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二部門経済成長モデルについて

当間清光

Ｉ序

この小論は二部門経済成長理論のうち，固定的生,産係数の二部門モデルのサー

ヴェイを意図したものである。新開陽一氏の論如〕とＪ､Ｒ・ヒックスの論文〔2,を

取りあげた。新開論文は経済の数量体系を示す方程式を中心に組み立てられ，価

格体系は明示的には示されない。これに対してヒックスのモデルはより複雑化さ

れていろ。ヒックスのモデルでは価格体系が数量体系からは独立に決定される構

造になっているが，貯蓄方程式で両者が結合される形になっていろ。このことは

成長均衡の「存在の問題」を取扱うとき重要である。

二部門経済成長理論の貢献として，多部門モデルへの噸移行過程,の役割を果

しているとか，－部門モデルの欠点を補うものである等種々主張がなされていろ。

二部門経済成長理論の中心テーマの一つは，いわゆるハロッドードーマーの不安定

性命題に対する安定性命題の導出であろう。（たとえ引き出される結論の中には奇

異なものが含まれるにしてもハ

この小論は何ら理論的貢献を意図したものではなく，私自身の研究の整理のた

めのものであるが，引き出される結論に対する経済的意味づけに留意した。

ミード，宇沢氏の論文，それに続いて展開された新古典派二部門経済成長理論

のサーヴェイについては次回を期したい。

Ⅱ新開モデル

新開氏は論文〔l〕で固定係数による二部門モデルを展開した。このモデルは

資本財生産部門と消費財生産部門の各部門でただ一つの生産技術（固定係数）が

利用可能であると仮定する。－部門固定係数の成長モデルであるハロッドードー
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マーモデルでも完全雇用斉一状態成長が得られるが，しかしこのためには保証成

