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｢CambridgeTheorem」と財政活動

當間清光

１序

Kaldor[1955-56]とPasinetti[1962]が提起した｢CambridgeTheorem」

の研究はその後、大きく二つの方向へ分極した。一つはMeadaSamuelson

そしてModignani等のいわゆる新古典派による研究であり、他は

Kaldor=Pasinettiの流れに沿う研究である。

この小論は後者の研究の方向で、再度「CambridgeTheorem」の導出過

程を検討すると共に、最近、研究の進展がみられる財政活動を含む

「CambridgeTheorem」の一般化を意図する研究のサーヴェイを目的とし

ている。財政活動を含む同定理の検討は今回は均衡財政に限定し、赤字財政

の検討は次回を期したい。

２貯蓄関数をめぐる基本的問題の所在

Kaldorは資本主義経済における労働者と資本家の存在を認め、両階級の

貯蓄'性向が異なることに着目し、所得分配を通して、社会全体の貯蓄`性向を

内生化する理論を確立した(1)。Pasinetti[1974］は「CambridgeTheorem」

をめぐる全ての議論の源泉は、同じみのHarrod＝Domarの均衡式にあると

主張している。

品＝9'Zノ２－１

ここで駒は自然成長率､ｓは社会全体の貯蓄率そして〃は資本･産出係数で

ある。三者が独立に決定されると仮定すると、同じみのHarrod＝Domarの

「ナイフの刃」の問題となり他方、新古典派の経済学者は限界生産力理論を

用い、資本係数（〃）がゼロから無限大の大きさをとると仮定してこの問題

を解決しようとした。
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Kaldor［1955-56］の貯蓄関数を用いると（2-1式）は次式となる。

即"(=÷-号)－－苓十＆÷
＝鋤十(乱-s剛)÷２②

ここで、ｓ”Ｓｃは労働者、資本家の貯蓄'性向（Ｓｃ＞s"と仮定）、ｗは総賃金、

Ｐは総利潤そしてＹは国民所得である。

（2-2式）から直ちに次のことが理解される。一つは、社会全体の貯蓄性向

（s）は両階級の貯蓄性向（s"とsb）の加重平均であり、かつそのウエートは

賃金と利潤の所得に占めるシェアである。次に資本家の貯蓄性向が労働者の

それより大きいと仮定すると、均衡が存在するためには次の条件が満たされ

なければならない。

鋤≦9Ｗ=÷=…２．
言いかえるとＳｍ,,＝9h．〃のときはＹ＝ｗ，Ｓｃ=ｈ〃のときはＹ＝Ｐに対応す

るからである。

しかし（2-2式）のKaldorの貯蓄関数の解釈については多くの混乱が生じ

た。混乱の原因の一つはKaldor［1955-56］自身にあり、Ｓ"とＳｂをある場合

には労働者と資本家の貯蓄`性向と呼び、他の箇所では賃金と利潤からの貯蓄

性向と呼んでいる。ここではPasinetti［1962,1974］とSamuelson＝

Modigliani［1966］の解釈を検討したい。両者の解釈は一方がKaldorの貯

蓄関数には理論的な欠落が有るとするものであり、他方はそうでないとする

ものである。

Pasinettiは一貫して、Kaldorの貯蓄関数のＳ”とＳｂを労働者と資本家の

貯蓄性向（賃金と利潤からの貯蓄性向ではなく）と解釈し、労働者の貯蓄性

向が正である限り、労働者も又資本を所有し、利潤を分配すると主張する。

従って、Pasinetti［1962,1974］に従えばKaldorの貯蓄関数は次のように修

正されなければならない。
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Ｓ＝勘(Ｗ＋凡)＋SCB２－４

