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カレツキの分配理論（２）

當間清光

１序

この小論の目的は、カレツキの遺作論文となった"ClassStruggleand

incomeDistribution"(Kalecki,1971a)と、この論文を１財モデルに拡充し

た，Asimakopulosの論文"AKaleckianTheolyoflncomeDistribution''(1975）

とを比較検討したものである。

カレツキの問題提起は次のように要約されよう。先進資本主義経済の特徴

である寡占的市場の価格設定方式と生産能力に余力が存在するもとでは，た

とえば労働組合による賃金交渉の成功が必ずしも利潤を減少させ，他方で生

産要素に代替を生じさせ，雇用と産出量を削減させることにはならないこと

を示したこと。更に大幅な賃金上昇が生じ，独占度を弱め、マーク・アップ

を減少させるような場合には，むしろ雇用と産出量を増加させる可能性があ

ることを示したことである。

Asimakopulosの論文では所得分配率を決定する際に，間接労働が重要

な役割を果たすことが示される。

カレツキの分配理論においては，労働者と資本家の貯蓄性向が異なること

が決定的に重要である。カレツキの論文では労働者は貯蓄しないものと仮定

される。Asimakopulos論文も本文では，カレツキと同様な仮定を置き、

付録で労働者が貯蓄するケースが論じられている。ここでは更に－歩進め、

Asimakopulosのモデルについて，資本家と労働者の貯蓄性向を明示的に導

入し，若干のモデルの拡充を意図している。
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更に，Schneider(1958）は国民所得を内生変数として彼の分配理論を定式