長率と自然成長率の一致を必要とし，しかもこの一致は諸係数の偶然の値に依存

するものである。（ハロッドの第一命題）。さらに保証成長率と現実成長率との

乖離はますますその乖離を促すという不安定性を示す。（ハロッドの第二命題）。

他方，新開モデルでは,両部門の資本・労働比率という純粋に技術的係数の大きさ

によって比例的成長（balancedgrowth）（orequilibriumgrowth）の安

定性,不安定性の命題が導かれる。すなわち，balancedgrowthが安定のための

必要・十分条件は消費財生産部門の資本・労働比率が資本財生産部門の資本・労

働比率より大なることである。逆に資本財生産部門の資本・労働比率が消費財生

産部門のそれより大ならば，balancedgrowthは不安定である。

Ｈ－２新開モデル

つぎの諸仮定がなされろ。

ａ－１二部門・二財モデル。財は資本財と消費財の二種類。

ａ－２生産要素は労働と資本である。労働と資本は両生産部門間で自由に移

動可能であり，さらに両財の生産には両生産要素の投入が必要である。

ａ－３生産係数の固定性。両部門で利用可能な生産技術は各ただ一つである。

ａ－４労働供給の成長率はコンスタントな九である。

ａ－５差別的貯蓄関数。ただし，資本家のみが貯蓄を行い，貯蓄性向は１で

ある。貯蓄は投資に常に等しい。

ａ－６減価償却は無視する。

記号は次の通りである。尚記号の表示方法に若干の変更を加えた｡両部門を区別す

る方法として,資本財生産部門と消費財生産部門を各工,ｃのサブスクリプトで区別した。

ＹＸ，……部門心の産出量，、＝’，ｃ，

Ｍ……部門心の雇用量，ルーエ，ｃ，

あし……部門1,の資本・労働比率，ルーエ，ｃ，

山……部門心の労働・産出比率，ルーエ，ｃ，

Ｗ……実質賃金率，
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Ｎ……社会全体の労働供給，

Ｋ……社会全体の資本量，

九……労働供給の成長率。

以上の諸仮定とノーテイションの下で，新開モデルは以下の３つの均衡条件式

で（一期の動きは）完全に表現される。

（１）Ｋ＝んＮェ＋姥ＣＮＣ……資本の完全利用条件

（２）Ｙｃ＝Ｗ（Ｍ＋ＮＣ）……消費財需給均衡式

（３）Ｎ＝Ｍ＋ＮＣ……労働の完全雇用
（１）

変数は両部PHの労働の雇用量Ｎ工，ＮＣと実質賃金率Ｗである。（Ｎ,Ｋはgiven)。

固定的櫛生産係数の仮定から，両部門の産出量は定まる。とくに資本財生産部門の産出

量Ｙェは次期の資本ストックの増加分であり，次節での均衡の安定性分析の際に

勤学的側面をあらわす方程式として登場する。

Ｈ－３安定性分析

動学的側面を表わすために，資本ストックの増加分と労働雇用量の成長率を示

す方程式がつけ加えられろ。
●

（４）Ｋ＝Ｙエ
●

(5)＋麺,ここで変数の上のドハはその変数の時間に関する微分を表わす。
以下同じ。

（２）

(1)，(3)，(4)，(5)式から，新開モデノレの勤学基本方程式が導かれろ。
Ｎェ

（６）んｴIiJ工＋んclhc＝‐ﾌU＝
（７）１Nエ＋Inc＝九Ｎｴ＋九Ｎｃ ／

勤学基本方程式は各資本ストックと労働雇用量の増加分|こ関する需給均衡式とし

て解釈することができる。新開モデルの安定性の分析は(6)，(7)の勤学基本方程式

の解を求めることによってなされろ。勤学基本方程式は資本財生産部門と消費財
●●

生産部門の雇用の増加分，Ｎｪ，ＮＣについての定数係数の１階同次連立微分方程

式体系である。

方程式の解としてＮエーＡＩｅｽt，ＮＣ＝Ａｃｅｽｔを試みろと，次式が導かれろ。
－２８１－
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,．)に論１１:川:非。

⑨に命#２コ
がｾﾞﾛでなければならない｡この特性方程式の解は'1="ルー=UI77壼三75で丁

⑩ＮｴｰAgt+Be{耐壼=7戻丁}ｔ

ＯＯＮｃ＝CeｱLt＋De{二Ｊ壬雇孟芒J;E丁}ｔ

(“ｴ(A咄Bい＋あc(Cいりい‐☆(A+B）

⑯'1=lliW二Ⅲ
んcノエ〃α

である。ここでα＝-丁ごT亮玉=75E７－う匠７，．＝-751=7;了・
以上で均衡の安定性分析のための道具が取揃えられたことになる。資本財部門

（３）

の資本．産出比率と労働の成長率の大きさ力>ら，１－発ｴﾉｪ〃＞０と仮定する。

－２８２－
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糸cノエ70
からαは０＜α＜ｌとなり，⑯式のＡとＣするとα＝

１－糸ｴﾉｴ〃＋んcノエ〃

は正である。つぎに初期資本ストックの大きさによって３つの場合を区別する。

すなわち，

(ｲ)Ｋｏ－駕他)Ｋ・くぎ砦,(ﾊ)Ｋ･〉=;砦涼の3つのケ
ースである。新開氏は(ﾛ)Ｗ１を各資本不足，資本過剰の状態と呼んでいる。

け)Ko--4芸!;=のｹｰｭ
このケースでは(､，⑪式から勤学基本方程式の解は

⑰Ｍ＝Ａｅ?Ｌｔ

Ｏ３Ｎｃ＝Ｃｅ?Lｔ

となる。前途したようにＡ，Ｃは各正の値である。したがってこのケースはbalanced

growthのケースである。各変数が労働の成長率丸で拡大していろ。

(･)Ｋ・〈芸芳のケーユ
消費財生産部門の資本・労働比率が資本財生産部門のそれより大なる場合，す

（４）

なわち’んエ＜あＣの場合にはＢ＞０，，＜Ｏであり，balancedgrowthは

安定のケースである。生産の固定係数の仮定から明らかなように，初期の段階で

は，け)のbalancedgrowthの場合と比較して,資本財生産部門の生産は高く,消

費財生産部門のそれは小さい。しかし，やがて両部門の生産はけ)での生産量に近

づくであろう。このことは資本と労働の完全雇用（利用）の観点からみることも

できろ。すなわち,完全雇用（利用）が達成されるためにはけ)のbalanced

growthの場合と比べて'労働集約度の高い資本財生産部門の雇用量は増え，労働

集約度の低い消費財生産部門の雇用量は減少しなければならない。時間の経過と

ともにやがて⑰，⑱式の値に収束する。

逆にあｴ＞あcの場合は不安定のケースである。時間の経過とともに，（ｲ)の

balancedgrowthのケースと比べて,資本不足は促進され,相対的に労働過剰とな

る。完全雇用（利用）の仮定から労働集約度の高い消費財生産部門がある限度ま

で雇用を吸収するが，しかし早晩完全雇用（利用）の仮定を維持できなくなる時

－２８３－
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期が到来し，資本財生産部門の生産が限りなく減少することになる。

