
社会情報学研究， Vol. 8，17-26，2002 

購買力平価からの粟離分析再考

一暦年別・四半期別データによる軍離要因比較一

宮田亘朗*

Empirical Study of Purchasing Power Parity Theory 

- In the Case ofYen v. Dollar Exchange Rate-

Nobuo Miyata * 

According to J.M.Keynes' theory， monetary flow i~ an economy is devided i~ two kinds; indus-

trial flow and financial flow. It is often said that the Purcha~ing Power Parity TheQry is concerqed 

only with industrial flow of money. And then financial flow is neglected. The pu叩oseof ihis pa-

per is to study empirically the purchasing power parity theory under the system of floating ex-

change rate合oma viewpoint ofmonetary flow. In the following sections， we will use two kinds of 

data (quarterly alid yearly). The estimates using quarterly data are called short-term results， and the 

estimates using yearly data are long-term results. Our main conclusions of this paper are: 

(a) In the first section， we set up the definition of the deviation (of exchange rate) from purchasing 

powerparity and find that the deviation depicts empirically decreasing trend. 

(b) In the followiIlg two sections， we cOl!clude that the change of the deviation企ompurchasiIlllg 

power parity comes企omthe change of the intermediate variables. (e.g. the relative price or the in-

temational price differential of tradable goods) and that the change of latter variables depends on 

the changes of deviation factors ( e:g. technical progress， market openness， govemment expenditure 

share， and interest rate differentiaO. 

(c) We used interest rate differential as a representative variable (deviation factor) of financial-

flow-of-money. Calculation of regression equation conceming with interest rate differential shows 

a significant result， in applying to quarterly data. In the case of using yearly data， we could not have . 

any significant result. Therefore， financial flow of money affects only. short-term results. The 

short-term and long-term results of estimation are summirized in the following Table 4. 
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Purchasingpower parity (購買力平価)， Industrial flow of money (貨幣の産業的流通)， Finanial 

flow of money (貨幣の金融的流通)， Interest rate differential (2国間金利差)， Short-term and 

longァtermestimation 短期と長期の計測)

1.購買力平価からの霧離とその動向

われわれは，かつて「購買力平価からの講離要

因とその作用径路 jの表題で為替レートの購買力

平価からの講離について実証分析を試みた1)本

稿では，それをより長い観察期間と暦年及び四半

期の 2種のデータを用いて再検討する.周知のよ

うに G.カッセルの購買力平価説は，為替レート

が2国通貨の価値(購買力)の比 2)に落ちつくこと

を説く.いま邦貨建て為替レートをe，一般物価

をPとすれば，購買力平価からの草離Zは次式で・

定義される(ただし tは現時点， ρは基準時点，添
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え字*は外国を表す). して新たに 2国間貨幣の交換を行う外国為替市場

が付け加わる.しかしこの開放体系においても閉
Pt/Po 

_-_0 =x(PPP)=x一一一一
eo P/' /Po~ 

(1) 鎖体系と同様に貨幣の海外との取引が生産物市場

x liffl普買力事館からの訴，1ft

tli時点，以下省略する.

購買力平価説は，上記のように 2国の貨幣の価

値をその国の物価の逆数(貨幣の購買力)で把握

する.ゆえにそれは，しばしば貨幣の産業的流通

のみをみて金融的流通を無視する理論であると批

判される.通常貨幣の循環的流れは，次のように

考えられている.図 1は，閉鎖的な l国の貨幣経

済を簡単に描いたものである.それによれば貨幣

を媒介とする交換過程は二分され，生産物市場や

生産要素市場など財および生産要素サービスの取

引を仲介する円形外枠の流れすなわち貨幣の産業

的流通と，株式・社債，預金証書，貸出証書など

証券市場や金融機関を通じる円形内部の流れすな

わち貨幣の金融的流通の 2種類からなる.産業的

流通から金融的流通への貨幣の流出は家計の貯蓄

であり，金融的流通から産業的流通への貨幣の復

帰は企業の投資である 3) 次いでこの閉鎖的な貨

幣経済を国際取引を含む開放体系に拡大してみ

る.この場合，生産物市場，生産要素市場，証券

市場，預金・貸付市場は，財・サービスの輸出入

また金融機関や証券会社の海外投資の授受を通じ

て，対外的な貨幣取引を包含することになる.そ

図 l貨幣の産業的流通と金融的流通

[出所]花輪・小川共著『金融経済入門J1996. 4ページ

や生産要素市場を経由するか金融市場を経由する

かで，産業的流通と金融的流通に二分され得る.

