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ワイントゥラウプの分配理論

当間清光
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本稿の目的はSiintrau6)の論文"AMacroTheoryofPricing，Incolne

DistributionandEmployment”に基づいたワイントゥラウプの短期マクロ

分配モデルの試案を提示することである。ワイントゥラウプの分配モデルの

特徴は分配率と価格水準の相互依存関係を重視し、ＷＣＭ式（wagecost-

markupequation)を導入していることである。ワイントゥラウプの上記の論

文に関する限り、価格水準は陽表的に取扱われていないように思われる。し

かしながら分配率を決定する要因として投資財部門と消費財部門のマーク・

アップ比率を重視したという貢献は十分に評価されるべきであろう。

ワイントゥラウプの分配モデルの研究に当ってはＷＣＭ式の詳細な検討が

必要であると思われる。また政府部門を導入して、租税と分配率との関係を

分析するためにモデルの拡張が検討さるべきである。これらの課題について

は別の機会に譲りたい。
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経済研究（第35号）

２ワイントゥラウプの分配モデル

ヮイントゥラウプの分配モデルは、Ｎ・カルドア、Ｊ・ロビンソンそして

Ｌ・パシネッティによって展開された分配理論をもとに、分配率と価格水準

との相互依存関係の分析を意図したものである。

ワイントゥラウプの分配理論の背景にある想定は次の通りである。

（a）二部門、二階級モデルである。経済は投資財生産部門と消費財生産部

門、賃金稼得者と資本家（非賃金稼得者）から構成されている。賃金稼

得者と資本家との重要な差異の一つは貯蓄性向（あるいは消費性向）の

違いに求められる。

（b）封鎖経済である。政府部門は存在しない（後にこの仮定は緩められて

いる）。

（c）ワイントゥラウプの分配理論で重要な役割を担うＷＣＭ式の構成要素

であるマーク・アップ率と貨幣賃金率は所与である。

（d）平均貨幣賃金水準は両部門で等しい。

以上の想定のもとに、ワイントゥラウプは両階級の貯蓄性向､消費性向の大

きさに着目して、モデルを三つに分類している。これらのモデルを第一表に

示した。

第一表

－３００－

Ｃ Ｗ Ｓｗ Ｃ『 Ｓ 「

モデルＩ

幟,豐づI1Pthing
１ ０ ０ １

モデルⅡ
AllandSomething
仮説に基づく

１ ０ something largely

モデルⅢ
Ｌａ
仮義繼andSomething

づく
largely something something largely



ワイントウラウプの分配理論（当間清光）

ここでの記号は､ｃｗ；賃金稼得者(賃金所得から)の平均消費性向､ｓｗ；賃金

稼得者の平均貯蓄性向､ｃ｢；資本家(非賃金所得から)の平均消費性向､ｓ『；資

本家の平均貯蓄性向である。各モデルが基づいている仮説の意味は第一表の

各貯蓄性向、消費性向の大きさで与えられている。モデルＩでは賃金稼得者

は所得の全てを消費し、貯蓄は零である。他方、資本家は逆に、所得の全て

を貯蓄し、消費は零である。ワイントゥラウプ自身、貯蓄性向と消費性向の

極端な値に基づくこの仮定の現実的妥当性を問題にしつつ、①Ｊ、ロビンソ

ン、Ｎ、カルドアもこの仮定を採用したこと。②この仮定は低い生活水準の

人々と少数の富者階級をもつ経済には意味があること。③この仮定の意味す

る考え方が、カンティロン、ヒューム、マルサス、マルクスそしてカレッキ
２）

_に至る長い歴史的な系譜をt)っことをのべている。

モデルⅡでは賃金稼得者の貯蓄、消費行動はモデルＩと同じであるが、資

本家は所得の小さな割合(something)を消費し、高い割合(largely)を貯蓄す
３）

る。つぎにモデルⅢでは賃金稼得者は所得うち､大きな割合(largely)をＩ肖費

し､小さな割合(something)を貯蓄する。他方資本家についてはモデルⅡと同
４）

じである。このようにしてみると、三つの仮説､すなわち、"AllandNothing'，、

“AllandSomething"そして“LargelyandSomething，，の仮説の命名は賃金

稼得者の消費性向(ｃｗ)資本家の消費性向(ｃ『）に基づくものと思われる。

２－１モデルＩ

われわれは“AllandNothing”仮説に基づくモデルをモデルIと名付ける。

先ず二部門経済の生産・分配関係から定式化しよう。経済全体の生産・分配

の関係を第二表に示した。

記亭|まＷ;賃金､Ｒ;利潤あるいは非賃金所得､Ｃ；消費、Ｉ；投資、Ｐ；
価格、Ｘ；実質産出量、また添字ｃとｉは各消費財部門、投資財部門を示す。

第二表を列に読むと各部門の生産・分配の関係、行に読むと各所得を示すか

ら、各部門および全体の生産・分配の関係は以下のように定式化される。

－３０１－
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第二表

Ｃ（＝ＲＸ(:）＝Ｗｔ＋Ｒ・

Ｉ（＝ＲＸｉ）＝Ｗ,＋Ｒ，

Ｗ＝Ｗ;＋Ｗ

Ｒ＝Ｒ'十Ｒｉ

Ｚ＝Ｃ＋Ｉ

Ｚ＝Ｗ＋Ｒ

ここで(5)式、（６）式は各全体の生産と分配の定義式である。

次に各部門と経済全体の消費と貯蓄との関係を第三表に示した。

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

第三表

ここで記号Ｓは貯蓄である。さて第二表で示した生産・分配の関係はわれわ

れの三つのモデルを特徴づける三つの仮説に関わりなく成立するが、第三表

で示される消費と貯蓄との関係はモデルＩのAllandNothing仮説に基づ

－３０２－

消費財部門 投資財部門 合計

賃金Ｗ ＷＣ Ｗｉ Ｗ

利潤Ｒ ＲＣ Ｒ， Ｒ

生産・所得Ｚ Ｃ
￣

Ⅱ■■■■■■

￣ PｂＸ(： Ｉ＝ＰｉＸ， Ｚ

消費財部門 投資財部門 全経済

消費Ｃ ＷＣ Ｗｉ Ｃ
￣

￣Ｗ

貯蓄Ｓ ＲＣ Ｒ Ｓ
－

－ Ｒ

生産Ｚ Ｃ Ｉ Ｚ
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くものである。第一行は各部門の消費が各部門の賃金所得に等しく、全体の

