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１．需要・供給とメカニズム

本章の概要

1.1 経済

学とは

１．資源配分の問題

２．誰が配分するか

１） 政府＜市場（企業競争による技術革新・生産性向上、消費者の自由

な選択の保証、価格を通じた需給調整）

図１市場メカニズムの利点とミクロ経済分析

３．ミクロ経済学の研究目的

４．マクロ経済学との違い（個別市場の需給均衡ｖｓ一国経済の生産水準＋政策分析）

1.2 需要

と供給の

法則

１．需要曲線と供給曲線

２．均衡価格への調整メカニズム

１） 価格を媒介とする調整（ワルラスの調整過程）と数量を媒介とする

調整（マーシャル〃）

価格媒介：ストック市場、数量媒介：農産物のﾌﾛｰ市場

図１完全競争市場の需給調整のメカニズム
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価格⇔数量の調整にタイムラグがある場合：くもの巣調整過程

図 蜘蛛の巣

３．消費者余剰と生産者余剰（総和＝社会全体の総余剰）

図 消費者余剰と生産者余剰

４．市場の失敗

１）独占または寡占→独占禁止政策

２）外部効果（公害など）→補助金や課税

３）公共財→公共事業

４）生産規模の経済→公益事業

５）失業やインフレ→財政政策や金融債策＝総需要管理政策

２．消費者行動と需要曲線

2.1 消費

者の効用

と無差別

曲線

１．無差別曲線

１）効用最大仮説、効用関数、無差別曲線

①右下がり（代替性）、②消費量↑で効用↑、③原点に凸型（商品の希少性）、④

無差別曲線は交わらない

２．限界代替率逓減の法則

２商品間の選好＝無差別曲線の傾き、限界代替率（MRS）

図２ 限界代替率逓減の法則

2.2 予算

制約と消

費者行動

１．予算制約線

（A,B 商品の購入可能数量：予約制約線内の三角形）、予約制約線の傾き＝商品の

価格比

２．予算制約下の効用最大化

消費選択の効用最大化：限界代替率＝商品の価格比（無差別曲線が予算制約線に接

する時）

2.3 需

要曲線の

構造

１．所得消費曲線と所得弾力性

所得(予算)が増えると予算制約線は右上にｼﾌﾄ

所得の増減による最大効用（無差別曲線との接点）の軌跡：所得消費曲線

上級財（＝正常財、所得↑で消費↑）⇔下級財（＝劣等財）、所得弾力性（所得の

影響度合い）

需要の所得弾力性＝需要の変化率／所得の変化率 （食品：エンゲル係数）

２．価格の変化と価格消費曲線

図 価格下落と予算制約線のｼﾌﾄ
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代替効果：価格低下時の他の商品からの需要シフト

所得効果：価格低下による実質購買力（所得）↑

３．代替財（飛行機と鉄道）と補完財（パンとバター）

４．需要曲線と価格弾力性

図表２価格消費曲線と需要曲線

需要の価格弾力性＝－（消費量の変化率／価格の変化率）

需要弾力性高い：買回り品、非弾力的：必需的商品

ギッフェン財：需要曲線が右上がり

５．需要曲線のシフト：所得↑⇒購買力↑⇒右上シフト⇔ﾗｲﾊﾞﾙ企業参入→確保需要

↓（左下）

３．企業行動と供給曲線

3.1 企業の

生産活動

と費用最

小化

１．投入-算出システムとしての企業：利潤最大化仮説（必要条件：費用最小化）

２．生産関数としての企業

生産関数 F、労働投入量 L⇔産出量 Y、 Y=F（L）

規模に関する収穫逓減、規模に関する収穫逓増（＝規模の経済性）、規模に関する収

穫一定

３．限界生産力と平均生産力

限界生産力 MP＝（⊿Y/⊿L）：生産関数曲線の接線の傾き、平均生産力 AP=（T/L）：

生産関数曲線と原点を結ぶ直線の傾き

４．当産出量曲線

２種類の生産要素 K、L と産出量の関係：等産出量曲線（無差別曲線の供給版）

技術的な限界代替率＝（⊿K／⊿L）＝L の限界生産力／K の〃

５．費用最小化の条件

制約条件：費用 C、ｗ１：労働要素 L の価格、ｗ２：労働要素 K の価格

C=ｗ１・L＋ｗ２・K （等費用線）

費用最小化：等費用線 C と等産出量曲線 Y の接点（傾き：―W1/W2 で一致）

：技術的限界代替率＝生産要素の価格比

3.2 費用曲

線と供給

曲線

１．費用曲線：

企業の利潤最大化行動：完全競争前提で企業は価格ｺﾝﾄﾛｰﾙ不可（ﾌﾟﾗｲｽ・テイカー＝

価格受容者）⇒供給量で売上高↑＋費用↓

限界収入（⊿収入／⊿供給）＝価格

利潤：総費用曲線と総収入曲線（傾き＝価格）に囲まれた領域

利潤最大化条件：限界収入＝限界費用（完全競争の場合には価格）

２．短期的な費用構造

費用曲線から利潤を最大化する供給量を求める。

限界費用(marjinal cost)＝⊿C／⊿Y、平均費用＝Ｃ／Y（平均固定費用＋平均可

変費用）

総費用曲線と平均費用の接点：損益分岐点（平均費用最低かつ限界費用と一致）

損益分岐点：限界費用と平均費用の好転、操業停止点：限界費用と平均可変費用の

交点

３．長期的な費用構造

長期には全ての生産要素を可変費用として扱う（固定費無し）
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長期総費用、長期平均費用（短期平均費用の接点の軌跡＝包絡線）、長期限界費用と

