
社会情報学研究 , Vol. 16, 1‒19, 2010

１．はじめに

　これまでニュ―ケインジアンの経済学について
考察を行ってきた．それは私が大学院に在籍し，
千種義人先生から，ケインズの『雇用・利子およ
び貨幣の一般理論（1）』の研究会でご指導を賜っ
た時から，現在にまで私の心の中で未解決の問題
であった「貨幣賃金の硬直性」に対するケインズ
の解釈と，ケインズ経済学をミクロ理論面で基礎
付け，これを復権させようとするニュ―ケインジ
アンの経済学の関連性であった．
　1970 年代には，Ｒ．ルーカスやＴ．サージェ
ント，Ｒ．バローを代表とする新古典派のマクロ
経済学者が，ケインズ革命の多くの教義に疑問を
投げかけることとなった．
　合理的期待仮説によれば完全競争・完全情報市

場において，家計が将来について合理的な期待を
形成すると仮定すると財政・金融政策は無効とな
ることが示された．これに対して 1980 年代から，
新古典派の批判に対する様々なケインズ経済学の
教義の再構築がなされている．しかし，ニュ―ケ
インジアン理論は必ずしも，かってのケインズ経
済学をそのまま再構築するものではない点に注意
しなければいけない．ニュ―ケインジアンの経済
学はその分析手法，結論が多岐にわたるため，統
一的な体系・主張を持たない混乱したリサーチプ
ログラムであると評されることも多い．しかし，
ニューケインジアンの名のもとに，あたかも統一
的な枠組みであるかのように提示されることがプ
レゼンスを高めている．
　また，ニューケインジアンは L. サマーズや，
ノーベル賞受賞者である J.E. スティグリッツや
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の労働意欲を引き出すことができる点を選ぼうと
するはずであり，このような水準の実質賃金 w ＊

を効率賃金と呼ばれる．
　労働意欲と実質賃金との関係はイエーレンに従
えば，図にあるように実質賃金が低いときは労働
者はあまり働かないが実質賃金の上昇とともに労
働意欲は増し始め，それがマーケットレートに比
べて高くなるとさらに労働意欲は増すが，努力に
はおのずから限界があるため労働意欲を表わす曲
線は S 字型となる．

　図の w ＊で実質賃金１単位当たりの労働意欲が
最大となり，また労働の効率当たりの実質賃金は
最小となる．つまり企業は限界生産力 e(w)F(e(w)

N) が効率賃金 w ＊に等しい水準になるまで雇用
するはずとなる．
　この効率賃金仮説によって，失業が存在し，企
業が労働市場でこれまでより安い賃金でも働きた
いという労働者を見い出すことができる状況に
なっても，企業の賃金切り下げに対する動機の欠
如を説明することは容易となる．企業は賃金が労
働者の効率に及ぼす影響を考慮に入れた上で，一
番良いと思う賃金を支払うわけであるから，もし
それ以下に賃金を切り下げるなら，労働者の労働
意欲が最適水準以下に低下し，それらを考慮に入
れるならば，賃金を切り下げないのが得策なので
あり，労働意欲や生産関数が変化しないかぎり，
効率賃金や雇用量を変える必然性は存在せず，古
典派モデルにおけるように賃金が引き下げられ
て，失業が減っていくという自動調節のメカニズ
ムはここには存在しないことになる．

P.R. クルーグマン，昨年度（2010 年）の有力候
補に名前があがったプリンストン大学の清滝信宏
や，政策面ではクリントン政権で CEA スタッフ
を務めた先述のスティグリッツ，ブッシュ政権の
CEA スタッフを務めた N.G. マンキュー，マク
ロ理論で活躍する O.J. ブランシャードや D. ロー
マーなど，経済学会のビッグネームが名を連ねて
いる．
　新古典派とニュ―ケインジアンとの間における
意見の不一致は，貨幣賃金やケインズの言う賃金
財価格がどれだけ素早く調整するかをめぐっての
ものである．新古典派は，名目賃金や名目価格は
伸縮的であるとの仮定の下で理論を構築してい
る．価格は市場を清算 (market － clearing) するよ
うにすばやく調整すると想定されている． 

　以下，多岐に渡るニューケインジアンの中での
代表的理論を紹介する．最初に，失業が解消する
自己矯正的なメカニズムが機能しない理由として
の効率賃金仮説を説明する．

２．効率賃金仮説

　効率賃金仮説とは，名前が示すように賃金の高
さと労働生産性の間にプラスの関係があることを
想定する理論で，それに従えば雇用者は自分が雇
用する労働者の労働意欲について直接に情報をも
つことはできないが，より高い賃金を支払えばそ
れだけ労働者の士気，生産性を高める効果がある
と判断する．このため雇用者はそのような賃金の
労働意欲，生産性，労働の質にもたらす効果を考
慮に入れた上で，利潤を最大化するように賃金と
雇用量を決定する．もしその結果成立する賃金が
労働市場をクリアする賃金を越えるならば，非自
発的失業が存在することになる．
　効率賃金仮説をイエーレンのモデルに従って，
N を雇用者数，e を労働者１人当たりの労働意欲，
w を実質賃金とすると競争的企業の生産関数は，
Q＝F(e(w)N)

によって表わせるものとする (2)．ここで利潤極大
化を図る企業は支払う実質賃金１単位当たり最大

労
働
意
欲

e（w）*

w* 実質賃金



大　槻　智　彦 3

　さて，イエーレンが述べている効率賃金や非自
発的失業は，このような説明で直観では理解でき
るが，このモデルは労働需要側の理論であり，供
給側の事情をなんら考慮しておらず，供給側を併
せて考察したのがシャピロ = スティグリッツの
モデルである（3）．企業が不完全な情報しかもたず，
労働者がまじめに働いているかどうか判らないモ
ラル・ハザードの状況を考察している．彼らはま
ず怠業者の資産方程式を次のように表している．
怠業者の資産方程式は，

　（1）　

　r は利子，   率は怠業者の生涯の効用の現在
価値，w は賃金，b は離職する確率，q は怠業が
見つかる確率，　   は失業者の生涯の効用の現在

価値である．これは本来は賃金 w から  
の不利益に離職する確率と怠業が見つかる確率を

かけたものを引いた    を直し
たものである．
また非怠業者の資産方程式は

　（2）　

となり，ここで は非怠業者の生涯の効用の現
在価値，e は努力水準（努力の不効用）である．

(1) と (2) を と について解くなら， と 

はどういう条件を満たすかが分かるが，それが（3）
と（4）の式になる．

　（3）　

　（4）　

　 なら労働者は怠けることを選ばない．
この状態をシャピロ＝スティグリッツは NSC(no

－ shirking condition) と呼び，（3）と（4）より（5）
の式となる．

　（5）   

これにより賃金は失業者の効用  や努力水準 e

のみならず，怠業が見つかる確率 q に依存するこ
とがわかる．なお  はこの条件を満たす最低水
準の賃金である．
さて，失業者の資産方程式は，

　（6）   

となり，ここで a は職獲得率であり  は怠業し
ようとすまいと雇用された労働者の期待効用の現
在価値であり，均衡においては  に等しい．ま
た，  は失業保険（失業の利益）である．我々は

