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経済学研究第30巻第3号

く研究ノート〉

2部門ケインズモデルに関する覚書

一一-S.Chakrabarti If'The Two-S巴ctor，General 

Theory ModelJlによせて

391 (1071) 

内田和男

S. Chakrabarti は， 最近出版された小冊子 WTheTwo.Sector General 

Theory Modeljj において， 非常に興味深いモデル構成でもって Keynes

『一般理論』が 2財 (2部門)モデルであることを示した。拙稿 (8)において

指摘しているように 2部門ケインズモデルは Meade(6)， Mackay and 

Waud (5)， Benavie (1)等によってすでに示されている。 しかし，それら

はすべて『一般理論』の忠実な解釈を目的として提示されたものではない。

他方， Leijonhufvud (4)は， 標準的なケインジアンモデノレとケインズのモ

デルとの主要な差のーっとして， 後者が基本的に 2財モデルであることを

『一般理論』および『貨幣論』に言及しながら主張したが， それを方程式体

系で明示することはしなかった。これに対して， ChakJ:'abartiはその言及を

『一般理論』だけに限定し， その論理的構造を単純な形式的方程式体系で提

示している。彼は主張する。われわれにとって非雷に有益な糸口は『一般理

論』の第4主主にあると。特に， Keynesがなぜ賃金単位 (wage開unit)を箆用

したのか， その根拠を解明し， その正当性を理解することによって，W一般

理論』の論理的構造を理解しうる途がひらかれると。 Keynes自身が支出面

だけでなく生産国においても，消費財と投資財との区分を明確にしていたこ

とを示すため， Chakrabartiは『一般理論』から多くの引用をおこなってその



392 (1072) 経済学研究第30巻第3号

例証としている。そしてこの故に，賞金単位の使用が Keynesにとって必要

であったと主張する。賃金単位のもっとも大きな特性であり利点ばン投資財

産業と消費財産業との間でそれが変化しないということである。本稿では，

このような視点から構築された披の 2部門ケインズモデノレを別の角度から投

影することによって，その特性を浮ぼりにする。したがって，ここでの分析

は Chakrabarti~The Two-Sector. General Theory Mod巴l~ の主旨と誼接結

びっくものではなL、。本稿の分析目的は，ケインズモデノレの基礎構造を資源

の最適配分の視点から見直すことにある。

2 

標準的ケインジアンモデルは，通常 1財モデルであり，その財は需要側の

用途別に応じて消費財と投資財どに区分される。 Chakrabartiは，この標準

的1財モデルが非ケインズ的であるという興味深い結論をその序章において

導いている占それは次のような 6つの方程式からなるモデルで示される。

y=f(N) (1) 

学=f'(N) (2) 

y=c+i (3) 

c=c(y) (4) 

P=m(r) (5) 

Mo=L(r， Py)' (6) 

ここで，yは実質産出高 Nは雇用量 cおよび tはそれぞれ実質消費支

出と実質投資支出，Pは一般物価氷準 rは利子家，そして Woおよび lV10

は， それぞれ所与の貨幣賃金と貨幣供給量を示す。 .(1)式は労働投入{雇用

量うと産出量との技術的関係を示す生産関数。 (2う式は， 企業の利潤極大化

の条件式でありJ 労働の需要関数である。 (3)式は財市場の均衡条件式で、あ

り， (4)式は周知の消費関数である。 (6)式は貨幣市場の需給均等式を示す。

て5)式は，利子率 rで割引された期待収益と投資財の需要師格との関係を示



2音rl門ヶィ γズモデノレに関する覚書 内山 :¥9:) (1073) 

