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自由 貿易の基礎理論
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所 哲也

現実の国際経済現象が，自由貿易理論のプレームワークのなかだけで説明

しきれないことについては，ここにあらためて言及するまでもなし、伝統的

な保護貿易論や幼稚産業保護論はもとより，東西問題，南北問題， EC，経

済ナショナリズム，資源ナショナリズム，食糧の自給自足主義など，自由貿
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易の理念に惇る諸現象はいたるところに見い出される。だが他方において，

自由貿易への志向が恨強いこともまた事実で、ある。 IMFやGATTの再建

と強化，新国際ラウンドの推進，貿易と資本の自由化促進，多国籍企業の活

躍，低開発国経済J委員j)など，グローパリズムへ向おうとする動きも等しく活

発である。これは人間が、分業の網の白からはずれて一人では生きてゆけな

いのと同様に，国民経済もまた国際分業のネットワークから抜け出して，一

国で生きてゆくことが著るしく悶難であることの当然の帰結である。限られ

た希少な生産資源(天然資源はもとより，資本，労働，土地といった基本的

生産要素，更には，知識，技能，組織能力，民族性などといった生産能力一

般も含む)のグローバノレな最適配分は， 自由貿易を通じて実現されるもので

あり，しかもそれは価格一市場メカニズムを媒介として決定される国際分業

によって遂行されるものである。われわれが自由貿易の純理論に精通してお

らねばならぬ根本的な理由がここにある。自由貿易の基礎理論を理解しよう

としないで，プロテクショニズム， リジョナリズム，ナショナリズムの実体

を知ることなど到底できるものではない。

本稿の目的は，伝統的な自由貿易理論のエッセンスを組織だてて解説する

ことにあるが，新しい視点や分析，あるし、はオリジナノレな理論などは，殆ん

ど展開されていない。それは，これまで多くの学者達によって創案され，精級

化されてきた既存の理論的分析道具をひとつの立場から整理整頓して，この

学問分野へ足を踏み入れようとする初心者(ただし，価格理論に多少ともな

じんだことのある人)のために，平易で見通しの良い理論体系を提供するも

のであり， I一つの道具箱」の役目を果そうとするものである。われわれは

いつも完全に機能する自由競争市場を前提し従来からの実物理論 (real 

theory) と貨幣理論 (monetarytheory)の厳密な二分法に従い，静学(比

較静学を含む)を中心とした伝統的な二国二財二要素モデルの新古典派的フ

レームワークの中でのみ論ずるであろう。それは著るしく単純化された抽象

の世界であり，常にプアースト・ベストの理論である。抽象の世界と現実の

世界の対応関係をどう理解するかは，非常に重要な問題であるが，本稿では，
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このことについて論ずる余裕も能力ももたないのでラこの間簡は拾象ずる以

ないが， I要素錨絡均等化命題 J に ~J して述べた P.A.サミエノレソンの次

の るσ

i……1訟は一方では，手ド常に単純化されたモデノレやこのような抽象的

、てなにが入、イピピックりさせるよう

ことであると考えている。しかし，後方では，

ばしば複雑な事態の*1'こ存夜する一つの真潔に至る

るとも考えている。われわれは演格的な論潔づけをやる

た

ケースが，

，依然とし

て大いに論旨透微でなければならぬのである……J(筆者訳〉。

〈注〉

1) 絞i迂，溺際貿易の議機理論会学際よく数理・紹介したそF守|幾の刊行が続いている。

家者のねにとまった優れた「道又綴J(])例t二次のようなものがある。

缶百.R. Heller， Inte1"national Trade， first ed. & second吋. Prentic十 Hall.

1968‘1973. [木村，村1::共訳「国際貿易論議j窃45.ダイヤモ γ ド社〕

号 1.F. Pearce， 1 nternationalγ叩 de，Macmill品n，1970. 

@ Bo. Sodersten， 1 nternational Economics， Macmillan， 1970. 

@ 小宮楼太郎，天野明夜、「回線経済学j岩波，昭47‘

M. Chacholiades， The Pure Theory 01 lnternational Trade， Aldine， 1973. 

R. E. Caves '"な JonesR. W. W01・ldTrade and Pay叩 ents，Little Brown 

and Co. 1973. 

2) P. A. San1L1clson， "1丹後rnatior】alFactor-Price Eq註alisationOnce Again" Econ叫

omic Journal， Vol. LIX，災0.23June， 1949. 

ム2 量二

平

まずそデノレの基本的なプレームワークを詳しく綴濯することから始める。

使用十る記号に関する約束ごみをはっきりさせることか

らなる。

(1) 二国二対一

i伎界はA掴と B閣の二塁塁からなっているものとする。自国と臨余の額〈外

界〉からなる世界会想定しでもよいが，ここでは経済規模〈例えばGNP水準〉
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あまり大きくない二つの国 る。 一凶の経済水準が

著るしく掛け離れている場合には，いろいろと市介な関認が発生してくるか

らである。例えば，大惨!と小舗の貿易関係は，均衡条件に種々興味ある

さと与え，特殊な取設いな必要とする。

次に生産物は， XJ1tとY院の二種類とし， jiI1JJ誌とも最終生産物であって，

中期財ではないものとするO 現実の もとより多数の中間財・生

産員すが取引きれており，加工されて荷:輸出されているのこのような可能性を

導入してくると，上む絞髄伎構瀧に大きな影響を与えることが知られている。

しかしここではこの間鍾は排除ずる。なお，開票さとも劣等財ではなく，ギ

ッブェン・パラドックスも生じないと仮定ナる。

資本:Kと労働L みとしその質的内容は一知関わ

ない。土地や天然資源といった，その他の生滋袈素を導入してくると，財の

要素集約度の定義が複雑になる。従って，もし土地などの要素も

るとしたら，剖えば，資本をなんらかの方法で労働に換算し，天然、資源を土

地のなかに含めて，新しい「労欝j と

合;伏鶏を間越にする，といったある

ここではそれは採らないっ

信)爽物経済

伝統的

結素

し
袈

か
の

し

者
J

O

阿
3

うろ

い

だ

使

る
を

な

念概、ノ
〆
Uν

「貨幣の中立性Jが仮定され，実物変

数は全て貨幣体系と独立に決定されるものとしているσ 既述のように real

theoryと monetarytheoげの diむhotomyの採用である。従って，真言{活絡

も婆紫価格も問題にされるのは，栂対{務格爵係だけで，絶対籍格は特定の場

合'以外開題にならなL、。

(3) 生産要素の非移動性

財貨くX財， Y財〕はE窓際揮を自由に移動するが，生産婆紫(L， K)は

全く移動しないものと仮定する。この仮定は，周知のように，会兵学派の経

済学者が冨務経済を閣内経済から識別する際にもっとも議椀した点、でるるの

今日では，多際籍企業やその他の障際投資に象徴されるように，資本(貨幣
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的購買力〉はかなり自由に国際間を移動し， ECに見られるように労働力も

その域内では十分自由に移動している。しかし国際間における要素の産業

間移動が同一国内におけるそれよりもはるかに困難であるという事実は，

般的に見て依然として確かである。

(4) 完 全 競 争

財市場，要素市場とも完全競争の条件を満している。従って，要素価格の

産業間格差は存在せず，また，あらゆる価格は十分に伸縮的であり，常に限

界条件(限界代替率=価格比率)， が成立しているものと仮定する。 このこ

とは，外部経済・不経済による私的費用と社会的費用のギャップ，並びに，特

定企業の内部経済やその他の原因にもとづく独占の存在の否定を意味する。

(5) 完 全 雇 用

生産要素は常に完全雇用・完全利用されるものとする。われわれは既に要

素価格の伸縮性を仮定し，古典派的な世界を想定しているから，失業や遊休

設備の存在は考えられなし、。また実際問題としても，いわゆる今日の「混合

経済社会」では，この仮定はさほど非現実的であるとはいえないであろう。

(6) 規模に関して収穫不変

両財ともその生産関数の性質は一次同次である(但し財の種類によって形

状は異なる〉。従って，各財とも生産等量線(isoquants)は原点に対して相似

拡大的 (homothetiのであり，各生産要素の限界生産力の絶対値は原点から

任意にヲ!¥，、た半直線上で常に一定である。そしてある与えられた資本・労働

比率の下で，限界生産力比あるいは生産の限界代替率は，常に一定である〉。な

お，各生産要素の限界生産力は逓減するから，等量線は原点に対して凸状と

なり，生産可能曲線は，両財の要素集約度が異なるとすれば，原点に対して

凹状となる。

この仮設の現実性については，いろいろと問題があるが，ここでは先きの

完全競争の仮設(4)との関連で，特定企業(つまり特定財)における規模に関

する収穫逓増の問題にのみ言及しておこう。このような規模の経済効果が働

くときは，それを享受する特定企業はコスト低下=独占的利潤により他企業
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を全て排除して最終的には完全独占の地位を獲得することになる。これは明

らかに完全競争の仮定に反する。

(7) 生産関数の国際的同一性

同一財については，両国とも同じ生産関数つまり同ーの生産技術を採用す

るものと仮定する。同じような経済活動水準にある二国 (AとB)を考え，

今日のコミュニケーションの普及状況から見て，この仮定は必ずしも非現実

的だとは限らなし、。しかし，この仮定は生産関数の一次同次性の仮定ととも

に本稿におけるもっとも基本的な仮定の一つである。

(8) 需要構造の園際的類似性

各国は所与の所得分配の下で，同じような晴好体系をもつものと仮定する。

つまり，両国の社会的効用無差別曲線体系は同じ，ないしは，酷似している

ものとする。但し，その形状についてはここでは特定化しないでおこう。こ

の仮定の根拠は先きの仮設(7)とほぼ同じである。しかしこの仮定は，以下の

議論において必ずしも必要不可欠なものではない。

(9) 輸送費その他の貿易障害の無視

輸送費，関税，輸入制限，その他の貿易障害は全てこれを無視する。

(注〕

1) 例えば，既掲 H.R.Heller， 1 nternational T rade，第2章第 3長官「国の大きさ

の影響」を参照のこと。

2) 例えば R.1. Mckinnon，“lntermediate Products and Differential Tariffs: A 

Generalization of Lerners' Symmetry Theorem" Q.J.E， Vol LXXX， 1966 れ也

間誠「中間財貿易の幾何学的解明J(商学討究， 24巻 1号1973.引を参照。

3) James， S.F.&1.F. Pearce，“The Factor Price Equalisation Myth" ， Review of 

Econmic Studies， No. 49. 1951~1952 

4の) 次図の等量線図を依つて証明する。いま要素{価町格比(賃金.利子比率〉がq明q線q勺

線でで、与えられていると， X財のある産H:¥量水準xx曲線に関する LとKの最適組合

せP点が決まる。別の産出量水準x'x'曲線についても同様で， P'点が決まる。こ

の場合，生産等量線は相似拡大的であると仮定されているから， PとP'は同じ半
o P _ OP' _ 0 P _ OP' 

直線OR上にあり一一一一一一一一一ーとし、う関係が成立ってし、る。同時に，
OL  OL' O K  OK' 

OK  OK' -r¥TTで‘もある。すなわち，資本と労働の限界(平均)生産力比も，資本-
OL OL 



自由笈診の基礎理論所 7 (351) 

普

K' 

K 

。
受T仰 (L)

労働比おも常に一定である。こうした条件が常に満されるのは生産量等量群が総似

拡大的〈生漆関数が一次同次〉だからで三ちる。

5) ボックス・ダイヤグラムで示された要素平簡を財王子総に変換ナることにより l色

Æì:1 '~J能曲線〈変形法線，機会重量周治線〉が導IH される詳しいそ手続はiiilí 宝章第 2 節

でなされるからここで、はふれなし、。ただ次の点件後慈しよう。それは， I湾財とも

燦撲に関して収穫不変でラかっ重要索後約度(策本・労働比率)が同じでるると

きは，生産量可能灼線が産総になることである。 このことは， 後述される D，リカ

ードの比絞~tgg星空モデんと綴接な関係がある。 ザカ…

だけに限定しているが(し〆たがってぶッタス・ダイヤグラムは絞けないが)，それ

はご婆索モデルでL、えば，各英才の資本・労綴!比率がr，iJーで，かっ， s寄与の資本と

労働が完会議~F河されるよう沿比率で}fjいられると仮定するのに等しい。なぜ今、ら

そのような滋合は，オミックス・ダイヤグラムのお1)務軌跡主主の契約曲線〕は対

角線;こ…放し，ぞれがさを皮巧能}削減の形状を裁定するからてある。

6的) w 写京W再写F人， レオオ伺ンテイブの司手有宇釘ifiぞ名F玉!必な論文
aly戸凶r吊机S幻iおS 0ぱfF、or符的eIg郡i口γTlじrad日"Q“.J，E.，May 1ω93お3，以来，{f会的無室長別治線の概念は

密際貿易，理論の分野で、緩めてしばしば使用されているc この概念については雪崩

知のように季いろいろ燦J誌があり，学界でなお論争中である。この点に降しては

務 1宝章第ヰ銭?でやや語学事l!にI伐とげられるむ

7) 総送費が悶際貿易にふえる効終については例えばとため文献含参院のこと。R.A
Mundel1，“人 Geometryof Transport Costs in International Trade Theory" The 

Canadi仰 1 J ournal 0/ Economics and Political Science， 23， Aug. 1957， 

〔これはマングんの論文繁 1nternati onal Economic s 1968に将録されている。

渡辺太郎総訳「径j際経済学j昭必の第5

第 1章 思!嬢貿易の静態理論

1節 Pカードの比較全線費説

低統的な開襟分撲の理論会初めて体系的に展開し る
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かについては，必ずしも した見解があるわけではなし、。 A.スミス設，

R.トレンズ説， 。裂すカード説などがある。ここでは，この関穏について穿

さくすることはせず，多くの識者と間じく，便宜上リカードの名を悲してお

こう。

リカ…ドの比較生産設設をわれわれの理論的ツレームワークの

れば，第 1国のようになる。リカード・モデノレの最大の特徴は，

同震な労鎗ただ一つしかないとしているところにある。このー要素モデルと

いうことの意味は，飽tこ結合されるべき粟繋が存在しないくないしは存在す

るとしても全〈意要性'a:'もたなしっということで、あるから，

常に投入要素践に比例することになる。従って，生産可能曲線は必ず直線に

なるO 第 1関は， リカード

Y要主
《ワ{ol 

1.25 

1. a 

金言う

G 

した，胤知の数値部を生態可能曲線で示し

(j .).¥') 

〈第 11麹〉

たものである。ここでは，一定の労{動投入;設〈例えば100単位の労働;議〉

される持取の産出主主の組合伎が?おされている。ヲカードはなぜこのように

の労働投入係数が異なるか〈つiり生室長総数が国際的に幾なるか)につ
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いて，なにも説明はしていないが，それは両国を取まいている経済環境の椙

違によると理解することもで、きる;この図から明らかなように，イギリスは

ポルトガルに比して，両財とも絶対的に生産性が低いが，その劣る度合に相

違がある。すなわち，イギリスはワインに比して，ラシャの方の劣位の程度

が小さし、。つまり，イギリスはラシャに比較優位があり，従って，ポノレトガ

ルはワインに比較優位がある。かくして，イギリスはラシャに，ポルトガノレ

はワインに生産特化するわけであるが，機会費用は一定であるから，単位当

コストはし、くら生産を拡張しても変化せず，従って，両国はそれぞれ比較優

位財に完全特化するに至るであろう。イギリスはP点で，ポルトガルはP'点

で生産する。

このように，特化の方向は明確に決まるのであるが，両財の交換比率(商

品交易条件〉がどこに定まるか，そして均衡貿易量が幾らに落ちつくかにつ

いては， リカード・モデルからはなにも知ることができなし、。ただ両者がと

もに利益を得るためには，両財の交換比率 (X財 1単位と交換に獲得される

Y財の量〉は0.833より大きく， 1.125よりも小さくなければならぬことは明

白である。仮りにそれが1.0(第 1図の破線の勾配)に決まるとすれば， 両

国とも貿易からの利益を得る。いま，消費点がそれぞれCとC'にあるとすれ

ば，それらはともに両国の生産可能曲線の外側に位置しているからである。

そして，貿易均衡が達成されるためには，貿易三角形 CQPとC'Q'P'とが合同

になることが必要である。イギリスはCQのラジヤを輸出して， PQのワイ

ンを輪入するつポルトガノレはC'Q'のワインを輸出し， P'Q'のラシヤを輸入す

る。交易条件がどこに決まり，貿易三角形の大きさがどうなるかを知るため

には，両国の各財に対する需要の大きさが明らかにされなければならなし、。

この点に関してはリカード・モデノレはなんらの解答も用意していなし、。この

問題は， リカード以後， J. S.ミノレ， A.マーシヤノレらによって検討が加えら

れ後にいわゆる「マーシャノレ曲線」ないしは「オファー・カーブ」と呼ばれ

る概念を創出するに至って解決を見た。
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(注〕

1) 小宮・天野はスミスの「諸国民の富」の中に既に比較生産費理論に該当する叙述

があることを指摘して，従来からの通念であるスミスの「絶対優位説」に必ずし

も従っていない。(小宮・天野「国際経済学」岩波p.19)。また，ハーパラー，パグ

ワチ，チップマン，その他の学者はR.トレンズの論文“Essayson the External 

Corn Trade" 1815の中に，比較生産費理論に関する叙述があるとして，この理

論の創案者はトレンズであると主張している(例えば， J. Bhagwati，“The Pure 

Theory of International Trade: A Survey" Economic Journal， Vo174， March 

1964を参照せよ〉。また， M. Chacholiades， The Pure Theory of lnternat 

ional Trade 1973のp.20.脚注3では， トレンズーリカード・モデノレとL、う表現

が使われている。

2) リカード・モデノレは，前章の注 5)でもふれたように，投入物と産出物の聞の関係

が線型関数で示される。このことからリカードの比較生産費理論を線型計画法を

使って解こうとする試みがあり，多数の論文が発表されている。いまイギリスの

労働量をLl(220人〕とし，ポノレトガルの労働量をL2(170人〕とし，イギリスのラシ

ヤとワインの生産量をそれぞれXl，yl，ポノレトガノレのラシヤとワインの生産量を

叫 y2とし，ラシヤとワインの単位当価格をそれぞれpx，pyとしよれそうする

とイギリスについては， 100Xl+120Yl壬 LI，Xl， yl孟 Oの制約 Fで， pxXI+PyYl 

を最大にし，ポルトガノレについては， 90X2+80Y2三三L2，X2， Y2~三 D の ílilJ約下で，

pxX2+ pyy2を最大にする，というのがここでの解くべき問題となる。その解は，

ユ旦<ヱ三<~~とし、う条件の下で， XI ニム~， Yl=Q ， X2=Q， y2ニ主主となf2Q"---;:;;-'Wc...V '/=IT
V

JI'-' A'-1dO' y'-u， A'-U， P-SO 
る。詳cくは， ドーフマン，サミエノレソン， ソロー共著「線型計画と経済分析」

安井他共訳岩波 l第2章35頁以下を参照せよ。

3) R.リカードの有名な数値例を表にまとめると次の如くである。 (D.Ricardo， On 

the Princiρle of Political Economy and Taxation 1817) C竹内謙二訳「経

済学及び謀説の原理J東大出版会 p.130J以下の表は，両国が各財の単位当生宝

特化前 特化後

¥¥竺|ラシャ|ワイン|計 IIよ~I ラシャ|ワイン| 計

イギリス

言十

(ラシヤヤート¥ワイン:1カ、ロン〉に要するコストは投入労働量〔時間当人

数〕で示されている。右表はイギリスがラシヤに，ポルトガノレがワインにそれぞ

れ完全特化したとき，世界全体と Lて投入量が不変であるのに，産出量が増加す
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ることを示している。

の よの考祭から号去らかなように， ヲカード・モデノレは比絞後佼差の長苦闘を関わ必い

が，各閣の単位、殺生産焚〈労働コスト〕の比絞後位伎が，財貨の機類〈産築〉ご

とに災なることから国際分議警の初談合説くものである。リカード。モデノレは， ザ

カード以後，若手くの経済学者によ吋て，怒話会的並びに災証的に緩点検討が加えら

れ， リカー ir.モデノレ!l)ブレームワークのやで，いろいろと深化・拡充がなされ

た。とくに実証研究の分野で箆るべきものが多い。代表的なものとし"と， G.D.A. 

MacDouga 11 ， R. M. Stern， B. Balassaらの研究がある。いずれもアメザカ合衆劇

とイギザスの輸出産業のク pスセタシ g ン・ダータを佼って業穂別の「事命保ぶj

と「労働生産性Jとの間の相関関係会分析し ωている。しかし結論は必ずしも明快

ではない。

第 2長iP 要素賦存比率命題

1919年に，スウェ…デン Eknomisk Tidskrift (Volume 

XXI) fC，“Utrikeshandelns Verkan pa inkomstfordelningen"と題

した一編の論文が掲載された。それはストックホノレム E. Heckscher 

の著存になるもので，額欝貿易が間内の所得分重さに及ぼず効果に爵する

を論じたものであっ この論文は‘スウェーグ 、
3
l
v
 

多くの学者の日にとまらず，ぞのまま15年ほど経過した。 1933年にヘクシャ

ーの弟子にさきる B義 Ohlin が英文の著作 1nterregional and 1 n.tern-

ational Trade (ハーバード大学の経済学議議〉を発表，そのやで，ヘクシ

ャーの論文が紹介・検討浅れたことから多くの学者の罷心を集め，特に，W.

