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Ⅰ 開 題

(1) 貿易を行うと,輸入可能品を国内で生産するのに較べ,より安くかっよ

り多く入手することができるようになる｡これが貿易の利益である｡

(2) したがって,輸入こそ利益 (gain)であり,それは ｢消費の利益｣或い

は ｢厚生welfareの向上という利益｣をもたらす｡

(3)輸出はそれ自体gainをもたらすわけではない｡それ故,輸入額を支払い

うる程度に輸出をすればよい｡

(4) 輸入品をなるべく安く入手するようあらゆる輸入障害を撤廃 し,できる

だけ取引コストを軽減したほうが,自国の利益になる｡これが自由貿易主義に

はかならない｡

(5)貿易 (輸入)自由化は自国の利益になるという観点から一方的 (unilat-

eral)に推進されるべきである (小島のfair-weatherrule) 1)｡相手国が保護

主義をとっているかどうかとはかかわりなく敢行すべきである｡またバイラテ

ラル或いは多角的な交渉によって,相手国から強制されて行うべきものでは

ない｡

以上の諸点が正統な自由貿易主義である｡だがそれは ｢輸入は損 (loss),

輸出が得 (gain)｣とする重商主義mercantilismの主張と真向から対立する｡

重商主義は生産者或いは企業 (ビジネス)の利益を強調する立場にたっており,

(a)輸入はビジネスを圧迫し,雇用を減らすのでlossである｡(b)輸出はビジネス

を拡大し,雇用を増すのでgainであると主張する｡そして輸入阻害と輸出奨励

の保護主義を正嘗化しようとしがちである｡

しかも米国は,1970年頃を転斯にして,GATTを通ずる多角的交渉でも,或

いは日米間のごときバイの交渉でも,重商主義的保護戦略を多用するようになっ

た｡
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だが上の自由貿易主義を十分厳密にかつわかり易く説得できるよう証明する

ことは必ずしも容易ではない｡アダム･スミスが 『国富論』(1776年)で自由

貿易を主張して以来200年以上も経たのに,自由貿易対保護主義の論争はたえ

るところがない｡いな,理論が精微化されればされる程,最近の戦略的貿易政

策論 (strategictradepolicy)のように,むしろ保護の新 しい正嘗化が追加

されさえしている｡

もう一度貿易理論の基本に立戻って,自由貿易主義の正嘗な根拠を確立 しな

ければならない2)｡それには,次のような,貿易理論の全体系を視野に入れね

ばならない｡すなわち,(i)貿易 (或いは国際分業)の発生原因- いわゆる比

較生産費 (comparativ,ecosts)或いは比較優位 (comparativeadvantages)

理論の問題｡(ii)貿易の均衡化 (輸出額-輸入額)メカニズム- 古くは国際価

値論といわれたが,為替 レート調整や総需要 (内需)調整などマクロ政策を含

む調整メカニズム｡匝)貿易利益 (gainsfrom trade)の本質 (ただし本稿で

は静態的利益の考察に限る)｡

これまでの分析方法の主流は貿易の純粋理論 (puretheory)と言われるも

のであった｡それは,貨幣 (したがって貨幣価格)を抜きにした,物々交換

(barter)の理論であった｡しかし2国2財を対象とすることにより一般均衡

分析の性格を備えていた｡これに対 し私は,或財への需給量はその財の貨幣価

格に依存するという部分均衡分析を多用したいと思うようになった｡その理由

は,(多くの学者もそうなりつつあるように),関税,数量制限 (Q.良),補助

金などの貿易政策手段の直接的効果を詳しく見るには部分均衡分析が不可欠で

ある｡或る財の不完全競争 (国際)市場の分析とかそこで用いられる戦略的貿

易政策の効果を見るにはやはり部分均衡分析が先ずもって必要であるからで

ある｡

ただ,2つの財についてそれぞれ部分均衡分析を行うとして,その2財の関

係をどうつらねるか,そしてどう一般均衡分析化するかという問題が残る｡完

全雇用下の貿易均衡 (輸出額-輸入額)という制約条件を入れることによって,

一般均衡化を試みた｡これを ｢貨幣的部分均衡分析｣と名づけ,伝統的な ｢純

粋一般均衡分析｣と区別することにしたい｡その結果,蘭者による貿易利益は,

後者によるそれとコンシステントなものにならなければならないはずである｡

そうなることを,両分析の関係を問いっつ,明確にすることが,本稿の主なね
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らいである｡

Ⅱ 目標一国民厚生の向上

貿易も,他の諸経済活動と同様に,国民厚生nationalwelfareの向上 その

極大化を目ざして行われる｡したがって貿易利益gainsfrom tradeは国民厚

生とか消費者効用consumer'sutilityという本来計測の困難な尺度termsでと

らえられることに注意したい｡

消費者の効用水準uは二財の消費量xとyに依存する｡ この効用関数utility

functionを,次式であらわす｡

u-f(x,y) (1)

すなわち消費者の選好preferenceが関数/で表現される｡ この関数は次の性

質をもつものとする｡先ず,他財の消費量が不変で-財の消費量が増えるなら

ば,効用弘は増加する｡つまり

fx-芸>O, fy-芸 , o (2,

効用関数はズ,yの増加関数であり,各財の限界効用 (芸 ,莱 )は正である
という｡

しかし第 2に,各財消費から得られる限界効用∂u/∂x,∂u/∂yは,潤

費量が増すにつれ次第に低下する,つまり限界効用は逓減するものとする｡こ

のことを

fxx-
∂:tJ

∂♂
<｡, f " = 重 く｡ (3'

ay2

とあらわす｡

この限界効用逓減の法則ということから,部分均衡分析における各財への需

要曲線は右下がりに描けることになる｡

また後に詳論する無差別曲線indiffferencecurveは,Ⅹ財の消費量をいくら

か減らし,代りにY財の消費量をいくらか増 しても,全効用弘の値は変 らない

という曲線である｡この代替関係を限界代替率marginalrateofsubstitut-

ionと呼ぶ｡すなわち
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MRS- △y X財の限界効用

△∬ Y財の限界効用
(4)

である｡このⅩ財からY財への代替が進むにつれ,消費を増す財の限界効用は

減少し,消費を減らす財の限界効用は増加する｡そのために限界代替率は逓減

することになる｡それ故無差別曲線は原点に向って凸なる形状 (strictlycon-

vex)になる｡

このほか,われわれの求めたいのは,無数の個人の効用関数を集計した社会

的 (socialorcommunity)無差別曲線でなければならないが,それを求める

についてはいくつかの 問題がある (後述)｡以下では(1)式をもって社会的 (国

民経済的)効用関数でもあるとして,議論を進めていくことにしたい｡

Ⅲ 軍純交換の部分均衡分析

単純交換とは

生産の変化は全く起こらず,軍に手持の二財の消費組合わせ量を,市場 (或

いは貿易)で交換することを通じて,変化させるとしよう｡つまり余分に持っ

ていて低い限界効用しか認めていない財 (Ⅹとせよ)を市場に提供し.代りに

少ししか持っていないので高い限界効用を感ずる他の財 (Yとせよ)を交換に

入手するのである｡このように消費組合わせ量を変える (reshuffle)するこ

とによって,二財消費から得られる総効用uを高めることができる｡これを単

純交換simpleexchangeと名づけよう｡ これは純粋交換pureexchangeとも言

いならわされてきたが,貿易のpuretheoryといった用語と混同されるおそれ

があるので,単純交換というようにあらためよう｡

後に生産の変動をも伴うフル交換モデルに拡張するのであるが,この単純交

換が貿易利益の本質を端的に物語ってくれる｡

概 観

表1のごとき数字例によって究明すべき課題のガイダンスを行っておこう｡

貿易開始前 (アウタルキー時とも言う)に,外国はY財の50単位とⅩ財の30

単位を所持していた｡これに対し自国はY財を少く40単位とⅩ財を多く60単位

所持していた｡このため外国における両財への限界効用の評価は1ドル対 1ド
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ルであったのにくらべ,自国ではⅩ財50円対Y財200円-1:4というように

Y財が割高,Ⅹ財が割安であった｡かかる相対価格 (価格比率)の両国での相

違は,生産側を入れた場合には比較生産費comparativecostsと言われる｡そ

のような比較相対価格comparativepricesにひらさがあるので,自国は割高な

Y財を輸入し,割安なⅩ財を輸出することが有利であるというインセンテイヴ

が生ずる｡なお自国の所持量を貨幣価格で評価すると,

(200円×40)+ (50円×60)-8,000円+3,000円-ll,000円 ---･(a)

となる (外国では80ドル)｡これは貿易前の価格で評価した自国の国民所得で

あり,その額 (ll,000円)だけは支出しうるという予算制約額budgetconstra-

1ntとなる｡この額を支出して,貿易を通じて,よりいっそう厚生が高まる両

財の消費組合わせ量を得ることが,目標とされる｡

さて貿易が開始されたとしよう｡最初に1ドル-100円のごとき円高 (ドル

安)の為替相場が建てられると,自国は入超に陥る｡だがそれが1ドル-127.

5円に円の価値が引下げられる (円安化 devaluation,Ordepreciation)と,

表 1のように,輸出額-輸入額という貿易均衡に到達するものとする｡これが

貿易均衡化メカニズム,或いは為替相場の輸出入額自動調節作用である (それ

については,小島清 『応用国際経済学』文虞堂,1992,pp.33-37ならびにpp.

54-60に詳しい解明がある｡)

さて貿易均衡に到達したとしよう (表 1の下半部を見てはしい)｡自国は,

Y財を6畢位輸入することになる｡そして消費量を以前の40単位から46単位に

増すことができる｡代りに自国はⅩ財12単位を輸出し,その消費量を60単位か

ら48単位に減らすことになる｡輸入可能財Yの価格は以前の200円から157円へ

安くなる｡他方輸出可能財Ⅹの価格は50円から78.5円へ高くなる｡つまり両財

の相対価格 (Px/P,)は以前の1:4から今や1:2に,輸入可能財Yが貿

易前よりも割安に入手できることになる｡

輸入額は157円×6-942円であり,輸出額も78.5円×12-942円であるから,

貿易は均衡する｡

貿易後の価格で評価した国民所得は,

(157円×46)+(78.5円×48)-7,222円十3,768円-10,990円 ----･(b)

となる｡先の(a)式 (貿易前価格で評価したアウタルキー時国民所得)と (lo門

の誤差を来たしているが)同じになる.アウタルキー時雨財消費量を貿易後の
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表 1 貿易前 ･後の比較

Ⅰ (外国) Ⅱ (自国) 合計 (世界)

Y財 Ⅹ財 Y財 Ⅹ財 Y財 Ⅹ財

50 30 40 60 90 90

0 0 0 0

価 格 1.0ドル 1.0ドル 200円 50円

易 後

1) 入 手 量 44 42 46 48 90 90

F
Jt

量費潤≡luLH-
(2) 貿 易 量 -6 +12 +6 -12

(3) 価 格 1.232ドル 0.616ドル 157円 78.5円

(4) 貿 易 額 -7.39ドル +7.39ドル +942円 -942円

(5) 為 替 相 場 1 ドル-127.5円

(備考)それぞれの国からみて,+は輸^,-は輸出を示すD

価格で評価した国民所得は,

(157円×40)+(78.5円×60)-6,280円+4,71P円-10,990円 ----- (C)

となり3),(b)と同一である｡また(C)式に,輸入額を加算し,輸出額を差引きし

たものが,(b)式になることは自明である｡すなわち

(157円×40)+(78.5円×60)+(157円×6)-(78.5円×12)-10,990円-(d)

これが予算制約budgetconstraintということである｡いまアウタルキー時の

消費量をxa,ya,貿易後の消費量をxb,ybとし,貿易後の価格をP" P,であ

らわすと,

Px･xa+P,･ya=Px ･xb+P,･yb -･.