(１Ｋ｡〉=芸!;帝のｹｰﾕ
消費財生産部門の資本・労働比率が資本財生産部門の資本・労働比率より大き

い場合はＢ＜０，，＞Ｏである。(ｲ)のbalancedgrowthと比較して，初期の段

階では資本集約度の高い消費財生産部門の生産量は大きいが，時間の経過ととも

に両部門に配分される雇用量Ｍ，ＮＣは各⑰，⑱の値に接近する。すなわち

balancedgrowthが安定なケースである。

つぎに姥,＞姓のときは，(ｲ)のケースと比べて資本財生産部門の生産は大きく，
ｒ

消費財生産部門のそれ(よ小さい。時間とともにその傾向はますます拡大ざれ資本

過剰は激化する。完全雇用(利用)を維持するためには資本財生藤部門の雇用は増加

し続けるが，やがて資本財生産部門が全雇用を吸収するという極限的な状況に接

近するであろう。すなわち不安定なケースである。

（ﾛ)と(ﾊ)の結果から，balancedgrowthの安定性は消費財生産部門の資本･労

働比率が資本財生産部門の資本・労働比率より大きいときに得られ，逆に資本財

生産部門がより資本集約的なときは不安定であり，資本不足はますます悪化し，

資本過剰はますます拡大する。新開モデルを要約すると次表のようになる。

第１表新開モデルの要約

－２８４－

初期資本ストック ＫＯ〈
αＮｏ

Ｌｒｎ ＫＯ＝
αＮｏ
ＬＩｎ ＫＯ〉

αＮｏ
ｈｎ

初期状況 資本不足 資本過剰

&Ｉ〈んｃ

t→－のときの動き

Ｎェ

ＮＣ

安定

Ｎｪ>Ｎ工*からＮ工→Ｎェ

NC<ＮＣ*からＮＣ→ＮＣ

＊

＊

均衡成長

N工＊＝ＡｅｱLｔ
ＮＣ

＊
＝Ｃｅ

九ｔ

安定

Ｎｪ<Ｎｪ*からＮ工→Ｎ工

NC>ＮＣ*からＮＣ→ＮＣ

＊

＊

ルエ〉＆ｃ

t→ＣＯのときの動き

Ｎェ

ＮＣ

不安定

Nｪ<Ｎ工＊からＮ工→０

NC>ＮＣ＊からＮＣ→ＣＯ

均衡成長

N工＊＝ＡｅｱLt
Nc＊＝Ｃｅ'１ｔ

不安定

N工＞Ｎｪ*からＮｪ→。。

ＮＣ<ＮＣ*からＮＣ→０
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注１消費財生産部門の産出量Ｙｃは，Ｙｃ＝ＮＣ／ＬからＮＣで表わされる。

注，(…定数係数の同次連立方程式体系が解を`つために'塞怖今|=･
である。又方程式(1)，(2)，③式からＷＮｃに関する連立方程式．

｜等糺):言Ⅷこ;M川
，卿れろが川が存在するためには|蠅二・排…何…
の条件も晶工＝糸cである。

注３新開氏の数値では資本財部門の資本・産出比率は10，九は０．０２である。

注４但し，①式のＮＣは正とする。

Ⅲヒックスのモデル

前章の新開氏のモデルでは数量方程式体系による分析が行われている。一部門

モデルと異なり，二部門モデルでは相対価格を明示的に示す価格方程式体系の存
（１）

在を特徴としていろ。ヒックスのモデノレは数量方程式体系，価格方程式体系，それ

に貯蓄を表わす式から構成されていろ。その意味でヒックスのモデルは新開氏の

モデルの拡張とみなすことができる。さらにここで検討するヒックスのモデルに

ついては若干の留意を必要とする。まずヒックスの「資本と成長」が動学的経済

学の方法の書物であること，したがって二部門経済成長モデルが動学的経済学の

方法という視点から分析されていることである。つぎにヒックスのモデルを固定

係数のモデルとみなすが，ヒックス自身の解釈はつぎの通りである。

「……それらは固定技術係数を意味するものではない。つまりそれらは一定量

の生産物をつくるのに技術上の必要から投下されねばならない一定量の生産要素

を意味するのではない。われわれはもっぱら均衡状態のみにかかわっているので

あるから，問題の係数もまた均衡において必要とされる数量を意味しているにす

ぎないのである。……これらの係数にあらわされている資本（ないしは労働）と
（２）

産出量との関係は，たんに正常な関係を示すものと解されるのである。」

－２８５－
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またこの問題についてアレンは「……その意味は，各部門に一つづつしか利用