短期限界費用の交点の軌跡（短期平均費用と長期〃の接点）

４．長期の均衡

長期の供給曲線⇒長期限界費用（価格と長期限界費用曲線が一致する点で生産すると

長期的に最も大きな利潤が生まれる）

利潤＝（価格差：長期限界費用―長期平均費用）×供給量

利潤を求めて新規参入→生産は縮小→長期限界費用が長期平均費用と一致して利潤

消滅

長期均衡条件：価格=長期限界費用=長期平均費用

５．企業の最適規模

最適な企業規模＝長期平均費用が最小になる点に対する供給量

長期平均費用曲線の形状を決める要因：分業の利益、組織の手続き、生産要素の不可

分性、大量購入の仕入れメリット、ブランドパワー、チャネル支配力⇔規模の非効率・

不経済、経営資源の限界

3.3 生産の

決定

１．参入・退出と供給

平均費用曲線の底を価格が超えると参入

サンクコスト（埋没費用）

２．市場の供給曲線と価格弾力性

個別企業の費用曲線⇒市場全体の供給曲線（水平方向に足し合わせ）、価格弾力性（＝

供給量の変化率／価格の変化率）は増大（傾きゆるやか）

３．コンテスタブル市場

市場に少数の企業しか存在しない完全競争の状態、サンクコストが低い（参入の為の

固定費洋画転売容易な資産）⇔固定費用のほとんどがサンクコスト→競争激化（価格

＜平均費用でも退出しない）

４．会計学上の利益と経済学上の利潤

経済学の利潤：機会費用を考慮、レントの概念使用

会計学：収入＝支出＋利益、経済学上：収入＝可変費用{レント＋経済費用（機会費

用含む）}＋利潤（固定費用＋超過利潤）

利益＝経済学のレント（供給量が固定されている生産要素）、

準レント＝収入－可変費用＝固定費用＋利潤

４．市場均衡と経済効率

4.1 一般均

衡と部分

均衡

１．一般均衡理論

部分均衡分析（他の市場を無視して分析）⇔一般均衡分析（商品・サービス市場、労

働市場、資本市場など個々の市場間の相互依存関係を考慮、ワルラス提唱）

２．一般均衡分析

商品・サービスの均衡：価格⇔供給量（需要は購買力＝賃金で決定）

労働市場の均衡：賃金⇔労働の数量

資本市場の均衡：利子率⇔資本の均衡

市場間の相互依存：

商品市場の需要は国場威力＝賃金で決定⇒賃金は需要側の影響大、雇用は企業業績に

依存⇒業績拡大に設備投資⇒利子率が設備投資に影響⇒資本市場の供給は貯蓄に依

存

4.2 消費者

の交換利

益

消費者の交換と企業の交換がパレート最適となる状況

2 人の消費者が 2 つの商品を分配→両者の効用最大化は 2 人の無差別曲線が接する契

約曲線上

１．完全競争市場←市場均衡と経済効率の理論で説明

１）定義（条件）：

① 取引主体の多数性（各取引主体の活動は市場価格に影響なし＝ﾌﾟﾗｲｽ・

ﾃｲｶｰ）

② 情報の完全性（全取引主体）

③ 取引コスト＝０

④ 商品・サービスの同質性（製品差別化なし）

不完全市場：独占、寡占、独占的競争市場（製品差別化存在）

←産業組織論、競争戦略、ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ理論

２．消費者の交換

2 人の交換による 2 つの資源配分の変化分析：エッジワースの箱（ボックス・ダイ

ヤグラム）使用、両者の配分パターンは複数（無差別曲線の交点で作る領域では効用

増加の余地あり）

３．パレート最適

パレート最適の条件：取引主体間の限界代替率が一致

←2 人の無差別曲線が接する交換地点

契約曲線：パレート最適な配分の軌跡

4.3 企業

の生産利

益

１．費用最小化と資源配分

企業の交換利益も消費者と同様に説明可能

2 社、2 生産要素の交換：2 社の等産出量曲線の接線の軌跡が両者の費用最小化が

実現する点（パレート最適）、生産資源が有限の時：最適な生産要素配分は限界変形

率＝2 つの要素価格の比の点で達成

労働と資本の最適配分：エッジワースの箱により契約曲線を求める

４．
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２．生産性フロンティアと限界変形率

生産可能曲線：甲乙両者の生産量を縦横軸で表現、戦場でパレート最適（1 社の効

用↑で必ず他社の効用↓）、接線の傾き＝限界変形率（＝2 商品間の生産交換比＝商

品・サービスの価格比）

３．厚生経済学の基本定理

１）厚生経済学の第１定理：完全競争市場の均衡はパレート効率的

２）厚生経済学の第 2 定理：任意のパレート最適な配分は政府の力を借りて適切

な再配分をすれば完全競争の結果として達成可能（消費者の所得↑、企業に

補助金や減税を適用）

4.4 市場均

衡と資源

配分

消費者の効用最大化と企業の利潤最大化は商品の相対価格で連動

１．消費者行動と企業行動の結論

１）消費者行動（選好と保有する商品の量を価格で通知）→市場で消費の限界代

替率が価格比に等しくなるまで効用を最大化→効用フロンティア（契約曲線

上）の達成

２）企業行動：自社の生産要素の選好と保有量を価格で通知→市場で生産の限界

変形率が価格比に等しくなるまで利潤を最大化→契約曲線状の生産性フロ

ンティアを達成

２．生産と消費の市場均衡

限界代替率（消費）＝限界変形率（生産）＝商品間価格比

３．価格の役割

4.5 市場の

失敗

①生産費用の支払いと効用の受け取りが一致しない外部効果、②公共財（直接対価払

わず消費可能）、③大規模生産設備を要する公益事業（費用逓減産業）

１．市場メカニズムの限界

２． 外部効果

１）概要

市場に取り込まれない追加的な費用や便益

外部経済（正の外部高価）と外部不経済（負の効果）

外部経済：供給量↓（基礎的な研究開発）、外部不経済：供給量↑（例＞公害）の

ｲﾝｾﾝﾃｨﾌﾞ

私的限界費用（生産者が負担）、社会的限界費用（社会に存在する個人全体が負担）

完全競争市場では私的限界費用＝社会的限界費用←外部効果で乖離発生

２）対応

政府の介入：ピグー税（外部効果による資源配分の不均衡を是正、例＞環境税）

コースの定理：外部効果問題を民間企業が自発的に解決する考え方、生産・流通段

階への垂直統合や多角化など政府の介入が不要な外部効果の内部化

ネットワーク外部性：

直接効果：ユーザーの数↑自身が既存ユーザーの効用を↑

間接効果：ユーザー数↑⇒補完財（例＞PC のソフト）が介在して効用↑

ユーザーの将来予想：商品選択時に他の既存ユーザーの動向を予想して選択

３．公共財

特徴：消費の非競合性（例＞放送）と非排除性（例＞一般道路）、フリーライダ

ー問題、一般に政府が税金によって供給

４．費用逓減産業

ｲﾝﾌﾗ産業（公益事業）、規模の経済性（シルバーストーン曲線）

民営化、自由化で効率化：政府の失敗（通信事業など）

５．不完全競争の理論

5.1 不完全

競争の特

徴

１．完全競争と不完全競争

図 1 経済の基本モデルと現実世界の比較

２．市場構造（要因：同種の製品を生産する企業数、同種の製品の差別化の程度）

図 市場構造の分類
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5.2 独占の

理論

１．独占企業の需要と価格

競争的企業：限界収入（⊿収入／⊿供給）＝販売価格

独占企業：限界収入＝価格×（１－１／価格弾力性）＜販売価格

価格弾力性ｅ＝－（⊿Ｙ／Ｙ）／（⊿Ｐ／Ｐ）

ラーナーの独占度１／ｅ（企業の価格支配力の程度）

２．独占企業の価格決定

独占企業の利潤π＝総収入ＴＲ－総費用ＴＣ

＠利潤最大化の生産量Ｙ：総収入の傾き（限界収入ＭＲ）＝総費用の傾き（限界

費用ＭＣ）

ＭＲ＝ＭＣ（限界費用と限界収入の交点）で生産量Ｙ決定⇒生産量Ｙに対応す

る需要曲線で価格Ｐ決定（Ｐ＞限界収入）

３．価格差別

価格差別：同じ商品を市場ごとに異なる価格で販売する価格戦略

〃実施条件：市場のセグメント間で需要の価格弾力性が異なり、かつ購入商品

の他市場での転売が不可能。

４．独占の弊害

競争市場と比較：生産量過少、価格↑

5.3 独占的

競争の理

論

１．製品差別化

要因：①商品・サービス自身の差別化、②ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ活動（ブランド、ﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝ、ﾁｬﾈ

