︑家計生産投入
物あと既製品ムの価楕である︒

消費者が㈹式で表わされる効用をω式の予算制約下で
極大化しようとするときの最適条件をみてみよう︒先ず︑
①§ ①畠

家計生産物五と既製品ムの特性が完全に同質である場合

ー スが考えられる︒ つ ま り ︑

には︑−1−−であり︑そして︑コーナー解のケース
①トΦき
も考慮に入れると︑ムとムの選択に関して次の三つのケ

恥＼午工・㌻生＼・−−・−−−ε
である︒これらのうち︑ 例えぱ︑

昨＼維←・一・ま・＄＼・・−−・・−・−§

ー
ム︑ムの傾斜は一となるだろう︒他方︑予算線ρσは原
＾4︺
点に対して凹形となる場合を仮定する︒

曲線ムとが交わる9点となり︑消費者は家計生産物ムは

すると︑右図において︑均衡点は予算線ρ︑9と無差別

生産せず︑既製品為を09量ほど購入するだろう︒

式で表わすと︑

えば︑︑曲線9￠へと変化した場合を考えよう︒これは数

次に︑消費者の生産性が上昇し︑予算線が図中の︑例

乱ト

あるいは︑同じことであるが︑

X。

ρ

﹄︸

．

う︒ムとムとは完全代替的なケースであり︑無差別曲線

右の㈹あるいは㈹式で示される状況を図で説明しよ

品ムを専ら購入するであろう︒

のケースでは︑消費者は家計生産物疋を生産せず︑既製

s＋︑㌧−V︑・：・：・：⁝・−：：⁝：：：⁝：・・：：︵ご︶︑

1
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⁝−⁝・−・・⁝⁝⁝⁝⁝⁝：・︵阜︶︑

昨＼ヤ・・一ま・昨一＼・−−・−−−一宝一
あるいは︑

き

軋さ

S＋争・1︿︑

．＾三

ムは既製品であり︑あは家計生産と労働供給以外の用途
に向けられる時間である︒

次に予算制約式について考えてみよう︒消費者のこの

十〜となる︒そして︑賃金率を豚とする

期の全時間をτとし︑労働供給に向ける時間を加とする
と︑ドHユ十

と︑労働供給によって消費者が得る所得はミ・ぎとな

る︒加えて︑労働供給以外から得る所得をγとすると︑

となるケースである︒

このとき︑均衡点は︑予算線9σと無差別曲線石とが

彼の所得合計はミ・ざ十︑となる︒彼は︑この所得を用

消費者が㈹式の制約下で㈲式で表わされる効用を極大

が得られる︒これが消費者の予算制約式となる︒

：⁝⁝⁝・⁝︵旨︶

ミ．ド十︑1Is・↑−十争・︸十︑・き十ミ・〜十ミ・量

すると︑

する式をけについて整理した︑ミ⁝ドー︵ご十邑を代入

という式が成り立つ︒この式に︑消費者の時間配分に関

ミ・hミ十﹁1ーミk−十︑︸ξ十︑・き

いて財・サーヴィスの購入を行なうので︑

交わるψ点となり︑消費者は既製品ムは購入せず︑家計
生産物ムを0￠ほど生産するだろう︒消費者が享受する

効用水準は︑生産性が上昇した結果︑無差別曲線ムで示
される水準からムで示される水準へと上昇している︒

ところで︑消費者が家計生産を行なう際には時間の投
︑

入も必要となってくる︒それゆえ︑この点を考慮に入れ
て前掲のモデルに若干の修正を加えよう︒また︑以下で

は︑家計生産物xと既製品ムの特性は必ずしも完全に同
質ではないと仮定する︒

消費者の効用関数をω式に代えて︑

化するとき︑家計生産物疋の生産と既製品ムの購入に関

する最適条件が導出されるが︑コーナー解のケースを合

：・：⁝⁝⁝⁝⁝⁝・︵二︶

とする︒ここで︑家計生産物ムは耐久消費財■︑家計生

めると︑それは︑

§11§︷×−︵トpユ︶一き一邑

産投入物δ︑消費者の時間むを組み合せて生産される︒
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第95巻 第5号 （46）
一橘論叢