となる｡また貿易均衡は次のように示せる｡

Px(xa- xb)-P,(yb-ya)

(5)

貿易均衡が保たれる限り,(5)式のように,貿易後の価格で評価した支出額は

同-である｡それにもかかわらず ｢貿易利益｣があると言える｡この貿易利益

とは何であろうか｡上述の説明では,輸入可能財Yの相対価格が,1:4から

1:2に割安になり,このY財の消費量が40単位から46単位に増加したことが

貿易利益の源泉である｡輸入可能財を前より低廉にかっより多量に入手し消費
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しうることが貿易利益であると,冒頭に述べた所以である｡だがこの反面,輸

出可能財の価格は騰貴 しその消費量は減る｡ したがって何が貿易利益であるの

かまだ的確にはわからない｡貿易利益は厚生 (効用)の尺度でしか正確にはと

らえられない4)｡(1)式の効用関数に立戻って精密に検討 しなければならない｡

それが以下の作業である｡

需要曲線

表1を忠実に描 くと図 1のようになる｡Y財について言 うと,D,D;曲線

a:(円
)

0

7

0

5

2

1

(a) Ⅹ

財(輸出可能財)

xr x

bi! 7-48 60
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が市場にあらわれる需要曲線である｡或る財への需要量は価格が下がるにつれ

増加するから,図示のように右下り (減少関数)の需要曲線が描ける｡こうな

るのは,或る財の消費量が増えるにつれ,その限界効用は逓減すると仮定して

いるからである｡

需要曲線の傾斜 (slopeorgradient)の緩急がしばしば重要な意味をもつ｡

経済学ではこれを弾力性 (elasticity)という概念でつかむ.価格Pがわずかに

(例えば1%)低下したとき需要量かが何%増えるかという関係を需要の価格

弾力性といい, 77という記号であらわす｡

叩--筈 / 筈

ただし-がっいているのは,減少関数であるので予め-を付けておき, 符を正

の値として示すためである.ここでPが1%低下したときDが1%以上増える

ならばPXDという需要額は増加する.こういう場合を需要が弾力的 (elastic)

であると 言う｡

消費者余剰 C.S

部分均衡図では消費者余剰consumer'ssurplus(C.S)という概念を用いて

貿易利益を示すo図1(i)のD,D;需要曲線に沿ってこの財消費の限界効用が逓

減している.市場価格がAの高さに決まるとしよう｡縦軸に近い最初の消費一

単位については,OD,という高い限界効用を感ずるのにOAという価格っまり

貨幣支出をすればよい｡その貨幣支出のもっ限界効用よりもD,Aだけの効用

の余剰が得られる｡これを消費者余剰C.Sという｡ このC.Sは消費量が増える

につれ単位当りにつき減少して行き,Paにおいてゼロになる｡つまり,財消

費の限界効用-貨幣支出の限界効用となる｡そこでこの場合のC.Sの合計は三

角形D,APの面積になるのである｡

部分均衡園の一般均衡分析化

図1を部分均衡図というのは,Y財 (Ⅹ財についても同様)の需要量yはそ

の財の価格P,のみに依存して変わると仮定しているからである｡だが本当は,

このY財とⅩ財をどれだけ,いかなる価格で,購入するかは,それぞれ独立に

決められるわけではなく,相互に緊密な関係にある｡ 1つは,両財購入に振り

向けうる経済全体の所得という予算制約がある｡もう1つは,貨幣1単位 (1

円)のもっ限界効用が等しくなるように所得が各財の購入に配分されねばなら
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ない｡ということは,上述のように,各財消費の限界効用がそれぞれの財の価

格に等しくなるように,支出配分をすべきであるということである｡そうすれ

ば各財について得られ るC.S,したがってそれらの合計としての経済全体のC.

Sが最大になるのである｡既述の(1)式たる効用関数にしたがって,総効用uを

最大にするということは,部分均衡図では,上のように,一定の所得を貨幣の

限界効用が均等になるように支出して,各財のC.Sを最大にすることによって

達成される｡このことによって複数の部分均衡図を一般均衡分析化することが

できるのである｡

貿易均衡

さて図 1において,アウタルキー時の均衡点 (手持量)はY財はP点,Ⅹ財

はp点であった｡貿易が開始され,貿易均衡に達すると,輸入可能財Yについ

ては,価格がA点からB点へ下がり,需要 (-消費)量がy点からy'点へ増え

る｡このyy'量 (6単位)が輸入量である｡その輸入価格はOB(157円)で

あるから,輸入額は面積⑦となる｡

他方,輸出可能財Ⅹについては,価格がa点からb点へ上がり,需要 (-潤

費)量が,x点からx′点へ減る｡このxx′量 (12単位)が輸出量である｡そ

の輸出単価はOb(78.5円)であるから,輸出額は面積㊥ (四角形rx′xn)で

ある｡輸入額⑦-輸出額㊥となるところまで為替相場や貿易取引が調整される

わけであるが,この貿易均衡が達成されれば,予算制約は満たされる｡すなわ

ち,

(OBXOy)+(ObxOx)-(OBXOy′)+(ObXOx′)

これは既述の(5)式にはかならない｡また⑦-㊥が既述の(6)式である｡

第 1種貿易利益

要するに,最初の手持 (消費)量を貿易を通じて組合わせを変えることによっ

て,或る利益っまり満足の増大が達成できるのである｡その利益は消費者余剰

C.Sであらわされる｡図 1(i)に見られるように,輸入可能財Yについては,ア

ウタルキー時のC.Sは三角形 D,APであった｡それが貿易後には三角形D,BR

となり,①+④ だけのC.Sの増加を釆たす｡だが図 1匝)のように,輸出可能

財Ⅹについては②+⑧ だけC.Sが減少する｡そこで (①+㊨)>(②+⑧)な

らばC.Sのネットの増加があるということになる (設例ではそうなる)｡ この

消費者余剰の純増加額が貿易利益である｡ただしこれは単純交換の部分均衡分
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@ - り～協
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■′-AxAy注 : (ら-口ABNP

, ④-APNR②-□bATnT･,

⑨-△rmP⑦-□NQCR

④'-△rPn㊥-□rcQn

図2折に基づくものであるから, ｢第 1種貿易利益｣と呼び,他

の方法による場合と区別す

ることにしよう｡消費者余剰が (①+④)>(②+②)となることについては

フォーマルな検討を必要としよう｡一応の証明は次のとおりである｡図2のよう

なレファレンス･モデルを作る｡dD線は輸入可能財Yと輸出可能財Ⅹとに共

通な需要曲線である｡それは右下がりで,限界効用逓減を仮定する｡かっ正常

な価格弾力性 (或いは右下がり傾斜)をもつものとする｡貿易前の価格は両財

ともOAで同一であり,かつ需要 (消費)量も0Qで同一であるとする｡つま

り全 く類似の二財をレファレンスとして仮

定するのである｡さて貿易が開始されると輸入可能財Yの価格は△Pyだけ

下がり,その需要量は△yだけ増す｡それが輸入量である｡輸入額は貿易後の

均衡価格で評価すると面積⑦となる｡他方輸出可能財Ⅹの価格は△Pxだけ騰貴

し,その国内需要量は△xだけ減るが,これが輸出に向けられる｡そこで輸出

額はやはり貿易後の均衡価格で評価すると面積㊥(斜線を引いた全域)となる｡そしてこの輸入
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額⑦と輸出額㊥とが一致し,貿易均衡に到達するよう両財の価格と需要量が調

整されるのである｡

図から明らかになるように,好財の価格は下がるのに¥財の価格は上がるの

であるから,⑦-㊥になるためには,(i)需要量変化分は△y>△Ⅹとなる｡(ii)

価格の変化分は△P,>△Pxとなる｡輸入可能財Yでの消費者余剰の増分は□A

BNP(or①)+△PNR(or@)であり,他方輸出可能財Ⅹでの消費者余剰の減

少分は,□bAmr(or②)+rmP(or③)である｡ したがって,(l)と(ii)は輸入

に伴う消費者余剰の増分の方が輸出に伴うその減少分を必ず上回ることを保証

しているのである｡

すなわち,限界効用逓減が妥当し,両財の需要曲線がともに右下がりの正常

な弾力性をもっ限り,貿易によって,消費者余剰の純増加という利益が発生す

る｡こう結論してよいのである5)｡

繰返すことになるが,消費者余剰が必ず (①+④)>(②+⑧)となる条件は

こうである｡

(1)貿易前 ･後を通じ同一貨幣所得額が支出されるというbudgetconstraint

が保たれ, 輸入額⑦-輸出額㊥となる｡

(2)輸入可能財は価格が低下し需要量が増えるので消費者余剰C.S,は増加す

る｡他方,輸出可能財は価格が騰貴し需要量が減るのでその消費者余剰C.Sx

は減少する｡これは両財につきともに限界効用は正でかつ逓減し,需要曲線は

右下りとなると仮定するからである｡需要の価格弾力性 (叩yと77x)に相違が

あってもかまわない｡需要曲線が右上りといった不正常なものでない限り,か

まわない｡

そこで,貿易均衡を保つ一定額の輸入 (図2の⑦のごとき)をするために増

すY財の需要はその総限界効用が価格低下につれ増加 し,消費者余剰C.Sy は

増加する｡もう1回⑦と同額の輸入額が増すように作図してみよう｡そうする

とC.Syはさらに増加する｡ただし第 1回目のC.Sy の全消費者余剰に対する割

合よりも第2回E]のそれは小さくなる｡これは限界効用逓減のせいである｡

他方,貿易均衡を保っ一定額の輸出 (図2の㊥のごとき)をするために,価

格騰貴につれ需要量を減らすと,Ⅹ財需要 (消費)の総効用は減少し,消費者

余剰C.Sxが減少 する｡もう1回㊥と同額の輸出額を増すように作図してみよ

う｡そうするとC.Sxは さらに減少する｡のみならず減少率はますます大きく
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なる｡

したがって,輸入価格が低下 し輸出価格が増加するほど,つまり交易条件が

自国に有利化するほど,またそれにつれ均衡貿易額が大きくなるほど,プラス

のC.S,は次第に増加 し (逓減する増加率ではあるが),逆にマイナスのC.Sxは

次第に減少 (逓増する減少率で)する｡したがって (絶対値で言って),C.S,

>C.Sxという状況が必ずや生まれてくる｡

このことは,交易条件が自国に有利になればなる程,そして均衡貿易額が増

大すればするほど,貿易利益っまりC.Sy-C.Sx>0はますます増大することを

意味する｡

またこのことは,両財の限界効用は正であるが,その限界効用は逓減するの4

で,両財の限界代替率は逓減するという仮定, したがって次に検討する無差別

曲線の凸性 (strictlyconvex)ということと対応するのである｡

Ⅳ 軍純交換の純粋分析

純粋分析とは

これから以下において概説する,そして国際経済学の主流である純粋理論

(puretheoryofinternationaltrade)というものの枠組はこうである｡す

なわち(i)当初から二財をペアとして (別々にでなく)分析の対象にする.(ii)貨

幣単位であらわした諸財の絶対価格と限界効用ならびに為替相場を用いない｡

代りに交易条件 (termsoftrade)を重要な変数として用いる｡(ih)1つの国

の経済均衡, 1つの国の立場から見た輸出入均衡を保証する交易条件が描き出

されるOそして最後に,(iv)そういう2つの経済が対置され,両国間に輸出と輸

入がどう具体的に決まるかが問われる｡

簡約 して言うと,貨幣ぬきの二財の数量的交換の分析ということが ｢純粋｣

という意味であろう｡そしてそれは絶対的比較でなく,すべて比較的に比較す

るというリカードの比較生産費と直結する体系になるのである｡

そこで上の(i),(止)をもう少し補足しておきたい｡

(i)当初から二財をペアとして分析の対象とするのであるから,消費について

は二財の選択 (choice)とか選好 (preference)という問題になる｡そこでは

何らかの単位 (たとえば貨幣単位)ではかった効用の絶対的 ･基数的 (cardin一
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al)大きさが問題ではなく,効用の大小の (選好の)順序づけができさえすれ

ばよいということになる (序数的ordinal性格)｡これが無差別曲線 (indiffer-

encecurve)の基礎理論となる｡他方生産について.は,二財への資源 (生産要

秦)配分の選択という観点がとられる｡それが機会費用 (opportunitycost)

という考え方である｡これも何らかの単位 (たとえば貨幣単位)ではかった絶

対的コストが問題なのではなく,2つのオールターナティブな活動機会につい

てのコストの比率っまりコストの大小関係だけが重要だと見るのである｡機会

費用も1つの選択理論であるわけである｡

(也)交易条件 (termsoftrade)が重要な役割を涜ずる｡売 りと買い,或い

は輸出と輸入といった交換について,その等価を保証する (成立させる)数量

的交換比率のことである｡すなわち,いま輸出額-輸入額 (貿易均衡)の下で

は次式が成立っ｡

輸出単価epx輸出数量eq-輸入単価IpX輸入数量･q (i)

