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マネタリ…・アプ口…チと購買力平価

-R.ドーンブ‘ッシュの初期の論文を中心にしてー

宮田直朗事

Monetary Approach and Purchasing Power Parity 

Nobuo Miyata'" 

This paper investigates the special features of R. Dornbusch's monetary ap-

proach to international trade， following mainly his ear1ier articles. According 

to J. M. Keynes' theory of money， monetary flow in an economy is devided intο 

two kinds; industrial flow and financial flow. The theory of purchasing power 

parity is concerned only with industrial flow of money. The monetary ap-

proach is said to be consistent with the purchasing power parity theory. Our 

main conclusions of this paper are: 

(a)One-good開 modelof Dornbusch's articles is simply compatible with the pur削

chasing power parity theory. 

(b)His two-goods-model， however， is not so simple. The deviation of exchange 

rate from purchasing power parity arises from three factors; relative price 

between tradable and non-tradable goods， weight parameter of transaction 

volurne in GDP deflator， and the international price differential of tradable 

goods. Even in the long-run equilibrium， weight parameter of transaction 

volume among three factors can be considered not to be constant in the proc附

ess of recovery frorn the short-run equilibriurn. 

(c)In addition， the international price differential of tradable goods is theoreti縛

cally excluded frorn his analysis. But the price differential of tradable 

goods is affected by interest rate difference between two country. 
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1.1財モデル
輸入とし，一回全体の総需要が総供給に等しいこ

とを示すと次式を得る.この式の右辺の EXは外

国人の自国への需要と解釈される.貿易乗数理論では，失業がありそのためすべて

の価格は不変であると仮定される.yを所得， c 
を消費，sを貯蓄，1を投資，EXを輸出，EMを

y=c十I十EX-EM 、、，
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2 マネタリ…・アプローチと購買力平価

そこで EMを左辺に移行し Yに加えると，左辺

は総供給を示し，残る右辺は総供給を示す.ゆえ

に(1)式は，財市場の需給均衡を表す式である 1)

投資 Iを不変とし，輸出のみ外生的に dEXだけ

変化したものとし，消費及び輸入を所得の一定率

(3)式~(6)式それぞれを代入し整理すると当該

国の財市場および貨幣市場が同時に均衡している

ことを示す(7)式を得る.

kPy-Mコ:;;H (7) 

(α m)とすれば，貿易乗数理論の(2)式が導かれ 同様のことは外岡(本印で示す)岡内について

る. も成り立つ.外国閣内で財市場と貨幣市場が同時
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アプソ…プション・アプロ}チにしたがい，上

の(1)式を変形し， Y-C-Iを保蔵 Hと定義し，

EX-EMを貿易収支 βとすれば，次の(3)式を得

る2) 

H=ご B

ただιHlii英成 BIi貿易収支黒字

(3) 

したがってこの(3)式は(1)式と同じく財市場の需

給均衡を示す.

きて，マネタリ}・アブ口}チは，この(3)式に

おいて失業と価格不変の仮定を省き(完全躍用)

そのまま財市場の均衡式として保持し，その上で

ケンブリッジ型の貨幣数量説に則り，貨幣市場を

その総供給がその総需要 kPy(所得の一定比率 k

だけ貨幣を保有しようとする)と等しくなるとこ

ろで均衡になると考える.Pは物価水準， yは実

質所得である (y=p.y). しかも，貿易収支黒

字 Bは，すべて対外準備保有増 dRとなり，その

まま国内の貨幣量の増加 dMになる(単純なケ…

ス)ものとすると，下記の (4) 式 ~(6)式を得る.

このうち(6)式は貨幣市場の需給均衡式を示す.

B=dR 

dR=dM 

MチdM=kPy (貨幣悲'ts，謝j

(4) 

(5) 

(6) 

たがLdR lijずタ~iIき紺概 dMli盟内貨幣6常識~JtI

kliマーシャルのム Pli4JJ侃 yli実質所禅

他方， (4)式と (5)式は貨幣市場の(6)式と財市

場の(3)式を結びつける関係式であり，マネタリ-.