できる生産プロセスがないから固定係数であると解釈してもよいし，いくつかの

生産プロセスから選択された結果一選択方法については別に議論されるとして￣
（３）

固定係数になっていろと解釈してもよし､。」と述べていろ。アレンの後段の解釈
（４）

カヨヒックスの主張に近いと思われる。

Ⅲ－２ヒックスのモデル

ヒックスの仮定はつぎの通りである。
（５）

ａ＿’二部Ｐ３．二財モデル。資本財生産部門はトラクターを，消費財生産部

門は小麦を各生産する。トラクターは両部門で共通に用いられる。

ａ－２生産要素は労働と資本（トラクターである)。但し土地は無限に存在す

るものとする。生産要素の部門間移動は自由である｡財の生産には両生

産要素の投入が必要である。

ａ－３固定的生産係数を仮定する。（生産関数は一次同次である。）

ａ－４減価償却は無視する。

ａ－５労働は自然増か移民によって拡大する。また労働の供給は￣定の賃金

率で完全に弾力的とする。

ａ－６消費財をニュメレール財とする。
（６）

また記号はつぎの通りである。両部門を区B1｣するために資本財生産部門，消費

封生産部門を各エ，ｃのサブスクリプトで区別した｡

Ｙ(，……部門心の産出量，ルーエ，ｃ，

Ｍ……部門心の雇用量，Ｌ＝エ，ｃ，

αし……邪門しの資本・産出比率，ルーエ，ｃ，

ｂＬ……部門しの労働・産出比率，1,＝エ，ｃ，

Ｎ……雇用労働量，

Ｋ……資本ストック量，

ｍ……÷÷÷,両部門の資本･労働比率の比，
糸……資本・労働比率，

－２８６－
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胸……部門心の資本・労働比率，ルーエ，ｃ，

△……貯蓄性向，

Ｐし……両財の価格，ルーエ，ｃ，

”……労働の賃金，

多……資本財のレンタル価格，
ｒ・・…･利潤率。

ヒックスのモデルは価格方程式体系，数量方程式体系そして貯蓄方程式から構

成されていろ。順次に検討しよう。

、－２－１価格方程式体系

価格方程式体系は賃金が与えられろとすべての相対価格と利潤率を決定する。

生産要素は両部門で共通に用いられているから，均衡での価格方程式と利潤率は

各次式で表わされろ。
（７）

（１）ＰＣ＝牙αｃ＋ｍｂｃ

（２）Ｐエーチα工＋江ｈ

（３）チーｒＰエ

利潤率の式(3)を消費財の価格方程式(1)と資本財の価格方程式(2)に各代入すると肌
（８）

すべての相対価格を禾U潤率と生産係数で表わす次式が得られろ。

(4)÷‐b・＋ｍｃｈｌ－ｒｍ

（５）一三三＝位
”１－rα工

（６）ヱﾆｰｰｰｒｂエ
”ｌ－ｒａェ

(4)式は実質賃金率と利潤率との関係を表わす式で，ヒックスは賃金方程式と呼
（10）

んでいる'1式から明らかなように実質賃金率と未Ⅱ潤率は逆方向に動く。ここで利

潤率と賃金率の値には経済的な意味から制約が課されている｡すなわちr〈☆）
nＫ☆でなければならない｡この不等式が満たされないときは前者の場合に
賃金率が負になりル後者の場合は資本のレンタル価格が負となる。

－２８７－
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労働供給に関する仮定により実質賃金率が与えられると賃金方程式から利潤率が