この(i)式が成立しているならば,それを前提にして･数量的交換比率 q/軒 ~
これが本来の交易条件である- と,分子にとるものと分母にとるものとを

入れかえた価格比率 (あるいは相対価格)ep/Ipとが等 しいことがわかる｡

すなわち,

ep_lq

▲p eq
(也)

この価格比率ep/ p̀も通常交易条件と呼ばれるのであるが,それは数量的交換

比率Eq/eqの代理変数にすぎないことに注意されたい｡価格比率をIp/epとお

き代えると,それは数量的交換比率Eq/eqの逆数になることはいうまでもないo

また以下の図形分析においては数量的交換比率のみが表現され,価格比率は陽

表的にはあらわれてこないのである｡

ところが純粋分析の諸方程式においては価格比率を用いる｡だがそこで2つ

の注意が必要である｡1つは,あくまでep/Epという比率が問題 なのであっ

て,epとlpのそれぞれの絶対値は重要でなく意味をもたないということである｡

もう1つは,輸出額-輸入額という貿易均衡 (或いはより一般的に言えば交換

の等価)を前提してのみ価格比率が意味をもつということである｡ということ

は数量的交換比率にしろ,価格比率にしろ,交易条件というものは貿易均衡の

成立,より一般的に言えば,収入-支出という予算制約 (budgetconstraint)

-33-



駿河台経済論集 第2巻第2号 (1993)

を前提とし,かつそれを実現しているということである｡事実以下の図型では,

交易条件線は予算線であり,かつ貿易均衡線 (貿易三角形のように)である｡

われわれが貨幣価格アプローチにおいて為替相場調整によって貿易均衡化が達

成されるとした複雑なメカニズムが,純粋分析では均衡交易条件への到達とい

う一事によって説明されるということになるのである｡

貨幣価格的アプローチと純粋分析のそれぞれに利点と欠点が見出される｡究

明すべき問題に応 じてより適切な方を選ぶのがよい｡ただ両者の関係を矛盾な

く橋渡 しすることが必要であるが,それが必ずしも容易ではないのである｡

無差別曲線 indifferencecurve

消費者が二種類の財を消費するとき,消費者の効用水準比は,二財の消費量

xとyに依存する.この効用関数utilityfunctionを,既述のように,

u-I(x,y)

とあらわす｡ただし効用弘はより高い水準かより低い水準かという序数値であっ

て基数値ではない｡

この効用関数は図3のような無差別曲線群として描き出される｡消費の噂好

(taste,preference)とかパターンを示すものである｡その内の 1つの無差別

曲線Ulを取り上げよう｡A点で,x量とy量の組合わせ消費をするとUlなる水

準の効用が得られるOこれと同じ水準の効用は点 Cのように曲線Ulの上の他の

組合わせ消費からも得られる｡A点とC点とが効用において優劣がなく無差

別であるという意味から,無差別曲線と名づけられているのである｡

無差別曲線は原点に向って凸 (convex)型であることが 1つの重要な特性

である｡その原因は,既述のような効用関数の特性にある｡つまり各財消費の

限界効用は正であるが,逓減することと,両財の限界代替率は逓減することと

に,基づくのである｡

もう1つの制約がある｡無差別曲線U,よりもU2の方が,効用水準が高 く,

preferableであることを示す｡たとえばA点よりも点aはより高い水準の効用

をもつ｡このためには何本かの無差別曲線はお互いに交わってほならないとい

うことになる｡交わる場合にはどちらの曲線がより高い効用水準をあらわすの

かわからないということになるからである｡

交差しないということを保証するために,図示のような,homothetic(相

似拡大的)な無差別曲線群が通常描かれるようになった｡これを用いると,両
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x P M
X

図3

財への需要の所得弾力性がともに1であるといった,分析上の便利さが得られ

るからである｡

他方,無差別曲線が相互に交差しないにしても,需要が一方の財に著しく偏

るといった非正常な場合には,窮乏化成長のごとき逆説的ケースが発生すると

指摘されている (後に再論する｡)

次に均衡消費点がどう決まるかを明らかにしてみよう｡分析の現段階では両

財への支出所得と,両財の価格比率が与えられたならばと仮定して (実は経済

全体のフル均衡を見る段階ではそれらは所与でなく,体系の内部で決まるので

あるが)考えるのがよい.この両者は図3のMN-予算線によってあらわされ

ているごとさものであるとしよう｡予算線の傾斜すなわち0Ⅳ/0〟は数量的

交換比率である｡いまOM-Ⅹ財の120単位,ON-Y財の80単位とすれば,

oⅣ/o〟-÷/1となるoこれはY財の2/3単位とⅩ財 1単位とが等価で交
換されることを意味する｡価格比率であらわすと次のようになる｡つまり,Y
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財の価格P,を 1とおけば,Ⅹ財の価格Pxとの価格比率 は,Px/ P,-

‡/1となるのである｡
この経済の全所得をⅩ財の購入だけに支出すればⅩ財の0〟量 (120単位)

が買える｡逆にY財だけの購入に振り向ければ0Ⅳ量 (80単位)が買える｡そ

ういう意味で〟Ⅳ線は,Ⅹ財またはY財ではかった,支出所得額をあらわす｡

と同時に〟Ⅳ線上のいかなる点も同一の所得額である｡たとえばA点でのⅩ財

のOx量とY財のOy量とを,〟Ⅳ線の傾斜という数量的交換比率を用いて換算

すれば,Ⅹ財のOM,或いはY財のONという同一の所得水準になるからであ

る｡すなわち〟Ⅳ線は等所得線でもある｡これだけの所得を支出してもよいと

いう制約条件を示しているので予算線 (budgetline)とも名づけられている

のである｡

さて話を本筋に戻すと,予算線MNに無差別曲線の1つULが外接するA点

に均衡 (最適)消費量が決まる｡けだし所与の支出可能所得と財価格比率 (両

者が〟Ⅳ線で示される)の下でA点での消費が最高の効用 (或いは厚生welfare)

水準を達成させるからである｡最高の効用水準というのは,たとえば点2とか

点3の購入も所与の制約条件の下で可能であるが,そうすることによって実現

できる効用水準は,無差別曲線Uoの示すように,A点よりも低い水準になる｡

他方,〟Ⅳ線より上側の消費点,たとえば無差別曲線U2の上の点aは,より高

い厚生水準を与えるのであるが,それは制約条件から見て達成可能ではないの

である｡

なお,制約条件たる〟Ⅳ線の傾斜 (価格比率)とその位置 (支出可能所得水

準)が変れば,それに応じて均衡 (最適)消費点が変ってくることはいうまで

もない｡これが後の貿易利益の問題に他ならない｡

無差別曲線群によって消費パターン,選好システムを示す方法についての,

2つの困難を指摘しておきたい｡第 1は,われわれは多数の個人から成立っ社

会的 (Community)無差別曲線群を描き出さねばならない｡一個人にとって

は,相互に交わることのない無差別曲線群が求めうるとしても,消費パターン

の異なる複数の個人の無差別曲線がコンシステントなものとして合成できる保

証はないのである｡そこで次のように言われている｡すなわち,交差しない社

会的無差別曲線群が導けるためには,(a)二財の消費量の組合わせは,二財の価

格比率のみに依存し,所得水準が変っても価格比率が不変ならば変らないこと
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(同次の無差別曲線であること)｡さらに(b)各人が同一の所得をもっているか,

または(C)各人が同一の噂好パターンをもっているか｡この3条件のうち,任意

の2つが同時に満たされねばならないと言うのである｡ここではこの間題には

深く立入らず,交差しない社会的無差別曲線群が描きうるものとして論を進め

ることにする｡

もう1つの困難はこうである｡図3のごとき消費パターンのマップは,稼い

だ私的所得の全部がⅩ,Y2財に私的に消費支出されるとして描かれている｡

ところが関税を一方の財に課すると,関税収入分だけ支出可能私的所得は減り,

その分だけ所得が公的部門へ トランスファー (一方的一無代価一価値移転)が

生ずる｡これをどう取扱ったらよいであろうか｡従来は,(a)いったん公的部門

へ トランスファーされた関税収入はそっくりそのまま私的部門へ戻されると仮

定した｡或いは(b)公的部門も私的部門と全く同じ消費パターンをとると仮定し

た.このいずれかを仮定することによって所与の消費パターン･マップはいさ

さかも変容をこうむらないものとして関税の効果を検討 してきた｡ しかしかか

る取扱いは非現実的である｡さらに,たとえば補助金が国内生産者に与えられ

る場合には,関税とは逆に,公的部門から私的部門へのトランスファーが生C,

私的部門の支出可能所得が増加することになる｡これをどう取扱うべきであろ

うか｡また補助金の効果は関税の効果とは違ったものになるはずであるが,そ

の正確な比較分析を,私的部門からだけで成立っている所与に無差別曲線群と

いう道具によって,果たして十分に行いうるであろうか｡こういう問題をいだ

くのである｡

単純交換

既述のように,生産の調整をすることなく,単に手持ちのⅩ財をいくらか市

場に売りに出し (或いは輸出し)代りにY財を買ってくる (輸入する)という

交換をすることを単純交換という｡手持量を組み替えることによって或る利益

が得られるからである｡

いま自国はA点で,Ⅹ財のOx量とY財のOy量を手持ちしていて,市場に臨

んだとしよう｡市場ではPP'線なる交易条件が成立したとしよう6)｡ この均衡

交易条件はアウタルキー時の相対価格 (九州線のスロープ)にくらベY財が割

安に,Ⅹ財が割高に変ったことを意味する｡そこで,Ⅹ財を輸出しY財を輸入

するという貿易へのインセンテイヴが与えられる｡そういう貿易 (交換) は,
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均衡交易条件PF線がより高い厚生を示すもう1つの無差別曲線U2と接するC

点が貿易後の消費点になるように行われる｡つまりⅩ財のAl量を輸出し代 り

にY財をCl量だけ輸入するのである｡この三角形CIAを,貿易三角形trade-tr

iangleと言う｡これによって貿易均衡 (輸出額-輸入額)が達成される｡

いまアウタルキー時 (A点)での消費量をxa,yaで,貿易後 (C点)での

消費量をx… ycで,また貿易後の価格をP" P,であらわす｡そうすると先ず,

Px･xa+P,･ya-Px･xc+P,･yc･.･････････.････････-=･.‥=･.I.I (5)

となる｡これはA点とC点とはPF なる所得線上にあるから,貿易後の価格

ではかって同一所得支出額であり,budgetconstraintをみたしていることを

示す｡ ･

次に,輸出量は (xa-xc)であり,輸入量は (yc-ya)であるから, これを

貿易後の価格で評価すると,輸出額-輸入額となる｡すなわち

Px(xa-xc)-P,(yc-ya)

つまり,部分均衡図による単純交換の結果と全く同じになるのである｡

第2種貿易利益

単純交換から得られる貿易利益は,一般均衡純粋分析によると,結局次のよ

うになる｡すなわち,貿易後の価格 (交易条件)ではかって,アウタルキー時

と同じ支出をするのであるが,Y財の相対価格がアウタルキー時よりも割安に

なるならば (っまりMⅣ線よりもPP+線の方がより急傾斜になるならば),Y

財を輸入すること (そしてその輸入額をカバーするようにⅩ財を輸出すること)

によって,より高次の無差別曲線上の消費をすることができるようになる｡つ

まり国民的厚生を高めうる｡これが第2種貿易利益'である7)｡

第2種貿易利益が必ず獲得できる条件はこうである｡(1)輸入可能財の相対価

格が以前よりも割安になること (逆に言えば輸出可能財の相対価格が割高にな

りより高 く売れること)｡これを交易条件が自国に有利化するという｡したがっ

て交易条件がより大きく有利化するほど,第2種貿易利益はより多くなる可能

性がある｡(2)輸出額-輸入額という貿易均衡が達成されること｡(3)無差別曲線

群が原点に向って凸型であること｡

この無差別曲線の凸性は,既述のように,各財消費の限界効用は逓減すると

の仮定に基づく｡ したがってこの仮定が満たされる限り,第2種貿易利益が必

ず得られるということになる｡
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無差別曲線群が非正常な場合が生じうるであろうか｡所得水準が上がっても

