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はじめに

ナレッジシリーズもこれで7冊目ですが、この「経済のナレッジ」は人によっては

少し違和感があるかもしれません。それはそもそも経済、経済学がビジネスマンに

とって必要な知識なのかという疑問です。これには即答できます。ビジネスマンに

とって「経済学の知識はMUSTではないがWANTである」。それは次のような理由

です。

・経済学が会社における経営戦略、経理、マーケティング、生産、流通、法律（IT

を除くナレッジシリーズそのものです）の理論的バックボーンになっていること。

・特にマーケティングは経済学の「市場理論」を、より実践的にしたもので、経済

学の応用といえること。日常生活に役立つ「算数」がマーケティングなら、経済学

は「数学」にあたる。算数も数学を学んだ時に「納得でき、人に説明できる」。

・多くの企業経営者が社会人になってから経済学を学んでいること。しかし理解し

ている人は少ない。経済学がビジネスにおいて必要なことは、企業で真剣に働く人

は気づき、勉強するが、難しすぎてよく理解できず、結局はビジネスに生かせない。

本書はこの「必要でありながら難解な経済学」について、「わかりやすく」かつ

「一般ビジネスマンに必要なものだけ」をナレッジとして体系化したものです。

ではなぜ経済学は難解なのでしょうか。私はこの原因が4つのファジーさと2つの

シンプルさにあると思います。
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1つ目のファジーは領域です。どこまでが経済学の対象なのかが今ひとつはっき

りしません。こうなると底なし沼です。経済学の最初のターゲットは政治であり、

政治がメインターゲットとする社会、社会の中の市場、さらには市場のメンバーで

ある商品、サービス、情報、企業、消費者、住民、政府、労働者、金融、外国、環

境、そして相互のパワーバランス…と進んでいきました。これでは絞り込んでいる

ようで、実は領域を広げていると思います。本書はその主旨から思い切って「企

業」を主な対象としています。したがってそれに関係しない理論は基本的にはカッ

トしています。

2つ目のファジーはそれを学ぶ対象者です。マクロ経済（なかなかおしゃれな表

現です）の出発点は政治ですので、本来これを学ぶべき人は政治家、役人です。一

方企業、消費者は経済学の要素です。企業側から社会を見るミクロ経済学は亜流と

いえます。しかし本書はビジネスマンがその対象者です。したがって本書では経済

学の王道であるマクロ経済学は、企業から見た経済を知るうえでギリギリ必要なも

のだけに絞り、第4章にぎゅっと圧縮して書いています。そして「ミクロ経済学を

企業から見る」ことを本線として第2章、第3章、第5章で詳しく書いています。

3つ目のファジーはその理論です。経済学は日本では文科系に属するのですが、

数学がそのベースとなっています。数学を知らない人から見ると、経済学の中心と

もいえる｢限界｣つまり｢微分」などは見るのもイヤなものです。数学を知っている

人から見ると、同じように数学を使っている他の自然科学に比べ、経済学は妙に
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その適用が中途半端です。そんなことを感じてプロの数学者が数学を経済学に厳密

に適用していくと、最後はゲームの理論のナッシュ均衡のように、一般人には超難

解なものになってしまいます。かといって数学を除いてしまうとパズルのようで、

その適用度が狭くなってしまいます。本書は一般ビジネスマンを対象としています

ので、もちろん数学が苦手な人もターゲットゾーンです。そこで何とか数学の苦手

な人でもわかるように、「がんばって」書いています。また数学アレルギーの人向

けに一部「ここは読みとばしてもOK」という部分を作っています。逆に言えばこ

れ以外の所は、数学が苦手の読者の方も「がんばって」読んでください。

4つ目のファジーは体系です。私も本書のために何十冊と経済学の本を読みまし

たが、さまざまな考え方が翻訳（残念ながら日本人が書いたものはほとんどないよ

うです）され、よく読むと1つ1つの理論についてはどの本も同じことが書いてあり

ます。しかしただ多くのえらい学者たちの考えを翻訳するだけで、その学者間の理

論の整理がされていません。もっといえば学者同士があまり仲良くないので、そも

そも1つに体系化しようという気がありません。本書では第1章で経済学を歴史的な

流れで整理しています。まず第1章を読み、経済学のあらすじをとらえ、第2～5章

を読み、最後に第1章でもう一度頭を整理してください。

シンプルさは2つあります。1つは状況設定のシンプルさです。「完全競争」など

実際の社会ではあり得ない状況設定が多くされています。しかし経済学はマーケ

ティングなど他の実践的知識の原理・原則と考えれば、シンプルなものから理解
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するのは当然といえます。本書では原理・原則を解説するとともに、複雑な現実世

界への適用のヒントをページの許す限り書いています。

2つ目は結論のシンプルさです。｢均衡するはずだ｣で終わっているものがほとんど

です。そして現実世界ではその結論になっていません。本書では「均衡してもおか

しくないのに、なぜ実社会では均衡しないのか。どの条件があてはまらないのか」

についても私なりの考えを書いています。読者の方も自分の頭を使って「自分なり

に」考えてみてください。

読者の方にはこれらのことを理解・納得していただいた上で、本書で経済を理解

し、「知っている」知識ではなく、ビジネスに「使える」ナレッジとして身につけ

ていただくことを望んでいます。

本書の構成は5章33テーマから成ります。章扉には常識テストを用意しました。

「これに答えられないとビジネスマンとは言えない」という問題を出しましたので、

まずチャレンジしてみてください。各テーマは「ビジネスシーン」「本文」「ビジ

ネスキーワード」から成り立っています。ビジネスシーンはそのテーマに関して、

ビジネスの局面で交わされる会話を挙げてみました。本文はそのテーマの本質がわ

かるように、できるだけ平易な表現としました。そのなかでもしっかりと理解して

欲しい用語は、「定義」として解説しています。ビジネスキーワードは本文を理解

したうえで、この言葉をビジネスの現場で使っていこうというものです。巻末には

ビジネスキーワードの索引を設けていますので、辞書代わりにも使ってください。
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最後に本書を執筆するにあたり、多くの方々のご協力をいただきました。弊社に

てビジネスリーダー養成をやらせていただいたクライアント企業の皆様には、本書

を書くうえでさまざまなヒントをいただきました。そして㈱同友館出版部長の鈴木

良二氏には執筆に関するさまざまなアドバイスをいただきました。ここに深く感謝

の念を表したいと思います。

2005年
㈱MCシステム研究所 内山 力
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第 １ 章
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常識テスト

Q1.アダム・スミスの主張は？

ア．重農主義 イ．重商主義

ウ．グレシャムの法則 エ．神の見えざる手

Q2.「限界」と関係ないのは？

ア．微分 イ．1単位増えると ウ．最大値 エ．接線

Q3．マルクスと関係ないのは？

ア．資本論 イ．レッセフェール ウ．共産党宣言 エ．ブルーカラー

Q4．ケインズ理論でないのは？

ア．政府は企業・消費者の行動に干渉しない

イ．需要が供給を作り出す

ウ．失業が起きても賃金は下がらない

エ．利益率と利子率を比較して企業は投資する
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Q5．マネタリズムは？

ア．政府が状況に応じて貨幣量を操作する

イ．政府は一定のルールで貨幣を増加させていく

ウ．貯蓄と投資はバランスする

エ．貨幣供給量は政府と企業が共同でコントロールする

Q6．イノベーションという言葉を生んだ学者は？

ア．ハイエク イ．サミュエルソン

ウ．クズネッツ エ．シュンペーター

Q7．ゲームの理論を完成させたのは？

ア．ポーター イ．ガルブレイス ウ．ドラッカー エ．ナッシュ

常識テスト

（正解） Q1.エ Q2.ウ Q3.イ Q4.ア Q5.イ Q6.エ Q7.エ
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《ビジネスシーン》

「君、もう少し経済について勉強しなさい」

「経済って金のうまい使い方のことですか？」

「企業の行動についての理論だよ」

経済というのは不思議な言葉です。経済は英語のeconomyの訳といわれています。

economyはもともとギリシャ語を語源とした「家の財産を守る」という意味でした

が、この「家」を「国全体」に広げたものをpolitical economyとよび、いつの日か

これを単に economyとよぶようになりました。こうして economyは政治

（political）と結びついて「国全体の財産を考えること」という意味になりました。

そして「国を思う」多くの学者がこれについて考え、経済学（economics）という

不思議な学問を生み出しました。

一方、economyは「家の財産を守る」という意味から別の方向に派生して「節約、

倹約」という意味にも使われています（飛行機のエコノミークラスのeconomyで

す）。
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日本語の「経済」という言葉は英語のeconomyとほとんど同じ意味に使われてい

ます。political economyの時代に日本に入り、「経世済民」「経国済民」を略して

経済という翻訳語を生みました。経世済民、経国済民とは「国（世）を治め、民を

救済する」という意味で、economyよりもpoliticalに近い訳といえます。民は現代

社会では消費者と企業の２つに分かれます。

こう考えると経済は「消費者」、「企業」、そして両者の仲介をして国全体の繁

栄を願う「政府」という3つの要素から成ります。本書では経済を次のように定義

します。

定義

経済⇒消費者、企業、政府で構成される社会において、それぞれの行動の
あるべき姿を考えること。

特に本書では、ナレッジシリーズの主旨から考えて、できるだけ企業に着目し、

企業と消費者、企業と政府という形で経済を考えるものとします（経済には

economyと同様に、節約、倹約という意味もありますが、本書ではこの意味では使

用しません）。
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定義

経済学⇒さまざまな学者が経済について理論化し、学問として体系化した
もの。

経済学という言葉は先ほど述べたとおり、経済についての学問ですが、本書では
次のように定義します。

経済学とは消費者、企業、政府が自らの意思で（政府はそうでもないかもしれま

せんが）とってきた行動を、学者が理論的に整理したものです。その学問の主な使

い道は、特定企業が相手企業や消費者がとる行動を予測して最適な戦略を考えたり、

政府が企業、消費者の行動を予測して明日の政策に生かすものといえます（決して

政府が取った行動を分析して、批判するものではないと思います。というよりも願

います。テレビに出ている日本の経済学者は何だか批評家のような感じもしますが

…）。

経済学については過去にノーベル賞をとるような有名な学者がいて、しばしばビ

ジネスの局面でその名前が出てきます。経済を知る第一歩として経済学の歴史を本

章で述べます。

経済学はその分野によって（というよりも学者の興味の対象によって）次の2つ

に分けられます。
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定義

ミクロ経済学⇒企業に着目して経済を考えること。
マクロ経済学⇒政府に着目して経済を考えること。

本書ではミクロ経済学については第2章、第3章の中でこの考えに触れていきます。

第2章は企業・消費者・市場というまさに企業から見た「経済」の基本要素につい

て考えます。第3章はその発展形として、近年経営戦略によく使われるゲームの理

論について考え、少し経済学を実戦化します。

マクロ経済学は政府から見た「国」全体に着目するので、しばしば「日本経済」

（日本国の経済）という表現がとられます。これについては第4章で述べます。そ

してミクロとマクロの中間、というよりもマクロ経済学のうち、企業経営に直接関

わるカネ（金融）、ヒト（労働）についての理論および国際経済を第5章で述べる

ことにします。

ビジネスキーワード

経済、economy、経済学、economics、マクロ経済学、ミクロ経済学、日本経済、

国際経済
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《ビジネスシーン》

「こんな激しい業界内の戦争がいつまで続くんだろう。こんなことやってい
たってお互いに幸せはないだろう。何とかしなくちゃ」

「何もしなくても次第に神の見えざる手が働いて、各企業、消費者にとって
幸せな状態になるはずだ」

経済学は18世紀に誕生したとされています。18世紀の経済学の動きをざっと追っ

てみましょう。

① 経済学の誕生 経済学はその語源となるpolitical economy、経国済民のとおり、

「国」をベースに考えるマクロ経済学からスタートしました。そしてこれに市場

（market）という概念が加わり、経済学を大きく発展させます。市場とは売り手と

買い手が次のようなものを取引する場所（スペースという意味ではなく、むしろ社

会といった方がよいかもしれません）のことをいいます（詳細は第2章参照）。

定義

財⇒財産から来た言葉で、経済学では「人間の欲望を満たすもの」と定義す
る。
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財のうち所有できないもの、目に見えないものをサービスと分けることも多いの

ですが、近年ではモノとサービスの識別ができないものもあるので（携帯電話をイ

メージするとわかりやすい）、本書ではサービスも財に含めて定義します。

この財は市場において、物々交換ではなく、貨幣を用いて取引されます。そして

いつの日か貨幣自体も取引されるように（円とドルなど）なっていきます。本書で

は貨幣も含めて、市場で取引されるものをすべて財と表現します（貨幣も財の定義

のように、それ自体の所有が人間の欲望を満たしているともいえます）。そして財

が取引される水準を、貨幣で表したものを価格と表現します。18世紀には市場、財、

貨幣、価格という経済学の柱が次第に固められていきました。

② 重商主義 当初経済学では、この「市場での取引」を「どのようにすれば国全

体の財が増えるか」ということから理論化（というよりも、この頃はまだ「提案」

といった方がよい）が進められました。

グレシャムの法則で有名なグレシャムもこの時代を生きた1人です。グレシャム

の法則とは「悪貨（金の含有量が少ない貨幣）は良貨（金の含有量が多い貨幣）を

駆逐する」というもので、「悪が良をいつの間にか支配してしまう」という意味で

広く使われています。グレシャムは金、貨幣という財に着目して考えており、これ

を重金主義といいます。

その後、重商主義という考えが広まっていきます。これは「国の財」（財を
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「富」と表現し、国富という）を増やすには、政府が輸出を支援し、輸入を制限し

て、国内産業を育成することで貿易差額（輸出－輸入）を増加させるという、いわ

ゆる保護貿易のことをいいます。重金主義とこの保護貿易論を合わせて重商主義と

いうこともあります。

重商主義の後には、貿易よりも産業（18世紀当時は農業がその中心）が富を生む

という考え方（重農主義という）が生まれました。重農主義は保護貿易から自由貿

易（政府が貿易に関与せず、なすがままに任せる）への転換を求めました。重農主

義ではエコノミスト（経済学者のこと。なかなかおしゃれな表現です）、レッセ

フェール（政府が企業、消費者の行動に干渉しないこと）という流行語を生みまし

た。

③ アダム・スミス こうした中で経済学の基礎を作ったのは、18世紀を生き抜いた

「国富論」の著者アダム・スミスです。彼の理論を要約すると次のようになります。

・神の見えざる手 企業、消費者が自分にとってもっとも都合よく（合理的、利己

的と表現される。自らの利益が上がるように考える）行動し、かつ自由競争（強

い者が勝つ）を行えば、需要（買い手の買いたいと思う量）と供給（売り手の売

りたいと思う量）が次第に同じ量に向かい、社会全体としてもっとも効率的な状

態になるというものです。これを「神の見えざる手が働く」と表現しました（後

に「市場メカニズム」と表現される）。この考えは重商主義の保護貿易を
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否定し、重農主義をベースとして現代の主流ともいうべき自由貿易を推奨するもの

です。レッセフェールを引き継ぎ、政治的にも自由主義（個人が自分の判断におい

て行動すること。政府は企業、消費者の行動には干渉しない）という考え方を生ん

でいきます。これはこの後「大きな政府と小さな政府」「夜警国家論（政府は治安、

安全保障のみを行う）と福祉国家論（自由競争では弱者を救えない。福祉が国家の

役割）」といった政治的議論を生み、経済学は政治の理論的バックボーンとなって

いきます。

・資本家、労働者 労働以外の生産手段（設備、カネ…）を資本、これを持つ人を

資本家（当時は土地を持つ人だけを分けて地主としたが、現代ではあまり意味が

ないので本書ではこの地主も含めて資本家という）、労働力を提供する人を労働

者とよびました。「資本家は労働者から労働力を買い（！）、自分の持つ資本と

組み合わせて財を生産することで利益を得る」と考える「資本主義」の原型を作

りました。

・分業 生産においては各人が仕事の分担を行うことで、生産性が高まると主張し

ました。これはご存知のとおり19世紀に起こる産業革命によって工場内で「流れ

作業」として実現します。また社会全体としても分業は効率をもたらすことを主

張し、これも流通業（メーカーから「売る」ことを任される）の誕生で実現しま

す。
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ビジネスキーワード

市場、財、貨幣、価格、重商主義、グレシャムの法則、重金主義、保護貿易、重

農主義、エコノミスト、レッセフェール、アダム・スミス、国富論、神の見えざ

る手、自由競争、需要、供給、市場メカニズム、自由貿易、自由主義、夜警国家

論、福祉国家論、資本、資本家、労働者、資本主義、分業、流通業
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《ビジネスシーン》

「経済学って『限界』という不思議な言葉にぶつかって、結局わからなくな
るよなぁ」

「限界とは数学の微分のことだよ」

19世紀の経済学には次の2つのトピックスがあります。

① 限界革命 19世紀中頃にミルという学者の書いた 「政治経済学原理」という

本で、テーマ2で述べた「スミスの考えた経済学」は集大成されます。これはこの

後登場するケインズの経済学に対して、古典派経済学とよばれます。

古典派経済学とケインズの間の時期に限界革命という進展がありました。限界と

いう考え方はジェポンズ、メンガー、ワルラスという3人の学者がほぼ同時期に言

い出したもので、経済学と数学の結びつきの第一歩といえます（この3人は当時評

価されず、あまり有名ではありません）。後にこれをマーシャルという学者が「経

済学原理」としてまとめています。

定義

限界⇒あるものが1単位増えることで変わる量。
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限界とは経済学独特の用語で、これがわかるかが経済学がわかるかどうかの決め

手といってもよいと思います。限界はmarginalという形容詞の訳で、「ふちの、端

の」という意味であり、「限界××」として広く使われています。その中でビジネ

スにもっとも使われるのが「限界利益」です。これは売上（上の定義の「あるも

の」）が1単位（1個）増えると、どれ位利益（上の定義の変わる量）が変わるかと

いうものです。例えば１個あたりの原価が80円のものを100円で売っている店では、

限界利益（１個あたり）が20円となります。

（以降は数学が苦手な人は読み飛ばしてください）

この店の販売数量と利益の関係をグラフで表わすと下のようになります。
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この時、限界利益は上の直線の「傾き」となります。ここでもし、購入原価が売

れば売るほど下がっていく場合は、上の直線は次の図のような曲線（正確にはギザ

ギザの直線ですが、遠くから見ると連続した曲線に見える）となります。

この連続した曲線で限界を定義すれば、「1単位増える」ではなく、「微小量（デ

ルタ、⊿で表す）増えた時に変わる量」となります。例えば100個の時の限界利益

は、曲線上の販売数量が100個の点で、販売量を微少量増やした時の利益の変化で

あり、曲線のここでの接線の「傾き」となります。この接線の傾きを求めることを

数学では微分といい、この傾きを微分係数といいます。
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（数学の苦手の人はここから読んでください）

この限界という考え方がこうして数学と結びつきました。言い方を変えると、経

済学はこうして数学の苦手の人から離れてしまいました。しかし本書では何とか数

学が苦手な人にも直感的に理解してもらうようがんばってみます。

② 社会主義 19世紀に入って社会主義という考え方が注目されました。これは財

を市場で取引せず、社会全体で共有していくという考え方をいいます。これを完全

に進めて、特定の人が財を保有することをすべて否定したものを共産主義といいま

す。

産業革命と資本主義は19世紀のヨーロッパに失業や貧富の差という問題を残しま

した。このアンチテーゼとして登場したのが社会主義といえます。

19世紀前半にロバート・オーエン（企業を家族と考える経営家族主義や、協同組

合・労働組合の創始者としても有名）、サン・シモン、フーリエらが社会主義を提

唱しました。これは後にマルクスによってユートピア社会主義（空想的社会主義）

といわれました（ユートピアとはトーマス・モアが書いた小説に出てくる私有財産

のない理想の島のこと）。

マルクスは19世紀半ばエンゲルスとともに「共産党宣言」を発表し、その考え方

を「資本論」という著書にまとめます。資本論は非常に難解なものですが（団塊の

世代たちが学生の時に必死になって読んだといわれています）、要するに資本主義
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を否定し、共産主義を実現するもの（その途中段階として社会主義を定義してい