恥＼鞭冬ま・恥・き昨一＼・−⁝§
と表わされる︒

それゆえ︑家計生産物ムの既製品乃に対する眼界代替

率が義在価格一主・恥士粂一圭の価萬
の比率より大であるとき︑消費者はムを生産し︑乃は購

入しないであろう︒逆の場合は逆となる︒これら二つは

ても直接に消費しうる別の特性を持つ財6が販売されて

三■︵ト︸︶一＆⁝⁝・・−⁝⁝⁝⁝⁝：・・⁝−︵冨︶

いるものとする︒このとき︑消費者の効用関数刎は︑
§

と表わされる︒

次に︑消費者は︑その所得皿を便益xの生産と財oの

⁝⁝⁝⁝⁝・⁝・⁝・⁝︵S︶

購入に費やすとする︒すると予算制約式は︑

ミー−s．㍉十き・︸十♪・o

となる︒ここで︑αは耐久消費財の減価償却費であり︑

その程度は便益xの生産水準に比例すると仮定する︒片︑

コーナー解のケースであるが︑これとは別に︑ムの乃に

対中る限界代替率がそれらの価楕比に等しくなるケース

Rは︑それぞれ︑家計生産投入物b︑財oの価格である︒

という式を充たすものとなる︒

服＼平︵・ま虫︑⁝・−・−−−−§

○の最適消費水準は︑

大化しようとするとき︑便益xの最適生産水準およぴ財

消費者が㈱式で示される効用を㈹式の予算制約下で極

がある︒このとき︑消費者はムを幾らか生産し︑ムも幾

消費における生産性とその変化

らか購入するであろう︒

皿

最初︑nの前半における最も簡単なモデルに一部修正
を加え︑図を用いて消費における生産性変化が消費計画
に与える影響を見︑その後︑より一般的なモデルを用い

消費者は︑nにおけると同様に︑購入済の耐久消費財

わしているが︑その逆数堅肋は︑家計生産における︑

産するときに必要とされる家計生産投入物ろの数量を表

この臼Φ式の右辺の竺泌は︑便益を一単位追加的に生

■と家計生産投入物あとを組み合せて便益xを生産する

便益xに関する家計生産投入物bの限界生産性を表わす︒

て分析する︒

ものとする︒そして︑市場では︑家計生産を行なわなく
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また︑便益生産に伴う滅価償却費ωも消費者の生産性に
︵6︺

一都依存している︒それゆえ︑消費者が便益︑財を生産︑

消費する場合︑その最適水準の決定には︑財の価格と共

るであろう︒

瀦費者は曲線刀8と無差別曲線1が接する亙点を選択す

次に︑消費者の便益xに関する家計生産投入物あの生

産性が高まり︑それゆえ︑竺狐が低下したとする︒す

ると︑消費者の新しい予算線は月yとなり︑彼はその曲

に︑消費者の生産性が重要な役割を果すことが分る︒

次に︑家計生産において︑便益xに関する家計生産投

線月yと無差別曲線■とが接する亙を選択するだろう︒

この様に︑消費者の生産性変化は︑便益︑財の生産︑

表わす︒

代替効果を表わし︑〃点から亙点への移動は所得効果を

亙点から亙点への移動は︑消費者の生産性変化にょる

る点であり︑曲線亙ポは曲纏月8と同一の傾斜をもつ︒

来る︒ここで︑ 点は無差別曲線∫と曲線 ポとが接す

動と︑亙点から〃点への移動とに分けて考えることが出

〃点へと移動したが︑この移動は︑刃点からガ点への移

て︑消費者の均衡点は刃点から︵より効用水準の高い︶

この様に︑消費者の生産性が高まり︑坐αが低下し

入物凸の生産性〃一肋が変化し︑それゆえ︑亜弧の値
が変化した場合に︑それが消費者の便益︑財の生産・消
費計画にどの様な効果を与えるか考えてみよう︒

左の2図において︑⑲式で示される消費者の予算線は
最初︑曲線五sという形状であったとする︒このとき︑

x
s図

消費計画に影響を与え︑それは代替効果と所得効果とに
分けて考えることが出来る︒

次に︑便益の生産には消費者の時間投入が必要である

ということを考慮に入れて︑このモデルに修正を加え︑
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第95巻 第5号 （48）
一橋論叢