ここで利潤（Ｐ）は労働者（凡）と資本家（四Ｊへ分配される。Pasinetti

［1962,1974］は自己の主張の正当性を次のようにのべている。（２）

「この理論を着想した著述家たちは、どのような型の社会においても、各個

人が自分の所得の一部分を貯蓄するときにはその貯蓄部分を所有することも

認められているはずだ、という重要な事実を見逃してきた。(3)｣、「この貢献

というのは、資本ストックの所有権をとおして、利潤を貯蓄に結びつける、

（それ以前の経済学の文献の中では、全く見過ごされてきた）ある基本的な

関係式の発見に由来するものである。その基本的な関係式は、利潤が資本の

所有権と比例して分配され、資本の所有権が過去に蓄積された貯蓄から発生

するという、制度的な原則のみから導き出されるものである(4)｡」

このようにPasinettiによって修正された貯蓄関数（2-4式）の右辺第一項

は労働者の貯蓄、右辺第二項は資本家の貯蓄である。修正された貯蓄関数を

用いて、CambridgeTheoremは以下のように容易に導出される(5)。

長期均衡では次式が成立する。

８ｓ，Ｓｈ，
２－５

ＫＨＧＫｈ，

ここでＫ；斑，Ｒｂは社会全体、資本家そして労働者の資本であり、Ｓｌａ，

Ｓｂは社会全体、資本家そして労働者の貯蓄である。（2-5式）は貯蓄と資本

の比例関係を表わし、長期均衡では自然成長率に等しい。次に資本家と労働

者が保有する資本の利潤率は等しいと仮定する(6)。

ＰＨ，凡
２－６

ＫＫ５Ｋ勿

（2-5式）と（2-6式）から利潤と貯蓄（投資）の比例関係が導出される。

=号=(=念)=豊
から次の二つの式が導出される。

）（
Ｐ

Ｚ

(2-7式）

凡
2-7

s"(ｗ+凡）

－６３－
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s"(ｗ＋凡)＝sczh 2-8

息Ｉ｜比

Ｐ
ｌ
Ｋ 2-9

（2-8式）はPasinetti［1962,1974］の同じみの式であり、「どの均衡成長

状態においても、労働者の貯蓄ｓ"(〃＋凡)は、ｓ℃Ｐｂ(すなわち、労働者の受

け取る利潤が、もしかりに、資本家の手に入るとした場合に資本家の行なう

であろう貯蓄の量)に、つねに等しく、また、それゆえ〔量的に〕それで置き

換えられ得る、ということである。したがって駒は、すべての均衡関係式の

中から姿を消すこととなり、Ｓｃのみがそれら関係式の中で唯一の、意味ある

貯蓄性向として残る(7)」ことになる。

（2-9式）はCambridgeTheoremを意味する。すなわち、均衡利潤率は

資本家の貯蓄性向と自然成長率のみによって決定され、他には依存しないこ

とが示されている｡PasinettiはCambridgeTheoremの導出過程からして、

他の理論と異なり、極めて一般』性の高い定理であることを強調する。

又、（2-2式）のKaldorの貯蓄関数で、労働者の貯蓄性向がゼロのとき、

（2-9式）が容易に導出されるが、その理由は労働者の貯蓄性向がゼロのとき

は､KaldorとPasinetti両者の貯蓄関数が完全に一致するからである。Ｓ"＝Ｏ

のときは労働者は貯蓄を行なわず､従って資本蓄積はゼロとなり、利潤の分配

もゼロとなり、利潤は資本家の利潤のみから構成される。

前述したように、PasinettiはＳ"とＳｃを労働者と資本家の貯蓄性向と解釈

するが、その理由を大略次のように述べている。

「私自身、貯蓄性向という概念は、ケインズ［1936］が､提起したように、

心理的な概念であることにより、個人或いは個人のグループへ言及のあると

きのみ意味があるという見解をとった(8)」。

他方、Samuelson＝ModiglianM1966］はKaldorの貯蓄関数を次のよう

に再解釈した。すなわち、労働者は賃金所得に対しては勘を、利潤所得に対