求まり，利潤率が決定されろと(4)，(5)，(6)式から明らかなようにすべての相対価

格が決まることを意味する。我々は，賃金率（そして利潤率）が経済的に課され

る制約を満たしさえすれば，すべての相対価格が貯蓄や数量側からは独立に決定

されろと主張することができる。

つぎにこれらの式から資本財の相対価格（消費財価格との）と利潤率の関係を

求めることができる。今(4)式を(5)式で割り，ＰＣ＝ｌとおくと次式が得られろ。．

②迩令÷(!+…~DⅢ，
ここで7γLは消費財生産部門の資本・労働比率と資本財生産部門の資本・労働比率

との比率である。(7)式から7γL＞lならば）すなわち消費財生産部門がより資本集約

的なら旗利潤率が上昇すると資本財の相対価格は下落する。そして７７'L＜ｌならば

（資本財生産部門がより資本集約的ならば）利潤率が上昇すると資本財の相対価

格は上昇する。上述した賃金方程式の性質により実質賃金率と利潤率は逆方向に

動くから，実質賃金率と資本財の相対価格との関係も同様に考察することができ

る。

Ⅲ－２－２数量方程式体系

数量方程式体系は固定的生産係数のもとで，資本財の完全利用と労働の完全雇

用を表わす二つのストック均衡式と成長率の定義式から構成されていろ。これら

の式は次式で示されろ。

（８）Ｋ＝αＣＹＣ＋α工Ｙ[…資本財の完全利用

（９）Ｎ＝ｂｃＹＣ＋ｂエＹｒ･･労働の完全雇用

ＵｑＹエーゲＫ…成長率の式

ここで多は資本財の成長率である。成長均衡ではすべての数量がこの値で成長し

なければならない。これらの式から消費財で測った各数量を成長率と生産係数で

表わす式を求めることができる。 悪

－２８８－
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⑪死--1号芸孑
⑫％--7＝霊云

⑬％=Ｍ－筈鶚夛
叫

生産係数は固定的であるから牙の値ｶﾇ決まればすべての消費財で表わした数量(あ

らゆる数量の比）が決定されろ。消費財で表わした数量はすべて成長率が高まる

と増加する。⑪式を⑬式で割ろと，社会全体の資本・労働比率を表わす次式が得
０２)

られろ。

叫令＝÷｛，伽念-,)すＩ
消費財部門がより資本集約的ならば（７７L＞１），成長率が高まると，資本・労働

比率は減少し，資本財部門がより資本集約的ならば，成長率の増大は資本・労働
⑬

比率を高めることを意味する。

Ⅲ－２－３貯蓄方程式

貯蓄方程式は資本の成長率牙を決定する役割を果す。固定的生産係数の仮定の

下では資本財の産出量と消費財の産出量との比率は資本ストックの両部門への配

分比率に依存する。資本ストックの成長率’は資本ストックと資本財産出量との

比であるから，’も資本ストックの両部門への配分比率に依存する。資本財と消

費財の価格比は価格方程式体系から決定されるので，両部門の生産量の価値額の

比率（投資と消費の価値額の比率）も決まることになる。逆に言えば投資と消費

の価値額の比率の決定（貯蓄性向が決定する。）が資本ストックの両部門への配

分，したがって牙を決定することを意味するW)貯蓄方程式は次式で与えられろ。
（比例的貯蓄関数を仮定する。）

⑮ＨＹｉ＝△（Ｐ工Ｙｉ＋ＰｃＹｂ）
脚

(1句式を変形すると次式が得られろ。

⑯丁二丁＝-鵠÷

－２８９－
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価格方程式から価格比（Ｈ/ＰＣ）が決まり，貯蓄率が両部門の産出量比率を決定