（4）と（6）を と に関して として同時に解くこ
とによって

（7）　

（8）　

（8）式の  を NSC（5）に代入してマクロの集
計的 NSC を得る．

（9）　

ここで，b や r や q は外生的に決まるが，a は内
生的に決まるので，集計的 NSC は職獲得率 a に
依存していることがわかる．（9）式の右辺を失業
率を用いて書き変えるため，N を総労働供給，L

を集計された雇用とすれば，労働市場へ流入する
労働者数は bL，そして失業へと流出する労働者
数は で，これらは等しい（定常市場均衡）から
　　　bL＝a(N－L)

あるいは
（１０）　a＝bL/(N－L)

これを集計的 NSC（9）に代入して，

（１１）
　

　　　　

を得る．この（11）式は集計された怠業防止条件である．
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　 こ こ で，  は失 業 率 で あ り，
こ の 制 約 式 は 次 の よ う に 図 示 さ れ る． 図 の 

 は（11）式に L ＝ 0 を代入し
たものである．
　また，  において，u が高け

れば高いほど賃金が低く が に近づけば近づくほ
ど賃金は高くなる．そして u＝０（完全雇用）は
集計された NSC とは両立しない．
　もし完全雇用なら，怠業してもすぐに再雇用（a
＝ + ∞）され，これを知ることにより労働者 ha

怠けることを選択する．
　均衡賃金と雇用水準はいまや容易に確認でき
る．職獲得率 a を所与としたとき，企業は NSC

を満たす最低水準の賃金  を提示しなければな
らないことを見出す．
　それで，その企業の労働に対する需要は，どの
くらいの数の労働者がその賃金で雇用されるかを
決める．
　均衡は集計的労働需要が集計的 NSC と交わる
ところで起こる．

 に対して均衡は， 

のとき起こる．均衡は下のような図となる．

　E を均衡に持っていく様々な要因は重要であ
る．企業の観点から見れば，賃金を引き上げるこ
とにおいて何ら問題はない．なぜなら労働者は努
力を提供し，そして企業は w ＊ で望むすべての労働
を手に入れることができる．

　他方，賃金を引き下げることは労働者を怠ける
ように仕向け，そして損失が発生する．
　労働者の観点から見れば，失業は非自発的であ
る．それ故，仕事のない人々は w ＊ あるいはそれ
以下で働くことができれば幸せであろう，しかし，
そのような賃金で怠けないということを信じても
らえる約束をすることはできない．結局，働きた
くても失業することなろう．これがシャピロ = ス
ティグリッツが与えている説明である．
　このようにシャピロ = スティグリッツははじ
めに述べたように，供給側を入れて考察した．そ
のパラメーターが a，b，q，w, u，r 等であるが，こ
のことが彼らの大きな功績であると考えられる．

3. 多重賃金を伴う不完全雇用均衡

　効率賃金仮説は，賃金格差が，労働者と雇い主
の間の諸要因が労働市場での均衡成立を阻害する
ために発生すると主張する．「労働関係に内在す
る諸要因」として重視されるものは，労働者の労
働意欲であった．ここではワイスに従ってなぜ労
働者の質が不完全雇用の成立を導くかについて検
討してみたい．

（1）観察上は区別できない労働者たち
　ワイスはその著書において多重均衡賃金をもつ
不完全雇用均衡について論じている（４）．異質な
労働者が存在するがその差異が観察できない労働
市場の場合と，労働者間の能力の差異が観察でき
るが，職を変えることの実質的費用がかかる労働
市場の両方について多重賃金均衡を特徴づけてい

w* E

AGGREGATE
LABOR DEMAND

AGGREGATE
NSC

実質賃金

雇用量

F'（L）

w

L* N L

雇用量

NSC（Ⅱ）

実質賃金

NO SHIRKING REGION

N
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る．ここでは，まず，労働者が異質であるが観察
上は区別できない労働者の分析から行う．
　下の図は高い賃金において職についての待ち行
列（job queue）をもつ二重賃金均衡をもつケー
スについて Q(w)/w 関数を表わす．
　なお Q(w)/w は労働投入の効率単位当たりの費
用であり，それが貨幣賃金 w０と w１において同
一になるように描かれている．ここでもし全ての

企業が賃金 の賃金を申し出るなら労働に対する
超過需要が存在し，一方もし全ての企業が w１の
賃金を申し出るなら労働に対する超過供給が存在
するであろうケースを仮定しよう．また労働者の
応募費用がゼロで，それ故にある企業で不採用と
なった労働者は他の企業に応募すると仮定しよ
う．
　この労働市場において失業を伴う２つの賃金均
衡が存在することが証明できる．企業が申し出た
２つの賃金を w０と w１としよう．w１以下の留保
賃金をもつすべての労働者は w１の賃金を申し出
ている賃金の企業で働くように応募する．
　仮定により，賃金 w１において労働の超過供給
が存在するから，それらの応募者の幾人かは不
採用となる．w０と w１の留保賃金をもつ不採用と
なった労働者者たちは非産業部門において働く
か，あるいは失業者となるかのどちらかである．
w０以下の留保賃金をもつ不採用となった労働者
たちはより低い賃金の企業に応募する．高い賃金
w１における企業の求職者数は低い賃金の企業に
おいて労働供給が労働需要と等しくなるところで
ある．それを図示すれば右の図のようになる．
　w１の賃金の企業において超過労働供給（図の

ａｂ間）が存在するけれども，もし高い賃金の企
業の１つがその賃金を引き下げるなら，低い留保
賃金の労働者が応募してくるので，その企業の労
働費用は逆に増加するであろう．このことは上の
図の w１からの下方への移動を意味し，Q(w)/w の
下落から分かるように単位当たりの費用を引き上
げている．w０以下の賃金を申し出る企業は，も
し低い賃金で労働者を雇うことができるなら，そ
れらの労働費用を減じることができるであろう．
しかし，w０という低い賃金において図から分か
るように労働の超過供給は存在しないので賃金は
引き下げられない．我々は w0 と w１の間の留保
賃金をもつ不採用となった労働者たちを非自発的
失業と呼ぶ．なぜなら，w１という高い賃金の企
業で雇用されている同じ留保賃金をもつ労働者よ
りも，雇用されていないがため状況が悪い労働者
がいる からである．