してはＳｃを適用すると解釈した。Samuelson＝Modigliani［1966］は次のよ

－６４－
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うに主張している。

「実際に、もし単にカルドア的モデルは、資本からの所得が資本家によっ

て受領されようと、あるいは労働者によって受領されようと、その所得から

の貯蓄性向はＳｃである、と仮定するだけであれば、そのモデルには「論理的

誤謬」が存在するはずはないといえよう。この仮説は経験的に健全かどうか

はわからないが、たしかに論理的に自己矛盾ではない(9)」。

しかし、たとえ、たしかに論理的に自己矛盾ではないにしても、労働者が

賃金所得と利潤所得に対して異なる貯蓄性向を適用する理由は示されなけれ

ばならないであろう。

このようにKaldorの貯蓄関数の解釈については両者で対立しているが、

貯蓄関数については次節で更に検討をしたい。

３貯蓄関数の一般化

前節では、Kaldorの貯蓄関数の解釈をめぐって、Kaldor＝Pasinettiと

Samuelson＝Modiglianiの主張を検討したが､この問題は二階級経済モデル

の研究から解答が得られた。この節ではManeschiモデル[Maneschi,1974］

とPasinettiモデル[Pasinetti,1983］を検討したい。

３－１Maneschiモデル

Maneschi［1974］は貯蓄関数を次のように一般化した。

Ｓ＝勘"〃＋Ｓｐ,uZ別＋ＳｐｃＢ３‐１

ここでｓ""は労働者の賃金所得からの貯蓄'性向、Ｓｐ〃は労働者の利潤所得か

らの貯蓄,性向、およびapoは資本家の利潤所得からの貯蓄`性向である。すな

わち、労働者は二つの貯蓄性向、資本家は一つの貯蓄性向を有すると仮定さ

れる。（3-1式）の一般化された貯蓄関数はｇｐ"＝Spcのとき、Samuelson

＝Modiglianiの貯蓄関数、Ｓｐ鋤＝S鋤"のときPasinettiの貯蓄関数となる。

前節と同様に経済の長期均衡では貯蓄と資本の比例関係が成立するから、

－６５－
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又資本家と労働者の保有する資本の利潤率が等しいと仮定すると次式が成立

する。

銑＝妾=差-器゜２
Ｐ－Ｂ－Ｚル

３‐３
ＫＫ５｣ｎ

Ｐ－Ｂ－凡
３‐４

Ｚ＆，Ｓｈ，

次に利潤率をｒとすると、資本家と労働者の貯蓄は次のように示される。

＆＝SpclK5（＝SpcB）３－５

ｓＩＦＳ""W'＋Sp"ZKb(＝S""Ｗ＋Sp鋤凡）３－６

（3-2式）と（3-5式)、（3-4式）と（3-6式）から次式が導出される('0)。

ＫＢ（9,-SpcJ＝０３－７

ＫＭ銑一sp鋤r)＝s""〃 ３‐８

長期均衡の二階級経済の存在を脇＞０，Ｋh＞ＯおよびKi9/ｋ＜１（あるい

はＫＨ;/iir＜ｌ）で表わすと想定しよう(Ⅲ)。（3-7式）から脇＞Oのときは次式

が成立する。

９列＝ｓｈ,cｒ ３‐９

（3-9式）を（3-8式）に代入して整理すると次式が得られる。

ｊｎｒ(spc-sp"）＝ｓ…〃 ３－１０

（3-10式）から、Ｋ"＞Ｏのとき、次のことが成立する。

（１）ｓｐＣ＞sp"ならば、鋤"＞０，Ｗ＞ｏ

（２）apC＝Sh,鋤ならば、勘"＝０，Ｗ＝０（あるいは双方ゼロ）

上記(2)の場合、これがSamuelson＝ModiglianiのKaldorの貯蓄関数の解

釈であった。ｗ＝0（労働者が存在しない）は排除されるから、労働者の賃

金からの貯蓄`性向がゼロのケースに限定されることを意味する('2)。
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３－２Pasinettiモデル