する。産出量比率は数量方程式から成長率多を決定する。貯蓄率と資本の成長率
は同一方向へ動くことがわかる。

以上の価格方程式体系，数量方程式体系，貯蓄方程式は所与の実質賃金率に対

して，すべての変数を決定する。いうまでもなく，賃金率，利潤率〕成長率はそ

の課されている制約を満足しているものとする。

Ⅲ－３成長均衡の存在と貯蓄関数

実質賃金率が与えられると資本の増加率牙が決定されろというのは前述した通

りである。ここでは労働供給が一定の率で増加する場合の成長均衡の「存在性」

の考察を行う．成長均衡の定義から，すべての数量が，とりわけ資本の増加率も

この一定の成長率に等しくなければならない。資本の増加率がこのように決定さ

れるときに,数量方程式体系，価格方程式体系，貯蓄方程式というこれら三者間

の整合性の問題がある。この問題を比例的貯蓄関数，差別的貯蓄関数の各につい

て検討しよう。

Ⅲ－３－１比例的貯蓄関数のケース

このケースの貯蓄方程式は⑯式で与えられる。全経済の成長率が自然成長率九

であるとすると，両部門の産出量比率が⑫式から決定されろ。資本財と消費財の

価格比率は価格方程式から既に決定されているので，⑯式は偶然にしか成立しな

いであろう。貯蓄率，相対価格，資本財と消費財の産出量比率が各独立に決定さ

れる値だからである。残されているのは投資と消費の価値額比率に貯蓄率が調節

されるか，または一定の貯蓄率に対して価格の変化を通じて，自然成長率九に調

節されるかである。ここでは後者，しかも存在の問題，すなわち「同じ生産係数

と同じ貯蓄性向をもちながら，異った価格体系に対して異った所要の成長率をも
（16）

つＢＩの成長均衡が存在しうるであろうか。」を考察する。価w格変化と資本の増加

率との関係を，利潤率（したがって実質賃金率）と資本財と消費財の相対価格と

の関係，相対価格と資本の増加率との関係にわける。前者は(7)式から明らかなよ

うに両部門の資本・労働比率の大小に依存する。７７２＝，ならば両財の相対価格は

－２９０－
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利潤率（実質賃金率）からは独立であり，利潤率が変化しても相対価格は変化し

ない｡､>'ならば相対価格(骨)は利潤率(実質賃金率)と同一方向(逆
方向），７７'しく１ならば利潤率が上昇したら，相対価格は下落する．，

相対価格と資本の増加率との関係は，⑪，⑮式から次式で与えられろ。
⑰

⑰ゲーα･告…農-αｪ）

⑰式から三天簔了く,で肌
再び⑬式の考察に戻ろう｡両財の価格比(骨)と両部門の産出比率(鶚）

は逆方向へ動くことがわかった。これらが同一の方向へ動くと価格の変化による

調節は不可能である。我々は価格のとりうる区間，たとえば利潤率のあるとりう

る区間に対応して資本の増加率のある区間が存在することがわかった。自然成長

率九での成長均衡が可能であるためには，資本の増加率の可能な区間内に九を含

まなければならない。

実際に資本の増加率の可能な範囲は⑫，⑯式から求めることができる。利潤率

がｾﾞﾛ,実質賃金率がｾﾞﾛの場合に対応して資本の増加率牙は各次の値をとるW’
△１

⑱牙’＝万了．，＋(７７L－，)(,＿△）・…．．ｒ＝Ｏのとき。.
⑲能＝券……妙=oのとき｡.■
多1と夢2の大小は、の値に依存し’７γL＞１ならばゲ2＞ゲ１，７γZ＜１ならば牙，

脚

＞多2である｡これらは貯蓄方程式(１０式から次のように考えることができる。

、>'のとき,［↑→長↓→÷↑→牙↑

、<'のときⅦ↑→農↑→箸↓→牙↓
導かれる結論は，ｍ＞１のときは，利潤率と資本の増加率は同一の方向へ動き，

最大の資本の増加率は利潤率のとりうる最大の値で実現し，７γL＜１のときは，両

者は逆の方向へ動き，資本増加率の最大の値は利潤率がゼロのとき達成されろと

いうことである。この結論についてヒックスは否定的である。「……この結論は(－

－２９１－
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見理に叶っているけれども）たしかにありそうにないことである。もし利潤がゼ