P. StolperとP.A. Saロluelsonの1941年の論文で一躍学界の、注筏を浴びるこ

とになったの 1949年には，このヘグシャーの論文は英訳されて，“TheEffect 

of Eorεign Trade 0ぬ thξDistributionof Income"とL、うタイト jVで Rea-

dings in the Theory of lnternational Trade (以下PTITと略す〉事

American Economic Association，に収録されるに到った。

ヘグシャーの論文は，そのタ千トルからも切らかなように，

内の所得分艶に与える影響，つまり 地代などの要素謡格に及ぼ

ず効果を分析することに主眼があるが(後にサミユルソンらによって定式作
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された下要素価格均等化命題J)，それと用時に「比較生産費義jの生.f、る原田

についても現虐な分析を加えている。ヘグシャーは次のように述べている。

「隈際貿易を開始させるための前提条件は， かくして， 次のように要約する

ことができる。すなわち，貿易当該欝における生産要潔の相対的希少性の差

まりは生産要紫の穏対締格の義兵一ーと，各財閥の生産要素比率の

ると〉oj〈喜義者訳〉ο また，オヲーンも次のように述べているor. 
るに，各地域は相対的に議かに蒋在する要素をより大なる割合で必要とす

る院安生産するのにもっとも適しており，その地域内にごく支をかしかないか，

それとも全く存在しない要素をより多く必要とするような財の位産に誌もっ

とも離していないのであるo 明らかにこれが国際貿易のひとつの燦悶であり，

それはず震，個々人の能力にいろいろと慈異のあることが側人掲の交換のひ

とつの旗開になるのと向じことであ

このヘグシャーの分析は，オヲー γに受け継がれて，さらにー麗務激化さ

れた。特に，ヘクシャーが繋紫賦存比率の差熟と要素儲格比率の差異との隠

tこ一義的欝係なア・ブリオヲイに前提しているのに対して，オリーン

饗素の物県的豊議性の謹熱だけでは不十分であって，需華客条件を特定イじしな

ければならぬこときと指摘して，ヘグシャーの盟議をより厳宅誌なものとした。

へクシャ…もフゲザ…ンも，国際貿易の発生深間として，各欝鏑有のさまざ

まな生産条件上の差異〔自然、条件，技術水準，議要構造，等々〉を否定する

ものではもとよりないが，需要条件が所与であるとすれば，一関の比較生産

穀構迭を決定する碁礎要部はき基本的生産要素〈労i動，資本，土地〉の賦存

状態の国際的相還にあると，主張するところに最大の特設がある。つまりこ

うである。一国は(需要構畿に大きな偏向がない限り〉他国に比して，穏対

している生産要素をより集約的に使用して生産される財に比

較擾億がある，というものである。

ここでは，この命題を「要素賦存持率命題j と名付ることにする(以下街

単化のため欝 1命踏と呼ぶことにする))。似し，長老述の如く， へタシャーも

単に「比較生産費差の慕礎要悶Jのみな湾題にしたにとどまらず，そこから生



白由貿易の基礎理論所 13 (357) 

じてくる国際分業のパターンが貿易当事国の要素価格に究極的にどのような

結末をもたらすかということを問題にしているから，この第 1命題はいわゆ

る「ヘクシャー・オーリン定理」の前半に相当するものであって，後述され

る「要素価格均等化命題J(簡単化のため第 2命題と呼ぶことにする)と密接

不可分な関係にあることに注意しなければならない。

(注〕

1) B.Ohlin， 1 nterregional and 1 nternational Trade， 1933 (Harvard Univer-

sity Press) cr貿易理論ー域際および国際貿易-J木村保重訳，昭45J

2) W. F. Stolper and P. A. Samuelson，“Protection and Real Wages" Review of 

Economic Studies， 1941， (RTIT並びに PenguinModern Economics Rea-

dings， 1 nternational Trade， ed. by J. Bhagwati.にも収録〕

3) E. Heckscher，“The Effect of Foreign Trade and the Distribution of Income" 

Ekonomisk Tidsk門 ft，1919 (RTITに収録 p.278)

4) B. Ohlin，既掲 1)， p.7 

5) B. Ohlin，既掲1)，第 1章

6) H. G. Johnsonも「ヘクシヤー・オリーン・モデ、ルにおける比較生産費の原理を

めぐる二つの命題」と明白に述べており，こうした分解の仕方は必ずしも不適切

ではない。 H.G. Johnson，“Factor Endowments， International Trade and Fac-

tor Prices" The Manchester School of Economic and Social Studies， Vol. 

XXV， No.3， Sept. 1957を見よ。

7) rHeckscher-Ohlin th巴oremJ とL、う名称をはじめて使用したのは， Stolper と

Samuelsonの共同論文既掲 2)の脚注4においてであるといわれる。今日では，こ

の命題については，必ずしも一致した名称が使用されておらず，学者によって，

まちまちである。例えば， E. Hoffmeyerは「オリーγ・サミエルソン命題」と呼

び〔“TheLeontief Paradox Critically Examined" M aηchester School of 

Economic and Social Studies， Vol. 26， 1958)， B. S. Minhas は，要素賦存比

率命題を「ヘクシヤー・オリーン定珪lと呼び， r要素価格均等化命題」とはっき

り区別している(“TheHomohypal1agic Production Function， Factor-Intensity 

Reversals and the Heckscher-Ohlin Theorem" J ournal of Political Econo-

my， Vo1.70， 1962)。またノj、宮・天野は，サミエルソンの '48年， '49年の二つの

論文の貢献とそれ以後の発展を加味して， rヘクシヤー・オリーン・サミエノレソン

・モデノレとし、う総称を使用している(小宮・天野「国際経済学」岩波1972，第 1

章と第2章〉。
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ヘクシャー・オリーンの第 1命題を理解するための手続として，まず¥要

素価格比率と要素集約度と財価格比率〔相対価格〉との三者の聞に一義的な

関係のあることについて，簡単な数学的証明を与えておこう。仮定と記号は

序章で示めしたものを全部採用し，さらに，次のような仮定と記号を追加す

る。

(1)' A国は相対的に労働(L)が豊富で， B国は相対的に資本(K)が豊富で

ある。序章の仮定(8)需要構造の同一性から， A国は賃金率 (ω)が割安で， B 

/αy¥ I OJ 、
国は資本レンタノレ(r)が割安となる。いま， (~)A=qA ， (-: )B=qB と

¥r  I ¥r  / 

定義すると， qA<qBである。

(2)'両国とも X財は労働集約的で， Y財は資本集約的であるとする。いま，

(ぞ)x=px，( ~ )吋Yと定義すると，要素価格比率qがどのように変化

しでも常に ρェ<ρyである。

(3)' X財のY財に対する交換比率(相対価格〉を Pとする口つまり X財の

単位当価格を Px，Y財のそれを pyとおけば P=合と示される。

以上の手続から，まず，両財の生産関数(仮定により両国共通〉を次のよ

うに与える。

X=  F(Kx， Lx) 

Y=G(Ky， Ly) 

序章の仮定(6)生産関数の一次同次性から，

① 

② 

X=Lx・f(ρx) ③

y=Ly・g(ρy) ④

③式をLx，Kxで，④式を Ly，Kyで、それぞれ偏微分すると，次式を得る。

C>X 
一一=f(ρx)-px・f'(ρx)
c>Lx 

c>X 
，)~T:'-~ =f'(ρx) 
c>Kx 

c>Y 
瓦三=g(py)-py・g'(py)

⑤ 

⑥ 

⑦ 
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"dY 
Z豆:;=g'(ρy) 告

ここでf'(p正〉
eJf 

である。

次に， i字主主の仮定(4)から，各謀議{箇絡仰とけは，問財ともそれぞれの

限界生産物の鵠鎧〔物的限界生主主力 x財の単位当価格〉に等しくなるから，

ω=P.f'L=g'L 告

r =D・f'K=g'k ゆ

ここで、
()Y 

る。 て，@，
eJKy 

舎，⑦，命，@，殺の 6ヌドの式から，

ω=p' [f(ρx) -px.fてぬ)J=g(py)一ρy.g'(py) @ 

r =pof'(ρx)口 g'(py) 窃

。式と様式とから要素価格比率qは，

qはータ一一一立色L…P主主芝-…単位a3
r f'(Px) g'(ρy) "" 

と示される。つまり qはρxまたは仰のみの欝数である。そこ1::'，窃式をそ

れぞれ ρx，pyで微分して整理すると，次式を得るo

dq“一 f(ρx)・fぺpx)
巾x一一一~量

生し一一
CIρy 

d[f'(px)J _II(~ '¥_ d 〔ダ(py)J
いこでfll(pX)=一一百五J一一， g"(py)=_~5Lèo':: ー である。ところで，

われわれは，序章の仮定(引で各要素の誤界生産主力は，逓減するとしたから，

f叱ρx)も gべρy)もとも る。 f'(pX)2，g'(ρy)2は1Eであるから，窃

と議式はともに正であることが澄明された。つまり，同財とも

率qは要素集約度 ρの単調増加関数であることが証明されたわけである。

次に相対側格Pと襲素{爵J俗比率qの関係について当考察する。窃式から，

、JF
一、j

y
一
Y
A

A
M
L
A
M
V
 

f
、、一
f
e
¥

F

7

 

8
b
一
£
i……

 D
A
 

《ゆ



16 (360) 経済学研究第24巻 第2号

これを qについて微分する。

dg' dpy ， ~ _ "df' dρx 
f' (px) ~~一一 -g'(ρ 〉一一一-dp 1 ¥.IlX dpy CiCl-g I..I'Y Fdρx dq ⑫ 

dq f'(Px)2 

dg' df' 
さきγ ヱ~ =g"(py) 一一 =f"(ρx)としたから，'--dpy -15 ，PYj， dρx ⑭式と⑮式とから，

坐エ=一 g'(py)2
dq g(py) g"(ρy) ⑮ 

dρx f'(ρX)2 
ciq-- f(p語f"(px) ⑮ 

と与えられ，さらに，@式から

(py -PX) f' (PX)・g'(py) = f' (PX)・g(py)-f(ρx)・g'(py)

とし、う関係が求められる。これらを⑫式に代入して整理すると，

g'(py) 
十一 Ir~ 5 ，\\..r-'_~:_ " (ρy-px) @ 
dq f(ρx)・g(ρy)

この@式は正である。なぜなら，われわれはさきに仮定(2)'で常に Px<py

とLヴ関係を前提しているし，g'(py)は正であり ，f(px)， g(py) はもとよ

り正であるからである。かくして，相対価格Pは要素価格比率qの単調増加

関数であることが証明された。

以上において，要素集約度 ρと要素価格比率 qと相対価格Pとの聞には一

義的な関係があり qとρの関係 pとqの関係はし、ずれも正の比例的な関

係にあることが証明された。以上の関係を図示すると次のようになる。'--'-

では便宜上，この図をサミエノレソン・ジョンソン図(略して S-J図〉と呼

ぶことにする。

第 2図は，縦軸に要素価格比率を，横軸右半分に要素集約度を，そして横

軸左半分に財価格比率を測ってある。第一象限の二つの曲線 xx，yyはそ

れぞれX財とY財の要素に関する価格・集約度曲線である。われわれは仮定

(2)'により， y財は常にX財よりも資本集約的であると仮定しているから，

(Px<py)， xx線と yy線は交叉することがなし、。すなわち，両財とも要

素価格比率が大きくなればなるほど，生産方法はより資本集約的になるが，
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向財の婆素集約度関係が逆転することはなし、。このことは等量的線障からも

容易に証明できる。第31翠において雨対の生震をさ手重線がただ 1 しか交叉し

ない場合は，要素側格比率制緩がどのように変記しても最適資本・労鯵比

Y到の方がX主主よりも常に大であるのいま倒格線 qqが q'q'へ変化す

ると
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まり なると)，再討ともその諜素集約度は内→ρ込 ρy
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へと変化するが， ρfx〈ρfy とLヴ関係は常に成立する。しかし，もし

も阿財の生産等霊線が 2回以上交叉するような場合は警要素倒1名比率の変化

の密数に応じて逆転するりこの点に

ついては後に詳述するの

S J 間(第 2~さl)の第二象限の pp と財の鵠格関係曲線であ

~o 賃金・資本レンタノレ比率 q が大となるにつれて，財の相対価格ジも大と

なる。相対的に労機条約的な X~討のコストが鰯高になるためである。 pp 線が

それぞれ P'FとP'Gのところから折れて水平になるのは，次のような斑治に

よるσ これまでは当該識の要議賦存状犠についてなんの制約も諜さなかった

が，い支この震の要素賦存状態が第叫翁のように与えられているとしよう二

なわち，この国の要素銭存比率(総資本・労横比率)は対角線UXUyの勾

C ゃ…L-

。文

く第4思〉

/ヘ
詑で示されるが，ぞれはさきの S-J擦では，pで示されている。財の需要

条件が与えられて生産点、が五点で決まると，開黙の生産設における労欝と

の要素‘配分は，それぞれ ρxと内のよと率で示される。この ρxとρyは第4

聞の線の勾配と uyE線の勾配によって示されている。そして均衡袈
/¥ ノヘ/¥

素価格比率引ま，第 4図の qq線の され警それに対応して均衡財
/¥ 

f函格比率Pが一義的に決まる。 E点の移動によって，間財の楽祭鍾格比本q

と要望特集約度ρが変化し，従って，財の輔格比率Pも変イとする。しかし p
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の変化の範囲には ρの範囲に限界があると同様に，限界がある。もしも s-
J図の E点がF'点まで移動すると，この国は， X財のみを生産し，その要

/¥ 

素集約度ρxは ρに一致する。そしてそれに対応して要素価格比率C]Fと財価

格比率j)p が一義的に決まる。短期的にtipはそれ以上変化で、きないから q

も変化できず，従って pも変化しなし、。づまり pt線はP'11'で無限弾力的に

なる。同様に， E点がG点まで移動すると，この国はY財のみを生産し，そ
/¥ 

の要素集約度 ρyは，やはり ρに一致する。その結果， Cjoと pGが決まり，

pp線は P'Gでやはり無限弾力的になる。 S-J図の pp線が RP'F PH p'G R' 

のような折線になるのはこのためである。

〔注〕

8) サミエノレソン・ジョンソン図という呼名が一般化しているわけではなし、。例えば，

小島清教授はこれと同じ図を「ジョンソン図」と呼び，高山歳民は「ハロッド・ジ

ョンソン図Jと呼んでいる。しかしここでは，この図の原型を初めて提示したの

はハロツドであるよりも(彼は1957年1月の TheAssociation of University 

l'eachers of Econmicsの会議で ρとqの関係だけを提示している)，サミエノレ

ソンであった (1949年6月の論文“InternationalFactor-Price Equalisation Once 

Again，" E. J.， Vol. LIX， No. 234)との H.G.ジョンソンの指摘(既掲「外

国貿易と経済成長Jiii頁の脚注(3)を見よ〉と，].パグワチの指摘 (1959年の論文

“Protection， Real Wages and Real IncomesぺE.J.， Vol. 69)に従って，ここ

では「サミエノレソン・ジョンソン[ま[Jとl呼ぶことにする。

9) 資本と労働の賦存対が特定されー両財の生産関数(ここで、は生産等車線〉が与え

られると，生産のボックス・ダイヤグラムが掛かれ，需要条例ーから財の相対価格

が与えられると，生産の一般均衡条件が決定できる。 K. ランカスターも述べて

L 、るように (K目 Lancaster，“TheHeckscher-Ohlin Trade Model : A Geometric 

Treatment" Economica， Vol. 24， 1957)，ボックス・ダイヤグラムは平面図で

ありながら少なくとも 12個の経済変数(われわれのモデノレでは， Lx， Ly， Kx， 

Ky， X， y，ω r，ρx，ρy， Px， pYの12個〉を扱える非常に有用な道具分析

である。いま，ある国(例えばA国〕の要素賦存状態 (KとLの存在量〕が次図

のように与えられているものとする。検制lに労働量，縦軸に資本最が測られてい

る。従って，この国は物理的な意味において相対的に労働が豊富な国である。 X

財の isoquantsは Ox，Y財の isoquantsは Oyを原点にしてそれぞれ掛かれ

ている。ここでX財はY財に比して常に労働集約的であると仮定すると，両財の

isoquantsの接点の軌跡，つまり効率軌跡(または生産の契約曲線〉はこの図の
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若宮初

苦

メ1東

ように右下に向ってð となる〈対角線の下級~を通過する〉。湾立すの生産関数が一次

誇次なら，対I本軌跡:の形状は等院の要望宅然約度の大小関係によって決まる。悶

塁手の凝若者集約療の差異が火~いほど効率紋鍬のå!l率は火~くなる。もし阿財の要

素集約皮が全く向じなら，効率軌跡は直線となり，ボックスの対角線と1e三をに一

致する。なお，良舎の生産関数が一次附次でないときは，効滋軌跡は非常に複線に

なる。 レま， fl号員ぎの相対側i絡が与えられると，喪主民{邸機比考えが決まち，従っ℃

後i議資本・労働比叡が決まり，会主g[均衡点が一義的に決定される。それがし、ま P

点によって交代されているものとする。いうまでもなく qq線、の勾援はLとKの交

換.l:tぶ，つまり要素価格比率を示しておワ， oxPの勾況はX財生財の， OyPの

勾配はY財生成の，それぞれ最適望者本・矧除i七本であち，その距離はF写真すのささ産

ところで生産均衡点、Pは絞学的には次のよう々条件を潟している。

X口 F(Lx，K笠〉

これは一次閥次と仮定しているからき

X=Lx.I(1'心ここで rx=手三
LX 

して整理すると，

dX=f(同x)dL丈一I'xfCl'x)dLxH'(px)dK笠

(!; 

いま X財がPの鋭機するいJ-毒事量線ω おこあるということは産出水燃が一定であ

ることを慾旅するから， dX日 Gでるる。したがって③式はどたまそのようになる。

dLxC f ((J瓦〉…内f'(内 )J出ーf'(ρx)dK支

@ 
r ~I)X} 

以上のことはYロ G(Ly，Ky)についても等しく淡立するから次式を得

一旦至宝L口 Z白並立佐正臼
dLy g'((Jy) 

LxとKxについてそれぞれ偏微分すると，

f(px)…PX"i'(ρx) 

1⑤ 

刀弘
、」占ノ
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問機r:'Y立さについても次式がr1X.rLつ。

iJY 
~以g(py)-py.g'(py) 
σLy 
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ぐ号

③ 

ところ、仏全ての市場は仮定叫により完全競争の条件が備されているかぞれ華客

号表価絡はその段差学収益力に等しいc いま各財の単位当綴絡会 px，py，ωを賃金

主幹 r念資本レンタノしとすると，

iJX aY 
PX ilLx口 Py-aIy 

iJX 
PXτ'1"7--ニpy

したがって，

ω=p五び(px)一内f'(ρx)J=py(g(py)-pyg'(川 )J

r =px(f'(px)J口 py(どくpy))

かくして④，三号，穆，@のf子プたから次を移る。

⑬ 

§ 

⑮ 

⑫式は，突然儲格上と禁事が両財における，それぞれ生産の限界代替芸容に毒事しいこと

さど滋旅している。 P，¥主はこの条件を満しているc なお)⑦，③，@， @， 

の各式から，次式を得る。

そじだ⑬式と⑬式とから次玉えさd怒る。

。x aY 
αy 

r 

。

以上で一国における粟索髄格比率qと相対{適格pと要素集約度 ρの輿係が

一義的に定まることが明らかになったので，次にA閣と B濁の要素賦存状態

らヘグシャ…・オザ…ンの第 1命題がどのように導き出されるかに

ついて考える。さをの仮定 (1)'からA，Bそれぞれの要素賦存状慧は第 5図

のように示される。 A関はLが， B罷iはKが，それぞれ相対的に多く賦存し
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B国

DB )主 ~A 
L 弘

<第5図>

ているから， A国のボックスは横ながで， B国のボックスは縦ながになってい

る。生産関数は仮定(7)から両国共通で，その形状は全く同一である。両国と

もX財の isoquantsは点Oを原点として， Y財の isoquantsはA国は点 OA

を， B国は点 OBを原点として描かれ，いず'*1-も同じ形をしている。財の要

素集約皮関係は両国とも ρx<ρyであるから，効率軌跡 OPAOAとOPBOB

は，ともにボックスの対角線の下側を通る。

ここでいま，需要条件が与えられて，貿易開始前のA国の園内生産均衡点

が PA，B国のそれが PBで示されているものとしよう。つまり ，A国は PA

の座標点で示されているように，LとKを資源配分している。図から明らか

なように， A国はX財においても，またY財においても B国の生産方法に

比して相対的に労働集約的であり，両 isoquantsに共接する要素価格比率は

【lACL~ 線と qBqB 線の勾配からみて qA< ClB であることが分る。つまり， A

国は賃金が相対的に安価で， B医lは資本レンタノレが相対的に安価て、ある。こ

の第5図の結果をさきの Sー J図に引き移すと第 6図のようになる。 EA は

/¥ 

第 5図の PA，Euは第 5~l の PB Vこ対応している。 PAはA国の要素賦存比率
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戸、

でボックスoDAOACA の対角線の勾配を， ρBはB国の要素賦存比率でボッ

クス ODBOBCB の対角線の勾配を，それぞれ表わしている。また， ρAX と

丸山は第5図の OPA線と OAPA線のそれぞれ勾配を， ρBXとρBYは第 5図

RB 

P『

1
1

1
1
1
 

守
X 

守B
~ ，4 

~A 

R6 

RA 

、
、P

P， PA 

y/イl!li
O 

<第6図>

f'M. ~ r(l~ rr Ì-:.-~ 。λ r~ fA'f 月 pot 

RA 

の OPB線と OBPB線のそれぞれ勾配を示している。そして qAと quは第

5図の qACJA線と q日CJs線の勾配に相当する。われわれの仮定 (1)'からA国

は相対的にLが豊富で賃金が割安で， B国は相対的にKが豊富で、資本レンタ

ルが割安で、ある。図からも明らかに CJA<CJsである。 qとPとは一義的な関

係にあるから PA<PB である。これは定義から(ぞ~) <(ぞcL)というこ
、PY'A 、PY'u 

とであるから， A国はX財が， B医lはY財が相対的に安価であることを意味

している。すなわち，相対的に労働の豊富な国(したがって賃金の割安な国〉

であるA国は，労働集約的なX財に比較優位があり，相対的に資本の豊富な

国(したがって資本レンタノレの割安な国〉である B匡lは，資本集約的なY財

に比較優位があることを意味している。これはまさしくヘクシャー・オリー

ンの第 1命題である。

第 3節要素価格均等化命題

前節でA国はX財に， BI認はY財に比較優位のあることが証明されたから，
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A国はX財に B国はY財に生産特化して，それらを輸出し，それと引き換え

に，比較劣位にある財CA国はY財， B国はX財〕を輸入することによって，

両国とも貿易からの利益を亨受できる。

ところで， A国がX財生産に特化し， B国がY財生産iこ特イじするというこ

とは， A国で労働に対する需要が， B国で資本に対する需要が相対的に増大

し， A国で資本に対する需要が， B国で労働に対する需要が相対的に減少す

ることを意味するO なぜならX財は労働集約的で， Y財は資本集約的である

からである。従って， A国では割安であった賃金が， B国では割安であった

資本レンタノレが上昇し， A国では割高であった資本レンタルが， B国では割

高であった賃金が下落して，両国間の要素価格比率格差は次第に埋められて

いくようになる。その推移をまずボックス・ダイヤグラムを使って表現して

みよう。特化前の両国の生産均衡点はそれぞれ PA，Pnで示されている。第

C/3 

CA 

/ 
X邸、 O

B国

<第7図>

p 
B 

D 
A 

〆Y国主

( 

f" 

1命題により， A園はX財生産を拡張し， B国はY財生産を拡張する。両国

とも各自の効率軌跡上を矢印の方向へ移動して行く。財の相対価格(商品交
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易条件〉が変化し，詑って，婆潔価格比率も持財の要素築約度も変化する。

これらの変化は，財の相対側絡が湾摺で共通になるまで，つ"!りJ 国黙市場

で均衡交易条件が成立する設で続き，そこ

られれば，要素部格比率が定まり，かつ，

間罷の新しい均衡点は， PFAとP'Bと る。

る。財の相対額格が与え

も

とも

る。

持じになり (0九 線 と OP'B線の勾視は等しく手 OAP'A線と O)3P')3載の勾

踏ま等しい)，従って，要素儲絡比率も尚じになる (5LL畿と らqB線の勾

説は等しい〉。

この爵係を S…J 揮をど使っ ると次のようになる。貿易は潟閣の財

の相対{間格が毒事しくなるまで継続するから， PAが増大し， PBが減少してき

ついには PA山 内=i?となるO ぞれに従って， qAは上芥しむは低下して，

内
RI}¥ 

RA 

P. 宇 F弘

、時A、、、、、(
‘P 

x 

O 
p 

j五X"'PU'1.