アプローチとしての特色を表すものである.

に均衡するならば，次の(8)式を得る.

k*P*y* -M* = H晴 (8) 

ニ岡閣内の財市場と貨幣市場は，それぞれ均衡

となづている.しかも世界はニ閣のみからなると

仮定されている.ゆえに，世界市場でも財市場と

貨幣市場は，それぞれ均衡となる.すなわち財市

場で B=-e.fJT(自国の貿易収支黒字は他国の赤

字)であり，ゆえに(9)式が成り立つ.他方ニ国

合計の貨幣市場でも MチθM*=Mから， (10)式

が成り立つ.また.完全競争下では 2国間商品裁

定から (11)式を得る.

H=ー θP (B=-eB-よりj (9) 

dM = -edM* (2却の貨幣1/f.場。1:f)) (10) 

P=θ，p* ( 2 {ff /18，滞'tfJ4憲兵さより) (11) 

θli ifJ {f/;越貨館'2J捗l/-f.

(7)式および(8)式はム k*，y， y*， M， M*， e 

一定のもとで描くと，図 1の右上がりの HH線

および右下がりの -eH*-eH*線となる.さらに

(9)式や(10)式が成り立つためには，これら 2つ
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図1 マネタリ…・アプロ}チ
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の線の交点 81が見出きれなければならない. こ

の交点 81は，当該国で貿易収支黒字(距離OB1) 

外岡で貿易収支旅宇(同額)そ示す.したがって

この点 81は，貿易収支改普を望む限り，一時的

な短期の均衡点である.長期的な均衡は，HH  

線と一-eH*-eH*線が国内貨幣量と物価の変動に

よるシフトを通じて，交点 81を縦軸 OP上にも

たらすときのみ成立する.かくしてマネタリー・

アプ口一チでは，一閣の貨幣増は他国の貨幣減と

なり，両国の物価 P，P*の変動を経て交点 81が

縦軸上に来て長期に安定することになる.ゆえに，

このアプローチは，古典的な物価ロ正貨流出入機

構を近代的に書き臨したものであると去われる.

また，このマネタリー・アプ口ーチでは，失業が

無く実質所得(ぁ y*)一定で，物価(P， P*)の

み変動するような経済を想定する.この点，物価

…定で所得のみ変動するような経済を考える貿易

乗数理論とは異なる.

いま，図 lにおいて，当初に均衡点は縦軸上の

a点にあり，その後に為替レートの切下げが行わ

れ (de/lθ>0)，結果として外国国内関係(8)式を

表す右下がりの直線を，図に示した -eH*-eH* 

線に(右上方へ)シフトさせたものと考える.こ

のときの為替レートと自国物価の変化の関係は，

(9)式に(7)(8)式を代入し初期に貨幣数量方程式

が成意こと，並びに常に(11)式が存在することを

考慮して，微分し変化率をとると， (12)式~(14)

式を得る. (13)式(14)式にみるように自国と外国

の物価変動車は等しくなり，為替レート変動率は

ゼ口となる.

A1*e 
P e (12) 

M チM*e ~ EsIiOl仕事普表す.

t = -t* (13) 

e = 0 (14) 

2.購買力平価と貨幣の産難的流通

上記の 1財モデルでマネタリ…・アプローチに

おける購買力平価説の取扱を考察してみる.かつ

てわれわれは為替レートの購貿力平価からの議離

( 2困2財モデル)に関する(15)式を考察した 3) 

dZ _ I ~'PT 2 ft PT*メ9* ・*I 
一一一一-， Uff 一一一一一一一一-Uff r-X rpff2 P* ff*2 

e![h* (J-l/ff人 ePT*(J-l/.r人"1 
αa - αa 

rP P* 

dr 
十一一一 (15) 

f 

ここで，Zは為帯レートの購買力平価 PPPから

の議離であり，相対的形式で

pt/Po 
---' = Z (PPP) = Z _ ~ ，_ ~ (16) 
eo Pt/Po* 

X Ii.騨買力事縮からの話.. 

t li時点以下省婚す.o.