化した。その後Rothchild(1993）は，Schneiderモデルの貯蓄＝投資の均衡

式を「賃金と利潤との間の等貯蓄線」と命名している。この「賃金と利潤と

の間の等貯蓄線」は分配モデルを図示する際に非常に有用である。

Asimakopulosの１財モデルについて、この概念を用いて図示する。

２カレツキの分配理論

２－１

カレツキの分配理論の背後にある基本的な考え方について，Jossa(1989,

pl43）は次のように適格に述べている。カレツキの分析方法おいて，現実

的であることを主張する価格理論は従来の企業家はプライス・テイカーであ

るという概念が，企業家は価格設定において，ある程度の自由度を持つ，プ

ライス・メーカーであるという概念に置き換えられなければならない。カレ

ツキのこの分析方法は，完全競争という仮定を放棄することを意味するが，

彼の現実的分析に対する理論を強調する関心のみではなく、マルキシズムに

基礎を置いた，深く根ざした信念一所得分配は市場によってメカニカルに決

定されるのではなくて，社会を構成する利益集団の相対的な力関係に依存す

る－から生起している。ここでカレツキが重視したのは労働組合と資本家と

の間の相対的な力関係である。次にJossaのこのような認識をわれわれの

共通の認識として，カレツキの分配理論を検討しよう。

２－２

カレツキ(1971a)の目的は次のような通説一賃金の上昇は利潤の減少を意

味し，そして賃金率の上昇は，賃金財への支出増，投資及び資本家消費の減

少に伴う資本設備の再構成が生じ，更に労働が資本に代替される結果として

失業が一段と高くなる（同,1971ｂ,ｐ､156)－へ反論することにあった。そし

てこのような通説が完全競争市場，寡占市場の双方について誤りであること

－３６８－
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を示すことであった。

カレツキのモデルの仮定及び前提は次の通りである。

Ａ－１経済は，投資財生産部門（第１部門川資本家消費財生産部門（第

２部門），賃金財生産部門（第３部門）の３部門から構成される。

Ａ－２政府部門，外国部門の存在しない封鎖経済である。

Ａ－３労働者は貯蓄しない。すなわち労働者は賃金のすべてを消費する。

Ａ－４資本家の支出，投資と資本家消費は過去の意思決定により決定され

ている。従って今期の投資と資本家消費は所与である。

これらの仮定及び前提のもとで，経済を構成する３部門の生産と分配は以

下のように示される。

投資財生産部門（第１部門）の生産と分配

Ｙ，（＝Ｉ）＝Ⅱ,＋Ｗ,＝Ⅱ,＋Ｌｌｗ （２－１）

資本家消費財生産部門（第２部門）の生産と分配

Ｙ２＝Ⅱ2＋Ｗ２＝Ｈ２＋Ｌ２ｗ （２－２）

賃金財生産部門（第３部門）の生産と分配

Ｙ３＝Ⅱ3＋Ｗ３＝Ⅱ3＋Ｌ３ｗ （２－３）

ここでＩは投資，ｗは貨幣賃金率，Ｙｉ，ｍＷｉは各部門の生産額，利潤，

賃金である。各部門の価格と産出量をｐｉＱｉで表わせば，Ｙ,＝plQl，Ｙ２＝p2

Q2，Ｙ３＝p3Q3となる。上記の関係は第２－１表に示されている。賃金財部

門の生産に対する需要は上記の仮定のもとでは労働者の支出額に等しいから，

次式が成立する。

Ｙ３＝Ｗ,＋Ｗ２＋Ｗ３（２－４）

（２－３）式と（２－４）式から，第３部門の利潤は，他部門の労働者の支

出額（需要額）に等しいことが容易に導出される。

Ｌ＝Ｗ,＋Ｗ２（２－５）

従って，（２－１）式，（２－２）式及び（２－５）式から，経済の利潤総

－３６９－
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第２－１表

額は第１，第２部門の生産一資本家支出一に等しい。

Ⅱ＝Ｙ,＋Ｙ２（２－６）

（２－６）式は,カレツキのモデルの利潤は過去の資本家の意思決定一投資
（１）

と資本家消費に関する－によって基本的Iこ決定されることを意味している。

そして第１，第２部門の雇用と産出量が過去の資本家の意思決定により決定

されているから，カレツキのモデルの分析の重点は賃金財部門の雇用と産出

量の決定にならざるを得ない。

市場の形態，完全競争市場か寡占市場であるかは別として，全部門でαの

比率だけ賃金率が上昇したとする。又賃金率が上昇しても各部門の価格が変

化しないと仮定する。このとき，第１部門と第２部門では賃金が増加した分

だけ利潤は減少する。しかし（２－５）式から容易に理解されるように第３

部門の利潤は第１，２部門の賃金増加分だけ増えるから，第１，２部門の利

潤減少分が相殺され，経済全体としては総利潤に増減は生じないことを意味

する。第３部門では価格は変化しない場合でも，他部門からの賃金財への需

要増加に対応して，雇用と産出量を増加させることになる。逆に賃金率の減
（２）

少の場合は雇用と産出量を減少させることを意味する。これ力:最も単純なケー

スでのカレツキの結論である。しかしながら，賃金率の上昇は市場の形態に

－３７０－
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関わらず，価格に影響を及ぼすと考えるのが現実的である。カレツキの主張

は賃金率の上昇が価格に影響を及ぼすケースについて，市場形態のいかんに

関わらず，上記の通説へ反論することにあった。われわれはカレツキに従っ

て最初に完全競争市場について論じ，次節で寡占市場について論じることに

する。

完全競争市場について，通常の右上りの供給曲線を仮定する。供給曲線は

貨幣賃金率と限界生産物との比率であるから，各産出量水準に対応して，賃

金率の上昇率と同じ比率で上方にシフトすることを意味する。第１部門と第

２部門については資本家の過去の意思決定によって，今期の雇用量と産出量

は所与であるから，賃金率が上昇しても，上昇前と同一の雇用量，産出量水

準で価格が賃金率と同一の比率で上昇する。従って，第２－１表から容易に

理解できるように，両部門の利潤も賃金率と同一の比率で上昇する。かくし

て第１部門と第２部門では賃金率が上昇しても両部門の分配率に変化が生じ

ないことが理解される。賃金財生産部門についてはどうか。（２－５）式か

ら，賃金財部門の利潤も賃金と同一比率で増加する。今，賃金財部門の雇用

と産出量が変化しないと仮定すると，第３部門についても所得，利潤及び賃

金は賃金率と同一の上昇率で増加する。もし第３部門の雇用と産出量が増加

あるいは減少すると仮定すると第３部門の利潤の上昇率は，賃金率のそれよ
（３）

り大きいか或いは小さくなり，（２－５）式に矛盾すること|こなる。これは

又賃金財生産部門では，賃金財単位で測った他部門からの賃金財需要が変化

しないならば，同部門の雇用と産出量を増減させる誘因が生じないことを意

味していると解釈できる。「このように，完全競争のもとでは３部門すべて

の産出量は以前と変わりなく，一方その価値額は各々１＋α倍増加する。か

くして賃金支払額と総利潤は同じ割合で増加し，したがって国民所得の分配

は，不変のままにとどまるのである。」（Kalecki,1984,ｐｌ６１)。
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２－３