く鯵S図>

/¥ 

やがて Pに対感ずる qにJ).日る。つまり， qA出 qB=qであるのそして問題の各

もそれぞれ等しくなるoPAX=PBX， (JAy=PBYである。つま

り，間龍の要索{函格比率は必然的に均等{じすることが明らかになったο 持題

は こ れ だ け に と ど 抗的。賑価格的きに示したようにぺ械が益

カ C限界悠建物の価値〉に等しいから，間闘で次試(i)が成立している。
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(山=叫ベル…sOf'山f'九F〉B一、
rA=PAOf'A瓦 =g'AK王， rs=ps・f'BK=g'BK

( i ) 

ここで ffijと g'ijはX財と Y財の国}31J( i = A， B)要素別 (j=K，L) 

の物的限界生産力を表わしている。

次にいま上で、知ったように，特化後の生産均衡点 (E'AとE'B)では， ρAX

=ρBX，ρAY=ρBYであることが証明された。さきにみたように，生産等量線

図における同一半直線上の如何なる点も各要素の限界生産力は等しくなるか

ら，次式(ii)が成立する。

(fFAL九 g'AL=g'叫

f'AK=f'BK， g'AK=g'BKf 
(ii) 

そしていま PA=PBであるから，これらの諸関係(( i )式と(ii)式〉か

ら，次式(iii)が得られる。すなわち両国の要素価格(賃金と資本レンタノレ〉

(::;? (iii) 

は，相対的のみならず，絶対的にも等しくなる。これを「要素価格均等化命

題jといい，ここでは便宜上，ヘクシャー・オリーンの第 2命題と呼ぶこと

にする。

この第2命題は，いうなればさきの第 1命題の一つの系 (corollary)であ

って，純然たる論理上の帰結である。しかしこの点に関するへクシャーとオ

リーンの主張は必ずしも明快ではなし、。両者とも要素価格比率が均等化する

ことJつまり要素価格が相対的に均等化することは，はっきりと認めている

が，その絶対的な均等化定理については，むしろ否定的である。ヘクシャー

の方はやや暖昧であるが，オリーンの方ははっきりと完全な均等化について

は，否定している。そのためこの問題に関しては，彼等の主張は時として，

「不完全均等化定理」と呼ばれることがある。こうしたへクシャーとオリー

ンの論述の「不十分性」を取上げ，要素価格の絶対的均等化定理，すなわち，

「完全均等化定理」の先鞭をつけたのが， A.P.ラーナーであり，さらに明

確に定式化したのは P.A.サミエノレソンである。それは，生産要素(資源〉の
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世界大における最適配分の実現を説明するもので，し、うなればファスト・ベ

スト理論の極致であろう。

(注〕

1) 貿易による利益〔国際分業と経済厚生の増大〉についての詳細な論述は第4節で

行なわれるであろう o

2) 第 1命題の証明の数学的取扱いで、示された⑨式と⑮式を参照せよ。

3) 序章の(注〉の(4)で既に証明済であるが，さらに若干補足しておこう。仮定により，

A， B両国とも各財の生産関数は一次同次で両国共通である。いま X財について

考えよう。

X=F(Lx， Kx) 

オイラーの定理により

X = _~F "Lx + _~~ "K =一・ l一一日。Lx aKx --

丙辺を Lxで割って

X aF ， aF 
-ーニ一一一一+ ρX=f'L+f']("ρ Lx aLx' aKx ，-"' -~ ， -" ，-

XA 

iく

h 
O 

XA 

~4 

XB 

L 

"こで;_~F = f'L， _~~ =f'rcρx=ELであるo この式は次のように変形。Lx -~， aK豆， ，-"' Lx 

で、きる。

さ=YL(1+J;f・侭〉

この式で，序章の(注〉のい)で示めしたように， isoquantsが homotheticであ

X f' る場合は T__ 7i:三 ρx， fまし、ずれも一定である。従って f'Lも一定である。
Lx， f'L， 

いま，財の相対価格が両国で一致することにより，要素価格比率qが同じになり
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(gA9A/ /gBgB)その結果，両国のX財に関する要素集約度ρは同じになる(低A

=PXB)わけであるから， A国のX財の最適生産点 PAと， B国のそれ PBとは

同一半直線OR上にある。いまA国はX財に比較優位があると仮定しているから

B固に比して産出水準は高位にある。しかし，いま上で述べたように PA点、と PB

点は同一半直線上にあるから f'AL=f'BLである。資本の限界生産力(f'AKと

f'BK)についても同じであり， y財についても全く同じ手続が適用できる。よっ

て(ii)式が証明された。

4) 例えば， R. W. Jonesの“FactorProportions and the Heskscher-Ohlin The-

orem" R. E. S. Vol. 24， 1956~57 の脚注 1 を見よ。

5) E.へクシヤーの論文 [2節の注(3)JのN，並びに， B.オリーンの論文 [2節

の注(l)Jの第2章第2節を見よ。

6) 例えば小宮隆太郎・天野明弘「国際経済学」岩波の p.25を見よ。

7) A. P. Lernerの論文“FactorPrices and International Trade" Economica， 

Vol. 19， 1952.この論文は，ラーナーがまだ LondonSchool of Eeonmicsの

学生だった1933年に執筆されたまま，未公表であったが，たまたまサミエノレソン

によって再発見され， 1952年の EconmicaVol. 19に帰載された貴重な論文であ

る。この聞の事情については，サミエノレソンの1949年の論文，“International

Factor-Price Egualisation Once Again"， Economic J 0山 "nal，Vol. LIX.の脚

注(1)を見よ o

8) P. A. Samuelson，“International Trade and Egualisation of Factor Prices，" 

Economic Journal， Vol. Lvm， 1948，並びに上掲の“InternationalFactor-

Price Egualisation Once Again." Economic Journal， Vol. LIX， 1949，を見よ。

この第 2命題はもっと別の方法で証明することもできる。それは生産等量

線図を使うものである。さきの仮定(めから両財の等量線は原点に対して相似

拡大的であり，仮定(7)から両国で共通である。そしてここでの等量線 XoXo 

と YoY。は，いわゆる単位等量線であって，同じ生産コストで産出可能な

生産レベノレを表わす等量線で、ある。いまA国の要素賦存状態が HA，B国の
/¥ 

それが HB の座標で示されているものとする。次の第9図の半直線 o(lA 

/¥ 

とOρBの勾配は，それぞれ両国の要素賦存比率で，図から明らかなように，

PA<ρBである(ここでは HAもHBも両財の均衡要素集約度線 ρX，ρyによ

って画された範囲の内側にあることに注意せよ〕。つまり相対的にA国の方は

労働が豊富で、， B国の方は資本が豊富である。いま貿易の結果，財の相対価
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格が両国で共通になり，それに対応して，共通要素価格比率が qq線の勾配

で示されるところに落ち着くものとする。この均衡要素価格比率の下で，両

国とも労働と資本を完全に利用しつくすためには， A国ではX財生産が XA

XA レベノレの PAX点まで拡大され，Y財生産が YAYA レベノレの PAy点まで

縮少され，そしてB闘ではX財生産が XBXB レベルの PBX点まで縮少され，

Y財生産が YnYB レベルの PBy 点まで拡大されなければならぬ。しかし，

PAXとPBXは同じ半直線 OpX上にあり， PAyとPByもまた同じ半直線 Oρy

上にあるから，両財それぞれについて，要素の限界生産力比率(あるいは要

素の限界代替率〉は不変にとどまる。このように，要素価格比率が共通にな

り，要素集約度が両財それぞれ同じになれば，要素の絶対価格もまた等しく

なる。

ところで，この第2命題が成立するためには，当然第 l命題の証明に必要

であった全ての諸仮定が必要であるが，第 1命題には必ずしも必要でなかっ

たもう一つの重要な仮定が追加されなければならぬことに注意しよう。それ

は「不完全特化」の仮定である。つまり第2命題成立のためには貿易開始後
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も両国がともに両財を生産していなければならぬのである。

まず，いま両国の要素賦存比率が第10図に示されているように，著るしく

異なっている (A国のボックスが著るしく横長になっている〕場合を考えて

みよう。このようなときは，両国の貿易開始前の財価格比率(相対価格〉が

C 8 

CA 

/ 月
O

X自工

B 

A 国

広

DA 

大きく掛け離れており，従って，両国共通の財価格比率が成立する以前にど

ちらかの国〈または両国〉が一方の財の生産に完全特化してしまう可能性

が強し、。この図では，両国の要素賦存状態に非常に大きなギャップがあるた

め，A国がX財に完全特化(それは EA 点で示される〉しても，その要素集

す x Y 

h 

宇e

、、、¥ R B 1.世、A 

臥~トhl4f~
PS PA 0 ~ 品ーx え f'.v . f 

<第11図>
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約度がB国のX財のそれに一致しないのである。 A国のボックス ODAEACA

の対角線はB国の生産契約曲線(効率軌跡〉と交叉しないからである。この

ことは S~J 図で示めした第11図で、みるとより一層明確になる。 A国の要素
/¥/¥  

賦存比率 ρAとB国の要素賦存比率 PBとのギャップが大きすぎるため，両国

の要素価格比率と相対価格の対応関係を示す RARA線と RBRB線は重復し

ない。 A国が比較優位財のX財を生産拡張し続けて C]A が上昇しても主で

停止するし， B国がその比較優位財のY財を生産拡張し続けて qBが下落し
/¥ 

ても qn までしか変化しえなし、。第11図ではB国の生産均衡点は EB V;こ与え

られているから， B国は不完全特化であるが， A国は完全にX財に特化して

いる。従って PAとPnは同じにはならなL、。 11図では， B国の生産均衡点

を Enにおいているが，この関係はB国も完全特化して均衡点が E'B点に到

達しても変るものでないことは言うまでもなL、。

次に，両国の要素賦存比率にそれほど大きな差異がなくても， X財とY財

の要素集約度の差が小さい場合にも「完全特化」の生ずる可能性がある。両

財の資本・労働比率が近似しているということは， isoquantsの形状が類似

していることを意味するから，両国ともその生産契約曲線(効率軌跡〉が対

Cs 

CA 

/0  
X日t

B 国

<第12図>
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B両国の要素賦存状態にそれほど

大きな相違はないが， X， Y両財の isoquantsが同じような性質のものであ

るため，効率軌跡がそれぞれ両ボックスの対角線に著るしく接近している。

角線に接近することになる。第12図はA，

一方国(例えばA国)が一方財(例

なお両国に共通の要素集約度を見出すことが

できず，従って，要素の限界生産力は等しくならず，要素価格の均等化は実

このような場合も， 10図， 11図と同様，

えばX財〉に完全特化しでも，

xx線とYこのことを S-J図を使った第13図で、表現すれば，

F 

現されなし、。

t
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<第13図>
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Y線とが著しく接近し，従って， ρAとPBのギャップが比較的小さくても，

RBRB線と RARA線が重なり合うことがなく，要素価格比率の変動範囲が完

このような状況下では，完全特化が生じ易く，全に分離せしめられている。

要素価格が均等化する可能性はなくなる。

このように第2命題が成立するためには，第 l命題の証明に必要であった

諸仮定の全ての他に，更に「不完全特化」の仮定が追加されなければならぬ

ことが分った。すなわち，貿易当該国の要素賦存比率状態にあまり大きな開

きがないこと，並びに，貿易される財の要素集約度がある程度異なっている

こと(つまり両財の生産関数にかなりの差異のあること)のごつの条件が必
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要である。

〔注〕

の その極端なケースは，既述のようにc2節の(1:(9)で詳述したように)，効率軌跡が

対角線に完全に一致する場合で句それは丙財の iso'luantsの形状が完全に同じに

なるときに生ずる。

10) サミエルソンの1949年の論文〔既掲f]:(8)Jの第6節を見よ。また丙H>J-の要素集約

度にかなりの大きさのギャップを前提することに関して， R. W. ]ones などは，

the strong factor intensity assumρtion といった表現を使用している。 R.

W. ]onesの論文〔既掲泊三(4)J を見よ。

<付論1>
ストノレノ之ー・サミエノレソンの命題

ヘクシャー・オリーン・モデノレの第 2命題との関連で， ここで一つの有名

な応用例について簡単に考察しておこう。それは，輸入関税が園内の所得分

配に与える影響を論じたもので，通常「ストルパー・サミエルソンの命題」

と呼ばれているものである。

ここでも第 2命題の証明に必要な全ての諸仮定が必要であるが，更に次の

二つの仮定を追加する。(i )関税賦課により生産要素 (KとL)が輸入競争

産業 (A国についていえばY財産業〉により多くシフトする。(ii)関税賦課

後も特化のノミターン (A国についていえばX財の輸出と Y財の輸入〉は不変

である。

以上の準備の下で，いま A国が輸入財であるY財に関税(従価税ないしは

従量税〕を賦課するケースについて考えてみよう。次の第14図と第15図で，

関税賦課以前の均衡点はそれぞれ PA 点と EA 点であるρ その場合の均衡要

素価格比率は qAで，財価格比率は PAで示されている(第15図)0 A園がY

財に関税を賦課すると，その一部はB国(外国の輸出業者〉によって負担さ

れるとしても，その全てが負担されないであろうから， A国におけるY財の

価格は相対的に上昇する。すなわち， PAから P'Aへ変化する。その結果，

X財産業は縮少し， y財産業は拡張せしめられる。そのときの生産均衡点は，
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それぞれ P'A，E'Aで示される。仮定により常に ρx<ρyであるから，相対

的にも絶対的にも，労働が過剰となり，資本が希少となる。従って，賃金 ω

は低下し，資本レンタル rは上昇するだろう。すなわち，要素価格比率は，

qAから q'人へ低下する。つまり， A国にとって相対的に希少な生産要素の

報酬(ここでは資本レンタノレないしは利子率〉を増大させ，資本に有利な所

得分配をもたらす。
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ところで，関税の課せられた財と競争関係にある国内産業(ここではA国

のY財産業)は拡大されるから，生産要素はX財産業からY財産業ヘシフト
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する。そしてこのことは， Y財の相対価格の上昇(第15図の PA→P'A)をも

たらす。輸入品価格の上昇は輸入需要を減退させる。それはY財の栴対価格

上昇にブレーキをかけるだろう。差し引き純効果がどうなるかは一義的には

言えなし、。それは外国 (B国〉の輸入需要の価格弾力性と関税賦課国(A国〕

の限界輸入性向の大きさによって決まる。

(注〉

1) 第 2ifliの注(2)の文献を見よ。そこでは次のように述べられている。 r輸入関税は

その国にとって相対的に希少な生産要素の報酬を相対的にも実質的にも増大させ

る。」

2) 要素価格比率の低下 (qA→ q'A)は，必ずしも賃金 ωの低下，資本レンタノレ rの

上昇になるとは限らず，小幅であるかもしれないがもまた低下する場合も生

じうる。しかしが低下しても，完全雇用を前提する以上，社会的総費用は必

ず減少し，物価水準は低 Fするからの実質価値は低下せず， ωの下げl隔の方

が大きくなる以上が実質的に上昇することになるのは必然である。

第 4節 へクシャー・オリーン・モデ、ノレの吟味

1948年と1949年のサミエノレソンの二つの論文を経て， 1950年頃にはヘクシ

ャー・オリーン・モデノレによる伝統的な国際分業の静学理論はほぼその完成

をみたといってよいだろう。ところが， 1953年に W.W. レオンテイフによ

り，後にヘクシャー・オリーン・モデルをめぐる一大論争の発端となった一

つの論文が発表された。それは HarvardEconomic Reserach Project に基づ

いて実施された「アメリカ経済の構造」の研究分析の一部として発表された

もので，“DomestcProduction and Foreign Trad巴:The American Capital 

Position Re-Examined"というタイトルの論文であった。この論文は，彼自

身の創案になる産業連関分析を使って，実際にアメリカの貿易構造を計測し

たものである。そこで得られた結果を簡単にまとめたものが第 1表である。

レオンテイフは，アメリカの輸出財産業と輸入競争財産業で，それぞれ平均

100万ド、ル相当額の生産物を国内生産でおきかえる際に必要となる資本と労

働の数量を産業連関表を使って計算した。従って，この表の「資本」は一年
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第 i後 レオンチイフの泌総采

1 9 5 1年

総出財 Ii檎入競争対

3，091 2，303 

労 70 168 

資本・労働 i七本 14_C1 18.18 

2，257 

174 

12_98 13.73 

に 100万ドノレ分の追加生産物をど巡り出ナ生産能力の建設に必要な資本額て、あ

り， I労檎jは持じく一年tこ100万ドル分の追加生産物言ど生み

な延人数である。このレオンティツの計算結果は，アメザカ経済は相対的に

労働集約的な黙を輸出し，資本集約的な財な輸入しているということな表わ

している O ナなわち，アメリカは労働集約的な産業に比較優位がある，とい

うわけであるのレオンディブは，この19日年の論文発表後，多くの学者ーによ

る激しL、反論に直面し，これに応えるべく， 1956年には再びこの間総に取級

み，新しい計算結果を発淡、したく第 1表の1951年の数鎚〉。この再計算では，

1947年というアブノーマルな年のデ…タを議てて， 1951年データを使する

とか，産業分懇の数合大幅に増すとか (50穂から 192稔へ)，農業部門を緋徐

するとか，その他いろいろな間で改良が加えられている。そ 第 1

に示されているように，同セクタ…;芸jの資本・労働比率ギャッブはかなり総

少したが，依然としてアメリカの総出財産業は棺対的に労欝集約的であると

いう っていない。

〈必

1) この論文は，Proceedings 01 the American P hilosophiωl Soaet:y， Vo1. 97. 

1953， 1こ一議絞初に発炎され，その後いろいろな文獄に再録されている。例えば

1966々 には後のミ著書 1nput-唱OutputEconomics (Oxford Uni問問ityめess)に，

1968傘には氏側dings均 1nternational Economics に， 196自然には Penguin

Modern Economic Readingsにそれぞれ符録され凶亡し、る。

の この表の1947年の費支僚の方は， 1953俸の論文の 5節の表3からま 1951年の数総の

ブ子は， 1 “Fctaor Poportions and the Strctuurre of Arnerican Trade : 

Further Theoretical ancl Ernpirical Analysis" Review 01 Eωnomics arld 
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Statistics， 1956， Nov， (，1) 4織の表 1)うミらヲ11脅した。

のレオンテイブの研'先結果は，委長くの経済学者がアメリカ経済に対して

抱いていたイメージを根艇から覆え、すものであったため， レオンテイア・パ

ラドックスと名付けられ，学界に非常に大きな鈎鱗を与え，これを契機とし

て， レオンテイアの分析方法に対する疑念も含めて，ヘグシャ…・オヲ…ン

・そデ、ノレをめぐる一大論争が峡関されるに到った。翌年の1954年には早くも

この問題に議してさつの論文が発表され， 19部年の持論文後も，多数の経済

よって論議が爵かわされたο

このレオンテイフ・パラドヅグスをめぐ、る諸論争さと詳しく展望し，この

題にどのような決差をつけるべぎかということも，それ自体として一つの興

味あるテー γ であるが，ここではこれ以上この需濯には立ち入らなし、。レオ

ンデイフ ，大いに示唆に富むものではあるが，ヘクシャ…・オ

リーン命題を検設するものとしては，資料l約にも限論的にも依然として多く

の持題合抱えており，これ以上，この間磁を追求しても必ずしも

来は得られそうにないからである。極めて厳織で単純化されたお詰象の世界に，

著るしく i設定された不完全なデータと方法論しかもたなし、現爽の世界合，ス

トレートにぶつけることには最初から無理があるからである O 従ってここで

は，むしろレオンテイフ・パラドッグスをめぐる踏論争のi義援のなかから

れてきたヘクシャ…ーオ手ーン・モデノレの潔5命的再検討一ーその大都分は鰭

仮定のi吟味ー…の成果につし、て考察することにする。しかしその全てについ

て言言及することは出米ないので，ここでは特に護要な争点と思われる次の三

、て吟味したし、。(i )嬰素築約度の逆艇， (ii)需要様送金の非類似性，

の三点である。

く注〉

3) 仔ijえは次の諸文献会参照せよ。B.C. Swerling，“Capital Short乱geand Labor 

Surplus in th芭UnitedStates ?" Revie却 ofEconomics碍ndStatistics， 1954. 

P. T嗣 Ellsworth，“TheStructure of Ameγican Fo陀 ignTrade : A New View 

Examined，" Re'vi・ez乙，of Econ01nics and St山 'stics，1954. 
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S. Valavanis-Vail， “Le訪日tiefScarce Factor Paradox，" J ou門 j(zl 01 Political 

Economy， 1954. 

R. Robinson，“F肌 torProportions and Compar呂tiveAdvantage" Quarterly 

Journal 01 Economics， Vol. LXX， No. 2， 1956. 

E. Hoffmeyer，“The Leontief Paradox Critically Examined" The Manchester・

School of Economic and Socidl Studies， Vol. 26， 1958. 

B. S. Minhas，“The Homohypallagic Production Function， Factor-Intensity 

Reversals and the Heckscherω.()hlin Theorem" J ournal of Political Economy， 

Vol. 70， 1962. 

J. Bhagwati，“てrh程 PureTheory of International Trade" Economic J ournal， 

1964. 3. 