（2）観察上区別できる労働者たちのグループ
　さて，今度は観察上区別できる労働者たちのい
くつかのグループがある場合を考えてみる．この
場合，市場均衡は他のグループは完全に雇用され
ているのに，また別のグループは長期にわたって
失業の高い水準に悩むことで特徴づけられる．
　我々は企業が観察上区別できないと分かった労
働者を同一のコーホート（cohort）という．下の
図において我々は３つの労働者のコーホートに対
する労働投入の効率単位当たりの費用表をを示
す．すなわちａとｂとｃである．
　図から分かるように，それぞれのコーホートの
効率賃金は異なる．市場均衡においてコーホート

Q(w)
w

w* w0 w1
w

w
Q(w)

wa*

a
b

c

wb* wc*ŵb
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て wb の賃金が支払われ，コーホートａに対して
は wa＊で何人かは雇われ何人かは雇われない職の
割り当てがあり，コーホートｃの労働者に対して
は誰も雇用されない．我々は効率賃金 wa＊と wc

＊

においてコーホートａとｃから雇われるであろう
労働者と比較し，コーホートｂから雇われる労働
者が産業での雇用において比較優位をもつかどう
かについて何も述べていない．すなわち，タイプ
ｂの限界内労働者は wb

＊に全く近い留保賃金をも
つかもしれないが，他方タイプａとタイプｃの限
界内労働者は大変低い留保賃金を持つかもしれな
い．それ故，賃金 wa＊と wc

＊で彼らを雇用するこ
とは，とりわけ彼らの厚生に非常に大きな影響を
与えるかもしれない．そしてもし留保賃金が非産
業部門における生産性を反映するならばタイプｂ
よりむしろタイプａとｃを雇用することは総産出
高を増加することになる．
　我々は雇い主に背景（background）がよく知ら
れている労働者（たとえば中産階級の白人のよう
な）はよく知られていない背景の労働者よりもよ
り雇い入れやすいことをしばしば見つける．この
ことは雇用主がよく知っているグループのメン
バーの期待生産性を正確に評価することがより簡
単であるという理由による．
　重要な情報の非対称性がある場合，市場におけ
る労働の配分は必ずしも効率的でないことは明白
である．例えば，無作為に選ばれた排除されたグ
ループのメンバーのほうが，労働者が雇われてい
るグループのあらゆるメンバーと比べても相対的
に産業への雇用で比較優位をもつとき，そのグ
ループが産業部門の雇用から排除されることはあ
りうる．その理由は情報の非対称性をもつ市場で
の労働の配分は効率的ではないからである．その
ようなケースにおいて排除されたグループから企
業が労働者を雇い入れるように仕向ける政府の政
策は労働の配分を改善するだろう．
　さて，このコーホート内での労働者の分布にお
いて平均は変わらないままで分布を引きのばすこ
とを考えよう．新しい分布において半分の労働者
は留保賃金１と対応する労働投入１をもつ，そし

Q(w)
w

w
Q(w)

w

ｂの労働者を求めて競争しているが，コーホート
a と c は雇わない．
　コーホート b の労働者に支払われる賃金はその
とき引き上げられ，それらの労働者への効率単位
　例えば，コーホートｂの労働者に対する wb

＊に
おいて，超過労働需要が存在するとしよう．
　当たりの費用を増加させるだろう．そして市場
均衡においては失業がないがコーホートｂの労働
者のみが雇われるだろう．そのコーホートｂの労
働者に関しては，労働需要は労働供給に等しい．
雇い主がタイプｂ（コーホート b）の労働者を求
めて積極的に競争していると言う事実にも関わら
ず，いかなる雇い主もｂの労働者が生む労働の効
率単位当たりの費用が，他のコーホートの労働者
が生む労働の効率単位当たりの最小費用（wa＊か
wc

＊の w/Q）より小さい限りはタイプａあるいは
タイプｃの労働者を雇うことは望まない．すなわ
ち上の図において，もしコーホートｂの超過労働
供給が wb 以下の賃金においてなくなるなら，タ
イプａあるいはタイプ c の労働者のどちらも雇わ
れることはない．
　需要の十分に大きな増加があるとき，企業はこ
の効率賃金 wa＊においてコーホートａの労働者を
雇い始める．そのケースにおいて我々は，コー
ホートｂの労働者に対しての職の待ち行列がなく

a b
c

w
wa* wb* wc*ŵb
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て他の半分は留保賃金２と対応する労働投入２を
もつ．集計的労働需要は N/ ２だから，均衡にお
いて企業は１の賃金を支払いそして１という効率
単位当たりの費用をもつ．これは，前は１より大
きかったが，今度は N/ ２人しか労働需要がない
ので下の w＝１の人を雇うからである．平均は
変わらないままで分布を引きのばすことは，この
コーホートから雇い入れている労働者の費用を減
少させることであり，コストが下がることを意味
する．
　ところで，これまで導かれた結果は観察上異な
る労働者グループの数が増えた場合，情報の非対
称性によって引き起こされた資源の誤った配分が
消滅するということを意味していない．そのこと
はもしそれらのグループがより同質的になりつつ
あるなら，その結果それらのグループ内ですべて
の労働者が同じ（あるいはとても近似的な）労働
の資質や投入をもつときにのみ成り立つ．
　人口の分割をだんだんと細かくするとき，グ
ループがより近似的になっていったとしても，異
質性をグループ内に残しているなら，観察上分割
されるグループの数が多くなるときでさえも，情
報の非対称性が依然として重要な厚生や資源配分
上の効果を持つ．とりわけ，２つのグループがた
とえとても近似的であったとしても雇用されたグ
ループのメンバーの期待効用は雇用されないグ
ループのメンバーに対するよりは不連続的に高
い．どのように人口が分割されるかに依存，情報
の非対称性に伴うこの期待効用の下落と資源の
誤った配分はグループの数が増加するときでさえ
も増加しうる．
　このことを見るために，全ての労働者が観察上
区別されない経済を考えよう．さて，情報の利用
可能性の改善のため労働者が観察上２つの別々の
グループに区分されたとしよう．すなわち，w 以
上の留保賃金をもつグループと w 以下の留保賃
金をもつグループである．
　さらに前者のグループは非常に同質的でありそ
して後者のグループは相対的に異質的であると仮
定する．我々は後者（w 以下）のグループが平均

において産業部門の雇用において比較優位をもつ
としても，高い留保賃金をもつ労働者の完全雇用
を行って，より低い留保賃金労働者の産業的雇用
はしない．失業した労働者は低い留保賃金をもつ
労働者であるから，雇用された労働者と失業した
労働者間の期待効用の差は分割前よりも分割後の
方が大きいだろう．
　結局，労働者を見分けることの効率性の改善は
必ずしも社会的厚生を改善しない．同質的グルー
プのメンバーと見なされることにより労働者は便
益を得る．しかしそれらはこの同質性の確認が，
他の労働者に課すところの負の外部性を考慮して
いない．