寡占市場の価格設定は単位当り主要コストをマーク・アップして行われる

と仮定する。（４）

寡占企業（産業）は賃金上昇が正常な範囲ならば，マーク・アップを一定

にしたまま，賃金上昇分を供給価格に転嫁する独占力をもっている。しかし

ながら，大幅な賃金引上げに対しては，供給価格にそのまま転嫁することが

不可能となる。他企業，他産業との競争力が弱体化するからである。カレツ

キは労働組合の団結力，交渉力が独占度を反映しているとみなされるマーク・

アップに与える影響を非常に重視している。カレツキは次のように述ぺてい

る。「現行のマーク・アップが高いと，強力な労働組合は勇んで賃金引上げ

交渉に出るだろう。というのは，彼らは企業に支払う「能力がある」ことを

知っているからである。もしも彼らの要求が受け入れられ，然るにｆには変

化がないとすれば，物価もまた上昇する。これがために賃上げ要求の新たな

ラウンドが開始されることとなり，この過程は物価水準の上昇を持続させる

であろう。だが，自らの製品をますます高価にし，それゆえ他産業との競争

力を弱体化させるこのような過程を，産業はきっと好まないであろう。」

(Kalecki，同,pl63)。ここでｆはマーク・アップを表わす。

さて，賃金上昇が正常な範囲にあり，マーク・アップに影響を与えないま

ま，賃金上昇が供給価格にそのまま転嫁できる場合は，各部門の所得，利潤

及び賃金が賃金率と同一比率で増加するから，前節の完全競争の場合の結論

がそのまま妥当する。

次に労働組合の賃上げ要求がマーク・アップを低下させる場合はどうか。

カレツキの仮定では第１，２部門の雇用と産出量は資本家の過去の意思決定

により与えられている。このとき両部門の価格の上昇率は，マーク・アップ

が低下することにより，賃金率の上昇率より低い。従って両部門の所得，利

潤及び賃金の変化率の間には次の不等式が成立しなければならない。

利潤の上昇率く所得の上昇率く賃金の上昇率（２－７）

－３７２－
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第３部門についても，マーク・アップの低下の結果，上記の不等式が成立