ところで，このパラド γ クスについては，レオンデイフ自身隠惑したらしく，

ヘグシャー・オザーン命績を否定するのではなくて機襲撃するため，アメリカ合衆

るとみるよりも， アメザカの高労働さEi1主性宅ピヨ号獲す
れば，むしろ労働が受注ーであるとみるべきだ，といっただ張〈これは後に多くの

論者によって否定された)念行なっている。レオシティフ・パラドックスをめぐ

る論争は，議長岐にわたっているが，論議によってナニしづっ論点を終にしておっ

それぞれについて特色が認められる。 i例えば， Swerlingは議としてレオンテイフ

たデータの不備合問題にし， Valavunis-Vaiれまレオンデイアの方法論に対

して1議論的批判合加えており， Hoffmeyerはレオシティァが天然、資擦の存複を軽

視している点宏被 i二げ， Bhagwati はレオンデイブが二関モデルでかつ悶セクタ

の乎均的なーマグ口的要幾多条約JJf:だけた計算してL、ることに疑問合投げかけてし、

る，といった具合℃ある。

( i ) 要素集約度の逆転

要素代榛の弾力投が財〈産業)ごと く異なる場合は，要素踊格比率

の大きな変{じに伴って，要議集約設が産業開で逆転する可能性がある。われ

われはこれまで，要素謡格がどうあろうと，ある財は?設に労構築約的であり，

他の財は雷に資本集約的であると仮定してきた。しかしいま両財 (X貯とY

財〉の生態等量線が第16簡のようになっているものとしよう o y財はX財に

比して婆議代替の蝉力性が小きいため，同財の等塁線はQと Q'
/¥/¥ 

している。いま要素額格比率が qq線の勾記で与えられているときは，両財

とも開じ要紫集約度え線が掠期されるが，労働能格が安摘になって，

qq線の勾寵になると， X財は内線， y財は内線の要素集約度
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fy 

品

L 

本・労働比率〕が採用され，その勾配関係は Pxくpy となる。しかし逆に労

働価格が高価になって，要素価格比率が q'q'線の勾配になると， X財は ρFX

線， y財は ρfy線の要素集約度が採用され，勾配関係は ρ'x>ρFyとなり，資

本・労働比率は逆転している。こうなると，要素価格比率と要素集約度との

聞には一義的な関係が成立しなくなる。もしも要素価格比率が22線の勾配

(それに対応する要素集約度がA線の勾配〉よりも常に小さい範囲ないしは

常に大きい範囲でしか変化しなければ，要素集約度の逆転は生じないから，

そのときにはこのような等量線(生産関数〉の場合でも，これまでの推論は

妥当する。だが一般的にはそのような保証はない。

いま両国の生産等量線が上述のような関係にあり，それぞれの要素賦存状

態が第17図のようなボックス・ダイヤグラムで示されているとしよう。半直

線 OAは，第16図でみたように，要素価格比率の変化に応じて，両財の要素

集約度が，これを境にして逆転する臨界値を示している。このように両国の

要素賦存比率が大きく異なって，ボックスの対角線がこの A値を聞に左右に

分れるような場合は， A国では労働が相対的に安価だから， X財は労働集約
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DA 

的でY財は資本集約的な生産方法 (LとKの組み合せ〕が採用され，効率軌

跡は対角線 OOAのド側を通るのに刻し， B国ではその逆になる。 B国では

労働が相対的に高価だから，どちらも資本集約的な生産方法が採用されるけ

れども，要素代替の弾力性がX財においてより大なるため，相対的にX財の

方が資本集約的でY財の方が労働集約1'J''1になり，従って，効率軌跡は対角線
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OOBの上側を通過する。すなわち，同一財でありながら，国によってその

要素集約度関係が逆転しているのであるO これを例のS-J図で示めしてみ

よう。第18図がそれである。
/¥ 

要素価格比率の qを境にして，両財の要素集約度が逆転するので， xx線

とyy線は ρが臨界値」のところで交叉し， PP線はここで湾曲する。いま

A， B両国の要素賦存比率が大きく異なり Aを聞にはさんで分布するとき

は，先述のように， A国はX財が労働集約的で， Y財は資本集約的であるの

に対し(ρAX<PAY)，B国はその逆になっている (ρBX>ρBY)。従って Pと

qの関係は， A国では増加関数であるが， B国では減少関数になる。このよ

うな状態の下では qAとqBの変動領域が完全に分離されているから，ヘク

シャー・オリーンの第2命題はあきらかに成立しなし、。なおこの18図では，

RAK"線と RnRn線の関係から PA>PBであり， A国はY財に， B国はX

財に比較優位があることになり，ヘクシャー・オリーンの第 1命題も成立し

ない。かかる状態が生じうるのは， X， Y同財の要素代替の弾力性が大きく

異なるため，要素価格の変化に応じて，両財の要素集約度が逆転するという

条件と， A， B両国の要素賦存比率に大きなギャップがあるとしづ条件のた

めとである。このことをレオンテイフのパラドックスとの関連で考察すれば

アメリカの輸入競争財産業は要素代替の弾力性が大きく，アメリカの高賃金

率が原因で，輸出財産業に比してより資本集約的生産方法を採用しているの

かもしれなし、。もしそうで、あれば，パラドックスは「要素集約度の逆転」が

原因で発生したものであって，ヘクシャー・オリーン定理の非合理性による

ものではない。

ところで， I要素集約度の逆転Jは一回だけとは限らず，両財の生産等量

線の形状関係(つまり生産関数〉に応じて，理論的には幾度も生ずる可能性

がある。第四図には二回の逆転倒だけを提示しておいた。このケースでは，

要素集約度の逆転があるから，第 2命題はあきらかに成立しなし、。しかし逆

転の回数が偶数(二回〉なので， A国がX財に， B国がY財に比較優位をも

っ可能性があり，この19図では事実そうなっているから (PAくPB)，第 1命



42 (386) 終済学 研 究 策 決 巻 第2号

Ra 

P
1、¥崎

手
X 

RA' 

γ 

X 

ア

RA 

r. F，λ 

く第19函>

題の方は成立しているo但し，通転の鴎数が奇数の場合は，再揺の要素賦存

比率に大ぎな繍ぎがある以上，第 1命題の方も成立しなくなることに注意し

なければならなし、

しかしながら，我々は本稿では常に問財とも生産欝数は一次向次で多かつ，

再生態要素の限界生護力は逓減すると仮定しているから，

に対して必ず出形であり，部分的にも問形になることはなL、。従って， 初

、-

ではこつの等量繰が二回以上交叉するような事態は生じ得なし、から，このよ

うな多数限逆転のケースは考慮外においてよいことになる。

ところで，たとえー罷限りで、あっても，このような繋索集約撲の逆転が生ず

ると，ヘクシャー・;;tリーンの定理は必ずしも妥当しなくなることが明きら

かになったわけであるが，そこで問題になるのは，このような“factorrever-

日al" ということである。もしこうした事態が実際に Lば

るとしたら，ヘタシャー・オリーン定理の芳合性は損なわれないとしても，

その現実性は大きな制約をさま汁ることになるからである。この問題に対して

は， B. S，ミナスによる論文があり，壌は米障と日本の栄建fJlJグロス・々ク
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ション・データをど使って，現実に額際聞で，要言詩集約度の通転のあることをど

実蓋してい20しカミし逆に， H.B ラ手イは製造工業に欝しては，その可能

性は非常に小さいという計撰結果を持ている。従って，この問題はし、まだ決

、ていないと理解すべきであろう。

〈注)

4) 問閣の要素紋存比率が鋭界値Aの民--+)-1nこ来る場合は，たと

X 

の変化に応じて，祷障さの要素災約度関係が逆転しても，ヘクシャー・オザーン笈

涯の第 l1I言綴I主不成立て、ありながら，第2命題が成立する可能燃のあることに注

意しよう。次の綴額全見よ。

λ 争

旬 以 p
(1命後} (1-幻

( I司 C)

/↑す
X 

C!う

DB 設《 O 
〈宮匂巴 tl.l (2 -t) 

{宮 ωCl

くケース1)も(ケ…ス2)もそれぞれく l-c)図と (2 c)滋において

(qAとqB)の変動倣域が重複しているから，向ケースとも

へクシャ…・オザ…ンの第2$題は成立する。しかし(ケ…ス 2)のカは (2

b)図と(2-c)鼠からあきらかなように，議事 1命題は成立しない (PA>悌

である〉。なお， (ケ{ス1)も〈ケ…ス 2)も河国の喜善繁紋存比率が大きく異な

， 
J¥ 
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って，例えばら→令B のようになった場合は，既述のようにすくなくとも一方国

で完全特化が生ずるから，第2命題も成立しなくなることに注意しよう o

ところでこのような要素集約度の逆転の問題をいささか視点を変えて，別な図

解で立証しているものに， R. w. Jones [既掲3節の注の(4)Jがある。それは，

S-J図と少々異なり， ρとpを直接関連づけるところに特色があり，従って，第

2命題の成否を陽表的に取扱える利点がある。

5) B. S. Minhas， [既掲本節の注の(3)J

6) H. B. Lary， 1 mports of M即日'facturpsfrom Less Develoρed Co仰 tries，

Columbia University Press， 1968. 

Cii) 需要構造の非類似性

ヘクシャー・オリーン定理は，これまでの考察から推論できるように，もつ

ばら生産・供給サイドからアプローチし，消費・需要サイドの条件を殆んど

陽表的には取扱っていない。たとえA，B国の経済規模が同じような水準に

あっても，その社会的選好体系に大きなギャップがあれば，ヘクシャー・オ

リーン定理が成立しなくなる可能性がある。レオンテイフは，要素の相対的

豊富性を物理的な意味で捉えているが，それは両国の需要構造に大きなギャ

ップがない場合に限り，その豊富な要素価格の相対的低廉性が定義できるの
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<第20図>
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であって，例えば我々のモデノレでいえば，労働の豊富なA国の社会的晴好が

労働集約的なX財に著るしく偏っている場合は， A国の賃金率が必ずしも相

対的に安価であるとは限らないであろう。そうであれば， A国はX財に比較

優位が存在せず，逆に資本集約的なY財に比較優位があるかもしれなし、。こ

れらの関係は，第20図に示されている。いま A国はX財に， B国はY財に対

して非常に偏った社会的消費無差別曲線をもっているものとしよう。 IAIAと

I'AI'AはA国の， hhとI'nI'nはB国の社会的無差別曲線体系である。 A国

は相対的に物理的に労働が豊富だから，その生産可能曲線はAAのようにX

財に偏った形状を示めし， B国は相対的に資本が豊富だから，その生産可能

曲線は逆にBBのようにY財に偏った形状を示めしている。しかしいま社

会的無差別曲線がそれぞれ大きく一方の財に偏向しているため (A国はX財

に， B医lはY財に偏向しているため)，貿易開始前の両国の財の均衡相対価格

は，図からあきらかなように， A国ではY財が， B国ではX財が割安である

(価格線PAPAの勾配より PBPB の勾配の方が急である〉。こういう場合は，

A国はY財に， B国はX財に比較優位があり，ヘクシャー・オリーンの第 1

命題は成立しなし、。このようなケースを“demand reversal" と云ってい

る。レオンテイフのパラドックスをこのようなケースで説明すべきかどうか

は不明である。アメリカの需要構造だけが特別に資本集約的な財に偏向的で

生産条件から定まってくる分業パターンを逆転してしまうほど需要条件のバ

イアスが大きいとは，普通考えられないからである。

ところで，もし両国の需要構造にそのような大きなバイアスが存在する場

合には，生産条件が同じないしは非常に類似していても，なお国際分業の可

能性のあることに注意.しよう。第21図のようにもしいま， A， B両国の要素

賦存状態が同じで，その他の生産条件も同一であると仮定すると，両国の生

産可能曲線は完全な相似形ないしは合同となる。そのとき両国の社会的無差

別曲線体系が著るしく異なっているとすれば，財の相対価格は異なり，比較

生産費格差が生ずるから，相互により安価な財 (A国はY財， B国はX財〉

を輸出することによって貿易からの利益を亨受できる。
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7) W. W. Leontiefの有名な論文“TheUse of Indifference Curves in the Analysis 

。fForeign Trade，" Quarterly Journal of Economics May， 1933.をはじめ

国際貿易理論の分野では，一国の需要構造を規定するための一つの重要な方法と

して，しばしば社会的効用無差別曲線を利用する。われわれも本稿でこの概念を

多用するが，周知のように，社会的無差別曲線、の使用には種々困難な問題がある

から，ここでその使用に際して多少考察を加えておこう。

最大の問題点は，複数の消費主体からなる経済において所得分配(従って財の

分配関係〕が変ると，たとえその社会の利用可能な諸財の総量が不変であっても

違った社会的無差別曲線が導出されるところにある。

いま αと9とし、う二人の消費主体からなる社会を想定し，所与の生産条件下で

それぞれがX財とY財のある一定量の組合せを消費できる財平面を考えよう。い
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まこの社会の両財に関する総賦存量が Osの座標点で示され，それが日と βの丙

者の聞で， P点で示されるように配分されているものとする。すなわち，aは Oα

を，sは Osを原点としてそれぞれ個有の消費無差別曲線群を持っている。図か

らあきらかなように， P点は両者の無差別曲線 (αα とんso)が相接しているか

ら，一方の効用を減少せしめることなしに他方の効用を増加せしめることができ

ないとしみ意味でパレート最適の条件を満しており，従って，契約曲線の上にあ

る。

さて，ここで日の無差別曲線aaを閤定したまま， βの曲線β。β。を両座標軸の

平行性を保ちながら日日に沿ってスライドさせてみる。その一つがR点である。

両財の消費関係がこのように変化しても両者の効用水準は不変である。日につい

てはP点と同じ無差別曲線上にあるし，sについてもただ原点が Osから R'点

ヘシフトしただけで、 sosoと同一効用水準が保たれているからである。従って，

この両者にとって OsとR'とは無差別である。同様のことは Q 点と Q'点につ

いてもあてはまり，従って，OsとR'とQ'とはいずれも無差別である。このよ

うにしてある一定の所得分配の下では両者の個別的消費無差別曲線をアグレゲー

トした一本の社会的効用無差別曲線 IIが導き出される。

次にここで所得分配が変り(日により多く，。により少く分配される)，財の消

費関係がP点から S点へシフトするものとせよ。あきらかに日は，丙財とも，より

多く，。は丙財ともより少く消費するようになった。このとき，両者の個人的無

差別曲線の形状が以前と同じである保証はない。例えば日日は a'a'へ， β0190は

。'os'。へとその曲率が変るかもしれない。ここで再び a.'a'を固定しておいて，

s'os'。を a'a'Vこ沿ってシフトさせ，sの無差別曲線の原点の一軌跡を求めると，両

者の無差別曲線の合計された社会的無差別曲線I'I' が描き出される。しかし II

とI'I'とは一致せず，上図のように O月で互に交叉することになる。これは所得

の分配関係が変った結果，個人の消費パターンが変化すると，社会的無差別曲線

は一義的には決まらず，所得分配の如何により無数の社会的無差別曲線が描かれ

ることを意味する。

従って，ここで問題になるのは，こうした性質をもっ社会的無差別曲線をこれか

らの議論の中でどのようにしたら理論的斉合性を保つことができるかという点に

ある。以下その可能性を純然たる思弁的観点から検討してみよう [H.R. Heller， 

1 nternational Trade， (Prentice-Hall)第4章， 1968J。

(司 1人の人間のみからなる社会

(b) 公平な専制者による単一の無差別曲線の設定

(c) 全ての人間が同じ所得と同じ曙好をもっ社会

(d) 全ての人間が同じ所得をもち，均一的な無差別曲線をもっ社会

(e) ある種の所得再分配計画があって，それが最適な所得分配を保証する社会
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ここではその現実性からみてい)のケースがもっとも妥当な想定であるように思

われる。すなわち，上図でいえば，所得分配が Pから S~こ変ったとき，適切な補

償原理に基づいて所得の再配分がなされ，そのため両者の効用無差別曲線が変化

前と全く同じ形状をもっケースである。こうしておけば，所定の生産条件の下で

所得分配と独立な一つの社会的無差別曲線のみを考えることができる。従ってあ

とは，財の相対価格が決まると，最適な社会的消費パターンが一義的に確定す

る。

8) 生産可能曲線の導出方法などについては次節で詳述される。

(iii) 生産関数の国際的差異

同種の財の生産関数が全ての国で同一であるとし、う仮定もまた厳しい仮定

である。たとえ発展度が同じで，経済活動水準の近似的な二つの経済を想定

するとしても，両国のそれぞれの財の生産関数が完全に等しいとは限らない

からである。ここでは議論を単純化するため，いま X財については， A， B 

両国とも全く同じ生産関数を採用しているが， y財についてはA国の方がよ

り優れた生産関数を使用しているものとする。ここでより優れた生産技術と

いうのは， Y財産業における労働投入係数と資本投入係数が同じ割合だけA

国の方がB国より小さい，ということを意味する。つまり A国のY財産業の労

働生産性と資本生産性が， B国のそれに比して同じ割合だけ高いというケー

スである。さらにし、し、かえると，同じ生産量を獲得するのにA国はB国より，

より少い量の要素投入量で済むわけである。但し， X財産業はもとより， y

財産業も生産関数は一次同次であり，要素集約度の逆転はないものと仮定す

る。

この関係を図示すると第22図のようになる。 X財については，両国共通で

あるが， Y財については， A国の方がB国と同じ産出水準を示す生産等量線

YAYAとB国の YBYBが画かれ，A国の方がより原点に近く位置している。

つまり A国のY財生産は同じ生産量を得るのに投入されると LとKの組合せ

量はより少なくて済むわけで、ある。いま両国に共通の要素価格線 qq並びに

q'q' (両者は平行〉が与えられると，両国とも，それぞれ半直線Opx，0ρyの

勾配が最適な資本・労働比率になる。
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'(9 

XA，XB 

O fJィD

<第22図>

さきにわれわれは，同一半直線上(同じ要素集約度〉では，どこをとって

も，要素の限界生産力比率はもとより，限界生産力そのものが一定であるこ

とを証明しLしかしこの22図では，点 PA と点 PB で，限界生産力比率は

同じであるが，限界生産力の絶対値は等しくなし、。なぜなら，A国はB国に

比して，労働，資本ともより少ない投入量で同じ産出量を獲得しているから

である。つまり， A国のY財産業で、使用される生産要素は， B国のそれに比

して限界生産力は絶対的に大である。第23図はY財のA，B両国における生

y
J
L
 

dAU'Y) 

/ 

3e(/'y) 

一一一一一一一→C ，P 

<第23図>
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してし、るのいま仮定により

YA=GA(L~- ， Ky) 

Y B=GB(Ly， Ky) 

の生産関数は奥なるから，

① 

〈言〉

となるの但し問鵠数とも一次閥次で、あることはいうまでもなL、。ところでわ

れわれはさきに，ヘグヅャー・オリーンの第 1命総を証明する1祭にま多出した

方程式から，次の関係を得る。いましばらく A国のみについて考えると次式

のようになる。

I (jY ¥ 
(t)A=gAくが一Pyg'ACρ~;Ly) A ③ 

(jY、
1・A g'ACが=仏γ…)

'A 

これらの関係、式は第23国に期して次のよう される。すなわち， ρy)

EDA =CDA，ρy口 OC，g'ACPy) =一一一一
EF る。かくし と@式は，

EDA 
MPLA詰 CDA-OC.一一一 =OF

~ --~ - E F ⑤ 

MPKA= F
一円。一O 命

! ()Y ¥ I e)Y¥ 
でMPL…{ー… M刊し=(…- ) 、 A ¥ dI...y J A， J"Y.l..L ，I.:l.A ¥()KyJム る。 φ式を⑤式で諒したも

のは，舎式を三会式で除したものに等しいから，

OH  

OH  

以上の手続きから，第23聞における， OHは要素{閥絡比率 qであり， OF 

はA魁のY財産設業の労働の I~長持生産力 (MP L)であり，角FHO法A

Y財産業の資本;の限界金波力 (MPK)で、あることが証明された。

これと全く持じことがB憾のY財にも妥当する G マ?なわち， OHは要素{部

格比率， 0 JはB欝のY財談業の労機の罷界生産力，角 JHO誌 B潤のY財

産業の資本;の限界生産力，である。

きて，第23鴎に示さわしているように，われわれはいま人爵の方がB国より
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いと薮怒しているから，心〈ρy)は gBCρけのよ{磁を

る。この場合撃さきの第22留でr-j去されてし、るように，繋索価格比率は

制緩ないし q'q' 勾記℃与えられており，それに蕗じてY

0ργ 線と

要素儲格比率QはOH

されている。これらの関係な策部区lで、示めせば，

，
 

りノ py~土 OC るσ こ

のとき閣から明きらかなように， MPLA>MPLs， MPKA>羽PKuである。

このような状態のアで，饗害発{題格比本がA，B再医iで共通になり，持衡が

成立するとすれば，それはA歯のY烈ーの縞絡が相対的に安くぞきることにな

るくつまり PAはより大となる〉。従って，これをと S-J闘な使って示すと

24国のようになる。 ρとqの関係は‘仮定により，生産関数が一次向次であ

り， A患のY財の生産関数の緩位性は下中立的jであるから，依然として一

対応欝係があり?従って， xx線とyy線は不変にとどまる。しかし

い設やA劉では， Y財がより安価になるため qとPの関係を示す， Af裂の

及、RA 総は左側ヘシフトずる。

只ち

8 

〉く

RA 

? O 'f' 

<第24悶〉

かくして，第24悶に示されるように， R1-1ミt線のシアトが大穏にわたると

沈絞生産費関係はぬ>PBとなり， As喜はY財に， B密はX財に比較擾生を



52 (396) 経済学研究第24巻 第2号

もつこととなり，ヘクシャー・オリーンの第 1命題は成立しなくなる。'-'-

では第 l命題ーが成立しなければ当然のことながら第2命題も成立しなし、。こ

の24図では両国の要素価格比率の変動領域には重複部分 ct印部分〉がある

が， A国はY財生産を B国はX財生産をそれぞれ拡張するわけであるから

qAは下方へ qBは上方へ萄Jき，両者の差はますます希離して行くことにな

る。

(注〉

9) 3節の11二の(3)を見よ。

10) A国のY財についてのみ証明する。なお 2節の②，⑪，⑪，⑫の 4本の式を参照

せよ。

YAニ GA(Ly，K'，J 

1 'YAニ GA(1，手斗=gA(ρy)
L y 、 Lyノ

YA=Ly'gA(ρy) 

aYム=gA(ρy)十Ly4豆主ー・ dpエ-
aLy ，-. oρy -dLy 

=gA(ρy)+Ly.g'ACρy)・(一手1-i、 L “Y ノ

=gA(ρy)-g'ACρy)・ρy

oY，¥ =T". dgA .~ρy 
aKy apy dKy 

=Ly'g'A(ρy)・τL
Ly 

=g'AC内〉

11) ここで「中立的」とし、うのは， 23r;giでCD企ーが常じ一定になるようなれ(ρy)と
CDB 

gB(ρy)の関係をいう。あるいは22図で YAYA線が平行にシフトすることであ

る。なお，生産性の上昇一般について，そのタイプの厳格な分類と定義について

は第2章 3節技術進歩の項を参照せよ。

以上，へクシャー・オリーン定理の吟味ということで，基本的な三つの仮

設を排除したときに生ずる問題点について，詳細な検討を加えた。問題はも

とより，この三つに限られるものでなし、。しかしここではこれ以上この問題

には立ち入らず¥ただ問題の所在のみを列挙しておこう。
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(a)生産要素の国際的異質性。いうまでもなく，各国の生産要素は決して同

質的ではなし、。このことは生産関数の国際的差異の原因になるだろう。

(b)天然資源の無視。各種の地下資源，気候，風土の国際的差異は「資源集

約的J財とでもいうべきものを生み出し，労働と資本と L、う二要素だけしか

仮定しないモデノレに比して，比較優位構造を複雑にするだろう。

(c)規模に関して収穫逓増。生産関数の一次同次性の仮定をはずして，規模

に関して収穫逓増のケースを入れてくると，事態は著るしく複雑になる。

第 5節貿易の一般均衡論

以上で，国際分業のパターン決定論としての伝統的静学理論の考察を終る

が，それはもっぱら生産一供給サイド、からのアプローチであって，消費一需

要サイドの問題は，ヘグシャー・オリーン定理のl吟味の際に需要構造の国際

的差異に関する考察のところで若干取上げられた程度で，殆んど陰伏的にし

か取扱われなかった。ボックス・ダイヤグラムや生産可能曲線，あるいはS

-J図などで，どこに生産と消費の均衡点が定まるかについては，いずれも

所与とし，陽表的な取扱いは全くなされなかった。従って，本節では消襲一

需要サイドの条件を明示的に取入れて，生産と消費の一般均衡モデルの中で

各種の貿易均衡条件を明らかにする必要がある。

(1) オファー・カーブ

ここで最も重要な基本的概念は「オファー・カーブ」と呼ばれているもの

である。これは時として「マーシャル曲線Jとか「相互需要曲線」とか呼ば

れることもある。

使用される分析道具は，生産等量線，ボックス・ダイヤグラム，生産可能

曲線，社会的効用無差別曲線，の四つである。そして，理論のフレームワー

クは，さきにヘクシャー・オリーン理論を導出するのに必要とした諸仮定を

そのまま踏襲してつくられる。

これまで通り， A国は相対的に労働が豊かで， B園は資本が豊かであり，

X財は両国とも相対的に労働集約的で， Yf.はは資本集約的であり，需要構造
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は両国共通である，と仮定しよう。両国の要素賦存状態と両財の要素集約度

関係が特定化されると，両国の生産可能曲線(完全雇用を前提しているから

それは生産フロンティアである〉はそれぞれ第25図の AA曲線とBB曲線の

y 

~ 

B 

A 

P6 

。

l' 

工'

I 

B X~主

<第25図>

ように示される。 A国の生産可能曲線はX財に偏り， B国のそれはY財に偏

る。それはA国の要素t1武存状態が，相対的により多くの労働を必要とする X

B 

r' 
I 

A 1> 

財生産に有利になっており， B国の要素賦存状態が，相対的により多くの資

本を必要とする Y財生産に有利になっているからである。これに対して，社
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会的無差別曲線は仮定により両国共通であるから， II線， 1'1'線……のように