ここではPasinettiの論文に現われた三つの貯蓄関数を用い、二階級経済

の存在条件を検討する。

Ａのケース（Pasinetti，1962,1974）

これは前述した貯蓄関数（2-4式）の場合である。

Ｓ＝S"(Ｗ＋凡)＋SbB（2-4）

Ｂのケース（Pasinetti，1974,1983）

このケースは（2-4式）の貯蓄関数を用いるが、労働者と資本家の保有す

る資本の収益率が異なる場合である。

Ｒ，

鳥ｺﾞｰ〆了〃 ３－m

ここで、，Zr＜１である。

Ｃのケース（Pasinetti，1983）

これは（３－１式）の貯蓄関数(Maneschiの）を用い、しかも（3-11式）の

条件を課す場合である。

Ａのケースでは前述した（3-2式)、（3-3式）および（3-4式）が成立す

る。

品=妾=そ=諾Ｍ
Ｐ－Ｈ＿凡

３‐３
ＫＨＧＫ耐

Ｐ－Ｅ，＿凡
３‐４

Ｚ＆，Ｓｍ）

ここでは二階級経済の存在条件を労働者と資本家の資本シェアを用いて分析

する。（3-2式）から労働者の資本シェアは次式で示される。

型－－旦Ｌ－ｓ郷(Ｙ－Ｅ） （3-12）
ＫＳＺ

－６７－
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次に貯蓄関数Ｓ(=I）＝s"(ｗ＋凡)＋sbB=s"Ｙ＋(sc-s")Ｂから次式が導出

される。

Ｈ＝万二雨＆_鋤
ｓ"Ｙ

（3-13）

（3-13式）を（３－１２式）に代入して労働者と資本家の資本シェアを求める

ことができる('3)。

里且Ｌ－ｓ"(sb-gW'*）
（3-14）

Ｋ３，．〃*(ｓｃ－ｓ"）

型一ｓb(9),．"戦一鋤）
（3-15）

Ｋ島･〃戦(ｓｃ－ｓ"）

ここで〃歌はr＝ｇｌ/§，に対応する資本係数である。二階級経済の存在条件を

m＞０，Ｋ５９/jr＜１（あるいはＫ〃＞０，脇＞O）で定義する。存在条件は次式

で示される。

Ｏ＜鋤くふ･Zﾉ*＜Ｓｃ （3-16）

（３－１４式)、（３－１５式）から勘＝０のとき駈り/ir＝０，Ｋi;/ir＝１，ｓ"=ghl

のときＫｿfr＝１，Ｌな＝０が導かれる('4)。

次にＢのケースは（３－１１式）で示すように労働者の資本の収益率(i)が資

本家のそれより低い場合である。この仮定の背後には労働者と資本家との間

に貸借関係が存在し、利子率(/）と利潤率（r）の二つの収益率を認めようと

するものである。しかしPasmettiは長期均衡の状態でこのような想定には

問題があるとし、次のように述べている('5)。

「私自身は分析目的のために利潤率と利子率との間の非均等のケースを研究

してきたけれども、私は今でもこれらのモデルでなされるべき正常な仮説は

両者の間の均等の仮説であると考えている」。

このケースでは（3-2式）は成立するが、（3-3式）は（3-11式）に、そ

して（3-4式）は次式に変更される。

凡一Ｂ，
（3-17）弓§i丁一座・弓百百

－６８－
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CambridgeTheoremは（3-2式）から容易に導出される。

差一帯=島 （3-18）

よってＢｋ,＝９１/6b、すなわち資本家の利潤率は(社会全体の利潤率Eiirでは

ない）自然成長率と資本家の貯蓄性向のみで決定される。又、（2-8式）に対

応する式は、ａ`=scrKnlとなる。

このケースでも、労働者の資本シェアを示す（３－１２式）と貯蓄関数(3-13式）

は成立するので労働者と資本家の資本シェアは各（３－１４式)、（3-15式）で表

わされる。従って二階級j経済の存在条件も（3-16式）で示される。

全体の利潤率は利子率ｉと利潤率（r）の加重平均（ウエートは両階級の資本

シェア）で示されるからi＜Ejr＜ｒでなければならない。

÷=芳芳十`筈=等十"砦

一六gﾙｰ÷（３１.）
９Ｗ'*(sc-s"）

ここで"＝９Ｗ′戦(sc-）α８脚)－ｓ＠s"(１－'Z）＞１である('6)｡

最後に、（3-1式）の貯蓄関数と利子率と利潤率が異なるＣのケースを検

討する。ここでは労働者の賃金所得からの貯蓄性向(s"")、利潤所得からの

貯蓄性向（sp")、そして資本家の利潤所得からの貯蓄`性向（ａｐｏ）の三つの貯

蓄性向が区別される。このケースでは前述した（3-2式)、（３－１１式）およ

び（3-17式）が成立する。（3-2式）からCambridgeTheoremは容易に

導出される。

号=等-…」r=士9ｍ（320）
すなわち､資本家の所有する資本の利潤率は自然成長率と資本家の利潤所得の貯

蓄性向のみから決定される。又､(2-8式)に対応する式はＳｈ,=SpcrKh1となる。
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このケースでの労働者の資本シェアの導出は、労働者の賃金所得と利潤所