と定義される.ただし貿易財を t非貿易財を N

と添字し(時点 tは省略)， a， jJを2財の取引

量ウェイト ffを2財の相対価格 rを貿易財価

格の二国間格差とする.一般物価 P(*印は外国)

および ff，rの定義は，次の如くである.

P=apT十ftPN = epT * ( aチメタ/ff)/r (17) 

P*公営〆PT*十ft*PN* = PT* ( a*チメタγff*) 

(18) 
ただ1.-， 0 十jJ 1， 0*十jJ* 1， 

r ぷ PT/PN， (19) 

r PT = epT* (20) 

きて，上記マネタリー・アプロ…チは 1財の

みを仮定する.したがって このような 1財モデ

ルでは，上の(15)式において相対価格 (ff ) ，取

引最ウエイト (σ，ft)なピの変化は，両閣とも

にありえず，しかも完全競争仮定から貿易財価格

の二国間格差(けもありえない.ゆえに， (15) 

式はぜロとなり，購買力平価からの議離 rの変

化は全く起こらない.

このことは， (11)式が常に成立していること，

したが・って図 1において a点から 81点にシブトし

た場合に，為替レートの変化を全く生じず((14) 

式)，すべて物価変化に吸収される((13)式)こと

から，明白である.
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購買力平価説の妥当するマネタリ-.アプ口一

チは，次のような貨幣の循環的流れを考えている.

岡2は，閉鎖的な一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ピ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 S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 Iである 4) 

[出所]花輪・小川英著『金融経済入門j

1996. 4ペ…ジ

閣2 貨幣の産業的流通と金融的流通

この閉鎖的な貨幣経済を国際取引を合む開放体

系に拡大する.この場合，生産物市場，生産要素

市場，証券市場，預金・貸出市場は，財・サ…ピ

スの輸出入また金融機関や証券会社の海外投資の

授受と通じて，対外的な貨幣取引を包含すること

になる.そして新たにニ間間貨幣の交換を行う外

国為替市場が付け加わる.閉鎖体系と同様に開放

体系においても，貨幣の海外との取引が生産物市

場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る.

そしてそれらの一国経済に与える影響は，公うま

でもなく異なる.

さて，前節のマネタリー・アプ口}チでは， (1) 

式または(3)式は対外取引を合む財・サ…ピス市

場の取引を，また(9)式は世界の財・サ…ピス市

場の取引を表しており， (6)式はそれらを媒介す

る貨幣市場の取引を，または0)式は世界全体の貨

幣市場取引を，それぞれ表している.これらの貨

幣市場取引は，いずれも輸出入を合む財・サ}ピ

ス取引を媒介するものであるから，いずれも産業

的流通に該当するものである.その典型的表れは，

(6)式に示された貨幣数量方租式である.家計の

貯蓄は企業の投資に直結し，そこに金利 i決定の

金融・証券市場は見当たらない.ゆえに，このア

プ口一チには貨幣の金融的流通に対応する流れは，

存在しないこととなる.

3. 2財モデルのケース

ド}ンブッシュは，上記マネタリ…・アプ口一

チの 1財モデルを，貿易財と非貿易財の存在する

2財モデルに拡張する 5)このときすべての実質

量は，貿易財で測られる.そこで，実質所得 K

実質支出z実質保蔵 Hは，すべて貿易財で測っ

た実質量で定義し直される.すなわち，財市場に

関して

Y=XT十 1[XN (21) 

Z=DTチ 1('DN (22) 

ただ、f.." 1[ =PN/PT r:あり，

あv=XN(1[)， XTニ=XT(ff) (23) 

DT=DT( 1('， Z)， DN=ρIN( ff， Z) (24) 

H=Y-Z e.定議dれていぶから，

H =  (XT - DT) 十1[(XN - DN) (25) 

である.

(23)式は，図 3に示すように， (21)式の価格線

(右下がり)が，生産要素所与，完全競争の仮定，

要素価格比と相対価格 r の…対…関係などの下

で描かれる生産可能曲線6)と接する点において，

2財の生産量を相対価格 r の関数として表した
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ものである.他方(24)式は，効用関数を仮定し社

会的無差別曲線を描くとき 7) (22)式の予算線

(右下がり)との接点において， 2財の需要量を

実質支出 Zと相対価格 rの関数として表す.最

後に(25)式は，貿易財および非貿易財の超過需要

(負のとき超過供給)の和として，保蔵を表して

いる.