そしてそれらの l国経済に与える影響は，云うま

でもなく異なる.

このように考えるならば購買力平価説は，一見

して図 lの円形外枠の流れを重視し円形内部の流

れを軽視していると云うことになろう.そこで以

下われわれは，このことが事実か否かについて，

ほぼ 1994'" 99年に亘る暦年別及び四半期別の両

データの分析を通じて，為替レートの購買力平価

からの講離の動向とその変化要因を考察すること

で検討しようと思う.なお単純に麿年別データは

長期の，四半期別データは中・短期のデータであ

ると考え，また貨幣市場の短期金利を貨幣の金融

的流通の代表的な変数と考えて分析する.なお取

り扱う為替レートは対米円レートのみである.

まず， (1)式で定義した購買力平価からの事離

Zの動向をみてみる.次の図 2及び図 3はそれを

示したものである.購買力平価からの講離は，図

2の四半期別データによると，非常に細かく変動

しており趨勢をみるにはやや不明確である.その

点，図 3は年間の平均値を示す関係上より明確で

ある.すなわち 1974'"76年にかけて第一次石油

ショック(1973/10)ベトナム戦争終結(1975/4)

北海油田本格操業開始(1975/11)など政治・経済

上の事件の影響を受け購買力平価からの講離が大

きく拡大した.しかしその後 1978年までは縮小

に転じる.その問，SDRの創出 (1978/1)IMF協

定改正(1978/4)など国際通貨制度上の改革がな

されている.しかしながらその縮小は， 1978年

に至ると第二次石油ショック(1978/12)やイラン

革命(1978/12)を契機に，再び、拡大へと向かう.

そしてその拡大のピークは，フォークランド紛争

(1982/4 '" 7)や大韓航空機事件(1983/9)などの

時期に当たる.その後草離は，EMS発足

(1979/3) SDRバスケットの改訂(1981/1)米国の

財政赤字拡大(1981/1)米国経済再建計画発表
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図2購買力平価からの草離 dX/X(四半期別データ)

(19741'" 1998皿J基準年=1973) 
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[資料l日経NEEDS，IMF:/FS， US， SurveyofCurrent Businessの当該年.

以下の資料の出所は同様である.

図 3購買力平価からの恭離 dX/X(暦年別データ)

(1974'" 1998 :基準年=1973) 
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[資料l前図参照. 

. 
(1981/2)プラザ合意(1985/9)などを経て，再度

1986 ~ 88年にかけて減少に転じる.そしてその

殖銀行及び山一証券の破綻(1997/11)，日本長期

信用銀行や‘日本債券銀行の一時的国有化

(1998/11， 12)など，国際的ヘッジ p ファンドの

暗躍とアメリカ IT革命により，ふたたび草離拡

大へと向かっている.

以上のように 1974.......99年にかけて恭離は拡大

と縮小を繰り返しいる.しかしながらこの間特に

目立つ特徴としては，講離の拡大するとき必ず大

きな政治・経済的事件が生じていること，またこ

のような目立つた事件がないときはその講離が漸

次縮小傾向にあることである.そして観察期間全

体を通じてみるときょ購買力平価から-の講離は一

般的に縮小の傾向にある.最も講離の縮小した最

低値は， 1995年の 51.72であり，基準年(1973)

の約半分にまで達している.そんてこのように恭

離が縮小傾向にあることは，ザ図 2及び図 3に一次

の傾向線を当てはめてみるなら，その勾配が負値

をとることからも容易に理解し得る(傾向線は省

略). 