る）です。さらに「これまでの社会主義」を否定し、理想論ではなく科学的に社会

主義、共産主義を実現することを提案したものです。彼の提案によって共産主義国

家、社会主義国家が誕生したといえます。

マルクスが企業経営にもたらしたものは、労働階級、ブルーカラーという今や死

語となりつつある考え方です。しかし現代企業のリーダー層の多くが、この理論を

「一応は」学んだことがあるので、たまにビジネスの会話にも出てきます。

限界革命、限界、古典派経済学、marginal、限界利益、接線、微分、社会主義、

共産主義、ロバート・オーエン、サン・シモン、フーリエ、ユートピア社会主義、

空想的社会主義、マルクス、共産党宣言、資本論、労働階級、ブルーカラー

ビジネスキーワード
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《ビジネスシーン》

「マクロ経済学って政府の打つ手を考えることを言うんでしょう。経済を政
府が操作できるの？」

「昔から『そんなことしても無駄だからほっとけ』と、『経済がピンチの時
に政府がほっとくと、大変なことになる』で学者がもめてるんだ」

1929年10月24日ニューヨーク株式市場の株価が大暴落し、アメリカの失業率は

3％から何と25％まで急上昇し、世界恐慌（恐慌とは最悪の経済状態のこと）へと

広がりました。この時「経済学は何も機能しないではないか、ほっておいても神の

見えざる手が働かない」という批判を受けました。

そして華々しく登場したのがケインズであり、「雇用、利子および貨幣の一般理

論」という彼の著書です。彼は古典派経済学を否定し、ケインズ理論、ケインズ革

命、ケイジアン（ケインズ理論を用いた経済学者）という言葉を生みました。アメ

リカはケインズ理論をニューディール政策として実施し、立ち直り（単に時が解決

したのかもしれませんが）、ケインズ理論は不況から経済を救うものとして注目さ

れました。
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① 古典派経済学の否定 ケインズは以下の理由で、古典派経済学の基本といえる

レッセフェールを否定しました。

・失業 古典派経済学では「失業（労働需要＜労働供給）が起きても賃金が低下す

ることで労働需要が増え、自然に労働需要＝労働供給となっていく」と考えてい

ます。一方ケインズは「賃金や就職は経済学のようには動かず（学者らしくあり

ませんが）、失業が起きても賃金は下がらない」として、アンバランス時には、

労働需要（仕事）を政府が作り出さないと失業は減らないと主張しました。

・セイの法則の否定 財市場においても、ケインズは同様の主張をしました。セイ

の法則とは「供給が需要を作り出す」というもので、「需要と供給は価格によっ

てバランスする」ことが前提となっています。不況になってモノが売れなくても、

供給側が価格を下げることで需要を生んでバランスするというものです。一方ケ

インズは「需要が供給を作り出す」として、需要の量に合わせて供給側が調整し

ていくと考えました。そのため不況時（需要が低下した時）には政府による減税

や公共投資によって、この需要を高めていくことが経済の活性化には必要だと主

張しました。

・利子率 古典派経済学では、「貯蓄と投資」を「需要と供給」と考え、やはり自

然にバランスすると考えていました。一方、ケインズは企業は投資によってもた

らされる「利益率」と資金を得るためのコスト（利子率）を比較して、前者が
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大きい時に投資すると考えました。つまり利子率を下げれば、投資が拡大して景気

が良くなると主張しました。

② ケインズ理論の否定 この後、必ずしもケインズ理論が万能ではなく、社会的

にうまくいかない面が出てきます。そして再び古典派経済学が別の形で陽の目を見

ます（こうやって追いかけてみると、経済学、特にマクロ経済学はまさに堂々巡り

です）。これは主に次のような主張です。

・マネタリズム 景気などの経済変動について、貨幣の与える影響に着目したもの

です。政府が状況を判断して貨幣量を操作するのではなく、一定のルール（毎年

一定の増加率を提案）で貨幣を増加させて、あとは市場にまかせていくべきとい

うものです。1929年の大恐慌は、政府が貨幣量を意図的に縮小するという市場介

入を行ったためだと主張しました。このマネタリズムはフリードマンが言い出し、

1980年代にアメリカのレーガン大統領、イギリスのサッチャー首相、日本の中曽

根首相が採用して注目されました。

・サプライサイド理論 レーガンの諸政策（レーガノミックスという）にもう1つ取

り入れられたのがこれです。ケインズ理論が需要に着目しているのに対して、供

給側（サプライサイド）に着目する理論です。サプライサイドとして貯蓄、設備

投資、労働力を挙げ、これらを減税によって刺激する必要があると主張しました。
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恐慌、ケインズ、ケインズ理論、ケインズ革命、ケイジアン、ニューディール政

策、レッセフェール、需要、供給、セイの法則、マネタリズム、フリードマン、

サプライサイド理論、レーガノミックス

ビジネスキーワード
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《ビジネスシーン》

「経済学って政治学みたいなものじゃないの？」

「経営学とも一体化して、企業の経営理論のようなことを研究している学者
もいるみたいだよ」

テーマ2～4で述べたように経済学はマクロ経済学から生まれました。ミクロ経済

学は当初マクロ経済学で作られた市場、価格、需要、供給といった理論、考え方を

企業経営、特にマーケティング戦略へ応用するものとして生まれました。しかし近

年になって、ゲームの理論を筆頭にミクロ経済学が華やかになってきており、経営

学との境界も怪しくなっています。このミクロ経済学を作った人たち（もちろん王

道であるマクロ経済学も研究していますが…）を、ざっと私の独断で３つくらいの

グループに分けて挙げてみます。現代の経営者に彼らのファンは多く、ビジネスに

おいてもよく出てくる人たちの名前です。（なお＊はノーベル経済学賞受賞者で

す）。

①経済変動派 企業がもっとも注目する経済の変動（景気）は、経済学者にとって

難物でミステリアスな世界のようです。このテーマにチャレンジしたのは次のよう

な人たちです。
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・シュンペーター ケインズとほぼ同時代を生きた人です。彼は経済の発展や景気

循環のベースは、アントレプレナー（企業家、起業家と訳される。新しい事業を

起こす人）によるイノベーション（「創造的破壊」と訳されたが、一般には「変

革」、「技術革新」という意味で使っている）によって生じると主張しました。

アントレプレナーシップ（起業家の精神）、イノベーションという単語は沈滞化

している現代社会でよく使われます。

・サミュエルソン＊ ベストセラー「経済学」の著者であり、現代経済学の中興の祖

（何人も中興の祖がいますが）とされています。新しい理論を生み出したという

よりも、過去の理論を数学などを使って体系化したことで有名です。特に景気の

波についての理論化は有名です。

・クズネッツ＊ 経済成長についてさまざまな研究をした学者ですが、景気におけ

る「クズネッツの波」にその名を残しています。

・ハイエク＊ 反ケインズ学者として有名です。経済変動と貨幣の理論に関してそ

の名を残しています。

② システム派 経済学に新しいシステムを持ち込んだ人たちです。

・ベッカー＊ 「人的資本」という著書で、労働力の見方を変えた人です。働く人

が持っている知識、技術、技能を人的資本と表現し、これを企業が教育という投

資によって高めていくことで利益が得られると考えました。現代の人事管理の基

本理論となっています。
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・ナッシュ＊ ゲームの理論で有名です。ゲームの理論はノイマン（現代のコン

ピュータの原型を作ったことでも有名）とモルゲンシュテルンの共著「ゲームの

理論と経済行動」がその出発点であり、これをナッシュが完成させたといえます。

ナッシュは30才から25年間病気と戦い、奇跡的に立ち直ったことで有名で、その

人生は「ビューティフル・マインド」というタイトルで映画化されました。

・スティグリッツ＊ テーマ15、16で述べる情報の経済学を理論化した人です。

・トービン＊ ケイジアンとして有名で投資やファイナンスにおいて、さまざまな研

究をしました。なかでも「トービンのq」（「経理のナレッジ」参照）は有名です。

・マコービッツ＊ 現代の資産運用の基本とも言える金融ポートフォーリオ（金融資

産のバランスをとるという考え方）を提唱した人です。

③ 経営派 経済学からみると経営学はミクロ経済学の一部なのかもしれません。

企業経営の考え方に大きなインパクトを与えた人たちです。

・サイモン＊ ノーベル経済学賞を受賞していますが、経営分野での業績が顕著で

す。組織、特に意思決定については「サイモンの意思決定プロセス」「サイモン

の意思決定類型」としてその名を残しています。

・ポーター 競争についての大家です。競争要因、競争戦略（「マーケティングの

ナレッジ」参照）が有名です。ミクロ経済学と経営学の接点を研究した人ともい

えます。
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・ドラッカー その著書の多さで有名です。この著書において時代の流れにあったさ

まざまなキーワードを生み出しています。有名なものを挙げると、「知識の時

代」、「知識社会」、「断絶の時代」、「見えざる革命」、「非営利組織」

（NPOのこと）、「ポスト資本主義」、「ネクストソサエティ」といったもので

す。

・ガルブレイス 「アメリカの資本主義・拮抗力の概念」を著し、一躍有名になった

異色の経済学者です。ドラッカー同様に、多くの著書とそのユニークなキーワー

ドで、ビジネスマンに多くのファンを持っています。拮抗力（自然にパワーバラ

ンスが取れるというもの）の他、「豊かな社会」「テクノストラクチャー」（経

営のための専門家集団）、「不確実性の時代」といったキーワードを生んでいま

す。親日家としても有名で、近年では「日本経済への最後の警告」というベスト

セラーも出しています。

残念ながら日本人の経済学者の名前は1人も挙がってきません。何を研究（翻

訳？）しているのでしょうか。
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ビジネスキーワード

シュンペーター、アントレプレナー、イノベーション、アントレプレナーシップ、

サミュエルソン、クズネッツ、ハイエク、ベッカー、人的資本、ナッシュ、ゲーム

の理論、ノイマン、スティグリッツ、情報の経済学、トービン、マコービッツ、サ

イモン、ポーター、ドラッカー、ガルブレイス
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coffee break 1

経済学の不思議な法則

・経済学では誰かが右と言って、政治が納得し、社会が右へ向かったら、結果が出

るのをじっと待つ。多くの場合、結果は芳しくない。仮に芳しくてもそのうち悪

くなる。この時、中途半端に軌道修正した理論ではなく、真左のことをなるべく

大きな声でいえば注目を集める。

・社会が絶好調のとき、経済学は「企業がもうけるための術」であり、絶不調のと

きは「企業が支援を得るための術」となる。

・経済学者の主張のうち、本当にすばらしいものは自らが死んでから結果が出る。

どうでもいいものはブームとなって消える。

・経済学者は文系で少しだけ数学の好きな（嫌いでない）人が考えている。そのた

め定義、定理といったコンテンツよりも、大切なことは表現力である（除くノイ

マンとナッシュ）。

・経済学者の夢はノーベル経済学賞。しかし誰も考えなかったことを見つけなくて

は取れないので、天才しか取れない。そこで多くの凡人は政府のコンサルタント

を目指す。それもだめならアメリカではミリオンセラーの著作を目指し、日本で

はテレビに出て政府の悪口を言って有名になろうとする。
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coffee break 1

・ゲームの理論は数学者がやると微分と行列を使った軽数学の世界だが、文系がや

るとパズル、頭の体操。もちろん社会にはパズルが受ける。

・限界とは微分のことであり、微分が経済学を作った。したがって微分がわからな

いと経済学は一切わからない。それでも日本人は微分を避けて通りながら、経済

学を「少し」知ろうとする。

・経済学のベストセラーは「よくわかる経済学｣でなく｢経済学入門｣｢経済学のさわ

り｣。ましてや経済学原理などは学生が授業でしか読まない(「経済のナレッジ」

はきっと少し売れる)。

・経済学はその「考え方」がビジネスに役立つ。しかし多くのビジネスマンはキー

ワードの意味だけを知ろうとする。
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第 2 章
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常識テスト

Q1．完全競争市場の条件でないものは？

ア．企業・消費者の数が極めて多い

イ．価格は需要によって決まる

ウ．市場の参入、撤退が容易

エ．取引される商品はすべて同じ

Q2．まちがいは？

ア．需要曲線は右肩下がりとなる

イ．価格弾力性は需要曲線の接線の傾きとなる

ウ．需要曲線と供給曲線はどこかで交差する

エ．供給曲線は最小値をもつ

Q3．情報の非対象性と関係がないのは？

ア．レモン市場 イ．市場が均衡しない

ウ．ワルラスの調整プロセス エ．モラルハザード
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常識テスト

Q4．サンクコストとは？

ア．生産をやめても戻ってこない費用

イ．生産をしなくても発生する費用

ウ．生産量によって変わる費用

エ．固定費用と可変費用の差

Q5．企業にとって利潤最大化の点は？

ア．限界収入＞限界費用 イ．限界収入＜限界費用

ウ．限界収入＝限界費用 エ．限界収入≠限界費用

Q6．同一の効用を持つ財の組み合わせを表すものは？

ア．効用関数 イ．無差別曲線 ウ．予算制約線 エ．最適消費

Q7．「ある財の価格を下げると別の財の需要が下がる」を表すものは？

ア．所得効果 イ．限界代替率 ウ．補完財 エ．代替財

（正解） Q1.イ Q2.エ Q3.ウ Q4.ア Q5.ウ Q6.イ Q7.エ
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《ビジネスシーン》

「経済学に競争という考え方がよく出てくるけど、これって経済というより
も経営戦略だろう」

「企業の経営戦略はどうやって競争しないかだろう。経済学ではどうやった
ら競争するかが原点なんだ」

本章ではミクロ経済学の基本について述べていきます。ここには「市場」という

概念があり、一般人が使うものとは少し違った意味があります。

定義

市場⇒特定の財を需要者と供給者が取引を行う場。

市場で取引される財は、モノ（商品）だけでなく、カネ（金融市場という）、ヒ

ト（労働市場という）も含みます。労働市場、金融市場については第5章で扱うこ

ととし、本章では商品（サービスも含めて）について考えます。

需要者全体として商品を欲しい量を需要（パイともいう）、供給者全員が供給で

きる量を供給と表現します。流通（どういうわけか経済学ではあまりその対象とし

ません。これについては「流通のナレッジ」を読んでください）がなく、供給者、
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需要者が直接取引すると考え、供給者を企業、需要者を消費者と表現することにし

ます。本章では市場（テーマ6～8）、企業（テーマ9～11）、消費者（テーマ12～

14）の順に述べていきます。

経済学では市場を実際にはほとんどありえない完全競争の状態にあると想定し、

この理論化から進めています。この辺の思い切りのよさが「どうも経済学は現実と

かけ離れていて使えない」という批判を受けることとなっているのでしょう。しか

し経済の原理・原則を知るには、まず基本的な状態から考えるのはよい方法だと思

います。そのうえで、その状態と現実の違いを考えるべきです。

完全競争市場とは次のような条件を満たすものといえます。逆にいえばこの条件

を満たさないと、競争は何らかの形で制約を受けます。競争の制約は消費者にとっ

てあまり幸福はなく、特定の企業に大きな利益をもたらすことが多いといえます

（談合という「無競争の状態」を考えればわかると思います）。競争をいかにさせ

るかが経済学の原点であり、競争をいかに避けるかが現代企業のトレンドいえます。

① 企業、消費者の数が極めて多いこと 本当の競争が起きるための第一条件です。

独占（企業が1社）を避けて、競争を促すのが独占禁止法（｢法律のナレッジ｣参

照）です。企業が少数の時にはよく寡占市場といいます。

② 市場参入、撤退が容易なこと これに対して参入しづらいことを参入障壁とい

い、法的な規制（参入させない）、技術的要因（参入できない）などがあります。
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市場から撤退する際に、それまでかかった費用のうち、もう手元に返って来ない費

用のことをサンクコストといいます。サンクコストが大きいというのは一種の参入

障壁といえます。参入障壁が高ければ①の企業数は増えず、競争は制限されます。

③ 価格は需要と供給によってのみ決まる これを市場メカニズムといいます。経

済学で市場、価格を考える時の基本といえます。「完全競争の条件」の中では、現

実の社会に近いものといえます。企業はこのメカニズムに逆らってさまざまな価格

戦略をとります。例えば思い切ったディスカウントや高価格戦略です。これは競争

に勝つためであり（経済学にはこの「勝つ」という考えはなく、自然に結着がつく

と考える）、「勝利」を得ると敗者は撤退し、競争は制限されることになります

(そして勝者は無競争というリターンを得ます)。

④ 企業・消費者が取引情報を同じように持っていること 証券市場などではこれを担

保するために、ディスクローズ（株式という財の供給者である企業に、持っている

情報をすべて公開させること）を求めます。これが保たれていない状態を情報の非

対称性（テーマ8参照）といいます。

⑤ 取引される商品はすべて同じ この状態がもっとも競争が激しいことはわかる

と思います。そこで企業はこれを避けるべく、「差別化」（ライバル企業とは別の

ものを売る）を目指します。
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ビジネスキーワード

市場、需要者、需要、パイ、供給者、供給、財、完全競争市場、独占、寡占市場、

参入障壁、サンクコスト、情報の非対称性、差別化
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《ビジネスシーン》

「エリアマーケティングの基本はパイの推定だ。これとサプライサイドとの
関係で、価格が決まる」

「経済学でいう市場の均衡ですね」

完全競争市場では需要と供給によって価格が決まります。まず需要と供給につい

て考えて見ましょう。

商品によって線の形は違いますが、市場

における需要が上のような右肩下がりの曲

線になることは納得できます。

定義

価格弾力性⇒

「需要の変化÷価格の変化」。価格を

下げると需要がどれくらい変化するか

という割合。
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上の需要曲線を直線と考えれば価格弾力性は「直線の傾き」であり、どの価格で

も一定です。曲線の場合は各需要量・価格における接線の傾きであり、テーマ3で

述べた限界（微分係数）となります。

一方、供給と価格は下左図ような線となります。

需要曲線ほど現実的ではないのですが、その商品がいつでも、いくつでも「売れ

る」「作れる」「在庫できる」と考えれば、上のような状態があってもおかしくは

ありません。

需要曲線と供給曲線を重ねると上右図のようになります。



テーマ 7：価格の決まり方 第2章）経済学をビジネスに生かす

47

この交差した点で、需要（欲しい量、価格）と供給（売りたい量、価格）が一致

します。これを市場の均衡といいます。

ここで何らかの理由で需要が増大した場合を考えて見ましょう。需要が増大する

というのは「同じ価格でも欲しい量が増える」ということで、需要曲線が右へ移り

ます。

均衡価格が上昇するのが、次のグラフからわかると思います。逆に需要が減少す

れば均衡価格は下がります（「せり」などを考えると何となく納得できます）。
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逆に技術革新などにより商品の原価が下がれば、同じ価格で売っても良いと思う

量は増えて、供給曲線が右へ動きます。

均衡価格は下落します。逆に供給が減れば価格は上がります。こちらの方が生鮮

食品などを考えれば直感的です（さんまが大量に取れると安くなる）。

ビジネスキーワード

需要曲線、価格弾力性、供給曲線、均衡価格、市場の均衡
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《ビジネスシーン》

「何で××社の劣悪な製品が売れるんですかねぇ。消費者が怒ってマーケッ
トをこわしてしまうよ」

「まさに逆選択のレモン市場だな」

市場が「均衡していない」とどうなるのでしょうか。

① 市場がやがて均衡するはず 次の2つの説が有名です。
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需要＜供給のままでは、当然のことながら売れ残ってしまいます。そこで企業は

P0まで価格を下げて売ろうとし、市場は次第に均衡していくという考えです（逆に

需要＞供給なら価格が上がっていく）。ワルラスという学者が言い出したのでワル

ラスの調整プロセスといいます。

もう1つの説としてマーシャルの調整プロセスというものがあります。価格P１で

需要者が求めている量がd1であれば、供給量（売れた量）もd1となります。この時

下のような市場メカニズムが働くと考えています。
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ワルラスが需要と供給の数量の違いから価格が変動して調整すると考えるなら、

マーシャルは需要と供給の価格の違いから数量が変動して調整すると考えるもので

す（何だか表裏のような気がします）。まあ社会全体の｢大きな流れ｣としては納得

できます(もちろん特定の企業から見ると、今1つ現実とフィットしません)。

② 市場は均衡しないこともある ①のように市場のメカニズムが働かず、均衡がな

されないことを市場の失敗といいます（ユニークな表現です）。これは市場メカニ

ズムが働かないだけで、必ずしも市場のメンバー(企業や消費者のこと。経済主体

という表現をとる)全員が不幸になるというわけではありません。ただ均衡しない

ため製品が余剰になったり、不足したりという状態が生まれるということです。市

場の失敗が起きる要素としては、次のようなものが挙げられます。

(ⅰ)外部効果 市場メカニズム以外の外部パワーによって均衡が崩れているので、

そのままでは均衡しないというものです。このパワーを外部効果といいます。

定義

外部効果⇒市場内の経済主体のとった行動が、市場メカニズムとは関係なく、
他人に利益（外部経済）や損失（外部不経済）を与えること。外部性と
もいう。
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需要と供給以外のパワーが働いて、経済学が考えた方向に行かないこともあると