T' 
J
 

f 

y 

R 

支出・消費耐線

無差別曲線

X Z"N 。 y r 市 π 0 

関3 生産可能曲線と支出

K 

y 

ヌro
N~~ 

r 

。 Y. Z 

関4 各財市場及び総需給の均衡

図3において，貿易開始前の均衡点は Qであ

り，貿易開始後には相対価格を r。とし，生産点

が βとなるように変化したものと考える. もし

支出点が Cにあるなら 貿易財 XT市場は均衡で

あるが，非貿易財 XN市場は不均衡(超過需要)

である.支出点が Cから Aへ支出一消費曲線 OR

上を移動するなら 非貿易財市場は超過需要から

5 

超過供給へと変化する(貿易財は需給均衡から超

過供給へ変化).途中D点において，所得 Yは支

出Zに等しくなる. しかしそこでは貿易財は鵡

過供給，非貿易財は超過需要である.非貿易財市

場を均衡にするためには 実質支出 ZをA点ま

で下げねばならず，他方貿易財市場を均衡にする

ためには，実質所得ZをC点まで上げねばなら

ない.

以上のように闘 3において，相対価格を r。と

すると，貿易財市場を均衡とする点 G非貿易財

市場を均衡とする点 A，所得と支出を等しくす

る点 Dがそれぞれ得られる.それら各点は，図

4において小文字の C，8， d各点として写し出さ

れる.きて，相対価格を種々に設定してみる.そ

して，そのときの貿易財市場均衡点，非貿易財市

場均衡点，所得と支出との均等点をもとめる.図

4の TT曲線，NN曲線， YZ曲線は，それを描

いたものである.NN線の右方は非貿易財超過需

要，左方は趨過供給であり ，TT線の右方は貿易

財超過需要，在方は鵡過供給である. さらに YZ

線の右方は実質支出が実質所得を趨える領域 (Z

>Y)であり，左方はその逆の領域 (Zぐy)で

ある.

忽鯨止t;~管のナ…ス

H B 働市場の均街) (26) 

ただ、L，(25)Al"'O!=J害弱点r市揚坊禽 XN=ZN 

dト代λす.:5.

PTβ= dR (27) 

dR = dM (28) 

Mチ dM= kpTY (貨幣市場のJ5J1!) (29) 

世界全体と Lで尉市場皮U資併f/i.揚?は

H=-H* 般市場の坊締j

dM=ーθM* (貨幣市場の却損管j

PT=θ'PT* f殺害市場の均郵j

(30) 

(31) 

(32) 

さて， ドーンブッシュの 2財ケースでは， 1財

のケースと同様に 非貿易財市場は常に均衡であ

り，貿易収支の黒字・赤字は貿易財市場の不均衡

のみを反映するものとする ((26)式).そしてそ

の不均衡が国内貨幣量の増減をもたらす ((27)式
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図5 短期及び長期均衡(2財そヂル)

-(29)式).すなわち，図4で云えば，常に NN

曲線上を移動している. この NN線は，図 5へ

写すと，関 6での NN線(右下がりの曲線)とな

る.これに対し，閲 5の HH線は， (26)式---(28) 

式を(29)式に代入して，財および貨幣の両市場が

同時に成り立っときの一国経済の均衡式を描いた

(#貿易尉球場止fJfJj)

XN ( 1t' ) DN ( 1t'， z) 

n1N 
dH ぐO

(eN+マN)πXN

(33) 

(34) 

(34);itI:i， z= Y -H A [/'(33)式普mぃ1N5の

NNIIi.の埼"Jlfia'帯l1J.