2.購買力平価からの軍離要因分析

，以上の知く為替レードの購買力平価からの事離

は拡大と縮小を繰り返している.そこで本節では

その変動の要因を実証分析を通じで見出じ検討す

問，・ 1987年にはプラザ合意に引続くループル合 ることにするいま(1)式のr般物価 p (以下時

意(198:7/2)やブラック・マンデー(1987/10)銀 点を示す添字 tは省略)を貿易財と非貿易財の価

行の自己資本比率に関する国際統一化公表 格からなるものとし(添字 Tは貿易財，添字Nは

(1988/7)などがみられる.しかしこの再度の講離' 非貿易財)，その構成割合 (2財の取引量ウェイ

縮小傾向も， 1989年に入ると天安門事件 ト)を α，β，とする.7tを2財の相対価格 r

(1989/6)米パナマ侵攻.(1989/12)ソ連アフガン -を貿易財価格の二国間格差(*印は外国)とし次

侵攻(1989/12)イラクのクエート侵入(1990/8)

湾岸戦争(1991/1)ソ連解体(1991/12)など多発

する政治的事件によって 三度目の拡大へと向か

う.この三度目の事離拡大は， 1991....... 95年にか

けて漸次縮小し， 1995年4月には対米円相場を最

高値 ($1=干79.75)にまで押し上げている.しか

し 1990年の後半に至ると，メキシコ通貨危機

(1994/12) .アジア通貨危機.(タイ，インドネシア，

韓国など 1997/7以降)また日本における北海道拓

のように定義する.

p=σprチメタPN= epr* ( a十 ;9/;r)/r (2) 

P*.=〆pr*チメ戸PN*= pr* ( a*づ'-;8γ〆) (3) 

ただし a十β=1，〆十/1*-=1，

;r = pr /PN， 

r pr = epr* 

(4) 

(5) 

(2)式.......(5)式を(1)式に代入し，かつ計量分析

が可能なようにその変化率をとり一次式に改める4)
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dX e，1Jr2s d;r PT~ ß~ . d;r~ I 

x ，P;r;r  }'*;r*;r府|

-{~ epバ-似 da
，p a 

g *epr* (J-J/;r ) da*'. d， 
一ーい一一 (6) 

p. α。'"

を得る.この (6)式から次式を得る.

dX d;r dll・* da 
一一一 =80 十 81一一一十 82一一一十 83一一-
X ;r ;rψg  

a ~ d， 
づ~ 84 * 十 85ーーチ Ut (7) 

a ， 

ただし ao=0， al> 0， a2ぐ0，aJぐ0，a4> 0， a5 

=1でなければならない.

この (7)式で四半期別と暦年別の両データを用

い回帰分析を行った.その結果は表 lの通りであ

る.相対価格dπl;rr， d;rr* / ;rr*に:ついては係数の

正負条件も t値も有意である.また貿易財価格の

2国間格差 drh:についてもその係数がほぼlに等

しく申し分ない.しかし，取引量ウエイト dα/α，

dα* /，α*については有意な結果が得られなかった.

このことは αや α*のデータがある種の定義式

(2)式 (3)式から導出されたことからも容易に理

解し得る.即ち相対価格d;rr/;rrや d;rr*/;rr*の係数

が有意であれば，取引量ウエイトの係数は当然有

意でなくなるからである.なお方程式の当てはま

りの良さを示す決定係数は，四半期別と暦年別の

いずれのデータでも非常に良い.かくして購買力

平価からの講離は， 2国の相対価格に依存して変

動すると結論できる.すなわち自国相対価格

(PrIPN)の上昇(日本の貿易財価格上昇または非貿

易財価格下落)はその講離Zを拡大させ，外国の

それを縮小させる.また貿易財の 2国間格差も講

離 Zを拡大させる.