同じ選好体系で示される。

両国の生産フロンティア (AAとBB)と両国共通の社会的無差別曲線(II，

1'1'， Ilflつが与えられると，貿易開始前の両国の生産と消費の一般均衡点

は，それぞれEAとEnで、示される。そして均衡国内価格比率は， A国が PAPA

線の勾配 B国が Pnpn線の勾配によって与えられている。第25図からあき

らかなように， A国はB国に比してX財が割安 (Y財が割高)である。ここ

ではへクシャー・オリーンの第 1命題が成立しており， A国はX財を輸出し，

B国はY財を輸出することによって相互に利益を得る。 A国はいままでより

も高い価格でX財を売り，安い価格でY財を買い， B国はいままでよりも高

い価格でY財を売り，安い価格でX財を買うことができる(両国の価格線が

それぞれ矢印の方向へ回転する〉。両国の相対価格の変化は，両国に共通の価

格線(両財の交換比率〉が成立するまで続き，そこで停止する。すなわち，均

衡商品交易条件の成立である。上図は第25図の一部を拡大したものである。

この図で PP線が均衡交易条件線であるG その結果， A国の生産点は EA か

ら E'Aへ，消費点は EAから Cへシフトし，B国の生産点は Enから E'B

へ，消費点は EBから Cへシフトする。両国とも生産と消費のギャップが生

ずるが，それぞれ過剰分は輸出し，不足分は輸入することで埋めることがで

きる。上図でいえば，A国はXM・のE'AQA分を輸出し， Y財のCQA分を輸入

する。 B国はY財の E'nQn分を輸出し， X財の CQn分を輸入する。三角形

CQAE'Aと三角形 CQsE'sは合同である。かくして，財の均衡相対価格が定

まり，両国の輸出と輸入が等しくなり，貿易の一般均衡が成立した。そして，

両国ともそれぞれ貿易開始前よりもより高次の社会的無差別曲線(1'1'線〉

で消費できるわけであるから，両国とも貿易によってより大きな経済厚生を

亨受しているわけである。

ところで，上述の経過から推論できるように，貿易とは財の相対価格の変

化に応じて，生産と消費の均衡点がシフトし，両者の差が輸出・入されるこ

とを意味する。相互に従来よりも高く売れるものを外国へ「オファー」し，
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え害工
段、

<第26泌>

く紫えるものを外国に求めるわけである。第26!認は，

衡簡を別個に示し，持者の関連をあきらかにした貿易均衡識である。貿易開

始前の均衡点はそれぞれ Eふと EB であるO そのときの閣内均衡相対締格は

PAPA線と PsPs線の勾配によって示されており， A閣はX燃が， B国はY財

が，それぞれ相対的に安織である。この貿易関数誌の価格線の幾幾が2

していることはいうまでもなし、貿易開始とともに，財の相

対{酎ちが変化し，それに対Jibして議避な生産点と消費点が移動して行く。

のj送費点の軌跡は，それぞれの相対揺絡の変化に応じて， f.写E誌がその比較優

位財さビオフ 7…Lて，比較劣位獄を諮袈しようとする志向を表わす点の軌跡

であるのつ変りー緩め rf碩格…消費曲線J(price-consumption curve) 
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る。 A国の価格一消費曲線は K<l.A線で， B国のそれは EBB線である。これ

が「オファー・カーブJ(offer curve)であるo いまEAとEBをそれぞれ原点

Oにシフトさせてみると ，A国のオファー・カーブは A'A'線 B国のそれ

は B'B'線で示される。なお，第三象限の部分については，相対価格が PAPA

線と PBPB線の外側 (A国は時計の針の回転方向へ， B国はその逆の方向へ〉

変化したときに得られる消費点の軌跡で，この部分では，輸出・入される財

の関係が逆になる。

オファー・カーブの概念は，国際貿易の一般均衡分析を取扱うのに非常に

便利な道具であり，向後この分析道具がしばしば登場するけれども，それはこ

れまでの考察から明らかなように，生産と消費の一般均衡体系から導出され

たものであって，生産サイドと消費サイドを規定している諸条件が与えられ

てはじめて導出されるべきものであることに十分注意しなければならなし、。

オファー・カーブが変化して生産・消費条件が変化するのではなく，その逆

であることを常に心に留めておく必要がある。

(注〉

1) J. S. Mill， The Princiρle of Political Economy， 1848， Chap.3， (末永茂

喜訳「経済学原理」岩波文庫).

A. Marshall， The Pure Theory of Foreign Trade， 1879， (杉本栄一編訳

「マーシヤノレ経済学選集」日本言平論社)。

E. Y. Edegworth，“Th巴 Th巴oryof International Values" Economic Journal， 

Vol. 4， 1894. 

オファー・カーブの原型はもとより， ミル，マーシャル，エッヂワース等に求め

ることができるが，その厳密な導出は，機会費用曲線(生産ロJ能曲線〕と社会的

無差別曲線が利用できるようになってはじめて可能になったものである。

2) ボックス・ダイヤグラムで示された要素平面を財平面に変換すると生産可能曲線

(あるいは変換曲線，機会費用曲線〉が導出される。このプロセスを最初に定式化

したのは， K. M. Savosnick (“The Box Diagram and the Production Possibility 

Curve"， Ekonomisk Tidisk門 ft，1958.のであるといわれているが，筆者は

このスウェーデンの雑誌に直接ふれることができないので，ここでは Bo.Sodes-

tein (I nternational Economics， 1970)に従うことにする。次図は通常の生産

ボックス・ダイヤグラムのとに，生産可能曲線を合成したものである。生産の効
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己

努

糸

本軌跡OxPQROyJ:の各点くX財とY財の生産の総合せ〉さとD，点を)Jj{ぷとして，

検事由にY刻。芝ふ縦事自にX財を測るようtこすると， PはP'，QはQ'，RI土R'がそれ

ぞれ効率軌跡ょの生E差点に対応しており，それらを絡んだOxP'Q'R'Oy線が生産

可能益金線になる。 例えばQ九校について詳述すると， X財の生産量:畿綴察。文Qの長

さはXネX*が対角線さf通る点な延長しき Yキyホが対角線きど巡る点の延長線と交わる

点疫療Q'の縦軸で， y財の生漆塗;指線OyQの長おふ問機にして求められた点、

室長樹Q'の検事Ibで示される。このJ易合.生、詑可能昔話線OxP'Q'I支!OYの「ふくらみJ

の線度は，湾財(X財とY財〉の限界代替機の逓減する程度によるから，問財のさな

度重警察の代替弾力性が小なるほど¥そして家た，雨雲ぎの要索集約皮の造会が大きい

ほど火きくなる〈例えば， P. A.サミエノレソ γ，“International FadorωPrice 

Equalisation Once Again" E. J. Vo¥. LIX， No. 234， 1き49の第6llii'iを見よ〉。

従って，もし両財の要素主義約皮が完ぎ設に|可乙であれば，発1;添軌跡は寝室線と主主ち，

生産可能必綴もまた複線になる。なおこの点については第2僚の注ののを参照投

よg

3) 同闘とも次の関係が成立つている。ここでp:dまX財の， jJYはY貯の単位~価格，

五一一五-Py dX -- dUx -J¥在Cy

dUx， dUyはそれぞれの財の限界効潟， MCx， MCyはよそれぞれの燃の限界生成

4) H. G.ジ穏 γソン〈既滋，Money， Tγade and Economic Gro'wth， 1962の務

E襲安〉によると，貿sあるの利益(悶際分業による緩器淡等E熔草生の土機鈴大〉は三つの効果カか為

ら機成される。 EA}，点荻幻lは土雲貿記易関安始合滋の均義衡街苦苦点J

京対す{儲綴守務務， p〆'AP〆'Aの勾舵は繁易開総後の均綴総洋対tfl綴扱絡， である。ある持絡が経過

して，生産議撃が行なわれ，生E長夜、がEAからQAヘシフトし，総量費点がEAから

Cl/ヘシフトする。このと~， EAからC'への、ンツトは所得効果と代終効果による

利益で， EAからQAヘジフトしそれからC"への、ンフトは変換(特化〉効果による

利益である。
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基本的には同じ考え方に属するが，さきの第26図で示された貿易の一般均

衡図を，今度はやや別な視点から取上げてみよう。財の相対価格の変化に応

じて，ある所与の同じ社会的無差別曲線上を生産ブロック(生産フロンティ

ア〉が移動することによってできる軌跡は，両財の生産と消費のギャップを

埋めてくれる貿易に対する，その社会(ここではA国)の無差別な選好状態

を表わしている。第27図はA固についての「貿易無差別曲線」の導出方法を

示したものである。その形状と位置は，この国の社会的無差別曲線の形状と

位置に依存する。消費無差別曲線が非粥力的であれば，貿易無差別曲線も非

Y日主

x ~x、
ot 

Y 敗、

<第27図>
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弾力的になり，消費無差別曲線が一方財に偏向すれば，貿易無差別曲線もま

たその財に偏向的になる。貿易無差別曲線は，生産フロンティアを次々とよ

り高次の社会的消費無差別曲線に外接するようシフトさせ，スライドさせる

ことにより，無数の曲線(1'01'0，1'11'1，・・・……〉が描かれ，一つの効用曲面

を構成する。そしてこの貿易無差別曲線が財の相対価格(商品交易条件線〉

と接する点の軌跡が既述の「オファー・カーブ」である。第28図はそのこと

Ot' 

p，.， 

を説明したものである。

nx、

<第28図>

13 

PA 

x ~K 

これと全く同じ手続きにより， B国についても貿易無差別曲面が導出され，

B国のオファー・カーブが描かれる。そして，両国の貿易無差別曲線の相接

する点の軌跡は，周知の「契約曲線」を構成する。契約曲線がどの経路を通

過するかは，両国の貿易無差別曲線の形状によって決まる。第29図は，この

貿易無差別曲線の概念を使って貿易の一般均衡を示めしたものであるが，こ

の図の場合は契約曲線ccが第一象限を通過するように描かれている。そし

て，両国のオファー・カーブは，必ずこの契約曲線上で交叉する。その点Q

はパレート最適の条件を満している「ファースト・ベスト」の点である。こ
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の第29図は，貿易均衡に関するこれまでの図的表現を集大成したもので，こ

の図で，各国の社会的無差別曲線(需要構造)，生産フロンティア(要素賦存

状態)，オファー・カーブ，貿易無差別曲線，契約曲線，などの聞には一義的

な関係のあることが知られる。貿易の一般均衡点Qで，両国のオファー・カ

ーブ(A'A'とB'B')が交叉し， TT線の勾配で示されている均衡交易条件が

定まり，それに応じて各国の消費点と生産点が決まり，したがって，それぞ

c ~ '" '( ~t' 

(A JiJ) 

IA 

xn' 1入 x ~r 

T 
C 

1s 

y~お

<第29図>

れの均衡輸出・入量が決定される。そして，このQ点で両国の貿易無差別曲

線(I'AI'Aとl'BI' B)が相接し，契約曲線がそこを通る。

(注〉

5) 詳細は].E. Meadeの AGeometry of International.Trade. (George AIT.eh 
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& Unwin) 1952の第2章を参照せよ。

6) 両国の貿易無差別曲線がどのような形状と位置をもつかで契約曲線の形状と位置

が決定される。ここでは三つのケースを示しておこう。 ケース(b)は片貿易にな

る。均衡点が第二象限にあればA国が河財とも輸入し，第四象限にあればその逆

になる。ケース(c)はA国がY財を輸出しB医|がX財を輸出することになる。

qt' 

nt 
(0.) 

(2) 貿易の均衡と安定条件

nr 
(T) (C) 

Y Qt' 

xijjC 

両国のオヲアー・カーブが与えられると，これを使って貿易の均衡とその

安定条件を明らかにすることができる。ここでこれまでの仮定通り，その経

済規模が同程度であるとすると，その長期オファー・カーブは第30図のよう

に示され，事衡交易条件と均衡貿易量が一義的に決定される。ここでいうと

ころの「長期Jとは，相対価格の変化に対して，その生産量が調節可能な時

間的余裕のあることを意味する。つまりそれだけオファー・カーブが弾力的

になっている。 AA線がA国の， BB線がB国のオファー・カーブで，し、ずれ

も相対価格の変化に応じて，生産要素の最適配分ができて，生産点が生産可能

線上をシフトしてできる場合のオファー・カーブである。これらの曲線は，

はじめのうちは相対価格が自国の比較優位財に有利に変化するにつれて，よ

り多く提供して，より多く需要しようとするが，その需要志向は次第に鈍化

してゆき，ある点を超えると (A国はSA点、， B国はSB点)，たとえその交換

比率が自国に有利になっても，もはや自国財をそれ以上オファーしようとし

なくなる。それは両国とも一種の飽和状態に達したものと理解される。

均衡交易条件と均衡貿易量は，既述のように，二つのオファー・カーブが
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y ~ì' 'PB 

T 

PA 

x ~t' 

<第30図>

交差する Q点で決まる。この相対価格 (ToTo)において，両国がそれぞれ輸

出し輸入しようとする財の数量が一致し，過不足のない状態になる。すなわ
/¥/¥  

ち， OXのX財とOYのY財が，価格比率 ToTo線の勾配で交換される。 Q点

は安定的である ρ いま相対価格がTT線の勾配へ変化したとすると A国は

QAの座標点で、示されるX財のオファーと Y財の需要を希望するのに対し，

B国はQBの座標点で、示される X財の需要と Y財のオファーを希望するから，

X財について超過需要が， Y財について超過供給が発生する。その結果， X

財のY財に対する相対価格は上昇するだろう。同様なことは，相対価格T'T'

線の勾配についてもあてはまり，ここではX財について超過供給が， Y財に

ついて超過需要が発生する。その結果， X財のY財に対する相対価格は下落

するだろう。このように，割高になった財には超過供給が，割安になった財

には超過需要が発生する場合，体系は安定的となる。

(注〉

7) われわれは両国の経済規模はほぼ同じであり，社会的選好体系も類似していると

仮定しているから，オファー・カーブの形状と位置はほぼ同じように描くことが
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できる。しかし，もしも一方国が経済的な意味における小国で他方国が大国であ

るような場合は，オファー・カーブの形状と位置に大きな差異が生じこの30図

とは違った均衡条件が導出される。例えばし、ま， A国が小国であるとしよう。生

産フ戸 γテイアが小さし国内市場が狭|溢であるから，オファー・カーブ、はスケ

ールが小さくかっ急カーゴになる。従って，次の図のように，均衡交易条件 (ToTo

の勾配〉はA国に非常に有利に決まり，貿易量も小さい。大国はその生産一消費

PB 

Rベ

x Qt'広: X買え、

To 

PS 'y紅

両面において，佐界全体に与える影響が大きく，そのため交易条件はその国の無

貿易状態 (PBPBの勾配〉に近づくためである。

8) 価格の変化に対応して生産ー供給量を調整するには多少なりとも時間が必要であ

るから，もしいまその時間的余裕が与えられないとすると，生産点は生産フロン

ティア上をシフトできず，従って，オファー・カーブの形状は「長期」のそれに

¥¥¥Y 0; 
QA 

《Arミ響詩ミ
守一一

x ~t 勺 X~X: 
〉

O A λ殿、 nt' 

比して非弾力的になる。このような場合のオファー・カーブは「短期オファー・

カーブ」と呼ばれている。上図がそれで・ある。生産点がQからQ'へ，さらに Q"

べとシフトするに応じて，一本づつの「短期オファー・カーブ」が描かれる。 r短
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期オファー・カーブ」は，所与の条件下で効用の極大化も利ìf，~の極大化も保証し

ていない。なぜなら，いま次図のように相対価格が与えられたとき， Q点では完

dX /" PX 
全競争の均衡条件が満されておらず， dy<予子となっている。よって， X財生

Y 
~t、

A 

O 

dX D'< 
産が拡大され， Y財生産ーが縮少されて， Q'点のように百=主になるところま

で生産点はシフトしなければならない。木和Iで‘はもっぱら「長期オファー・カー

ブ」のみが取扱われ， 1"短期オファー・カーブ」は捨象されている。従って，両

者の関係並びに，その安定条件についての分析は，ここではなされなし、。この点

については，例えば小宮隆太郎・天野明弘の著作〔既掲，はしがきの注の(l)Jの

76~84頁を参照せよ。

貿易均衡点はオファー・カーブの形状によって，安定的になる場合もあれ

ば，不安定的になる場合-もある。オファー・カーブの形状は， rオファー・
¥、

カーブの弾力性]によって捉えられる。従って，貿易均衡の安定条件をま11る

ためには，オファー・カーブの弾力性概念をはっきりさせる必要がある。

オファー・カーブの弾力性とは，輸出財(A闘のX財〉に対する輸入財 (A

国のY財〉の相対価格の変化率に対する輸入財の需要の変化率の比と定義さ

れる。われわれはこれまで通り，相対価格pはY財の一定量と交換される X

財の量(ないしはX財の単位当価格のY財の単位当価格に対する比)として

捉え る。 いま 輸出 動 XA，輸入量をむと示すと， p 芝生と表わされ， A
""A 

国のオファー・カーブの弾力性ザA は次のように示される。
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dYA 

YA 
YjA = - dp ① 

P 

ところで，所与のオファー・カーブ上では，与えられる相対価格(商品交

易条件線〉の下で輸出して輸入しようと欲している価額は常に等しいから次

式を得る。 この②式を全微分して，その阿辺を②式で除し， ?につして解

XA=P'YA 

くと， 次を得る。

dp dXA dYA 
P XA YA 

③式を①式に代入し，分母分子にマイナスを乗じ，

② 

③ 

さらγ主主ーを掛けて整
'-dYA 

理すると，④式を得る。④式を図示したものが第31図である。いま相対価格

ザA
1 

1YA  dXA 
一一・一一

XA dYA 

pがOQ線の勾配で与えられているとすると，

γ段、

YA QR 
一一一=一ーであり，
X，¥. OR 

④ 

dYA 

dXA 

x ~t A 
$' 民国主;

QR 
ーーであるから，SR 

n丸、

<第31図>

dXA SR 
その逆数はーーと与えることが 出 来る。dYA - QR これらの
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関係を④式に代入すると，⑤式のようになる。このときのザA は図から明ら

η 一一 1一一一旦E
A - SR -OS ⑤ 

回一ー
ム OR

OR 
かなように，万吉>1であるo 1) Aは原点OからOA上を移動して行くにつれ

て，次第に小さくなる。そしてQ'点で 1になり，さらに移動して行くと，例

OR" 
えばQ"点では，明らかに万S'< 1であるo 1)，¥> 1のときを弾力的， 1)A< 1 

のときを非弾力的と呼ぶことにしよう。

さて，貿易均衡が安定的であるか不安定的であるかは， A， B両国のオフ

ァー・カーブの弾力性の和がどんな値になるか，によって決定される。それ

は均衡状態から求離したときに再び均衡状態に戻ってくるかどうかによって

判定されるからである。第32図でまずQ点について考えてみよう.0Q点にお

H:t' 
U 

T 

T 

x ~t .s X 目玉、

nt 

<第32図>

けるA国のオプアー・カーブの弾力性ザA とB国のオファー・カーブの弾力

性h は，さきの⑤式に従って，次のように示される。
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告
OR 
OS 1JA 

e 。z
守 呈 土

や
Am

ところで，相対縞格がQ点から在右どわらι変化しても，均衡からま

X財が割高になるとそのX財に縮退需要が生じ，ナ離れて行く。なぜなら s

Y Jt~が割安になるとその YfHに超過浜給が念じるからである o ;誌にY財が部

X射が割安になればF そのX財にじ，そのY高になれば，

Q 

のオツアー・カーブの弾力性の和が lより小である。それは次の簡

OR ， OZ "OR ， OZ 
十 十 百v、

謡過供給が生じるからである。このように貿易が不安建な場合は，

ける

ザA十守E

OZ 
RS RQ=OZだから，

OV 
OS' 

OR 
単な計算から導き出される。第32鴎から一一OS 

RS OS OZ RS， ，_ • ，_. . OR 
苔v=万sとなる。従って，⑧式の右辺は OS

OV 
=一一、ω となりOS 

よって，1となる。

@ 牢A 十ザs<1 

となる。ょこれが不安定な条件である。

りけ、であるのに対しブの弾力性の和が 1のオファー・メJQ 

第321渓!tこ示され切らかにその和は 1より大である。て， Q'点とQFF，42では，

ているように，相対的に儲格の上列した財には趨瑚供給が多議格の下?為した

. ;;き

しくなる場合があるが，そのようなと訟も，

ケースとして，両ー閣のオフアじる。なお，

ーブの弾力肢の和がず設 l

均衡は安定的である。

財に

W:) 

の 貿易の安定条約二として，問濁のオツアー・カ…ブの弾力性の和が!以上でなけれ

ばならぬというこの条件は，僕i際収支調整論で問題に

と密接な関漣ーがある。すなわち，貿易収支が不均衡になったとき，為事幸拐さ努の切

下げないしは，長室内総療の引締政策による交易条件(相対側格〉のフドjfiJ化によっ
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て，輸出を増加させ，輸入を減少させ，再び均衡を回復するためには，両国の輸

入需要の価格弾力性の和が 1以上で、なければならぬ，というのがそれである。い

わゆる「マーシヤノレ・ラーナーの安定条件」ないしは「ラーナ一条件」と呼ばれ

ているものである。

10) 均衡点における両オファー・カーブの勾配(接線の勾配〉が等しい場合作A+四

OR OR' 
=1)は次図のようになる。さきの⑤式の定義から，それぞれ甲A=万百，甲Bニ万iS

YU、
.3' 

T。
R' 

九一--13 X j'r 
YH:、

OS' RQ 
と示される。.10SS'と.1RQSと.1R'QS'と，!:fは土れ¥，

R'匂S'，，'''，' ， ~~ ~~. ~.~ ~~ _， _ ， OS' OR' R'S' f 

=頁7屯己が成立ち，さらに， RQ=OR'ラ R'Q=ORであるから，否百=五百=百頁

OR' RS" _ OR RS OS 
となり， δ豆，=万吉となる。よって，ね+四=万吉+万S-万5=1となる。

このケースが安定的であるのは明白である。均衡交易条件が ToTo線の勾配から

離れたとき，再び均衡に戻ってくることはこの図から明らかである。

<付諭2>
トランスブァー問題とオファー・カ」ブ

ここで貿易の一般均衡モデ、ルの一つの応用例として，国際的所得移転と交

易条件の関係について純理論の立場から簡単にふれておこう〉。すなわち，経

済援助としての政府贈与，賠償支払，多国籍企業による利潤の本閏送金，な
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ど貨幣的購買力の一方的な国際移動が交易条件に与える影響に関する基礎理

論の展開である。第33図はこの問題を取扱うのに有力な分析道具(但し若干

厳密性を欠くが〉を提供する。

X日t

Y 
~\ 

A 

<第33図>
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さて， A国が増税政策ないしはその他の措置により 00'分 CQN分〉の