す。 1財モデノレで、は，投資財と消費財とが同一生産物であるので， その価格

は物価水準 Pに等しし、。この (5)式は，通常， i =i(r) という型の投資i主j数

で示されるが，その源はこの式にある。

さて， このモテ‘ノレにおいて， (1)式， (2)式， (5)式，そして (6)式からなる

部分方程式体系は，それだけでシステムを閉じている。つまり，この 4つの

方程式だけによって， 4つの重要な未知数一一一産出量 y，雇用量 N，物倒i水

準 P，利子率 rーーが決定される。 このことは驚くべきことである。 この

そデノレにおいて，消費関数は産出量・雇用量の決定になんの役割jも来してい

ないのである。それは単に，総産出量を用途別に消費と投資とに配分するた

めに機能しているだけである。このように 1財モデルでは，ケインズ理論の

核心である乗数過程が導出されないことになる。

3 

前節で、われわれは，総産出量が総支出の構成とは独立に，資産市場と生産

側の資源配分の条件のみによって決定されるという非ケイシズI'!ZJ特性を 1財

モデルが保有していることをみた。 2財 (2部門)モデルでは， 資産市場を

考慮においた生産の最適資源配分によって決定されるのは，総産出量ではな

く投資財産出量である。そして，このようにして決まる投資財産業の産出量

(所得)水準が，消費財需要を生み，乗数過程を経て最終的な総産出量が決

定される。本質jでは，この 2部門ケインズモデルの構造について詳細に分析

を進める。モデルは以下の通りであるが，賃金単位を使用していないため，

Chakrabartiのモデルよりも 11ackayand VVaudのモデルに近し、。

yj=λ(Nj) I~>O I~'<O (7) 

Y2=ん(N2) 1;>0 1;'<0 (8) 

竺空=/i(Nj)ρ1 
(9) 

ω0=1;(N2) 
lり2

(10) 

Y=C+I (11) 
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C=C(Y) 

P2=lih'2) 2】勾一一…
f 

Mo=L(Y， r) 

経 済 学研究第30巻第3号

。<C'く1

R'<O 

Ly> 0， Lr <0 

(12) 

(13) 

(14) 

ここで，yjは第 j財産業 (j=1は消費財産業，j=2は投資財産業)の実質

産出量， JV}は第 j財産業の雇用量，あは第 j財の価格を示す。そして，

名目国民所得丸九十九九が Yであり， CとIとがそれぞれ消費および投

資の名目額である。このモデルにおいて所与として取扱われる貨幣賃金率と

貨幣供給量は，それぞれ ω。と Moによって表示されている。

われわれが分析対象としている短期において 実物資本ストックは産業開

を移動することはできず，画定生産要素として取扱われる O したがって，両

産業の生産要素と産出量との技術的関係は，それぞれ (7)式と (8)式の生産関

数で示されるO そして，各産業において労働の限界生産力が(それぞれの財

で、測った)実質賃金に等しいという利潤最大化条件を (9)式と (10)式とが示

している。もちろん，労働の限界生産力は正であり，それは逓減すると仮定

されている。

周知の所得均衡条件式が (11)式である。 この式が消費財‘市場と投資財市

場の 2市場の均衡条件を意味することを森嶋(7)は指摘している。 しかし

ながら，この式に現われている Iは投資財市場の需給均等をすでに満たして

いる、均衡グ投資額である。したがって， (11)式は消費財市場だけの均衡条

件式として説明される。これは 2部門モデノレを明示的に構築することによっ

てはじめて理解しうるケインズモデルの特性で、ある。詳細は以下で展開す

心。

『一般理論』の重要な分析用具の一つは， もちろん消費関数である。 これ

が (12)式に示されている。限界消費性向は正で， 1より小さいと仮定する。

現行利子率で割51かれた資本の将米期待収益の流れの現在価値が投資財の

需要価格に等しいというのが (13)式のもつ内容である。新しく生産された投

資財の価格は，短期均衡において，現存資本ストックの需要価格(資本スト
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ックに対する請求権証書ーを意味する証券の価j各)に等しいと L寸前提に立っ