ﾙなど）、③ロケーションによる差別化（小売店など）

２．独占的競争市場の短期均衡

独占市場の性格を持つ

平均費用を超える超過利潤⇒ライバル企業の新規参入（参入・退出の自由）⇒既存

企業の市場とシェア↓⇒需要曲線左へシフト⇒限界収入曲線も左にシフト⇒市場の

超過利潤消滅、新規参入終了（均衡状態）

３．独占的競争市場の長期均衡

完全競争市場の性格を持つ。超過利潤０まで参入続行

平均費用と需要曲線の接点の生産量で超過利潤消滅

5.4 寡占の

理論

１．寡占の構造

例＞家庭用ｹﾞｰﾑ（ＳＣＥ６０％以上＞セガ＞任天堂で９８％）、ビール（キリン＞

旭＞サッポロで９０％）、携帯（ドコモ５５％＞セルラー＞Ｊ－phone で８０％）、

PC（NEC>富士通＞日本 IBM で６０％）、ガソリン（日本石油１５％＞出光＞昭和

シェル３社で４３％）

企業が２社のみ存在：複占（duopoly）

２．囚人のジレンマ

カルテル（互いに協調的）、裏切りケース（協調、攻撃）、排他的（互いに攻撃的）

企業行動は競合他社の出方の予測に依存⇒無限連鎖に（囚人のジレンマ←ｹﾞｰﾑ理論）

３． ナッシュ均衡

互いに選んだ行動が予想と一致⇒ナッシュ均衡（相手側の戦略が、自社の選択にか

かわらず現状のままと予想した時の、現在の自社戦略が最適となっている状態＝誰も

競争に負けないような均衡点）

図５－１６規格戦略の変更

４．クールノー均衡

ナッシュ均衡の例＞クールノー・モデル

同一の技術と費用曲線を持ち、限界費用が生産量に係らず０の A,B２社
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両者とも相手の生産量に基づき、自社の反応曲線で生産量を決定