する。第３部門の利潤は（２－５）式から，第１，２部門の賃金総額に等し

く，従って賃金率と同じ比率で上昇する。第３部門についてもマーク・アッ

プの低下により，所得再分配が生じる結果，賃金の上昇率は利潤の上昇率

（＝賃金率の上昇率）より大きく上昇しなければならない。このことは第３
（５）

部門の雇用と産出量が増ｶﾛすることを意味する。従って第１部門と第２部門

の雇用と産出量は一定であるのに対して第３部門の雇用と産出量は増加する。

そして所得分配率は労働に有利に，利潤に不利に作用する。

以上のことを式の上で確認しておこう。第３部門について，代表的企業を

想定する。第２－１表から，生産と分配について次式が成立する。

p3Q,＝、＋Ｌａｗ （２－８）
（６）

労働の生産性をａ３で表わし，所与とする。価格設定方程式}よ次式となる。

ｐ`＝筈`（'＋f,） （２－９）

(２－９）式を（２－８）式に代入して整理すると次式が成立する。

Ｌ３＝＿Ⅱ二Ｌ'＋Ｌ２ｆ３（２－１０）ｗｆ３

（２－１０）式から，もし第３部門の利潤と賃金率が同一比率で増加し，マー

ク・アップ（ｆ３）が不変ならば，第３部門の雇用，従って又産出量は不変

である。もしマーク・アップが低下すればＬ３は増加し，同部門の雇用量，

産出量が増加することが導かれる。

更に（２－１０）式は，貨幣賃金率が全産業で同一，かつ投資財と資本家消

費財の産出量が資本家の過去の意思決定により所与の場合は，マーク・アッ

プが賃金財部門の雇用，産出量を決定することを意味している。そしてこの

ことはカレツキの仮定のもとでは，マーク・アップが経済全体の雇用，産出

量を決定し，そして又所得，利潤，賃金及び分配率を決定することを意味し
（７）

てし)る。

－３７３－
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次に経済全体の分配率は次式となる。

ⅡⅢｌ

ＹＹ,＋Ｙ２＋Ｙ３１＋Ｙ３／Ⅱ
(２－１１）

（２－１１）式の各項目は，他のものを一定とすればマーク・アップによって

決定される。今，賃金率が上昇し，マーク・アップが不変ならば利潤と賃金

財部門の所得は賃金率と同一比率で増加するから，分配率は不変にとどまる。

他方，大幅な賃金引上げがマーク・アップを低下させると，賃金財生産部門

の所得は利潤（投資財部門と資本家消費財部門の所得の合計）より大きく増

加し，利潤分配率を低下させることになる。

３AsimakopuIosの分配理論

３－１

ここではカレツキの分配モデルを１財モデルに応用したAsimakopulos

(1975)の分配モデルを検討する。この節では，労働者が貯蓄をしないケース

を検討し，次節以降でこの仮定を緩め，モデルの拡充を図りたい。

Asimakopulosの分配モデルの仮定は次の通りである。

Ａ－１１財モデルである。財は消費財，投資財として用いられる。

Ａ－２労働を直接労働（者）と間接労働（者）に分ける。間接労働（者）

は産出量のいかんに関わらず所与とする。

Ａ－３投資（実質）は過去の資本家の意思決定により所与である。しかし

資本家消費については今期の利潤に依存する部分と固定部分から構

成される。

Ａ－４生産能力に余力があることを仮定する。

直接労働の生産性は一定である。

Ａ－５労働者は貯蓄しないものとする。この仮定は次節以降で緩められる。

Ａ－６政府，外国部門が存在しない封鎖経済である。

－３７４－
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（８）

次にモデノレのノーテイションは次の通りである。

ｗ貨幣賃金率。所与である。

ａ直接労働の平均産出量。仮定Ａ－４から所与。

Ｌｄ直接労働の雇用量。

Ｌｏ間接労働の雇用量。所与。

Ｌ総雇用量（＝Ｌｄ＋Ｌｏ)。

ｐ産出物の価格。

似単位主要コストのマーク・アップ。

Ｙ生産物価値額。

Ｗ賃金総額（＝ｗＬｄ＋ｗＬｏ）。

Ⅱ利潤総額。

Ｃ消費額。

Ａ資本家消費の固定部分。

几資本家の利潤からの消費性向。

Ｓ貯蓄

Ｉ投資

Ｉ実質投資。所与。

モデルは以下の方程式体系から構成される。

価格設定式

ｐ＝（１＋似）（ｗ／ａ）

生産関係式

Ｙ＝ｐａＬｄ

次に生産・所得，賃金は次式で表わされる。

Ｙ＝Ⅱ＋Ｗ

Ｗ＝ｗＬ＝ｗ（Ld＋Ｌｏ）

(３－１）

(３－２）

(３－３）

(３－４）

－３７５－
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（９）

雇用労働は直接労働と間接労働力､ら構成される。

Ｌ＝Ｌｄ＋Ｌｏ （３－５）

労働を二つのカテゴリーに分割すると，直接労働の平均生産性は一定でも，

直接，間接労働を含めた，経済全体の労働生産性は産出量とともに上昇する
（10）

ことを意味する。

次に，消費は資本家消費と労働者の消費から，貯蓄は資本家の貯蓄のみから

構成される。投資（実質）は所与である。

Ｃ＝Ｗ＋スⅡ＋ｐＡ（３－６）

Ｓ＝（１－ス）Ⅱ－ｐＡ（３－７）

Ｉ＝ｐｌ（３－８）

最後に貯蓄＝投資の均等式は次式となる。

Ｉ＝Ｓ＝（１－ス）Ⅱ－ｐＡ（３－９）

上記のAsimakopulosの基本的な分配モデルは（３－１）式～（３－９）

式の９本の方程式，９個の変数（ｐ，Ｙ，Ｌｄ，Ｗ，Ⅱ，Ｌ，ＯＳ，Ｉ）
（11）

から構成される。（ｗ，ａ，似，Ｌｏ，ス，Ａ，Ｉ）は与件である。
（12）

次|こ所得分配率を求めるために，必要な諸変数を求める。利潤は投資と貯

蓄を投資＝貯蓄均等式に代入して求めることができる。

Ⅱ＝ｐ（Ｉ＋Ａ）（Ｉ＋Ａ）（１＋〃）ｗ （３－１０）１－ス ａ（１－ス）

（３－１０）式はカレツキと同様に資本家支出が利潤を決定すると解釈でき，
（13）

又実質利潤はマーク・アップ1二依存しない。残りの式と（３－１０）式から直

接労働が求まる。

Ld-会[Lo+(]+似）。十十主令子］（3-,）

＝会[L･+ル(÷主会÷］（3-12）
従って賃金は次式となる。

－３７６－
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W=w・(上：i三).(L･+斉芒-;万）
-10）式と（３－１３）式から分配率は次式となる。