そこで次の問題は，このようにして導出された

相対価格や貿易財価格の 2困問格差の各々が何に

依存して変化するかを調べることである.われわ

れは，かつて各種多様な購買力平価説に関する著

作 5)において見出された社会的な生産珂能曲線及

び無差別曲線を動かすと思われる変数，例えば人

口，資本ストック，労働生産性指数，実質及び名

目 GNP，被雇用者一人当たりの名目粗国内生産

高，市場の開放性，政府支出の対 GDPシェアな

どを説明変数とし回帰係数を求めた6) その結果

は，被雇用者一人当たりの名目祖国内生産高すな

わちその国の生産技術進歩，市場開放性 (GDP当

たりの対外取引高=(輸出+輸入)/GDP)， 政府

支出の対 GDPシェアの 3つが説明変数として有

意であり，その他は有意でないと云うことであっ

た.そこでこの度もこれら 3つの変数が用いられ

た.さらにそれに加えて貨幣の金融的流通を表す

と思われる変数として貨幣ストック M3，日米金

利差(j-j*)を説明変数に使用した.前者の貨幣

表 1 式(7)に基づく回帰結果

説明変数

四半期別データ

dX 
r 

暦年別データ

dX 

r 

d" 

" 

d". 
o 

" 

0.65 -0.94 
(4.88) (-4.47) 

0.66 -0.60 
(6.46) (-3.22) 

da 
g 

dσe 
e 

g 

d， 
r 

R2 

D-W 

1.04 0.93 
(25.24) 2.10※ 

1.06 0.98 
(26.86) 1.69 

df 
n 

96 
99 

21 
24 

R2:決定係数，D-W:ダーピン・ワトソン比，df:自由度 n.標本数，括弧内は t値，※印は繰り返し法

によるD-W比修正を，また-印は有意な t値が得られなかったことを表す.なお以下の各表も同様である.

この表 1では常数項はゼロであるので記載されていない.
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ストックは'Ml，Mz， M3いず、れも有意な結果を得

ることが出来なかった.他方残る日米金利差は，

表 2にみる知く四半期別データを使用したケース

では有意な結果を得た7) この金利差について，

例えば深尾光洋氏はその資産資本アプローチで次

のように主張している.完全に代替的な内外債券

を仮定し国際間の資本移動を考慮に入れるとき，

2国利子率の聞には j=j*+μの関係が成立する

(ただし R を直物為替レート，R
eを予想為替レー

トとすると， μ= (Re.-R) /Rである).また投機

者は，両国のインフレ率を予想し為替レートが購

買力平価から離れるとき再びそれに近づく傾向が

あるとみる.ゆえにその場合μ=(p-p*)+θ(g 

-e)となる.ただしp，p*はインフレ率， g， eは

購買力平価と為替レートの対数値， θは調整速度

である.そこで購買力平価からの講離は

数の導出を試みた.結果は表 2の如くである8)

表 2は，四半期別と暦年別の 2種のデータを用

いて，被説明変数を日米両国の相対価格変化率と

貿易財価格の 2国間格差変化率とし，説明変数を

日米両国の技術進歩，市場開放性，政府支出の対

GDPシェア，日米金利差などの変化率とする回

帰式を設定し，その回帰係数を求めたものであ

る.相対価格の変化率は，それぞれの国の説明変

数のみによって変動するものであり，したがって

自国以外の国の説明変数の部分を予め除外し空白

としてある.例えば第 l行目記載の日本の相対価

格変化率dJr/Jtは， .8本の技術進歩，市場開放性，

対 GDP政府支出シェアなどの変化率のみに依存

して変動し，アメリカのそれらには影響されない

(空白).同様に第 2行目記載のアメリカ相対価格

変化率dJr*/Jr*は，アメリカの技術進歩，市場開

放性，対 GDP政府支出シェアなどの変化率のみ

g-eづjU一川 (p-.p*) I (8) に依存して変動し，日本のそれらには影響されな

となり (g-e;われわれの Zの逆数)， 2国金利差

に依存して変化することになるとみる.