消費は全体の賃金所得に等しいことを示す。第二行は各部門の貯蓄は各部門

の非賃金所得に等しく、経済全体の貯蓄は全体の非賃金所得に等しいことを

示している。また第三行は(5)式を示す。つぎに第一列と第二列は各消費財

部門、投資財部門の所得の処分面（消費と貯蓄への分割）を示し、第三列は

全体の消費と貯蓄の和が所得に等しいことを示している。われわれは第三表

から次の関係を考察することができる。消費支出（第一行）と消費財生産の

恒等関係から、消費財部門の貯蓄(Ｒｃ）と投資財部門の消費(Ｗｉ）が等しくな

ければならない。同じことであるが、貯蓄（第二行）と投資財生産(第二列）

の恒等関係かぢくＲｃ－Ｗ,が成立する｡第三表で示されているこれらの関係

と需給均衡式は次のように定式化される。

Ｉ＝Ｓ （７）

Ｉ＝Ｉ （８）

Ｓ＝Ｒ （９）

Ｃ＝Ｗ （10）

Ｒｃ＝Ｗｉ （11）

ここで(7)式は需給均衡式、（８）式は投資が所与であることを示す。

次にワイントゥラウプのモデルには産出量と雇用との間の関係式が導入さ

れていないので、各部門の雇用の大きさは、貨幣賃金率所与という仮定の下

では、各部門の賃金所得に比例して決定される。従って雇用は次のように表

わされる。

Ｎ・＝Ｗｃ／ｗ （１２）

Ｎｉ＝Ｗｉ／ｗ （13）

Ｎ＝ＮＣ＋Ｎｉ （14）

ここでｗ；貨幣賃金率、Ｎ、Ｎｏ、Ｎｉ；各全体の雇用量、消費財部門、投

資財部門の雇用量である。

われわれは以上でモデルＩを形式的に定式化したことになる。しかしなが

－３０３－
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らモデルＩはこのままでは閉じたことにはならない。Ｎ・カルドアの分配ﾓ

ﾃﾞﾙ|ま分配率を決定するために貨幣所得一定の仮定を必要とした。ワイント

ゥラウプはモデルを閉じるために価格水準を表わすＷＣＭ式（wagecost-

markupequation)(15)式と(16)式を導入すさＡ

Ｗ

Ｐ｡＝kow/A･＝、I言 （15）

Ｗ

Ｐｉ＝ｋｉｗ/Ai＝百T7TT （16）

ここでｋｏ、ｋｉは各消費財部門、投資財部門の平均マーク・アップ率であ

り､各両部門の賃金分配率０．、ａの逆数である。Ａ･とＡｉは各両部門の労働

生産性Ｘ`／ＮＣ、Ｘｉ／Ｎｉである。モデルＩの式は(1)式～(5)式、(7)式～(9)

式、（12)式～(16)式の合計13、変数はＣ、１，Ｗｂ、Ｗｉ、Ｒｏ、Ｒｉ、Ｚ、Ｗ、
Ｒ、Ｓ、Ｎｏ、ＮｉおよびＮの13個である。

投資所与の仮定のもとで、マーク・アップ率（賃金分配率の逆数）が制度

的に決められるとすると、投資財部門における賃金と非賃金所得の分割が決

定されることを意味する。しかしワイントゥラウプのモデルでは両部門の価

格水準Ｒ、Ｐｉ、産出量水準Ｘｏ、Ｘｉを内生的に決定することは不可能であ

る。この理由の１つは雇用と産出量との関係を表わす式が導入されていない

ことによるものと思われる。以下ワイントゥラウプにならって変数の解、分
配率等を求めてみよう。

今述べたように投資財部門の所得分割は投資を表わす(8)式とＷＣＭ式(16）
式から求められる。

Ｗｉ－Ｉ／ｋｉ－０ｉｌ（17）
ｋｉ－１＿

Ｒ＝（－－－）・Ｉ＝汀ｉｌ（18）
ｋｉ

ここでｍは投資財部門の利潤(非賃金）分配率である。次に消費財部門の

活動水準は、（１）式、（11)式、（15)式及び(17)式から求めることができる。

Ｃ＝（Ｏｉ／汀｡）・Ｉ＝Ｏｉｌ/刀。 （19）

－３０４－
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Wb＝（０．０i／刀｡）・Ｉ＝０．（Ｏｉｌ／汀｢） (20）

Ｒ＝Oｉｌ（21）

ワイントゥラウプは(19)式を導出する際、消費財部門の生産の波及過程を

乗数を用いて分析していさ:このときの乗数は1/汀｡である。そしてAlland

Nothing仮説のもとでは生産の波及過程を支配するのは投資の大きさと各部

門の所得分配率であび!)貯蓄性向は背後に押しやられてしまう。（'9)式のも

う１つの興味ある含意は消費財部門と投資財部門の活動水準の相対的な大き

さが投資財部門の賃金分配率と消費財部門の利潤分配率の比率に依存すると
１１）

いうことである。とくに０ｉ＝汀｡のときは、これら二つの分配率の水準に関

係なく’＝ｃとなぢ:)両部門の相対的な活動水準と相対的な分配率との関係

は第二表と01)式を用いて容易に理解することができる。第二表の列に注目し

て経済全体と両部門の分配率を求めると分配率の定義を示す第四表を得る。

(11)式のＲ・＝Ｗｉが分配率９i、汀･の分子にあり、分母が各Ｃ､Ｉであること

を考慮すれば前述の関係を導出することができる｡すなわちａ二施・に応じ
て'三cとなる。

第四表

さてわれわれは所得に関して貯蓄性向、消費性向を定義したが、もし部門

に関して両性向を定義することに意味があるならばAllandNothing仮説

のもとでは、第四表をそのまま利用することができる。賃金分配率を部門平

－３０５－

消費財部門 投資財部門 経済全体

賃金分配率 ０Ｃ Oｉ ９

利潤分配率 汀Ｃ 汀ｉ 汀

1 １ 1
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均消費性向、利潤分配率を部門平均貯蓄性向に読み替えれば、第四表は各消