て，われわれは分析を展開しているので，資本の将来期待収益の現在価値が

投資財の需要価格となる。現在価値の導出にあたって利子率で割ヲiくのは，

債券と資本(証券)との完全代替を仮定しているからである。つまり，投資

家は資本財を需要するに際して，その機会費用として債券の利回り(利子率)

を考慮している。 Rが Y2の減少関数と想定されているのは，純投資による

資本ストックの増大が期待収益を減少させるという Keynes の見解に基づ

いている。この点に関しては， 11一般理論j].136頁な参照せよ。

モデルは基本的に，貨幣，政府債券，証券の 3つの金融資産を含んでいるO

しかしながら本稿では，債券と証券との完全代替の仮定と富の予算制約式と

によって， 資産市場の均衡条件は貨幣の需給関係式だけを特定化すればよ

い。この貨幣市場の均衡が (14)式で、示されている。国民所得 Y と利子率 r

との関数で示されてし、る右辺の貨幣需要は左辺の貨幣供給量 Moに等しL、。

さて，以上の方程式体系から導かれる解の特性について調べてみよう。は

じめに，われわれは投資財市場の需給均衡に注目するO 投資財の供給価格は，

(8)式を (10)式に代入することによって得られる。

ρ2ロ一一切一一 =wOh2(Y2) h; > 0 (15) 
t; [g2 (Y2)] 

ここで，g2(Y2) = !;1(Y2) =N2であり，ん(Y2)= 1ft;[g2(Y2)]である。他方，投

資財の需要価格は (13)式で示されているO したがって，この市場の均衡条件

式は次のようになる。

R(Y2) vOh2(Y2) = .~~ (16) 

この式から，投資財の均衡産tl1量れ，投資財ーの均衡価格九=wOh2(92)=R(安2)f1'，

そして均衡投資額 I=PO2が賃金率 Wo と利子率 r との関数として導出さ

れる。

92 = Y2(1'; WO) 

九=ρ2(r;WO) 

I=J(r; wo) 
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fロ I(r;WO) は，単なる投資支出額でなく， 投資財市場の均衡産出額を意味

する。以とのことを大まかにいえば，投資対に関する均衡値が消費財市場と

は独立に先決されるということである。もちろん，ここでいう均衡とは，投

資財市場に限定された部分均衡である。

利子率と賃金率とが与えられれば，均衡投資額が消費財市場とは独立に決

定されるというのは，業iT古典派の生産理論に類似している。 (16)式左辺は，

投資財の生産過程に投入される資源の限界費用である。他方，右辺は投資財

の購入によって新たに追加される資本の収益 つまり資本の限界収訴を示し

ている。したがって， (16)式は資本財の限界費用と限界収益とが市場均衡に

おいて等しくなることを意味している。さらに， (16)式を次のように欝きか

えてみよう。

f;_ Wo 
r -R(Y2) 

まさにこれは，要素の限界代替率がその価格比に等しいという周知の限界条

件式であるO 新古典派の理論では，生産者の主体的均衡条件として示される

均等式が，ケインズ理論の投資財に関しては市場均衡式として示される。主

体的均衡と市場均衡との差は，資本財に対する需要者と供給者とが同一主体

であるか否かに依存している。しかし両理論は，均衡において産出量が資源

の最適配分を達成するという形で決まる点で一致している。この一致は，ケ

インズ理論において投資財の需要と供給の意思決定者は同一ではないが，彼

らはともに生産側に位置する経済主体であると L、う事実から生れる。これが

次にみる消費財産出量の決定メカニズムとの丞要な差を生む源となってい

る。なお， tJ、との投資財市場均衡の図解が Chakrabarti[2Jの19頁の第 i図

および第 2区1， そし ζMackayand Waud [5Jの557頁の第 1図に示され

ているので参照されることを望む。

このようにして決定された均衡投資額を利用して，先出の 2部門ケインズ

モデノレを書き改めると次のようになる。

Yl=fl(N) (7) 
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Y=C+I(r; wo) 