得からの貯蓄`性向が異なるため複雑となるが前のケースと同様なステップを

踏んで導出される('7)。

脇
了
脇
一
Ｋ

s""(apc-g,．〃戦）
(3-21）９０.〃歌[(Spc-a`w)－〆(ap鋤一s"")］

(3-22）

上式で、Ｓｐ"＝S""＝S"，ａｐｏ＝sbとおけば、（3-21式）と（3-22式）はそ

れぞれ（3-14式）と（３－１５式）となる。

両階級の資本シェアを示す（3-21式）と（3-22式）から、次下のような

論点が要約される。

（１）Kaldorの貯蓄関数、β＝１，apc＝Sp"のときには労働者の資本シェア

はプラス無限大、資本家のそれはマイナス無限大となり長期均衡径路は存在

しない。他方、Pasinettiの解釈(Sp"＝S"")のもとでは〆からは独立となり、
（3-16式）が妥当する('8)。

（２）ｓ""＝０のときは労働者の資本シェアはゼロ､資本家のそれはｌに等し

い。従って二階級経済が存在するためには労働者の賃金所得からの貯蓄性向

は正でなければならない('9)。

（３）apc＝Sp"のとき二階級経済が存在するためには利子率は利潤率よりか

なり低くなければならない。すなわち〆は次の不等式を満足しなければなら

ない(20)。

β〈],≦髻鍔；)<’ （3-23）

（４）βがｌのとき、二階級経済が存在するためには（妬9/ｋ＜１）、次の不
等式を満たすように労働者の利潤所得からの貯蓄`性向は資本家のそれより小

さくなければならない。

恥<助一助ﾊﾟ諾-1)鰹Ⅱ（324）
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（５）（3-21式）からＨＱ/ｋ＞０，Ｋ９/）て＜ｌの条件を求めると各次のように

なる(22)。

Ｓｐｃ＞３，･ひ＊ ３－２５

ｓ""＜９h．ひ*－〃*(Sp"－s""）３－２６

（3-26式）から二階級経済存在の幅はPasinettiの貯蓄関数の場合よりも狭

い。

４「CambridgeTheorem」と財政活動
財政活動を含むように｢CambridgeTheorem｣を拡張したのはSteedman

［1972］である。彼は均衡財政のもとで、税率を考慮すると、同定理が一般

的に成立することを示した。

本節では上記Steedmanの論文とPasinetti［1989］を検討する。尚、こ

の小論では均衡財政のみに限定し、財政赤字（黒字）のケースの検討につい

ては次回を期したい。

４－１Steedmanモデル(23）

財政部門を含むSteedmanモデルは次のことを想定している(24)。

（１）閉鎖経済である。その経済は労働者、資本家および政府から構成され

る。

（２）政府活動は均衡財政のもとで行なわれる。政府は政府支出の＿定割合

を労働者へ移転支払いを行い、残りは政府消費支出に充てる。従って

政府は資本負債を保有しない。

（３）労働者は賃金と利潤の双方を受け取り、資本家は利潤のみを受け取

る。

（４）租税は賃金税、利潤税および支出税（消費税）から構成される。政府

は自らの消費（移転支出を控除した）にも課税する。

以上の想定のもとでいくつかの関係式が定められる。
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両階級の貯蓄関数は次式で与えられる。