A 社の利潤最大化生産量 Ya＝（１／２）（Y－Yb） A 社の反応関数、Y:市場

の総生産量

両者の反応曲線の交点がクールノー均衡（Ya＝Yb＝Y/3）⇒両者併せて 2/3Y の過

少供給

市場による生産量：独占市場の均衡生産量＜寡占市場のクールノー均衡生産量＜競

争市場のパレート最適生産量

５．屈折需要曲線

寡占市場：市場シェアの高い企業が生産量に対し価格固定化傾向（管理価格 P）限界

収入曲線が垂直→自社の値下げにライバルは反応（値下げ）、自社の値上げには無反

応→P より上で価格弾力性ｅ↑（傾き↓）、P より下でｅ↓（傾き↑）→限界収入＝

価格（１－１／ｅ）より限界収入の購買もｅと同様の傾向

６．参入阻止価格

１）略奪的価格設定：新規参入企業の費用水準を下回る価格を付けて排除

２）過剰生産能力：過剰生産能力をｱﾋﾟｰﾙし、価格競争の準備を報せる

３）制限的価格設定：高価格で高生産コストを演出し、新規参入の誘発を防止

６．GDP と基礎的指標

6.1マクロ

経済学と

は

１．ミクロ経済学との違い：一国の経済全体が分析の対象、国民所得の計算を通して

メカニズムを分析

図 マクロ経済学の流れ

２．ケインズ派と古典派の論争

１） ケインズの一般理論：「セイの法則＝供給が需要を創出する→市場

メカニズムを信頼、政府介入は最小限」に基づく経済学を批判。

２） ケインズ派の特徴：有効需要の原理＋政府役割重視→賃金の下方硬

直性、失業問題（労働市場の超過供給）

３） 古典派：反ケインズ派の総称、古典派、新古典派（ケンブリッジ学

派）、マネタリスト、合理的期待形成学派など

6.2国民所

得の諸概

念

１．国内総生産ＧＤＰ

国内で生産される商品・サービスの付加価値の総額、最終的な産出総額から中間投

入総額を差し引く

２．国民所得に関連する諸概念

１） 国民総生産ＧＮＰ：国民が作り出す付加価値総額

＝国内総生産ＧＤＰ＋海外からの要素所得（純）

２） 国民純生産ＮＮＰ：ＧＮＰ－固定資本減耗分（減価償却費など）

３） 国内純生産ＮＤＰ：ＧＤＰ－固定資本減耗分

４） 国民所得ＮＩ＝ＮＮＰ－間接税＋補助金＝ＮＮＰ＋要素費用

国内総生産Ｙ＝消費Ｃ＋投資Ｉ＋政府支出Ｇ

→帰属取引（農家の自家消費用農産物、持ち家の家賃＝帰属家賃、現物給与など）

含むが専業主婦の家事ｻｰﾋﾞｽやキャピタルゲインは含まない

３．三面等価の原則

生産（国内総生産）＝分配（広義の国民所得）＝支出（国内総支出）

←意図せざる投資（例＞売れ残り在庫）

国内総生産ＧＤＰ＝家計の収入＋企業の収入＋政府の収入

＝雇用所得＋営業余剰＋固定資本減耗＋間接税―補助金

国民総支出ＧＤＥ＝民間最終消費支出＋政府最終消費支出＋国内総固定資本形成

＋在庫品増加＋商品・サービスの純輸出

４．物価指数

名目ＧＤＰ（各時点の市場価格＝時価評価）→物価水準を考慮（実質ＧＤＰ）、

物価指数（ＧＤＰデフレーター）

ＧＤＰデフレーター以外の物価指数：

消費者物価指数ＣＰＩ：マーケット・バスケット（消費内容の平均像）の購入

価格変化

例＞東京都区部の消費者物価（当月 26 日を含む週の金曜日、速報性）

卸売物価指数ＷＰＩ：企業間取引、消費者物価やＧＤＰデフレーターの先行指標

（ＣＰＩに約半年の先行性）

パーシェ式物価指数：比較年次にウエイトおいて算出（ＧＤＰデフレーターなど）

ラスパイレス式物価指数：基準年次にウエイト（ＣＰＩ，ＷＰＩ）

５．産業連関表

レオンチェフ作成、各産業の生産物の費用構成（たて）と販路構成（横）

6.3国民所 １．45 度線モデル
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得の決定 国民所得の支出面と生産面のバランス点で国民所得が決定

均衡国民所得（総供給Ｙｓ＝国民所得Ｙグラフで 45 度直線）

生産面：総供給Ｙｓ＝国民所得Ｔ （１）式

支出面：総需要ＹD＝消費 C+投資 I+政府支出 G＋貿易・サービス収支 NX

G,NX 無視（YD＝C+I）で以下分析

消費 C＝C0＋ｃ（Y-T） C0：基礎消費、ｃ：限界消費性向、T：直接税など

総需要 YD＝（C0＋ｃY）＋I0 （２）式

均衡国民所得は１，２式の交点

国民所得 Y=消費 C＋貯蓄 S S=投資 I

貯蓄 S=国民所得 Y－消費 C＝ｓY－C0 （ｓ：限界貯蓄性向） ｃ＋ｓ＝１

貯蓄のパラドックス：S↑志向⇒Y↓で S↑実現せず

２．乗数理論

乗数：投資 I の変化で起きる国民所得 Y の変化の倍数（⊿Y＝１／ｓ）

乗数理論（例＞景気刺激策） 政府支出増加⊿G で国民所得 Y は⊿G・P（１－ｃ）

増加

→政府支出乗数⊿Y／⊿G＝１／（１－ｃ）

租税乗数―⊿Y／⊿T＝ｃ／（１－ｃ）

３．インフレ・ギャップとデフレギャップ

インフレギャップ：景気過熱で総需要が完全雇用国民所得ＹF を上回る額←財政政策

（政府支出の削減・増税）、金融政策（利子率↑に誘導）が必要⇔デフレギャップ

７．短期モデルと IS-LM 分析

7.1 商品・サ

ービス市場

の均衡と IS

曲線

１．IS 曲線とは何か（投資Ｉと貯蓄Ｓが等しくなることで達成）

利子率低下→投資Ｉ増加→国民所得増大→商品サービス市場が均衡（ＩＳ曲線は右

下がり）

２．IS 曲線の導出方法

貯蓄Ｓ＝－Ｃ0＋ｓＹ

投資Ｉ＝Ｉ（ｒ）

商品・サービスの均衡条件Ｉ＝Ｓ

３．IS 曲線の傾き

ｓが小さい：利子率ｒ一定⇒投資Ｉ一定⇒貯蓄Ｓ一定⇒大きな国民所得Ｙ必要⇒Ｉ

Ｓ曲線の傾き緩やかに

投資の利子弾力性が大きい：投資関数のグラフの傾き緩やか⇒投資Ｉが上下動⇒ｒ

は変動小⇒ＩＳ曲線の傾き緩やか

４．IS 曲線のシフト

ｒ一定：政府支出Ｇ↑⇒Ｙ↑⇒ＩＳ右上シフト

Ｇ↓⇒Ｙ↓⇒ＩＳ左下シフト

7.2 貨幣市 １．貨幣に関する基礎知識：貨幣と貨幣以外の資産（債券と総称）が交換される市

場の均衡と

LM 曲線

場

資産=貨幣+債券（両者のバランスは貨幣市場で決定）

貨幣の超過供給＝債券の超過需要（ストック市場におけるワルラスの法則）

貨幣の機能：交換取引の効率化と富の貯蔵

貨幣保有動機：取引的動機、予備的動機、投機的動機→取引需要と資産需要

取引需要による貨幣保有 L1＝ｋPY （ｋ：マーシャルのｋ、P:物価水準、Y:

国民所得）

資産需要による貨幣保有 L2＝L2（ｒ） （ｒ：利子率） ｒ↑で L2↓（減少

関数）

流動性選好理論（ケインズ派の貨幣理論）：資産需要は貨幣の流動性に基づく

貨幣に対する需要 L=取引需要＋資産需要＝L（Y,r） L:ｹｲﾝｽﾞの流動性選

好関数

⇔貨幣数量説（古典派、名目貨幣供給量は物価水準にのみ影響、資産需要なし）

２．貨幣の定義と信用創造

貨幣の定義

・法定準備率：市中銀行が日本銀行に預金を義務付けられている割合（支払準

備金 R）

・ﾊｲﾊﾟﾜｰﾄﾞ・ﾏﾈｰ（ベース・ﾏﾈｰ）：R+公衆が保有する現金 C、中央銀行が直接

ｺﾝﾄﾛｰﾙ可能

・金融政策

①公定歩合操作：民間銀行などへの貸出利率の変更

②公開市場操作：マーケットでの手形・債券の売買

③法定準備率操作

・ 貨幣乗数ｍ＝（１＋C/D）／（C/D＋R／Ｄ）←我が国は約 10 前後

貨幣供給量 M=現金 C＋預金 D、ﾊｲﾊﾟﾜｰﾄﾞﾏﾈｰ H=C+支払準備金 R

Ｃ／Ｄ：現金・預金比率、Ｒ／Ｄ：法定準備率

３．LM 曲線とは何か（貨幣市場の均衡を示すｒと Y の組み合わせ←前提：M は金
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融当局が管理、P は短期的に一定）⇔IS 曲線は商品・サービス市場の均衡

１）ＬＭ曲線の式：名目貨幣供給量（名目ﾏﾈｰｻﾌﾟﾗｲ）Ｍ＝ｍＨ）、貨幣需要量 L

＝L(Y,r)