そこで，これら諸変数に金利差を加えて回帰係

い(空白にこれらに対し第 3行目記載の貿易財価

格の 2国間格差の変化率 d7:/けまィ日米両国のす

べての説明変数に依存して変動し，その上 2国間

の金利差変化率 d(j -j*) / (j-j*)の影響をも受

』表 2dJr/Jr， dJr/Jr， d7:/7:の各種革離要因による回帰結果‘

ぷ;11 日本 アメリカ

常数項 技術進歩市場開放性対GDF敬府支 技術進歩市場開放性対GDF敬府支 金利差 R1 df 備考

(変化率) (変化率) 出シェア(劉惇) (変化率) (変化率) 出シェア(劉牌) (変化率) D~W: n 

四半期別データ

dtr -0.01 0.04 0.20 -0.02 94 ダミー使用

r ( -12.88) (3.84) (18.60) ( -9.24) 1.69 102 D-W修正

dtr" -0.00 0.00 0.07 ~0.07 0.81 94 
ダミー使用

..' ( -7.08) (2.39) (7.66) ( -7.62) 2.10 102 tr 

dr -0.02 0.59 0.71 一0.73 -0.42 ー0.29 -:0.00 0.88 92 
D-W修正

r ( -6.41) (15.71) (17.84 ) ( -5.88) 1.88 102 

暦年別データ

dtr -0.00 -0.20 0.29 一0.07 0.97 19， 
D-W修正不能

tr (-0.64) (-5.43) (16.23) ( -1.38)食 1.38 25 

d tr" -0.02 0.23 -0.17 0.94 19 
ダミー使用， ( -7.35) (5.75) ( -4.05) tr 1.88 25 

dr 0.02 0.54 0.56 0.94 17 ダミー使用

r (1.19) (9.27) (2.55) 2.00 22 D-W修正

資料等:前表参照.なお食印は t値が80%の確率で1.328以上であればその係数が有意であることを示す.さらにこの同じ回帰

式でD-W比は1.38となり.系列相関について何も云えない領域にある. しかし修正不可能であった.ただし， 日本の対

GDF政府支出シェアの変化率を説明変数から省くとすべてが良くなる.ここでは，敢えてその説明変数を入れたものを揚げ

ておいた.なお，前図同様に横様の箇所は tfit!が有意でなかったこと，空白の箇所はその変数を入れる意味がないため省かれた.
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けている.なお，説明変数に導入したが t値が悪

く利かない場合は横棒(ー)を付しである.表 2の

備考欄において記載のダミー使用は，第 1節で考

察した政治。経済的な事件に関して導入されたも

のである9) またD-W比の修正は繰り返し法によ

る修正がなされた 10)ことを示し，表 1と異なり修

正したか否かについて備考欄に記載した.なお，

*印は t値が 95%でなく 80%で帰無仮説品=0

を棄却できることを示す.

さて四半期別データの分析では，日米両国とも

技術進歩と市場開放性が自国の相|対価格 (prlpN)