4．多数の職行列をもつ多重賃金均衡

　我々は上記で表示した全ての仮定を維持する．
とりわけ，規模に関する収穫不変の技術や，その
経済における労働者の分布については情報をもつ
が，個々の労働者の能力資質については情報をも
たない企業や，ホンノイマン－モルゲンシュター
ンの効用関数をもつ危険中立的労働者である．
　まず，企業が賃金の提示を行う．そしてそれか
ら労働者が企業に応募する．最後に他のあらゆる
企業の賃金の提示を観察することによって，それ
ぞれの企業は雇い入れる労働者の数を選択する．
　人口は３つのタイプの労働者からなる，すなわ
ち５M のタイプ１の労働者と，２M のタイプ２
と，M のタイプ３である．M は大きな正の定数
である．ri と表示されたタイプ i の留保賃金は i

に等しい．qi と表示されたタイプ i の労働の資質
は２i に等しい．

P

M
1

13 2/3
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労働者の数 ri qI ｗI pi

５M １ ２ ２ １
２M ２ ４ ４ １/３
M ３ 6 6 １/６

　能力の制約が束縛しないかぎり，我々は各効率
的 1 単位の労働が 1 単位の産出を生産するように
正規化する．我々はまた産業部門における産出の
価格が生産額の減少関数と仮定する．もし生産が
13 2/3M ならその価格は 1 に等しい（５）．
　我々は均衡において提示されていない賃金を，
ある企業は有利に提示することができるかどうか
依然として検査する必要がある．これらの偏差

（diviation）の有利性の評価をするさいに，我々
は外れた企業の雇用確率に関して労働のもつ信念

（belief）を知る必要がある．同一の信念の仮定を
維持する一方で，我々はそれらの信念が外れた企
業の観点から，最も好都合な信念であることを認
めるであろう．我々が示すように，これらの極端
に好都合な信念が与えられたもとでは，いかなる
偏差も有益でないから，明らかにより現実的な信
念のもとでもどんな偏差も有利ではないだろう．
　{p, w} 空間におけるより高い能力の労働者の
無差別曲線は，より低い能力の労働者の無差別曲
線より急勾配である．（I1 は均衡において契約を
受けた労働者，すなわちタイプ I の労働者の無差
別曲線を表す）．労働者のそれぞれのタイプの無
差別曲線は最も高い能力のタイプを除いて，次の
最も高いタイプが応募する企業の契約を横切るか
ら，外れた企業は，均衡においてタイプ I が受け
取っている賃金よりも高い賃金を申し出ることに
よってタイプ I を引きつけるのみであり，このこ
とは下図に描かれている．

　左の図で，A 点はタイプ２の契約点である．B

点において高い賃金を申し出たとき，I1 より左下
にあるからタイプ１は応募しない．タイプ２しか
引きつけない．
　我々は今や，表１で記述された賃金と雇用の水
準が均衡であることを示すことができる．すなわ
ち，いかなる企業も異なる賃金を申し出て，そし
て正の利潤を得ることはできない．タイプ２の
労働者のみを雇いたいと望む企業（すなわち外
れた企業）は（w －２）p ＞ 2 / 3，あるいは w ＞
2 / 3p ＋２を満たしている {w, p} の組合せを申し
出なければならないだろう．そしてそこで，w は
外れた企業によって提示され，そして p は外れた企
業による雇用確率に関与する労働者の確信である．
　タイプ 1 の労働者に応募することを思いとどま
らせるために，（w －１）p ＜１かあるいは w ＜
1 / p ＋１である（６）．したがって p ＜ 1 / 3 で賃金
が 4 より大きいとタイプ２は引きつけられうるの
みで，そしてタイプ 1 は応募することをやめさせ
られる．
　同様にタイプ 3 の労働者を雇いたいと望む企業

は w ＞ 1 / 2p ＋３の賃金を申し出なければなら
ないだろう．しかしタイプ２に応募することを思
いとどまらせるために企業は w ＜ 2 / 3p ＋２を
申し出なければならない．これらの不等式は p ＜
1 / 6 と６以上の賃金の申し出に対してのみ満たさ
れる．
　今度は２つ以上のタイプを引きつける外れた企
業を考えよう．もしその企業がタイプ 1 と 2 を引
きつけたいと望むなら，たとえ全ての労働者が外
れた企業により雇用される確率が 1 であると信じ

P
I1 I2 I3

A

B

w

P
I1 I2

w

1/3

4
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費用は 3 1 / 2 の賃金であろう．そしてそれは最
も楽観的な考えを所与として，タイプ 3 の労働者
を引きつけるのに必要な最小の賃金である．
　これは，タイプ 1 の労働者が応募したときの期
待賃金は１×２= ２
　この労働者を外れた企業が引きつけるために
は，P=1 より
　　（w － 1）× p ＞ 1  ∴＞ 2…①
　タイプ 2 の労働者が応募したときの期待賃金は
2 × 1/3=2/3
　この労働者を外れた企業が引きつけるためには
　　（w － 2）× p ＞ 2 / 3 ∴ w ＞ 2 2 / 3…②
　同様にタイプ 3 の期待賃金は 3 × 1/6
　　（w － 3）× p ＞ 3 / 6 ∴ w ＞ 3 1 / 2…③
　①②③の最も大きい w=3 1 / 2 を支払えばタイ
プ１かタイプ２かタイプ３が雇えることになる．
　もし労働者がこの企業に雇われたなら，その予
想される労働投入は一方で賃金支払いが 3 1 / 2K

である間は３K となるだろう．かくてその偏差は，
その企業の労働投入の単位当たりの費用を増加さ
せる．
　この例が示すように，最も低い賃金を除いたあ
らゆる賃金における失業を伴う多重賃金均衡があ
り得るのである．

5．独占的競争と総需要

　従来は主として一産業に関する理論として評価
されてきた独占的競争は最近になってマクロ経済
学の分析用具としての重要性を増してきている．
この理論の興味深い点は，ワルラス型の完全競争
の一般均衡理論とは異なり，収益逓増の現象を説
明できる点である．また，それは寡占理論などと
は異なり，価格，産出量および雇用量の決定に関
して確定的な結果をもたらすという利点も備えて
いる．
　本稿においては，Fisher（1977) （10），Blanchard

（1983）（11），Mankiw(1986）（12），Blanchard and 

Kiyotaki（1987）（13） らの，総需要の外部性やメ
ニュー・コストを導入する独占的競争の考え方を

たとしても，その企業はタイプ２を引きつけるこ
とができる最小の賃金である少なくとも2 2 / 3 と
同じ大きさの賃金を支払わなければならない（７）．
　タイプ１と２の労働者の分布を所与として，も
し外れた企業が K 労働者を雇うなら，その賃金
総額が 2 2 / 3K になるとしても，その期待労働投
入は 2 4 / 7K になるであろう．
　これはタイプ 1 の労働者が５M であり，タイ
プ２の労働者は２M であるため，無作為に雇っ
た と き 労 働 投 入 は，5M/7M × 2 ＋ 2M/7M ×
4=2 ４ /7 となる．
　かくて外れた企業は，労働投入の単位当たりの
その企業の費用が，均衡契約を申し出ている企業
に対する費用よりもより高かったことを見つける
であろう（８）．
　もしある企業がタイプ２と３のみを雇いたいと
望むなら，これを可能にさせたところの最も低い
費用は５の賃金となるであろう（９）．
　このことは，労働者が５の賃金を申し出ている
企業により雇われる確率が 1 /4 だったと信じたと
きのみ実行可能となるであろう．そしてこのこと
はタイプ１と３の無差別曲線が　次の図において
交差するところの A 点に対応する．