X財をB固に贈与するものとする。但し，この場合両国ともなんらかの手段

により，実質所得の変化 CA医|の減少， B国の増加〉があっても，その社会

的需要体系は不変にとどまると仮定する。いま交易条件COTの勾配〉が不変

のままだと， A国ではY財のタームでuw分の所得が減少し B国で、はそれ

だけ増加しているから， A国ではこの交易条件下では，それがより低次の貿

易無差別曲線l'AI' Aqこ接するレベルまで、Y財への支出を減少させる。それは

VS分で示される。逆にB国は，所得が増加しているから， この交易条件下

では，それがより高次の貿易無差別曲線 1'13I'13に接するレベルまでY財への

支出を増大(それだけY財輸出減少〉させる。能って， VR-VS= SR分だ

けY財に対して超過需要が発生し;A国では，貿易収支の赤字が生じる。こ

うL、う事態が生じたのは， トランスファーが発生したのに，交易条件が不変
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にとどまると仮定したからである。この超過響詩婆を排除するには，交易条件

が還を化して， Q'点を通過するような交易条件O'T'線の勾記まで A

利イ七しなければならぬp これは包 「交易条件はトランスファーの支払盟に不

剃イヒするJとしづ伝統盟輸の命運震に一致ずる。しかし常にそうなるとは限ら

ない。そこでトランスブァー う交為条件の葉北の碁絡をもっとー毅化し

てみよう。第33~裂から Y財のタームで示した河閣の限界戦入性向はそれぞれ

次のように添される。

VS 
mA=UW 

mB= 1 CB = 1 
VR 
UW 

φ 

UV-WR (2) 
② 

いま X財で淡わしたY財の騒格，つまり交易条件を pとし， トランスブァ

ーの変化分をむとすると，次式を得る。

p 
00' =UW @ 

そうすると交易条件一定の下でY財で測ったA箆の毅易収支の赤字(dDA )

は，次のように示される。

p SR= (持JおじW

じW
一一つ・ 00'00 

dJ 
(1 -mB-mA) p さじ

他方，さきの第33密から次を得るO

dDA WQ' (SQ' Q'M， WR Q'M < i 
SR=ーームニ Q'M・一一ート ・一一一十…一・… v-1 I Q'M l Q'M WQ" Q'M WQ' ~) 

出 Z一子(ザけ7JB- 1 ) @ 

と命式から， トランスファーはわの交易条件 (dp)

効果は次のように怠式化できる。

る…般的
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dp寸法FFJ e 
さきに均衡が安定である場合はれみ7)B>1であったから， dJ> 0 くつま

りA鱗に有利化〉のための条件は，分子が正で、あること，つまり rrlA十mBく

1であること り， dpく0 まり A簡に不fll化〉のための条件は，

ること，つまり IDA十 mn>l ること る。

従って， r交易条件はトランスブァーの支払置に不矛IJ化ナ

典派の主張は、同盟の限界輸入性向の和が 1より大な;，:)とき

うなるとは線らないことが韓関した。

とし、う

りも常にそ

ところで， mA十 mB>1で上述の命題のように， トランスブァー支払閣の

ガの交易条件が悪化すること クリプ されるとしたら，支払

欝はニ;重の負担にあえぐやことになるわけである。すなわち，増税などによる

一次負担と交易条件‘態化による実護所得減少という二次負担とである一

〈注〉

1) ここで、はR.A.マンデノレ{塁走機序章の泊:.mの繁?寧の手法に従った。なお小

..-g ・ 3た野{はしがきのü::のく1)]の84~90支でも平易切ですぐれた分析がなされてい

る。

2) 1 

$) A鼠の質主る級交の赤今こは dDAおおp・SRと定義される。ここて、SRはA閣のY財の

輸入超過設であり， PI主相対側械である。

dD久 WQ' ( SQ' 
4) 予ム出Q'M. l豆'iM・ 十 -~~ì 旺・-官官J

( 5Q'+WR-WQ， i 
= WQ' 1-… i… l WQ' J 

の式の条項はそれぞれ次めような経済的意味さどもつ。 Q'MはAl裂のY長ぎの輸入

WQ' dp 5Q' QtM Wlえ Q'M
顔:'C'1でぶ-fo 奇iJVr同τ)， .w可7叫ん 否定C.WQ'叫 Bヲ

5Q' dY WR  WQ' dp WQ' I Q'M WQ' dp 
官官中--cp認可'M=p-， o'.~~:r I万羽目常習ぽ詰下一

め これは銭湯の均衡の安定条件として綴鑓(2)のゆ〉式として導き出されたものマある。

えとお. この条件が為事幸子台壌の登記定条件として宥:::r;な fマ…シャノレ・ラーナーの粂

{キjに相当iする。
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<付論3>

関税と交易条件

輸入関税は，その賦課国に交易条件を有利イじすることにより，無関税に比

して，貿易利益(経済厚生)を増加させる可能性がある。しかし同時に，関

税賦課は貿易量を減少させるから，たとえ相手国側による報復的措置がない

としても，交易条件の有利化による利益を少くとも一部は相殺する。従って，

問題は交易条件の有利化による利益と，貿易量の縮少による損失との差し引

き純利益を最大にさせるような関税率を求めることにある。すなわち， r最
適関税Jの問題である。

関税効果をオファー・カーブで表示すると，第34図のようになる。いま A

国が J.%の従価税 (advalorem)を賦課し， B国はなにもしないと仮定する。

またA国の関税収入は，全て賦課国の消費者に再配分されるが，適切な措置

により A国の社会的需要構造にはなんの変化も生じないものと仮定しよう。

nt 

S 

O .$' R' R。 x~t\ 

<第34図>
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この図において， OA'は課税後のA国のオファー・カーブである。 A国は

関税賦課により，一定の輸入財 CY財〕を獲得するのに，いままでよりもよ

り少ない輸出財 cx財)を引渡すことになるからでるる。オファー・カーブ

がOA'ヘシフトすることにより，交易条件はOTo線から OT'線へA国に有利

イじするが，この図のQ'点は最適点になっている。なぜなら， Q'点から左右

どちらへ動いても， A国にとってより低次の貿易無差別曲線と交叉するから

である。従って，オファー・カーブOAをOA'ヘシフトさせるような税率が

ここにいう「最適関税」ということになる。

第34図についていうと， 5Q'の勾配(Q'点で OB曲線に接している〉は関

税賦課後のA国の圏内価格比率で， OQ'の勾配は均衡交易条件を表わしてい

る。両者の差が関税分である。いま5Q'の勾配を日とし， OQ'の勾配を Fと

し，関税率を Aとすると，次式を得る。

日(1+え )s 

RQ' fl RQ' 
=一一，s=ーーと表わされるから，5R' ，...-OR 

RQ' 
5R OR 

1 + A =一一一=一一一一一=一一一。RQ' 5R 
OR 

① 

② 

となる。ところで，さきにオファー・カーブの点弾力性の定義から， Q'点に

おける両国の弾力性は，それぞれ次のように示される。

OR' 
1JA =δ5' 

OR 
1JB =万吉

そして②式の分母は 5R=OR-OSであるから，次の諸式をえ，

OR 
l+A=一一一一一一

OR-OS 

1 OS 
一三・一一
1 +A - A OR 

④式と⑤式とから，

③ 

④ 

⑤ 
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1 1 . ---
1 -I-A ザB

@ 

これを Aについて解くと次式を得る。

A = 1 一 一
方B-1 ⑦ 

説34図から明らかなように， YJB> 1であるから A>Oである。いま最適関

税率を P とすると ，A*は相手国(ここではB国〉のオファー・カーブの弾

力性によって，その大きさが決まることになる。⑦式から明らかなように，

h が大きければ大きいほど..l*は小さくなり，亨B が小さければ小さいほどY

は大きくなる。例えば，日本の石油輸入や英国の小麦輸入のように， B国の

A国品輸入需要の価格弾力性が小さい場合は， B国のオファー・カーブは全

体的に曲線が大きくなり非弾力的になるから， A国の立場からは，それだけ

Fが大きくなり，関税賦課によりうと易条件を白固に犬きく有利イじさせること

ができる。

〔注〕

1) 但し，ここでは加>1の範囲で考えている。この⑦式はその取扱いに当って注

意すべき事項がし、くつかある。例えば3 それが「最適関税」として意味をもつの

は llB>lで，かなり相手のオファー・カーブが弾力的な場合でなければならな

いとか，マBを計算するとしても，相手国のオファー・カーブ上のどの点の弾力性

であるかによってその値は大きく変化するし，自国の貿易無差別曲線の形状

従って自国の生産と消費の諸条件ーーによっても影響されるなど，いろいろと問

題があり，単に甲B の値を求めるだけでは意味がない。オファー・カーブという

ものは，先述のように生産と消費と貿易の一般均衡モテ‘ノレのなかで、導き出された

ものであることを忘れてはならない。この点についての詳しい論述は，小宮・天

野〔既掲，はしがきの注の(l)J の 174~181頁を参照せよ。

第 2章 国際貿易の動態理論

第 1節 「バイアス」論

前章までの分析は，資本形成，人口増加，技術進歩などの経済成長要因は

これを一切捨象して，もっぱら国際分業の静学理論のみを取扱ってきた。本
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章ではその枠を超えて，幾つかの成長要因が作用した場合の貿易理論の構築

に努める。すなわち，経済成長が国際分業のパターン，交易条件，貿易量に

それぞれどのような影響を及ぼすかについて分析する。

この問題にアプローチする場合の一つの手掛りとして，まず最初に俗に「バ

イアス」論と呼ばれている接近法について，ごく簡単に言及しておこう。 1940

年代後半から1950年代前半にかけて，当時の国際経済に深刻な問題を投げか

けていた「ドル不足」をめぐり，多くの理論が展開されたが，その中でも特

に多数の学者の関心を引し、たものに， J .R.ヒックスの主張ーがあった。彼は，

多くの論者がそうであったように， ドノレ不足現象は構造的なものと考え，そ

の原因をアメリカ合衆国の輸入偏向的経済成長傾向に求めた。すなわち，ア

メリカ経済は，その生産性上昇率が輸入競争財部門において，相対的により

急速でああため，世界各国の対米国産品輸入志向が非常に強力なのに対し，

アメリカの対外国産品輸入志向は弱く，そのことがドル為替に対する著しい

超過需要を生み出した，というものである。その後ドル不足は次第に解消さ

れ， 1960年代後半からは逆に著るしい「ドル過剰」を見るに至り， ドル不足

理論は終隠した。

結局ドル不足は，一時的・過渡的なものであったわけで， ヒックスのドノレ

不足理論も自然消滅したが，その基本的構想は，彼自身も含めてその後の論

者によって，経済成長の国際貿易に与える影響を論ずる接近法の中で再生さ

れ，いわゆる「バイアス」論として受継がれて行った。とくにこの問題に関

して， H.G.ジョンソンの果した役割は大きし、。しかしいまここに，その学

説史的展望を実施する能力を筆者は持ち合せていないので， 1バイアス」諭

の沿革については，これ以上立ち入ることは差し控えたし、。要するにそれは，

経済成長の要因と型とから，成長の貿易に与える偏向効果を五つのタイプに

分類し，貿易関係がそれらのタイプのいずれに該当するかにより，さまざま

な結論を演禅しようとするものである。

その場合の理論的フレーム・ワークは，これまでの分析で使用したものと

全く同じであり，諸仮定・諸前提も従来のものをそのまま踏襲する。確認の
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意味で，その要約を列挙しておこう。

( i ) 二国 (A，B)二財 (X，Y)二要素 (L，K)の世界。

(ii) 各生産要素とも常に完全雇用される。

(iii) A国は相対的に労働が， B国は相対的に資本が豊富である。

(iv) 各市場とも完全競争的である。

(v) 両財の生産関数は一次同次で，両国共通である O

(vi) 生産要素に関する収穫法則は「逓減的」である。

(vii) X財はY財に比して常に労働集約的で，集約度関係の逆転はない。

( viii) 両財とも下級財でもなければギッフェン財でもなし、。

(注〉

1) J. R. Hicks，“An Inaugural Lecture" Oxford Economic Paρers， Vo1.5， No. 

2， 1953.これはヒツクスがオックスフォード大学教援就任のときの記念講義で

発表し，後に， “The Long Run Dollnr Problem" と題して Readings in 

1 nternational Economics (R 1 Eと略す)1968に収録されている。 また彼の

論文集 EssaysOn World Economics， 1959 (大石泰彦訳「世界経済論」岩波〉

にもその基本的な考え方が展開されている。彼はこれらの論文の中で，はじめて

“import-biased" (i愉入偏向的)とか， “export-biased" (輸出偏向的〉 とかいう

言葉をイ吏用した。

2) H. G. .Tohnson， 1 nternational Tradeand Economic Develoρment， 1958 

(小島・柴田訳「外国貿易と経済発展JsB35江上立立Q)ζ!‘EconomicDevelopment 

and International Trade" N ational件 onomiskTidsskrift， 97 Bund 5 ~ 6， 

1959.これは後に Money，Trade and Economic G何 回th，1962 (村上敦訳

「貨幣，貿易，経済成長J)に再録され、j さらに， 1968年のRIEにも再録され

ている。

第2節生産要素の増加

まず最初に取上げる経済成長要因は，資本形成(資本蓄積の増進〉と労働

力の供給増加(人口成長)のこつであり，技術進歩は次節にゆずる。こうし

た生産要素の供給増加は，これまで所与としてきた要素ボックスを拡大させ，

生産フロンティアを外側〈北東方向〉ヘシフトさせる。それは，その国の比
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較優位構造にさまざまな動態的影響を与えるだろう。いま，所与の要素賦存

状態から出発して，資本と労働がある関係の下で増加するとき，両財の相対

価格が不変であると仮定すると，生産フロンティアがどのように拡延するか

に応じて，五通りのケースが区別されることを証明する。ある国の資本と労

働の時間に関する成長率を次のように定義しよう。但し， KもLも非負であ

るとする。

(~は期首における崎本ストツク)
.dKは当該期間の資本形成分 / 

4
一〈

L
・L

/¥ 

(}は期首における労働ストック ) 
.dLは当該期間の労働人口の増加分/

(1) 中立的変位 (neutralchang巴，以下N型と略す〉

いまある国(ここでは労働の相対的に豊かなA国を例にとる)の両要素の

増加の仕方が，ある初期値の下でL=Kであれば，それは中立型と呼ばれる。

要素ボックスの右上コーナーが，第35図の半直線 OyN上を移動するケース

であるρ このケースは例えば， Oy点がU点にシフトするような場合で，相

，A
 

C

資
糸
↑

UM M N /Y飲

./" o. 
x~r 

-→労イ'jJ

<第35図>

対価格が不変にとどまる限り，両財 (X，Y)の産出量は，同じ比率で増加

する。従って，生産フロンティアは北東方向に，相似拡大的となる。相対価
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CA 

DA 

<第35-1図>

格が不変にとどまるということは，要素価格が不変で，そのため両産業で、の

資本・労働比率が要素増加前と同じに保たれることを意味する。

(2) 輸出偏向的変化 (export-biasedchange，以下E型と略す)

このケースはA国についてはL>Kとなる。A国は相対的に労働が豊かで，

労働集約的なX財に比較優位があるから，このケースでは輸出財である X財

の産出量の増加率の方が大きくなることに注意しよう。第35図でいえば， Oy

点が角 UOyWの領域を通過するような半直線，例えば OyE上をシフトする。

ここでも第35-2図のように，資本・労働比率は不変にとどまると仮定する

Y 
~t' 

K 
A 

<第35-2図>

から，生産フロ γティアはA国の輸出財であるX財により偏ったシフトの仕

方をするO なお，このケースを H.G.ジョシソンは， pro-trade biased (11頂

貿易偏向的〉と名付けている。
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(3) 輸入偏向的変化 (import-biasedchange，以下M型と略す〉

A国についてL<Kとなるケースがこれに該当する。労働が相対的に豊富

なA固におけるY財の産出量の増加率の方が大となるから:であーる。第35図で

いえば， Oy点が角UOySの領域を通過するような半直線，例えば OyM上を

シフトする。相対価格が不変である限り，資本・労働比率は不変にとどまる

c刻

CAI 

DA DA 0 x~t' 

<第35--3図>

から，第35-3図のように，生産フロンティアはA国の輸入財である Y財に

より偏った仕方で拡延する。輸入偏向的と呼ばれる所似である。なお， H.G.

ジョンソンは，このケースを anti-tradebiased (逆貿易偏向的〉と名付け

ている。

(4) 超輸出偏向的変化 (ultra巴xport-biasedchange，以下UE型と略す)

A国についてL>O，K=Oとなるような要素増加の仕方がこのケースと

なる。つまり， A国が比較優位にある X財でより集約的に使用される要素の

みが増加するケースで，先の第35図についていえば， Oy点が半直線 OyUE

線上をシフrトするケースである。相対価格が不変で、あれば，これは第35-4

図からも明らかなように， A国ではその輸出財であるX財の産出量は大幅に

増大するが，輸入財であるY財の産出量が絶対的に減少する (p→p')。こ

のケースは，次の超輸入偏向的ケースとともに，後に<付論4>で詳細に検

討するリプチンスキイ定理の該当するケースである。これはH.G.ジョンソ

ンの表現では ultra-pro-tradebiased (超順貿易偏向的〉と呼ばれている。
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ni' 

<第35--4図〉

(5) 超輸入偏向的変化 (ultra-importbiaseJ change，以下UM型と略す〉

A国について L=O，K>Oとなるように要素が増加するケースがこれに

該当する。つまり， A国にとって比較劣位にある Y財で，より集約的に使用

される要素(資本〉のみが増加する場合・である。さきの第35図に則していえ

ば， Oy点が半直線OyU)[線上を移動して行くケースである。相対価格が不

変であれば，このケースはUE型とは反対に， A国の比較劣位財である Y財

の産出量のみが大幅に増加し比較優位財である X財の産出量が絶対的に減

少する (P→ P')。これは H.G. ジョンソンの表現では， ul tra-anti-trade 

biased(趨逆貿易偏向的〉と呼ばれてし、る。

nr 

<第35-5図>

町、
¥ 

丸一

nt、

以上， A国(われわれのモデ、ノレで、は相対的に労働の豊富な国〉における生

産要素(労働と資本〉の増加の仕方により，生産フロンティアのシフトには

五つのケースのあることが識別される。これと全く同じ手続きにより， B国

(相対的に資本の豊富な国〉についても，五つの経済成長の型が区別される。
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そして，他の条件にして不変ならば，このA，B両国民そむぞれどのような

成長タイプを示すかによって，国際分業の構造的変化が明らかにされる。

<付論4>
リプチ γ スキイの定理一一

T.M.リプチンスキイは次のように述べている。「ある要素の数量が増加

した後も，生産の代替率が同じに保たれるならば，その要素を相対的に多く

使用する財の生産は絶対的に拡大され，その要素を相対的に少なく使用する

財の生産は絶対的に縮少される。J(筆者訳〕

このことをもう少し詳しく検討してみよう。いま A国について考える。こ

れまで通り， A国は相対的に労働が豊富で，そのため労働集約的なX財に比

較優位がある。第36図のように， X財を左下に， Y財を右上に原点をとる生産

のボックス・ダイヤグラムを描き，財の相対価格が与えられているとして，生

産均衡点がPで示されているものとする。ここでいま， A国で労働のみが増

CA 

DA DA 
-→労イ刀

↑
資
糸

/ノハ

X ~t -且

<第36図>

加し資本量は不変にとどまるものとしよう。さきの記号で示せばL>O，

K=Oということである。この36図のように，この国の要素ボックスは右側

へ(左側でもよし、)次々と拡大してゆき，それにつれて効率軌跡も右へ右へ

とシフトして行く。両財とも生産関数は一次同次で，要素成長後も不変であ

り，要素集約度の逆転もない以上，われわれのモデル設定で、は，効率軌跡が
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常にボックスの対角線の下側を通過し，かつ，変化前の効率軌跡の下側を通

20いま，財の相対価格が不変にとどまれば¥要素価格比率も不変であり，

その結果，両財の資本・労働比率も一定にとどまらなければならなし、。つま

り，増加した労働を吸収するために， Y財産業から資本(と同時に労働も〉を

X財産業にシフトさせ，両産業とも労働増加以前と同じ要素集約度が保たれ

る。それにはX財生産が拡大され， YJ羽生産が縮少されなければならない。

このケースはX財がAIDIの輸出財であることから，このようなタイプの経

済成長を超輸出偏向的，ないしは，超順貿易偏向的と呼ぶことについては先

述した通りである。従って，逆にL=O，K>Oなる場合は， A国の輸入財

である Y財の産出量が大幅に拡大され，輸出財である X財の産出量が絶対的

に減少する。その場合はさきの(5)のケースに該当し，超輸入偏向的，ないし

は，超逆貿易偏向的と呼ばれる。

ところでさきの第36図の要素平面を財平聞に置き換え，生産フロンティア

で示すと第37図のようになる。 A国の生産フロンティアはAA線→A'A'線→

A"A"線・・・・という具合に拡大して行く。そのとき財の相対価格が不変であ

れば，生産均衡点はE点→E'点→E

Y 
mt 

A 

R 

A' Pi' x ~r 
<第37図>
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の軌跡El支線をリブチンス々イ線と呼んでいる。

さてこのヲブチンスキイ命題の最大の特徴は，経済成長があっても〈従っ

て笑議所得の増大や分担弱係に変化の可能註があっても〉財の栂対綴絡が不

変〈従って生設の代替本が不変〉にとどまると仮定するところにある。われ

われは碍財は下級財で、もギッフ ι ン財ーでもないと仮定しているから，経済成

じて実費所得が増大しているにもかかわらず，射の相対{国格が依然、と

して不変にとどまると考えるべき必然性はなし、。 再財の需要の所得予寄りユ性関

係如判によっては，財の相対{蹴格が変ってし;J:うかもしれなし、。そうなれば

生産点も消費点も別のところへ移動し， リプチンスキイ線もユシゲル線(所

持一消費鈎線〉も違った経路を治ることになる。但しこの函が小閣で，

界市場において成立している均衡交易条件が所与で，従って現行の相対価格

でいくらでも輸出・人できる場合aは， ヲプチンスキイの蔀提が妥当するだろ

うO しかしこの闘が大霞で，その産出水準の変化がIll.:-界の倒格関係に影響

る

ある。

リッチンスキイ しなくなること る必要が

Cti) 

り つまり対の{iiIi格上ヒネが不変に1米たれることを窓旅する。

2) てr.M. 1ミybczynski，“Factor 忘れdowmentand Relative Comrnodity Prices" 

Ecoηomicα， Vol. XXII， No. 84， 1955‘〈こ

る。〉

IEにも:野愛護されてい

め このような滋f'jがJネ軌跡〈契約鎖線〉がどの終路を辺、るかについて厳密な分析を

加えているものとして例えは自弁彩綴「ボックス・ダイアグラムの拡大j火阪大

常経治学喫 13巻， 3・4~号. IlB39. を~よ o it，ふりプチンスキイ定療の数学約

五医務については.M. C. Kernp， The Pur:e Theory of lnternational Trade 

and 1 nvestment， 1969の第一飲第二郊を委参照せよ。

:Hii1 技術進歩

経済成長のもう一つの重要な要因は，技術選歩一一所与の生産要素でより

多くの産出物を獲得でさるヶ…スである。しかし技術進歩には厳則としてな
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つの裂が区.l51Jできるし，その定義の仕方も学者によってさまざまであるから 2