費財部門、投資財部門および経済全体の両性向を表わしている。経済全体の

賃金分配率、利潤分配率は各経済全体のＡＰＣ、ＡＰＳに等しい。

０＝ＡＰＣ （22）

汀＝ＡＰＳ （23）

そして(19)式のOiを投資財部門の消費性向、汀･を消費財部門の貯蓄性向

と考えれば、（１９)式と関連する前述の議論は両性向を用いて行なうことがで

きる。次に賃金は(10)式、（19)式から求まる。

Ｗ＝Ｏｉｌ／刀｡ （24）

利潤所得は(7)～(9)式から次式となる。

Ｒ＝Ｉ （25）

したがって総所得Ｚは(24)式と(25)式から、

Ｚ＝I（ｌ＋０i／汀｡） （26）

貯蓄は(9)式と(25)式から、

Ｓ＝Ｉ （27）

次に各部門の雇用は(12)式～(14)式そして(17)式、（20)式から、

ＮＣ＝ｅｃＯｉｌ
汀ｃＷ （28）

ｅｉｌ
Ｎｉ＝－

Ｗ (29）

N一言黒７ (30）

その他の各種比率を求めてみよう。（24)式～(26)式を用い賃金分配率（＝平

均消費性向）と利潤分配率（平均貯蓄性向）を求めると各次式となる。

ｗ/z(一号)＝羅十ａ
Ｏｉ－１

（31）
エニ＋１
oｉ

－３０６－
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Ｒ/Z(=会一二)＝厩十＆
汀ｃ

（32）

相対所得比率等は各次のように求まる。

Ｗ/R(一二)-,,/厩 （33）

ＷＥ／Ｗｉ＝ａ／汀。 （34）

Ｒｃ／Ｒ＝Ｂｉ／汀ｉ （35）

以上の(31)式～(35)式から、所得分配率、相対所得比率等について次のこ

とが言える。①経済全体の所得分配率､相対所得比率(Ｗ/Ｒ)は両部門の所得

分配率のみに依存し、当然のことながら、両部門の賃金分配率が高ければ高

いほど賃金に有利に働く。②両部門の相対賃金比率(Ｗ上／Ｗｉ）は消費財部門の

分配率のみに､両部門の相対利潤比率(Ｒ／Ｒｉ）は資本財部門の分配率のみに

依存し、両部門の賃金分配率が高ければ高いほど、消費財部門の賃金、利潤

に有利に働く。

次に(28)式~(30)式から､雇用の相対的大きさは以下のように求まる:）

‐'''十=０．/魔。 （36）

ＮＣ／Ｎ＝０。 （37）

(34)式と(36)式から、相対雇用比率(ＮＣ／Ｎｉ）は相対賃金比率(Ｗ6／Ｗｉ）に等

しい。又消費財部門への雇用配分比率(NC/Ｎ）は総賃金所得に占める消費財

部門の賃金所得比率(Ｗ上／Ｗ)に等しい。

－３０７－
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２－２モデルⅡ

次にAllandNothing仮説に基づくモデルＩとAllandSomething仮説

に基づくモデルⅡの差は利潤からの消費を小さな割合ながら認める点に求め

られる。前述したように二部門経済の生産・分配の循環を示す第二表は、わ

れわれのモデルを特徴づける仮説に関わりなく成立する。修正が必要なのは

消費と貯蓄の関係を表わす第三表である。AllandSomething仮説の下でば

第三表は次のように表わされる。

第五表

更に利潤からの貯蓄性向、消費性向が部門間で異なると仮定すると、第六

表を得る。

第六表

ここで貯蓄性向、消費性向の添字は所得、部門の順とする。第六表から所

－３０８－

消費財部門 投資財部門 全経済

消費Ｃ Ｗｔ＋Ｃ「Ｒｃ Ｗｉ＋ｃ「Ｒｉ Ｗ＋ｃｒＲ

貯蓄Ｓ (’ Ｃ「 )ＲＣ (１ Ｃ「 )Ｒ (１ Ｃ『 )Ｒ

生産・所得Ｚ Ｃ Ｉ Ｚ

消費財部門 投資財部門 全経済

消費Ｃ Ｗと＋Ｃ『ＣＲＣ Ｗｉ＋ｃ｢ｉＲｉ Ｗ+ｃｒｃＲ＋ｃｒｉＲｉ

貯蓄Ｓ (１ －Ｃｒｃ )ＲＣ (１ －ＣＴＩ )Ｒ Ｒ－ｃ ｢IＣ Ｒ－ｃｒｉＲ

生産・所得Ｚ Ｃ Ｉ Ｚ
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得の処分（ＣとＳへの分割）に関する以下の定義式が得られる。

Ｓ＝Ｒ－ｃ『ｃＲｃ－ｃ｢ｉＲｉ （38）

Ｃ＝Ｗ＋ＣｒｃＲｃ＋ＣｎＲｉ （39）

また第六表の第一列（消費財生産）と第一行（消費財支出）の均等条件から、

（ｌ－ｃ『。）Ｒ・＝Ｗｉ＋Ｃ『ｉＲｉ＝１－ｓ『ｉＲｉ （40）

さて以上の考察から、モデルⅡは以下のように表わされる。方程式は（１）

式～(5)式、(7)式～(8)式、（12)式～(１６)式及び(38)式の計13式、変数はモ

デルＩと同様にＣ、１，Ｗｂ、Ｗｉ、Ｒ、Ｒｉ、Ｚ、Ｗ、Ｒ、Ｓ、Ｎｂ、Ｎｉお

よびＮの13個である。以下ワイントゥラウプにならってモデルの解を求めて
みよう。

投資財部門の賃金(Wi)と利潤（＝非賃金所得、Ｒ）は各(17)式と(18)式で

求まる。これらの両式と(40)式から消費財部門の利潤(Rc)が求まる。

Ｒ－Ｉ（０ｉ＋ｃ『ｉ汀i）Ｉ(１－ｓ｢ｉ汀i）
ｌ－Ｃ｢ｃＳｒｃ （41）

所与の分配率(だ｡)と(41)式から､消費財部門の生産規模)(C）が求まり､つ
いで消費財部門の賃金(Wc)が決まる。

Ｃ＝Ｉ（１－ｓ『ｉ汀i） （42）Ｓｒｃ７Ｔｃ

Ｗｂ＝０｡Ｉ（１－ｓ『ｉ、） （43）
Ｓｒｃ７ｒｃ

尚、ここでもワイントゥラウプは(42)式を導出する際、消費財部門の生産
１５）

の波及過程を乗数を用いて分析している。

ワイントゥラウプは(42)式から、両部門の利潤分配率と貯蓄性向が大きけ

れば大きいほど消費財部門の活動は抑制されると述べたパ)この命題の経済

的意味は注の㈹で指摘したように、投資財部門の利潤分配率と貯蓄性向が初

項（＝I（１－ｓ『ｉｍ）)と､消費財部門の利潤分配率と貯蓄性向が乗数（＝l／

(s『･刀｡))と関わることを考慮すれば容易に理解できる。

－３０９－
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そして投資所与の仮定のもとでは、経済全体の生産（所得）の増加は消費