dXN 1t' 

eN =一一一一
一 d1t' XN 

1t' I aDN aDNdY¥XN 
グN=一一一一 l一一一千 )一一一

XN¥θ 1t' a ZNd 1t' / 1t' 

aDN 
mN = 1t'一一一一一一

az 
f残AfI!府揚と貨幣市場の用時変調j

H=(仏L.シシン剛…欄叩叩欄叩欄

M/PTすとi:bち

H=H( 1t'， 1¥必すフT) (35) 

(35)式の勾配liM=  pT=const.のγe!'*められ

HH厳となる.

dxl dH 〉O(36)
μ 

dH  
ただ["，ll口…で… 1t'

σ 1t' 

ものである.この HH線と NN線の交点 qは，前

の図4の q点に対応する.NN線の勾配が右下が

り.HH線の勾配が右上がりとなることは， (34) 

式と (36)式によって示されている.そのうち(36)

式では，短期均衡を意識し，名目貨幣量 M及び

貿易財価格 PTを，ともに変化しないものと(貨

幣の需要 L及び供給 Mは名目最表示)仮定し導

出されている.なお， (30)式--(32)式は二国を併

せた世界全体の均衡を示した式である.

関5において，初期の均衡 qを出発点として

為替レ}ト θを変化させるものとする.その結果，

HH線は H'H'線へとシフトし，q点を右方 q'点

へ移動させる (M;加に(32)式を代入すると M/(pT*e)

となる.短期を考えMとplを変化しないとすれば.(35) 

式の示す HH線は，各々の相対価格 rに対して右方に移

動する).q'点は，NN線の右上方にあり，非貿易

叙府'Jt.Jð管 (4!JtJ貨幣M.M・平，~， .1.l替L〆…，..eよ昇

のターA)

(35)式の変It~トとり，

aH aH M 
，ll = -_-1t' ，ν=  - ，-=-=-(>0)， a 1t' ，. ， ' a (M/PT) PT 
d' =mN/1 (eNチグN)1t' DN / >O!::置式

M一えをのγë!'M/JフT の~ft，癖が -PT !::.a-ぶこと，常
に(34)式d嚇り立てコょと

(34') ，; =-d'dH 

に注寂すると

dH = ，ll';チ J/P T (35') 

を待l>.ゆx.に lJ = 1/0十，llrJ ) >0と置S

dHニコ J/lJ長T (叙期坊街li) (37) 

邦崩'6filU震に fただι(32);itから長T=e十P.T)
成。立つ

dJr = J/. lJ " (長T-e) (38) 

世界全俳?超滞却tliの枕~fHl:i (37)式(38)式jご作λL で

長T= fJe >0， 0ぐdぐ1 (39) 

ただL
"--一U

山
積

--一

ν

~一'ナ

H
H

一
υ

同

U一一
ρ
U
 

(3刀式 (39)A，(34ソ式を荷互に代λすl>!::
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(48) 
(49) 

l白zdNzdT

政"111=P"'N = P"'T 

ぷz仇

';"'= 0， 

日
付

山口
H
F

一旦田

(40) 

a

呂

ぐO

すなわち，長期均衡では貿易収支の赤字・黒字は

なくなり (B=O) したがって非貿易財のみなら

ず貿易財の市場でも国内需給は均衡し (XT=DT)

2財の相対価格は以前のままの状態に到達する.

このことは，図 4に民って考えると NNおよび

TTの両曲線のうど点 qに位置することを意味する.

この q点は，園 3の Q点すなわち当初あった生

産可能曲線と無差別曲線の接点に時応する.

このように当初の出発点に炭るのであれば，相

対価格は変化せず貿易財価格と非貿易財価格の

上昇率(外聞は下落率)は等しくなり，そしてそ

れらは共に貨幣最の増加率(減少率)に等しくな

る.この貨幣の増加率は(47)式から為替レ…ト上

昇惑と外国の貿易財価格変動車の和に等しい.