(３－１３）

(３－１０）

Ⅱ

Ｙ

(Ｉ＋Ａ
(３－１４）

ａ（ｌ－ｕ）Ｌｏ＋（１＋〃）（Ｉ＋Ａ）

ａ（１－ス）Ｌｏ＋（ｉ＋Ａ）

Ｗ
ｌ
Ｙ (３－１５）￣

ａ（１－ス）Ｌｏ＋（１＋,(z）（Ｉ＋Ａ）

（14）

さて上記の分析から得られる結論|ま以下の通りである。前述したように実

質利潤はマーク・アップには依存しないが，利潤分配率はマーク・アップの

増加関数である。また直接労働はマーク・アップの減少関数である。これは

マーク・アップが上昇すると，賃金から利潤への所得の再分配が起る結果で

ある。次に，利潤分配率は資本家の実質支出，マーク・アップ，間接労働な

どの関数であるが，特に間接労働の存在の故に，資本家の実質支出の増加関

数である。マーク・アップが一定でも資本家の支出の増加は利潤分配率を上

昇させることがわかる。（３－１４）式から容易に理解されるように，間接労

働が存在しない場合，所得分配率はマーク・アップのみに依存することにな

る。さらに間接労働は利潤の水準には影響を与えないが，利潤分配率へは，

前述したように，重要な影響を及ぼすのである。間接労働の存在により，労

働生産性は産出量の増加とともに上昇する。従って，資本家支出の増加によ

る労働需要の増加は，マーク・アップが一定でも，産出量を増加させるとと
（１５）

も'二利潤分配率を上昇させる。マーク・アップが一定ということを実質賃金

率が一定と解釈すると，産出量の短期変動に対して，実質賃金率は一定でも，
（16）

労働の生産性は上昇，あるいは下落することｶﾐ理解されよう。これらの意味

において，Asimakopulosの分配理論において，間接労働は重要な役目を担っ

ているのである。

次に前章で導出したカレツキの分配理論の結論とAsimakopulosの分配モ
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（17）

ﾃﾞﾉﾚの結論とを比較してみよう。カレツキの結論を次のように，二点に要約

する。

（１）労働組合がマーク・アップに影響を与えない，正常な賃上げを実現す

るとき，価格も賃金率と同一の比率で上昇する。このとき分配率は不

変である。経済全体の雇用と産出量は不変である。

（２）労働組合の強力な交渉力が大幅な賃上げを実現するとき，産業は競争

力を維持するためにマーク・アップの切下げをせざるをえない。この

とき分配率は労働に有利に働く。そして社会全体の雇用と産出量は増

加する。

(1)の結論については，（３－１２）式，（３－１４）式からいえる。

Asimakopulosのモデルでは分配率はその他の与件が変化しない限り，貨

幣賃金率には依存しないのである。(2)の結論については，（３－１４）式か

ら明らかなように，マーク・アップの低下は賃金分配率を上昇させる。また

直接労働を示す（３－１１）式から，直接労働はマーク・アップが低下すると

増加する。したがって産出量も増加する。更にここで留意すべき点は上記の

二つの結論について，Asimakopulosのモデルでは間接労働の有無にかかわ

らず成立することである。

３－２
（18）

この節では，Asimakopulosが付録で展開したモデノレを検討する。このモ

デルでは前節の仮定のうち，消費者は貯蓄しないという仮定が次のように緩

められる。

仮定Ａ－５，労働者の所得は賃金と利潤の配当から構成される。同一の貯蓄

率（s）が適用される。配当率をβとする。
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カレツキの分配理論（２）（富間清光）

仮定Ａ－３，投資（実質）は資本家の過去の意思決定により所与とする。資

本家の所得は配当金控除後の利潤からなり，貯蓄性向を１とす

る。資本家の消費はゼロである。

以上の仮定の修正のもとで，モデルの体系は次のように表わされる。

モデル

ｐ＝（１＋似）（ｗ／ａ）（３－１）

Ｙ＝ｐａＬｄ（３－２）

Ｙ＝Ⅱ＋Ｗ（３－３）

Ｗ＝ｗＬ＝ｗＬｄ＋Ｌｏ）（３－４）

Ｌ＝Ｌｄ＋Ｌｏ （３－５）

Ｃ＝（１－ｓ）（Ｗ＋βⅡ）（３－６)，

Ｓ＝Ⅱ（１－β）＋ｓβⅡ＋ｓＷ（３－７)’