　人口内におけるタイプ２とタイプ３の比率が与
えられたとき，もし外れた企業が K の（すなわ
ち K 人の）労働者を雇用するなら，その期待さ
れる労働投入は 4 2 / 3K であり，そしてその賃金
支払いは 5K であろう．
　最後に我々は労働者の 3 つのタイプ全てを引き
つけるであろう契約を申し出ている企業を取り上
げることができる．この契約に対する最低限度の

P
I1 I2 I3

A

w

1/3

4

1/6

6
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のように表されるものとしよう．ここで Yi は企
業 i の産出を示し，Nij は産出 i の生産において使
われるタイプ j の労働の量を示す．（j =1,…,n）の
異なるタイプの労働がある．
　パラメーターσは生産における投入の代替の弾
力性であり，均衡の存在を証明するためにσを 1
よりも大きな値と仮定する．αは規模に関する収
穫度の逆数であり，1 と等しいかまたは大きいと
する，すなわちα－ 1 は産出に関する限界費用の
弾力性，（つまり短期の限界費用の弾力性）である．
総費用は C

総費用 Ci は

MCi の Yi に関する弾力性は

である．

（1）式は企業 i の産出指標 Yi を Nij の「CES 生産
関数」として定義したもので，すべての投入が生
産関数に対称的に入ってくることになる．企業は
利潤を最大化するように行動し，企業 i の名目利
潤に次のようになる．

　
（2）

　

　ここで Pi は企業 i の産出の名目価格，Wj はタ
イプ j の労働の賃金である．さて，独占的競争下
の各企業は他の企業の生産する財の価格と賃金を
不変とみなし，自らが生産する財の価格及び生産
量を利潤が最大になる水準に決めるのである．
　一方，代表的な家計 j の効用関数は

　（3）　Uj=(m1/(1－θ) Cj)γ(Mj /P )1－ γ －Njβ

取り上げ，ニュー・ケインジアンの経済学が扱う
重要な問題のひとつである「名目価格の硬直性」
について，特に独占的競争と価格調整費用に着目
しながら，ミクロ経済理論的な基礎付けを行うと
ともに，企業の価格硬直的行動がマクロ経済学に
いかなる影響を与えるかを考察する．この点に関
しては，とりわけ Blanchard and Kiyotaki が優れ
ており，これに基づいて Keynes 理論の再構築を
考察する（14）．
　我々の興味は，この経済において総需要のシフ
トが産出にどのような影響をもつかということに
ある．
　以下，財と労働と貨幣で，簡潔な一般均衡モデ
ルを構築し，本稿の分析の枠組みとしたい．つぎ
に独占的競争と関連する非効率性を特徴づけて，
そしてそれが総需要の外部性と関係していること
を示すとともに，この外部性がなぜ純粋な総需要
の動きが産出に影響するかを説明することができ
ないことを示すが，独占的競争と組み合わせられ
たときのメニュー・コストの影響を考察し，それ
が価格を変える小さな（二次的）コストが名目貨
幣の変化に応じての産出と厚生の大きな（一次的）
変化を導く可能性について示す．つまり，名目値
の変動に関するある特定の見方を前提にして，こ
の疑問にとり組む　この結果は，総需要の外部性
に密接な関係を示しており，独占的競争は完全競
争ではできなかった方法で総需要の影響を生み出
すことができることを示す．
　

（１）独占的競争モデル
　まず，経済は労働市場と財市場からなるとしよ
う．そして労働市場と財市場はともに独占的競
争状態である．今経済には m 個の企業が存在し，
各企業は差別化された財を生産しているものとし
よう．また経済には n 個の家計があり，それは消
費者であり労働者である．
代表的企業 i のテクノロジーは

（1）　
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ここで　

そして　

である．家計 j の効用 Uj は家計 j の消費の大きさ
を示す消費 Cj と実質貨幣残高 Mj / P の増加関数
であり，Nj の減少関数である．
　Cij は個人 j の第 i 番目の財の消費とすると，Cj

の関数として表される．全ての財は対称的に効用
関数に入っている．ここでは各財の代替の弾力性
が一定であるような関数形を使っている．パラ
メーターθが大きければ，各財は，密接な代替財
である．均衡が存在するためにはθは 1 より大き
くなければならない．もしそうでなければ，すな
わちθが１より小なら各生産者は，直面する需要
関数の弾力性が 1 未満となり，各生産者は無限大
の価格を選択する．

需要の価格弾力性は

　限界収入 MR は

 

　もしくは　＞ 0

（3）式の Cj の前の定数は Cj が財の種類の数 m に
依存しないようにするための便宜的なものである．
　実質貨幣残高は，効用関数に直接影響を及ぼす
と仮定されている．貨幣を多く持っているほどよ
り多くの財を購入できるということであるが，動
学モデルを用いなければならないため，ここでは
細かい議論を避けて，このような近道をとること
にする．貨幣は財は購入するために用いられるの
だから，それを実質化するには名目貨幣残高は財
Cj に付随した名目物価指数によってデフレート
される．それがここで与えられる物価水準 P で
ある．項β－ 1 は労働の限界不効用の弾力性であ
り，βは 1 に等しいか，あるいはそれより大きい
と仮定され，この値が以下の議論で重要な役割を
果たす．なお，限界不効用は，以下のようになり，
その弾力性はβ－ 1 である．なおβは０と１の間
のパラメ－タ－である．

限界不効用は， 

であり，その弾力性はβ－１である．
　家計は予算制約のもとで効用を最大にする．
各々の家計は価格と他の賃金を所与とする．再び

P

Yi

MC＝

Pi

Yi

θ＞ 1 なら

θ＜1 なら

MR

MR
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我々は n が十分に大きいので，他の賃金を所与と
することは名目賃金水準を所与とすることに等し
いと仮定する．
　予算制約式は次のように書かれる．

　（4）　

名目消費支出と名目貨幣需要の和は，名目所得と
期首の貨幣残高の和に等しい．Mj は期首の貨幣
残高の和に等しい．Mj は期首の貨幣の賦存量であ
りVij は家計 jにいく企業 iの利潤のシェアである．