財部門の生産（所得）の増加に等しい。したがって両部門の相対的活動水準

(ｃ／，）と経済全体に占める消費財部門の比重（これは全体の消費性向に等

しい）は両部門の賃金分配率と消費性向が大きければ大きいほど大きい。

（１－ｓｒｉｍ）＝αＣ
（44）

ＩＳｒｃ刀。

Ｃａ（45）
Ｚ１＋ａ

１７）

次に総賃金は(17)式と(43)式から、総生産は(8)式と(42)式力､ら各求まる。

Ｗ＝I（０，＋０．α） （46）

Ｚ＝I（ｌ＋α） （47）

総利潤は(18)式と(41)式から

Ｒ＝I（ｍ＋汀。α） （48）

又雇用は(12)式～(14)式、（17)式および(43)式から、

eｃｌａ
(49）ＮＣ ｗ

一
Ⅲｐ
〉

(50）Ｎｉ
、〃

'(0,＋０．１J〉
￣

(51）Ｎ＝
Ｗ

導出したこれらの変数を用いると分配率（Ｗ/Ｚ、Ｒ/Ｚ)､相対所得比率等

(Ｗ/Ｒ、Ｗｃ/Ｗ、Ｒｏ/Ｒ、Ｗｃ/Ｗｉ、Ｒｃ/Ｒ）は以下のように求まる。

Ｗ
ｌ
Ｚ

ａ+ｅｃａ
(52）

１＋a

7ZLi＋汀Ｃａ

Ｒ
ｌ
Ｚ (53）

１＋ａ

－３１０－
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Ｂｉ＋Ｏｃａ

Ｗ
ｌ
Ｒ (54）
汀ｉ＋汀ｃａ

ｅｃａ

Ｗ
ｌ
Ｗ (55）

Ｂｉ＋ｅｃａ

Ｒ
ｌ
Ｒ 汀Ｃａ

(56）
汀ｉ＋汀ｃａ

０ｃａ

Ⅶ
｜
Ⅶ (57）

Ｏｉ

Ｒ
ｌ
Ｒ

汀Cａ
(58）

刀Ｉ

賃金分配率は各部門の分配率と利潤所得からの貯蓄性向の４つのパラメー

ターを含んでいる。これらのパラメーターに関する比較静学分析の結果は次

の通りである。

,(筈） ｌ＋7rc（Ｓ『｡－ｓ｢i）
(59）＞０

(1＋α）２ｓ『･汀。Ｏ９ｉ

，(晋） α〔l-7Zc(ｌ－Ｓｒｃ)＋、(１－ｓ『,)〕
＞０（60）

（１＋α）２ｓ｢･汀。IＯＯＣ

,(晋） ａ（Oi-ec）＞

Ｂｉ＝０．に応じて

０

ン
｜
｜
く (61）

ＯＳｒｃ （1＋α）２ｓ『。

,(吾） 汀ｉ（ｅｉ－０６） ０

フ
ニ
く'三０．に応じて (62）

(l＋α）２Ｓ『○万○OＳｒＩ

両部門の賃金分配率（ｅｉと０｡）の上昇は賃金分配率に有利に働くという

当然の帰結が得られるが、両部門の利潤からの貯蓄性向の変化が賃金分配率

－３１１－
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へ及ぼす効果は両部門の賃金分配率の大小に依存する:)利潤分配率へ及ぼす

効果は逆の関係が成立する。また４個のパラメーター（０i，０．，ｓ『｡，Ｓｍ）

の変化が相対所得比率（Ｗ/Ｒ）へ及ぼす効果は､これらのパラメーターの変

化が賃金分配率へ与える効果と同じである。

消費財部門の賃金と利潤の総賃金、総利潤に対する比率、Ｗｔ／Ｗ、Ｒｃ／Ｒ

に関する比較静学分析結果は次の通りである。

,(帯）＿＆(1-s繭）
(63）＜０

(９i＋ａα）２ＯＯｉ

ｊ

Ｗ
ｌ
Ｗ
く０

αｅｉ
(64）＞０

汀c（ｅｉ＋ａα）２００「

o(器） －ｅｃＯｉ７ｒｉ
(65）＜０

S『・汀c（ａ＋０．α）２ＯＳ『i，

，(帯） －０Ｃａａ
(66）＜0

Src（ａ＋０．α）２０ｓ『｡

,(暑） １
(67）＞０

S『｡（、＋汀｡α）２ＯＢＩ

，(骨）
(68）＝0

DＯＣ

,(骨） 一，２
(69）＜０

sに（刀i＋汀｡α)２ＯＳｒｉ

－３１２－
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ａ(暑）－ －α汀ｃ、
（70）Ｓｍ（刀i＋汀cα）２＜０ＯＳｒｃ

パラメーター９．，ｓ『。及びｓ『iの変化は投資財部門の賃金､利潤に影響を与

えることはできないので、これらのパラメーターの変化による消費財部門の

賃金、利潤の変化は経済全体の賃金、利潤の変化に等しい。したがって(64）

式～(66)式および(69)式～(70)式は当然の結果である。しかし投資財部門の

賃金分配率の変化は、同部門の所得分配（ＷｉとＲｉ）に影響を与えるだけで

でなく、消費財部門の活動水準を変化させ、同部門の所得分配(Ｗ上とＲｏ）を

変化させる。今ａが上昇したとすると(63)式は投資財部門の賃金の変化が

相対的に大きいすなわちＷb／Ｗｉが低下することを意味している。また消
２０）

費財部門の賃金分配率（０｡）の変ｲﾋはＲｏ/Ｒに影響を与えることはできない。
２１）

次に両部門の賃金ﾋﾋ率（Ｗｂ／Ｗｉ）へ及ぼす効果は次の通りである。

，(殿） －９億（ｌ－Ｓｒｉ）
(71）＜0

Ｏｉ２Ｓｒｃ７ｒｃＯｅｉ

o(器） ａ

(72）＞０
Oｉ７ｒｃＯＯｃ

,(諾） －０Ｃａ
(73）＜０

ｅｉＳｒｃ0ＳＴＣ

6(澱） －０ｃｍ
(74）＜０

'ａｓ、 ＯＩＳ｢ｃ７ｒｃ

パラメーター０．，ｓ『。及びｓ『ｉの変化はＷｉに影響を与えることはできない

ので、（72)式～(74)式は当然の帰結である。（71)式は投資財部門の賃金分配

－３１３－
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率の上昇による投資財部門の賃金の増加（｡Ｗi）が消費財部門の賃金の増加