かえって需要が減る劣等財inferiorgoodsとか,価格が下がると需要がかえっ

て減るというGiffengoodsとかがあると言われる｡そしてそれらが経済成長

がおこってもかえって厚生を低めることになる窮乏化成長immiserizinggrowt-

h8)の原因になるとも言われる｡しかしここではそういう例外的ケースは考慮

外におくことにする｡

もう一つ注意しておくべきことがある｡第2種貿易利益はあくまで効用utility

とか厚生welfareという尺度,しかも序数的尺度でしか表現 しえないことであ

る｡部分均衡分析における消費者余剰のように貨幣額で基数としてあらわすこ

とはできない｡貨幣所得は貿易前後を通じ不変であると前提されている (既述

(a)式-(b)式-(C)式)｡

Ⅴ 部分均衡と一般均衡の対応関係

財別支出額曲線

部分均衡分析による第 1種貿易利益は消費者余剰C.Sという貨幣額で表現で

きる基数的な効用の純増加であるのに,一般均衡純粋分析に基づく第2種貿易

利益は無差別曲線のより高次なものへの移行という,序数的な効用ないし厚生

の向上として示される｡このような表現ないし尺度の違いはある｡ しかし,両

者とも各財消費の限界効用は逓減するとの同じ前提に立脚 している｡したがっ

て両者は密接な対応関係にあり,結局同じことではないかと思われる｡そこで

両分析をコンシステントに関連づける方法がないものかが,究明されねばなら

ない9)0

その分析道具が図4に示すごとき財別支出額曲線 (E曲線)である｡或る財

(Yとせよ)-の総需要量がOyの場合には,それを購入するに要する支出額は

Py(-01)であることを示す｡その単位価格はOA線の傾斜で示される｡OE

曲線は財別総需要曲線である｡先の図 1で需要曲線が右下りになるのは,消費

の限界効用が逓減することを背景においていた｡このことを想起すると図4の

OE曲線を (財別)総効用曲線とみなしてよいわけである｡

いま,単位価格がA線からB線に低下したとしよう (輸入可能財Yの場合

にそうなる).そうすると需要 (消費)量は△yだけ増え, この財への支出額
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x y y'
} ゝ ｢′ ′
-Ax +Ay

図4

19
は△孝だけ増えることになる.

図4のOE曲線は輸入可能財Yと輸出可能財Ⅹとに共通な財別支出額曲線で

あるとしよう.またアウタルキー時の消費量はともに0)′であり,価格 もとも

にOA線の傾斜であるとしよう｡

輸出可能財では貿易が始まると価格が騰貴する｡A線からb線へ変ったとし

よう｡価格騰貴につれⅩ財の需要 (消費)量は-△xだけ減り, またⅩ財への

支出額は-△Ixだけ減る.いま△1,と△Ixが等 しくなるように貿易取引が調整

されれば,輸入額-輸出額という貿易均衡が達成され,budgetconstraintは

満たされる｡

無差別曲線の導出

図5を見よう｡その第2象限に輸入可能財Yの支出額曲線旦 (図4で求めた
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Ⅹ財に支出されればEx曲線上のAx点 (第4象限)が決まり,Ⅹ財のOx量が購

入され消費される｡このOx量と0)′量の消費というのは,第 1象限のA点には

かならない｡

第3象限のIxI,線上でa′点に支出割合が変わる (Ⅹ財への支出を増 しY財

への支出を減らす)ならば,それに応 じて,Ex,E,曲線上の ･点が決まり,

第 1象限にA′点が求められる｡このようなA点とかA′点の軌跡が無差別

曲線UJにはかならない｡同一所得制約線IxI,の上での a点からa′点への支出

割合の変化であるから,△Ix- △I,-0となり,budgetconstraintが保たれ

ることはいうまでもない｡

ところで,Ex,E,曲線というのは各財への総需要のスケジュールであると

ともに財別総効用の変化を示すものであった. したがって無差別曲線上のA

点とかA′点とかは,一方の財から得られる総効用の減少分と他方の財から得

られる総効用の増加分とがちょうど等 しく,両財合計の総効用は同一であるこ

とを示す｡それ故Ulを無差別曲線というのである｡

以上のようにして無差別曲線を導出しうる｡また2つの部分均衡図 (図 1)

は,財別支出額曲線 (図4)とbudgetconstraintとを媒介として,導かれた

一般均衡純粋分析 (図5の第 1象限であり,それは図3でもある)とコンシス

テントなものであることが明示されるのである｡コンシステントになりうるの

は,財別限界効用は正ではあるが逓減するとの同一の仮定に立脚 しているから

である｡

ところで第2の,より高次の無差別曲線U2(図5)はどうして描かれるのか｡

たとえばU2無差別曲線上のB点は,より大きい所得水準たる/I/,線 (第 3象

限)上のb点に対応する (E"E,曲線上では○点)｡C点についても同様であ

る｡このことを注意 しておきたい｡このことが次の貿易利益の解釈について重

要な意味をもっのである｡

貿易利益再論

既に図3で説明したことであるが,第 2種貿易利益を図5の第 1象限につい

て繰返せばこうである｡アウタルキー時の手持量 (-消費量) はⅩ財のOx量

とY財のOy量というA点であった.このA点でPlなる相対価格線 (これも

交易条件と言う)p-Px/P,が無差別曲線U,と接 しており, この条件下で最

高の厚生を達成 していた.ここで貿易 (単純交換)が始まり,P2線のスロー
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プに交易条件がきまり,P2線が無差別曲線U2に接するC点に貿易後の消費点

がきまる｡P1線からP2線への交易条件の変化 (自国にとっての有利化) は輸

出可能財Ⅹの価格鳥が上がり,輸入可能財Yの価格P,が下がったことを意味

する｡そこで3A量のⅩ財が輸出され,代りにC3量のY財が輸入されて,輸出

額-輸入額なる貿易均衡が達成される.またA点とC点は同一所得線P2の上

にあるからbudgetconstraintも満たされる｡

さて貿易利益は,A点が極大効用uAであるUl無差別曲線から,C点がより高

い極大効用ucであるU2無差別曲線へ移ったことである｡つまり効用水準或い

は厚生がuAからucへ序数的に高まった (よりpreferableなものになった)の

である. しかしかかる貿易利益は効用 (厚生)というタームでしか表現 しえな

いことに注意しなければならない｡

貿易 (単純交換)により効用水準が高まる原因は,交易条件が有利化 し,

budgetconstraintの下で,均衡交易条件線がより高次の無差別曲線と接する

点が求まることである｡そうなる原因をさらにさかのぼると,効用関数 ((1)式)

の性格が各財消費の限界効用は正,しかしその限界効用は逓減する,また二財

の限界代替率は逓減する, したがって無差別曲線は原点に向って凸になるとい

うことがリマインドされねばならない｡

ところでUl無差別曲線は,図5の第3象限に示すように,IxI,線なる一定の

貨幣所得額を,両財の購入に種々の割合で支出することによって描き出された｡

同様に,Ulよりも高次な無差別曲線抗 は,より多い貨幣所得額を示すIxI:線

に対応して描かれた｡だがA点とC点は,budgetconstraintにより,同一の

貨幣所得額 (数字例では11,000円)の支出によって購入できる消費組合せ量な

のである｡だとするとIJ,線は何を示すのであろうか｡それはIxI,線にくらべ

貨幣所得額が増加 したことをあらわすのではない｡それは効用水準uが高まっ

たことを示すにすぎない.それ故Ixl',を効用所得線と名づけたい｡また以上の

説明がわかりにくいと感ずるならば,初期のIxI,線も,説明の便宜のため貨幣

所得といったが,もともと効用所得を示すものであると解釈し直せばよいので

ある｡

支出貨幣所得が変らないにもかかわらず効用水準が高まるというのは不思議

だと言われるかもしれない｡それが交換を通じて,消費組合わせ量をres吻ffle
q

すると生まれるという貿易利益なのである10)｡いわば貿易することによって与
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えられる一つの ｢天の恵み｣である｡同種の ｢天の恵み｣はもう一つ,技術進

歩ということから生まれる｡

部分均衡分析との対応関係を再検討してみようO輸入可能財Yの価格P,は

(図5),OA,線のスロープからOC,線のスロープへ緩やかになることに示され

るように,低下する (第2象限)｡逆に輸出可能財Ⅹの価格Pxは (第 4象限),

OAxからOCxへスロープが急になることに示されるように,騰貴する｡かかる

変化が,第 1象限でのP1線からP2線への交易条件の有利化にあらわれる.

新価格の下でyy'量のY財が輸入され,代りにx'x量のⅩ財が輸出され,輸入

額-輸出額となる｡

この間に,図 1で検討したように,価格が下がり消費量が増加した輸入可能

財Yにおいて(》+④なる消費者余剰の増加が生ずる｡逆に輸出可能財Ⅹでは,

価格が上がり消費量が減るので②+⑧なる消費者余剰の減少を釆たす｡前者の

方が後者より-も大きいので,貿易により,消費者余剰の純増が生ずる｡これが

第 1種貿易利益である｡

だがこの消費者余剰の純増ということは,より高次の無差別曲線への消費点

の移行という第2種貿易利益と全く同じことである｡けだしⅩ財のOx'量とY

財のOy′量なる貿易後の消費は,より高次の効用所得線IxI,の上のC点に到達

するからである｡

また同じ結果になるのは2種の分析方法が同一の効用関数 ((1)式)を用い,

かっbudgetconstraintを保っよう貿易均衡を達成しているからである0

Ⅵ 資源の最適配分

以下の課題

これまでは,自由貿易の利益を,貨幣的部分均衡分析と純粋一般均衡分析の

コンシステンシイを保ちながら解明するという課題のうち,畢純交換について

のみ取扱うことに了ってしまったoLかしこの単純交換は貿易利益の本質を明

確にするものとして重要であるo引績き以下では,生産側の調整をも伴うフル

交換による貿易利益を追求したい○そこでは貿易利益が単純交換の場合より大

きくなるがその本質は変りがないことが明らかにされるであろうo今度は前と

は逆に,純粋一般均衡分析から着手することにしよう0
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国民的生産活動

国民経済の生産活動とは,その経済がもっている所与の諸資源 (resources)

を用いて,最大の生産物価値つまり国民所得を稼得することである｡ただしこ

こで資源というのは労働 ･資本 ･土地などという生産諸要素のことであり,天

然資源という意味ではない｡それら諸資源をうまく組合わせて投入し,最適の

技術を用いて,種々の財を最大の価値をもつように生産するよう活動するのが,

企業 (enterprise)とか企業者能力であるが,それは陽表的には (経済主体と

しては)登場 しない｡企業は獲得できる利潤が極大になるように行動するとい

う形でのみあらわされる｡

先の単純交換と･の関連でいえば,そこで所与とされた ｢組合わせ手持量｣と

いうもの,或いは消費支出しうる国民所得が,いかにして最も能率的に稼ぎ出

されるかを明らかにすることが,生産側の問題である｡そしてこの稼いだ国民

所得を支出して,効用 (厚生)を最大にすることが,究極の目標になるのであ

る｡そういう状態が国民経済のfullequilibrium (フル均衡)である｡貿易を

行うと,そういうフル均衡条件を保ちながら,生産と消費の再調整を行っていっ

そう効用 (厚生)水準を高めることができる｡これがフル交換 (単純交換と区

別するためにこう名づける)としての貿易の利益である｡

生産関数

分析の出発点は生産関数-(productionfunction)である｡通常次のような

生産関数を用いる｡

X-F (K,L)

ここでXは算出量であり,KとLはこの財の生産のために投入される資本

の量と労働の量である (ただし方と上を実際にいかに定義するか,いかなる

単位でその大きさを計るかはむづかしいことであるが,その問題はここでは究

明しないでおく)0

(i)Lの投入を増やすとXの算出量が増す (もう1つの生産要素のKの投入

量は不変であるとき).っまり∂X/∂L>0 (或いはFL>0). この∂X/
∂上を労働上の限界生産力 (或いは限界生産物)と言うし,その限界生産量は

正であると仮定される｡

(ii)だが上の投入を次っぎに増加 していくと限界生産物の増え方は次第に少

なくなっていく.この関係を∂2X/∂L2<0 (或いはFLL<0)とあらわし,

-45-



駿河台経済論集 第2巻第2号 (1993)

限界生産力逓減と言う｡

以上のことは資本∬だけの投入を次っぎに増す場合にも同様である0

(H)だがLとク Kの投入量を同時に増す場合には問題が異な-て くる｡上の

(i),(ii)は成立 しており,それと両立 しながら次の関係が求められる｡すなわち

AhX-F (AK,AL)

これは h次同次 (homogeneous)関数である.つまりKとLの投入量を比

例的 にÅ倍すれば,算出量XはAh倍になるという関係を示 している｡そし

て

k-1の場合をconstantreturnstoscale(収穫不変)

h>1の場合をincreasingreturnstoscale(収穫逓増)

h<1の場合をdecreasingreturnstoscale(収穫逓減)

とそれぞれ名づけている｡

ニ財生産への資源配分

1つの国民経済は,総労働王と総資本元をもっており, これをⅩ,Yなる

二財生産に最適に配分 して,最も能率的に生産するものとしよう｡

生産関数は

X-Fx(Kx,Lx)
(7)

Y-F,(Ky,L,)

であるが,両者とも,限界生産力は正,限界生産力は逓減,収穫不変の関数で

あるとする｡

賃金率 Wは各部門での労働の限界生産物の価値と等 しくなるように決まり,

かつ両部門で均一になる｡

W-pxGixx)-pyG7,) (8,

同様に,資本 レンタルRは各部門での資本の限界生産物の価値 と等 しくな

るように 決まり,かっ両部門で均一になる.