１＝ｐｌ（３－８）

Ｉ＝Ｓ（３－９）

上記の方程式体系から，直接労働，利潤，利潤分配率は各次の式で表わさ
（1切

れる。

(１＋α）Ｉ＋aLo（１－β＋ｓβ－ｓ）
(３－１６）Ｌｄ＝

ａ［〃（１－β＋ｓβ）＋ｓ］

(１＋〃）ｗ他Ｉ－ｓａＬｏ）
(３－１７）Ⅱ＝

ａ［〃（１－β＋ｓβ）＋ｓ］

ｎ ａＩ－ｓａＬｏ
（３－１８）

Ｙ（１＋〃）Ｉ＋aLo（１－β＋ｓβ－ｓ）

前節の対応する式と比較すると，労働者は間接労働の他に，彼らの消費
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(貯蓄）行動を通して変量に影響を与えていることが理解される。

次に以下の比較静学分析結果が容易に導出される。

Ｏ(号)〉０ＯＬｄ Ｏｎ

＜ｏ’０匹 ＞０，０〃０匹

ｏ(\)〈０ＯＬｄ Ｏｎ

－＞０，ＯＬ。 ＜０，OＬｏ０Ｌｏ

(３－１９）

(３－２０）

0(\）ＯＬｄＯⅡ
－－＞０，＿＞０，
０１０１

(３－２１）＞０
０１

Ｏ(\)〈０ＯＬｄ ＯⅡ

＿＜０，０ｓ ＜０，０ｓＯＳ
(３－２２）

0(\）
川一抑 ０Ⅱ

＞０，０β
(３－２３）＞０， ＞０

０β

（３－１９）式のマーク・アップに関する分析結果から，前節で述べたカレ

ツキの二つの結論が成立する。又間接労働が存在しない場合にも成り立つ。

（３－２０）式から間接労働の増加は利潤および利潤分配率を押し下げる効果

をもっている。これは間接労働の増加が経済全体の労働生産性を減少させ，

利潤及び利潤分配率に不利に働くことを意味している。（３－２２）式は労働

者の貯蓄率の上昇が経済全体の貯蓄性向を増加させ，経済活動を縮小させる

ことを意味する。最後に（３－２３）式は配当率の上昇が生産活動を刺激し，

利潤及び利潤分配率に有利に作用することを意味する。（３－２１）式は資本

家の実質支出の変化の効果を述べたものである。

さて労働組合が資本家との団体交渉を通して賃金を増加させ，所得シェア

を有利にしようとしたと仮定する。労働組合の意図は，大幅な賃金引上げが
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カレツキの分配理論（２）（富間清光）

マーク・アップを下落させるときに実現する。他方，大幅な賃金上昇による

インフレ圧力が生じ，インフレ圧力を抑制するために，金融引締政策が講じ

られ，資本家の実質支出を削減させる場合も，同様に所得シェアは労働側に

有利に働くことがわかる。（20）

次にAsimakopulosの分配モデルの体系をグラフを用いて表わしてみよう。

われわれは，Rothchild(1993）が「賃金と利潤との間の等貯蓄線」と命名し

た概念を用いる。もともとこの概念は，Schneider(1958）の分配モデルにお

ける貯蓄＝投資の均衡式を，Rothchildが命名したことに由来している。

（３－９）式から，「賃金と利潤との間の等貯蓄線」は次式で示される。

Ｗ＝ｐｉ－Ⅱ［１－β（１－ｓ）］ （３－２４）
Ｓ

（３－２４）式を賃金と所得で表現して，「賃金と所得との間の等貯蓄線」と

呼ぶ。

W-Y卜十告十三;三品！
上記二式と賃金分配率の式は第１図として表わすことができる。

(３－２５）
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第１図Ｗ

刮
凹
一
ｓ

１
Ｊ

Ⅲ,Ｙ

Ｗｏ ］

Ｗ

Ｙ

直線ＡＢが（３－２４）式の「賃金と利潤との間の等貯蓄線」，直線ＢＤは
（21）

（３－２５）式の「賃金と所得との間の等貯蓄線」，そして曲線ＢＦＩま賃金分

配率を表わす。

今，（３－１６）式から直接労働が定まり，賃金総額がＷｏに決定されると，

第１図から対応する利潤(Ⅱ。)，所得(Ｙｏ)および賃金分配率(Ｗｏ/Yo)を求め

ることができる。そして前述の（３－１９）式から（３－２３）式までの比較静

学分析は第１図を用いても行なうことが可能である。尚，第１図で，四角形

ＯＡＤＥと四角形ｎｏＨＪＹｏは正方形である。
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カレツキの分配理論（２）（富間清光）