（△Ｗｊより大きいことを意味する｡22）

又､両部門の利潤比率（Ｒ／Ｒｉ）へ及ぼす効果は､Ｏ（Ｒｃ／Ｒｉ）/,００ｉ＞０，

６１(Ｒｃ／Ｒｉ）／００。＝０，０(Ｒｃ／Ｒ）／ＯＳ『。＜Ｏ及び０(Ｒｃ／Ｒｉ）/oSrii＜０
２３）

である。
２４）

相対的な雇用の大きさはNb/ＮとＮＣ/Ｎｉで表わされる。

Ｍ
ｌ
Ｎ αａｃ

(75）
９ｊ＋αｅｃ

ａ９ｃ

凡
一
Ｎ (76）

Ｏｉ

雇用に関する比較静学分析については次のことが言える。賃金所得が

雇用量に比例することから、パラメーターの変化に対してＭ／ＮとＷｔ／Ｗ、

ＮＣ／ＮｉとＷｔ／Ｗｉ及びＮとＷは同一方向へ動く。

２－３モデルⅢ

LargelyandSomething仮説に基づくモデルⅢを検討しよう。この仮説に

よれば、ｃｗ＞ｓｗ、ｃ「＜ｓ「を仮定するだけでなく、貯蓄性向と消費性向の

差が大きく、所得の処分面に関していえば、賃金稼得者は消費者として、非

賃金稼得者（あるいは利潤取得者）は貯蓄主体として行動することをも仮定
２５）

している。

LargelyandSomething仮説のもとでは消費と貯蓄の関係は第七表と第八

表で示される。ここで第八表は賃金と利潤からの貯蓄性向、消費性向が異な

る場合の関係を示している。

－３１４－
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第七表

費ＣｃｗＷ｡＋ｃ『ＲｃｗＷ,＋ｃ『ＲｃｗＷ＋ｃ『Ｒ＝

貯蓄ＳｓｗＷｔｓＲｏｓｗＷ,＋ｓ『Ｒ，ｓｗＷ＋ｓＲ

生産、所得ＺＣＷ＋ＲＩＷ＋Ｒ

第八表

前述したように貯蓄性向、消費性向の添字は所得、部門の１１頂である。第八

表から次の定義式が得られる。

Ｓ＝ｓｗ〔Ｗｂ＋ｓ『。Ｒ･＋ｓｗｉＷｉ＋ｓｎＲｉ（77）

Ｃ＝Ｃｗ｡Ｗ`:＋Ｃ『｡Ｒ･＋CwiWi＋ＣｒｉＲｉ（78）

又第一行（消費支出）と第一列（消費財生産）あるいは第二行（貯蓄）と

第二列（投資）の均衡条件から、

ｓｗｏＷｏ＋ｓ『。Ｒ･＝ｃｗｉＷ,＋ｃｎＲｉ（79）

以上の考察からﾓﾃﾞﾙⅢの方程式体系は次のように考えることができよぎb

Ｃ（＝ＥＸＣ）＝Ｗｂ＋Ｒ「（１）

Ｉ（＝ＰｉＸｉ）＝Ｗｉ＋Ｒｉ（２）

Ｗ＝Ｗ・＋Ｗｉ（３）

－３１５－

消費財部門 投資財部門 全経済

消費Ｃ ＣｗＷｃ＋ Ｃ「 ＲＣ ＣｗＷｉ＋Ｃ『Ｒｉ ｃｗＷ＋ｃ『Ｒ

貯蓄Ｓ ＳｗＷｂ＋Ｓ「Ｒｃ ｓｗＷｉ＋ｓｒＲｉ ｓｗＷ＋ｓ「Ｒ

生産、所得Ｚ Ｃ－Ｗｃ＋ＲＣ Ｉ
－

－Ｗｉ＋Ｒｉ Ｚ

消費財部門 投資財部門 全経済

消費Ｃ cwcWb＋ｃ『(:Ｒ(： cwiWi＋ｃｒｉＲｉ
ｃｗｆＷｔ＋ｃ「ＣＲＣ

＋cwiWI＋ｃ『iＲｉ

貯蓄Ｓ SwcWt＋ＳｒｃＲｃ swiWi＋ｓｒＩＲｉ
Ｓ ＷＣ Ｗ}:＋ＳｒｃＲ Ｃ

+swiWi＋ｓｒｉＲｉ

生産、所得Ｚ Ｃ
￣

■■■■■■■ Ｗｂ＋Ｒｃ Ｉ
－

－ Ｗｉ＋Ｒｉ Ｚ＝Ｗ＋Ｒ
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Ｒ＝Ｒｃ＋Ｒｉ （４）

Ｚ＝Ｃ＋Ｉ （５）

Ｉ＝Ｓ（６）

Ｉ＝Ｉ（７）

Ｓ＝swoWo＋ｓｒｏＲｏ＋ｓｗｉＷｉ＋ｓ｢ｉＲｉ（77）

Ｎ･＝Ｗｃ／ｗ （１２）

Ni=Ｗｉ／ｗ （13）

Ｎ＝Ｍ＋Ｎｉ，(14）

Ｗｔ＝eｏＣ（80）

Ｗｉ＝０，１（81）

変数はＣ、１，Ｗｂ、Ｗｉ、Ｒ、Ｒｉ、Ｚ、Ｗ、１，ｓ、Ｎｏ、ＮｉおよびＮ

の13個である。ここで(80)式と(81)式は(15)式と(16)式のＷＣＭ式を反映し

ているものと考える。モデルⅡで指摘したようにワイントゥラウプ・モデル

では価格水準Ｐ｡、Ｐｉと産出量水準Ｘ゜、Ｘｉを内生的に決定することは不可能

と思われる。以下モデルの解を求めてみよう。投資財部門の所得は投資と分

配率所与のもとでは(81)式から求まる。次に消費財部門の活動水準と所得分

配は投資財部門で決定された変数を利用して求めることができる。消費財部

門の賃金と利潤の関係式は(1)式と(80)式から、

ｏｃＲｃ
Ｗ｡＝

汀ｃ

(79)式lこ(82)式を代入するご(）

１万。〔cwi＋汀i（cTi-cwi)〕
Ｒｃ＝

Ｓｒｃ＋ｅｃ（Ｃ『｡－ＣＷＣ）

(82）

IjToCwi（l-m7Ti）

S『ｃＵ－ｎｅｃ）

＝β刀。Ｉ (83）

であ
cwi(１－ｍｍ）ここで、ｍ＝(１－ニエ上）、ｎ＝(１－旦些）、β＝

Ｃｗ６ＳＴＣ

ろ。またLargelyandSomething仮説から、ｃｗｉ＞

SrC(１－ｎｅｃ）

Cwi＞Ｃｒｉ、Ｓｒｃ＞SWC゜したがっ
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２８）

て、＜ｌ＞ｎ、β＞０である。消費財部P；の賃金と生産は、

Ｗ6＝β０Ｊ（84）
－２９）

Ｃ==βＩ（85）

ワイントゥラウプは消費財部門の活動水準を乗数を用いて分析している。こ

のとき乗数の波及過程における初項はCwi（１－ｍｍ）I、乗数は、
ｌ

Ｓｒｃ－０ｃ（Ｃｗｏ－Ｃ『c）である。消費財部門の活動水準は両部門の賃金分配

率（ａ、０i）、消費性向（cwi、ｃ｢，、

れば大きいほど大きくなぢ:)次にZ、Ｒ、

Ｚ＝（１＋β）Ｉ

Ｒ＝（β汀。＋汀,）１

Ｗ＝（β０．＋ｅｉ）’