を上昇させるように作用し(正値)，対 GDP政府

支出シェアがそれを下落させるように作用する

(負値).これは特に日本の場合明らかなように非

貿易財(データでは消費財)価格を引下げその結

果相対価格を引上げるように作用するものと解釈

すれば容易に理解し得るところである.これに対

して庸年別データの分析では，日本の技術進歩の

みが四半期別データ分析と符号を逆にし(負値)， 

日本の相対価格を下落させる.すなわち短期。中

期的に非貿易財価格を引き下げて相対価格を引上

げるように作用したものの，結局長期には日本の

貿易財価格の下落に導くことを示す.他方対

GDP政府支出シェアは日米共に負値をとる.こ

れは共に政府支出が非貿易財価格を引上げ相対価

格を下落させることを示す.また暦年別データの

分析において，アメリカの市場開放性は全くアメ

リカの相対価格に影響を与えない.これはアメリ

カが既に充分開放されているとみれば納得すると

ころであろう.ところで最後に非常に興味あるも

のとして金利差の作用がある.表 2によれば，金

利差は貿易財価格の 2国間格差 Cのみを経由して

講離Zに影響を与えることを示している.しかも

それは四半期別データの分析のみで有意であり，

暦年別データの分析では有意とならない.換言す

れば，金利差は短期(或いは中期)では利くが，

長期では利かないことを表す.このことが正しい

ならば，最近のマネータリー。アプローチが長期

的に購買力平価を為替レートの落ち着く先と考え

るのは ll) 極めて妥当なことである.しかもそれ

は貨幣の産業的流通を重視し金融的流通を軽視し

たためではないと云わねばならない.なお，暦年

別データの分析において貿易財価格の 2国間格差

rは，日本の市場開放性とアメリカの技術進歩

の2つの説明変数のみに影響され，他の変数には

影響されていない.

3.購買力平価からの軍離要因と仲介変数

われわれは，前節で (7)式を用い購買力平価か

らの講離x(の変化率)が相対価格7C， π*及び、貿

易財価格の 2国間格差 r(の変化率)に依存し変化

することを実証的に考察した.そして引続いてそ

れら相対価格や貿易財価格の 2国間格差が購買力

平価からの草離要因すなわち日米両国の技術進

歩，市場開放性，政府支出の対 GDPシェア，並

びに 2国金利差など(の変化率)に依存すること

を示した.その結果は，前節で示した表 lと表 2

に纏めた通りである.そこで両表を併せて解釈す

ると次のようになる.例えば四半期別データでは

日本の技術進歩と市場開放性は 12)日本の相対価格

を上昇させ(表 2の1行目)為替レートの購買力

平価からの事離を拡大するように作用し(表 lの

l行目)，他方日本の政府支出の対 GDPシェアは

逆に日本の相対価格を下落させその恭離を縮小す

るように作用する.しかしアメリカの技術進歩や

市場開放性は，これとは逆にアメリカの相対価格

を上昇させ(表 2の2行目)草離を縮小するよう

に作用する(表 lの l行目).また貿易財価格の 2

国間格差について云えば例えば金利差によって

その格差は縮小し(表 2の3行目)購買力平価か

らの事離をも縮小させる(表 1の 1行目). 

このような表 lと表 2を併せた解釈は，暦年別

データを使用した結果についてもなし得る.日本

の技術進歩と政府支出の対 GDPシェアは，日本

の相対価格を下落させ(表 2の3行目)購買力平

価からの講離を縮小させる(表 1の 1行目).しか

し日本の市場開放性は逆に作用する.他方アメリ

カの技術進歩はアメリカの相対価格を引上げ，ア

メリカの政府支出の対 GDPシェアは相対価格を
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引下げる(表 2の5行目).そして購買力平価から

の講離に対しては，前者は縮小?後者は拡大と云

うように逆に作用する.またアメリカの市場開放

性は，暦年別データ分析では何の影響も与えな

い.同様に暦年別データ分析で何の影響も与えな

くなるのに金利差がある.暦年別データでは，貿

易財価格の 2国間格差 rは日本の市場開放性とア

メリカの技術進歩のみの影響を受け，四半期デー

術進歩についてみると，四半期別データでは表 l

及び表 2の仲介変数を経由する計測並びに表 3の

直接の計測，いずれも事離Zを縮小するように作

用している.しかし，暦年別データでは次表 4の

右下方に示すように恭離Zを拡大するように作用

する.これは暦年別データによる分析では， 2国

間貿易財価格格差 rに与える影響が相対価格 Jt*

より大きいことによると解釈され得るが，より正

タで有意であった金利差の影響を全く受けないこ〆 『確には不明である.その他アメリカについて市場

とになる(表 2の6行目). 開放性など多少の不都合な部分があるが，全体と

かつてわれわれは，講離要因が為替レートの購

買力平価からの恭離に影響を与えるときの仲介変

数として，相対価格や 2国間貿易財価格格差など

の変数を選び，それらと希離要因とを区別して使

用した.そこでここでも相対価格や 2国間貿易財

価格格差を仲介変数として区別し使用するため，

講離Zと前節で見出した講離要因との問で回帰式

を設定し直接計測することを試みた.その結果は

表 3の通りである.