　均衡は，実質貨幣残高と総需要の関係，一対の
財と労働の需要関数および一対の価格・賃金ルー
ルによって特徴づけられる．実質貨幣残高と総消
費支出の間の関係，つまり総需要の関係は次のよ
うに与えられる．

　（5）　Y =K（M / P）

ここで

　（6）　

（6）式は需要関数の導出である．総需要 Y を全
ての財と消費者に関する消費需要の和をとったも
のとして定義している．もし効用関数が消費と実
質貨幣残高に関し一次同次であり，加えて一方で
消費と実質貨幣残高が加法的に分離可能か，他方
で消費と余暇が加法的に分離可能であるならば所得
効果は除かれる．３．独占的競争の一つのモデル

ここで m 組の企業と n 人の家計からなり，企業
は各々の差別化された財を生産し，企業と労働者
は何らかの独占力を持つ経済を考える．第一番目
の効用関数は，

　（7）　Uj =（m1/（1－θ）Cj）γ（Mj /P）1－γ－Nj
β

のように表されるものとしよう．

ここで　

そして　

効用関数 Uj は消費 Cj と実質貨幣保有高 Mj /P の
増加関数であり，財 jの労働供給の減少関数となっ
ている．さらに家計 j の消費 Cj は第 i 番目の財の
消費を Cij とするとき，Cij の CES 関数として表
される．全ての財は対象な形で効用関数に入って
いる．パラメーターθは，効用における財の代替
の弾力性であり，均衡が存在するためにはθは１
より大きくなければならない（もしそうでなけれ
ば，以下で示されるように各企業が直面する需要
関数の弾力性が 1 未満となり，各企業は無限大の
価格を選択する）．
　θと生産物 m の数に依存する Cj の前の定数は
最適化後に生産物の数の増加が限界効用に影響し
ないという便利な正規化である．実質貨幣保有高
は効用関数に影響を及ぼす仮定されている．γは
０と１との間のパラメーターである．
　貨幣は財を購入するのに用いられるから，それ
を実質化するには Cj とその消費財の名目物価指
数によってデフレートされなければならない．そ
れがここで与えた物価水準 P である．効用の第
３項は労働の不効用を与え効用関数に負に働く．
Nj は家計 j の供給する労働量である．項β－ 1 は
労働の限界不効用の弾力性であり，この値が以下
の議論で重要な役割を果たす．これは限界不効用
の労働弾力性と労働の産出量弾力性（すなわち，
産出量の労働弾力性の逆数）との積であると考え
られる．もしも労働の限界不効用が定数であり，
労働生産性が一定であれば，β－1 は 0 となる．
また，労働の限界不効用が逓増するか労働生産性
が逓減するならばβ－1 は正となるだろう．
　さて家計は予算制約のもとで効用を最大化す
る．予算制約は
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　（8）　
　

ここで Mj は初期の貨幣の賦存を示し Vij は家計 j
にいく企業 i の利潤のシェアである．名目消費需
要は名目所得 Wj Nj に等しいことが示される．

（2）需要関数
　総需要 Y を全ての財と消費者について消費需
要の和をとったものと定義する．

　さらに総需要 Y と貨幣供給 M との間には

Y=K（M/P）という単純な関係が見られるものとしよ
う．この仮定により貨幣供給が財の需要にいかなる
影響を及ぼすかを表現することが可能になる．

また各企業が直面する需要関数は

労働需要の関数は

なお　

θ＜１　なら　MR ＜０　また　θ＜１　なら
需要の価格弾力性は

（3）　対称的均衡
　企業も家計も対称的なら，均衡では全ての相対
価格と全ての相対賃金は１にならなければならな
い．すなわちこの場合どの企業も同一の価格設定
を行うことが意味されるから均衡において選択さ
れる相対価格は全ての企業について同じになるは
ずである．つまり各企業が完全に対称的な市場の
均衡では各財の価格は平均価格に一致し，相対価
格は１になる．

Pi =P  そして Wi =W

そして

　（9）　（P /W）=（θ/θ－1））KpYα－1

　（10)　(W /P）=（σ/（σ－1））KwY α（β－1）

方程式（9）は産出の関数として価格賃金比率（P /

W）与える．収穫逓減のもとで産出水準の増加関
数である．
　同様に実質賃金（W /P）は産出の減少関数であ
る．我々は方程式（9）を集計的価格ルールと呼
び，方程式（10）を集計的賃金ルールと呼ぶ．（9）
と（10）が対数－線型であるので垂直軸で log（W /

P）を水平軸で log（Y）（あるいは logM /P）を計ると
均衡は図３で特徴づけられる．

log (W / P)

wage rule
slope (β－1)

slope－(α－1)
price rule

A

logY (=log(M/P)+constant)
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（4）独占的競争均衡と完全競争均衡
　独占的競争均衡と完全競争均衡はどのように異
なるのであろうか．（9）の項θ/（θ－1）は財市
場における企業の独占力の度合を反映しており，
限界費用を超える価格の超過分である．その結果，
完全競争のときと比べて相対価格は高くなる．し
かし，ここまでの議論では，完全競争から独占的
競争に移ったために得られたマクロ経済学的な含
意はそれほど多くない．ここではメニュー・コス
トを導入して価格変更のコストに直面している場
合に何が起こるかを分析する．

（5）総需要の外部性
　独占的競争のもとでは，限界収入 = 限界費用
という利潤最大化条件が成立する生産水準におい
ては価格が限界費用を上回り，過少生産の状態に
ある．すなわち競争均衡と比べて生産量は非効率
的に少ない．このことは独占力の存在から導き出
されるが，それについては「総需要の外部性」か
らも導き出される．
　独占的競争均衡において，他の価格を所与とす
れば，各価格（賃金）設定者には，それ自身の価
格（賃金）を減少させて，その産出（労働）を増
やす誘因がない．
　しかしながら，価格設定者が彼らの価格を同時
に減少させると想定しよう．これは実質貨幣残高
と総需要を増加させる．
　産出の増加は，過小生産と不完全雇用の初期の
ゆがみを減らして，社会的な厚生を増やす．

　独占的競争均衡の定義によって，他の価格と賃
金を所与として，どんな企業もその価格を減少さ
せる誘因がない，そして，労働者にはその賃金を
減少させる誘因がない．
　さて，すべての賃金とすべての価格における比
例的な減少すなわち，すべての i と j に関して (dPi /

Pi ）=（dWi /Wi）＜ 0 を考えてみよう．そしてそれは，
全ての相対価格を不変のままにするが，物価水準
を減少させる．
　もし独占的な競争的均衡から出発して，企業が
その価格を減少させるなら，このことは価格水準
の小さな減少を導き，かくして総需要の小さな増
加を導く．
　産出と雇用の与えられたレベルで，各々の企業
の実質的価値は不変である．
　しかしながら，物価水準の減少は，実質貨幣残
高と総需要を増加させる．