又雇用については、

ｃｗへｃに）および投資が大きけ

Ｗは各次式となる。

（86）

（87）

（88）

β０J
ＮＣ (89）

ＶＶ

－

０ｉｌ
Ｎ] (90）

ＶＶ

(β０．＋０i）I
Ｎ＝ (91）

1Ｖ

次に経済全体の所得分配率、相対所得比率を求め.６つのパラメーター（ａ、
３１）

0.,ｓ『。、ｓｗｏ、ｓ｢ｉ、ｓｗ，）について比較静学分析を試みることにしよう。

Ｗ
ｌ
Ｚ

β０c＋ａ
(92）

ｌ＋β

β汀c＋刀１

Ｒ
ｌ
Ｚ (93）

１＋β

－３１７－
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ｗβｅｃ＋ｅｉ

Ｒβ汀c＋力ｉ

ここで分配率は投資水準からは独立である。
３２）

６個のパラメーターに関するﾋﾋ較静学分析は次の通りである。

(94）

,(晋） cwi（１－ｍ汀c)＋ｓに（ｌ－ｎｅｃ）
(95）＞0

S『｡（ｌ－ｎＯｃｘ１＋β)２Ｏｅｉ

l－ｎＯＩ

，(砦） β（ 十β）
l－ｎａ

(96）＞0
OＢＣ (１＋β）２

o(筈） (１－ｍ)（Oc-0i）
,三ａに応じて

ｊ７９く０

ン
｜
｜
く

OCW， Src（ｌ－ｎＯｃ)(1＋β）Ｚ

，(筈） ｍ（Oc-0i）

a二aに応じて

０

ン
一
く (98）

src（ｌ－ｎ９ｃＸ１＋β）２０ｃｍ

,(晋） βａ（ｅｃ－０,）0.≧ａに応じて
く

＞

＝0（99）OＣｗｃ Sに（１－ｎＯｃ)(l＋β）２

,(晋）＞ β汀c（ec-0i）
＆＝Oiに応じてＯｃｒｏ ｓｒｃＯ－ｎＯｃ)(l＋β）２

４個のパラメーター（ｅｉ、０．、ｃ『ｉ、ｃ『。）についてはヨ

０

ン
一
く (100）

４１回のパラメーター（ｅｉ、０．，Ｃ『ｉ、Ｃ『。）についてはモデルⅡと同様な

結果が得られる。一般的にいって、限界消費性向が分配率に及ぼす効果は両

両部門の賃金分配率の大小に依存する。

次に相対的な雇用比率（Ｎ＠／Ｎ、Ｎ／Ｎｉ）は各次式となる。
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⑮ロ

＄＋ｕｍｍ

、のロ

（水）①

（北）①

（本）①

（水）⑥

。』○の

（本）℃

。参○℃

（水）⑥

一三○℃

一』○の

ＵｍＣ

ｌｍｃ

=
に
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，(儲） －（１－ｍ）ｃｗｉＯ。
(109）＜０

Ｏｉ２Ｓ『c（１－ｎＯｃ）Ｏｅｉ

,(殼） β
(110）＞０

ＯＢＣ Ｂｉ（ｌ－ｎＯｃ）

0(鈴） Oｃ
＞０ (111）

ＳＴＣ（１－ｎ９ｃ）ＯＣｗｉ

，(捺） ０ｃｍ
＞０ (112）

０ｉｓ｢c（ｌ－ｎＯｃ）Oｃｒｉ

,(蒜） βｅｃ２
＞０ (113）

aＣｗｃ s『『:（１－ｎｏに)Ｂｉ

６(詩） ０．β汀。

ois｢c（，＿ｎＯｃ）＞０（114）ＯＣｒｃ

以上の比較静学分析から、４個のパラメーター（ｅｉ、０．、ｃ『ｉおよびｃ『c）

の変化の効果に関してはモデルⅡと同様な結果を得る。結論として、投資財

部門の賃金分配率の上昇による結果を例外として、その他の５つのパラメー

ターの上昇の効果はrelativeresourceuse（Ｍ／Ｎ）そしてrelativesec-

torsize（ＮＣ/Ｎｉ）とも､消費財部門の雇用量を相対的に増加させる。そして

これら６個のパラメーターの上昇は消費財部門の活動水準を増加させ、全体

および消費財部門の賃金所得を増加させるから、全体の雇用水準および消費

財部門の雇用水準は絶対的にも増加する。

次に貯蓄と投資の均衡条件を用い、消費財部門の活動水準の決定を図で検

－３２０－
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討しよづ:)社会全体の貯蓄は両部門の貯蓄の和であり、次式で示される。

Ｓ＝〔ｌ－ｃｗｉ（１－ｍ刀i）〕Ｉ＋ｓｒｃ（１－，０。）Ｃ（115）

これを図示すると次のように表わされる。

Ｓ，Ｉ

45゜線
'

'

’

／

／

／

／

／

／
グ

ノ

ノ

Ｅ'

Ｓ

’

’／ん／ん

''

''

’’

'

〔l-cwi(１－ｍｍ)〕Ｉ '

'

／

'

'

／
’

'

'
’

ＣＣ＊０

投資と貯蓄関数の交点Ｅで消費財部門の均衡活動水準Ｃ*が求まる。以下

の与件の変化はＣ*を増加させる。

①投資の増加；縦軸切片を大きくすると共に投資がシフトする。

②ａ、ＣＭおよびｃ『，の上昇；縦軸切片を小さくする。

③８．、cwoおよびｃｒｏの上昇；貯蓄関数の勾配を小さくする。

また消費財部門の活動水準は、投資と貯蓄関数の交点が貯蓄関数と45度線

の交点より右に位置する限り、投資水準より大きい。

－３２１－
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３．結ぴ

以上検討してきたワイントゥラウプの短期分配モデルは次のような特徴を

もっている。

（１）序でワイントゥラウプの分配モデルは分配率と価格水準の相互依存関

係を重視しているということを述べたが、しかしながら価格水準を内生

変数として決定することはできない。

（２）それにも関わらず分配率を決定する要因としてマーク・アップ率を導

入したことはワイントゥラウプの貢献である。

（３）貨幣賃金率所与の仮定のもとでは雇用量は賃金所得に比例する。この

ように決定された雇用量が完全雇用と一致する保証はない。

（４）名目投資が所与という仮定のもとでは、貨幣賃金率、労働生産性が変

化し、投資財価格が変化すると実質投資が変化するが、これらの関係が

好況、不況との関連で明示的に分析できない。

（５）(2)と関連して、分配率を決定する要因は両部門の分配率と両部門の所

得からの貯蓄性向である。そして分配率は投資の水準からは独立である。

（６）消費財部門の活動水準の決定においては通常の乗数分析が適応できる。

以上ワイントゥラウプの短期分配モデルの諸特徴を述べたが、政府部門

(租税)の導入、ワイントゥラウプの長期分配モデルの研究は次回を期した
い。

－３２２－
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注

S、Weintraub，“AMacroTheoryofPricing，IncomeDistributionand

Employment,”WeZtLuZ7tsch城Zic/tes〃chiu，Marchl969、この論文は

S，Weintraub，「Keynes，Keynesians，andMonetarists｣，University

ofPennsylvaniaPress，１９７８に収められている。ページ数は後者によ

る。ｐ､１９７，ｐ､２０１，ｐ､２０３．

S、Weintraub，ＣＤ、Cit.，1978,卯.197～198.