なお，為替レート変動とその後の調整が，背後

に貿易財生産部門への資源の移動と非貿易財への

閣内需要のシフト(またはその逆)合伴い，生産

部門聞の資源の再配分による生産要素の相対価格

変化と所得分配の変化を生じることは，云うまで

もない 9) 

(41) 

t戸

';"'>0 

財市場を不均衡とする領域にある.非貿易財が均

衡となるためには q慣は H'H'線上を左下方 80

点まで動かさなければならない. したがって 80

点は，ここに儲まる限り貿易収支を黒字にするこ

とになる.その意味で，この a。点は，鍛期の均

衡点である 8)短期的に貿易収支は黒字，相対価

格は自国で下落，外国で上昇する.また自国の貿

易財価格は騰貴する.

この短期均衡は，貿易収支に黒字・赤字がある

限り長続きせず閣内貨幣量の変動を通じて.HH 

線をシフトさせ長期均衡へと変化して行く.そし

て長期均衡では，次のような状態に到達する.

;;. = -oJlvlle 

N様jごタメ卸-r:1i

ぷ*=-o*JI*v*e (1-11り

ただι

以土から e>Oのとき，PT>O， 

>0 

11= 

ffぐ0，

とをる.

長身ず止fJfj智 (t; 11貨幣最M， M*~J砂町のタ~Ä)

貨幣市場以前ごL=M-r:あるーゆ;{に dMニ=0

(26)(2刀(28)5t7J)ら

dR = pTB =0 

B=H=。
(42) 

(JiJJJIf-miJJ坊lJf) (43) 

常に#賀身JIf-mfAliJ!JfIj， (34)式ゆ乏に(34ソ式ぱ成

パ必-PT) =0 

ゆ乏に l白=PT

(32)式から貨幣量，

などの変佑痕ぱ

l白=e十YT

/ffJj震のことは州fjJ-r:品成。JZ-:?，

B積立仇 i'" =0， P*N = P"'T， M 

l白歌mdT 

かぐ Lで席厨の/JI1訴から

マネタリー・アプ口…チと購買力平価

以上. 3節に分けて初期ド…ンプッシュのマネ

タリ…・アプロ…チを考察して来た.そこで以下

われわれは 2財モデルを中心にこれを再吟味し，

本稿のむすびとしたい.

上記 l財モデルにおいては，相対価格 (ff )， 

取引量ウエイト(a， jJ)並びに貿易財価格の二

国間較差(2")のいずれをも変化させず，したがっ

て購買力平価からの敢離 (x)に如何なる変化も

生じなかった.

4. 
蜘立ιでいる.

i= odH=O 

ゆえに dNtP T 

癌済企体の席併をポす(35)式は H7J号変佑ïïJ，躍で~t5

dH=p;;'一νtM-PT) Iご(44)5t告代λL

f貿易尉価格の変佑率')(46) 

み替v一人ガ厨貿易JJf価格

(44) 

(45) 

f相対価格不変j

から

で

しかしながら，このことは 2財よそヂルでは，

多少趣を異にする.そこで短期均衡と長期均衡に

分けて考えよう.まず，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 (de>O) 

ときの一時的・短期的な均衡は，凶 5の a。点で

(47) 

peT， 



8 マネタリー・アプ口一チと購買力平価

ホされ，ニ闘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.ゆえに購質力平価か

らの端離は， (15)式にみる如く，右辺最初の 2つ

の項の和がぜ口とならない限り(1('ぐ0，1('* >0の

ためゼロでない)生じるものと云える.

iJlJUJJ!JfAi (@ 5のql/lから 8.0点ヘノ

ぷぐ仇長T>仇 PNぐ長T

戸〉仇舟ぐ仇舟〉舟

これに対し長期均衡では，図 5の q点へ戻る

こととなり，両国共に相対価格を不変に留め，自

国において貿易財価格上昇率を非貿易財価格上昇

事に等しくし，外国において貿易財価格下落率を

非貿易財価格の下落率に等しくせしめる.しかも

(46)式にみるように，岡閣の間財価格の変動帯は，

閣内貨幣最の変動率に等しい.かくして，ニ聞は

それぞれの閣内貨幣供給量の変化と物価の変動を

通じてかつての貿易収支均衡点 qへ民ることに

なる.