より一般的な分析を 行 な っ て み よ う ︒

⁝⁝⁝⁝⁝：：⁝・⁝・︵胃︶

消費者の効用関数を㈱式に代えて︑
ミH三＊︵ト㌻C一♪色

とする︒この場合︑便益xは︑耐久消費財■︑家計生産
投入物b︑時間へを組み合せて生産される︒oは便益x
とは異なる特性を持ち︑直接消費可能な市場財であり︑

十ミ・

らは便益の生産と労働供給以外に向けられる時間である︒
一

次に︑消費者の予算制約式は︑
い⁝ミ・﹃十﹁⁝s＋︑9＆十♪・o＋ミ・

仰㌣守？二

⁝⁝⁝︵8︶

が得られる︒ここで︑リはラグランジュ乗数である︒
§
き
黒−

包■

軌k

軋k

㈱式の右辺括弧内の1＋き・−十ミ・1は︑便益Y

は貨幣賃金率︑τは消費者の全時間を表わし︑ドー−〜十

と表わされる︒ここで︑8は消費者の全所得であり︑w

最初の堅伽は︑耐久消費財．λを追加的に使用し︑それ

堅秘︑α一伽は全て消費者の生産性を表わすからである︒

というのも︑坐α︑竺α︑伽颪の逆数である︑堅あ︑

は︑消費者の便益生産における生産性を反映している︒

の潜在価椿と解釈できる︒そして︑この便益の潜在価楮

サ十享となる︒紡は労働供給に向ける時間である︒γは

に応じて減価償却αが遣加的に行われたときの︑便益x

⁝⁝：⁝⁝・︵s︶

久消費財■の減価償却費であり︑その値はxに依存する

の増加分を表わす︒ここで︑減価償却αは貨幣タームで

賃金以外の貨幣所得である︒αは便益xの生産に伴う耐

とする︒つまり︑s11s︵6である︒鳥︑鳥は︑それぞれ︑

評価されるものとする︒次の︑狐一肋︑α一伽は︑それぞ

の︑便益xの増加分を表わす︒それゆえ︑消費者が便益︑

れ︑家計生産投入物あ︑時間むを追加的に投入した場合

家計生産投入物b︑財oの価楕である︒

消費者が鯛式の制約下で刎式で表わされる効用を極大
化しようとするとき︑一次の最適条件として︑

財を生産︑消費するとき︑彼の生産性は重要な意味を持

670

（49）消費に於ける生産性

となる︒

ここで︑α︑ろ︑fに関する消費者の隈界生産性埜ぬ︑

つ︒

そこで︑次に︑消費者の生産性に変化が生じ︑坐α︑

α一必︑埜軌が変化すると︑その逆数である除11ε
き
寧
軋↑
︑

︸

亀︸

〜

亀

−

β

ここで︑
邑s

︸

匙〜

︸

刈ら1ーミ．ド十︑

：：：・：：：：︵心舳︶

ミH劃n︸もu劃1−刈・叶11劃

軋︸

竿葦出⁝易﹁⁝垂⁝竿

逃⁝︒冨㍉塑⁝︒尋−♪÷塑言︒峯

湘﹁§㍉堕⁝婁﹁苧堕⁝︒尋

それぞれ︑

クに変化したとき︑ それが便益xの生産に与える効果は︑

つま−︑千苧→苧一坐がパラメー−ツ

える効果を分析することが出来る︒

副11︶劃1ーぺは逆方向に変化する︒それゆえ︑α︑β
τを用いて︑消費者の隈界生産性の変化が便益生産に与

肋荻︑仇一弧の値がパヲメトリツクに変化したとき︑そ
れが便益xの生産にどの様な効果を与えるか見てみよう︒

これらを分析するに際して︑便益xを生産するときに
必要とされる減価償却ω︑家計生産投入物b︑時間幻は︑
便益xの生産水準に比例すると仮定する︒つまり︑
s⁝員．ト︸11b．ト〜⁝刊．H