Ｓ`＝s鰯［(１－血)ｗ＋(１－`p)、、＋tG］４－１

ｓ,＝乱(1－ん)zＸ６４－２

ここでｔＭｐおよびｔは賃金税率、利潤税率および移転支払い比率である。

Ｇは政府支出（移転支払い込み）である。

次に租税関数は次式で定義される(25)。

Ｔ=M''+吻正K+☆|(１－鋤)[('-ん)"+('-んＭＭ;］
＋(1-s｡)(Ｈｉ,Ｍ３+(1-Ｍ}（=G）４－３

ここでtbは消費税率である。

長期均衡では貯蓄と資本との間の比例式が成立すると想定される。

駒

励一脇

＆｜脇

Ｓ
一
Ｋ ４－４

又利潤率は差別がないとする。

÷鳥=会=，
(4-4式）と（4-5式）から次の二つの関数式が導出される。

旦＝且211二221二匹＝９，
ＫでＬ

差=勘('-ん)r=鳥

４－５

４－６

４－７

（4-6式)は｢CambridgeTheorem｣を示し、利潤率がZ.=gh［(１－ｶ回)Sb]~’

で示され、利潤率が自然成長率、資本家の貯蓄性向および利潤税のみによっ

て決定され、他の何ものにも依存しないことを示す。あるいは(l-Zi,ルー

91/6bとなる。ここでの均衡財政のケースでは、民間消費が政府消費に置きか

えられただけであり､赤字財政に伴う政府負債等の複雑化が避けられている。

次に、（4-7式）はＳｂ(l-Zp”、＝Ｓｍ'を意味しているから、労働者の貯蓄
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は、もし仮に労働者が受け取る利潤を資本家が受け取ったとした場合の資本

家の貯蓄に等しくなる。このことが「CambridgeTheorem」から労働者の

貯蓄性向が消えることを説明している。

Steedmanの論文の貢献の一つはいわゆる「DualTheorem」がこのケー

スで成立しないこと示したことである。産出・資本係数は利潤率の関数とな

る(26)。

｜｜

Ｙ
ｌ
Ｋ ４－８

４－２Pasinettiモデル(27）

Pasinettiモデルは前述のSteedmanモデルと基本的想定は同じであるが、

財政赤字（黒字）が取り扱えるように修正されている。又政府の移転支払い

を無視する。

国民所得会計式は次式で示される。

Ｙ＝Ｃ＋ｒ＋Ｇ＝〃＋凡十且４－９

財政収支の関係式、租税関数は次のように示される(28)。

Ｇ＝(l-sT)？4-1Ｏ

ここでＴは税収、ｓＴは政府の貯蓄性向である。ｓｚ－０のとき、財政均衡、

sT＞０のとき黒字、ｓＴ＜０のとき赤字となる。

Ｔ＝Ｍ':Ｍｐｚｂ+なみ十Ｍ(１－s”)(l－ん)肌(１－s")(l-tp)凡

十(l-sc)(l-tp)Ｂ＋Ｇ］4-1’

（4-11式）に（4-10式）を代入すると次式となる。

Ｔ=αＩＭｗﾋﾞ+`pPh+tpzz+2℃[(1-s")(l-ん)ｗ:+(1-s”)(l-tp)凡

十(l￣Sb)(1￣tl，)Ｂ]｝４－１２

ここでαは政府が自らの消費に課税することを反映した修正係数である(29)。

α＞１．
－１

α＝[1-2℃(l-Sz)］４－１３
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労働者、資本家および政府の貯蓄関数は各次式となる。