まずはじめに，これらの点を明確にずることから始めよう。

こでは J.R.ヒックスの定義に従う。にックスの方法は，婆素鑓i絡比率

もど国定しておいて，要素集約度の変化の仕方でもって，中立型，労働節約型，

資本語約裂の三つの技術進歩を識別するものであらc さきにわれわれは，生

産関数の陣捺(1'1相違さど取扱う際に，要素{凶格と喜思索奪三約後と限界生産力の爵

{系を3去す閣を使用し

察寸る。

ここでもそれを使って生産関数の変化の佼方を考

}
 

宅

i{
 

(neutral typ在〉

この閣の基本的概急については裁に説明義で、あるから為略する。ここでQ

はある財 (XJけかy}tめの輩出f誌を，lとl'ば労鎮の限界生産力安， θとθF

は資本の臨界生産力会，それぞれ表わしている。そして技術進歩前の生産関

数を f(ρ)，技術進渉後の主主主主関数を f(ρYとす、る

1Cf> 

官 在
ノ、
f' 

く第38箇〉

P 

第38~訟では，要索f語格比率 -利子よ:む率〉不変のまま，各袈素の限界

生産力は fから['へ， ()から()'へ.;それぞれ同じ割合で上昇し，

度〈資本・労働比率〉は不変にとどまることが知られる。このよう

約監を不援に保つような進J診を と こと る。
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(2) 労働節約型 (labor-savingtype) 

第四図は要素価格比率不変のまま，各要素の限界生産力は tから l'へ，。

から 0'へと上昇するが，その上昇率は，資本の生産性上昇の方がより大であ

る。従って，採用される生産技術(要素の結合方法)は，より資本使用的と

なり2からρFへと変化する。つまり生産力との関係において割高になった労

働の使用を「節約」するわけである。

告書

Q 
L 

O f i" 
<第四図>

(3) 資本節約型 (capital-savingtype) 

f(f)' 

f(f) 

，p 

第40図は，要素価格比率不変のまま，各要素の限界生産力はやはり 1から

f(n 

昔 o ? Jつ

<第40図>
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l'へ， ()から θfへと上昇するが，その上昇率は労働の方がより大であるよう

な場合である。従って，採用される生産方法はより労働使用的になり，要素
/ ¥・

集約度は ρから ρrへとより小さくなる。これは生産力との関係で資本が割高

になったので，資本の使用を「節約」しようとするためである。

〈注〉

1) R. Findlayと H.Grubertのように，“capitalusingぺ“laborusing"という表

現を使った方が理解し易いかもしれなし、。なおこの点に関する要領のよい解説書

としては，荒憲治郎「経済成長J(岩波〉昭44がある。

2) 本稿第 1章4節の(iii)を参照せよ。なお，そこでは，生産等量線を使って，生産

性の上昇問題を取扱えることも示唆しておいた。ここで簡単に要約しておこう。

K 

(a)は第38図に， (b)図は第39図に， (c)図は第40図にそれぞれ対応している。これら

の図は後で再び使用される。

N型 K K1' 

(乱} (b) 

K -.5~ 
P 

(C) 

f' 

L 

さて，こうした技術進歩は要素増加と同様，生産フロンティアを外側(北

東方向〉ヘシフトさせるがそのシフトの仕方は，どの産業(財)でどのタイ

プの技術進歩が生ずるかで，いろいろと異なり，われわれのような単純な二

財 (X財， y財〉二要素 (L，K)モデ、ルで、あっても，生じうる可能性は全

部で15通りある。いまここでその全てについて検討することはできなし、から

(できるとしでもあまり意味がないから)，幾つかの代表的なケースだけを取

上げることにする。
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(ケース1)

X財〈労働集約的〉産業で中立裂の技術進歩が発生し， y財産業で、はなに

も生じないケ…ス。

対の相対{i出格が不変にとどまると ると，先述の立認し技術進歩のあ

ったX 限界生産力は絶対的に上弁ずるから X

試治大し，生産は拡張さ;l't，技術進歩のないY財政識は綜少される。その綴

れくれであるから， X財生産拡張のためには資本に比してより多くの労

骨が必要となるため，賃金がよ痢七，利子は低下して，要素鶴絡比率(~ -) 

る。その結果，生産方法は全体的に資本築約的になる。この場合，

A国についていえば， X'財は輸出射であり， y財は輸入財であるからラこの

ような生産主パターンの変化は，既述の舘輸出編向型に該当する。従って，生

産ブロンティアのシヅトは第41~3 関のようになるであろう。これは労働集

f力的なX みr:t立型の技術進うかが発生したためで、ある。もしも

に，中立型の技術進歩が資本;集約的なY財産業-でのみ生じた場合は，これと

ターンの変化は，趨輸入i扇舟裂になる。

K 
y' 

苦

J受

管~'ム

く第41-1鐙>
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ハ
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ノ0'1. →L DA 
2図>

γ 
山賊

く第41-3s窓>

(ヶ-?， 2) 

X財産業で労働節約型の技術進歩が発生し， Y財燦業ではなにも生じない

ケースo

中立塑によ七してやや被雑になる。なぜならこのケースでは， X対案業の諜

素の限界生産力の上昇は資本の方がより大きな鰯合で変北するため，オミ vタ

スのやでX財の生産線量線が全体として，左〈宿悪方向〉へ機より，効本iJt1l

自体が液化して，門担.iJ(対角線側〕ヘ移動するからである。その結果，財
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の相対価格が不変で，技術進歩の生じなかったY財産業の要素集約度が不変

であっても，技術進歩のあったX財産業では要素集約度が上昇しなければな

同

官

す L

<第42-1図>

円以

υ
h
f
l

/〆'"

x~t vx →L DA 

<第42-2図>

らないから，第42-2図の生産点はPからp'へ、ンフトする。さらに，利潤の

増大によるX財産業の拡張は，賃金を上昇させ，利子率を下落させるから，

要素価格比率は大となり，従って，両財産業ともより資本集約的な生産方法

を採用するようになり，生産点はp'からp"へとシフトする。 A国の場合， X

財は輸出財であり， Y財は輸入財であるから，財の相対価格が不変にとどま
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る限り，このような生産パターンの変化(資源の再配分〉は，超輸出偏向型

となり，しかもその偏向の度合は，中立型よりも一層強し、。生産フロンティ

アは，さきの第41-3図よりもさらにX財に偏ったシフトの仕方をする。

(ケース 3) 

Y財産業(資本集約的産業〉で資本節約型の技術進歩が生じ， X財産業で

はなにも起らないケース。

このケースはケース 2とまことに対照的である。 Y財産業における要素の

限界生産力の上昇は，労働の方がより大きな割合で変化するため，ボックス

の中で財の生産等量線が全体として右(北東方向〉へ偏より，新しい効率軌

跡は内側(対角線側〉へ移動する。財の相対価格が不変で，技術進歩の生じ

なかったX財産業の要素集約度が不変であっても， Y財産業の要素集約度は

低下し，生産点は第43-2図の P点からP'点へ移動する。さらに， Y財産業

では技術進歩による超過利潤があるから， Y財産業は拡張され， X財産業は

縮少されて，要素価格比率が低下しそれに応じて，両財産業とも要素集約

K 
'd-

一件

/作

す'

点

X 

~ f L 

<第43-1図>
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九

uhfie

/ノ A

x~r v;正 一 叫弘

く第43-2図>ー

ス紙、

く第43-3隠>

皮は低下する。 て，生産点はさらにP'からP"ヘシフトする。われわれの

モデノレで、は， y財はA霞の輸入財であるから， このような生議バター γの変

化は，明らか拡超輸入偏向墜に該当ずる。生巌ブ戸ンティアは祭~43-3 摺の

ように， Y財に大きく縮、った変化の仕方言ど示す。すなわち，本読では省略し

たが， y財産業で中立裂の技術議歩が生じたときよりも，

のシフトの仕方はY翼ぎにより一層強いバイアJえをもっている。

〈ケース長〉

X財産業(労働集約的産業〉で資本3条約裂の技術進歩が生t:， Y対-産芸能マ

フロンティプ
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はなにも起らないケース。

このケースと次のケ{ス 5は事態が複雑で一義的な結果は出てこなし、。そ

れは，技術進歩による生産費削減効果(利潤増大効果〉と要素節約効果(生

産性上昇効果)とが反対方向に作用するからである。 X財産業の要素の限界

生産力は上昇するが，このケースでは，労働の限界生産力の上井率の方がよ

り大きし、。従って，ボックスの中でX財の生産等量線が全体として左(南西

方向〉へ偏よるから，新しい効率軌跡は外倶1) (右下コーナー〉へシフトしな

ければならぬ。財の相対価格が不変で，そのため要素価格が不変ならば， Y

財の要素集約度はそのままであるが， X財産業はより効率のよい労働をより

集約的に使用する生産方法を採用するため，その要素集約度は低下する(生

K 

広

if L 

<第44ー 1図>
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<第44-2図>
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産性上昇効果〉。そのときの生産点は第44-2図のP'点となる。この段階では，

技術進歩のあったX財生産が縮少され，技術進歩のなかったY財生産が拡張

されることになる。しかし反面，技術進歩のあったX財産業は現行価格のま

までは，超過利潤が生じてるし，また，資本節約的技術進歩のため，資本が

過剰気味になっているから，相対的に賃金を引き上げ利子率を引き下げる力

が作用して，要素価格比率は上昇する可能性がある (qq線から q'q'線への

変化〉。そうなれば，両財産業ともその要素集約度を上昇させなければならな

い。その結果，生産点はP'からP"へと移動する(生産費削減効果〉。最初の均

衡点Pに比して P"は， y財の生産増加が若干鈍化し， X財生産の減少は多

少回復したが，依然として， X財生産は初期値よりも絶対的に小さくなって

いる。従ってこのケースは， A国の場合，超輸入偏向型成長となる。但し，

もしも生産費削減効果がもっと強く，要素価格比率がもっと大きく上昇する

ならば，生産点はもっと Oy点に近いところへシフトし， y財生産の絶対的

減少と X財生産の絶対的増加と L寸状態も発生する可能性がある。そうなれ

ば事態は逆転して，そのような生産パターンの変化は超輸出偏向型成長とい

うことになる。このように，労働集約的産業で資本節約型の技術進歩が生ず

るケースは，要素節約効果と生産費削減効果のどちらの力が強く作用するか

でし、ろいろな可能性が生れ，一義的な結論を導き出すことが出来なし、。ただ

技術進歩の程度とその偏向度があまり大きくなく，そのため，新しい効率軌

跡が技術進歩前のそれに比して，小幅にしかシフトしないときは，要素節約

効果があまり大きくないため，生産費削減効果が強く働き，技術進歩(f'あっ

た財の生産減少はそれだけ少くて済む，ということがし、えるであろう。

(ケース 5)

Y財産業(資本集約的産業〉で労働節約型の技術進歩が生じ， X財産業で

はなにも起らないケース。

このケースはいまのケース 4と丁度逆の関係になる。このケースでは， y

財産業の資本の限界生産力の上昇の方が，労働のそれよりも大きいから，ボ

ックスの中でY財の生産等量線は全体として右(北東方向〕へ偏よる。従っ
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て新しい効率軌跡は外側(右下コーナー)へ移動しなければならぬ。財の相

対価格が不変で，そのため要素価格比率が不変であると， X財の要素集約度

は不変であっても， Y財のそれは上昇しなければならなし、。なぜなら， Y財

産業では資本の限界生産力が労働のそれよりも大きく上昇しているから，よ

り要素集約度の高い生産方法の方が有利になるからである。かくして，産出
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<第45ー 1図>
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<第45-2図>

量はX財が大幅に増大し， Y財は大きく減少して， P点からP'点ヘシフトして

しまう。これは生産性上昇効果が強く働いたためである。しかしこの要素価

格比率がこのまま持続することはない。 Y財産業では超過利潤が発生してお
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り，労働節約型の技術進歩により労働は過剰気味になるため，賃金が相対的

に安価になり，要素価格比率は低下する傾向がある。いま，第45-2図で、qq

線がq'q'線へ勾配を変えると，両財とも要素集約度は低下し，その結果，生

産点はp'からp"へ、ンアトする。この図では，技術進歩の規模とその偏向の度

合とから，この程度の要素価格比率の低下では， .X財の増加傾向と Y財の減

少傾向は鈍化するとしても，初期値Pに比して， X財の産出量は依然として

増大し， y財の産出量は絶対的に減少している。従って， A国の場合，この

種の生産バターンの変化は，超輸出偏向型成長ということになる。しかし，

生産費削減効果がもっと強く作用して，要素価格比率がもっと大きく低下す

れば，生産点はもっと Ox点に接近するだろう。そうなれば，初期値に比し

てX財の産出量は絶対的に減少し， y財の産出量は増大するから，事態は逆

転して，超輸入偏向型成長になるだろう。このようにケース 4とケース 5は，

生産費削減効果と要素節約効果とが互に逆方向に作用するため，著るしく複

雑になり，一義的な結論を導くことができなし、。どちらかの効果が強いかで，

超輸出偏向型から超輸入偏向型まで，大幅な変化を示すわけである。

さて，以主五つのケースはし、ずれも，三径の技術進歩のどれかが，二種の

産業のどちらか一方でのみ生ずるケースであった。勿論それは単純化のため

であって，現実の世界では，両財産業で同時に技術進歩が生ずるであろう。

だとすれば，我々はより現実に近づくだ百に;両財一産業で同時に技術進歩の

発生するケースを取上げなければならなし、。しかしいまここでその全てを網

羅することはできない(また必ずしもその必要がない〉から，代表的なケー

スを一つだけ選んで検討することにしよう。しかも，両財産業で同時に技術

進歩が生ずる場合-は，事態がし、ささか複雑になるので，議論を単純化し透徹

化するため，技術の進歩率が両財産業で同じであるケースに限定して論ずる

ことにする。

(ケース 6)

X財産業で中立型， y財産業で労働節約型の技術進歩が同じ進歩率で発生

するケース。
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し

このケースは， X財産業では中立型だから生産要素の限界生産力は同じ割

合-で増加するが， y財産業では資本の限界生産力の上昇の方が労働のそれよ

りも大となる。従って， y財産業の生産等量線は，全体的に右〈北東方向)へ

シフトし，かつ，偏向的になり，そのため効率軌跡は外側(右下コーナー)

ヘシフトする。財の相対価格が不変で，そのため要素価格比率が不変なら，生

産点はPからP'へ移動するだろう。 Y財産業の要素集約度のみが上昇する。

ここでこれまでの五つのケースと異なる重大な点は， X財産業でも中立型で
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るが持じ士見模の技術進歩が生じているから，婆潔節約効巣く生建設上昇

のみが作思し，生産襲削減効果時相殺されて明示的な働ぎを示さない，

ということマある。従って，要議価格比率、は不変にとどまり P'点が技術進
¥/  

歩後の均衡点となるのすなわち，これまでの、ようにA患の場合，これは明ら

かに趨続出偏向期成長に該当する。

以上，我々は技術省進歩のタイプと，それがど (労綴j築制約成業と笠

るかによって，成長のタイプが異なることを知った。

しかし，そこで得られた結果は， r婆議成長j(前節〉の場合に比して必ずし

も蜜雑であるとは限らなし、。ヶ…ス 4とケース 5のように一義的な結論の下

位ないケースはあるとしても、龍りうるケ…スは，趨輸出錦舟主!か頗輸入僑

i勾裂のし

と

ケース

思われる。

ったからである。ケース 4とヶ…ス 5では，

力関係でこのこつのどちらのタイヅにも属1きない

輸出保向袈，輸入偏向製〉の起る可能性は非常に小さいと

ところマ，これまで、の今察は簡単化のため， A溺に爵するものであったが，

跨じ議論はもとより B罰にもあでをままる。依しわれわれのモデルで、は， B民

対A国との欝係で， X財が輸入財であり，

Y財が輸出財勺ある点が異なる。詫って，必要伝変更会加えることにより，

生産フ狩ンティアのシフトの仕方は，人間とi芝の段i係にあることな知るだけ

で十分であろうっ

3) j!託業がこつで，技術進歩のタイヅが然変化も加えて閥つであるから，次表のよう

に令官官で16溜りの議lfrせが草子、;恋する。似し，湾長左足長業とも技術進歩なしのケース

は無意味だから，実際は15通りの綴合せだけが問綴になる。後くの表で*印の付し

てあるのが本文で検討された5綴のケースである。 gから16までは，肉声安楽で、間

待に技術進歩が生ずるケ…スでいささか取扱いが厄介℃、ある。とくに12，13，15， 

16の4ケ←スがそうである。
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技術進歩のタイプと産業の組合せ

X産業 竺E変化|中立判労働 節 約型直 画 |

無変化 56 * 7 * 

中立型 2'" 8 11 * 14 

労働節約型 3ホれ 9 1./ 12 15 
一一一一一一一一一一一一|一一 I~て一一一一斗 一一一|一一一一一一一

資本節約型|で 4* 10ι3  16 
一一一一一一一一一一一ーニー一一一一一一一一一-"-c一一一一一一一一ーム i 八 I 一一一一ーム一一一一 一一一ー

の 議論を単純化するため，どちらか一方の産業でのみ技術進歩が生じるケースを主

とし，丙産業で問時に発生するケースは 1例だけとする。

5) 第 1章第4節の(iii)を見よ。なお，本長fjの注2)を参照のこと。

6) 技術進歩の程度と偏向が犬きい場合と小さい場合の比較は次|玄|に示されている。

(a)図は進歩の度合が大きか場合で， (b¥図は小さい場合である。 (a)図の方は効率軌
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跡が大きくシフトし，生産性上昇効果の方が強く作用する。これに対して(b)図の

方は効率軌跡のシフトが小l隔で，生産費削減効果の方が強く作用する。

<補注> 技術進歩に関する特殊なケース(完全特化〉。

ここで.生産費削減効果が圧倒的に大きく，要素直行約的効果の作用する余地が全
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くなくなる極端なケースについて識をえてみよう。いま， Y財産業マ資本節約殺の

大きな技術進参が生じ，1=.i$i:費低下が三寄るしく，利潤が膨大で、多そのためY財燦焚

の拡張が極繍にたり， X主主波業が?ロ滅してしまうようなケースを取上げる。次の

三つの凶は，それぞれそのようなケースを示めしている(これは本交のケース 3

KI菅 ず

す'

官

h 
f 

点

X 

Y安定
レ

(Cl X君主、

の極端な場合で、ある〉。例区iでし、えばxx線と yly'線に共投なする要霊祭iilli絡線を引く
ノ¥

ことができず，結局，要素賦子比率 pに見合切った華客来純絡線 (qγ〉で均衡が成

それは， X剣生産が.)~口の点である o (b)僚で、いえばP点がどんどん Ox

点の方へ移動し，丙財の主主産宅手数線iこ共棲する喪主総側格線は， Ox点ではじめて

成rLずる。すなわち， P'点はOx}.三と一致する。そのぷは(c)1苅でし、えばE'}.~\であ

る。このような場合，この間 (A国)はその総入対であるYJj;j'に完全:特イとしてし

まうであろう。

第4節経済成長 パタ…ン

これまでの考察から， よるにせよ，技術進歩によるに殺よ，

済成長は生違フ口ンティプをと外延北ナるが智それには五通りのケースのある

ことが議主せされた。ここで需華客構造〈社会的無室長i1IJ曲線群)が与えられると，

広義のリプチンスキイ線(均衡さ主産点の移動経路〉と品ンゲル線(所得・消
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費曲線〉の概念を使って，均衡貿易点の移動経路，従って，貿易パターンの

変化について考察することができる。)

(注〕

1) さきに<付論4>で論じたように，本来のリプチンスキイ線とは，要素増加によ

り生産フロンティアが紘大してゆくとき， T!iの相対価格が不変にとどまる|浪り，

最適生産点がある一定方向に勤し、てゆくことを示めしたものである。しかしここ

では， J予Jこ要素供給の増加1による生産フロンティアの紘大にとどまらず，技術進

歩による生産フロンティアの外延化も含めて考えているとL、う意味で「広義の」

リフ。手ンスキイ線という名称を使用した。

2) H. G.ジョンソンの論文〔既掲，本章 1節の注ののを見よ〕に従っている。

一国の貿易構造の変化は，成長に伴う生産と消費の条件によって決まる。

第47図は相似拡大的な社会的無差別曲線の下毛中立型の経済成長が生じ芝

生産フロンティアが拡延しその結果，生産点と消袈点が移動し，一つの貿

易経路がどのコースを辿るか，を示めしたものである。すなわち， A国(相

R 

A 

O X ~t、

対的に労働の豊富な国〉で中立型の要素成長ないしは技術進歩が生じたとき，

交易条件(財の相対価格)が不変に保たれるとき，貿易点が原点からの半直

線OQ上を移動してゆくケースである。従って，このケースでは，輸出と l愉
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入が同じ割合で成長してゆき，貿易のパターンは不変にとどまる。

ここではリプチンスキイ線は OR線で，エンゲノレ線、は OS線で，それぞれ

示されているから，生産と消費のギャップを埋める貿易点はOQ線上を移動

して行くことになる。この場合，もし相手国 (B国〕が無変化(ゼロ成長)

ないしは相手国も A国同様中立型成長であるならば，貿易パターン(比較優

位構造〉不変のまま，貿易量だけが拡大する。

このように，貿易点Qがどの経路を辿るかは，生産効果(生産フロンティ

アの拡延の仕方)と消費効果(社会的無差別曲線の形状〉の総合効果によっ

て決まる。ここでも五つの型が類別できる。第47図に則していえば， リプチ

ンスキイ線とエンゲ、ノレ線がどこで交叉するかに応じて，その総合効果は， (i) 

中立型， (ii)輸出偏向型， (iii)輸入偏向型， (iv)超輸出偏向型， (v)超輸

入偏向型，の五タイプに分けられる。両者がどこで交差するかは，それぞれ

の直線の通過経路によって決まる。いま，その経路を~î別化すると第48図の

Ht リア干>7キイ忠男、)
M'~ 起輸入

M 

倫自主主 i 

i輸 入 倫
! 向主主/

輸出i/ii，

中之丑1

如主主ヘ¥

O 
(且)

、、、
銀輪iR¥
t島向型L

<第48図>

中A 主主

(b) 

ようになる。)i!ii図において生産サイドと消費サヴドで偏向のタイプが逆にな。
っている。例えば，消費サイドの輸出偏向型というのは，この国(A国)の輸

出財である X財に対する国内需要が相対的に減少して， X財をより一層多く

相手国 (B医.])に供給しようという意味に用いられるのに対し，生産サイド

の輸出偏向型というのは，この国の輸出財である X財の国内生産がY財に比

して，より一層大きく拡大され，相手国により多く供給しようとする，とい
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う意味に用いられている。なお，消費サイドの偏向タイプのうち，超輸出偏

向型と超輸入偏向型の二つは，以下の考察からは除外する。なぜなら，われ

われのモテ、ルでは， X財も Y財も劣等財でないと仮定しているからである。

従って，エンゲノレ線がこの二つの領域を通過することはない。

( i ) 中立型。さきの第47図がこのケースに相当する。第49-1図はその

略図である。リプチンスキイ線とエンゲノレ線が原点で交差している。既述の

n耳、

R 

け

N I x~t' 

ピ¥、

<第49-1図>

ように，これは生産フロンティアの拡大が中立型で，社会的無差別曲線が偏

向のない相似拡大型であることによる。両財とも需要の所得(産出量〉弾力

性は 1であるから貿易三角形 CQEは所得(産出量〉の増大と同じ割合で拡
¥ 

大する。相手国に変化のない(ないしは中立型である〉限り，貿易パターン

は不変にとどまる。なお，総合効果としての中立型成長は， リプチンスキイ

線とエンゲノレ線が原点で、交差せず，例えばH点やH'点のように，原点、を通っ

てMN線(初期予算線)と平行な直線の上で交叉する場合ーにも起こりうる。

そのような場合も 3 両財に対する需要の所得、弾力性は 1であるからである。

( ii) 輸出偏向型。第49-2図のように， リプチンスキイ線とエンゲノレ線

が，原点を通り初期予算線に平行な直線の右サイドにある H日点で、鋭角に交

じわる場合が，このケースである。ここでは， y財(この国の輸入財〕に対
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S 