S、Weintraub，ｏｐ．ｃit.，1978,ｐ,２０１．

s・Weintraub，ｏｐ．ｃit.，1978,ｐ､203．

ワイントゥラウプとほぼ同じノーテイシヨンを採用したが、若干変更を

加えた。

SWeintraub，ｏｐ，Cit.，1978,ｐ､１９８．

N、Kaldor，“AlternativeTheoriesofDistribution,”ReuZeuﾉｑ/・

Ebo7zomicSfUdies,1955～56.

s．Weintraub，ｏｐ．ｃit.，1978,ｐ・’９９

s・Weintrauhop・Cit.，1978,ｐ､２００，ｐ,212の注８．

AllandNothing仮説のもとでは、消費財部門の生産の波及過程を支配

するのは投資の大きさと各部門の分配率である。

_／’R'

投資の増加='、閏wi=aT
／

消費財部門の生産の増加

・Cl=OiT／,△RCI

、wE閉仰ぐ:二〆伯ﾙー

1）

ｊ
ｊ
ｊ
Ｊ

２
３
４
５

6）

7）

8）

9）

－３２３－
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このときＣ＝△Ｃｌ＋△Ｗｄ＋△Ｗｃ２＋……＋･･･初項ｅｉｌ、公比０．から

本文の(19)式が求まる。

S・Weintraub，ｏｐ、Cit.，1978,ｐ,２００．

s、Weintraub，ｏｐ．ｃit.，1978,ｐ､２００．

s、Weintraub，ｏｐ．ｃit.，1978,ｐ,２００．

s、Weintraub，ｏｐ、Cit.，1978,ｐ､２００．

s・Weintraub，ｏｐ．ｃit.，1978,ｐ,201．

モデルＩの注(9)よりやや複雑であるが、次のように考えることができる。

投資の増加による投資財部門の消費は第六表の第一行一列の要素であり、

この値が消費財の支出の増加となって消費財部門へ波及していくことに

なる。

＿投資財部門の消費増加

10）

11）

12）

13）

14）

15）

投資の増加

消費財 7、〃1ワ肥

ｌ（１－ｓ『ｉ刀i）

／、hWc,=9.,(1-s『i7Ti)
Ｉ

（消費の増加）０，１(１－ｓ『ｉノTi）

消費財生産の増加

7Ｍ(１－ｓ『ｉ刀Ｉ）＝`Ｒｃｌ

Ｉ
ｃ『･刀。Ｉ(１－ｓ｢ｉ汀i）

Ｉ(１－ｓ『ｉ７Ｔｉ）(１－ｓ斥刀｡）

八
万・i(１－ｓ,ｉ汀;)(１－ｓ『・汀｡）＝ｏＲｃ２ｏＷｃ２＝０．i(１－ｓ『ｉ刀i）(１－ｓ『。〃｡）

-１ １
ｃｍ刀『l(１－ｓ『ｉ刀i）(１－ｓに刀｡）(消費の増加）０．１(１－ｓ｢ｉ汀i）(１－ｓ『・汀｡）

[(ｌ－Ｓｒｉ７ｒｉ）(１－ＳＴＣ汀｡）２
↓

ＣＯ

－３２４－
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以上の波及過程から消費財部門の生産の増加は、初項＝I(１－ｓ『ｉ汀i）、