いうことです。外部経済としては技術の進歩（ある財の技術の進歩が他の財の需要、

供給、価格などに影響を与えたり、社会全体の景気を刺激したりする。パソコン、

携帯電話が社会に与えた影響を考えるとわかると思います）、外部不経済としては

公害（これを抑えるために政府の規制など市場メカニズム以外の要素が取引に大き

な影響を与える）がよく挙げられます。

(ⅱ)独占 テーマ6で述べたように独占は市場メカニズムを働かせない方向に動き

ます。

(ⅲ)情報の非対称性 企業は販売する商品の情報を持っていますが、消費者は買う

までその情報を持てないというものです。このような状態になった市場をよく「レ

モン市場」(英語のレモンには「うまくいかない」という意味がある)といいます。

中古車市場がよく例に挙げられます。簡単にいえば、｢消費者が商品を知らないの

で低価格・低品質の商品が売れ、高価格・高品質の商品が売れない｣→「低品質な

ので消費者はその市場でモノを買わなくなる」→「需要が減るので価格が下がり、

さらに低品質な商品だけが売れる」…というものです。このような行動を逆選択と

いいます。市場メカニズム以外の別の力が引っ張っているのが直感できると思いま

す。この情報の非対称性は保険業界でもよく知られ、モラルハザードという言葉を

生んでいます。これは「保険加入者は保険があるので事故をあまり恐れなくなる」
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→「事故が増加」→「保険料が上がる」→「良質なドライバーは保険に加入しなく

なる」→「保険料が上がる」…というものです。保険会社が「加入者の気持ち」と

いう情報を得ないことからくるものといえます（モラルハザードという言葉はここ

から離れて、最近では経営者の経営倫理が欠けていることを指すのが一般的です）。

(ⅳ)公共財 非競合的(誰がその財を使っていても他人に影響がない。そのため料

金設定が難しい。携帯電話を考えるとわかりやすい)、非排他的(この財を利用させ

ないようにするのにカネがかかる。そのため料金徴収が難しい。NHKの料金未払

いを考えるとわかりやすい)な財は、そもそも企業が参入したがりません。そこで

政府自身が供給者となったり、供給に関して規制、援助などを行います。これを公

共財といいます。供給に｢神の見える手（見えざる手ではなく）｣を働かせるので、

もちろん価格と数量は均衡しません。これを市場メカニズムに任せよう、任せても

大丈夫というのが今日本で起きている｢官から民へ｣の動きです。

ビジネスキーワード

ワルラスの調整プロセス、マーシャルの調整プロセス、外部効果、経済主体、外

部経済、外部不経済、独占、情報の非対象性、レモン市場、逆選択、モラルハ

ザード、公共財、非競合的、非排他的
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《ビジネスシーン》

「うちの工場も××社のように、新タイプの製品もどんどん作りましょうよ」

「でもどれかをやめなくては作れないだろう。サンクコストや機会費用につい
ても考えてみろよ」

テーマ9～11では経済主体の1つである企業について考えていきます。経済学にお

ける企業はモノを生産するメーカーが中心です（経済学は産業革命あたりで盛り上

がったので、企業はメーカーだけです。流通・サービス社会の現代ではこのあたり

の理論化がされていないのが、経済学の物足りなさであり、今ひとつビジネスへ適

用されない理由だと思います）。

企業は何のために｢働く人｣が集まり、行動しているのかは、意見の分かれる所で

す。経済学ではこれをすっきり「企業は利潤を最大化するために行動する」と決め

て（仮定して）います(利潤を広い意味でとらえれば納得できます)。

利潤はprofitの訳なのですが（profitは利益とももちろん訳されますが、日本の経

済学では頑なに利潤という言葉にこだわります）、これもすっきりと「利潤＝収入

－費用」としています。収入は収益とは表現せず、収入なら相手を「支出」とする

のがノーマルなのですが「費用」と表現します（何十冊と経済学の本を読みました
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が、どうしてこうよんでいるかはどこにも書いてありませんでした。知っている人

がいたら教えてください）。そもそも日本語の収入、収益、支出、費用の定義も怪

しいのですが、経済学では「市場での財の取引で企業が得たカネ」を収入、「その

財を生産するためにかかったカネ」（取引にかかったカネについては考えていない。

自然と取引されるのでカネはかからないと考えている）を費用とよんでいるようで

す。企業の目的である利潤最大化のためには「収入を増やす」か、「費用を減ら

す」かです。しかしこれも経済学ではすっきりと「利潤最大化のためには費用を最

小にする」と定義しています（収入は需要と供給の関係だけで、市場で自ずと決ま

ると考えているようです）。

したがって経済学における企業行動（利潤最大化行動）の基本は収入よりも費用

の分析といえます。経済学では次のような費用の概念を打ち出しており、さまざま

な形でビジネスにも応用されています。

① 固定費用と可変費用

定義

固定費用⇒生産をしなくても発生する費用。生産量に依存しない費用。

可変費用⇒企業が自ら意思決定する生産量によって変わる費用。
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企業が生産量という形で意思決定できる費用と、できない費用（いくつ作っても

同じ）に分けるものです。テーマ6で述べたようにサンクコストとは「生産をやめ

ても戻ってこない費用」のことであり、典型的な固定費用といえます。

この考えを少しひねって使っているのが、企業の管理会計（マネジメントのため

の会計、詳しくは「経理のナレッジ」参照）でいう固定費と変動費です。これは生

産計画、利益計画において売上高（販売量）に比例する費用を変動費、関係なしに

発生する費用を固定費とざっと分けるものです(このあたりの経営への適用も経済

学を理解せず行っているため、「いいかげん」です。第一線の現場でも変動費、固

定費としてこれを使い、それによって限界利益を計算して、目標として使っていま

す。しかしほとんどの人が意味がわからず戸惑っています。本書を読んでしっかり

理解してください)。

② 限界費用と平均費用 テーマ3で述べたように限界とは「あるものが1単位増え

ることで変わる量」をいいます。したがって限界費用とは、ある生産時点において

「生産量をさらに1単位増やしたときに増える費用」のことをいいます。生産量に

応じているので、すべて可変費用です。
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もう頭の良い人（というよりも数学の得意な人）はわかったかもしれませんが、

上図のように限界費用は可変費用を線で表わした時の接線の傾きとなります。

一方、平均費用とは生産量一単位あたりの費用であり、総費用を生産量で割った

ものです。
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③ 機会費用 企業はある意思決定をしたことによって、別の意思決定ができな

くなることがあります。この「とることができなくなった意思決定」によって「得

られたはずの利潤」を機会費用といいます。

定義

機会費用⇒同時には採用できないA、B、Cという案があり、それぞれの

案をとった時の期待される利潤がA＞B＞Cであれば、A案が採用される。

この時、「A案の機会費用」＝「B案を取ったときに得られた利潤」

魚屋が肉屋に変わるとき、その転換のための費用は、経済学的には（こういう表

現がよく使われる）肉屋にするために単純にかかる費用（魚の処分、店舗改装）に

加えて、魚屋を続けていれば得られたはずの利潤（これが機会費用）を費用として

加えるというものです。企業の設備投資の意思決定などでも使われることがありま

す。

ビジネスキーワード

利潤、profit、収入、費用、利潤最大化行動、固定費用、可変費用、サンクコスト、

固定費、変動費、限界費用、平均費用、機会費用
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《ビジネスシーン》

「工場の操業計画ってどう考えるの？」

「価格と限界費用が一致する所をさがすんだ」

企業の生産という行動を「経済学的に」考える時は、「作る」（生産性）、「売

る」（利潤）という2つに分けて考えます。

① 生産性 経済学ではテーマ2で述べたように、資本家がそのカネで設備などの

生産手段を買い、労働者を雇って生産を開始すると考えます。この設備と労働者を

インプットと表現します（この他に材料、エネルギーなどがありますが、ここでは

労働以外のインプットをすべて設備と表現する）。

生産とは「インプットに何らかの手段を加えて（プロセス）、製品（アウトプッ

ト）に変換すること」と考えます。この時生産性は次のように定義されます。

定義

生産性⇒アウトプット／インプット

インプットは2つありますので、それぞれ労働生産性、設備生産性といいます。
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定義

限界生産性⇒インプットを1単位増やした時、アウトプットの増える量

これにももちろん労働限界生産性と設備限界生産性があります。しかし限界生産

性においては多くの場合、設備を固定、つまり増減できないもの（固定要素とい

う）として、労働を可変（可変要素）と考えます。こう考えると労働者を1人増や

したとき、どれ位生産量が増えるかという労働限界生産性＝限界生産性となります。

これは工場の適正人員計画を考えるときのベースとして利用されています(もちろ

ん逆に考えても、両方動かしても、以降の理論は成り立ちます)。

限界生産性に対して、先ほどの生産性の定義である「インプット1単位あたりの生

産量」を、これと区別する意味で平均生産性ということもあります。

② 利潤最大化 「利潤＝収入－費用」です。この利潤を最大化すること（経済学

では企業の目的としている）を考えます。限界、限界とくどいのですが、テーマ9

で述べた限界費用に対して限界収入というものを考えます。もうわかると思います

が、限界収入とは生産量を1単位増やした時の収入の増加量のことをいいます。

生産量を1単位増やすと、限界収入と限界費用が同時に増えて、その差額として限

界利潤（ビジネスの世界でいう限界利益）が生まれます。ここで次の2つの場合で

考えます。
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・限界収入＞限界費用、つまり限界利潤＞０の時⇒生産量1単位増やせば利潤が出

るので企業は生産量を増やす。

・限界収入＜限界費用、つまり限界利潤＜０の時⇒生産量を1単位増やすと逆に損

してしまうので生産量を減らす。

企業がこのような行動を取っていくとどうなるでしょうか。賢い人は気づいたと

思いますが、限界収入＝限界費用つまり限界利潤＝０の時、企業は生産量に納得す

るはずです。これ以上生産量を増やしても減らしても利潤が増えない、つまり利潤

最大化の点であり、まさに均衡といえます。

テーマ6で述べた完全競争市場で考えてみましょう。これは「企業と消費者が極

めて多く、価格は需要と供給という市場メカニズムだけで決まる」という状態です。

そうなると1企業が生産量を多少増減しても価格は変動せず、企業は市場が決めた

価格を受け入れる（証券市場の株価などをイメージするとわかりやすい）ことにな

ります。この状態になった企業をプライステイカー（価格受容者）といいます。

一方、「収入＝価格×生産数量」（作ったものはすべて売れると考えると）です。

プライステイカーにとって価格は一定ですので、限界収入（1単位生産数量が増え

ると増加する収入）＝一定価格となり、限界収入も一定となります。こうなると先

ほどの利潤最大化の均衡点「限界収入＝限界費用」は「価格（一定）＝限界費用」

となります。つまり限界費用の動きを見て、価格と一致する生産量が利潤最大化と

なります（うーんややこしいが、なんとなく納得）。
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生産性、設備、生産手段、労働者、インプット、プロセス、アウトプット、労働

生産性、設備生産性、限界生産性、固定要素、可変要素、平均生産性、限界収入、

限界費用、限界利潤、完全競争市場、プライステイカー、価格受容者

ビジネスキーワード
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《ビジネスシーン》

「長期計画、短期計画というけど、長期ってどれくらいの長さなんだ？」

「サンクコストを考えない、つまりすべてをゼロから考えられる計画が長期計
画だよ」

本テーマでは企業行動の最後として、生産計画について考えてみましょう。

① 損益分岐点と操業停止点 テーマ10で述べたとおり、「価格＝限界費用」の点

で、「収入－費用＝利潤」が最大となります。ここでは価格を多少（限界）の変化

なので一定と考えましたが、当然のことながら供給が増えれば価格は下がっていき

ます。企業はこの価格にあわせて、限界費用が一致する生産量を見つけて利潤を最

大化していきます。しかし価格が下がっていけばこの最大利潤が下がっていきます。

そうなればどのようなケースにおいても、この最大利潤が0となる｢市場における

価格｣と、それに応じた生産量があることがわかると思います。このような状態を

損益分岐点といいます（この場合は損益分岐点価格といった方が直感的です。企業

が価格を自由に改定できてすべて売れる、つまり独占市場なら利潤を生む最低限の

生産量ともいえます。ビジネスの世界では不思議なことに、より非現実的なこちら
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の状態で損益分岐点を考えることが多いといえます）。損益分岐点価格を市場の価

格が下回っている時は企業の最大利潤はマイナスとなります。つまり作ってももう

からない状態です。

では企業がもうからないので生産をやめてしまうとどうなるでしょうか。この時

発生するのがサンクコスト（生産をやめても回収できない費用）です。仮に損益分

岐点価格で生産をやめてもサンクコストだけ赤字になります。それなら作った方が

「まし」です。しかしさらに価格がどんどん下がって、最大利潤（これは作ること

を前提にしている）がサンクコストより大きなマイナス（つまり損失）となったら、

生産をやめた方が良いといえます。この状態を操業停止点（閉鎖点ともいう。最大

損失＝サンクコストの点）、この価格を操業停止価格（閉鎖価格）といいます。

② 長期と短期 経済学では長期と短期を次のように定義します。(この考え方は経

営にも取り入れることができます)。

定義

長期⇒すべてのインプットを可変要素として考えられるくらい長い期間。

短期⇒インプットに1つでも固定要素がある期間。
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「長期」では労働、設備というインプットを状況に応じて自由に変えることがで

き、そのための固定費用（特にサンクコスト）が発生しないものと考えます。つま

り設備などを使い切ってしまうくらい長い時間ということです。逆に「短期」では

インプットに固定要素があるため固定費用が発生します。

現代の経営計画にあてはめれば、長期計画で労働、設備（ともにビジネスでいう

経営資源）の調達について考え、短期計画でそれを前提に、その一部を可変（設備

の中の材料や労働時間の調整）として考えるということです。前者が意思決定（デ

シジョン）であり、後者が管理（マネジメント）であり、これで経営の教科書に書

いてあることと一致します。

サンクコストは長期で決定した固定的インプットを「使用停止」する時の損失と

いえます。現代経営では環境の変化によって生じるサンクコストを最小にすべく、

インプットを可変にするアウトソーシング、テンポラリースタッフ（派遣労働な

ど）の活用といったことを行っています。しかしこれでは長期、つまり「経営のデ

シジョン」という仕事を放棄し、短期のマネジメントに頼ることになってしまいま

す。経営の長期計画を3年としたり、長期計画を作らず中期計画（不思議な表現で

す）とするのは、経営者の怠慢といわれても仕方がないと思います(少し言いすぎ

かもしれません)。
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③ 長期計画 長期計画はサンクコストがないため、損益分岐点と操業停止点は一

致します。つまり「もうからなければやらない」という意思決定が可能となります。

操業すると決めれば、どれくらいの規模（インプットの量、つまり労働者の数や

設備投資額）にするかを決めなくてはなりません。ここでは次のような規模に関す

る収穫（収穫はreturnの訳。収益とも訳されるが、会計でいう収益と混乱するので

本書では収穫と訳す）という考え方を使います。

定義

規模に関する収穫⇒インプットの増加に対する、生産量の増加度合。

規模に関する収穫逓増⇒インプットを2倍にすると、生産量が2倍より大

きくなる。

規模に関する収穫一定⇒インプットと生産量が比例。

規模に関する収穫逓減⇒インプットを2倍にしても、生産量が2倍より小

さくなる。
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可変費用がインプットの量に比例すると考えると、収穫逓増ではインプットを増

やしていくと平均費用（費用／生産量）が下がっていきます。つまり規模を大きく

していくと、どんどんコストダウンが図れることになります。この状態を「規模の

経済が働く」とか「規模の経済性」といいます。逆に収穫逓減では平均費用は上

がっていきます（少し奇異な表現ですが規模の不経済という表現をとることもあり

ます）。

規模の経済では同じ製品を大量に作っていくことをイメージしていますが、これ

に対して色々な製品を作った方がシナジー（相乗効果）が生まれて、各製品の平均

費用が安くなっていくことも多いといえます。これを範囲の経済といいます。

ビジネスキーワード

損益分岐点、操業停止点、損益分岐点価格、サンクコスト、閉鎖点、操業停止価

格、閉鎖価格、長期、短期、長期計画、規模に関する収穫、規模に関する収穫逓

増、規模に関する収穫一定、規模に関する収穫逓減、規模の経済、規模の経済性、

範囲の経済
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《ビジネスシーン》

「店長、刺身の盛り合わせなんですが、マグロが不足しているので、イカを増
やしたいんです。どれくらいの比率で、いくらで売ればよいですかね」

「一番売れている盛り合わせをベースとして、限界代替率を考えてみろ」

テーマ12～14では消費者の行動について考えてみます。企業の行動が「利潤最大

化」なら、消費者の行動は「効用最大化」を目指すと考えます。

定義

効用⇒消費者が財を購入（消費）することによって得られる満足度

効用とは今はやりの顧客満足度と同じ意味です。ただし「経済学では」、効用を

数値として測ることができず、大小比較しかできないと考えています。Aという財

を買った時の効用をU（A）、Bという財を買った時の効用をU(B)とする時（この

ようなU(A)、U(B)を効用関数といいます）、数値化はできなくても次の３つの

「比較」くらいはできると考えます。
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U(A)＞U(B)→Aの方が満足度が高い

U(A)＝U(B)→AとBの満足度は同じ

U(A)＜U(B)→Bのほうが満足度が高い

この組み合わせだけを考えて、経済学ではU(A)がU(B)より「いくつ大きいか」

｢どれくらい大きいか｣は考えないとしています。（しかしこれでは満足度が上がっ

たかどうかを測ることができません。現代経営では顧客満足度を数字で表そうとが

んばっています。詳しくは「生産のナレッジ」を参照してください。）

消費者は自らの効用が最大となるような財またはその組み合わせを購入すると考

えます。このような消費者行動において考慮される点は次の3点です。

・好み→本テーマで述べます

・予算(購入予定金額。またはその上限)→テーマ13

・財の価格→テーマ14

「好み」とは人によって「どの財が好きか」は違うということです(あたり前と

いえばあたり前のことです。つまり同じモノでも人によって満足度が違うというこ

とです。納得できます)。効用は数値化できないので、大小比較しかありません。

２つ以上の財の比較によって「好み」というものを考えます。この時「無差別曲

線」という、いかにも経済学的な考え方を用います。
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「子供が親から誕生日プレゼントにCDと本を両方買ってもらう」というケースで

考えてみます。まず親から「CD２枚と本５冊でどうだ」と提案があったとします。

子供が「CDを３枚にして」というと、親は「それなら本は１冊だ」といったら、

「じゃあCD２枚のままのほうがいい」というかもしれません。しかし子供から見

ると「CD２枚＆本５冊」と同じ効用(満足度、この場合うれしさ、納得度といって

もよい)で、CD３枚の場合の本の冊数がありそうです。これが３冊だとすると

「CD2枚＆本５冊」と「CD３枚＆本３冊」は同じ効用となります。こういう同じ

効用の点をつないでいくと下のようなグラフができるはずです。

これを無差別曲線といいます。無差別

曲線の軸は上のような個数などの量だ

けでなく、質（特上、上、並など）な

どさまざまなものが考えられます。量、

質のように消費者の効用を決定する要

素を財の水準といいます。
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上の例で「CD2枚から３枚に変えるシーン」では、CD1枚と本２冊が同じ効用と

いえます。この比率を限界代替率といいます。限界代替率はCD２枚の点の接点の

傾き（正確にいうと傾きの絶対値）と考えられます。上のグラフでわかる通り、

CDが増えるにつれ代替する本の比率は下がっていきます（CDの枚数が多くなると、

CD１枚と同じ効用を得る本の冊数が減る）。これを限界代替率逓減の法則といい

ます。

CDが1枚の時、2枚の時、3枚の時…で「1枚の時」がCD1枚あたりの価値がもっ

とも高いというのは納得できます。

無差別曲線は同一の効用を持つ財の組み合わせですので、大小さまざまな効用に

ついてその組み合わせが考えられます。
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この時①の効用よりも②の効用のほうが大きいことはわかると思います。無差別曲