（6）経済余剰による分析
　まず貨幣供給が減少する場合を取り上げる．第
3 図には，変化後の新しい需要曲線 D1 と限界費
用曲線 MC を描いている．ここで，もし生産者
余剰の増加分 F－E がメニュー・コストよりも大
きければ，企業 j は新しい利潤最大点 C を選び，
価格を当初の Pi0 から Pi* に引き下げ，生産量を
Yi* の水準に決めることになろう．しかしながら，
F－E がメニュー・コストよりも小さいならば企
業は価格を変更する誘因はない．それゆえ，B 点
が企業 j にとって最適点になる．

Pi0

Pi*

Yi1 Yi*

E

G

H

F

B

C

MC

Di

( )

Pj
P

MC

MR

D
Pj
P

M
P・
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　次に貨幣供給が増加する場合を検討しよう．こ
のケースは需要曲線 D1 と限界費用曲線 MC を書
き出すと図 5 のようになる．
　今度の場合，B 点と C 点との位置関係が貨幣
供給減少の場合と逆になっている点に，留意する
必要がある．企業 j が価格を Pi0 から Pi* に引き上
げることから生じる生産者余剰の増加分 E－F が
メニュー・コストを上回るならば，利潤最大化を
実現する C 点が選択され，企業 i の生産量は Yi*

に決められる．けれども反対に E－F がメニュー・
コストよりも小さいという関係が成り立つなら
ば企業 i は当初の価格 Pi0 を変更することなく，B

点で生産を行い，生産量を拡大する．
　このように企業 i が価格の引き上げ（C 点）で
なく，価格の硬直化（B 点）を選択する場合，企
業にとっての価格硬直化の私的費用は生産者余剰
の差 E－F に等しい．ところが，今回のケースで
は，名目価格の硬直性は社会に大きな便益をもた
らす．B 点が選ばれることにより，面積 H の消
費者余剰と面積 F の生産者余剰が実現するから
である．この結果も総需要外部性によって説明
できる．貨幣供給 M の増加にも関わらず各企業
が財の価格を変更しないならば，一般物価水準 P
にも変化はない．それ故，実質貨幣供給 M /P の
増加が引き起こされ，全ての財に対する需要が増
大し，マクロの経済厚生が高まることになるので
ある．
　このようにわずかなメニュー・コストでも価格
の硬直性をもたらす原因となる．そして，短期的
には価格を変えない方が企業にとって有利である
とすると，期待需要の変化に対して企業は生産量
を調整することにより対応することになる．この
ようにして，物価の安定性と数量の変動が理論的
に一層正当化されるのである．

６．メニューコスト理論

　ここでは，メニューコスト理論の部分均衡分析
であるマンキューの理論を検討する．
さて，硬直的価格が私的には効率的であるが，

社会全体では大きな影響をもちうるというこ
の メ ニ ュ ー コ ス ト に つ い て，Mankiw (1985), 

Blanchard and Kiyotaki （1987）などで取り上げら
れ，ニューケインジアンの経済学の主要な課題で
ある「名目価格の硬直性」について考察する．
　そして，企業の最適化行動により価格の硬直性
が起こりえること，価格の硬直性がマクロ経済に
大きな影響を与ええることをマンキューは述べて
いる．
　すでに Blanchard and Kiyotaki に従って企業の
最適化行動の結果，価格の硬直性が起こりえるこ
とを考察した（15）．
　ここではそれに加えて，部分均衡的図形分析を
用いてメニューコストを説明し，この硬直性が社
会全体で大きな損失となりうることをマンキュー
に従って概説を行う（16）．
　ニューケインジアンの経済学者たちは，ケイン
ズ的アプローチを経済変動について展開しようと
努力している．この研究の多くは，賃金や価格が
短期においてどのように動くかを説明することで
総供給の理論を洗練することを目指している．
　景気循環は需要のショックに対応する非最適価
格の調整によって生ずる．ケインズ派の一部のモ
デルにおいて，価格は単に外生的に固定されてお
り，他のモデルでは，主体は取引日以前に彼らの
価格を設定しなければならない．この公示価格を
変更する行為は費用がかかる．これらの費用は新
しいカタログ・値札を刷り直す費用といった文字
通りのメニュー・コストの他に社内での調整と
いったコストも必要としている．広い意味でのメ
ニュー・コストの存在が名目価格の変化を妨げるな
らば，名目変数から実質経済への影響が生まれる．
　しかるに，これらのメニュー・コストは小さい，
そしてそれゆえに固定価格モデルの弱い基礎を与
えているにすぎないと一般には認識されている．
メニュー・コストが短期の価格硬直性を説明する
かどうかについて経済学者のあいだには見解の一
致がない．懐疑的な人はメニュー・コストが社会
的に非常に費用のかかる景気後退をどのように説
明するのか．支持者たちは，小さいことは必ずし
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もそれが重要でないことを意味しないこと，そし
てメニュー・コストは個々の企業には小さいが，
経済全体では大きな影響をもちうる，と考える．
　マンキューによれば，わずかなメニュー・コス
トが，大きな経済厚生の損失を引き起こすことが
可能であり，独占企業の価格決定の単純な静学モ
デルを提示している．そのモデルにおいて，企業
は前もってその価格を設定し，そしてわずかなメ
ニュー・コストを課して事後にその価格を変える．
　マンキューによれば，企業の価格調整決定は決
して社会的に最適ではなく，社会全体に対してよ
り大きなコストをもたらすとしている．本講にお
いて，このような最近のニュー・ケインジアンの
展開について論じる．

（1）部分均衡分析
　一定の費用関数（1）と逆需要関数（2）に直面し
ている独占企業を考えよう．
　（1）　C=kqN
　（2）　P=f (q)N,

　ここで C は数量 q を生産するための総費用で
あり，k は単に定数であって，P はもし企業が q
を市場に提供するならば，企業が得る名目価格で
あり，そして N は名目的なスケール変数である．
変数 N は外生的総需要レベルを示している．
　企業に対する名目費用 C とそして企業が受け
取る名目価格 P の両方とも名目需要 N の水準に
比例して増加する．

　図 1 は独占企業に対する標準的な利潤最大解を
示している（17）．
　名目スケール変数の増加は，費用と需要関数を
比例的にシフトさせ，それゆえに企業の産出 qm

に影響を与えることなく Pm を増加させている．
　c=C /N そして p=P /N とする．企業の問題はそ
れゆえに総需要から独立している．すなわち，そ
れは（1）̓と（2）̓に直面しており，もし N が変化
したとしてもそれはシフトしない．
　（1）̓　C=kq
　（2）̓　P=f (q),