⇒実質貨幣供給量 M／P＝貨幣需要量 L(Y,r)←右上がり、

利子率ｒ↑⇒資産の貨幣需要 L２↓⇒取引需要 L1↑で Y↑⇒貨幣市場均

衡（右上がり）

４．LM 曲線の導出方法：国民所得 Y１⇒取引需要 L11⇒資産需要 L2⇒利子率ｒ１

５．LM 曲線の傾き

１）貨幣需要の利子弾力性大：わずかなｒ↑⇒資産需要大幅に↓⇒貨幣の資産需

要曲線傾き緩やか⇒LM 曲線の傾き緩やか

２）貨幣需要の利子弾力性＝０：ｒに関係なく、資産需要一定⇒貨幣の資産需要

曲線垂直⇒LM 曲線も垂直

６．LM 曲線のシフト

政府の金融政策：M、物価 P 変動で、Ｍ／Ｐの増減によりシフト

Ｍ増加（超過供給）⇒Ｙ↑かｒ↓⇒ＬＭ曲線は右下にシフト

Ｐ上昇（Ｍ／Ｐ低下：貨幣超過需要）⇒Ｙ↓かｒ↑⇒ＬＭ曲線は左上にシフト

7.3

IS-LM ﾓﾃﾞﾙ

１．IS-LM 分析：

１）ＬＭとＩＳの交点で商品・サービス市場と貨幣市場が均衡⇒均衡国民所得Ｙ

＝ｃ（Ｙ－Ｔ）＋Ｉ（ｒ）＋Ｇ＋ＮＣと均衡利子率ｒ（Ｍ／Ｐ＝Ｌ（Ｙ，ｒ））

が決定

２）労働市場の均衡は保証しない：Ｙ＜完全雇用国民所得ＹF⇒非自発的失業者

発生

３）政府の政策の影響

①IS 曲線のシフト：公共事業や減税など財政政策実施⇒有効需要の創出で商品

市場で超過需要⇒ｒ一定下で Y 増加⇒IS 右上にシフト

②LM 曲線のシフト：金融緩和政策により M 増加⇒貨幣市場で超過供給⇒Y 増

大かｒ低下⇒LM 曲線右下にシフト

③クラウディング・アウト：政府支出の増加で IS シフト⇒ｒ↑で民間投資の

一部↓で性財政政策の効果減殺

④金融政策の失敗：貨幣需要の利子弾力性∞または投資の利子弾力性＝０のと

き無効

２．IS 曲線が垂直になるケース

投資の利子弾力性＝０で IS 曲線垂直、悲観的で深刻な不景気状態で発生しやす

い（設備投資の不振）

①金融政策の効果：M 増大⇒LM 右下シフトでｒ↓だが Y 不変（無効）

②財政政策の効果：G 増大⇒IS 右上方シフト⇒Y↑（有効）

６．

３．LM 曲線が水平になるケース

貨幣需要の利子弾力性∞（流動性のわな）人々が現在の利子率が下限で債券価格

天井に達していると確信（債券を買わない、M/P↑でもｒ下がらない）

①金融政策の効果：M の増加が貨幣の形で保有、Y 不変（無効）

②財政政策の効果：G↑⇒IS 右上シフト⇒ｒ不変で Y 増大（乗数効果完全発揮、

有効）

４．LM 曲線が垂直になるケース

貨幣需要の利子弾力性＝０、

①金融政策：M 増加で LM 右シフト⇒ｒ↓、Y 増加（有効）

②財政政策：G 増加で IS 右上シフト⇒ｒ↑、Y 不変（無効）←古典派の財政政

策無用論（政策無力性命題）、古典派では金融政策も無効（ﾏｰｼｬﾙの k、貨幣流通速

度 V 一定と仮定）

図 財政政策と金融政策の効果

５．クラウディング・アウトと資産効果

クラウディングアウト：G↑⇒IS 右上シフト⇒Y↑＋ｒ↑⇒I↓⇒⊿Y↓

資産効果：保有資産増加⇒消費 C や貨幣の取引需要 L1 増加

ラーナー効果：公債発行で公債資産保有高↑⇒消費 C 増加（貨幣需要の資産効

果）

ピグー効果：実質貨幣残高の増加で消費増加

IS-LM モデルの限界：Y とｒの均衡は一時的（完全雇用を達成しない）、P などが

所与（経済全体の生産能力の変化を考慮せず）
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８．長期モデルとインフレーション