線は同一の人について無限に引くことができますが、上に行くほどその効用が高く

なります。

ビジネスキーワード

効用最大化、効用、好み、無差別曲線、財の水準、限界代替率、限界代替率逓減

の法則



第1章）商品力を数字で表すテーマ 13：予算内で買う 第2章）経済学をビジネスに生かす

73

《ビジネスシーン》

「消費者が夕食の材料をうちの店で買うとき、どうやってその組み合わせを決
めてるんだろう」

「経済学でいう予算制約線と無差別曲線が接する最適消費を、無意識のうちに
とってるんだろう」

本テーマでは予算と購買について考えます。テーマ12のCDと本のプレゼントの例

で考えてみましょう。

単純にCDが１枚1000円、買う枚数をx、本が１冊500円、買う枚数をｙ、プレゼ

ント予算が10000円とします。この時1000×ｘ＋500×y=10000となります。これ

をグラフにすると次のようになります。(これぐらいの算数は使わせてください)
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この直線を予算制約線といいます。

予算制約線より下側は「買える」、上

側は「買えない」ということを意味し

ています。この時、テーマ12で述べた

ようにここに無数の無差別曲線を引く

ことができます。この予算制約線と無

差別曲線の関係は次の3つのパターン

に分かれます。
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上で述べたとおり予算制約線の下側(影の部分)はこれを買うことができる組み合わ

せです。①ではaからbまでの組み合わせで買うことができます。②ではcのみ、③

では買うことができません。ここで効用は①＜②＜③です。c点の組み合わせでプ

レゼントを買うと、予算10000円で最大の効用が得られることになります。
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②は予算制約線が無差別曲線の接線となった場合です。つまり予算内で効用を最

大にする購買は、予算制約線と無差別曲線が接した時です。言い方を変えると予算

制約線の傾きとその接線の傾きが一致する無差別曲線が最大効用となります。これ

を最適消費といいます。

予算が増える（先ほどの例でいえばプレゼント予算が10000円から20000円に増え

る）と、予算制約線は右へ平行移動します。

そしてそこにもっと効用の高い最
適消費が生まれます。
この最適消費の点をつなげた線を
所得消費線（予算が増えるというの
は消費者の所得が増えたと考える。
マクロ経済からスタートしているの
かよくわかる。）といいます。所得
が増えれば本、CDの購買量(需要)が
増えていきます。
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所得が需要に与える影響については、テーマ7で述べた価格弾力性と同様に所得弾

力性というものがあります。

ビジネスキーワード

予算制約線、無差別曲線、最適消費、所得消費線、所得弾力性

定義

所得弾力性⇒「需要の変化÷所得の変化」所得が増えると特定の財（ま

たはその組み合わせ）の需要がどれくらい変化するという割合
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《ビジネスシーン》

「航空料金がいっせいに値下げされるらしいよ。わが社のリゾートホテルの売
上に影響あるかな」

「利用者の予算が変わらないとすると旅行全体の満足度は高まっていくよなぁ。
うちとしては代替効果と所得効果に分けて考えよう」

ある財の価格の変化が、他の財の需要、つまり購買に与える影響について考えて

みましょう。上のビジネスシーンでいえば航空料金の変化がリゾートホテルの来客

数に与える影響のことです。

テーマ7で述べたように特定の財の価格の変化に対する、その財自身の需要の変化

の比を価格弾力性といいます。それだけではなく、ある財の価格の変化が、別の財

の需要に影響を与えることも多いといえます。この時には「交差弾力性」というも

のがよく使われます。
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定義

交差弾力性⇒「財Bの需要変化÷財Aの価格変化」を財Aの価格に対する

財Bの需要の交差弾力性という。

代替財⇒財Aの価格が下がると財Bの需要が下がる。

補完財⇒財Aの価格が下がると財Bの需要が上がる。

CDでいえばDVDは代替財と考えられます。つまりDVDの価格が下がれば、CDの

需要は落ちるでしょう。典型的な代替財はライバル商品です。ライバル商品の値下

げは自社商品の売上を落とすことが多いといえます。一方CDでいえば補完財はCD

プレイヤーでしょう。CDプレイヤーの価格が下がれば、CDの需要は上がると考え

られます。

代替財の例で価格変化と需要の関係を考えてみましょう。もう1度テーマ13のCD

と本に戻ります。ここでCDの価格が値下げされた場合を考えてみます。予算は相

変わらず10000円です。この時2つのことが起きていると考えます。

まずCDと本の関係だけに着目してみます。CDの値下がりによって、本の価格と

のバランスが変わります。見方を変えれば、本の価格はCDの価格と比べて、相対

的に値が上がったと考えられます。これはテーマ12で述べた限界代替率が変わった

ということです。
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これによって効用が変わらなくても、CDを買う量が増え、本を買う量が減ること

が考えられます。つまり本はCDの代替財です。この本が変化する量を代替効果と

いいます。代替効果では無差別曲線は変わらないと考えます。CDと本をいくつか

買っていて、財布にあと少しだけ(これが限界)お金が残っています。この時CDにし

ようか、本にしようかと考えれば、CDが下がればCDを買おうと思う可能性が高く

なるのはわかると思います。

次にCDの価格と予算との関係を考えてみます。CDの値下がりによって、予算は

相対的に増えたことになります。同じ予算であっても効用が上がっているはずです。

この増えた分を所得効果といいます。そのため無差別曲線は効用の上昇とともに右

へ上がっていくはずです。これをグラフで考えると次図のようになります（このあ

たりから少し中学校程度の数学を使います。数学が苦手の人もきっとわかります。

がんばってください）。

テーマ13の状態(左図)では点b1が最適消費となっています。ここでCDが値下げす

ると、予算内で買えるCDの量が増え、予算制約線（L1）はP点だけを同じにして

（予算内で本だけを買うならその量は変わらない）、右図のように変化（L2）しま

す。これに伴って接する無差別曲線（C2）も変化し、最適消費はb2となります。
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これを2つの動きに分けてみます。

ちょっとややこしいのですが次の図を見て、考えてみてください。まずb1とb
´は

同じ無差別曲線（C1）にあるので効用は同じです。これはL1からL2という予算制約

線に変わり、その傾きが変わったことを意味します。この傾きはCDと本の価格の

バランスであり、すなわち限界代替率（L2とL3は傾きが同じなので同じ代替率）で

す。限界代替率の変化でb1からb
´へと最適消費が変わったと考えます。これが代替

効果（同じトータルの効用でCDの量が本に比較して増えた）です。
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さらにL3からL2に予算制約線が変

わったと考えます。これは平行移動で

あり、テーマ13の最後で述べた予算

（所得）が変わった時と同じ現象です。

そしてこのL2に接する新たな「効用の

大きい無差別曲線」C2が生まれ、b
´か

らｂ2に最適消費が移ったと考えます

（b´とb2をつなぐと「限界代替率とい

うバランスが同じで予算だけ違う」と

いうテーマ13で述べた所得消費線とな

ります）。このb´からb2への変化が所

得効果（CDの価格の値下げでトータル

の効用が上がった）です。

交差弾力性、代替財、補完財、代替効果、所得効果

ビジネスキーワード
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coffee break 

経済学はビジネスに生かせる？

同じように経済学を学んで、そして理解しても、それをビジネスに「生かせる

人」と「生かせない人」がいます。

生かせる人「この考え方って個々にはあてはまらないところもあるけど、全体とし

ては確かにこんな感じになるよな」

生かせない人「この考え方って机上の空論だろう。こんなこと実社会ではありえな

い。だから経済学は使えない」

生かせる人「均衡って発想は経営から考えると、『市場に聞け』ってことだよな。

今でいう消費者ニーズへの対応だ。『需要に供給があわせる』方が現代風だな」

生かせない人「市場が均衡なんかするはずないじゃない。だって価格は毎日動いて

いるし、皆同じようには行動しないもの」

生かせる人「限界って考え方はおもしろいなぁ。企業が一瞬一瞬の判断をする時の

ものさしになるんじゃないか。これは戦略というよりも戦術、マネジメントだな」

生かせない人「限界っていったって明日は読めないだろう。もっとマクロに見な

きゃ。1単位増えたらどうなるかなんて考えてもしようがないんじゃないの。」
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coffee break 

生かせる人「効用って要するに顧客満足度ってことじゃないか。社長がいつも言っ

ている顧客満足度の測り方ってここにヒントがありそうだ」

生かせない人「効用って変だよな。こんな風に消費者は行動しないよな」

生かせる人「交差弾力性っておもしろい考え方だな。ライバル価格、自社価格、そ

して消費者ニーズを組み合わせて、限界代替率を考えればモデル化できるんだ。今

度の予算調整の時に使えそうだ」

生かせない人「交差弾力性っていったって、ライバル価格の影響なんて、定量化で

きっこないよ」



ゲームの理論で

ビジネスを考える
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第 3 章
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常識テスト

Q1.エントロピーとは？
ア．平均情報量 イ．情報価値 ウ．完全情報 エ．ＥＶＰＩ

Q2.「最悪のケースの利潤が最も大きいものを選ぶ」のは？
ア．マキシマックス イ．マキシミニ ウ．ミニマックス
エ．ラプラス

Q3．まちがいは？
ア．抜け駆けの誘因が働かないものをコアという
イ．協力ゲームでは分け前の合意が解となる
ウ．ゼロサムゲームは2人・協力ゲームである
エ．証券市場は非ゼロサムゲームの場といえる

Q4．囚人のジレンマにあてはまらないのは？
ア．有限ゲーム
イ．非ゼロサムゲーム
ウ．協力ゲーム
エ．支配戦略を持つ
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常識テスト

Q5．最適反応戦略とは？
ア．相手の戦略にすべて自らの利潤が最大となるような戦略をとる
イ．相手の手によらず自ずと決まる最適戦略
ウ．ゲームのメンバーが互いに最高の幸せとなる所
エ．くり返しゲームで相手が1回ごとに最適戦略をとると仮定すること

Q6．ミニマックス定理に関係ないのは？
ア．利潤最大化プレイヤー イ．損失最小化プレイヤー
ウ．均衡 エ．非ゼロサムゲーム

Q7．展開型ゲームの表示は？
ア．利得表 イ．ゲームの木 ウ．リグレット表 エ．戦略表

（正解）Q1.ア Q2.イ Q3.ウ Q4.ウ Q5.ア Q6.エ Q7.イ
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《ビジネスシーン》

「マーケティングリサーチをプロに頼んだらとんでもないカネ取られたよ」

「情報の価値も考えずにカネを使うからだよ」

「でもわかってもいない情報の価値なんてどう考えたらいいんだ？」

「そりゃ、わかった場合とわからない場合の利益の差が価値だろう」

ゲームの理論はノイマンとモルゲンシュテルンの共著「ゲームの理論と経済行

動」が出発点です。これはその後2つの流れに分かれます。１つがナッシュたちが

その体系化を図ったゲームの理論であり、もう１つがスティグリッツが完成させる

情報の経済学です。本章では情報の経済学（テーマ15、16）、ゲームの理論（テー

マ17～20）という順で説明していきます。

本テーマではまず情報の価値について考えます。

① 情報量 （数学の苦手な人は①、②を読み飛ばしても結構です。それでも③

以降は何とか理解できると思います。もちろんチャレンジしてくれることを期待し

ていますが。）
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ある事象Aがあり、そのAの起こる確率をP(A)で表します。この時「Aが起こる」

という｢情報｣を聞くことによって得られる情報量（I(A)で表す）を次のように定義

します。

I(A)＝－log2P(A)･･･Aという情報の大きさ

対数（log）とは2 ＝bの時a＝log2bと表すものです。（高校生くらいでやったこ

とがある人が多いと思います。忘れてしまった人は思い出すのに相当の時間がかか

るので、納得だけしてください。）情報量I(A)の単位はビット（2進法という意味

です。詳細は「ITのナレッジ」参照）です。

たとえばX地域において例年1月に雪が降り、その確率が1/2だとします。この時

「1月のX地域で明日雪が降る」という情報の大きさ（情報量）は

a

I（雪が降る）＝－log2P(雪が降る)＝－log2 =1

となります。（2 ＝ ⇒log2 ＝－1）この情報量が1ビットです。1ビットとは

「起こる」と「起こらない」が半々の時に、それが起こることがわかる情報量の大

きさとなります。

2

1

2

1
1−

2

1



第1章）商品力を数字で表すテーマ 15：情報の値段 第3章）ゲームの理論でビジネスを考える

90

I（雪が降る）＝－log2 =2（2 ＝ ⇒log2 ＝－2）

2ビットとなります。「Y地域で雪が降る」という情報の方がX地域の情報より「情

報量が大きい」ことになります。「起きそうもないことが起きる」という情報の方

が、「きっと起きるであろうことが起きる」という情報よりも大きいと考えます

（その方が価値があります）。絶対に起きることがわかっている、つまり起きる確

率が1のものが「起きる」という情報量は－log21＝0となり、情報量は0となります

（そんなこと知っても何の得にもならない）。

② エントロピー 先ほどのX地域の1月の天気の例で、もう少し考えてみましょ

う。X地域の1月の天気の確率が次のようにわかっているとします。

4

1

4

1

4

1
2−

天気 確率 それがわかった時の情報量

晴れ 2

くもり 3

雨 3

雪 1

4

1

8

1

8

1

2

1

 



第1章）商品力を数字で表すテーマ 15：情報の値段 第3章）ゲームの理論でビジネスを考える

91

「明日の天気」という情報は、中身がわかるまで、その情報量がわかりません。

これではその情報を手に入れるかどうか（入手コストに見合っているか）を考える

には不都合です。そこで平均情報量のようなものを考えます（これをエントロピー

という）。上の例では2× ＋3× ＋3× ＋1× ＝ という平均値がエントロ

ピーとなります。エントロピーとは情報の「不確実性」（テーマ5で述べたガルブ

レイスの「不確実性の時代」はここから来ています）を表しており、エントロピー

がもっとも大きくなるのは、すべて事象の確率が同一の時です。上の例ではすべて

確率が1/4なら、エントロピーは2× ×4＝2となり、エントロピーが最大となりま

す。エントロピーは起こる事象の「予想のしにくさ」といえます。例えばX地域で

明日の天気を予想するなら「雪」とするのが普通で、これで2回に１回はあたりま

す。しかし天気の確率がすべて1/4なら、どんな予想をしても4回に1回しかあたり

ません。

4

1

8

1

8

1

2

1

4

7

4

1
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③ 情報の価値 情報の価値は情報量、エントロピーによって一意に決まるので

はなく、その情報を使う人によって異なります。たとえば先ほどの「X地域での明

日の天気」は、外出する人にとっては情報量が大きいのですが、家にいる人にとっ

ては小さいといえます。X地域にあるコンビニエンスストアの例で「情報の価値」

というものを考えてみましょう。

X地域のあるコンビニエンスストアでは、毎

日Aという商品を仕入れており、その仕入量は

前日までに決定する必要がある。Ａは1ロット

10個で、1日最大30個まで仕入可能（仕入のパ

ターンは10個、20個、30個であり、この中から

意思決定する）。Aは天気によって大きく売れ

行きが異なり、売れ残りは当日業務終了後すべ

て廃棄する。過去の経営結果から、天気別に得

られる利潤は、売り切れの場合の機会費用や処

分のための費用なども加味して次のように考え

られている

〔コンビニエンスストアの例〕
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(ⅰ)明日の天気がわからない時（普通はわかりません）

各天気の確率がわかっているので、10個、20個、30個のうち、もっとも利潤の

平均値 (期待値利潤という)が大きいものを選ぶでしょう。

10個仕入れた時の期待値利潤＝（－800）× ＋(－400)× ＋480× ＋240×

＝－70

となります。同様に20個、30個の時の期待値利潤は375、50と計算されます。した

がって「20個仕入」が選択され、その期待値利潤は375となります。

（ⅱ）もし明日の天気の情報が手に入ったら 本来明日の天気はどんなにすぐれ

た気象予報士でも100％はわかりません。仮想的に100％正確にわかる情報のこと

を完全情報といいます。ここでは完全情報が手に入ると考えて、その価値がどれく

らいかを考えてみましょう。

完全情報は晴れ、くもり、雨、雪のいずれかであり、それぞれの情報が手に入る

確率は天気の確率と同じ、つまり1/4、1/8、1/8、1/2と考えられます。仮に完全情

報が晴れ（確率1/4）だったなら、コンビニの店長は10個、20個、30個のうち利潤

最大の30個仕入を選び、1200の利潤を得ようとします。同様にくもりなら30個、

雨なら10個、雪なら10個仕入れることになります。したがって

完全情報を手に入れた場合の期待値利潤＝

4

1

8

1

8

1

2

1

1200× ＋800× ＋480× ＋640× ＝780
4

1

8

1

8

1

2

1
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となります。これは完全情報を手に入る前の期待値利潤375と比較して、405だけ

大きいことになります。そう考えれば405がこの「完全情報の価値」といえます。

これをEVPI（Expected Value of Perfect Information）といいます。このEVPIと

完全情報を得るためのコストを比較して、EVPIが大きければその情報を手に入れ

る価値があるといえます。（世に完全情報はないので、普通の情報の価値はEVPI

よりも少し小さくするか、EVPIを情報の価値の最大値と考えるとよいと思いま

す）。

ビジネスキーワード

ゲームの理論、情報の価値、情報量、ビット、エントロピー、不確実性、期待

値利潤、完全情報、完全情報の価値、EVPI
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《ビジネスシーン》

「××の案はハイリスク・ハイリターンで最悪の場合はまずいことになるなぁ。
○○の案はローリスクローリターンで面白味がないなぁ」

「思い切ってマキシマックスで行きましょう」

「いやマキシミニだろう」

情報には外部情報(環境情報ともいう。テーマ15の天気情報のように企業外で発

生しているもの）と内部情報（テーマ15の利潤に関する情報のように企業内で発生

しているもの）があります。外部情報を手に入れるには費用が発生し、入手した外

部情報は意思決定に伴う利潤を上げるものと考えられます。一般に企業における意

思決定は外部情報が少ない不確実性のもと（エントロピーの大きい状態）で行われ

るものであり、外部情報の価値はこの不確定性を減らし（エントロピーを小さく

し）、リスクを減らして、期待値利潤を上げることにあります。これがテーマ15で

述べた情報の価値です。

本テーマではもっとも不確実性が高い状態、つまり外部情報（天気の確率や天気

の完全情報）が全くない状態での意思決定を考えてみましょう。
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テーマ15のコンビニの例でいえば、天気別の利潤という内部情報だけしかわからな

い場合での意思決定です。

① マキシミニ（Maximin）で考える 各意思決定案ごとに、最悪のケースを想

定し、その中でもっとも利潤の大きい案を採用するものです。（「最小の中から最

大を選ぶ」ことをマキシミニといいます。ミニのうちのマックスということ。）

・10個仕入れる場合⇒最悪のケースは「晴れ」で、この時の利潤は「－800」

・20個仕入れる場合⇒最悪のケースは「雨」で、この時の利潤は「－240」

・30個仕入れる場合⇒最悪のケースは「雨」で、この時の利潤は「－880」

⇒最悪のケースの利潤がもっとも大きい「20個仕入」を採用。

この意識決定基準はリスクは少ないのですが、とんでもない利益は期待できませ

ん。現代企業の主要戦略ともいえる「損失最小」の意思決定に近いものといえます。
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② マキシマックス（Maximax）で考える ①とは逆に各案ごとに最良のケー

スを考え、その中の利潤が最大のものを選ぼうというものです（最大の最大でマキ

シマックスです）。

・10個仕入れる場合⇒「雨」の時に最大利潤480

・20個仕入れる場合⇒「雪」の時に最大利潤640

・30個仕入れる場合⇒「晴れ」の時に最大利潤1200

⇒「30個仕入」を採用。

これは結果的には、あらゆる案と状況の組合せの中から最大の利潤を生むケース

（上の表の数字の中の最大値1200）を意思決定基準としています。右肩上がり経済

の時代によくとられた「収益最大」の意思決定ともいえます。

③ ミニマックス・リグレットで考える これはその案をとった時のリグレット

（「後悔する」という意味）に着目するものです。リグレットはテーマ9で述べた

機会費用の考え方です。例えば10個仕入れた場合で考えてみます。10個仕入れて、

もし天気が「晴れ」となったなら利潤は－800です。この時は「30個仕入れていれ

ば1200の利潤が得られたのに」と後悔するでしょう。どれくらい後悔するかといえ

ば1200－（－800）＝2000です。同様にあらゆるケースでそのリグレットを計算し、

下の表のようにまとめてみます。これをリグレット表といいます。
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天気ごとに最善の行動をとった時の利潤と各ケースの利潤の差を表にまとめたも