　図 2 のように企業は利潤を最大化するように p
と q を選ぶ．
　企業が定める名目価格は pmN である．

　企業は k と pm の間の方形の面積と等しい利潤
（生産者余剰）をかせぐ．消費者余剰―価値が価
格を超える部分―は利潤の上の三角形に等しい．
総余剰，それはこの論文において利用される厚生
の尺度であるが，それは利潤と消費者余剰の和で
ある．
　さて，企業が総需要の予想 Ne に基礎をおき，
一期前に名目価格を設定する必要があると想定し
てみよう．それは，名目価格を pmNe に等しく設
定する．
　もしその予想が事後的にも正しいなら，観察さ

P

Pḿ

Pm

KŃ

KN

qm q

P

Pm

K

qm q

消費者
余剰

利潤
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れた価格 p0 は pmである．
　それが誤っているならば，観察された価格は
p0＝pm（Ne /N）である（18）．

　N が予想より低いなら，図 3 のように p0 は pm

より高い．

　この場合，企業の利潤は B－A の面積だけ低く
なり，そしてそれはプラスである．なぜなら定義
により pm は利潤最大化の価格だからである．
　総余剰は，B＋C だけ減らされる．
　それゆえに，総需要の減少による経済的厚生の
減少は，企業の利潤の減少より大きい．
　その企業は事後的にその名目価格を変えること
ができるが，メニュー・コストが z だけかかると
想定しよう．
　企業がそうすることを選ぶならば，企業は p0

か pm へ価格を引き下げて，付加的な利潤 B－A を
得る．価格引き下げによる利潤の増加がメニュー・
コストを下回るならば，企業にとっては，価格を
元の水準のままにしたほうが有利である．
　このように，企業が「名目価格の硬直化」を選
択する場合には，総需要が減少しても各財の価格
は変わらず，生産量のみが減少する．
　メニュー・コスト z は，価格調整の費用にほか
ならない．このとき，もし価格調整の利益が価格
調整の費用より大きければ，企業は価格を新しい

水準 pm に変更する．けれども，価格調整の費用
が利益を上回るならば，価格変更すると利潤はか
えって減少してしまう．その場合，企業は当初の
価格を維持し，総需要の変化には生産量の比例的
な調整によって対応する．
　それゆえに B－A>z のときのみ企業はその価格
を引き下げる．つまり，企業に価格を買えるイン
センティブがあるということになる．
　けれども社会的な観点からは，企業は B＋C>z
のときに限り，pm にその価格を引き下げなけれ
ばならない．
　それゆえ，マンキューは以下の結果を説明して
いる．

1）

　需要の減少に従い，もし企業が価格を引き下げるな
ら，社会的には望ましい．もし企業がその価格を切り

下げるなら，B－A ＞ z．よって，B＋C ＞ z＋A＋C ＞ z．
そうすることは社会的に望ましい．

2）

　需要の減少に従い，もし B＋C ＞ z ＞ B－A なら，
そうすることが社会的に最適であろうとしても，
企業は価格を pm まで切り下げない．このことは，
マクロ経済学的な論争おいてしばしば言及される
価格の下方硬直性を示している．
　新しいメニューを印刷する際に C＋A の外部的
利益が存在するため，非効率的になる．この外部
性の大きさはいかほどだろうか．
　企業は first－best の価格 K よりむしろ，利潤最
大化価格 pm に調整するので，利潤の増加 B－A は

2 次のオーダーである一方，経済的厚生の増加 B
＋C は 1 次のオーダーである．

3）

　総需要の減少は生産者と消費者の余剰の合計に
よって測られる経済的厚生を明らかに減らす．
　企業が対応してその価格を下げるならば，総需
要の減少はメニュー・コスト Z だけである．も
しそうでないなら，そのときは総需要の減少は B＋
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C の費用よりももっと大きくなるだろう．
　さて，総需要の増大を考えてみよう．
　N ＞ N e だから，我々は p0 ＜ pmということを知っ
ている．
　最初に，図 4 におけるように p0 ＞ k（N /Ne ＜
pm /k,）としよう．企業の利潤は D－F だけ，減少
させ，そしてそれは正である．なぜなら，pm は
利潤最大化だからである．
　総余剰は E+F だけ増加される．企業はもしそ
うすることの費用が増加した利潤によって正当化
されるなら，その価格をリセットする．すなわち，
企業は D－F ＞ Z のときのみその価格を引き上げ，
pm にもどす．

4）

　N /Ne ＞ pm /k となる需要の増加にしたがって，
企業がその価格をリセットするならば，総余剰は
メニューコストだけ減少させられる．
　企業がその価格をリセットしないならば，余剰
は E+F だけ増大する．
　N /Ne ＞ pm /k ならば，需要の増加の後，図 5 の
ように p0 は k の下方にある．

　総余剰は I－J だけ減少する．それは負でも正
でもありえるし，厚生への効果を曖昧にしている．
　今や負である企業利潤は G+H+I だけ減らされ

ている．企業はもし G+H+I ＞ z なら，その価格
を pm にリセットする．
　もし，I－J ＞ z なら，それは社会的に最適である．

5）

　N /Ne ＞ pm /k という増加にしたがって，もし
企業がその価格をリセットするなら総余剰はメ
ニュー・コストだけ減少する．
　企業がその価格をリセットしないならば，総余
剰の変化は曖昧であるが総余剰はメニュー・コス
トほど減少しない．
　企業がその価格をリセットしないなら，G+H+I ＜ z．
これは I－J ＜ z－J－G－H ＜ z ことを意味する．
　それゆえに，総余剰の減少である I－J はメ
ニュー・コストより少ない．上記の結果の部分的
な要約としては，総需要の増加はメニュー・コス
トほど経済的厚生を減らさない．そして，経済的
厚生を増加させさえするであろう．
　総需要の減少は明白に経済的厚生を減少させ，
おそらくメニュー・コストよりはるかに大きく減
らすであろう．

７．終わりに

　ケインズの相対賃金理論は今日でも賃金の下方
硬直性を説明する理論としてなおその意義を失っ
ていないと考えられる．
　しかし，相対賃金理論は被雇用者がなぜ不況期
に賃金切り下げに抵抗するかを説得的に説明して
いるが，他方，雇用者側がなぜその有利な立場を
利用して賃金の切り下げを行わないのか説明すら
していない．
　ニューケインジアンの理論はこれを補強すべ
く，理論化をめざすものであり，貨幣賃金の硬直
性を説明するための諸理論を考察した．
　ニューケインジアンの理論は，市場の不均衡を
もたらす賃金や価格の硬直性を，独占的競争や情
報の非対称性やメニューコスト等に基づいて説明
し，景気変動についてはメニューコスト理論を用
いて説明している．
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　はじめに述べたように，これらの理論は分析手
法，結論が多岐にわたり，統一性を欠くとの批判
は当然であろう．
　しかし，1990 年代から，短期的な景気変動を
説明するため，新古典派とニューケインジアンと
の論争から「新しい統合」（new synthesis）に向
けた可能性が探られている．この新しい統合は両
学派の長所を取り入れようとするものであり，今
後の研究課題としたい．
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