M 

R 

O X書記、

<第49-2図>

する需要の所得弾力性が 1より大で， X財(この国の輸出財)に対する需要

の所得弾力性が 1より小である。従って，貿易三角形 CQEの拡大は，所得

の成長(産出量の増大)よりも急速である O すなわち，所得の成長率以上に

より多く X財を輸出供給し，より多く Y財を輸入需要しようとする O 貿易パ

ターンは輸出偏向型(ジョンソンのタームでは順貿易偏向型〕となる。

(iii) 輸入偏向型。リプチンスキイ線とエンゲル線が第49-3図の H1[点

nτ S 

M' 

R 

N' x ~~、

HM 

く第49-3図>
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のように，原点を通り MN線に平行な直線の左サイドで交差する場合ーである。

このケースでは， y財に対する需要の所得弾力性が 1より小さく， X財に対

するそれが 1より大で、あら。従って，貿易三角形 CQEは，所得の増加率よ

りもより小さい割合でしか拡大しなし、。経済成長により， X財の輸出供給も

Y財の輸入需要も絶対的に増大はするが，その増加率は所得の成長率に及ば

ないわけで、ある。

(iv) 超輸出偏向型。リプチンスキイ線とエ yパゲ、ノレ線が，原点を通り MN

線に平行な直線の右サイドせHllE点のように鈍角に交差ずる場合がこのタイ

プである。このことが可能で、あるためには，生産フロンティアのシフトの仕

方が超輸出偏向型で，社会的無差別曲線の形状が輸入財に偏ょったものにな

i干 ~r s 

M' 

M 

R 

O X買主

<第49-4図>

る必要がある。このケースでは，勿論， X財に対する需要の所得弾力性が 1

より大きく， Y財に対するそれが 1より小さし、。貿易三角形 CQEは所得の

増加率よりも著るしく大きな割合で拡大し，しかも均衡貿易点Qの経路は東

南方向で，この国 (A国〉のY財生産は絶対的に減少し，やがてはX財生産

に完全特化してしまうかもしれない。

(v) 超輸入偏向型。このケースは， リプチンスキイ線とエンゲノレ線の交
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点が，哲舗予算線 MNの右サイドにくる。その場令，第49-5鴎のように，

一つの可能性がある。一つはH四点のように，両者の交点が成長後の予算線

M'N'の右サイドまでくる場合と，もう一つはH1uM点のように， MN線とM'N'

N' X自主

く第49--5 ~お>

線」この中間にくる場合である。いずれも今貿易三角形 CQEは必ず縦少し

H'u縫点、の場合には，特化のバターンが逆転してしまっている。生産ヅ詳ン

ティアのシブトの生方が超輸入偏向的であるのに対しわれわれの仮定によ

りエンゲル線は趨輸出偏向訴には決してならないからである。なお，このケ

スでは， Y討に対する需要の所得弾力設が 1より小さく， X財に対するそ

れが 1より大であること またない。

以上は一方国〈 のみの成長と笈易に関する るyう人 ニモデ

ノレにおける経済成長の総合効果:が貿易パターンに与える真の影響を知るため

には，もとより相手罷 (B国)の経済成長の貿易バターンに及認す効果につ

いても考察しなければならなし、僻えば， .A慢の総合・効果が輸出儲舟主主でB

欝のそれが中立裂の場合はどうなるのか， A留の総合効果が懇輸出偏向型で

B閣のそれが藷輸入偏向裂の場合はどうなるのか，といった間関である。こ

の議題に答える一つの使剥な方法は，オファー・カーブを現用するもの
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CIEl 
5) それは次の図で証明される。 MNとM'N'とHH'は全て平行で、あるから，モ亙十=

C2E2 C3E3 
℃否，=で'E"であり，従って， CIEl=C2E2=03E3で、ある。よって， .dCIQIElと

C1C' C2C' 03C' MM' 
.dC2Q2E2 と.dC~Q3E3とは合同であるo また百E了=万C2 百'C3 一δ百二

NN' 
万宵ーでもある。従って，いずれの場合も需要の所得弾力性vは全て 1に等し

い。このように，中立型の経済成長は，生産フロンテイアと社会的無差別曲線が

ともに中立型でなくても，その総合効果として中立型になることがある。

N' X. 

CC' _ CC* CC' _ MM' 
6) 第49-2図から， Y財について←OC>←OC であるから可否一>万扇ーであ

CC' /MM' 
り，従って， -ueア/万商ーは 1より大となる。 X財につし、てはその逆であるか

らずは 1より小となる。

CC' ， CC水 CC' ，]1，仏l'
7) 第49-3図から， Y財について OC一<ocーであるから一δτ<一δ玩ーであ

CC' /MM' 
り，従って可τ/万町は 1より小となる。 X財についてはその逆であるから

グは 1より大となる。

8) すなわちX財は園内生産以上に消費し， Y財は園内生産以下でしか消費していな

し、からX財の不足分を輸入し， Y財の過剰分を輸出しなければならない。この国

の貿易パターンは逆転してしまっている。

第5節経済成長と交易条件

経済成長(産出量の増大〉はオファー・カーブを変化させるが，変化の仕
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方は成長の総合効果の型と規模によって規定される。われわれはさきに一国

の成長効果を五タイプに分類したが，オファー・カーブのシフトのタイプも

また五つに識別される。

( i ) 中立型。いま A国で中立型(N型と略す)の成長が起り，生産フロン

γ目Z

戸 nt‘ 

A 

ぐ氏)

x ~X:、 O X自主、

<第50ー 1図>

ティアが上図のAA線からA'A'線ヘシフトするものとする。所定の相対価格

に応じて，貿易三角形は拡大して，.dCQEから.dC'Q'E'となる。従って，オ

ファー・カーブはOA線からOA'線へシフトする。

( ii ) 輸出偏向型。次にA国で輸出偏向型 (E型と略す〉の成長が生ずる

と，生産フロンティアは次図のようにAA線から A'A'線へシフトする。貿易

YU 

A' 

A 

O 

S 

( a.) 

Ht' 

A' 

R 

民日正

( h) 

<第50--2図>
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三角形の拡大は， N型のときよりも急速であり，いままでよりもより一層多

くの輸出財をオファーし，より多くの輸入財を獲得しようとする。従って，

オファー・カーブはN型よりも大きく右側ヘシフトする。

(iii) 輸入偏向型。次にA国で輸入偏向型(M型と略す〉の成長が生じたと

する。このケースでも生産フロンティアは外側へシフトするが(AA→A'A')，

貿易三角形の拡大は小幅であり， E型はもとより N型に比しでも，その増大

はずっと小規模なものになるの従って，オファー・カーブの右側へのシフト

S 
n百

t{ 

nr 

A A' 

ぅ

X~ nt' 

(民) )
 

l
h
υ
 f

 

ぐ第50-3図>

はN型よりも小さし、。成長効果は両財の産出量を増加させるけれども，それ

は輸入偏向的であり，輸入財 (y財〉の国内生産がより急速に拡大され，一

部輸入代替が生ずるから，貿易志向はあまり大きくならない。

(iv) 超輸出偏向型。次はA国で超輸出偏向型 (UE型と略す〉の成長が発

生する場合である。生産フロンティアはE型よりもさらに輸出財であるX財

に偏ったシフトを示めし(AA→A'A')，貿易三角形は著るしく急速に拡大さ

れる。従って，オ7アー・カーブの右1ffIJへのシフトは非常に大きくなる。
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見官官

( b) 

(v) 超輸入偏向型。最後にA国で超輸λ偏向型 (UM 型と略す〉の成長

が生ずる場合について考える。このケースについては既述のように， リプチ

ンスキイ線とエンゲノレ線の交点の位置によっては，貿易バターンの逆転も起

り得るが，ここでは単純化のためその可能性は排除する。いずれにしても，

この UM 型はこれまでの四つのタイプと異なり，経済成長が貿易量を絶対的

に縮少してしまうという特徴がある。この国では輸出財であるX財生産の増

加率が輸入財であるY財生産の増加率より著るしく小さくしかも Y財に対

nf 

A' 

O 

f且)

ーー今

X~、

y~t' 

O 

<第50-5図>

A A 

Q' Q 
cb) 

x~丈

する需要の所得弾力性が 1より小さいため，経済成長にもかかわらずその貿

易志向は逆に低下してしまう。従って，オファー・カーブはこれまでの四つ
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のタイプとは反対に，左側ヘシフトすることになり，他の条件にして不変な

る限り，貿易は縮少することになる。

(注〉

1) G. M. Meier， The 1 nternational Economics of Deτ'elo pment， 1968. (麻

田，山宮共訳「発展の国際経済学」昭48)の二章と三章を参照せよ。

2) 前節の第49-5図のように， リプチンスキイ線が負の勾配をもっときは，われわ

れの仮定によりエンゲノレ線が負の勾配をもち得ない以上，この図の貿易パターン

は送転してしまう。ここでは経済成長の総合効果として UM型の生ずる可能性を

問題にしているから，生産効果が必ずしもUM型で、なくても消費効果との関係で

UM型になる場合がある。

3) 上の注2)で述べたように，生産フロンテイアのシフトの仕方如何で、は，所与の相

対価格の下で単にX財の生産が相対的に減少するだけでなく，絶対的にも減少す

る可能性(リプチンスキイ線が負の勾配をもっ可能性〉もある。

以上五つのケースについて，経済成長の総合効果とオファー・カーブのシ

フトの関係が明らかになった。いま相手国 (B国〉では経済成長が生じない

と仮定すると，均衡交易条件(均衡相対価格〉が， A国の経済成長のタイプ

によってどう変化し，均衡貿易量がどう影響されるかは，第51図によって示

される。但し，この図では， A国の経済成長の規模(成長率)はタイプに関

係なく一定であると仮定している。こうしておけば，経済成長の型が交易条

Y 
H百

UE 

⑤ 

X敗、

<第51図>
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件をどう変化させるかについて一義的な結論を引き出すことが可能となる O

さきの考察から，超輸入偏向型を除けば，他の四つのケースは，オファー・

カーブをし、ずれも右側へ、ンブトさせるが，その移動l隔は第51121のように， M

型， N型， E型 lh型の順番で大きくなっている。従って，この四ケース

とも交易条件は， AI調にとって不利化し，その悪化の程度もミの順番と一致

する。これに対して U~r 型は，逆にオファー・カーブを左側にシフトさせる

から，交易条件をA闘に有利にさせる。そして前者四つのケースと呉って，

均衡貿易量は縮少する。

経済成長のタイプと交易条件の変化の関係についてこのように明言できる

のは，実は， B国の経済になにごとも起らないと仮定したからである。 B国

でも経済成長が発生すると，事態は非常に複雑になり，交易条件の変化と経済

成長のタイプの間に一義的な関係を見い出すことは困難になる。なぜなら，

交易条件は経済成長の型だけでなく，経済成長の規模によっても影響される

からである。

いま， QA， Q日をそれぞれA固と B国の総生産量 (X財と Y財の総産出量〉

とし，その成長率(対前期増加率)をQ"，QTlと表わす。そして両者の関係

について，次の三つのケースを区別することにしよう。

( i) QA = (.，lll (両国の成長率が同じ〉

(ii) <J人><JIJ (A匝|の成長率の方が大〉

(iii) QAくQf) (A国の成長率の方が小〉

さきに両国の経済成長のタイブは五つに区別されたから，このように経済

成長率の大小関係も考慮に入れてくると，二国モデルによるオファー・カー

ブのシフトの方向とその程度について，全部で75通りの組合せが存在するこ

とになる。しかし，いまここでその全ケースについて検討することは必ずし

も必要でないから(無意味な部分もあるから)，若干の代表的なケースに限定

して分析する。

まず簡単化のため，両国の経済成長のタイプによる組合せを次の五つに限

定しよう。
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ケース 1: A， B両国とも N型である。

ケース 2: A国がE型で， B国がM型である。

ケース 3: A闘がM型で， B国がUM型である。

ケース 4; A国がUM型で，B国がUE型である。

ケース 5; A， B両国ともUE型であるの

先述のように，A， B両国の経済成長率の大小関係は三通りであるから，

ここで取上げられるケースは全部で15個となる。それをA国の立場から，経

済成長と交易条件の変化について観察したのが第 2表である。この表から知

られることは，一国の経済成長が交易条件に与える影響は非常に複雑で，必

ずしも一義的な結論は得られないということである。なお参考までに，この

<第2表> A国の交易条件の変化方向

¥¥¥ ケース
つ l つ 4

腿亙ご〉し-ι-上-一一」一一一上一一一L二
(1). 

QA=QB 不変 A 不利化 A 不利化 |有利化 |不変

@. 
QA>QB 不利化 不幸Mヒ 不利化ム|有利化ム|不利化ム

ふ<QB 叩 不明* 叩 |柄引七[有利化ム

15通りのケースのなかから代表的なものとして，次頁に六つのケースを図示

しておこう(第52図〉。ム印の六ケースがそれである。*印のケースは， A国

がE型でB国がM型で，成長率はB国の方が大きい場合である。オファー・

カーブはいずれも外側へ(A国のは右へ， B国のは左へ)シフトするが，偏向

効果の面では， A国の方が強いからシフトの幅はA国の方が大である。しか

し，成長率効果の商では， B国の方が強いから，その面からのシフトの幅は

B国の方が大となる。結局，偏向効果と成長率効果のどちらが強く作用する

かで，交易条件はA，Bいずれか一方の国へ有利化する。

以上の考察を通じて，我々は交易条件は，両国のオファー・カーブの相対

的シフトの方向と程度に依存していることを知ったっそして，オファー・カ
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了
{イ}酬ケ"ス f

Y~ 

。
λ臣官 q~' 

Y壁ミ

B 

式雲主、 正号玄

y~τA 
{ロ}的ケース 5 Y段、

X~t' X 

<祭52図〉

ーブの格対的シフトは，両国の経済成長の型〈偏向のタイプ〕と成長率の大

小関係によって れることが分ったコその最終結巣は安常に複雑で，全

てた抱括できる一般的な際斑を定式化することは関襲撃であるが，大よそ次の

ょう ることができる。

( i ) 成長率が持じ場合は，交あ条件の変化はもっぱら のタイプ

に依存する。すなわち，*フアー・カ…ブのシフトの枚方は，は芸[， N 

E製，じ日裂の11演でより大きくなる。従って，成長率がi可とで傾向のタ fプ
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が同じであれば，交易条件は不変にとどまる。

(ii) 経済成長のタイプが同じ場合は， U~l型を|徐き‘成長率の大なる国の

交易条件がt必ず不利化する。

(iii) U;l型の場合は，逆に成長率の大きな国の方の交易条件が必ず有利化

する。自国がUM型で他国がU;I型以外の場合は勿論のこと(その場合は成長

率に関係なく常に自国に有利化する)，両国ともにUM型であってもそうであ

る。しかし貿易量は必ず縮少する。

<付論5>
ノミグワチの窮乏化成長論

ここで経済成長が交易条件に及ぼす効果に関する議論のなかで成長が交易

条件の極端な不利化のためかえって経済厚生を絶対的に低下せしめる可能性

のあることを指摘した J.パグワチの主張について簡単に言及しておこう。

要素供給の増加や技術進歩により経済成長が生じた場合，その成長のタイ

プが，輸出偏向的ないしは超輸出偏向的であることにより，交易条件がその

国にとって著るしく不利化し，経済成長のもたらす利益(生産の拡大=実質

所得の増大)を完全に相殺して，純効果として損失(経済厚生の低下〉をも

たらす事態の発生する可能性がある，と L、う指摘である。

いま，第53闘のようにA国で超i愉出偏向的な経済成長が発生して，生産フロ

γ ティアがその輸出財である X財に大きく偏ってシフトするものとしよう。

その場合，交易条件が不変なら(この国が小国でその生産量の変化は国際市

場で成立している相対価格になんの影響も与えないなら)，生産点はEからE'

へ，消費点はCから C'へと動き，経済成長に伴う利益は明白である。しか

し， A国の輸出財である X財生産が大幅に拡大された結果，交易条件がX財

に著るしく不利化して TT線から T'T'線へ変化したとしよう(つまりこの。

国の生産量の変化が国際市場で成立している均衡相対価格を変えてしまう〉。

生産点はEからE'へ，さらにE"へ動き，消費点はCから C'へ，さらに C"へ
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o Aτ Nγ T' ~殿、

<第53悶〉

シブトする。 C'f点はあきらかにi可財ともその隣費支誌が減少した点である。

すなわち，社会的無差別曲線がより低次のものへ (hからしへ〉シブトして

しまったことを意味する。これは経済成三えがあったにもかかわらず，交易条

件があまりにも自国に不幸IJ化したため， X財と引き換えに得られる

が極端に減少したからである。つまり経済成長が実質所得にとってかえって

「アダJになるケ一九である。これをJ.パグワチは窮乏化成長 (immiserizing

growth)と呼んだ。

こうした事態は，理論点りには，第一次磁品モノカノレチ ι プ的生総構造、をも

っ抵開発国経済において生じ易いといえるだろう。例えば，ゴム，京il1r.，

ーヒ…，ジュ…ト，小変などの栽培方法の改議や，石炭，錫，鮒，その地鉱

物資源の採擁方法の近代化，などによる生産設の飛躍的増大が，いわゆる「豊

作貧乏j 説象を引起し，その密の交易条件~大橋、に不利化ざぜるケ…スを想、

よL、。それは第一次産品はー毅に，需袈支配びに，供給の俄!格弾力投

がともに小さい，という命題の際襟WJ:といえよう。

しかし，このような事態が税実に生起する可能性は，非常に小さいと，忠わ

れる C まずさた態要茶話の洪給増加(資本形成，人口増加〉による経済成長の;場

、て考えてみよう このような窮乏化成長が生ず、
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るためには，その嬰素増分が輸出財産業〈ここではA園のX財産業〉に次々

と流入し，さらに，その輸出財に対する外国の輸入議要の儲格弾力性が箸る

しく小さいか，ないしは，その閣の輸入財くここでは人闘のY財〉の関内生

産が経済成長の結果，大幅に減少するかく超輸出偏向の極端なケース〉のい

ずれかでなければならなし、。しかし，もしその舗の輸出財に対する外国

擦の弾力性が，ぞれほど版端に小さくて，交易条件の著るしい不利イじが生ず

るので、あれば，増加し のような輪出財部門に流入さぜなけれ

らぬという必然性はなく，他の総出財部門(われわれのそう内レではX財

だけであるが，実際には多数の輸出財建設業が地に存在する〉や盟内部門cx，

Y丙財議長業以外に非貿易部門を考えるとよ Lうに移動さ4きることで，そのよ

うな交易条件不利化を防止することができる筈である。その調整ブ口セスは

異なるが，農作〈大漁〉貧認のl筑その農物(水設牧1)を;焼却したり，海

したりする抵象も，これと問じ論拠の上に立っている O

，技手t;j遊歩による経済成長の場合であるが，これも と同じ

点から批判される。交易条件の大輔不平IHじを伴うのであれば，技術進歩のあ

った輸出財産業を必ずしも拡張ずる必要はなく(現実箔怒としても，その財

よる利の議少ないしは損失の発生のため，拡強できないかも

しれない)，路約された要請還さピ他都内に移すことによって f窮乏化」会開避

することができる。し、かに低潤発閣といえども，そう

移動やB設業構造の転換が全く不可能であるほど各種市場が穣康的であるとは

思われなし、のさらに，技術議長歩による経済成長の場合は， と

って，生巌牲の大幅上昇が生じているから，コスト・ダウンが可能であり，

高品交易条件の不利化がそのまま経済厚生の絶対許低下にならない点も法自

しなければならなし、。商品交易条件が大械に不利化しても，要素交易条件は

フド矛IJ往していないかもしれないからである

(注〉

1) J. Bhagwati， “"1卦m加1官2汲凶沼泌i忌s詑e釘n匂Zl初1口19 Growth: A Ge粉0訂rnetむtrIけ1("叶t

Ec仰 7同Ontl吋εStれu“正diesふ， 1958， 6. 
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2) この国がわれわれの二国モデノレのように同じ経済規模の国の場合は，その生産量

の大幅増加は，財の相対{断格を大きく変更(このケースでは不利化〉させるかも

しれない。しかし，現実の世界では，一国の生産量の変化が世界の市況を大きく

動かす場面はそれほど多くはないで、あろう。従って，パグワチの窮乏化成長論は，

われわれのモデノレのような単純化された抽象の世界の方によりフィッ卜するよう

に思われる。

め この問題は，最近注目されている「緑の革命」による農産物の大増産計画とも深

いかかわりをもっ問題である。低1;自発国の経済発展が農業部門の近代化による生

産性の大幅引上げから始まることに異論はないとしても，もしこのようなパグワ

チ命題が現実に生ずるとしたら因ったことになる。

4) 要素交易条件とは，輸出財の生産に含まれる自国の生産要素ー単位当りにつきど

れだけの輸入財を獲得できるか，というもので，簡単にL、えば，商品交易条件を

輸出財の生産性指数でデフレートしたものである。なおこの概念は厳密には「単

純要素交易条例ニ」と呼ばれている。

あとがき

以上で伝統的な国際分業理論のエッセンスの紹介と検討を終る O それは

「まえがき」でも述べたように，価格理論の素養をもった人で，国際貿易論

の分野に興味を抱いている初心者の方に，簡単に操作出来る分析用具を収納

する「道具箱」を提供することに目的があっ t.:..o ごく少数の分析道具しか使

用せず，終始一貫，二国二財二要素モデノレのフレームワークの中でのみ理論

展開がなされてきたという意味で，その目的はほぼ達成されたといえよう。

しかし，そこに収められている分析用具だけでは，基礎工事は実施できても，

複雑な改築工事にまで手を伸ばすことはむずかしし、。一方で，平易で見通し

よいモデ、ル構築を行なうとすることは，他方で，複雑かつ多岐にわたる諸問

題はこれを切り捨てることを意味するからである。従って，この道具箱をよ

り一層充実したものにするためには，もっと分析道具の数を増やし，しかも最

新式のものを用意しなければならなし、。本稿に残された大きな課題である。

特に次のような諸点に配癒しなければならないだろう。次の機会を待ちたい。



120 (464) 経済学研究第24巻第2号

C i ) まず第ーにやらねばならぬことは，二国二財二要素モデルから脱却

して，多数国多数財多数要素モデルを構築することである。既に多くの論者

がこの問題に取組んでいる。しかしその精華を手際よく平易に展開すること

は必ずしも容易なことではない。

C ii) 生産関数の一次同次性を排除することもまたいくつかの困難な問題

を提起する。特に，規模に関して収穫逓増の発生するケースは，比較優位理

論の展開を非常に複雑にするだろう。

(iii) I市場」の不完全性に関する議論もまた最近活発で、ある。いわゆる

「市場の失敗」とか「市場のゆがみ」とか呼ばれている問題である。そこで

は，ファースト・ベストの条件は満されず，セカンド・ベストの理論が登場

してくることになる。

Civ) 伝統的な国際分業論へ反旗をひるがえそうとする新しい動きにもま

た注目しなければならなし、。それらはまだへクシャー・オリーン定理に対抗

できるほどの体系をもってはいないが，新しい国際分業論確立の明芽として

見落してはならないものである。