のです。これをさらにひねって「各案の中でリグレットが最大のものを出し、それ

が最小の案を意思決定する」とします（「最大のものが最小」という意味で今度は

ミニマックスという）。

・10個仕入れる場合⇒「晴れ」で最大リグレット2000

・20個仕入れる場合⇒「くもり」で最大リグレット920

・30個仕入れる場合⇒「雨」で最大リグレット1360

⇒「最大リグレット」が最小となる「20個仕入」を採用。

「できるだけ後悔しない意思決定をしたい」という人間の気持を表したものです。
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④ ラプラス戦略 ラプラスという人が言い出したものです。（戦略というほど

のものでもありませんが。）天気の確率がわからないので、単純に各案の利潤の平

均値を出して、その最大のものを採用するものです。

・10個⇒－800、－400、480、240の平均で－120

・20個⇒400、－120、－240、640の平均で170

・30個⇒1200、800、－880、－480の平均で160

⇒「20個仕入」を採用

ビジネスキーワード

外部情報、環境情報、内部情報、不確実性、マキシミニ、マキシマックス、ミニ

マックス・リグレット、リグレット、ミニマックス、ラプラス戦略
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《ビジネスシーン》

「取引先のディスカウント要求が日に日に厳しくなって、まいってます」

「そりゃそうだろう。こっちが10円引けば、むこうは10円もうかるというゼロ

サムゲームだろう。非協力ゲームをやめて協力ゲームに変えろ。そうすれば互

いが納得するコアがあるかもしれないぞ」

ゲームの理論とは、トランプやテレビゲームのようないわゆる「ゲーム」（多く

の場合「勝つ」ことが目的）を数学的に考え、必勝法などを考えていく理論です。

近年ゲームの理論は企業経営にその考え方が取り入れられています。ライバル企業

に「勝つ」ために、どのような戦略を取るべきか、といったことを考える時の1つ

のヒントとして使っています。そのためゲームの理論の独特の用語がビジネスでよ

く使われています。テーマ17～20ではゲームの理論の基本的イメージをつかみ、

その用語がビジネスで使える程度まで解説したいと思います（この内容に興味が持

てて、数学が好きな人は専門書を読んでみてください。私も大学時代に学びました

が、なかなか興味深い分野です）。
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ゲームの理論には大きく「戦略型ゲーム」と「展開型ゲーム」（テーマ20で説

明）という2つの分野があります。このうち戦略型ゲームでは「ゲーム」をプレイ

ヤー、戦略（プレイヤーが取ることのできる手。意思決定案のこと）、利得表（戦

略の結果、各プレイヤーが得られる利潤）という3つの要素を使って表します。

戦略型ゲームは次のようにさまざまな角度から分類することができます。

・プレイヤーの人数 プレイヤーが何人いるかということです。これによって1

人ゲーム、2人ゲーム、n人ゲーム（3人以上）に分かれます。ｎ人ゲームは2人

ゲームの拡張として考えられますが、1人か2人かは大きな違いです（相手がいるの

といないのでは大違いです）。1人ゲームとはプレイヤーが1人で、相手はプレイ

ヤーでない（自然など）ケースのことです。テーマ16のコンビニと天気の例がその

典型です。このゲームでは戦略は3通り（10個仕入、20個仕入、30個仕入）、「天

気による利潤表」が利得表にあたります。

ゲームの理論では1人ではなく「2人ゲーム」を主に理論化しているので本書もこ

れに習います。2人ゲームがわかればn人ゲームもわかります（わかるはずです）。

・協力するか、しないか プレイヤー同士が協力するか、しないかによって2つ

に分かれます。これもゲームに与える影響は極めて大きいといえます。

協力ゲームではプレイヤーが協力するのですから、その利潤は両者の「和」とし

て表せます。つまり2人で得た利潤です。もうお気づきでしょうが、これは1人
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ゲームにしてしまう（企業でいえば合併、買収する）のが早道です。2人ゲームの

ままでやるのであれば、共通利潤をどうやって分け合うのかが問題となります。分

け前はゲームをやる前に決めておかないと、ゲームが終わってからでは「もめま

す」（どういうルールにすると損か得かがわかってしまう）。事前に分け前のルー

ルに関して合意ができる時、ゲームはほとんど終わりであり（最大共通利潤をねら

えば良い）、この分け前のルールを協力ゲームの「解」といいます。

解（分け前のルール）によっては、一方のプレイヤーがそのルールに従わないほ

うが幸せになれる(もちろんもう1人のプレイヤーは不幸になります)こともありま

す。これを「抜け駆け」といいます（なかなかおもしろい表現です）。プレイヤー

が「抜け駆け」をしようという「誘因」（インセンティブ。「そうしたいな」と思

う気持ち）が全く働かないルールをコアといいます。協力ゲームではコアが存在す

る場合もしない場合もあります。この考え方はビジネスにおいては企業間のアライ

アンス（提携）やコラボレーション(協働)など｢手を組む｣時によく使います。

協力ゲームもゲームの理論の中ではどちらかといえばイレギュラーな分野に属し

ます。以降は主に非協力ゲームについて述べ、協力ゲームについては非協力ゲーム

との比較という形で触れていきます。

・ゼロサムゲーム この言葉はビジネスでよく使われます。どんな場合でもプレ

イヤーの利潤の合計がゼロになるというものをいいます。
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ギャンブルの多くはこれにあたります。競馬というゲームは主催者も含めれば、す

べてのもうけ、損失(マイナスのもうけ)を足し上げるとゼロになります。利潤がゼ

ロにならず、一定の値になるものをコンスタントサムゲームということもあります

が、利潤から一定値を引けばゼロなので、これも含めてゼロサムゲームといいます。

誰かが得をすれば、誰かが損をするというものです。これ以外を非ゼロサムゲーム

といいます。証券市場は典型的な非ゼロサムゲームであり、誰かがもうかっても、

その分を誰かが損しているというわけではありません。

・その他 プレイヤー同士がすべての情報を持っているものを完全情報ゲーム、

それ以外を一般ゲームといいます。テーマ15（これは1人ゲーム）の完全情報とい

う言葉はここから来ています。またゲームにおいて戦略が限られていて（打つ手が

限定している）、必ずいつか終わるものを有限ゲーム、それ以外を無限ゲームとい

います。

ビジネスキーワード

戦略型ゲーム、展開型ゲーム、プレイヤー、戦略、利得表、1人ゲーム、2人ゲー

ム、n人ゲーム、協力ゲーム、非協力ゲーム、解、誘因、コア、ゼロサムゲーム、

非ゼロサムゲーム、完全情報ゲーム、一般ゲーム、有限ゲーム、無限ゲーム
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《ビジネスシーン》

「今度うちの目の前にライバル店が出るそうです。うちの店頭の価格は調べら
れているから、きっとそれより下げてくるんでしょうね」

「まさに囚人のジレンマだな。値下げしかないか」

「でもくり返しゲームですよ」

ゲームの理論を理解するのにもっとも適しているといわれているのが、「囚人の

ジレンマ」というゲームです。これは次のようなイメージです。

「A、B2人が共同で犯罪をした疑いで警察に逮捕されており、それぞれ別の取調

室で事情聴取されている。証拠はなく、自白だけが頼りである。2人とも自白しな

いと、このまま2人とも1年間は拘留される。2人とも自白すると、2人とも5年の刑

を受ける。片方だけが自白すると、自白した方は釈放、自白しなかった方は10年の

刑となる」（この2人は戦っているわけではありませんが、ゲームの理論では2者が

意思決定をして、それによって両者に結果が出るようなものをすべて「ゲーム」と

表現しています）。
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プレイヤーはA、B2人（2人ゲーム）であり、協力できないので非協力ゲームです。

互いの戦略は「自白する」、「自白しない」の2つであり、結着は必ずつく有限

ゲームです。また互いの利潤が差し引きされないので、非ゼロサムゲームです。こ

こで利得表を作ってみると次のようになります。

このゲームを解いてみましょう。Aから考えてみましょう。Aから見ると相手

（B）のとる戦略は2つ（自白する、自白しない）です。もしBが「自白する」と仮

定します（上の表の左半分だけを見る）。この場合Aは「自白する」と刑が5年、

「自白しない」と10年ですので、「自白する」という意思決定を取るべきといえま

す。一方Bが「自白しない」と仮定すると（表の右半分だけを見る）、Ａは自白す

ると釈放、自白しないと刑が1年ですので、Ａは「自白する」という意思決定を取

るべきといえます。
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つまりBが自白しようと、しまいと、Aは「自白する」という戦略を取るべき（取

るべき戦略を最適戦略と表現します）といえます。最適戦略のうち、このゲームの

ように相手の出方によらず決まってしまうものを支配戦略といいます。

一方Bも同じことを考え、共に自白して「5年の刑を受ける」という形でこのゲー

ムは決着します。（正確にいうとA、Bが共に賢く、このように論理的に考える力

を持っていればの話です。ゲームの理論では相手は｢賢い｣と考えます。確かに相手

の凡ミスを期待するよりは良いと思います。）

もう気づかれたでしょうが、二人にとって最高の幸せは「共に自白しない」とい

う意思決定です。（このように互いが最高の幸せになる所を「パレート最適」とい

います。）非協力ゲームでは互いに「最高の幸せとはいえない」（パレート最適で

ない）意思決定が、最適戦略となることが多いといえます。

これが協力ゲームだったらどうでしょうか。つまり互いに協力して得られる

「解」は「共に自白しない」で、「共に1年の刑を受ける」ということになります。

これが談合、カルテル（企業同士が協定を結ぶ）です。しかしこの時Aが｢自白しな

い｣という約束をＢとしながら、「抜け駆け」して自白してしまうと、自分だけ釈

放されることになります。つまりこの解はコア（共に抜け駆けしようという誘因が

働かない解）ではないことになります（「談合破り」です）。
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非協力ゲームでもう1つ、このゲームに与える要素があります。それはゲームが

「1回きり」ではなく、何回もくり返していく（何度も警察に捕まるというのも変

ですが）場合です。くり返しゲームでは前のゲームの相手戦略を見ることができま

す。もしこのゲームが永遠に続くなら、今回は「共に自白する」という結果であっ

ても、一度くらいは「相手が自白しない」ことを期待して、こちらも「自白しな

い」という、実は「互いにとってもっともハッピーな結果」を求めて、「自白しな

い」という手を打ってみようかという気持ちが生まれてきます（生まれてもおかし

くありません）。互いに思えば、共に「自白しない」という結果を生み、その信頼

感が続く限り、これが続くかもしれません。仮に片方が自白して片方が自白しなく

ても、「自白した方」が「次は相手も自白してしまい、幸せが起きない。長い目で

見れば自白しないほうが良いのかも」と思い、次は「自白しない」という意思決定

を取るかもしれません(ゆっくり読んでください)。

ゲームをくり返せば「共に自白しない」という互いにとって最大の利潤を得る方

向に動く可能性（これが誘因）を持っています。言い方を変えれば、一度は「共に

自白する」に落ち着いても、「共に自白しない」という方向に動く可能性があるこ

とを意味しています。これが日本で長い間談合が続いてきた理由です。たとえばA

社とB社が価格の値下げを考えています。共に値下げすると、値下げした分だけ両

者の利益の和は減ります。片方だけが値下げすると、値下げした方はシェアが
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とれてハッピー、値下げしないほうは最悪となります。共に値下げしないと両者の

利益の和は最大で共にハッピーという、まさに囚人のジレンマです。一回勝負なら

「値下げ」です。しかしビジネスの世界はくり返しゲームといえます。ここから先

は上の囚人のジレンマの例で考えてみてください。

囚人のジレンマ、支配戦略、パレート最適、解、コア、くり返しゲーム

ビジネスキーワード
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《ビジネスシーン》

「社長、例の○○製品の件ですが、ライバル××社の打つ手がどうしても読め
ません」

「相手はこちらのもっともいやがることをしてくると思え。これを前提にうち
の手を考えろ」

囚人のジレンマのように、相手の出方に関わらず最適な戦略、つまり支配戦略が

存在するとは限りません。そうなると同じゲームでも様々な結着を生み、ゲームを

一生懸命考えても意味がなく、「えいや」と決めるしかなくなります。これでは

「ゲームの理論」とはいえません。何とかゲームの結着を予測する方法はないかを

考えました。これがゲームの「均衡」という考え方です。簡単にいえば共に「賢

い」2人が戦えば、互いに自分にとってもっとも都合のよい結果を考え、自ずと同

じ結果に落ち着くと考えるものです。

ゲームの均衡は数学を知らないとなかなか難しく(知っていても難しい)、わかり

やすく解説している本はあまりありません。本書は「数学の本」でも、「ゲームの

理論の本」でもないので、何とか一般ビジネスマンが理解でき、「これがいってみ

ればライバルとの戦いでのナッシュ均衡だな」という言葉が自然に出るくらいにし

たいと思います。
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① ナッシュ均衡とは 非協力・2人ゲーム（プレイヤーはA、B2人で賢い）で、

支配戦略がない場合を考えます。

Aがa1、a2、a3、Aのすべての手に対してBがb1、b2、b3という手を打つことがで

きるとします。Aがa1という手を打った時、Bはb1、b2、b3という手を打てるので、

Aはその結果がどうなるか予想できません。そこで相手が極めて賢くて、「Aの手

の打ち方を知っているかのように、b1、b2、b3の中から自らにとって最高の利潤を

得る結果となる手を打つ」と考えます。このように相手が打ってくることを「Bは

Aに対して最適反応戦略をとる」といいます。

定義

最適反応戦略⇒相手がこちらの打つ1つ1つの戦略に対して、すべて自ら

の利潤が最大になるような戦略をとると仮定すること。

そう考えるとAがa1、a2、a3をとった時、Ｂがどういう手を打つかが決まり、「A

の利潤」が各手ごとに1つに決まります。ここまで来ればその3つ（a1、a2、a3の利

潤）のうちもっとも大きい戦略をとればよいことになります。こうしてAの打つ戦

略が1つに決まります。
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その結果Aが打つべき手がa1となったとします。そしてその時のBの打つ最適反応

戦略がb2であったとします。

今度はBから考えましょう。Bも自らがb1、b2、b3という手に対してAがそれに対

する最適反応戦略を打つと考えて、自らの手を決めます。その結果b2となり、この

時Aの打つ最適反応戦略がa1になったとします。

互いが一瞬でもこの組み合わせを考える（相手も考えていると思う）と、ここで

ゲームは1つの結着を生みます。Aから見るとa2、a3に変える誘因が見つからない

（相手がb2をベストと考えているのでそれならa1がベスト）、Bから見てもb1、b3
に変える誘因が見つからない（相手がa1をベストと考えていると思う）ことになり

ます。

定義

ナッシュ均衡⇒互いのとる戦略が最適反応戦略となっている状態（単に

均衡ともいう）。この戦略の組み合わせをナッシュ均衡点という（単に

均衡点ともいう）。もちろんナッシュ均衡点は必ず1つになるというわけ

ではなく、ない時も複数の時もある。
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② ミニマックス定理 この均衡という考え方に最初にたどりついたのは天才ノ

イマンでした。ノイマンはゼロサム・非協力・2人ゲームという限定されたゲーム

の中で均衡を考え、ミニマックス定理と名づけました。これを一般のゲームに広げ

たのがノイマンの弟子ナッシュであり、ここからゲームの理論が生まれたといえま

す。そしてこのゲームの理論を日本に広めたのが鈴木光雄という数学者です（私も

大学時代にこの先生の授業を受けました）。

ここで①のA、B2人の非協力ゲームをゼロサムゲーム（2人の利潤の和はどんな

場合でもゼロ）の場合で考えてみましょう。プレイヤーにはさまざまなタイプがい

ますが、Aは利潤最大化プレイヤー（常に自らの利潤を最大化するように考える）

と仮定します。この時、Aから見たBの最適反応戦略は、Aの1つ1つの手に対し、

「Bの利潤を最大にする」＝「Aの利潤を最小にする」（ゼロサムなので）もので

あり、Aにとってもっとも「いやな」タイプのプレイヤーです。つまりゼロサム

ゲームでは相手が自分の手に対して、もっともいやな手を打ってくると想定するこ

とが最適反応戦略となります。ややこしいのですが、これをBから見ればBの損失

（＝Aの利潤）を最小化することになるので、Bは損失最小化プレイヤーとよばれ

ます。

Aから見た利得表が次のようになっていたとします。この時Bから見ると自らの

損失表といえます。（損失表の中にあるマイナスは利潤。小さいほど良い。）
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Aから考えてみましょう。Ｂはa1、a2、a3に対して自らの損失（Aの利潤）を小さ

くするように手を打ってきます。したがって各戦略の利潤はa1が2（Bはb2を打つは

ず）、a2が－8（b1）、a3が－3（b2）という利潤となり、この中で利潤のもっとも

大きいa1 をとります。これは結果としてテーマ16で述べたマキシミニ（最小の利

潤の中から最大のものを選ぶ）という考え方になります。

Bから考えてみましょう。ここでBがAは利潤最大化プレイヤーだと考えたとしま

す。するとBも上の利得表を用いてAが考えたと同じことを考え、相手がa1を打っ

てくるという結論を得ます。この時Bは自らの損失を最小にするb2をとります。こ

れはBから見れば「最大の損失の中から最小のもの」を選んだことになり、テーマ

16のミニマックス・リグレットで述べた「ミニマックス」となります。

こうして（a1、b2）で均衡します。A、Bが1度こう考えてしまうと、ともに手を

変える誘因を持たないことになります。
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2人・非協力・ゼロサムゲームでは「相手が利潤最大化プレイヤーであり、マキシ

ミニで来る」と考えると、こちらは「ミニマックスを取り、損失最小化プレイヤー

をとらざるを得ない」ということになります。これをマキシミニ・ミニマックス定

理、略してミニマックス定理といいます。

賢い人はもう1つ均衡点があることに気がつくと思います。それはAがBを利潤最

大化プレイヤーと思った時です。この時ＡはBがマキシミニをとると考えます。す

なわちBはまず最小利潤を考え（図はAの利得表ですので±をとりかえればBの利得

表です）、b1(a1で－5)、b2（a2で－5）、b3（a3で－4）すなわち、（b3、 a3）とな

りAもこれを「読めば」ここで均衡点を取ります。つまりこのゲームには（a1、

b2）と（a3、b3）というナッシュ均衡があることとなります。

ビジネスキーワード

均衡、ナッシュ均衡、最適反応戦略、ナッシュ均衡点、均衡点、ミニマックス

定理、マキシミニ、ミニマックス
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《ビジネスシーン》

「部長、××社が当社の事業に参入してくるといわれていますが来ますかね。

来たらうちはとことん戦ってやるぞと宣伝しましょうよ。そうすれば相手も共

倒れを恐れて来ないんじゃないですか」

「そんなことしても無駄だ。相手はゲームの理論で考えればこのままでは必ず

来る。参入を阻止するなら、先に我社が現在の状況を変えてしまい、相手が来

ないという状況を作ることだ」

今まで述べてきたのは戦略型ゲームであり、利得表という形で戦略の利潤を表す

ことができます。つまりジャンケンのように「せーの」で手を打つイメージです。

もう1つの展開型ゲームというのは将棋やチェスのように、相手の打った手を見て

から、自分の手を打つことができるようなものです。この展開型ゲームは新規参入

や参入障壁の議論に使われたのが出発点であり、多くの書籍ではスーパーマーケッ

トの新規参入の例が示されています。ビジネスの世界でも、少し経済学やゲームの

理論を学んだ人は「例のスーパーの参入ね」ということがあるので、そんな人とも

話が合うように、ここでもスーパーの参入を例にして説明します。
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ある地域にAスーパーがあり、ここにBスーパーが出店を検討しています。これを

察知したAスーパーが「参入するなら、とことん戦うぞ」と宣言しています。しか

しBスーパー出店後は、Aスーパーにとってはもう1つ「仲良くする」（戦わないで

協調する）という手があるとします。この時A、Bの戦略をとった後の利潤がわ

かっているとします。

このようにBスーパーが手を打ってから、その手を見てAスーパーが手を打つこと

ができる時は、次のようなゲームの木というものに、状況を表すことができます。
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ここでBスーパーが「参入する」という戦略をとったとします。この時Aスーパー