表 3によれば，四半期別及び暦年別データのい

ずれについても回帰式の当てはまりは非常に良く

かっ系列相関もない(ただし，ダミー変数を使

用).しかも金利差は，四半期別データの場合の

み有意である.暦年別(長期)データ分析では，

金利差は全く利かない.一方アメリカの政府支出

の対 GDPシェアは四半期別及び暦年別の両デー

タで共に利いていない.これらは，アメリカの仲

介変数 Jt*あるいは rへの相反する作用を互いに

相殺し，結果として講離Zに何の影響も与えなく

なっているものと解釈される.他方アメリカの技

してみると日米の相対価格 (π，Jt*) 2国間貿易

財価格較差(z-)を講離要因の講離Zへの作用を

仲介する仲介変数として位置づけて良いであろ

っ.
以上の結果を理解するために，その作用径路を

表 4のように図示した.その表の左半分は仲介変

数を経由する場合であり，右半分は恭離要因の講

離への影響を直接計測した場合である.矢印の先

にある+ーの記号は，その影響が正か負かを示

す.例えば四半期別データで云えば，日本の技術

進歩は，日本の相対価格にフラス即ち上昇(非貿

易財価格下落のため)の影響を経由して，事離に

プラス即ち拡大の影響を与える.またその日本の

技術進歩は， 2国間貿易財価格格差にもプラスの

影響を与える.その 2国間貿易財価格格差を経由

する影響は恭離の拡大である.そして日本の技術

進歩はこれらの総合として表 4の右半分において

恭離Zへのブpラスの作用を与えるものとして表れ

てくる.以下表 4は同様に解釈される.なお上表

は，四半期別データと暦年別データの両結果をよ

表3草離dX/Xの直接各種要因を説明変数とする回帰結果

足立
日本 アメリカ

常数項 技術進歩市場開放性対GDf敬府支 技術進歩，市場開放性対GDf政府支 金利差 RZ df 備考

(変化率) (変化率) 出シェア(劉惇) (変化率) (変化率) 出シェア(到惇) (変化率) D-W: n 

四半期別データ

dX -0.01 0.44 0.80 -0.07 -0.05 -0.43 -0.00 0.86 92 
ダミー使用

r (-2.06) ~ (8.40) (.13.55 ) (-4.84) ! (-4.69) (-4.57) ( -2.49) 1.91 102 

暦年別データ

dX -0.03 -1.49 0.64 -1.42 1.80 -0.02 0.97 14 ダミー使用

r (-1.09) : (ー3.12) (11.56) (-2.96) (4.37) ー3.01) 2.14 22 D-W修正

資料等:前表参照.
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表4講離への作用経路

ヨ危離要因の仲介変数を経由する影響(表 l及び表2による)

四半期別データ

*~ 仲介変数 ~離要因

日本の技術進歩

3本の市場開放性

i議離要因の直接訴離に与える影響の計測(表3による)

i四半期別ヂータ

話継 議離要因

+モ一一日本の技術進歩

+←一日本の市場開放性

日本の政府支出の対 GDPシェア

米国の技術進歩

d r 一‘一一一日本の政府支出の対 GDPシェア

ーや一一米国の技術進歩

米国の市場開放性 -~一一一米国の市場開放性

米国の政府支出の対 GDPシェア 一‘ 米国の政府支出の対 GDPシェア

暦年別データ

*難 仲介変数

+ 

:グ
~離要因

-~一一一日本の技術進歩

l日本の市場開放性

j暦年別ヂータ

議権

¥金利差

ヨ距離要因

-←一日本の技術進歩

+モ一一一日本の市場開放性

dX 

r 

十/与し
日本の政府支出の対 GDPシェア

:米国の技術進歩

dX 

r 
- ~一一一日本の政府支出の対 GDPシェア

+モ一一一米国の技術進歩

米国の市場開放性 ーモ一一一米国の市場開放性

米国の政府支出の対 GDPシェア 米国の政府支出の対 GDPシェア

金利差

下に分けて記載しである.