公比＝(１－ｓ『［汀｡）から、本文の(42)式の値になる。乗数は－１
Ｓｒｃ７Ｔｃ

であり、明らかにモデルＩの乗数より大きい。

S・Weintrauhop・Cit.，1978,ｐ､２０２．

s・Weintraub，ｏｐ、Cit.，１９７８，０２０２．

s･Weintraub，ｏｐ、Cit.，1978,ｐ､202．

(61)式と(62)式の経済的な解釈は次のように考えることができる。注０，

で指摘したように、ｓ『ｉは初項に、ｓには乗数に含まれる。したがって

パラメーター、Ｓｍとsroは消費財部門の生産・分配・支出と関係し、

同部門の所得分配に（したがってまた全体の分配率）に影響は与えるが、

投資財部門の分配率に影響を及ぼすことはない。

①今ｅｉ＝０。（あるいは刀ｉ＝刀｡）を仮定する｡このとき分配率に関して

次式が成立する。

晋一￥-晋一a-a＆一旦一旦マー藤ＣＩＺ

パラメーター、ｓ『。とｓ｢ｉの上昇は何れも消費財部門の活動水準を低下

させる。しかし０１＝０．の仮定から、

（砦)－砦-9-a,(号)｡÷-鰯＝歴。
が成立する。ここで添字。はパラメーターの変化前の値を示し、△Ｚ

＝.Ｃ＝△Ｗb＋△Ｒ，Ｚ・≠｜・Ｚ｜，△Ｚ，.Ｃ、△Ｗ上，△Ｒｃ｜は各負であ

る。このとき次式が成立する。

Ｗｏ＋△Ｗ上Ｒｏ＋△Ｒ･
＝ａ＝０ｃ，＝汀ｉ＝刀ｃ

Ｚｏ＋△ＺＺｏ＋△Ｚ

したがって、ａ＝８゜のときは分配率は不変である。

②０ｉ＞０。（あるいは汀ｉ＜汀｡）を仮定する。このとき次の不等式が成立

16）

17）

18）

19）

－３２５－
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する。

￥〉÷〉÷｡「 Ｏｉ＞０＞ｅｃ

÷〈÷〈÷｡「”,<…
①と同じようにパラメーターが上昇し、消費財部門の活動水準が縮小

したとする。ノーテイションも①と同じとしよう。このとき次の不等

式が成立する。

ａ＞ｅ＞ａ＝△Ｗｃ△Ｚ，ｍ＜汀＜汀ｃ＝ △Ｚ

△Ｒｃ

したがって又次の不等式が成立する。

’一(晋)｡〈晋:主砦，〃-(号)．〉＝:主:号
したがって、０ｉ＞０．のときは労働分配率は上昇する。

③０ｉ＜０゜についても同様な手順で証明できる。

20）消費財部門の賃金分配率の上昇による直接的な消費財部門の利潤の減

少と同部門の活動水準の増加による同部門の利潤の増加が等しいこと

ＯＲ
－＝０である。
DOC

による。したがって又

今０．の上昇による消費財部門の賃金の増加は△ｅｏＣＯｏＣｏはパラメ

ーターの変化前のＣの値とする。－△0.ＣＯは同部門の利潤の減少を

示す。このとき、０．の上昇による同部門の直接的な消費支出の増加は、

ｏＭｏ－ｏＭ｡(l-M-oaい`となる｡乗数はSF士
から、消費財部門の活動水準の増加は△ａＣｏ／汀｡であり、これによ

る利潤の増加は△９°Ｃoとなる。したがって同部門の利潤の純増はゼ

ロ、経済全体の利潤の純増もゼロである。

21）Ｗb／ＷとＷ６／Ｗｉ、Ｒｏ／ＲとＲｃ／Ｒの比較静学分析には次のような関

－３２６－
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係がある。

｡(帯）

Ｒ
ｌ
Ｒ

Ｌ
Ⅶ Ｒ
ｌ
Ｒ

Ⅶ
ｌ
Ｗ から、 ＞Ｏ、１
Ｗ＋１

｡(殿）'＋芸

｡(告）
＞０．パラメーターが変化するとＷｃ/ＷとＷｃ/Ｗｉ、Ｒ`/Ｒと

d(畳）
Ｒｃ／Ｒｉが同一方向に変化することを意味する。

22）（71)式について。投資財部門の賃金分配率の上昇による両部門の賃金

所得の増加は各(17)式と(43)式から次式となる。

△Ｗｉ＝△ｅｉｌ

△eｉｌｅｃｓｒｉ
ＡＷＣ

ＳＴｃ７ｒｃ

両者の比率は、

△ＷＱ－０ｃＳｒｉ
△Ｗｉ Ｓｒｃ７ｒｃ

この上上率と(57)式の大小を比較すればよい｡(57)式は△Ｗｃ／△Ｗｉより大

きい。

（孫)F-2竺上＋ａ(1-s耐)〉‘w〆OｉＳｒｃ７ｒｃ△ＷｉＳｒｃ７Ｔｃ

したがって(71)式が成立する。

23）０．，ｓ『。およびＳｍの変化はＲｉに影響を与えない。Oiの上昇は投資

財部門の利潤を減少させ、消費財部門の利潤を増加させる。

24）aWeintraub，ｏｐ．ｃit.，1978,ｐ､202．ワイントゥラウプはＭ／Ｎ

をrelativeresourceuse、Ｎｏ／Ｎｉをrelativesectorsizeと呼

んでいる。

－３２７－
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S、Weintrauhop、Cit.，1978,ｐ､203．

ワイントゥラウプの分配モデルⅢについては既に小原久治教授が１つ

の試案を呈示しておられる。

小原久治、「価格水準と所得分配」勁草書房、1985,ｐ､183。

(79)式は(2)式と(77)式を需給均衡式、(7)式に代入すると求まる。

S、Weintraub，ｏＰｃｉｔ・’1978,ｐ､204．

ここでもワイントゥラウプは乗数を用いて消費財部門の活動水準を求

めている。Ｓ、Weintraub，ｏＰｃｉｔ.，1978,ｐ､204.ワイントゥラウプ

の分析は以下の通りである。

I-sector生産の増加＝I

25）

26）

27）

28）

29）

Ｗｉ＝OｉｌＲｉ＝汀ｉｌ

ｌ Ｉ消費の増加

cｗＩＯｉｌC『ｉ７Ｔｉｌ

C-sector生産の増加(ｃ、刀ｉ＋ｃｗｉＯｉ）’三Ａ

△Ｗｄ＝ＢＣＡ△ＲＣＩ＝7TＣＡ

ＩＩ 消費の増加

cｗｃＯｃＡrｃ７ｒｃＡ

C-sector生産の増加Ａ（ｃ｢･汀。＋ｃｗｏ０｡）＝ＡＢ

Ｗｔ２＝０ＣＡＢ△Ｒｃ２＝汀ＣＡＢ

Ｉ
ＣｗｃａＡＢ

Ｉ 消費の増加

ｃ『･汀。ＡＢ

Ｂ２

○○

－３２８－
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初項＝Ａ、公比はＢで、０＜Ｂ＜１である。

30）Ｓ・Weintrauhop，Cit.，1978,ｐ､204。

Ｃｗｉｍ βｎ

β'（ｅｉ）＝ＳＴＣ(,＿ｎＯｃ）＞０，β少（０｡）＝ （ｌ－ｎＯｃ）＞０、

ｅｉ汀ｉ
β'（cwi)＝ Src(ｌ－ｎＯｃ）＞０，β'（Ｃ､)＝ ｓｒｃ(ｌ－ｎＯｃ）＞’

誌(筈a)>ｑ
βａ

ＳｒＣ(,＿ｎＯｃ）＞０，β'（Ｃ『c)＝β'（ＣＷＯ＝

同様な結論が両部門の相対的活動水準Ｃ/IおよびＣ/Ｚについても言え

る。

31）比較静学分析は賃金分配率のみを求めれば足りる。利潤分配率は逆の

結果、相対所得比率については同一の結果が得られる。

32）消費性向に関する比較静学分析は注(27)から次のように考察すること

ができる。

（a)今投資財部門の賃金からの消費性向が上昇したと仮定する。このと

き、初項の増加、消費財部門の生産の増加および同部門の賃金所得の

増加は各、△ＣＷｉＯｉｌ、△ＣｗｉＯｉｌ/l-B、０。△Ｃｗｉ９ｉｌ/l-Bである。

投資が所与の仮定のもとでは、消費財部門の生産の増加は即全体の生

＞０，

＞０．

産の増加に等しい｡したがって(筈)｡と｡ｗ ＝０゜の大小の比
△Ｚ

較をすればよい。

βａ＋eｉＯｃ－ｅｉ

ａ－，+β・したがって０．二ａに応じてｌ＋β

川一皿 ０

，
ノ

Ｗ
ｌ
Ｚ

ｒ
ｋ

シ
ニ
く である。

(b)今消費財部門の賃金からの消費性向が上昇したとする。このことに
O

よる消費支出の増加は△Ｃｗｏ０ｏＡである。公比Ｂがパラメーターの変

－３２９－
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化後の値であることに留意すれば、以降の議論は(a)と同様である。

通常の投資＝貯蓄による所得決定のように横軸にＺを測る方法も可能

である。ここでは投資水準が与えられているので横軸にＣをとった。

33）

－３３０－