は「戦う（利潤2）」か、「仲良くする（利潤4）」かです。ゲームの理論ではテー

マ18でも述べたように互いに賢く、ムキにならず、感情を持たず、冷静に利潤最大

化行動をとると考えます。言い方を変えるとそれ以外の仮定（相手が賢くなくてミ

スをしてくる。感情的になる）のもとで行動するのは、自らにとって幸せはないと

考えます。そうなればAスーパーは「仲良くする」という選択肢をとるはずです(参

入したら｢とことん戦うぞ｣と言ってはいても)。

Bスーパーから見れば、参入すればAスーパーは仲良くするので利潤4を得て、参

入しないと利潤は0です。したがってBスーパーは参入して、Aスーパーは仲良くす

るというゲームの結着、つまり均衡となります。

しかしAスーパーにとって参入しない（今）状態で、利潤8なのに参入させること

によって、利潤が4になってしまいます。Aスーパーから見てBスーパーの参入を阻

止する方法はないのでしょうか。これもすぐに気づくでしょうが、A、Bの利潤が

変われば（上図のカッコの中の数字）、話は別です。つまりこのゲームの始まる前

に、Aスーパーが何らかの手を打つことが可能であれば、話は変わります。

例えばBスーパーの出店予定地の前に、Aスーパーの新店を出すとします。そうし

た場合の利潤もわかるとして、ゲームの木を作ってみます。
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整理して考えてみましょう。

① ゲームの木の上半分は「Aスーパーが新店を出さない場合」（これを上の

ゲームの「部分ゲーム」という）であり、この場合、先ほどやったように（4，

4）で均衡します。

② 下半分の木で（Aスーパーが新店を出す場合）で考えてみましょう。この時

にBスーパーが参入すると、今度はAスーパーは「戦う」方が利潤が高い（戦うと4

と仲良しは1）ので戦います。したがってBスーパーの利潤は－8となります。一方

参入しない場合はBスーパーの利潤は0です。したがってAスーパーが新店を出すと

Bスーパーは参入せず、（6，0）で均衡します。
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③ Aスーパーから見て新店を出さないと「利潤は4」、出すと「利潤は6」とな

ります。したがってAスーパーは新店を出し、Bスーパーはこれを受けて参入せず、

このゲーム全体は（6，0）で均衡します。

ここまで来るとゲームの理論が何となくわかってきたと思います。ライバルで

も、顧客でも、取引先でも、相手の打つ手がわからず、そのため自分の打つべき

手がわからなければ、自分の手に対して、相手が必ず自らにとって最適の手を打

つと考えれば道が見えてきます。そして同時に手を打つ時は戦略型の利得表で、

交互に打つ時は展開型のゲームの木で考えればよいことになります。

ビジネスキーワード

展開型ゲーム、ゲームの木、部分ゲーム
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coffee break 

ビジネスゲーム

ビジネス社会でもゲームの理論風のことは起きています。

企業にとって最大利潤は「公にしない－記事にできない」ですが、ここでは均衡

せず、「公にする－記事にする」が均衡。

・No.1とNo.2 №1企業が利潤最大化のマキシミニをとれば、№2は損失最小化でミ

ニマックスをとる。№1が常に先攻、№2が後攻となって№2は常に後追い。№1企

業がミニマックス、№2がマクシミンだとその逆。№1は常に利潤最大化、マキシミ

ニをとるのがベスト。

・クレームゲーム 自社が販売した
飲料製品にゴミが入っていた。さあど
うする。マスコミと企業の利得表は次
のとおり
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coffee break 

経営者と従業員が共通の利潤を考えると協力・非ゼロサムゲームとなる。例え

ば付加価値（収益－給料以外の費用）を互いの利潤とする。ただしこの場合は利

潤が出る前に、給料（付加価値－利益）と利益（付加価値－給料）のわけ前とい

う解を決めておかないとならない。

・給料ゲーム 経営者は人件費を最小にして利益を最大にしたいが、従業員は当

然のことながら人件費を最大にしたい。このままでは非協力・ゼロサムゲーム。こ

の場合「経営者が見た従業員が辞めないだろうと思う最低の給料」と「他社へ転職

した時の最大の給料」がイコールだと均衡。それ以外は不安定。



経営環境を

経済学で考える
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第 ４ 章
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常識テスト

Q1.まちがいは？
ア．GDP≒GNP
イ．GDP＝国民総所得－国内総支出
ウ．実質GDP＝名目GDP/GDPデフレーター
エ.GDP/人口＝その国の生産性

Q2.まちがいは？
ア．所得＝消費＋貯蓄 イ．所得＝需要
ウ．貯蓄＝投資 エ．需要＝消費

Q3．正しいのは？
ア．需要のうち実際にマーケットに生まれたものを有効需要という
イ．限界消費性向が高くなれば投資増大による有効需要は乗数的に増

える
ウ．限界貯蓄性向と限界消費性向の積は1になる
エ．市場において限界消費性向と限界貯蓄性向は均衡する



124

常識テスト

Q4．もっとも長いのは？
ア．コンドラチェフの波 イ．クズネッツの波
ウ．ジュグラーの波 エ．キチンの波

Q5．先行指数は？
ア．法人税収入 イ．完全失業率 ウ．経済成長率 エ．在庫指数

Q6．正しいのは？
ア．企業物価指数は3ヶ月～半年後、消費者物価に影響を与える
イ．GDPデフレーターは企業物価がベースとなっている
ウ．すべての物価指数はラスパイレス方式を採用している
エ．消費者物価指数はその年の消費構造がベースとなっている

Q7．インフレギャップが起こるのは？
ア．総供給＜総需要 イ．総供給＞総需要
ウ．総供給＝総需要 エ．総供給≠総需要

（正解）Q1.イ Q2.エ Q3.イ Q4.ア Q5.エ Q6.ア Q7.ア
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《ビジネスシーン》

「GDPって全部の企業の売上を足してるの？」

「売上じゃなく、付加価値を足しているんだ」

本章ではマクロ経済学の基本について述べます。マクロ経済学は政府（国）から

経済を考えることです。日本でいえば日本を1つの家庭として、家計を考えるとい

うもので、日本経済とよばれます。国、家庭にとってもっとも大切なものは収入と

支出です。本テーマはこれについて考えます。

① 付加価値

定義

付加価値⇒企業が一定期間に生み出した財の価額から、その生産のため

に使用した財の価額を引いたもの。企業が一定期間内に新たに付加した

価値のこと。
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漁師が1年間魚を釣り（船も釣りざおも自分で作っている）、これを総額300万円

で売れば、この漁師の付加価値は300万円です。さらにこの魚を買った魚屋がこれ

を焼き魚にして、惣菜屋に1年間で500万円売りました。この魚屋の付加価値は200

万円です。この惣菜屋がこれをパッキングして600万円で売りました。この時総菜

屋の付加価値は100万円です（話を簡単にするため、魚以外の材料などはすべて自

分で作ったとします）。

② GDP

定義

GDP⇒Gross Domestic Product。国内総生産。1つの国が国内で生み出し

た生産額の合計。各企業の付加価値の和として求められる。

GDPは国内総生産ですので、国内で作り出した生産額をすべて足し上げればよい

ような気がしますが、そうはいきません。先ほどの例でいえば、国内で生み出され

たのは惣菜600万円だけです。各企業の1年間の売上を全部足したものが（魚300万

円＋焼魚500万円＋惣菜600万円）、国の生み出した生産額とはいえません。しか

し最終生産物（惣菜）と中間生産物（魚、焼魚）の区別はなかなか難しいといえま

す（魚を買って、刺身で食べているかもしれません）。
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各企業が付加価値を計算して、それを足し上げれば生み出した生産額が計算でき

ることになります。「漁師300万円＋魚屋200万円＋惣菜屋100万円＝600万円」で

あり、これを日本中で計算すればGDPが計算されます。

③ GNP 従来日本ではGNP(Gross National Product：国民総生産）という指標

を使っていました。GDPが国内が対象なら、GNPは国民が対象です。日本人が海

外で生み出した付加価値はGNPには入るが、GDPには入りません。ヨーロッパで

は国民が錯綜しており、以前からGDPを使っていました。日本も国際化の波の中で

GDPを使うようになっています。海外の日本人だけでなく、日本の外国人もいます

のでGNPとGDPはマクロ的にはざっと同じと考えてもよいといえます。以降は

GDP=GNPとして話を進めます。日本のGDPはざっと500兆円です。

④ フローとストック 経済学では（経営、会計でも）フローとストックという

概念があります。ダムの水量でいえば1年間の降水量（収入）と蒸発量（支出）の

差がフローです。フローには必ず「対象期間」があります。ストックは今日時点で

のダムの水量です。ストックには必ず「時点」があります。会計で言えばフローが

損益計算書（収益－費用で利益を計算する）、ストックが貸借対照表（企業の財産、

借金の明細）です。企業会計では損益計算書よりも貸借対照表が重視されており、

ストック経営といわれています。
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GDPはフローの合計（収入－支出で計算する付加価値の合計）です。一方、国に

もストックにあたるものがあります。国民貸借対照表です。ただ国においては単年

度ごとに歳入から歳出を引くという会計（複式簿記を取っていない）がベースであ

り、GDPも同様です。そのため気がついたら国民貸借対照表では借金が何兆円もあ

るといわれています。しかしこの貸借対照表を誰がどうやって作るのかというルー

ルが今１つはっきりしていません。そのためこの借金に見合う財産を国が持ってい

るかどうかの判断ができずに政治家、経済学者がもめています。

ビジネスキーワード

付加価値、GDP、国内総生産、GNP、国民総生産、フロー、ストック、国民貸

借対照表
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《ビジネスシーン》

「昨日の新聞で『政府が来年度の経済成長率は2％程度と予測』とあったけど、

経済成長ってどうやって計算しているんだ。何が伸びているんだ？」

「実質GDPの伸びだろう。これは企業の生産の伸びであり、国民の所得の伸び

であり、国全体の支出の伸びなんだ」

本テーマではGDPの見方について考えます。

① 三面等価の原則 GDPは各企業の付加価値の合計です。見方を変えるとこの

付加価値合計分だけ、企業(もうけを出している国民も含めて)は所得（もうけ）を

得ていることになります。これを国民総所得（Gross National Income：GNI）と

いいます。先ほどの漁師、魚屋、惣菜店の「もうけ」（これが所得）の合計は600

万円です。つまりGDP＝GNIです。一方、最後の惣菜の600万円分の代金をこの他

の誰かが支払っています。国全体で考えればGDP分の支出があったとも考えられま

す。これを国内総支出（Gross Domestic Expenditure：GDE）といいます。

つまりGDP＝GDEです。
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GNP、GNI、GDEは国内の付加価値を生産、所得（もうけを分け合ってい

るという意味で「分配」という表現も使う）、支出の面から見ているだけで、

同じ額となります。これを三面等価の原則（「原則」という表現はあまりなじ

みませんが）といいます。

この付加価値の合計には国民所得（かなりファジーに使われています）とい

う表現をとることもあり、その場合GDP（＝GNP）、GNI、GDEをそれぞれ

生産国民所得、分配国民所得、支出国民所得といったりもします。（こんなに

名前ばかりつけると混乱しますが。）

② 名目と実質 GDPは経年で（年を追って）見ます。GDPを国民所得と

考えれば、仮にGDPが1年で2倍になっても（皆さんの年収が2倍になっても）、

物価が2倍になれば実質的な所得は変わっていないことになります。つまり物

価の上がり具合によって、GDPという所得は調整する必要があります。調整前

を名目GDP、調整後を実質GDPといいます。テーマ26で述べますが、物価の

上昇度、下降度は物価指数というものによって表されます。経済学らしく、さ

まざまな物価指数があり、計算方法、対象は用途によってさまざま（勝手気ま

ま？）です。このうちGDPの調整に使われる物価指数をGDPデフレーターと

いいます。
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定義

実質GDP＝名目GDP／GDPデフレーター

③ GDPの利用 GDPはその三面性から次のように利用されています。

(ⅰ)生産として GDPを経年で見ると、その国の生産額の伸びがわかります。この

生産額をその国の経済の大きさと考えれば、GDPの伸びは経済成長率といえます。

国が発表している経済成長率もGDPの伸びが中心です。このGDPを全世界でとら

えて、各国のGDPを見ると、全世界の最終生産物の各国シェアがわかります。（現

在ではアメリカとヨーロッパがそれぞれ30％、日本はその半分弱。）また１人当た

りGDPを見るとその国の生産性（１人でどれくらい生産物を作ることができるか）

がわかります。

(ⅱ)分配として まさに国民の所得合計であり、１人あたりGDPはその国の「豊か

さ」の指標といえます。

(ⅲ)支出として 支出という面から見ると、生産物は消費者が消費するか、企業が

使うか（これを投資という）、さらには政府が使うか(これを公共投資という)のど

れかです。この合計がGDPであり、消費者、企業、政府といった支出主体のバラン

スがわかり、その国の構造が見えます。また消費者、企業、政府のそれぞれの支出
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の伸びを見ればその国がどんな調子かがわかります。例えば新聞などでよく見る

「家計消費が下支え」「企業投資が活発化」「政府の公共投資なしにはやっていけ

ない」…といったものはこれがベースです。

ビジネスキーワード

三面等価の原則、国民総所得、GNI、国内総支出、GDE、

国民所得、生産国民所得、分配国民所得、支出国民所得、名目GDP、実質GDP、

物価指数、GDPデフレーター、経済成長率
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《ビジネスシーン》

「高速道路建設による公共投資なんて社会全体から見れば大したことないん
じゃないの？」

「乗数効果があるだろう」

「でも貯蓄性向が高いから意味ないんじゃないの」

本テーマでは消費、投資、貯蓄という考え方を整理してみます。パズルのようで

ややこしいのですが、くじけずじっくり読んでみてください。

① ケインズの有効需要 マクロ経済、つまり国の経済政策の目的の１つは経済

成長といえます。黙っていても成長する国(発展途上国という表現をします)はよい

のですが、成長が止まった国（日本など先進国の経済は伸びたり縮んだりします）

ではこれが最大の課題です。現在の日本でこの経済成長という言葉が毎日のように

新聞をにぎわしているのはこういう意味です。テーマ４で述べたようにケインズ以

前は「供給が需要を創り出す」と考えていました。つまり政府が供給に刺激を与え

る(企業の生産を税金などで支援し、どんどん作らせる)ことで、経済成長を促すこ

とができるという考え方です。
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ケインズはこれを否定し、「需要が供給を創り出す」と考えました。つまり需要

と供給の関係で言えば、まず需要が何らかの形で決まり（これが有効需要）、それ

に供給が合わせていくというものです。有効需要によってGDP（総需要量＝総供給

量）が決まるので供給（生産）を刺激するのではなく、有効需要を刺激しなくては

ならないというものです。このケインズ理論を考えてみましょう。

②所得、消費、投資、貯蓄 では有効需要はどうやって決まるのでしょうか。

GNPの三面等価から考えれば、所得によって決まるといえます。「国民総所得＝

国民総支出」です（以降わずらわしいので「国民総」というのを省略します）。こ

の支出が有効需要です。つまり所得が有効需要を決めるということであり、国が何

らかの手段で所得を上げる努力をすれば、有効需要（そろそろこれもわずらわしい

ので「有効」というのを取ってしまいます）が増え、供給が増え、GDPが上がり、

経済成長率が上がるというものです。給与（所得）が上がれば「車を買おうかな」

（需要）と思い、自動車メーカーが皆がきっとそう思うと考えてそれに合った自動

車を作り（供給）、生産額（GDP）を増やすということです。

ところで所得（ヒトでいう給与）は消費（買う）と貯蓄（貯める）に分けられま

す。「所得＝消費＋貯蓄」です。一方需要され、供給されるモノは消費（その場で

なくなる）と投資（使う）に分かれます。「需要＝供給＝消費＋投資」です。
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ここで三面等価より「所得＝需要＝供給」です。つまり「消費＋貯蓄＝消費＋投

資」であり、「貯蓄＝投資」です（やっとたどりついた！）。言い方を少し変えれ

ば「需要と供給がバランスすれば、貯蓄と投資がバランスする」であり、「貯蓄と

投資がバランスすることで、需要と供給がバランスする」とも表現されます。これ

を貯蓄と投資の恒等関係、貯蓄と投資の均衡といいます。ざっと考えれば家庭が貯

蓄すれば、そのカネが銀行へ行って企業に投資されるということです。

③ 乗数効果 「所得＝消費＋投資」です。ここで何らかの要因で投資が増えた

とします（例えば特定の企業が投資を行う。もちろん社会全体の消費はすぐには変

わらない）。これによって所得が増えます。一方所得＝消費＋貯蓄です。所得の増

加の何％かは当然消費に回されます（給与が上がればその分すべて貯蓄することも

ないでしょう。一部を何かに使う人も多いと思います）。この投資の増加（所得の

増加といってもよい）に対して、消費の増える割合（先ほどの給与が上がった分の

何％を消費にあてるか）を、限界消費性向（１円所得が増えると何円投資に回すか。

限界の１単位が１円。もう限界という言葉に慣れてきたと思います）といいます。

一方、貯蓄に回す分を限界貯蓄性向といいます。当然のことながら「限界貯蓄性向

＝１－限界消費性向」です。
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投資によって所得が上がり、それによって消費が上がります。この消費の増加に

よってまた所得が上がり、また消費が増えます。つまり所得の増加は波及効果的に

消費そして所得を増加させていきます。これを乗数効果といいます。例えば、限界

消費性向が0.5（消費と貯蓄が半々）の社会で投資が100増えたとします。投資100

によって所得が100増え、消費は50増えます。消費が50増えることで所得が50増え

ます。これによってさらに消費が25増えます。さらにこれで所得が25増え…これは

数学でいう無限級数の和というものです（高校の数学の最後くらいにやっている人

もいると思います）。

r

a

−1
S（和）＝a＋ra＋r2a＋r3a…=

上の場合ですと１－ｒ＝0.5ですので投資100の2倍、つまり200だけ所得が増える

ことになります。90％が消費に回れば何と10倍の効果が上がるということです。所

得＝需要であり、需要が所得の増加分だけ増えます。この投資効果によって増えた

需要の和をケインズは有効需要と表現しました。これが新聞などに書いてある「公

共投資によって消費、有効需要を刺激し、乗数効果によって経済を成長させる」と

いうものです。
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しかし近年の日本では公共事業で投資を増やしても、限界消費性向が低く（限界

貯蓄性向が高く）、皆、貯蓄に回ってしまっていると考えられています。そこで利

子率を下げて、貯蓄してもあまり幸せがない状態を作って、消費を促すという政策

がとられてきたといえます。

有効需要、貯蓄と投資の恒等関係、投資と貯蓄の均衡、乗数効果、限界消費性向、

限界貯蓄性向

ビジネスキーワード
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《ビジネスシーン》

「日本も本格的に景気回復の局面に入ったな」

「ちょっと下降局面が長かったけど、設備投資が活発だし、まさにジュグラー
の波だな」

「景気」というのはそもそも「様子」「元気」といった意味ですが、経済におい

ては「社会全体の調子」のような意味で使っています。景気の最大の特徴は上がっ

たり下ったりすることで、これを景気循環といいます。

① 山と谷

景気は循環するので、波（電波みたいなイメージです）で表され、次のような言

葉が使われます。
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景気の下降（悪くなっていく）から上昇（良くなっていく）の変化点を谷、上昇

から下降への変化点を山といいます。谷から谷までが一循環です。谷から上昇にむ

かっていく時が景気の1サイクルの始まりであり、「底入れ」といいます。上昇し

ている期間（上昇局面という）は回復（前半）と好況（後半）という2つの局面に

分けます。この2つにはあまりはっきりした区分はないのですが、現在の波が大き

い時は、前の景気程度に戻ったあたりを回復と表現することが多いといえます。
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一方、下降局面は後退、不況という2つの局面に分けます。これもはっきりした区

分はないのですが各々、前の好況、回復に合わせて考えるのがノーマルです。

② 波の分類 景気の波（サイクルとも表現する）を経済学では、次のようない

くつかの波が重なって生まれると考えています。そしてこれを主張した経済学者の

名前がついています（景気の研究は経済学の永遠のテーマのようです）。

・コンドラチェフの波 40～60年サイクルというもっとも大きな波です。コンド

ラチェフが言い出し、シュンペーターが名づけました。この景気循環をよび起こ

すのが（谷から上昇させるのが）、テーマ5で述べたイノベーションです。これを

受けアルビン・トフラーが産業革命、第2次世界大戦に続く大きな「第3の波」が、

20世紀末に来ると「予言」しました。その波が流行語にもなった情報化社会であ

り、情報革命です。しかし革命にしてはあまりにもゆっくりすぎて、波というよ

りもトレンド（傾向、つまり上下せず情報化が進んでいくということ）のように

感じます。

・クズネッツの波 20年サイクルの波で、クズネッツがアメリカの景気循環を調

べていくうちに発見したものです。なぜ起こるのかは色々な説がありますが、

「住宅の耐用年数が20年くらいなのでその建て替えによって起こる」「人間が成

人するのに20年かかる。人口の構造変化が影響を与えている。アメリカでいえば

20年ごとに移民の波がある」の2つがあり、後者の「人」説の方が有力のようです。
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現在のアメリカもヒスパニック系民族の流入で上昇傾向に、日本は少子高齢化で