4. む す び

以上，われわれは，第 1節において為替レート

の購買力平価からの事離(x)が，拡大と縮小を

繰返しながらも目立つた政治・経済的事件がない

限り次第に縮小する傾向にあることを考察した.

そして第 2節において，この縮小傾向が日米の相

対価格 (π，7(*)及び貿易財価格の 2国間格差

(z-)に依存すること，ゆえにこの 3つの変数のい

ずれかに変化が生じなければ変動しないことを指

摘し，次いでこの相対価格と貿易財価格の 2国間

格差を変化させる要因を検討した.そして講離を

変動させる要因として，日米両国の技術進歩，市

場開放性，政府支出の対 GDPシェアと金利差を

金利差

見出し，かっこのうち金利差については中期・短

期に分類された四半期別データ分析で有意となる

が，長期として分類された麿年別データ分析では

全く有意とならないことを指摘した.

第3節においてわれわれは，相対価格(7(， 7(*) 

および貿易財価格の 2国間格差(z-)を，技術進

歩，市場開放性，政府支出の対 GDPシェアや金

利差などの講離要因と区別し，仲介変数と呼ん

だ.ゆえに技術進歩，市場開放性，政府支出の対

GDPシェアなどの恭離要因は， (7)式及び表 lが

示す如くこの仲介変数を経由しなければ講離(x)

に何の影響も与えないと云うことになる.

求離要因のうち貿易財価格の 2国間格差(z-) 

は，金利差の影響を除けば，表 4にみる如く日米

両国の技術進歩や市場開放性，政府支出の対

GDPシェアなど，社会的な生産可能曲線及び無



宮田亘朗 25 

差別曲線を動かす要因として導出された変数に依

存して変化する変数である.したがって上表 4の

下半分に示した暦年別データ分析すなわち長期に

おいては，購買力平価からの事離は財の生産ー流

通・消費に関わる貨幣の産業的流通の中で決定さ

れてくることを表している.ゆえにそこでは貨幣

の金融的流通は，金利差を除くことにより，全く

関係しなくなる.じかしながら，上記考察のよう

に購買力平価からの講離は，短期・中期の分析に

おいては金利差に影響される金利差が影響しな

いのは長期分析のみである.ゆえに長期において

金利差が影響せず金融的流通が関係しないからと

云って，購買力平価説が財の世界のみを重視し金

利差など金融市場の影響を全く無視した理論であ

るとする批判は，不当であると云わねばならな

かつてわれわれはマネタリー・アプローチを考

察し 13) r短期均衡では，国内貨幣量を一定とし為

替レートを上昇させたCde>0)ときの一時的・短

期的な均衡は， 2国の相対価格をそれぞれ変動せ

しめ，自国では非貿易財価格上昇率を貿易財価格

上昇率より大とし，外国では非貿易財価格下落率

を貿易財価格下落率より小とする.ゆえに購買力

平価からの恭離」を生じるとしていることを指摘

した.これと類似のケースはわれわれの分析で日

本の技術進歩にみられる.すなわち日本の技術進

歩は，短期の四半期別データ分析では日本の非貿

易財価格上昇率を貿易財価格上昇率より大とし購

買力平価からの講離を拡大させ，米国の技術進歩

は逆に作用し講離を縮小させるからである.しか

し長期では異なる.日本の技術進歩は，貿易財価

格を非貿易財価格以上に下落せしめ購買力平価か

らの講離を縮小させる.

なお，日本の市場開放性は短期・長期ともに相

対価格を引上げ講離を拡大させる.他方日本の政

府支出の対 GDPシェアは逆に短期・長期ともに恭

離を縮小させ，米国のそれは講離を拡大させる.

1)宮田亘朗， 1994，購買力平価からの恭離要因とその
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