ＳｌＦｓ"[(l－ん)〃+(１－町p)凡］４－１４

乱＝Ｓｃ(l-tp)且４－１５

ｓb＝ＳＴＴ４－１６

従って社会全体の総貯蓄は次のように整理される(30)。

Ｓ＝Ｓｈ,＋凡十ｓ，

＝|s"(l－ん)＋Ｍ[ん+tb(１－s")(l－ん)]}ﾘﾜ＋

｜s"(l-tp)＋Ｍ[Zip+zb(１－勘)(１－な)]|凡＋

ISC(l-tp)＋Ｍ[tp+Zb(１－Sc)(l-tP)]}Ｂ４－１７
財政収支が均衡するときは（ｓＴ－０）貯蓄関数は単純な式になる。

Ｓ＝[s鋤(l－ん)]ﾘﾜ'+[s"(1-2k,)]凡十[sb(l-tp)]Ｂ４－１８
財政収支が均衡するときは社会全体の貯蓄は間接税の影響を受けない。

次に長期均衡では貯蓄と資本との間の比例関数が成立する。

晶

勘一脳

＆｜脇

ＳｌＫ
4-19

勘[(l－ん)「V＋(l-zb)凡］
＝３，Ｋ殉ＫＣ￣ら〃

（4-19式）から二つの関係式が導出される(３，．

，＝Ｔ三;57百百（420）
ｓｂ(１－な)、、＝ｓ‘ （4-21）

上記二式はSteedmanモデルの（4-6式)、(4-7式）に完全に等しい｡(４－２０

式)は｢CambridgeTheorem｣を表わす｡(4-20式)はr(l-tp)=g脇と
変形されるから、純利潤率ｒ(l-zb)は９１/sbに等しい。

利潤税率が上昇するとｒも上昇することを意味し、税率とは関係なく一定

の純利潤率が確保される(32)。
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５結び

この小論は主としてPasinettiの論文をとおして、「CambridgeTheorem」

が一般的に成立することを検討してきた。すなわち、貯蓄関数が（2-4式）

のPasinettiの貯蓄関数であっても又（3-1式）のManeschiの貯蓄関数で

あっても同定理は成立し、そして労働者の所有する資本の利潤率（利子率）

と資本家の所有する資本の利潤率に差がある場合にも成立した。

他方、「CambridgeTheorem」を財政活動を含むように拡張しても、

Steedmanは早い時期に財政収支が均衡するケースについて、同定理の成立

を証明した。Pasinetti［1989］は（４－１０式）の財政収支の関係式を用いて

Steedmanモデルを財政赤字（黒字）を分析できるように拡張した。近年、

「CambridgeTheorem」を財政活動を導入し、拡張した論文が他の学者に

よっても発表されるようになってきている。赤字（黒字）財政を含む一般的

なケースの検討については次回を期したい。

注

注１ 両階級の貯蓄性向の差異については弾力的に解釈されるべきである。Kaldor

［1955-56］は注38において、会社の限界利潤の高い割合が内部留保されるこ

とを指摘している。従って又階級という用語も弾力的に解釈されるべきである。

引用は邦訳によった。

邦訳、Ｐ､129．

邦訳、ＰＲ153-154．

導出は邦訳、PPl54～155．記号は若干変更した。

この仮定は「CambridgeTheorem」の導出に必ずしも必要ではない。

邦訳、PPl54-155o

Pasinetti［1983]，P91o

Samuelson＝MOdigliani［1966]，注６．但し、引用は邦訳、富田［1982]，Ｐ､114

に従った。

２
３
４
５
６
７
８
９

注
注
注
注
注
注
注
注
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注１０Maneschi［1974]，Ｐ､150．記号は若干変更した。

注1１〃〃 ，Ｐ150．

注1２〃〃 ，Ｐ150．

注１３Pasinetti［1974]，Ｐ,130。（3-14式）は次のように導出される。本文の（３－１３

式）を（3-12式）に代入する。 悶儂Ｙ
ｌ
Ｊ

》Ｉ脇一Ｋ

次に÷－８Ｗ篝を代入すると労働者の資本ｼｪｱの式が得られる。
Pasinetti［1974]，P130o

Pasinetti［1983]，Ｐ93,注２。

〃〃 ，Ｐ､94。

（3-19式）は両階級の資本シェアの式を代入して容易に導出される。

〃〃，Ｐ､95。（3-21式）は次のように導出される。

ＫｂＳｈ１ｓ""ｗ＋Ｂｉ，"凡一ｓi`"Ｐ+(助"－si`")P-ap"Ｂ（Ａ-,）ＫＳＩＩ

Ｉ＝S""Ｗ周十日p"凡十ｓＤＣＢ＝S""Ｐ+(ap"－鋤")P+(gPC-SP")児（Ａ－２）

（Ａ－２式）の几を（Ａ－ｌ式）に代入して整理すると次式が得られる。

注１４

注１５

注1６

注1７

砦=子儘竺;;;『)+÷F菖葦=竺筈蓋k婆） (Ａ－３）

次に÷を求める。

Ｌ幽幽=竿一手(剛筈=圭一士(別筈(A-4）Ｚｒ

÷=9M'零と(A-4式)を(A-3式)に代入して整理すると労働者の資本シェ
アが本文の（3-21式）として求める。

Pasinetti［1983]，Ｐ､95.