包s

である︒ここで︑α︑β︑τは定数である︒そして︑そ
れゆえ︑
s

ミH︸1−劃も11刈1−劃・叶11刈11劃

という式も得られる︒

これを考慮して㈱式を書き直すと︑

⁝︵ミ︶

差るがべ一一三一一式脈お一て︑右辺第一項一聖

⁝一冨8蛾一⁝朱﹁一8孝は代替項であ−︑■
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＾7︶

二れらは全て負である︒つまり便益五の生産において︑

α︑乃︑幻に関する消費者の生産性が︑それぞれ︑上昇
すると︑α︑β︑τの値が︑それぞれ︑一下落し︑それゆえ︑

このとき︑代替効果は便益xの生産増加を促す方向に作

用するということである︒㈲式の右辺第二項︵1︶き

8易けは所得項であり︑便益xが下級財でない隈り︑
れらは全て非正である︒
これらを合計すると︑便益五が下級財でない隈り︑

壁⁝鼻・嘉r8孝・糸r8肇会

淳︑㍉︑壁︑−一

二で︑下劃−1吋〒ミ．皐︑

・：：：：・−：・︵塞︶

＾9︺
と表わされる︒この式の代替項は負であり︑所得項は便

益xが下級財でない限り非正である︒それゆえ︑便益x
が下級財でない限り︑

聖妻尋会

となり︑家計生産投入物の価格玲が上昇すると︑消費者

8
畠

第二に︑貨幣賃金率wが変化したとき︑それが便益x

による便益xの生産は減少するであろう︒

ミ

となる︒それゆえ︑消費者の生産性が上昇し︑α︑β︑

㍗舶

の生産に与える効果は︑

十昨士丈
り弓 ド
まい1ギ
・
ト
ドき
1
＋o ㌻

こ

τ等が下落する場合︑便益xが下級財でない限り︑消費
＾8︺

冒

者による便益xの生産は増加するであろうという結論が

分析の終りに︑次の二つのことを見てみよう︒

得られる︒

，

第一に︑家計生産投入物の価椿れが変化したとき︑そ
れが便益xの生産に与える効果は

辛姜㍉服一⁝㍉や差言星

ll o O Oo
〒亀11I§孝尋
目

ミ1賢

二 11 11
モミ1賢ミ1竃

壁⁝一阜一−一ま÷塑ミ一呉一−言き湘r

一橋諭叢第95巻第5号（50）
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⁝・：：：・・：・︵NN︶

水準あるいは生産性が重要な役割を演じるからである︒

また︑この様な意味での消費者の生産性が変化すると︑

それは︑財価格の変化に類似する効果を︑財購入︑便益

となる︒この場合︑一般に代替効果の正負は分らない︒

というのも︑賃金率の変化は︑便益xの潜在価椿のみな

生産に対して与えることが分る︒この揚合︑消費者は市

＾加︶

これまでの理論は︑市場財と効用とを直接的に結ぴ付

れない︒

場機構下にあって能動的に行動していると言えるかもし

らず︑時間の潜在価椿それ自体にも影響を与えるからで

ある︒所得効果は︑便益xが下級財でない隈り非負であ

る︒それゆえ︑賃金率の変化が便益xの生産に与える効
果は一般に確定できないだろう︒

けて分析していたために︑消費における生産性が変化し

なかった︒しかしながら︑消費に於ける生産活動を分析

た場合︑それを選好の変化としてしか捉えることが出来

伝統的な消費者行動理論に於いて︑消費者の予算制約

に入れることによって︑より糟巧な消費者行動理論を築

結ぴ

式は︑諸財の価楮およぴ彼の所得に依存している︒それ

きあげることが出来るであろう︒

﹁便益﹂という訳語は︑宮沢健一︑清水啓典氏に依っ

耐久消費財λの最適購入決定は︑例えぱ︑前節のモデ

軋ぷ

劃V〇一劃﹀oとなるケ．ースである︒これに対して︑予算

き

︵4︶ この場合︑αは一定と仮定しているので︑技術的に︑

ルで分析されている︒

︵3︶

﹄・雪オ眈巨o亭﹃︵乞蟹︶参照︒

︵2︶ 消費者の二期間にわたる効用関数の分析に関しては︑

という言葉を用いている︒︵後掲の文献参照︶

ている︒また︑佐野陽子氏は︑そのまま﹁コモディティ﹂

︵1︶

ゆえ︑消費者の財に関する選好を所与とすると︑彼の消
費計画は︑結局︑諸財の価格およぴ彼の所得に依存する
ことになる︒この場合︑言葉を変えると︑消費者は自ら
にとって外部にある市場機構に対して受動的に適応して
いるに過ぎないと童言えよう︒

しかし︑消費に於ける生産活動を考慮に入れると︑上
記の説明では不十分であることが分るであろう︒消費者
が財の購入を決定する際には︑財価格のみならず︑その

財をどの様にして最終的に消費可能な形にするかの技術
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き
﹄ぷ
線9￠が右下りの直線となるのは︑劃V〇一劃1−oとなる
き
副ざ
ケースであり︑原点に対して凸形となるのは︑創V〇一劃
くoとなるケースである︒