ロまで（あるいは非常に低位まで）下り，貯蓄の収益がわずかなものになれば，
刷

力>ならず何事かが起って貯蓄の動機を弱めるのではあるまいか。」

このような結論が導出された理由の一つとして，ヒックスは貯蓄関数を問題に

する。

Ⅲ－３－２差別的貯蓄関数のケース

貯蓄は利潤の一定割合と仮定し，賃金からの貯蓄はないものとする。この仮定

の下での貯蓄関数は次式で与えられろ。

、ＣＩＰ工Ｙｉ＝ＰＷＫ＝△ｐ(ｒＰｴＫ）

ここで△ｐは利潤からの貯蓄性向である。⑳式から資本の増加率牙の式は，

③ゲームＰｒ

となる。このケースでの結論は非常に簡明である。資本の成長率牙と利潤率は同

一方向へ動くのみである。価格の変化に対応する資本の増加率多の変化は利潤率

（したがって実質賃金率）のとりうる値に依存する。成長均衡が可能なためには，

この８の可能な範囲に九を含まなければならない。
例

、－４均衡の安定性

一つの均衡から他の均衡への移行の問題，すなわち，初期時点で均衡にある経

済に，ある撹乱が生じたときに，新しい均衡径路にいかに移行するかという問題

を考察する。我々はここで生じた撹乱を経済の成長率の変化と考えよう。

ここでは均衡条件の内，資本財の完全利用(8)式，労働の完全雇用(9)式というス

トックの均衡条件はそのまま残し，貯蓄・投資の均衡条件⑮式を落す。このよう

に想定すると，数量方程式体系はそのまま使用することができるが，資本財の増

加率は⑮式から求まる適正成長率ではない。

貯蓄・投資の均衡条件を落すかわりに，投資は，利潤のある一定割合として定

まる事後的貯蓄にいつも等しいと仮定する。これがここで想定される誤差調整〆
㈲

カニズムである。したがって資本財の増ｶﾛ率はCD式のゲームｐｒではなくゲームr･ｒ

である。ここで△rは利潤からの事後的貯蓄性向である曹

一２９２－
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今，資本財の増加率を牙’労働の増加率壱九としよう。ここでの我々の関心は資

本財の増加率（多(t)）の時間径路であり，この時間径路が新しい成長率九に収散
するか否かという問題である．資本財と労働の関係は,現時点,初期時点について

各つぎの式が成立する。（l4式の変形）

⑫Ｋ(､=器｛’十αｪ(､－１)牙(t)｝Ⅲ)。ここでN(t)=NOe，Lｔｏ
１

1

03Ｋ゜＝器｛，伽(ｍ-,Ｍ。）N・
ここでＮＣ，ＫｏＦｏは各の変数の初期値である。資本財の増加率’(t)の式は⑫式
から次の微分方程式で与えられろ。

α工("－１） 且21｡
“牙(t)＝九一，＋αｴ(7γL－，）牙(０ｄｔ

Ｃ４式は変数分離型の微分方程式であり，解は

九-Ae￣{ｄ八ｍ－１)}ｔ
㈱牙(､＝

１＋αｪ仇－１）AeF{｡/i(ｍ－１))ｔ
例

となる｡｡こで｡=★{1+αｪ(〃l)ねルまＭは第１章(注3)より正で
九一9℃

あり，Ａ＝’＋α工oγL－１）流である。安定条件は新開氏のモデルと同様に，ｍ
＞１，すなわち消費財部門の資本・労働比率が資本財部門のそれより大なること

である。

新しい成長率九での成長均衡の資本財と労働雇用量との関係は⑭式から次式で

与えられろ。

00Ｋ"＝器{－，万ﾏﾅ戸丁売}､Ｎ
１

⑰Ｋ･"＝器｛－，万ﾏﾗ元=ＴＴ７ｒ}.N･
ここでＫ７Ｌ,Ｋｏ７Ｌは成長率九に対応する値である。今，安定条件を満たすケース

について，新しい均衡径路と不均衡径路の動きを考察してみよう。新しい均衡径

路の初期資本量(27式)が不均衡径路の初期資本量(23力より大きい場合には，ｍ＞1

－２９８－
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であるから，”＜多0である。これは不均衡径路の初期成長率がより大きいケース

である。またＡは負である。このとき多(､の動きは，㈱式の分子は減少し〆分母

は増加するから，時間の経過とともに減少し，九に収束する。逆に新しい均衡径

路の初期資本量が不均衡径路の初期資本量より小さい場合（九＞牙｡），Ａ＞・か

ら，牙①は時間とともに増加し，やがて九に収束する。

つぎに不安定な場合の不均衡径路の動きはつぎのようになる。新しい均衡径路

の初期資本量が不均衡径路のそれより大きい場合は，ＴＬ＞多・である。逆のケース
ｌ

ではれく多bである｡何れの場合も牙(t)はαｪ(1-伽に収束するが，万ｪ(,と”
＞上となり牙に課されている制約を越えてしまう。消費財の産出量が負になαエ

ろという奇妙な結論ｶﾇ導かれろ。

注１ この章は』．Ｒ・Hicks，ＣａｐｄｆａＪａ，zdG7oujfﾉﾚ,第12章とＲ、Ｇ、Ｄ・Ａｕｍ，

Ｍｚｃ７ｏ－Ｅｃｏ加獅ｃＴ几ｅｏ７ｙ，第12章を参照した。

Ｊ、Ｒ・ヒックス,『資本と成長I』,安井，福岡訳。第12章４節，PE239～240.