R-Px莞 )-py覧 ) (9)

ただしPxはⅩ財の価格,P,はY財の価格であり,p-Px/ Pyという価

格比率ないし交易条件におきかえてもよい.またW-W/R (要素価格比率)
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とあらわす｡

さらに,

Lx+L,-L

Kx+K,-K
(10)

をみたすように,一国の労働賦存量 (endowment)王と,資本賦存量元 とが

すべて活用される (完全雇用される)ように資源配分がなされるものとする｡

完全競争が支配 していれば真上高が総費用と等 しくなるように決まる｡すな

わち

Px･X-R ･Kx+W ･Lx

P,･Y-R ･K,+W ･L, m

こ(卵犬態では,企業の収入 (単価×真上量)はすべて生産要素の報酬として支

払われるので,企業の利潤Jlは限界的生産においてゼロになる｡そこまで競争

が行われるとするのである｡ したがって,国民所得は資本への報酬と賃金総額

(wagebill)とで構成されることになる｡

付言するとこうである｡企業の収入から要素報酬 (-コスト)を差引いた残

りが,企業の利潤nである.つまり

JL-Px･X- (R･Kx+W･Lx)

n ,-P,･Y- (R･K,+W･L,)

である｡そこで

dnx/dX-0

dn,/dY-0

0_カ

u3

つまり生産量 (-販売量)を一単位増 してももはや利潤が増加 しないところま

で,企業は供給する｡そうすれば限界単位以前の量の供給から得 られる利潤総

額が最大になるからである｡

以上のことを完全競争というが,その条件が満たされれば,次式が成立す

る｡

Px･X+P,･Y-R ･K+W･L-constant 掴

ただしP= P,はこの段階では所与である｡この8射ま重要であるo Px,P,,

R,Wが貨幣単位であらわされているならば,貨幣生産所得はいかなるP"

P,の下でも､それに対応する最適資源配分が行われる限 り,常に一定であ

る11)｡常にconstantになるのは,一定の豆と-L がいっも完全雇用されるとす
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各最適資源配分点でのⅩ財,Y財それぞれの算出量がわかる｡このⅩ,Y二

財の最大生産量の組合わせを,Ⅹ,Yを座標とする別の図にプロットしたもの

が,図6のT7) 曲線である.これを生産可能性曲線 productionpossibility

curveという12)｡この曲線上では,その内部のいかなる点よりもより大量の,

最大の二財生産を可能にする｡しかしこの曲線を越えた外側での生産は可能で

はないのである｡

77′曲線が原点に向って凹型 (concave)であることに注目したい｡Ⅹ財

を増産するにはY財を減産しなければならない｡故に, 1単位のY財を減らし

たときもこ何単位のⅩ財が増産できるかという限界変形率はマイナス (負債)で

ある｡しかも,この負の限界変形率はⅩ財の増産が進むにつれ (絶対値が)逮

増する｡したがって生産可能性曲線は原点に向って凹型となるのである｡

なお,限界変形率が逓増するのは,各財の生産費は生産量を増やすにつれ逓

増するからである｡Ⅹ財を増産するにつれ限界生産費は逓増するのに,Y財を

減産するにつれその限界生産費は逓減する｡ためにY財の減産によるⅩ財の増

産は,限界変形率逓増にならざるをえない｡そこで各財の限界生産費は増産に

つれ逓増するというコスト関数が,ここで仮定されている生産関数と要素価格

の下で,矛盾なく導きうることが証明されなければならない｡後にそれを試み

たい｡

さて図6のTT′曲線のようにこの国の生産可能性曲線が描き出されたとし

よう｡A点に接線が描かれている｡この接線の傾斜が両財の価格比率p-PZ

∴ ~~ 二;-::,二 二 ∴ ___:__I:-:i-:.--;_二 二 十 ∴ _

B点では別の両財の価格がきまり,最大の貨幣所得額となる｡ しかもA点で

の所得額はB点 (その他TT′曲線上のいかなる点)でのそれと同額になる｡

これが先の0_4)式で

Px･X+P,･Y-constant

と述べたことである084)式の右辺が

R･JK+W･王-R (Kx+K,)+W (L,+L,)-constant

であることはボックス･ダイヤグラムで明示されている｡しかもボックス･ダ

イヤグラムの効率軌跡と,図6の生産可能性曲線とは完全に対応するので,上

の二式はイクオールである｡
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ここで強調したいのは,生産可能性曲線上の諸点は同一額の (貨幣)稼得所

得であるということである｡そうなるのは,一国経済の資源存在量王,元は

一定であり,それらが常に完全雇用 (活用)され,常に最適に配分されるとす

るからである｡

経済のフル均衡

図6のA点で経済全体のフル均衡が決まるというについては, ここでさら

に需要 (消費)側を追加しなければならない｡需要状況を既に説明した無差別

曲線群で代表させることにする｡そして生産で稼いだ所得を全部Ⅹ財とY射の

消費に支出するとしようoつまり,これまでの(7)一拍式という生産の方程式シ

ステムに,最初に用いた次の効用関数,

u-f (x,y)

Px xの限界効用

P, y の限界効用

と,生産所得-支出所得という次式

Px･Ⅹ+P y･y-Px･X+P ,･Y 摘

とを追加する必要があろう｡ただし小文字は需要 (消費)塞,大文字は生産量

である｡

いま図6で,無差別曲線の1つ Uが,たとえばA点で,生産可能性曲線と

外接するとしよう｡このA点がこの経済全体のフル均衡点である｡そこで最

大の所得が得られ最高の厚生が達成される｡各財の需要と供給は一致する｡労

働と資本は完全雇用の状態にある｡そして両曲線への接線たる価格比率はかか

るフル均衡を達成させるよう内在的に決定される (所与ではなく)｡ この価格

比率が後の開放体系における比較生産費の半分 (自国側)を形成することにな

る｡またこのようなフル均衡に対応して,やはり内在的に,要素価格比率∽-

W/Rも決まるのである｡

Ⅷ フル交換の貿易利益

第3種貿易利益

比較生産費の発生原因とか貿易均衡化メカニズムとかは省略して,自国が消

費側のみならず生産側をも調整してフル交換を行った場合の第3種貿易利益を
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p'puTP M

図7

X

〃

㌢

吟味してみよう13)｡

図7を見よう｡この国 (1国)はA点でアウタルキー状態にあった｡その

時の価格比率MN線は,外国 (2国)との比較生産費において,Ⅹ財が割安,

Y財が割高であったとしよう｡Y財を減産し,Ⅹ財を増産するように生産点を

Bへ移す｡B点での接線PF が均衡交易条件線 (-新予算線) となる｡ PF

の傾斜はA点におけるよりも,Y財 (輸入可能財)の価格P,が低落 し,Ⅹ財

(輸出可能財)の価格Pxが騰貴したこと,つまり交易条件がⅩ財に,したがっ

て自国に有利化したことを意味する｡それ故Y財の減産とⅩ財の増産が引起こ

されたのである｡均衡交易条件PP書線は無差別曲線 U3とC点で接する｡C点

が最適消費点である｡DB量のⅩ財が輸出され,代りにCD量のY財が輸入さ
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れて,輸出額-輸入額となり,貿易均衡が達成される｡CDβが貿易三角形で

ある｡これが生産調整をも伴うフル交換下の貿易均衡である｡

貿易利益はどれだけになったであろうか｡それはアウタルキー時のA点を

通る無差別曲線 Ulから,貿易後のC点を通るそれUSへ移ったことで表現され

ているような厚生水準の向上があったことである｡

交換利益と特化利益

いま補助線として,均衡交易条件線PF に平行に, A点を通るp〝p〝線

(それはC〝点で無差別曲線 U2と接する)と,無差別曲線 UlとC′点で接する

p'p'線を描いておこう｡

A点での手持量をもって国際市場に臨み,国際交易条件線p'p'の下で,

dA量のⅩ財を輸出し代りにC〝d量のY財を輸入する (それで輸出額-輸入

額となる)というのが単純交換貿易であった｡したがって無差別曲線 Ulから

t72へ効用水準が高まることが,第2種貿易利益であった｡これを交換 (exchange)

利益とも名づける｡

ところが生産点がA点からB点へというように調整される (これを輸出可

能財Ⅹへの特化specialization- ただし部分特化- という)時には,同じ

国際交易条件F の下で,DB量のⅩ財を輸出し代りにCD量のY財を輸入する

(それでやはり輸出額-輸入額となる)ことになる｡これがフル交換貿易やあ

る｡均衡貿易額は単純交換の場合よりも拡大する｡また貿易利益もU3無差別

曲線へ効用水準が高まることに示されるように単純交換の場合よりも大きくな

る｡t72からU3へ効用水準が高まった分を特化利益と称する｡

要するに,効用水準がUlからUaへ高まったことがフル交換の貿易利益 (第

3種貿易利益)であるが,それは2つの部分に分けられる｡1つはUlからtI2

への向上という交換利益であるが,これは既に解明した第2種貿易利益にはか

ならない｡もう1つはt72からUSへ効用水準がさらに高まった分であるが,そ

れが特化利益である｡

そこで,この特化利益がなぜ生ずるのか,またそれは効用水準の上昇なのか

それともそれとは違うものなのか,といったことがさらに追求されねばならな

いことになる｡私は特化利益も交換利益と同様に効用水準というtermでしか

とらえ得ないものであると解したい｡逆に言えば,生産側で特化により特別の

何らかの利益 (たとえば貨幣所得の増加)が生ずるわけではない,と断言した
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いのである｡けだし,強調してきたように,生産可能性曲線上のA点とβ点

では,稼得 (貨幣)所得は同額であったからである｡

それにもかかわらず特化により効用水準が高まるのはなぜであろうか｡A

点での最適極大生産はMN相対価格線に従って行うことである｡それをp″

p〝国際交易条件の下で行うのでは最適資源配分が達成されず,資源利用の浪

費 (waste)を釆たす｡この資源浪費を修正し,国際交易条件の下で最適配分

に遷した点がB点なのである.つまりA点からB点への移行は資源利用効率

(efficiency)の向上をもたらす｡

いま図7にA点を通る垂直線2-1を追加しよう｡輸入可能財YのAl量

の減産によって輸出可能財Ⅹの1B量が増産された｡ このⅩ財 lB量は輸出さ

れると国際市場で2-1量のY財の入手を可能にする｡したがってY財2A量

に相当する資源の節約が実現される.それが効用の尺度では無差別曲線のU2

からU3への上昇をもたらす｡つまり特化による資源の節約が効用水準の上昇

を可能にするのである｡

Ⅸ 生産調整の部分均衡分析

生産者余剰 P.S

貨幣的部分均衡分析に転じよう｡ここでは生産側調整の効果をproducer's

surplus(P.S)なる概念を用いてとらえようとする｡図8(i)を見よう｡供給曲

級 (-限界費用曲線)はSdのように右上りになる｡これは先の生産関数(7)か

ら導いた次のコスト関数をあらわしたものである｡すなわち

dC,(Y)-∂R･K,(Y)+∂W･L,(Y) は

資本と労働の限界生産物は正ではあるが,産出量の増加につれ逓減するので,

総コスト(C)と限界費用dCは逓増することになる｡

そこで価格がOAの水準にきまると,供給曲線SS′の下方部分っまり三角

形OPYの面積が総コストとなる.他方総頁上額は四角形AOYPの面積とな

る｡そこで供給曲線の上方部分たる三角形AOPなるsurplus(orrent)が発

生する.これをP.Sとマーシャルが名づけた｡ さらに価格がOBに下がると,

p.Sは三角形BOP になるから,③+①′だけのP.Sの減少を来たすことにな

るのである｡
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′S⑧′b パ n p′

② ⑧＼ ′W,@

α P {1
㊨

Sそこ こうである｡四角形ABNP (っまり③+⑦′+

⑦)+三角形Pった (図 1を参照

))｡そこでもしもC.S増分からP.Sの減少分を差引くと,残 りは伝)+(丑とい

うことになる｡ これだけが輸入可能財Yについて発生する貿易利益であるという

のが通説である｡同様に計算すると,輸出可能財Ⅹについては (パネル(ii)),③′(o

r三角形7Pn)+⑨′という貿易利益が発生することになる｡これはP.S増分

②+⑧+⑧′+⑨′からC.Sの減少分②+⑧を差引いたものである｡かかる

通説を第 4種貿易利益と

名づけておこう｡私はかかる通説が誤りであることを以下で論証したい｡結論的

に言うと,C.SからP.Sを差引いてはならない,それは利益の二重計算をしているという誤
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りを冒していることになるからである｡