①由畠

劃︑皇

2畠

と表わされる︒ここで︑
雫富

き︑劃︑塞
軸咄皇

①曲畠

2ミ

劃．

劃．

①咄富

①もk︑︒︑

①岨畠

︑811剖︑皇1−劃︑︑︑薫更勺︑︒

ミき♪

Φざ

b＝H

、勺、

時間の機会費用の概念を取り入れた予算制約式の定式

○ミ♪、

︵5︶

ミきき♪

きH割㌔H員十︑︒．b＋ミ．叶

、、句、
− o 白

︵おご︶参照︒本稿の定式化は上掲の論文に依っている︒

o

○ミ♪
代替効果は︑

ヒ︑も

勺彗

勺皇

られる︒︵以下のケースでも同様である︶
︵9︶

昌 oo目mけ■

︑

︵8︶ より厳密に言うと︑たとえ便益Xが下級財であって
も︑もし︑代替効果が所得効果を上回ると︑同じ結論が得

となる︒

坐⁝尋・・逃⁝︒昇・・坐⁝尋・︒

であるから︑これを考慮すると︑

b＝V〇一b︿o

である︒そして︑効用極犬化のための二次の条件は︑

ll

目
目

化に関しては︑団8訂﹃︵岩3︶と峯巨邑血一彗α団o艮︒︑

t︑●b一

、、、、
＾ o 目

目

︵6︶ つまり︑便益生産に用いる耐久消費財をどの様に利用
し︑保全するかによって耐久消費財の減価の程度︑耐用年

数が影響を受ける で あ ろ う と 考 え て い る ︒
︵7︶ 具体的には︑

坐⁝婁﹁ ll
︑o

疋︑●︑o

』
●b

b

蝋

、
○ミ
＾

一
t︑■

＝

；

b
11

11

、1一

○ミ
○ミ♪、

一

b
ミ

b

ヒ︑■

ミさタき

b

o

o

o
o
o
o
♪き♪きb
ooob

一

ミききき
一
ミききさ

♪き♪き
雫

、

ooo
●
oooヒ、

ooo

出
o
＾
、勺、、o

逃⁝︒鼻− ll

坐⁝婁㍉

ll
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となるが︑ここで

﹂︐申＾

o

♪

ミ

♪

︑

■︑V〇一b﹀〇一︶＝V〇一けくo

代替効果は︑

き＾

ミ

︒

﹄︑o−
︑＾−

♪bミ

︑＾o

︐oo

︑ポ品

れると︑韮；冨︑奏︒
︵10︶

o

■︑・﹃

ヒ︑

︒

モ︑・﹃・﹄︶−−⊥Tt︑・﹄︶岨−

非﹁8 鼻

加

︑oo

き︒︑皇 ︑

と表わされるoここで︑

﹂︶眈−

o︸

一巨o

を考慮に入

＞目oo芭匡o目

巨目一〇．︑

μS①μ上記の論文の︒邦訳は︑

o︷

である︒代替項に関して︑功は正であるが︑功の正負は分

︒︒＞

↓σoo﹃㌣

らない︒それゆえ︑代替効果の正負も分らない︒

︹︸−ω．

主な参考文猷
田oo斤o■

向8§§㌻㌧§§ミ＜O−．

G・S・ペソカー著＾宮沢健一・清水啓典訳︑﹁経済理論﹂

HoN仰

人間行動へのシカゴ的アプローチ︑東洋経済新報社︑昭

§トOo−目自己︺⁝葭d﹁■−くo畠岸︸勺Ho易

和51年︑に収められている︒
1−串S§畠SO意

G・S・ペヅカー著︑佐野陽子訳︑﹁人的資本﹂

︑一一﹈o

向串o〇一

︑︑o

〇︷

註

os︑

O巨自OH0自

教育を中

＜o−．

ooポ

＝O自蜆o峯−︷o．藺

O共ho﹃︷O邑−

﹂呵oosoミミ

O目 一巨o

心とした理論的・経験的分析︑東洋経済新報社︑昭和肌年︑
宛．