下降曲面に、という点で｢結構あたっている｣と評判です。

・ジュグラーの波 これは10年サイクルの波です。工場などの設備が耐用年数10

年くらいなので、この投資に依存した波といわれています。景気循環を考える時、

もっとも中心的に見るもので主循環ともいわれます。

・キチンの波 40ヶ月ごとの波です。企業の在庫が40ヶ月ごとに増減する（在庫

が増えればメーカーが減産して景気が悪化する）ことがその原因といわれます

（在庫調整、在庫循環ともいいます）。しかし日本（というよりもトヨタ）が

作った「在庫を持たない」というトレンドがややこの波をわかりづらくしていま

す。

ビジネスキーワード

景気循環、底入れ、谷、山、一循環、回復、好況、後退、不況、コンドラチェ

フの波、イノベーション、アルビン・トフラー、第3の波、クズネッツの波、

ジュグラーの波、キチンの波、在庫調整、在庫循環
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《ビジネスシーン》

「内閣府のDI見ても、日銀短観でも、どうみても好景気だよね」

「何だか実感がないなぁ」

「景気は君の実感とは違うんだ」

① 景気動向指数

定義

景気動向指数⇒景気をとらえるための指標。Diffusion Index：DIと略す。

日本では内閣府が毎月発表する景気動向指数が有名です。これは次の3つに分か

れます。

・先行指数 景気の先行きを見るための指標。これにはテーマ24で述べた波を仮

説とする在庫指数、機械受注の他、新規求人数、新設住宅着工床面積…などがあ

る。
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・一致指数 現在の景気と一致していると思われる指標。生産量、原材料消費量、

稼働率など生産(供給)に関するもの、百貨店や卸売業の販売量など需要に関する

もの、所定外労働時間（残業）、有効求人倍率（テーマ31参照）など労働市場に

関するものなどがある。

・遅行指数 景気に遅れて動く指標。法人税収入（昨年度の企業の利益から計算

される）、完全失業率（テーマ31参照）などがある。

内閣府の発表では、一致指数の中で前に比べてプラスのものが50％を越えてい

れば景気は「上昇」、50％以下なら「下降」と判断します。景気がどうなってい

るか、どうだったか（一致、遅行）ならGDPの推移、つまり経済成長率を見ても

わかります。景気動向指数を出す意味は明日の景気を読むという先行指数に大き

な意味があります。一致、遅行指数はその先行指数がどれ位あたっていたかを

チェックするものともいえます。

「明日の景気を読む」という意味では、この景気動向指数はやや「あたらなく

なってきている」のも事実です。｢明日の景気を読む｣なら景気動向指数という事

実の数字よりも、「景気はどう？」という調査（業況感と表現する）の方が、景

気をより反映していると考えられます。この業況感の調査で有名なのが日銀短観

（日本銀行の行う企業短期経済観測調査）という景気動向指数です。これは4ヶ

月に1回、企業の経営者にアンケートをするものです。
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その主要項目は「あなたの会社の調子をどう思いますか」という質問に対し、

『良い』『さほど良くない』『悪い』の3つ（しかし『さほど良くない』という表

現は不自然です）から選択するものです。この業況感という経営者のマインドを

「最近」（一致）、「3ヶ月後」（先行）の2つについて聞いています。そのうえ

で『良い』から『悪い』の回答数を引いて、全企業数でわったものを、一致指数、

先行指数として出しています。景気とはまさに「気」、マインドですから、人間

の気持ちといえます。そして景気を生み出しているのは企業というよりも、企業

をリードする経営者の気持ちだといえます。

② 日本経済の景気 日本経済には過去いくつかの「景気の波」が見られます。

これらはマスコミや経済企画庁（現在の内閣府）によって次のようにネーミングさ

れてきました。

・神武景気（1955年～） 1955年から日本経済の快進撃が始まりました。特に

設備投資の伸びはすさまじく（実質の伸びで年率40％！）、日本始まって以来

（神武天皇以来）ということでこうよばれました。1956年の経済白書の「もはや

戦後ではない」というフレーズが注目を集め、テレビ、洗濯機、冷蔵庫が3種の

神器といわれました。まさに消費、投資とも絶好調だったといえます。景気のお

もしろい所はこの「山」が永遠に続くわけではなく、また「谷」を作ります。こ

の谷は「なべ底不況」といわれました。
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・岩戸景気（1958年～） なべ底不況もすぐに終わり、今度は神武景気よりもさ

らに大きな山を迎えます。この好況を「神武より前」という意味で岩戸景気（天

照大神が天の岩戸に隠れて以来という意味）といいます。そして政府が「国民所

得倍増計画」を出し、日本経済は高度成長時代へと突入していきます。

・オリンピック景気（1963年～） 1964年の東京オリンピックに向け、高速道

路、新幹線と公共事業の投資が頂点を迎えます。しかしオリンピック終了ととも

に不況を迎え、1965年は一転して谷となります。

・いざなぎ景気（1965年～） 戦後最大の不況も谷を越え、この後5年にわたる

好況を迎えます。神武、岩戸より「すごい」という意味で、さらにさかのぼり、

いざなぎ（「いざなぎの尊」という神話の世界）景気といわれました。

・列島改造ブーム（1971年～） 田中内閣による日本列島改造計画で投資ラッ

シュを迎えます。しかし1971年に起きたニクソンショック（アメリカのニクソン

大統領が発表したドル防衛策が与えた世界経済へのショック）により急激な物価

上昇が起こり、ブームは去ります。

・バブル景気（1986年～） 1986年から株高、土地高による投資ブームが起き、

これを平成景気とよびました。しかしこの後急速に景気は下降局面を迎え、終

わってみればはかないバブル（泡）のようなものという意味で、一般的にはバブ

ル景気とよんでいます。その後長い平成不況をもたらします。
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そしてこの長い平成不況を終え、日本経済はいよいよ上昇局面に向かっていると

いわれています。

ビジネスキーワード

景気動向指数、DI、先行指数、一致指数、遅行指数、日銀短観、業況感、神武

景気、なべ底不況、岩戸景気、オリンピック景気、いざなぎ景気、列島改造

ブーム、ニクソンショック、バブル景気、平成不況
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《ビジネスシーン》

「企業物価指数が上がっているので、しばらくすると消費者物価指数が上がっ
ていくな」

「それってインフレに向かってるんじゃないの。良いことなの？」

① 物価指数 景気よりももっと直感的に経済の状態を表すものに物価があ

ります。この物価の水準を表すものを物価指数といいます。物価といっても財に

よって違うので、特定の財を複数選択して、これにウエイト（例えば食品を10、雑

貨を5）をつけて価格変動（食品は雑貨の2倍考慮する）を見ます。物価指数には次

のようなものがあります。

定義

消費者物価指数⇒Consumer Price Index：CPIと略す。全国の世帯が購入す

る財の価格の変動を見るもの。総務省が毎月発表している。基準年を100

とし、基準年の家計の消費構造（買っている財の構成）をベースとして、

現在の物価を見るもの。このように消費構造を考えることをラスパイレ

ス方式という。
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消費者物価指数はラスパイレス方式のため、基準年(もちろん過去)と消費構造が

変わっても、基準年に合わせて（基準年が食品10、雑貨5…なら10年後もその割合

で支出されたと考えて）物価のウエイトをつけることになります。

定義

企業物価指数⇒Corporate Goods Price Index：CGPIと略す。企業間の取引

の価格を対象とした物価指数。日本銀行が毎年調査発表している。2003

年までは卸売物価指数とよんでいた。卸売業の存在しない業界が増えた

ため、名前を変更した（卸売業がない場合は生産者価格）。ラスパイレ

ス方式を採用している。

企業物価の変動は、その後しばらくしてから（3ヶ月～半年）消費者物価に影響を

与えるといわれています。企業物価指数が先行指標、消費者物価指数が一致指標と

いえます。これは小売側に在庫（前に買ったもの）があるためと考えられます。し

かし、コンビニを中心とした「ギリギリまで買わない」という在庫削減のトレンド

で、これがあまり成り立たなくなっています。また企業物価指数は国内と輸出・輸

入に分けて計算しており、テーマ33で述べるその国の「貨幣の購買力」を見る指標

としても使われています。
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定義

GDPデフレーター⇒消費者物価、企業物価を包括し、経済全体の物価動向を表

すもの。内閣府がGDPとともに四半期に１度公表している。「名目

GDP÷GDPデフレーター」で実質GDPが計算される

GDPデフレーターは従来からラスパイレス方式（基準年、つまり過去の構造でウ

エイト）ではなく、パーシェ方式（調査時点、つまり現在の構成でウエイト）を

とってきました。しかしパーシェ方式では何らかの事情で価格が大幅に下がった財

は、購入数量が大幅に増加してしまい、GDPデフレーターに大きな影響を与えすぎ

てしまうという意見がありました。つまりそれによってGDPデフレーターが小さく

なりすぎ、実質GDPが大きく出すぎるということです。（これはパソコンの価格が

大幅に下がり、一気に大量に購入されたことがきっかけとなりました。)

そこで2004年12月から連鎖方式というものに変更されました。簡単にいえば基準

年が5年前なら、単純に5年後の現在の購入構成をウエイトして考えるのでなく、1

年目と2年目の物価上昇率、2年目と3年目の物価上昇率…という形で毎年の指数を

計算し、財の構成を毎年見直していくこととしました。このため以前よりGDPデフ

レーターは大きく、そして実質GDPは小さく表現されることになりました。
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② インフレ・デフレ テーマ7で述べた需要と供給の関係は経済全体（例えば日

本経済）でも成り立ちます。

つまり総需要と総供給が均衡した所で、物価とGDPが決まります。ここで何らか

の事情で需要が増大（テーマ25で述べた東京オリンピックなど）すると、やはり

テーマ7で述べたように総需要曲線は右へシフトします。
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これは前の物価（ｐ1）の状態では総供給（ｓ1）＜総需要（ｄ1）で財が不足して

きます（この差をインフレギャップという）。したがって市場メカニズムが働き、

物価は上昇していき、ｐ2で均衡します。このような状態をインフレーション、略

してインフレといいます。逆に供給に対して相対的に需要が下がってくると、デフ

レギャップ（総供給＞総需要）が発生し、モノが余り、物価は下降していきます。

この状態をデフレーション、略してデフレといいます。
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ビジネスキーワード

物価指数、消費者物価指数、CPI、ラスパイレス方式、企業物価指数、CGPI、卸

売物価指数、ＧＤＰデフレーター、パーシェ方式、連鎖方式、インフレギャップ、

インフレーション、インフレ、デフレギャップ、デフレーション、デフレ
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coffee break 

「景気」この不思議なサイクル

景気は不思議です。皆が良くなると思えば良くなり、これによって損する人はほ

とんどいません（機会費用をのぞけば）。皆が悪くなると思えば悪くなり、これに

よって幸福になる人はほとんどいません。景気は数学というよりも心理学で、経済

学では結局「波がある」（正確にいうと「波があった」）しか答えが出ていません。

どうも景気と経済学は相性が悪いようです。この2つの矛盾を考えてみましょう。

・ゲームの理論 自企業と社会全体のゲームとして考えてみましょう。自企業の打

つ手は２つ。「景気が良くなると考えて積極戦略」「景気が悪くなると考えて消

極戦略」。社会も手は２つ、「好景気」、「不景気」。これをマキシミニで考え

てみましょう。自企業から見て「積極戦略」の最悪ケースは不景気で、「しまっ

た、投資をしすぎた」です。「消極戦略」の最悪ケースは好景気で「投資してお

けば良かった」という機会費用です。もちろん過剰投資よりも機会費用の方が利

潤が大きい(損失が小さい)ので最適戦略は「景気が悪くなると考えて消極投資」

となります。賢い企業が皆こう考えれば、当然のことながらそれによって社会は

不景気になります。パレート最適は積極投資－好景気なのにこれが選択されませ

ん。しかしずっと不景気のはずなのに不思議と波があります(深く考えず夢を見る

企業がいるのでしょうか)。
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coffee break 

・市場の均衡 市場に競争があれば需要と供給は均衡し、感情が入る余地はないは

ずです。仮に何らかの事情でバランスが崩れても、インフレ、デフレとなり、自

動的にGDPを調整して実質GDPは変わらないはずです。でもGDPは景気という

不思議な波で大きく動きます。

波を最後まで説明した経済学者は現れず（いたかもしれないが、難しすぎて皆が

納得できない）、誰もこの波をあてられず、景気は神のみぞ知るという「サイク

ル」となっています。
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第 5 章
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常識テスト

Q1.まちがいは？

ア．貨幣には現金だけでなく預金なども含めて考えることも多い

イ．マネーサプライとはM2＋CDが対象である

ウ．M2とは預金のことをいう

エ．債券とは貨幣以外の金融資産のことである

Q2.ハイパワードマネーとは？

ア．日本銀行券 イ．準備預金

ウ．日本銀行券－準備預金 エ．日本銀行券＋準備預金

Q3．貨幣市場と実物資産市場の同時均衡を考えるのは？

ア．IS-LM イ．金融政策 ウ．財政政策 エ．L=M

Q4．労働市場で企業利潤が最大となるのは?
ア．労働限界生産性＝物価指数 イ．貨幣上昇率＝物価指数
ウ．貨幣上昇率＝限界費用 エ．労働限界生産性＝賃金
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常識テスト

Q5．ニートは？

ア．休業者 イ．完全失業者 ウ．労働力人口 エ．非労働力人口

Q6．正しいのは？

ア．経常収支≒資本収支

イ．経常収支＋資本収支≒0

ウ．経常収支－資本収支≒国際収支

エ．経常収支＋資本収支≒国際収支

Q7．デリバティブにあたるのは？

ア．国際取引 イ．資本取引 ウ．オプション取引 エ．株式取引

（正解）Q1.ウ Q2.エ Q3.ア Q4.エ Q5.エ Q6.イ Q7.ウ
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《ビジネスシーン》

「マネーサプライって現金のこと？」

「違うよ。M2＋CDで預金も入ってるんだ」

本章では金融市場と労働市場、そして最後に国際経済について考えます。

① 貨幣とは 市場で手に入れた財のうち、その価値が長く続くもの、つまり消

費に長時間かかったり、消費されないものを資産といいます。資産は実物資産（土

地、建物、機械などのようにそのものに価値のある）と金融資産（貨幣、預貯金、

株券などそれ自体に価値があるわけではなく、何らかの価値に交換できるもの）に

分けられます。さらに金融資産は次の2つに分けられます。

定義

貨幣⇒財の交換を媒介するもの。

債券⇒貨幣以外の金融資産。ある人がある人に一定の金額を支払うこと

などを約束する証書。
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貨幣には次の3つの機能があります。

・価値尺度 他の財の価値を表すことができる。これによって財の交換が可能とな

る。例えば魚と肉を交換する時、この魚は200円、この肉は400円と価値が測れる

ことで、社会全体での資産の交換比率を作っている。

・流通手段 上の例でいえば貨幣によって価値がつくため、魚も肉も流通していく。

・価値貯蓄手段 上の例でいえば漁師は魚を200円で売り、200円の貨幣を手に入れ

ることでその価値を手元に残し、いつでも200円の価値の財と交換できるようにな

る。

上のような貨幣機能をもち、現実に貨幣として通用するものを通貨ともいいます

が、本書ではこれらをすべて貨幣と表現します。

② 貨幣の種類 貨幣＝現金ではなく、先ほどの定義のようにその性質によって

区分するので、どこまでが貨幣でどこからが債券かというのは意見の分かれるとこ

ろです。

経済学における貨幣の定義には次の2つがあります。(しかし社会が進展していく

中で、貨幣、債券、そして実物資産さえも区分しづらくなっています。携帯電話、

Suicaなどの電子マネーを考えるとわかると思います。)
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定義

狭義の貨幣⇒M1という。現金貨幣＋要求払預金。

広義の貨幣⇒M2という。M1＋定期性預金。

現金貨幣には日本では日本銀行の発行する日本銀行券（紙幣）と財務省発行の硬

貨があります。要求払預金とは預金者の要求に応じてすぐに支払われる預金です。

これには普通預金、当座預金（手形の支払いなどに使われる）などがあり、先ほど

の貨幣の定義の「財の交換」つまり取引を完全に媒介しています（手形払いや銀行

振込のこと）。広義の貨幣には、いわゆる定期預金のように一定の時期に支払いを

約束される定期性預金もこれに含めています。

定義

マネーサプライ⇒社会の貨幣供給量のこと。金融機関(銀行など)以外の民間

部門(一般企業、国民)が保有し、流通している貨幣の総量。M2＋CDが対象。

政府の金融政策上マネーサプライは大切な指標であり、統計がとられています。

この統計にはM2に譲渡性預金（第三者に自由に売買できる預金のこと。negotiable

Certificate of Deposit。略してCDという）を加えています。
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③ 貨幣の評価 一般に資産は次の3点から評価されます。

・収益性 資産が生む収益の量。現金は収益を生まない（テーマ33で述べる外

国為替を除けば）。預金は「利子」という収益を生むが、他の資産にくらべ収益

性は低い。

・流動性 どのくらいのスピードで別の資産に転換できるかということ。現金は

もともと転換のために持っているものであり、もっとも流動性は高い。預金は現

金よりは低いが、他の資産よりは高い。

・安全性 保有する危険（リスク）がどれくらい少ないか。リスクには紛失や価

値低減がある。現金は価値低減はあまりなく、紛失の可能性は高い。預金はリス

ク（銀行がつぶれて現金化できないこと）はほとんどない（なかった）。

ビジネスキーワード

貨幣、資産、実物資産、金融資産、債券、通貨、M1、M2、要求払預金、定期

性預金、譲渡性預金、CD、マネーサプライ、M2＋CD、収益性、流動性、安

全性
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《ビジネスシーン》

「経済成長すれば利子率が上がっていくんだ。日本も金利が上がっていくん
じゃないのか」

「経済成長と利子って関係あるんですか」

経済学ですので貨幣も市場で決まる、すなわち需要と供給の関係で決まると考え

ます。

① 貨幣の供給 まずは供給から考えましょう。この貨幣の供給がテーマ27で述

べたマネーサプライです。

定義

中央銀行⇒国の中核となる金融機関。顧客は一般の銀行と政府。「銀行の銀

行」として銀行間の決済、マネーサプライのコントロール、「政府の銀

行」として政府の投資、貸付、支払などを行う。日本では日本銀行が、ア

メリカではFRB（Federal Reserve Board。連邦準備制度理事会。12の連

邦準備銀行を統括）がこれにあたる。
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中央銀行である日本銀行がどのようにマネーサプライをコントロールできるかを

考えてみましょう。

・貨幣の発行 日本銀行は日本銀行券という貨幣を発行できます。日本銀行が貨

幣を発行し、それが金融機関に貸し出されてもマネーサプライは変わりません

（テーマ27で述べたようにマネーサプライには金融機関が持っている貨幣はカウ

ントされない）。この貨幣が銀行などの金融機関から一般企業に貸し出されるこ

とで（企業はこれを銀行預金などでとりあえず持つ。これでM2＋CDが増加）、

マネーサプライは増加します。しかも企業が銀行預金したカネの一部を、銀行が

他の企業に貸し出すと、マネーサプライはさらに増加します。つまり日本銀行券

の発行分だけ単純にマネーサプライが増加するのではなく、銀行の貸出量に依存

してマネーサプライは乗数的に増加します。

・準備預金 現在、決済（AからBヘ支払いをすること）は金額からいえば現金

よりも、銀行振込み、銀行引落しといった銀行決済が中心となっています。この

決済の仲介を、「銀行の銀行」としての日本銀行が行います。
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定義