先ずP.Sの性格について二つの解釈がある｡

1)SS′曲線に示される限界費用とは,生産要素 (労働とせよ)のサービス

のもつ労苦といった限界非効用であり,それが逓増すると解する｡この限界非

効用 (marginaldisutility)が受取る賃金率 (その貨幣額がもつ限界効用)

と等しくなるところまで労働するとみる｡そうすると輸入可能財Yについて生

ずるP.Sの減少分とは,非効用の減少であり,言いかえれば効用の増加にはか

ならない｡ したがってC.Sという効用の増分からP.Sの減少分を差引いてはな

らない｡差引計算することは利益の二重計算という誤りを冒していることにな

る14)｡むしろP.Sは計算に入れない方がよい｡前よりも少い非効用の支出 (坐

産)によっても,価格低下の故に,C.Sという効用の増加が得 られる｡それが

貿易利益である｡このように見た方が正しいのである｡

2)もう1つの解釈はこうである｡供給曲線の下方部分は生産要素に支払われ

た報酬つまり企業にとってのコストである｡供給曲線の上方部分たるP.Sは盤

産 ･販責を能率的に組織 し運営する ｢企業者｣の手に ｢利潤｣(或いはrent)

として帰属するものである｡だがこの解釈を採るとしても,企業者利潤は要素

報酬とならんで稼得国民所得となり,消費に支出されるわけである｡輸入可能

財Yについていえば,P.Sだけ少い所得を支出しても既述のC.Sが実現できる

のである｡だからC.SからP.Sを差引いてはならない｡そうすることは誤 りで

ある｡他方輸出可能財Ⅹについていえば,前よりP.Sだけ多い所得を支出して

も既述のC.Sの減少を来たすのである｡

もう少 し正確につめなければならない点がある.Oと示 した四角形ダブY
Ⅳは,Y財の生産減に伴う輸入額である｡これはⅩ財の生産増に伴う輸出額た

る㊤ (四角形nXXWp･)と同一にならなければならない｡それによって生産側

から生ずる貿易の均衡が達せられる｡また,0に相嘗する生産要素がY産業か

ら放出され,Ⅹ産業に転じ,㊤の所得を稼ぐことによって完全雇用が達成され

るのである｡

そこで先ず図8(i)を見るに,③に相嘗するC.Sは四角形月0ゾp'(157円×34-

5,338円)というY財の国内生産から稼得される所得を支出することによって

生み出されるものである｡①+⑦′に相嘗するC.Sは,Oという輸入額の支出

(それは㊤という 輸出額によって稼ぎ出された所得に等しい)によって生み出
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される｡㊦ (157円×6-942円)-㊨ (78.5円×12-942円) という貿易均

衡が成立 している15)｡ しかるに⑮なる輸入額を可能にする間に減少 したP.Sは

⑦′にすぎない｡それ故① (っまり三角形PP'N)なるC.Sが余分に生み出さ

れていることになる｡

単純交換の利益は台形ABRP(or③+a)+⑦′+④)であった｡フル交換に

なるとそれにもう1度⑦が追加され, (③+⑦+⑦′+④)+⑦ なるC.Sが輸入

可能財Yにおいて生ずる貿易利益となる｡

他方,輸出可能財叉'(パネル(a))においては,㊨ (っまり四角形 nXX p')

の輸出額を稼ぐ間に増加 した総費用は⑨である｡ したがって⑨′(つまり三角

形npp')だけの差額を生ずる｡この⑨′がⅩ財生産増による輸出に伴って生

ずるP.Sの増分である｡しかしそれは何らかの意味でも決して利益 (gain)で

はない｡むしろ既述のように,P.Sを非効用の増加すなわち効用の減少と見る

ことができる.そうすると,単純交換におけるC.Sの減少分は台形 bap7･(っ

まり②+⑧)であったが,フル交換になるとそれに⑨′を加えたもの,つまり,

(②+⑧+⑨′)なるC.Sの減少が輸出可能財において生ずるマイナスの貿易利

益であるということになる｡

ネットの貿易利益はC.Sではかって,

(③+①+⑦′+④+⑦)- (②+砂卜⑨′射@7

ということになる｡これが私が通説に修正をほどこした第5種貿易利益にはか

ならない｡

なお図1で検討した単純交換下の第 1種貿易利益にくら毒蒼と･輸入可能財
でのC.Sの増分が①だけ多くなり,輸出可能財でのC.Sの減歩分が⑨ ′だけ多

くなる16)06)-(参′の正値が特化に伴う資源節約に基づ く経済全体のC.Sの増

分である｡

Ⅹ 二種の分析のコンシスチンシイ

財別総費用曲線からの生産可能性曲線の導出

さてフル交換貿易について二種の分析 (貨幣的部分均衡分析と純粋一般均衡

分析)がコンシステントであることを論証 しうる段階に到達 した｡そのため先

づ2つの財別総費用曲線から生産可能性曲線を導出してみよう｡
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px･x+P,･Y-R (Kx+K,)+W(Lx+L,) -I.---･.I44)

この-定の稼得所得額を図 9の第 3象限にOIx-O I,なるIxI,直線で示す (こ

の線は稼得所得が全部消費に支出されるとするから,支出 (貨幣)所得線でも

ある)｡一定値の稼得所得線IxI,が与えられると,その上での両財への資源配

分がたとえばa点であると総費用曲線 C,(第 2象限)の上にA,点が, またCx

曲線 (第 4象限)の上にAx点がきまる｡そして第 1象限にA点が見出される｡

同様にIxI,線上のb点での資源配分であるとC,曲線とCx曲線上に各 b点が定

まり,第 1象限にβ点が決まる｡こうしたA点,β点--を連ねた軌跡が生

産可能性曲線 TT′にはかならない17)｡

IxI,線上のa点とb点では資源配分 (L" Kx,L,,K,)と要素価格 (R,

147)の複雑な変化が生 じている.それはEdgeworthボックス･ダイヤグラムに

おける効率軌跡efficiencylocus上の最適資源配分を背景におくものである｡

また常に完仝雇用を保ちつつそのように最適資源配分を変更するのであれば,

その稼得 (貨幣)所得額は上記0.4)式のように常にコンスタントになるのであ

る｡

かくて,Edgeworthボックス ･ダイヤグラムの効率軌跡から生産可能性曲線

を導出するという通常の方法によるものとコンシステントな TT 曲線を, コ

スト関数を基にし,財別総費用曲線と一定の稼得貨幣所得線とを媒介にして求

めうることがわかった｡前者の方法の前提とする生産関数から導かれるコス ト

関数を後者の方法は用いるというのであるから,コンシステントになることは

嘗然の結果であるといえよう｡

比較生産費の発生原因

国際分業の基礎たる比較生産費 (comparativecosts)の発生原因が二種の

分析方法の違いによってH一〇 (Heckscher-Ohlin)説とRicardo説 とに分かれ

ることが跡づけられる｡興味ある一つの論点であるので,付言 しておきたい｡

上述の純粋一般均衡分析によって導かれる生産可能性曲線は,Ⅹ財の生産関

数或いは投入係数factorproportionは両国に共通である｡Y財のそれはⅩ財

のとは違うがやはり両国に共通である｡この生産関数に従って,所与の要素賦

存量IL,豆を最適に二財生産に配分すれば一定の生産可能性曲線が求められ

る｡この時 (元/i)l> (元/i)n(ただし下添字は Ⅰ国とⅡ国を示す)であ

ると,両国の生産可能性曲線は違った形になり,比較生産費差を発生させる可
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能性をもつ｡(需要条件を入れなければ,比較生産費は確定しないが｡)これを

証明したのがRybczynskyTheorem18)である｡結局,生産関数は両国で同一で

あるが,財別factorproportionと国別factorendowmentproportionとがそ

れぞれ異なると,比較生産費差が発生しう■るとする｡簡約してfactorproport

ion原因論と言えよう｡

これに対して,われわれの貨幣的部分均衡分析では,財別総費用曲線C,Ⅰと

C,nとを図9の第2象限に描く｡ただしC,1の方がより急な上昇スロープであ

るとする｡他方第4象限にCxlの方がCxⅡより緩やかな上昇スロープであるよ

うに描く｡両国の稼得貨幣所得はともにIxI,線であるとして最適資源配分を

求めれば,違った形状のTT 曲線 (I国の方がⅩ財生産に偏った槙に長い形

になる)が措かれる｡(ここでも需要条件を入れなければ比較生産費は確定 し

ないが)｡不変生産費であって,総費用曲線が一定のスロープをもっ原点から

引いた直線の場合には,きわめて明瞭で,第 1象限に違ったスロープの右下り

直線として,両国の生産可能性直線がそれぞれ描き出される｡それがRicardo

の比較生産費の数字例の背景である｡

かくて次のことがわかった｡国別 ･財別にコスト関数っまり技術が異なるか

ら,比較生産費差が発生する可能性がある｡技術差原因論である｡Ricardoの

比較生産費発生原因論 がこれであったとして,Ricardo説とも言われる｡

しかしながら,これまでの努力によって,二種の方法によっても同じ生産可

能性曲線が導けることがわかった｡だとすると,H一〇説とRicardo説の相違

は,財別生産関数ないしコスト関数を,H一〇説では国別に違いがないとする

のに,Ricardo説ではそれが国別に相違するとしている一点にあると言えるの

である19)｡

他方,factorendowmentproportionL/Kの国別差とか,大小国といっ

た国のサイズの差とかは,われわれの稼得貨幣所得 (IxI,級)の大きさに差

をもたらすことになる｡

フル交換の貿易利益

さて図9は,以上のようにして導いた生産可能性曲線TT′に,先の図5で

導いた無差別曲線群,UI,U2,U3--を追加すれば,完成する｡ただし消費点

をCではなくEという記号に変えてある｡

A点はアウタルキー時のフル均衡状態を示す｡A点で生産無差別曲線TT′
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と,無差別曲線の一つたるUlとが外接している｡それ故稼得所得と消費への支

出所得は同一である｡この貨幣所得額が第 3象限にIxI,線として示されてい

る｡

アウタルキー時の生産量-消費量はⅩ財のOx量とY財のOy量である｡そ

れは,Cx(総費用)曲線とEx(総需要)曲線が交わるAx点でのⅩ財の量であ

る (第4象限)｡同様にY財についてはA,点 (第 2象限)の量である. OAx

直線 (描いてない)のスロープがⅩ財の価格P,杏,OA,直線 (措いてない)