8.1 総需要

（AD）－総

供給（AS）

分析

１．総需要（AD）曲線とは何か：

①商品・サービス市場と貨幣市場を同時に均衡させる Y と P の関係を表示、P

下落⇒M/P 増加⇒r 低下⇒I 増加⇒Y 増大⇒右下がり

②IS 垂直や LM 水平⇒AD 垂直

③AD のシフト：G,C,I などが増加⇒IS 右上シフト⇒AD 右上シフト

M 増加で LM 右下シフト⇒AD 右上シフト

AD 垂直で金融政策の効果なし

２．労働市場の分析

①AS 曲線：P と Y の関係、労働市場の分析から

②マクロ生産関数 F：Y=F（ＮD、K） ND：労働需要量、K:資本の大きさ

③古典派の第 1 公準：企業の利潤化最大行動⇒労働雇用量は限界生産力 MP が実

質賃金率に等しくなるように決定⇒MP＝Ｗ／Ｐ （Ｗ：名目賃金率）

④労働需要関数ＮD＝ND（W/P）の導出：労働量 N 増加⇒収穫逓減則により⊿

N>⊿Y⇒MP 逓減

⑤古典派の第 2 公準：労働の限界不効用 MDU＝実質賃金率Ｗ／P

⇒労働供給関数 Ns＝Ns（W/P）

⇔ケインズは第 1 公準は認めるが、第 2 公準否定（Ns は W の増加関数、Nｓ

＝Nｓ（W,P）ただし ND＜NF のとき W=W(一定)、ND>NF で Ns＝Ns（Ｗ

／Ｐ）

⑥郎等市場の需給均衡：古典派はワルラス的安定性を主張⇔ケインズは NS は

ある品銀水準で水平（賃金の下方硬直性）⇒非自発的失業の発生⇒総需要管理

政策が有効（市場メカニズムでの解消は期待不可）

⑦失業の種類：

自発的失業（現在の処遇を不満）、

非自発的失業（労働需要＜供給）：摩擦的失業（新しい職を探す過程）、構造的

失業（技術革新など産業構造の変化に適応できず発生）

３．総供給（AS）曲線の導出方法：

①P 低下⇒W/P 上昇⇒ND 減少⇒N 減少⇒Y（産出量、国民所得）減少

②マークアップ原理：P=（１＋ｍ）・W・N／Y （ｍ：ﾏｰｸｱｯﾌﾟ率、N：労働

量）

図８－９ AS 曲線のシフト要因

４．AD-AS 分析

図 4 つの分析モデルの比較

AD-AS モデルにおける政策効果

①財政政策：Y と雇用量 N 増大、ｒ上昇、P 上昇

②金融政策：Y と N 増大、ｒ低下、P 上昇

8.2 インフレ

ーションと

失業

１．インフレーションとは何か

図インフレーションの分類
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２．フィリップス曲線

賃金上昇率⊿Ｗ／Ｗ（縦）⇔失業率Ｕ（横）

⊿Ｗ／Ｗ＝－ｂ（U-Un）←右下がり、⊿Ｗ＝０との交点：自然失業率Ｕn＝非

自発的失業者なし

物価版フィリップス曲線：⊿W/W を⊿Ｐ／Ｐに置き換え

３．インフレ供給曲線の導出方法

①オークンの法則：商品・サービス市場で需給逼迫⇒失業率低下（不景気で失業

率上昇）

②インフレ供給曲線：インフレ率⇔国民所得

図インフレ供給曲線：π＝πe＋α（Y－YF）、πe：予想インフレ率＝Pe―P－１

４．インフレ需要曲線の導出方法（インフレ率⇔国民所得、右下がり）

図８－１７インフレ需要曲線の導出方法（Y=Y－１＋α(m-π)） ｍ：ﾏﾈｰｻﾌﾟﾗｲ増加

率

５．インフレ率の決定

インフレ需要曲線と〃供給曲線の交点で Y とπを決定（短期のインフレ率）

長期均衡はπ=m、Y=YF のときのみ成立

６．財政金融策の効果

長期フィリップス曲線から長期インフレ供給曲線導出

７．長期モデルにおけるケインズ派と古典派の論争

スタグフレーション発生によりフィリップス曲線理論・ケインズ的経済政策に

疑問

ケインズ派ｖｓ古典派（マネタリスト：M.[ﾌﾘｰﾄﾞﾏﾝら、合理的期待形成学派：

R.ルーカスら）

価格の硬直性ｖｓ価格の伸縮性

①マネタリスト：金融政策のｋ％ルール、予想を内包したフィリップス曲線：

⊿P/P＝πe―ｂ（U-Un）、フィッシャー方程式：名目利子率＝実質〃＋

期待物価上昇
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図８－２２長期均衡の調整メカニズム