匡ざ斤9﹄・肉1﹃ミs軸ss︐O魯札§

o︷一﹁オ目o−．．㌧oミ︑註s︑

︵⁝﹃o目固一﹈u

＜曽−仁o

一0Nい・

O昌︑

向O0ー

︑︑Oo冒勺耐目㎜顯けo口

ρ︑ −uOト註

＝オ眈巨色ぼ■−．︑O自甘旨o叶旨①o﹃︸o︸

葭o自斤チ印岸庁o■︸■ω一

︷OOげ−O目．︑㌧Oミ︑S畠︑

くo冨岸㌣勺冨窃HouP
○勺匡−冒葭−

−目くO蜆叶自−O目け

ミoミ＜o−・ひ9一〇血oo・

吻︑ミ軋軌雨餉

＜o−．

Hp

一〇㎞〜．

−︶．

O顯H目σユOo目〇

H﹃o目胃−o目oqo■

O＝寅目oqo岬−目O自顯目艘色o餉芭目旦Co葭−庄＾⁝㎝Oo昌蜆自冒o〇一︑︒勾雨e㌣§
ρ︑向吊oso§札

穴．−．．．＞乞Oミ＞勺−

H自■oく顯氏o目

−自

﹂呵oo茗o§︸o

け−o↓ol

完冊o︸雨§・

峯ざ−鶉ポ宛−H一血目q団⑭o片串一Ω一ω一︑．O昌

oo目蜆自︻目o匡o目︒．﹄§恥︑oo亀s

一︐︐O−曽一〇qo里目o

呉︑oミミbs︑向ooミo§︑．

■些自O芭蜆片血■

sS軋Ooミ㎞Sミ罵︑向雨昏s堂軌o

−ON〜一

Ooミ︸§o軋ミ札雨餉

一q自−くO﹃ω岸㌣勺﹃O蜆閉

ω・﹄く軸§

o︸

−oひひ．

勺Ho芭oす一〇〇〇目蜆自目o﹃H︸oo−．︸．︑㌧os︐S畠

＜o−・N♪

o−目o−oo目︸

け巨＾w2＾w峯H︸耐o−︒く・o︸Oo目㎜自目価﹃︸o巨芭く⁝o﹃．．吻S雨軋シ︸㌧oミ︑ミs︑

＜or㎝9一〇α9

〇勺勺o﹃巨目岸㌣Oo蜆房

目o−昌oo昌o向自oo冨︑−目ミ雨婁sミ§耐ミ

呉専§§雪一＜O；仰6Nω． 竃昌§一﹄．．．峯胃片9勺ユ§一

︑﹈﹁印一︺o−︒ho﹃oo

︑葭﹃庄o−七芭旨o目

冒篶−冒葭冨

o︷

︼8葭﹃＝oo

−1

ミo自−血目︑．

＝＝O豪O︷ガ巨

向ooso§︷o︸1之雪巨o自凹−H︸自﹃o凹自o︷向oo．

筍a1

β︑H．富︸o︑

丙鶉O彗OF

﹂︸︑雨o︑肋

−oαω．

ぎ掌§§雲︵筆o彗；−・家︶−ω冨邑oa冒ぎ・躬ξ軍姜．

−箏

目O昌ざ

軍9葦ぎ旨彗きO冒一ξ彗ま9︑曽＆昌一〇宗O巨一篶．︐

675

消費に於ける生産性
（53）

（54）
第5号
第95巻
一橋論叢

﹄妻き§曽§O§詩きミ㎞5く〇一．呈もN＋

峯O員カー
雪昌蛋界＞・

司．︑︒夢萎巨O唱a9ま目宙邑O昌彗冒鶉冒昌彗Oヲ目．
○匡O易．．曽§§雨ミ§一＜OF皐68．

彗ρ奉豊巨3声■．．．旨o雰雪冒8o；茅籟昌器︐o巨
串O書Oま目司旨邑冒四邑豪冒菖8匡O目二〇二票≧O−
望鼻冬き甲︑︑ω邑訂8oユ臼ま−9竃9oo雷8目．

○き冒・︷良塞．︑︑㌧§§ミ県ま§ぎ︑専§Oミ一く〇一﹂μ
6ヨー
蜆o目箒o篶一一．Ω︷ミsミ匙雨屯 向ooミo§涼ぎくo−一㎞ポ 一〇旨・

■目管争言竃色註昌二■尋ミぎ砦ぎミぎHざoミ一︵＆・

○巨So・OC邑き鶉ξ

一九八五年度犬会に於

向1︸o邑昌自o日︶一

本稿は︑理論・計量経済半会

︸﹃鶉9−o㎞N一

ρ−撃碕︼雪閏目o宍・

★

て︑錐者が行なった報告に基づいている︒討論者の筑波大

︵広島修道大学助教授︶

に厚く御礼申し上げます︒尚︑もとより︑ありうる誤謬は

学・太田誠先生から貴重な目メントを頂きました︒ニニ
全て筆者の責任である︒

676