のスロープがY財の価格P,を示す｡そしてPZ/ P,なる価格比率が,第 1象

限のP1線なのであるo

そこで先ず単純交換貿易だけが行われたとしよう｡P2なる交易条件の下で

E点に消費点がきまり,t72なるアウタルキー時よりも高い効用 (厚生)水準が

達成される｡この効用水準の上昇は,第3象限に,効用所得が1-1線に,貨

幣所得線IxI,よりも高まったこととして示される｡以上は図 5において解明

したとおりである｡

次に,単純交換貿易と同じ交易条件P3線の下で,フル交換貿易が行われた

としよう｡生産点がBへ,消費点がEへ移る｡両点の垂直距離がY財の輸入

量となるのであるが,それは第2象限のb点とe′点の垂直距離,すなわちP,

なる価格の下でのY財の超過需要量と等しい｡同様に,B点とE′点との水

平距離がⅩ財の輸出量であるが,それは第4象限のb点とe′点の水平距離,

つまりPxなる価格の下でのⅩ財の超過供給量と等しいoこのPx/P,なる価格

比率が第 1象限のPS交易条件線と対応する20)0

かくてフル交換貿易の下では単純交換貿易にくらべ輸入量,輸出量ともに増

大する｡そしてU3なるより高次の効用 (厚生)水準が達成される｡それが第

3象限の2-2線という効用所得水準としてあらわされる｡ここで重要なのは,

生産調整に■よる特化利益も,効用所得の追加的向上をもたらす｡そういう効用

のタームでしか把握できない｡貨幣所得額の増加をもたらすわけではない,と

いうことである｡

XI結 論

本稿は,貨幣的部分均衡モデルを純粋一般均衡モデルとコンシステントにな
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るよう組立てることを目的としてきた｡このねらいは十分に果たしえた｡のみ

ならずいくつか重要な発見を得た｡それを要約しておこう｡

(1)貨幣的部分均衡分析 (以下Mモデルと略す)と純粋一般均衡分析 (Gモ

デル)とはコンシステントになるべきはずである｡けだし両モデルは同一の効

用関数 (各財の限界効用は正であるが逓減する)と,同一生産関数 (各生産要

素の限界生産物は正であるが逓減する)とを基礎におくからである｡ただし,

Gモデルでは2財合計の効用が一定であるという無差別曲線によって効用関数

を示すのに対し,Mモデルでは財別価格P" P,を導入し財別需要曲線という

形にする (それには限界効用逓減がインプリシットに前提されている)｡他方,

Mモデルは,生産関数そのものを用いるのでなく,貨幣要素価格 Ⅳ,月を導

入し,コスト関数の形に直して,財別供給曲線を措くのである｡

(2)両モデルがコンシステントになるキイ条件はbudgetconstraintである｡

最適資源配分が行われれば,所与の資源賦存量IL, JKが常に完全雇用される

とき,稼得 (貨幣)所得Ix-I,は一定である｡Gモデルにおける生産可能性

曲線上の稼得所得は一定である｡逆にこの一定の稼得所得を財別総費用曲線を

媒介にして2財生産に配分すると,同じ生産可能性曲線が,Mモデルから導け

る｡

この一定の稼得 (貨幣)所得を全部消費に支出して最高の効用 (厚生)水準

を達成しようとする｡Gモデルでは価格比率 (すなわち交易条件)p-Px/P,

を示す直線が,無差別曲線と接する点が,極大消費点として求められる｡Mモ

デルでは,財別に価格-限界効用になるよう需要量が決められる｡財別支出額

曲線を媒介にして,支出額を両財消費に配分すると,無差別曲線が描き出され

る｡

このbudgetconstraintの下で,

Px･X-P,･Y (ただしXは輸出量, Yは輸入量)････-(i)

なる貿易均衡が常に実現するよう貿易が行われる｡したがって

Y/X-Px/P,

となる｡すなわち,Mモデルが用いる右辺の価格比率は,左辺の数量的交換比

率 (それが本来の交易条件で,Gモデルが用いるもの)の反映 (代理変数)で

ある｡財別価格P"P,は懇意的にかっ各財ごとに独立に決まるわけではない｡

Mモデルの財別需要 ･供給曲線に(i)式の輸出額-輸入額という貿易均衡条件
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を入れれば,部分均衡分析が一般均衡分析化されることになる｡またそれによっ

て経済全体のbudgetconstraintも満たされることになる｡

(3) 貿易利益は, Gモデルでは消費点がより高次の無差別曲線上に移ること

で示される｡Mモデルでは,財別消費者余剰のネットの増加という形で示され

る｡そういう表示方法の違いはあるが,同一貨幣所得の下で効用 (厚生)水準

が向上すること,つまり効用所得の増加として,またそういう効用のタームで

のみ,貿易利益は把えられるのである｡

(4)消費点の調整を生ずるだけである単純交換貿易にくらべ,生産点の変動

をも伴うフル交換貿易の方が,貿易量が拡大し,それにつれ貿易利益も大きく

なる｡この特化による追加的貿易利益も,同一貨幣所得の下で実現するのであ

るから,効用の追加的増加と解すべきである｡

(5) 貿易利益の発生原因は,アウタルキー時の価格比率 (-交易条件)にく

らべ,貿易によりそれが自国に有利化する (輸入可能財の相対価格が低下する)

ことである｡この時,貿易利益が必ず発生する条件は,Gモデルでは無差別曲

線が原点に向って凸であり,生産可能性曲線は逆に凹であることである｡Mモ

デルでは,財別需要曲線 (単純交換の場合)ないし超過需要曲線 (フル交換の

場合)が右下りのものであることである｡つまり,効用関数と生産関数が先に

仮定 したように正常なものである限り,貿易利益は必ず実現するのである｡こ

の点でも両モデルはコンシステントである｡

(6) 本稿のモデルはへクシャーーオリーン (H一〇)モデルにはかならない

が,財別投入係数 (両国に共通)と国別要素賦存比率という2組のfactorpro-

portionの相違から,比較生産費の発生可能性を示す｡ これに対 しMモデルで

は,国別 ･財別コスト関数がすべて異なること,つまり技術差から比較生産費

差の発生可能性を示しうる｡ したがってこの点でも両モデルは結局コンシステ

ントである｡ただH一〇モデルは生産要素のレベルにまで分析を深めうるとい

うメリットをもつ｡ したがって,一国経済の発展や産業 ･貿易構造の変動といっ

た問題を究明するには,Gモデルが有用であり不可欠である｡

他方,Mモデルは,貿易均衡条件を入れ二財問の関係を常に念頭におかねば

ならない (一般均衡的配慮を忘却してはならない)のであるが,財別の需要,

供給,輸入または輸出の絶対価格による分析を可能にする｡ したがって,関税,

数量制限,補助金などの貿易政策の効果を検討するには,Mモデルの方がわか
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り易 く,かつ有用である｡

注

*小樽商科大学の佐竹正夫教授ならびに関西大学の小田正雄教授が草稿を精査

し貴重なコメントを与え られた｡ 感謝 したい｡

1) fair-weather(晴天)ruleとし)うのは次のとおりである｡

｢各国は,自国の貿易 (或いは国際)収支が好調な時に関税および非関税障害を低

減ないし全廃すべきである｡しかし貿易 (国際)収支が逆調になった場合でもそれら

障害を再び引上げることは許されない｡けだし,その時点では他のどこかの国の貿易

(国際)収支が好転しているわけであり,そういう国が貿易自由化を推進すると期待

できるからである｡こうすればすべての国の貿易障害は,たとえば10年とか20年の間

に,漸進的に撤廃されることができよう｡｣

これは1973年6月末,ブルッキングス研究所主催のMaidenhead(イギリス)会議

において私が主唱したものである｡KiyoshiKojima, "JapanandtheFuture

ofWorldTradePolicy," inC.FredBergsten,ed.,TowardaNeLUWorld

TradePoicy:TheMaidenheadPapers,LexingtonBooks,1975.として公表

され,後にKiyoshiKojima,JapanandA New WorldEconomicOrder,

CroomHelm,London,1977.のchap.2に収録した｡また小島清 『応用国際経済学-

自由貿易体制- 』文展堂,1992のp.154に ｢命題 2｣としてかかげられ,GATT改

革の中心課題の1つの柱にされている｡

さいきん,PeterDrysdaleandRossGarnaut, "ThePacific:Application

ofaGeneralTheoryofEconomicIntegration," paperpresentedtothe

20thPacificTradeandDevelopmentConferenceheldlnWashingtonfrom

10-12,September1992,が私の ｢晴天ル-ル｣を "prisoner'sdellght- P.D"
なる新造語に置きかえて,それこそ世界的自由貿易実現のための基本ルールであると

主唱している｡経済学のゲーム理論に多用されるようになったprlsoner'sdilemma

(囚人のジレンマ)をもじった言葉であるので容易に記憶され,やがて広 く愛用され

るようになるであろう｡ただ私は,自主的に,一方的に貿易自由化する国は,prlSOner

ではなく,むしろprimemover(首導者)であるから,prime-mover'sdelightと

言った方がよいように思う｡

2) 小島清 『応用国際経済学- 自由貿易体制- 』文展堂,1992をテキストにして

講義を進めているのであるが,若干の誤りとか,なお一層究明した方がよい点をい

くつか痛感する｡本稿はそういう ｢国際経済学講義マニュアル｣であり,私のテキ

ストの補論である｡本稿を手始めとして必要に応じ順次この種補論を追加 していき

たい｡

3) 数字例を作るのはむつかしいし,時に誤解のもとになる｡貿易後の価格比率がPx:

P,-1:2になればよい.表1のように78.5円:157円にすれば(a)式-(C)式になる｡ し

-63-



駿河台経済論集 第2巻第2号 (1993)

かし75円 :150円のように低い絶対価格にすれば(a)式>(C)式となる｡逆に80円:1品

のように高い絶対価格にすれば,(a)式<(C)式となる｡理論的には(a)式-(C)式となら

ねばならない｡けだし両式の実体はともに,Y財の40単位とⅩ財の60単位という手

持量であるからである｡

上の条件は相手国についてもあてはまる｡表 1では(a)式-80ドル,(C)式-80.08ド

ルとなる｡これは誤差の範囲内にあるとみてもよい｡

4) 適切な例を挙げることは難しいが,たとえば次のようなことである｡子供の遊び

道具にⅩ (めんこ)とY (ビー玉)があるとしよう｡自分はⅩを樺山もっているが,

Yは少ししかもっていない｡相手はその逆であるとしよう｡この時,Ⅹを少 し提供

し代りにYをもらうと,自分の満足が高まったように思う｡相手にとっても同様で

ある｡このことによく似ている｡

5) 単純交換の場合については図2の需要曲線dD,フル交換の場合については超過

需要曲線をレファレンスとして用いて,輸入可能財での消費者余剰増の方が輸出可

能財での消費者余剰減より大きくなることをより一般的に証明したいのであるが,

そのフォーマルな作業にいまだ成功していない｡どなたかの貢献を待望している｡

1つの着想はこうである0両財の超過需要曲線の弾力性の和が1より大きい (17,

+77r>1)ならば輸出額-輸入額という貿易均衡にもどるという,マーシャル-

ラーナ-のと斌似の安定条件を求めうるOこの安定条件が満たされている限り,質

易均衡の下では,消費者余剰のネットの増加が生じうると言えるのではあるまいか｡

このような証明ができないものであろうか｡

6) 純粋分析による貿易均衡化プロセスは,小島清 『応用国際経済学』pp.78-8釘に詳

論されている｡そこで契約曲線,パレート･オプティマム,オファー曲線,相互需

要曲線などの重要なコンセプトについても解説が与えられている｡

7) この貿易利益を所得効果と価格効果に分ける努力もなされている.それについて

は, 『応用国際経済学』pp.86-88を見られたい｡

8) 次を参照oJagdishN･Bhagwatiq,ndT･N･Sriniuasan,LecturesonIn-

ternationalTrade,TheMITPress,1983,Chap.251mmiserizlngGrowth,

pp.245-256.