長期均fAi(@6の8.0点から q点へj

ぷニご仇 l政=PN = PT 
ρ= 0， 1危篤出向山向

この長期均衡においては， (15)式布辺最初の相

対価格に関する 2つの項は，ゼロとなる.他方で

(15)式最後の項も， (32)式を(20)式と比較すると

き明らかなように r=1すなわち dr/r=0とな

り，ゼ口である.しかしながら，残る(15)式右辺

の第3項と第4項 (ι 〆に関する項)がぜ口

であると云う必、然性はない.前節で考察した如く

相対価格を一時的にせよ変化させるならば，両財

の生産関係をも変化せしめ，その結果間財の取引

量を変動させ，しかもそれを持続さることは充分

考えられる.かくして，為替レートの購質力平価

からの議離は一時的にも長期的にもあり得ること

である.ちなみに嘗てわれわれが実証的に検討し

%議離への作用径路

直接効果

%:11E離

十

なし

なし

問 按 効 果

仲介変数 各種訴離要因

十伽/1T仁イ-日本の技術進歩 (0ρ'P/EMP)

日本の市場開放 (OP) 

日本の政府支出対 GDPシェア(OVE/ODP) 

日本の対外準備と金 (OFR)

アメリカの技術進歩 (ODP*/EMP*) 

十 アメリカの市場開放性 (OP*)

十 アメリカの対外準備と金 (OFR*) も--日米金利差 (i-i*) 

十は従属変数に増加影響を与えることを，ーは従属変数に減少影響を与えること

矢印は，影響の方向を表す.

最左欄の+ーは.%説離への各種諭離要因の直接効果を示す.

[出所1Miyata， N.， 1996. Cause and Effect of Deviations from Purchasing Power Parity. prepared for the 
Lecture of Univ. at Lodz， in Poland. 
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た購買力平価からの稲離要因を再掲してみよ

う10) 

それによれば，購買力平価からの%誰離は，両

国の相対価格 (ff ，〆)取引量ウエイト(a， a *) 

輸出財価格の二国間格差(けなどの仲介変数に

依存し，そしてそれら仲介変数はさらに両国の技

術進歩と市場の開放性，日本の対外準備保荷額，

日米金利差などの各種識離要悶に依存する.

この表で%議離への作用径路をみると，市場開

放性，対外準備や金の保有高，金利差などは，取

引量ウょにイト並びに輸出財価格のニ国間格差に影

響を与えていることになる.特にこのうち対外準

備保有高の変化は ド…ンプッシュ・モデルの dR

に相当し，q点からん点(短期均衡)への移動に

伴って生じてくる.ところが逆に，80点(短期均

衡)から q点(長期均衡)に復帰するときは，そ

の dRに呼応した閣内貨幣量 (M，M*)の変化に

よって，対外準備高水準は 80点の水準から (42)

式が成り立つ (dR=O)初期水準へと廃されてく

ることになる.そしてそれは， (48)式(49)式にみ

るように，相対価格不変，貿易財価格や非貿易財

価格に貨幣量に比例した変化をもたらす.そこで，

この長期均衡点で購買力平価からの菰離を生じな

いためには，上記プロセスにおいて，取引量ウエ

イト(ム〆)が，この対外準備保有高の変化に

よって影響されないことが必要となる.もし影響

されるなら 2財モデルの長期均衡において購買

力平価からの講離を生じることになる.

さらに金利悲は，輸出財価格の二国間較差に作

用して%ゴ距離に影響を与える. ドーンブッシュ・

モデルは純理論的に r=1とし，dr =0でとし

ている.しかしながら，このことは，為替レート

に与える金利差の作用，換首すれば貨幣の金融的

流通を排除する結果になってくる.すなわち，ドー

ンプッシュ・モデルには，貨幣の産業的流通の分

析はあるが，図 2にみるような証券・金融市場の

分析は存在しない.このことは，貨幣の需要を所

得の関数(kpT Y)とし，取引需要のみ考慮して

利子事 iを除外していることからも明らかである.

そこで，われわれは，次にドーンブッシュのア

セット・アプ口一チに目を転じ，貨幣市場のみな

らず内外証券市場を合む分析へと進まねばならな

いであろう.
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