インフレ期待の形成

適応的期待形成：過去数年の物価上昇率を果樹平均して予想

静学的期待形成：πe＝π―１（1 期前に実現）

合理的期待形成：インフレ率に影響を与えそうな全ての情報を活用

②合理的期待形成学派：ケインズ的政策は短期にも無効

前提条件：マクロ経済絵の知識と合理的ｲﾝﾌﾚ期待形成、官民

に情報格差無し、自然失業率仮説（長期の失業率は Un に一致）を想定

8.3 経済成長

理論・景気循

環理論

１．ハロッド＝ドーマー・モデル、ソロー＝スワン・モデル

２．図ハロッド＝ドーマー・モデルとソロー＝スワン・モデル

３．経済成長の三大要因

①資本ストック K の増大、②労働投入量 N の増加、③技術進歩 A

生産関数 Y=AF（K,N）

経済成長率⊿Y/Y=ａ⊿Ｋ/K＋（１－ａ）⊿Ｎ／N+⊿A／A

ａ：資本分配率、１－ａ：労働分配率

４．内生的経済成長論：モデル内の内生変数に経済成長の源泉を求める

①AK モデル：Y=AK （A:資本の生産性、K:資本ストック）

⇒経済成長率⊿Y/Y＝Aｓ （ｓ：貯蓄率、A=Y/K）

５．景気循環論

名称 周期 他の名称、要因

キチンの波 約 40 ヶ月 小循環、在庫循環

ジュグラーの波 約 10 年 主循環、設備投資循環

クズネッツの波 約 20 年 建築循環

コンドラチェフの波 約 50～100 年 画期的な技術開発

９．消費と投資

9.1 消費に

関 す る 理

論

１．ケインズ型消費関数 C=C0＋ｃY （C0：基礎消費、ｃ：限界消費性向⊿C／⊿

Y）

平均消費性向 C/Y＝（C0＋ｃY）/Y （短期ﾃﾞｰﾀで妥当性）

２．長期の消費関数：クズネッツ型 C=０．９Y

３．相対所得仮説：

①空間的相対所得仮説：自分の周囲の所得環境の近い他人の平均的な消費水準にも

依存（デモンストレーション効果）

②時間的〃（過去の最高所得水準にも依存）ラチェット効果

４．ライフサイクル仮説（アンドー＝モリジアーニ、生涯所得の大きさで決定）

将来所得の予想：現在の所得が参考

５．恒常所得仮説（M.ﾌﾘｰﾄﾞﾏﾝ）

恒常所得（所得獲得能力で決定、消費性向に影響）と変動所得（景気などで増減）

６．流動資産仮説（J.トービン）

実質流動資産の水準も影響（資産効果：ラーナー効果とピグー効果）

9.2 投資に

関 す る 理

論

１．ケインズの「投資の限界効率」：NPV＝PV-I＞０で投資実施、内部収益率 IRR＞

ｒで同様

投資の限界効率表、I=I®

２．加速度原理：I は⊿Y に比例して変動（固定的な資本係数や望ましい資本ストッ
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クの毎期実現の過程などの理論的問題点アリ）

３．ストック調整原理：加速度原理の問題点改善、投資のﾀｲﾑラグ考慮、新古典派の

投資理論

T=λ×（前期からの資本増加分） λ：伸縮的加速子（一定とする点に課題）

４．調整費用モデル：λと投資量の相関関係を考慮、実証的な研究不十分

５．トービンのｑ＝企業の市場価値／現存資本を買い換える費用総額
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１０． 国際マクロ経済学（ここはサブノートを作成しませんでした m(__)m）

10.1国際経

済学に関す

る基礎知識

１．比較優位論

２．国際収支表

３．為替レートの理論

10.2国際マ

クロ・モデ

ルの導出

１．マンデル＝フレミング・モデルにおける商品・サービスの均衡

２．海外貿易乗数

３．マンデル＝フレミング・モデルにおける貨幣市場の均衡

４．マンデル＝フレミング・モデルの導出

10.3国際マ

クロ分析

１．小国モデル～固定為替相場制のケース～

２．小国モデル～変動為替相場制のケース～

３．２国モデル～固定為替相場制のケース～

４．２国モデル～変動為替相場制のケース～

５．J カーブ効果と為替レートのオーバー・シューティング