ケ 〃，Ｐ､95。

〃 〃 ，Ｐ､96．

本文の（3-23式）はＨ１ﾘ/ｉｆ＜ｌから容易に導出される。

注１８

注１９

注2０
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′〃，Ｐ､96．本文の（3-24式）は〆＝１のとき、Ｋｉ９/』て＜１から容易に

導出される。

〃ＡＰ９７．

４－１節はSteedman［1972］を参考にした。記号は若干変更した。

Steedman［l9721P､1390。

（4-3式）の租税関数の定義では、労働者、資本家および政府の消費支出には

既に消費税が含まれていると想定されている。従って消費税の算出にはんでは

なくて2,/(,+九)が掛けられる。

Steedman［1972]，Ｐ１３９２．

４－２節はPasinetti［1989］を参考にした。記号は若干変更した。

Pasinetti［1989]，P26o

SteedmanとPasinettiの間接税の取扱い方には差異がある。Steedmanは本文

（4-3式）で示されるように、消費支出は間接税込みで考えられているが、

Pasinetti［本文、４－１１式］の消費支出は間接税を含まない。

Pasinetti［1989]，Ｐ27。

〃〃，Ｐ２７．

ヶ〃，Ｐ､28。

〃〃，Ｐ､29。

注2１

２
３
４
５

２
２
２
２

注
注
注
注

６
７
８

２
２
２

注
注
注

８
０
１
２

２
３
３
３

注
注
注
注

(参考文献）

DalzieLEC,``AgeneralizationandsimplificationoftheCambridgetheoremwith

budgetdeficits，，，ａｍ６放ちＭ,umaﾉofEbD"omjbsbvoL15(1991)，PPL287-300。

Kaldor，Ｎ､，‘`Altemativetheoriesofdistribution,,，ＲｂﾜﾌﾟＤｗ㎡EbDJmmjbSZudiea

voL23(1955-56)，PPL83-100。

Maneschi，Ａ､，‘`Theexistenceofatwo-classeconomyintheKaldorandPasinetti

－７７－



琉球大学・経済研究（第65号）2003年３月

modelsofgrowthanddistribution"，此uziewofZbDJmmjbSZudiDsbvo141（1974)，

PPL149-150o

Palley，ＴＩ，“Money，fiscalpolicyandtheCambridgetheorem，，，ａｍ６ｍ抄

JbumaﾉofEbolmmjbs，voL21(1997)，PPL633-639。

Pasinetti，ＬＬ.，‘`Rateofprofitandincomedistributioninrelationtotherateof

economicgrowth,,，比刀ewofEbDnomjbSZudjes、vol､２９(1962)，PE103-120。

Pasinetti1LL.，ＧｍｗＺﾉｂａｎｄｈｍｍｅＤｊ白tI化ｕｔｊｂｎ－ＥｂｓａｙｍＥｂＤｎｏｍ止肪eoUG

CambridgeUniversityPress，1974．邦訳「経済成長と所得分配」宮崎耕一訳、岩波

書店、1985。

Pasinetti，Ｌ､Ｌ､，“conditionsofexistenceofatwo-classeconomyintheKaldorand

moregeneralmodelsofgrowthandincomedistribution"，ｊｎｋﾉbsbvoL36(1983)，

PPL９１－１０２。

Pasinetti，ＬＬ，“Ricardiandebt／taxationequivalenceintheKaldortheoryof

profitandincomedistributlon曲、6,19℃ｊｂｕｍａﾉofEbDnomjbsbvoll3（1989)，

ＰＲ２５－３６。

Samuelson，ＰＬＡ・andModigliani，Ｒ，‘`ThePasinettiParadoxinneoclassicaland

moregeneralmodels"，励舵wofZbmomjbSZudjbsbvoL33(1966)，PPL269-301。

Steedman7I.，‘`ＴｈｅｓｔａｔｅａｎｄｔｈｅｏｕｔｃｏｍｅｏｆｔｈｅＰａｓｉnettiprocess,,，Ebnnomjb

JbumaムvoL82(1972)，PPL1387-1395。

富田重夫編訳、「マクロ分配理論｣、学文社、1982。

－７８－