Ｒ、Ｇ、、､アレン,『現代経済学』,新開，渡部訳。第12章１節，PL271o

事実,「QZZOdfqLmDdGγozuf〃｣の第13章で｢生産技法の選択｣の分析がなさ

れている。

成長均衡の分析であるから,．さまざまな消費財〆資本財を単一財として取扱うこ

とが可能である。

記号の若干は変更した。

価格方程式は生産関数と完全分配の式から導かれる｡生産関数,Yエー器一
砦,Yc-器＝鶚,完全分配の式,Ｍr－，Kｴ+州工,PcYc-
，ＫＣ＋”ＮＣ・前者を後者に各代入すれば得られる。ここで消費財をニュメレール

財とすると価格方程式は次式になる。

(1)'一器･図。＋詩ｂ･

(2i豊一告ロェ+詩ｈ

２
．
３
４

注
注
注

注５

６
７

注
注

－２９４－
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ここでＰＣ＝１とおけば，価格はすべて実質価格である。Ｒ・ＧＤ・アレン(5)，

Ｅ273参考。（)は参考文献の番号である。以下同じ。～

注８(1)，(2)，(3)式は４つの価格（Ｐ工，ＰＣ，牙,”）と利潤率(r)を含むから，４つの価

格の中の１つをニュメレール財にすればよい。

注９ヒックスがこの方程式を要素価格方程式と呼ばないのは，利潤率を要素価格とみ

なさないという理由による。ヒックス(2)，Ｐ､247,注１．

注ｌｏヒックスは賃金方程式を次式のように変形している。

÷-m=i竺ｆｌｉ二一bc+…{,伽十ｍ)f＋(rαエハ…}・
ヒツクス②，Ｐ､246。

またＰＣ＝１とし，賃金方程式を変形すると,Ｏ７Ｌ－１)bcr.αｪｒ＋ｂｃ”＋αｪｒ＝１

を得る｡江=oのとき,秒=古川=oのとき,『＝上となるから,*αエ

と古が両切片である｡そして川値によって次のようになる｡､-1のとき直
線。、＝１のときは直角双曲線で，７７L＞１，ｍ〈１に従って原点に向って凸,凹と

なる。ピックス(2)ＩＰＰ,264～265．

注'1成長率，の大きさには経済的な理由から制約が課されている。成長率の式を次の

ように変形する。

'=÷湾一万二零
K･〉0,すなわちY・〉Oのとき,，<☆である｡消費財の生産量が正であるため
にはこの不等式が満足されなければならない。

ＲＧＤ・アレン(5)，Ｐ．276．

一般的に,帯一帯(ん一兆ｴ)+兆ｴが導出される.ここで糸Ⅱ一帯，
糸c一帯である｡またYc=器であるから,(13)式から帯は,と逆の方
向へ動くことがわかる。したがって(14)式にかえて上式を利用することも可能で

ある。

ＪＲ・ビツクス(2)，ＰＲ248～249。′‘

ＪＲ・ヒックス(2)，Pp250～251.

-295-

注１２

注1３

注１４

注1５
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Ｒ・ヒックス(2)，PE252～253.

Ｇ．Ｄ・アレン(5)，Ｐ､283.

Ｒ・ビツクス(2)ｌＲ２５４ｏ

歩とも，<古の制約条件を満たしている。
と灸の関係を図示するとつぎのようになる。

注１６Ｊ・

注１７Ｒ・

注１８Ｊ・

験，

注１９験

'1,灸

炭

１０ ７７Ｌ

流一万(,伽_Ⅸｗ<q鶉｣芸=γ{,+(m-D(１－』)『>・ａ品－Ａ-('-，’

ＪＲ・ヒックス(2)，Ｐ､255．

ＲＧ．、､アレン(5)§１２－６を参考にした。

ＲＧ．Ｄ・アレン(5)Ｍ86．

投資＝事後的貯蓄の式は次式で与えられる。生PｴｒＫ＝〆ｴＫｏ

ＲＧ．、アレン(5)，ＰP､287～288。

０
１
２
３
４

２
２
２
２
２

注
注
注
注
注
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