C=C(Y) 

λ!fo=L(Y， r) 
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(9) 

(11') 

(12) 

(14) 

この方程式体系は一見すると標準的な 1財ケインジアンモデルに酷似してい

る。しかしそれとの聞には 2つの重要な差異がある。一つは，生産条件を示

す (7)式および (9)式が， 総生産量に関するものではなく， 消費財産出最に

関するものであること。もう一つは， (11')式における投資額が単なる支出額

ではなく，投資財市場において需給均等が成立した後の均衡産出額で、あるこ

と。換言すれば， (11')式は消費財だけの市場均衡を示す式で、あり，消費財と

投資財との再市場の均衡を示す式ではなし、。この点は森嶋 [7]の見解と大き

く異なっている。

(11')式へ (12)式を代入することによって， ケインズ理論の核心である乗

数過程が分析される。投資財産業での均衡産出(所得)水準が消費需要を喚

起し，それが消費財産業での産出=所得を創出する。これがさらに一層消費

需要を発生させ，その産業の産出増加に結びつく。このようにして決まった

消費額の産出への効果と価格への効果との割合は， 生産側の条件に依存す

る。消費財価格 ρ1が硬直的であると仮定されるとき，生産者の主体的均衡

条件を示す (9)式はモデルに含まれず， 産出水準が (11')式と (12)式だけか

ら決定される不均衡分析となるO

このようなメカニズムによって決定される消費財に関する均衡値は，形式

的に (7)式， (9)式， (11')式，そして (12)式から次のように解かれる。

91 =YI(r;ω。)

ム=ρI(r;wo) 

C=C(r; wo) 

したがって，投資の均衡額と結びついて

Y=Y(r; wo) 
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これを貨幣の市場均衡式 (14)へ代入することによって，均衡利子率戸を得

る。この戸を一般に x=x(r;wo)で示されている上記の各関数へ代入すれ

ば，一般均衡の佑，yt， y;， P:， p;， yぺC¥?を得る。

消費財産業の均衡産出量の決定メカニズムが投資財産業のそれと大きく異

なるのは，消費関数の存在にある。投資財産業では，その需要が将来の期待

収益の流れを利子率で割引くとし、う型で将来と現在とを結びつけ，均衡にお

いて資本の限界評価が生産者に伝達され，資源の最適配分を達成する型で産

出量が決定されている。他方，消費財の需要者は家計ーである。家計は現在Wj

費と将来消費(貯蓄)とへの資源配分という裂で消費財需要を決定する。し

かし，消費が所得のみに依存するとし、う消費関数の存在は，家計の現在消費

と将来消費との限界的評価が資産市場と独立になされることを意味し，資本

の限界評価が市場において生産者に伝わらないことを示している。新古典派

理論と異なり，ケインズ理論において資源の最適配分が達成されないで，資

源のロスが発生するのはこのためである。まさに消費関数の導入こそがケイ

ンズ理論の核心であることをわれわれは再認識する。

最後に，金融政策および財政政策の効果について簡単にふれておこう。金

融政策は金融市場への介入を通して利子率に影響をおよぼす。利子率の変化

は投資財需要の変化を生み，投資財産出額に影響を与える。それは乗数過程

を経て消費財産出額そして国民所得に影響をど与える。したがってその効果の

大きさは，貨幣需要および投資財需要の利子反応度と乗数の大きさに依存す

る。財政政策のうち，政府支出が投資財にむけられるとき，それは投資財産

出額を増加させ，その増加は乗数過程を経て消費財産出額そして悶民所得の

増大を生む。他方，政府支出が消費財にむけられるとき，単に消費財市場の

乗数過程のみによって消費財産出額そして国民所得の増大を生む。 2部門ケ

インズモデルにおける金融政策と財政政策の効果に関する詳しい分析につい

ては，拙稿 [8Jおよびそこに掲げてある参考文献を参照されることを望む。
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