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抄録

貿易問題のメインテーマとして貿易不均衡があるが、国際貿易理論における貿

易収支は、均衡を前提としている。国際貿易理論における貿易とは、輸出財と輸

入財の等価交換である。その前提の下で、比較優位財の生産に特化することで、

貿易利益が得られる。
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1. はじめに

貿易問題のメインテーマとして、貿易不均衡が、特に貿易赤字が取り上げられる事が、

現実の政治において多々見られる。貿易不均衡と経済的利益とは無関係である事は、経済

学の常識と言えるが、それは国際貿易理論における貿易収支が、均衡を前提としている事

を、テキストが明示していない事が原因の一つであろう。そこで本論文では、その前提

を、マクロ理論とミクロ理論を結合することで明示し、比較優位による貿易利益とは何で

あるのかを再確認したい。2. で、国際貿易理論における貿易収支が均衡である事を明示し、

3. で比較優位による貿易利益を再確認し、4. でまとめる。

2. 国際貿易理論における貿易収支

マクロ理論のアブソープション・アプローチで、貿易収支を捉えてみよう 1)。Y を GDP、

CP を民間消費、IP を民間投資、G を政府支出、E を輸出、M を輸入、A(=CP+IP+G) を内需

( アブソープション )、B(=E－M) を貿易収支 ( 外需 ) とすると、

　　Y=CP+IP+G+E－M
 =A+B
より、

　　B=Y－A
となる。PN を非貿易財の価格、XN をその生産量、CN をその消費量とし、PE を輸出財の

価格、XE をその生産量、CE をその消費量とし、PM を輸入財の価格、XM をその生産量、CM

をその消費量とすると、ミクロ理論である国際貿易理論では、

　　Y=PN XN+PE XE+PM XM

　　A=PN CN+PE CE+PM CM

となるので、これを代入すると、

　　B=PE XE+PM XM－(PE CE+PM CM )             ( ∵ PN XN=PN CN)
となる。よって、

　　B=0⟺PE XE+PM XM=PE CE+PM CM

である事、すなわち貿易収支均衡と国際貿易理論の予算制約式が同値である事が証明で

きた。

　

3. 比較優位による貿易利益

国際貿易理論が貿易収支均衡を前提としているという事は、その理論における貿易と

は、輸出財と輸入財の等価交換である事を意味している 2)。貿易による交易条件の改善

が、比較優位財の生産の特化 3) による資源の最適配分の結果としての生産額の最大化 ( 所

得効果 ) と、よりバランスの取れた消費 ( 代替効果 ) の、生産と消費の貿易利益をもたらす

のである。但し、これは貿易財市場におけるものであり、非貿易財市場は含まれていない

点は、注意しなければならない。
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貿易収支と貿易利益（德島　武）

4. おわりに

本論文では、貿易収支均衡と国際貿易理論の予算制約式が同値である事が証明できた。

すなわち経済学的には、貿易不均衡と貿易利益は無関係である事が証明できた。貿易利益

を考える際は、輸出財と輸入財の交換の利益、すなわち資源の再配分による生産額の増加

と、消費の多様化による消費者の満足度の上昇を、考察の対象とすべきである。

　注

1）国際収支統計では、正確には貿易・サービス収支である。

2）これにより、交易条件が輸出財 1 単位と輸入財の交換比率であることが示される。

3）生産要素が完全雇用されるので、1 生産要素では完全特化であり、2 生産要素では不完

全特化となる。
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