9) EugeneSilberberg,TheStructureofEconoTnics:A MathematicalAn -

alysis,McGraw-Hill,1978.の11.4Consumer'ssurplus(pp.350-363)が,無

差別曲線による厚生利益と部分均衡的消費者余剰との厳密な,

を行っている｡だが彼の結論は,貿易利益は計測不能なもの (監 こratE望,*雲

あり,それを所得単位で評価しようとするいかなる満足すべき方法 (上の二つを含

め)も存在しない｡しかしこのことは貿易利益が存在しないということを意味しな

い,というものである｡

10)効用所得ではなく実質 (real)所得という尺度で計測できないものかという試み

がある.実質所得というのは,図3(図 5も同じ)のA点とC点での貨幣所得を,

何らかの物価指数を用いて修正して,それを実質所得とみなし,比較 しようという

ものである｡そこにいかなる物価指数を用いるべきかといういわゆる指数問題
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(indexnumberissue)が生ずる｡図3で言えば,貿易後の両財価格で評価すれ

ば,A点とC点は同一実質所得ということになる.貿易前の両財価格で評価すれば

(図では〟Ⅳ線と平行な線をC点を通るように描けばよい),非常に大幅な実質所得

の上昇ということになる｡ そこでもっと適切な物価指数がないものかが議論され

た｡と同時に,いかなる指数を用いようとも結局効用水準の変化は正確にはとらえ

得ないものとして,いわゆる ｢選好理論｣が展開されっっある｡これらについては,

『応用国際経済学』pp.91-94を見られたい｡

効用所得は実質所得ときわめて近似するコンセプトであることはいうまでもない｡

もしも上述の物価指数問題が満足できるように解決されて,効用所得水準の変化を

正しく反映するような実質所得が求めうるならば,それを敢えて効用所得というの

でなく実質所得と呼ぶことに反対するものではない｡

ll)純粋分析の通常のやり方はこうである｡,P,,P,をそれぞれ貨幣価格と取るのでな

く,P-P/P,(したがってP,-1とおく)という価格比率に直す｡ この価格比率

線を生産可能性曲線 (図6を見よ)に接しさせるOこの接線がY軸を切る点の大き

さをもってY財で計った稼得所得とする｡他方,X軸を切る点の大きさをもってⅩ

財で計った稼得所得とするのであるoこの方法によると,たとえl軸 が上昇してp'

になると,生産可能性曲線上の接点 (生産点)が変わるが,Ⅹ財で計った稼得所得

は減少するのにY財で計ったそれは増大することになる｡つまり前注の物価指数問

題のおとし穴からまぬかれていない｡そうでなくして,貨幣価格Pz,P,を採用し,

最適資源配分条件をみたすようにPxが騰貴LP,が低落するならば,合計の貨幣稼

得所得はコンスタントになる｡W-W/Rという要素価格比率を用いる方法も同様

な誤りに陥る.W-貨幣賃金率,R-貨幣レンタル料として,その絶対値がともに

変るという方法を採るならば,最適資源配分の変化が起っても,コンスタントな貨

幣稼得所得が得られることになる｡このようなことをformalに証明すべきである

が,それを果たし得ていない.その方法は,多分,利潤極大化の&3式に,4.2)式その

他の関係を入れて,柑式をフルに展開することであろう｡

12) 以上のような,等産出量曲線,Edgeworthボックス･ダイヤグラム,その効率

軌跡から生産可能性曲線を導出するというプロセスについては,『応用Eg際経済学』

pp.95-101に詳しい解明が与えられているので,ここでは省略する｡

13) ElhananHelpmanandPaulR.Krugman,MarketStructureand

ForeignTrade,TheMITPress,1985,pp,28-29.は次の基準を示した.

p･XA ≦p'X

ただしXAは貿易前生産量ヴェクタ-,Xは貿易後生産量ヴェクタ-,pは貿易後

価格ヴェクターである｡無差別曲線が原点に向って凸型である限り,上の基準が満

たされれば,有利化した交易条件線は必ずより高次の無差別曲線と接することにな

るのである｡

私は ｢二種の国際貿易アプローチ- 一般均衡分析と商品別分析- ｣一橋大学

研究年報経済学研究24(1983･1)において,本稿と同じ問題意識をもって,二種

の分析方法のコンシステンシイを示そうと努力したが,この旧稿では成功 しなかっ
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た｡そこでは,無差別曲線の上昇に対応して財別需要曲線も数本描けるはずである

というのが着想であった｡これは間違いであった｡本稿ではKrugmanandHelpman

の上記基準を導入することによって ,論証が成功したように思う｡ しかしすべて

の重要な着想は旧稿と全く同じである｡

14) マーシャルは次のように述べている｡

｢これら二種の余剰はお互に独立ではない｡ために同じものを二重計算 しがちで

ある｡何となれば,彼が労働や貯蓄 (-資本用役)からかせぐ一般購買力 (-貨幣)

の価値で,生産者余剰を測ると,そのことは暗黙に,--彼の消費者余剰をも勘定

したことになる｡この困難は理論分析上は避けることができよう｡だが実際に,二

種の余剰を推計したり合算したりすることは不可能であろう｡- -(中略)--･ロ

ビンソン･クルーソーの生活の苦楽 (Wealandwoe)を推測するに当っては,彼

の生産者余剰は,彼の消費者余剰の全体の中に含みこまれているとみなすほうがい

ちばん簡単なことである.｣｢長期的にみると,各生産要素 (agent)の稼ぎは,一

般に,諸財を生産するに必要とされた努力や犠牲の総計を限界率で測ったものを,

ちょうど補償するに足るだけである｡--･だからこの方面 (生産)においては,一

般に余剰というものは存在しない.｣Marshall,Alfred,PrinciplesofEconomics,

AnIntroductoryVoluTne,Macmillan,Seventhedition,1916,Appendix

K,pp.830-832.

｢確かにマーシャルは,消費者余剰のみを取上げ,生産者余剰を加えた社会的余

剰を用いていない｡｣という指摘もある｡井上義朗 ｢古典的産業政策論の諸特徴-

A.マーシャルの産業政策論から1-｣産業研究所 (代表者伊東光晴)編 『産業の

発展と産業政策に関する調査研究』1992･7,p.530
次も参照されたい｡根岸隆 ｢マーシャルの課税 ･補助金政策と生産者余剰｣三田

学会雑誌,1991･40

15) 既載表 1は単純交換貿易に関する数字例であったが,-生産調整をもとり入れた

フル交換貿易に関する数字例をかかげると表2のようになる｡これは拙著 『応用国

際経済学』p.39の表2･6と,若干数値が違う箇所もあるが,基本的に同じである｡

これに対して東京経済大学の志田明教授から私信によって貴重なコメントを頂い

た｡その重要なポイントは,私の設例では二国合計 (っまり世界)の二財生産量は

貿易前後において不変であるとしていることについてである｡またその点が重要な

のは,国際分業 (貿易)によって両国合計の生産量が増えることこそより客観的な

(私のとる効用増加基準にくらべ)貿易利益であるとする考え方があるからである｡

志田教授は第2に,ともに原点に向って凹型の生産可能性曲線をもつ2つの国が,

出発点において比較生産費差があるので,国際分業を開始 し貿易均衡に達すると

(小島の前提もそうだとして),両国合計の生産量は増加する｡それなのに私がそれ

を不変だとする数字例を示しているのは,納得し難いと言うのである｡

第2点から言うと,両国合計の生産量の変化はいろんなケースが生 じうる｡Ⅹ,

Y財ともに不変,Ⅹ財は増加するがY財は減少する (或いはその逆),Ⅹ財は不変

だがY財は増加する (或いはその逆),両財ともに増加する,などである｡数字例
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表 2 貿易前 ･後の比較 (フル交換)

Ⅰ (外国) Ⅱ (自国) 合計 (世界)

Y財 Ⅹ財 Y財 Ⅹ財 Y財 Ⅹ財

貿 易 前

(1)生 産 量 50 30 40 60 90 90

(-(2)消費量)

(3)貿 易 量 0 0 0 0

(4)価 格 1.0ドル 1.0ドル 200円 50円

貿 易 後

(1)生 産 量 56 18 34 72 90 90

(2)消 費 量 44 42 46 48

(3)貿 易 量 -12 +24 +12 -24

(4)価 格 1.232ドル0.616ドル 157円 78.5円

(5)貿 易 額 -14.78ドル+14.78ドル +1,884円-1,884円

(6)為 替 相 場 1ドル-127.5円

(備考)それぞれの国からみて,+は輸入 -は輸出を示す｡

の作成は甚だむつかしいし,すべての条件を盛りこむこともできない｡ このため誤

解も招く｡初心者向けの私の数字例は両財とも不変だとの分り易いケースに限らざ

るをえなかった｡或いは本稿の表1のごとき単純交換貿易ケースの数字例をかかげ

るだけにとどめた方がよかったのかもしれない｡

そこで,第 1点に戻るわけだが,両国合計の生産量が増加するにしても (不変生

産費や逓減生産費の下で双方完全特化する時には明らかにそうなる),それは国際

分業 (生産特化)の利益である｡それによっていかなる貿易利益が得られるかは,

本稿を通じて論証しようとしているように,結局効用 (厚生)のタームでしか把握

できないのである｡

志田教授に満足して頂けるような回答にはなっていないと思う｡ただ数字例に余

りこだわらないで欲しいと希望する次第である｡

16) 図2と同様なレファレンス･モデルを,特化利益をも含む場合については,超

過需要曲線を用いる (図2の通常の需要曲線の代わりに)ことによって示すことが

できる｡これは純粋分析において,通常の無差別曲線でなく,生産点の移行をもと

り入れた貿易無差別曲線tradeindifferencecurveを導いて,オファー曲線に進む

ことと対応する｡

17) 私は古くから第2の生産可能性曲線導出方法を好んでいた｡小島清 『外国貿易･

新版』春秋社,1957,p.111の第34図を見られたい｡(この図は 『全訂増補版』1966

以後は 省かれた.)そこでは本稿のu,線に相嘗するものを,労働 ･資本 ･土地な
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どをひっくるめた生産資源の複合単位すなわちベイル (マーシャルの用語)ではかっ

て一定量であると,唆味に規定していた.これは-K+王-constantとするに等しい ｡

局 線上のⅩ財への配分比率をa(0<a<1)とするとa豆+a王-Kx+Lzで,この

時の投入係数はKx/Lzである｡ところが配分比率がb(0<b<1)に変ると,b元

+b互-K:+L:となるが,この時の投入係数Kx'/L:は最初のK/Lェと変ら

ないことになる.ところが最適資源配分が行われると2つの場合で∬/Lx≠L:/

L:というように投入係数は変る.また要素価格R,Wも変るoこういう変化を示

しえないという困難があった｡しかし今や,最適資源配分によって

R･元十W･云-月 (Kx+K,)十W(麦+4L,)
が常に一定であることがわかった｡それをあらわすIJ,線が措けることがわかった

のである｡

海外のテキストブックでは,たとえば,RichardE.CavesandRonaldW.

Jones,WorldTradeandPayments,4thed.,Little,BrownandCompany,

Boston,1985,p.93.とかJamesR.MarkusenandJamesR.Melvin,The

TheoryofInternationalTrade,Harper&Row,New York,1988,p.138

とかに類似の図が描かれている｡ただしそれらは,労働だけが両産業に使われる一

般的要素であり,他は特殊要素 (specificfactor)であってたとえば資本はⅩ産業

だけに,土地はY産業だけに使われるとする場合に限るとしている｡一定の労働賦

存量を本稿のIJ,線に相首するものとして描くのである｡しかし本稿のような理解

が成立するならば,一要素のみを両産業に配分するというケースに限る必要はもは

や存在しないであろう｡

18) T.M.Rybczynskl, "FactorEndowmentandRelativeCommodity

Prices," Econ,omica,November1955.

19) H-0説のメリットは,財レベルの分析と要素レベルの分析とを1対 1の関係に

おき ,後者の分析を可能にした,またそこからいくつかの法則を導出するのを可

能にした｡労働の賦存比率の高い国では労働集約財が割安に生産できる (比較優位

をもつ)といった定理が,基本であるが,その他多数の定理が展開されるようになっ

た｡これに対しRicardo説では要素レベルにまで降ろした分析は困難である｡国

別 ･財別に技術が違えば (っまりコスト関数が違えば)比較生産費差が生まれると

だけしか言えないのである｡

20) 第 1象限において国際交易条件線p2とP3tは平行であって,同じ価格比率をあ

らわすものとした｡しかし第2象限では,Y財の価格P,は単純交換の下ではOe線
のスロープであって,フル交換下のOe'線のスロープの方がより緩やかである｡後

者の価格をP,′であらわすと,Pγ>P,'となる.同様に第4象限で, フル交換下の

Ⅹ財の価格Pよ′の方が,単純交換下のそれ Pxより低いことがわかる.したがって,

価格比率は

P2-Px/P,-PI/P;-P3

となりうる｡

これは一つの新しい発見である｡すなわち交易条件 (or価格比率)は同一であっ
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ても,それを構成する絶対価格は異なりうるということである｡(ただし, このよ

うな表 1とくらべた絶対価格の変化は表2にはとり入れられていない｡)

両財ともフル交換下の絶対価格が,単純交換下におけるよりも低落するというこ

とが,同一交易条件と同一貨幣所得支出によっても,フル交換貿易の方がいっそう

効用水準を高めるということの原因であるかもしれない｡再検討を要する興味ある

課題である｡注11とも関連する問題である｡
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