３－３

この節は，前節のモデルに労働者と資本家の貯蓄率を明示的に導入し，若

干の拡充を図りたい。モデルの体系は次のように表わされる。

モデル

ｐ＝（１＋似）（ｗ／ａ）（３－１）

Ｙ＝ｐａＬｄ（３－２）

Ｙ＝Ⅱ＋Ｗ（３－３）

Ｗ＝ｗＬ＝ｗ（Ld＋Ｌｏ）（３－４）

Ｌ＝Ｌｄ＋Ｌｏ （３－５）

Ｃ＝（１－ｓ）Ｗ＋（１－ｓ）βⅡ＋ス（１－β）Ⅱ＋ｐＡ（３－６）"

Ｓ＝ｓＷ＋Ⅱ［１－ス（１－β）－β（１－ｓ）］－ｐＡ（３－７）〃

Ｉ＝ｐＩ（３－８）

Ｉ＝Ｓ（３－９）

ここでスは第１節と同様に資本家の消費性向である。

前節と同様に，上記の方程式体系から，直接労働，利潤，利潤分配率を各

次のように求めることができる。

aLo[１－ス（１－β）－β（１－s)－s]＋(1＋α）(I＋Ａ）
(３－２６）Ｌｄ＝

a{α[１－ス（１－β）－β(１－s)]＋s｝

(1＋〃）ｗい(I＋Ａ)－saLo］
(３－２７）Ⅱ＝

aい[１－ス（１－β）－β(１－ｓ）]＋sｊ

〃(I＋Ａ)－saLo

Ⅱ
ｌ
Ｙ (３－２８）

aLo[１－ス（１－β）－β（１－s)－s]＋(1＋〃）(I＋Ａ）

直接労働，利潤および利潤分配率が正値と仮定すると，上記三式の分子，

分母は各正でなければならない。ここで１－ス＞s，すなわち資本家の貯蓄

成功は労働者のそれより大きいと仮定する。
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〃，Ｌｏ，１，ｓおよびβに関する比較静学分析については，前節の結果が

ここでも成立する。スに関する結果のみが付け加えられる。

ＯＬｄＯｎ

－＞0,万-丁〉0，０（Ⅱ／Ｙ）＞・ （３－２９）
ＯスＯス

従って第３－１節のカレツキの結論はここでも成立する。

次に「賃金と利潤との間の等貯蓄線」と「賃金と所得との間の等貯蓄線」

は各次式となる。

Ｗ＝ｐ(I＋Ａ)－Ⅱ[１－爪１－β）－β(１－s)］ （３－３０）
Ｓ

Ｗ＝－ｐ(I＋Ａ)＋Ｙ[１－ス（１－β）－β(１－s)］ （３－３１）
（１－β）(１－スーs）

第１図と同様に描いたのが第２図である。直線ＡＢが（３－３０）式，直線

ＢＤが（３－３１）式を表わす。第１図と同様に，直接労働から賃金総額

(Ｗｏ）が求まると，対応する利潤（Ⅱ｡），所得（Ｙ･）および賃金分配率

（Ｗｏ/Ｙｏ)が定まる。
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カレツキの分配理論（２）（當間清光）

第２図Ｗ

'Ａ
--------------------------------------】，

山Ｓ

』Ｗｏ

[１－１１(1-ル！(1-s)］
（l-IXl-l-s）ＷⅢ

Ⅱ,Ｙ０
ｌＹｏ ｌＥ＝ p(I＋Ａ）ｐ('十A）

、l=77=77丁=５７丁＝Ｂ Ｓ

Wo/Yｏｌ－－－－－－－－－－－－Ｎｇ１

１トー－－－－－－－－－－－－－－－－－＝Ｆ

Ｗ

Ｙ

４結び

第２－２節で述べたように，カレツキの論文（1971a）の目的は，賃金の

上昇は利潤の減少を意味し，そして賃金率の上昇は，賃金財への支出増，投

資及び資本家消費の減少に伴う資本設備の再構成が生じ，更に労働が資本に

代替される結果として失業が一段と高くなるという通説へ反論することであっ

た。彼の結論は次の二点に要約された。

（１）労働組合がマーク・アップに影響を与えない，正常な賃上げを実現す

るとき，価格も賃金率と同一の比率で上昇する。このとき分配率は不
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変である。経済全体の雇用と産出量は不変である。

（２）労働組合の強力な交渉力が大幅な賃上げを実現するとき，産業は競争

力を維持するためにマーク・アップの切下げをせざるをえない。この

とき分配率は労働に有利に働く。そして社会全体の雇用と産出量は増

加する。

上記結論はAsimakopulosの分配モデル（1975）及びその拡張モデルでも

成立した。

Asimakopulosの分配モデルの特徴は間接労働を導入したことであった。間

接労働が存在することにより，その他の与件が変化しなければ，産出量の増

大は経済全体の労働生産性を上昇させる。この間接労働の役割は非常に重要

である。たとえば資本家の実質支出が増加し，直接労働が増加し，産出量が

増加するとき，マーク。アップが一定でも，利潤及び利潤分配率は上昇する

ことが示された。そして間接労働が存在しないとき，分配率はマーク・アッ

プのみに依存する。

次に賃金分配率を有利にする二つの場合が考えられた。一つはカレツキの

結論の二番目の場合である。他の一つは，大幅な賃金上昇の実現がインフレ

圧力を生じ，インフレ抑制策としての金融的な制約が資本家支出を削減させ

るときである。

Asimakopulosのモデルに，労働者と資本家の貯蓄率を明示的に導入して

モデルを拡張しても同一の結論が導かれた。重要な点は，資本家の貯蓄率が

労働者のそれより大なることである。

Jossa(1989）は部門間の利潤率の均等化という観点からカレツキを批判

的に検討している。長期の分析は今後の課題にしたい。

注

注１．（２－６）式の詳細な検討についてはJossa（1989,ｐｌ４６)を参照の

こと。
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注２．カレツキのモデルでは部門間の利潤率の均等化の問題は無視されてい

る。

Jossa(1989）はカレツキのモデルの分析枠内では利潤率均等化の問

題は取り扱えないことを示唆している。

注３．Kalecki(1971ｂｐｌ５９）

注４．カレツキはマーク・アップを表わすｆ関数について議論しているが，

この小論では取り上げないことにする。

注５．Kalecki(1984,ｐ､164）。

注６．生産能力に余力があることから，ａ３を所与する。

注７．カレツキは企業，産業ごとにマーク・アップは異なっていると仮定し

ている。

注８．若干の変更はあるが，Asimakopulosに従った。

注９．間接労働は主として俸給稼得者から構成されている。Kalecki(197ｌｂ，

ｐ､166）又同(1984,ｐｌ６８日本語訳）では，「固定的な労働者」と訳

出されている。

注l0Asimakopulos(1975,ｐｐ､324～325)。

注11．Asimakopulos（同,ｐ,326）。

注12．変数の求め方はすべてAsimakopulos（同）に従っている。

注laAsimakopulos（同,ｐ､326）。

注14.以下の結論はAsimakopulos（同,pp327～328)による。

注15．Asimakopulos（同,ｐ､327）。

注16．Asimakopulos（同,pP327～328)。

注17．Asimakopulos（同,pp828～330)。

注l8Asimakopulos（同,pp331～332)。

注19．Asimakopulos（同,ｐ831）。式の導出は論文に従った。しかし論文

の，利潤分配率を表わす（５ａ）式は修正した。

注20．Asimakopulos（同,ｐ830,ｐ､332)。
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Asimakopulosは貨幣賃金で測った投資の価値の増加はマーク・アッ

プが一定でも利潤シェアを上昇させると述べている。これはｐｌ＝

（１＋〃）（ｗ／ａ）・Ｉの式から，ａと〃が一定の場合は，ｉの増

加がｐｌ／ｗの増加と同義になることから理解される。

尚，カレツキとAsimakopulosは政府のない封鎖経済を分析している

が，金融当局の存在を暗に仮定している。 Ⅱ

注2L賃金分配率を示す曲線BFの形状については,ゲ;二)〉Oから導
かれる。
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