準備預金制度⇒銀行などの金融機関に対し、自行が受けている預金の一定比

率以上の金額を、日本銀行に準備預金として預けることを義務づけている。

法定準備預金⇒各銀行が日本銀行に預け入れなければならない準備預金の最

低金額。所要準備額ともいう。

コール市場⇒ある銀行で準備預金が法定よりも不足した場合、別の銀行から

短期的に借入れをする。この取引を行う市場のこと。ここでの利子率をコー

ルレートという。

右の図の日本銀行内のA、B銀行
の口座を準備預金といいます。

準備預金の量もマネーサプライに

大きな影響を与えます。単純にいえ

ば法定準備預金の率を上げれば、銀

行の手持ち量が減り、企業へ貸出さ

れる量が減り、結果としてマネーサ

プライが減少します。
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定義

ハイパワードマネー⇒日本銀行券＋準備預金の合計。

日本銀行はハイパワードマネーを、この2つの要素ごとに調整することで、マ

ネーサプライを調整します。

② 貨幣の需要 貨幣の需要は「貨幣を持ちたい」というニーズであり、次の2

つの場合があります。

・取引のため この後すぐに何かを買ったり、使ったりするために手元に持って

おくカネのことです。財布の中にあるカネや要求払預金（支払いに使うもの）が

これにあたります。これは所得（国でいえば国民所得）が増えれば、増えること

は納得できると思います。

・投資のため 財産として持っておく貨幣です。預金なども利子を生みますので、

資産として持っている分です。これは世の中で債券の利子率が上がれば減ってい

くのがわかると思います。債券（現金や預金以外）の利子率が高ければ、すぐ使

わない預金はより収益性の高い債券（多少リスクがあっても）へと流れていきま

す。

貨幣の需要は所得が増えれば増え、利子率が上がれば減るという関係になります。

正確にいうと「そうなってもおかしくはありません」。
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こういう関係を数式で表したものを関数といいます。この時「貨幣需要は所得

と利子率の関数である」などと表現するといかにも経済学（というよりも数学

か）らしくなります。

③ LM曲線 貨幣の需要は消費者、企業から生まれ、供給は日本銀行をはじめ

とする金融機関から供給されます。そして「貨幣需要＝貨幣供給」となります。こ

れが市場の均衡です。貨幣需要がなければいくら貨幣を供給しても受けとりません

し、いくら貨幣需要があってもその供給がなければ手に入りません。

均衡した時点で利子率がi1、所得（社会全体の所得、つまりGDPで考える）がY1
だったとします。ここで何らかの事情でGDPがY1からY2に増えたとします（Y1＜

Y2）。所得が増えると、②で述べたように貨幣需要が増加します。ここで貨幣供給

すなわちマネーサプライが変化しないと、貨幣需要＞貨幣供給となります。

市場として均衡するには貨幣需要が下がっていくしかありません（経済学らしく

少し断定的ですが…）。貨幣需要を決めるものは所得以外は利子率であり、利子率

がi1より大きい i2へと変化していきます。つまりY1＜Y2となればi1＜ i2となってY2
と i2で均衡します。所得が増えれば利子率が上がるというものです。(やや断定的

な三段論法ですが、｢風が吹けば桶屋がもうかる｣ほどではありません。)
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マネーサプライ（貨幣供給＝貨幣需要）

が変わらないで、GDP、利子率の片方が変

われば、片方がそれによって変化して均衡

します。この均衡する点をつないでいった

曲線をLM曲線（L=Mと表現する）といい

ます。LはLiquidity Preferenceで流動性選

好という意味です。これは流動性の高い貨

幣を選ぶということで、貨幣需要を表しま

す。Mはマネーサプライつまり貨幣供給の

ことです。LM曲線は右図のように右肩上

がりの線となります。

ビジネスキーワード

中央銀行、銀行の銀行、政府の銀行、日本銀行、FRB、日本銀行券、マネー

サプライ、準備預金、準備預金制度、法定準備預金、所要準備額、コール市

場、コールレート、LM曲線、流動性選好
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《ビジネスシーン》

「今日の新聞にのってたけど、日銀は買いオペに入るらしいなぁ。これでマネーサプラ
イが増大するな」

「IS-LMのように低金利で好景気になるのかなぁ」

① IS-LM曲線 テーマ23で述べたように実物資産の市場では投資＝貯蓄で均

衡します。

・投資（InvestmentのIで表す） 投資は利子率に依存していることがわかると

思います。利子は投資のためのコストであり、利子率が低ければ投資は増え、高

ければ投資をやめるというのは納得できると思います（住宅ローンの金利が下

がったら家を買おうとします）。

・貯蓄（SavingのSで表す） 貯蓄は所得に依存していることがわかると思いま

す。つまり所得が増えれば貯蓄は増えます（年収が上がれば財金が増える）。

こうなれば後はLM曲線と同じです。ある時点で投資＝貯蓄で均衡し、この時の金

利がi1、GDPがY1とします。ここでGDPがY1からY2に増えたとします（Y1＜Y2）。

所得が増えたので貯蓄が増えます。貯蓄が増えると、それと均衡するために投資が

大きくなります、投資が大きくなるためには利子率が下がる必要があり、



第2章）明日はいくつ売れるかを予測第2章）明日はいくつ売れるかを予測第1章）商品力を数字で表すテーマ 29：カネとモノが交わる点 第5章）ヒト、カネ、インターナショナルと経済

169

ｉ1からｉ2に下がります（i1＞i2）、つ

まりY1＜Y2ならi1＞i2になります。この

投資＝貯蓄の均衡点をつなげば右肩下

がりの線となります。これをIS曲線（I

＝S）といいます。このIS曲線をテー

マ28のLM曲線に重ねると、次のよう

になります。これをIS‐LM曲線とい

います。

IS曲線とLM曲線は交わり、貨幣市場（L＝M）、実物資産市場（I＝S）を同時

に均衡させます。もう何度もやってきましたが、経済学ではこの均衡から少しでも

はずれると、市場メカニズムが働いて、再均衡すると考えます。

② 政策 IS-LM曲線について政府の打てる手（政策）は、実物資産市場へ関与

してIS曲線を動かす（財政政策という）か、金融市場へ関与してLM曲線を動かす

（金融政策という）のどちらかです。
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(ⅰ)財政政策 この代表的なものが政府

などによる公共投資です。同じ利子率の

状態で公共事業を行えば、投資が増加し、

同じだけ貯蓄を増加させて（均衡するの

で）、同じ利子率でもGDPは増えるは

ずです。つまり右上方へIS曲線はシフト

します。そしてLM曲線との新しい均衡

点を生みます。

この均衡点（Y1,i1）はGDPだけでなく、結果的には利子率も上げることになり

ます。言い方を変えればこのように経済を持っていきたい場合は（当然のことなが

ら利子率を上げる目的よりも、GDPを増やして経済を成長させて景気をよくす

る）、公共投資を増加させることになります。

(ⅱ)金融政策 次のようなものがあります。

・公定歩合オペレーション 公定歩合（日本銀行から一般銀行への貸出金の利子

率）を上下することで、直接的にIS曲線の利子率を操作すること。
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・マーケットオペレーション 債券を取引する市場に日本銀行が参加すること。

債券を買えば（買いオペレーション。略して買いオペ）、これが貨幣に変わるの

でマネーサプライは増加します。逆に売りオペレーション（売りオペ）ではマ

ネーサプライが減少します。

・法定準備預金オペレーション 法定準備率を上げればマネーサプライは減少し、

下げれば増加します。このオペレーションをIS-LM曲線で見てみましょう。例え

ば利子率が固定でマネーサプライを増やすとします。LM曲線はMが増加するの

でこれに均衡してLも増え、GDPは増えます（テーマ28で述べたように貨幣と所

得は片方増えれば片方も増えます）。したがってLM曲線は右へシフトします。
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これによってISとの均衡点は（Y1,i1）へと変わります。つまりGDPが増えるだ

けでなく利子率も下がります。こちらは金利を下げながら、GDPを上げるという

景気刺激策が打てることになります。

ビジネスキーワード

投資、貯蓄、IS-LM曲線、IS曲線、財政政策、公共投資、金融政策、公定歩合

オペレーション、マーケットオペレーション、買いオペレーション、買いオペ、

売りオペレーション、売りオペ、法定準備預金オペレーション
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《ビジネスシーン》

「従業員の数ってどうやって決めてるんだろう。忙しくなったら雇うのかな」

「経済学的にいえば、限界生産性と実質賃金がイコールになった所で従業員数
を決めるんだろう」

経済学では「労働」も財として市場で取引されると考えます。というよりも「労

働」ということを考える時にも、これまでの経済学の考え方を(少し)使うことがで

きるといった方が正確かもしれません。

労働についてミクロ経済的に考えると雇用であり（本テーマ）、マクロ経済での

課題は失業（テーマ31）です。この２つについて考えてみましょう。

① 労働量と賃金 財の市場での需要および供給は、価格と取引量によって決ま

ります。これが見合うと供給側の企業から需要側の消費者へ財が移ります。

労働市場では供給側が労働者、需要側は雇い主としての企業と立場が逆転します。

ここで価格にあたるものは賃金であり、取引量に当たるのが労働量（労働者の数に

労働時間をかけたもの）です。

賃金は実際に支払った賃金（名目賃金）を何らかの物価指数で割った実質賃金で

考えます。
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定義

実質賃金⇒名目賃金／物価指数。

② 労働需要 ここではテーマ10で述べた限界生産性という考え方を用います。

限界生産性とはインプットを1単位増やした時に、アウトプットが増える量であり、

インプット、アウトプットとも貨幣換算して考えます。そして限界収入＝限界費用

のときに企業は利潤最大化となります。

これを労働者で考えてみます。労働者を1人（労働時間もあるので正確には1単位

と表現すべきですが、わかりづらいのでこう表現します）増やすと、労働限界生産

性(労働者1人の生産額)の分だけ限界収入が上がり（作ったものは全部売れると考え

る）、1人分の賃金が費用として増えます（これが限界費用）。つまり労働限界生

産性（限界収入）＝賃金（限界費用）の所で均衡し、企業の利潤は最大化されます。

企業から見ると賃金が労働生産性に比べて安い時、つまり労働限界生産性＞賃金

の時は労働者を投入すれば利潤が出るので労働の需要は高まります。賃金が労働生

産性よりも高くなると、労働者を減らした方が利潤は増えるので、労働需要は減り

ます。つまり賃金（財でいう価格）をたて軸、労働量（財でいう需要量）を横軸に

とると、次図のように右肩下がりの曲線となります（賃金相場が上がれば労働需要

は減るというのは納得できます）。
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③ 労働供給 労働供給は「労働者

が労働を提供するかどうか」というこ

とで、「経済学的には」賃金が上がれ

ば提供したいと思う労働量が増えると

考えます。したがって労働供給曲線は

次図のように右肩上がりの曲線になり

ます（こちらは現実と少し離れている

かもしれません）。

社会全体にしてみると賃金W、労働量Lで均衡するはずです。例えば賃金がW1と

均衡よりも高いときは、s1＞d1となります。この時当然のことながら労働量はd1と

なります（s1 の労働量を提供したいと思っても企業はd1しか雇わない）。そしてs1
－d1が失業です。しかしこの失業者はW1よりも安い賃金であっても働こうとします。

安い賃金なら雇いたいという企業が出てきて、需要量が増えます。こうして需要＝

供給の状態に向かっていく「はず」です(やや現実から離れすぎているようにも思

います。このあたりはテーマ31で少し補正してみます)。

ビジネスキーワード

労働、名目賃金、実質賃金、限界生産性、労働限界生産性、失業
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《ビジネスシーン》

「日本は今物価が下がってデフレ状態なんだから、失業率も下がっていいはず
だよなぁ」

「今は雇用が均衡に向かってる所じゃないの」

① なぜ均衡しないのか、なぜ失業が起こるのか テーマ30で述べたように労働

市場のメカニズムが機能すれば、労働需要と労働供給が均衡して、失業(労働を提

供したいのに雇用がない)は起きないはずです。

しかし現実には失業は発生しています。マクロ経済学の本流からはずれますが、

現実の社会を｢経済学的に｣考えてみましょう。失業は必ずしも均衡の過程（いつか

は需要に供給が追いついて均衡する）とはいえず、テーマ8で述べた「市場が均衡

しない典型的な例」といえます。市場が均衡すると考えるには、完全競争市場の前

提が大きなウエイトを占めています。労働市場は完全競争市場の条件にあてはらま

ないことが多いため、「均衡しない」と言う現象が起きるといえます。

ここで完全競争市場の条件をもう1度挙げてみましょう。

(ⅰ)企業・消費者の数が極めて多いこと

(ⅱ)市場参入・撤退が容易なこと
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(ⅲ)価格は需要と供給によってのみ決まる

(ⅳ)需要側、供給側がすべて同じ情報を持っている

(ⅴ)取引されるものはすべて同じ

(ⅰ)の条件によって競争がなされ、市場は均衡します。労働市場はこれを満たし

て競争しているようにも見えますが、供給側の労働者が労働組合などによりアライ

アンスを組むことが認められ、かつ最低賃金などに関する規制により、賃金の下方

硬直性(賃金が下がる状態であっても下がらないこと)があります。つまり(ⅲ)の条

件を満たしていません。また解雇に関する規制もあり、労働量についても市場メカ

ニズムが働きません。逆に言えば需要側もこの2点から、需要に応じて随時労働者

を採用していくというわけにもいきません。

(ⅱ)の条件はやはり供給側から見ているのですが、労働市場は(ⅴ)の条件に反して、

職種、地域、年齢、技能などにより分断されていて（就職口は賃金によらず、かな

り限られていること）、他の市場への参入は難しく、かつ再就職を考えると撤退も

難しいといえます（中高年リストラなどを考えればわかると思います）。

(ⅳ)の条件については企業、労働者とも互いに関する情報は少ないといえます。

労働需要量の多い上場企業などはディスクローズ(「経理のナレッジ｣参照」)によっ

て自らの情報を公開していますが、労働者に関する｢真｣の情報は収集しづらいとい

えます。そのためテーマ8で述べた一種のレモン市場となっているといわれていま

す。
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このような状況下で(社会的に見て良いことか悪いことかは別として)パート、ア

ルバイト、派遣労働などのテンポラリースタッフ、アウトソーシングによる労働者

の弾力化がなされ、いってみれば｢市場メカニズムが働く｣方向には向かっていると

いえます。

② 失業のパターン

・自発的、非自発的 テーマ30のグラフを見てください。賃金W1の状態では

もっと安い賃金で働いてもよいと思っている失業者がいます。このように働く意

思があるのに働いていないことを非自発的失業といいます。①の不完全性でいえ

ば、価格の硬直性などによるものです。逆に自らの意思で働かないこと(こんな賃

金じゃ働かない)を選択している状態を自発的失業といいます。非自発的失業がゼ

ロの状態を完全雇用といいます。

・摩擦的、構造的 ①でいう情報不足や転職コストなどのために起こる失業を摩

擦的失業といいます。これは問題点をクリアすれば解消されます。例えば政府に

よる職のマッチング(職業安定所など)です。また①でいう労働市場の分断などに

よって起こる失業を構造的失業といいます。これはこの分断性をとることで解決

可能です。例えば政府による職業訓練(別の労働市場でも働けるようにする)です。

③ 労働力調査 失業はマクロ経済的にみると大きなテーマであり、政府はさま

ざまな政策で対処します。そしてこの政策を考えるために労働力調査を実施しま

す。労働力調査では労働力を次のように定義します。
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従業者→調査期間中に収入を伴う仕事を1時間以上した人。

休業者→仕事を持ちながら、調査期間中に収入がなかった人。

完全失業者→現在仕事がなく、仕事を探していて、仕事があればすぐに

働く意思のある人。つまり非自発的失業者。

非労働力人口→上記以外の人、つまり自発的失業者。

完全失業率＝完全失業者／労働力人口。

労働力人口比率＝労働力人口／15才以上人口。

定義

今問題となっているニート（Not in Employment, Education or Training）とい

うのは、学生でも労働者でもなく、完全失業者でもない(仕事を探していない。そ

のためのトレーニングもしていない)人を言います。この人は非労働力人口に含み

ます。
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④ フィリップ曲線 賃金上昇率と失業率の関係をグラフにしたものをフィリッ

プ曲線といいます。フィリップ曲線は次図の左のように右肩下がりの曲線になると

考えられます（というよりもフィリップスという学者が、社会の実態を長期間調査

してこういう特徴を発見しました）。

また、賃金上昇率は物価の上昇をもたらします。つまりインフレです。この物価

上昇率をインフレ率とよんでいます。したがってインフレ率と失業率の関係も下の

右図のように右肩下がりのものとなります。

これがインフレになると失業者が増えるという理論的バックボーンです(うーん、

ちょっと苦しいのでは…)。
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インフレ率が景気と相関(インフレ率が上がれば景気が良くなる)があると考えて、

この失業率も次のような形でテーマ25で述べた景気動向指数に入っています。

・新規求人数→先行指数→先行きの失業率がわかる

・有効求人倍率→一致指数→公共職業安定所に申し込んでいる求職者数と求人数の

割合。現在の失業率がわかる。

・完全失業率→遅行指数→調査時点、つまり過去の完全失業率を表している。

この失業理論、曲線については経済学者の間でかなりもめたようです。ただし短

期的には先ほどのような形になるかどうかをもめましたが、長期的にみるとフィ

リップ曲線は下のように垂直なるというのが学者の合意のようです。
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これは賃金上昇があっても物価が上昇してしまい、実質賃金（名目賃金／物価指

数）は変わらなくなる。このことに企業、労働者ともいずれ気がついて賃金上昇に

反応しなくなるというものです。(賃金と失業は関係がないというものです。こち

らはなかなか興味深い仮説です)。つまり失業率は長期的には一定値(上のU0)になる

というものです。これは労働の需要と供給が一致している(これが長期で均衡する

ということ)ところであり、先ほどの完全雇用の状態です。この完全雇用の状態(非

自発的失業者がいない状態)での失業率U0を自然失業率といいます。

ビジネスキーワード

失業、賃金の下方硬直性、テンポラリースタッフ、アウトソーシング、非自発的

失業、自発的失業、完全雇用、摩擦的失業、構造的失業、従業員、休業者、非労

働力人口、完全失業率、労働力人口比率、ニート、フィリップ曲線、自然失業率
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《ビジネスシーン》

「WTOで自由貿易を目指すといっても、発展途上国には幸せがないんじゃな
いの」

「いや比較優位で、どの国も幸せになるはずだ」

国際経済とは国を越え、地球規模で経済を考えること(グローバル経済ともいう)

をいいます。ここでは国内経済のように政府がコントロールするというわけにはい

かず、各国の政府間の調整が必要です。

国際経済の市場で取引される財は、やはりモノ、カネ、ヒトから成ります。一般

にモノの取引は貿易(国際貿易という)、カネの取引は為替といわれます。ヒトにつ

いては労働者の市場というよりも、労働サービスという商品の市場と考えた方がわ

かりやすく、貿易の範ちゅうと考えればよいと思います。この貿易（本テーマ）、

為替（テーマ33）とも政府間の調整というマクロ経済が大きなテーマといえます。

貿易では、政府間の調整として各国が輸入品に関して関税（輸入品に係る税金）

や数量制限などを行っています。これについてリカードという経済学者が言い出し

た「比較優位」という考え方はユニークで説得力があります。
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① 比較優位とは 先進国Aと発展途上国Bがあり、それぞれ自動車（工業製品)

とコメ（農産品）の2つだけを作っているとします。A、Bがそれぞれ2つの財を1単

位（例えば車なら1台、コメなら一定量）作るために必要な労働量（1人、2人とい

うのも変なので1単位、2単位と考えることにします）が、次のような表の通りとし

ます。

A国の方が自動車、コメともに生産性（アウト

プット／インプット）は高いといえます。またA

国は労働量を120単位、B国は労働量を200単位

持っているとします。A国について考えてみると、

トータル労働量120単位で、自動車が労働量2単位、

コメも労働6単位必要なので、生産可能なパターン

は次の左図のような線で表すことができます。B

国も同様に右図のような線となります。これを生

産可能線といいます。この線の下側は生産可能、

上側は生産不可です。
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現在A国はコメを10単位、自動車を30単位、B国はコメを15単位、自動車を10単

位作っているとします。A国ではコメを1単位増やすには、自動車を3単位減らさな

くてはなりません。つまり「コメの生産コスト」を、「自動車の生産コスト」を1

として表すと、3（3倍かかる。これを限界変形率という）となります。一方、B国

のコメの限界変形率は1です。この時、B国はA国に対し、コメについて比較優位

(コメはBのほうが強い)であるといいます。一方、自動車の限界変形率はA国が1／

3、B国が1でA国はB国に対し自動車について比較優位です。
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両国が比較優位のものだけを作り（A国が自動車60単位、B国がコメ25単位）、

A国が自動車を30単位、B国がコメを12単位、輸出したとします。そうなるとA国

は自動車を30単位、コメを12単位、B国は自動車を30単位、コメが13単位手に入れ

ることになります。これを上の図に書いてみると次のようになります。

A国、B国とも生産可能線より上にあり、その生産能力を超えた財が手に入ったこ

とになります。比較優位という考え方は｢各国ができるだけ自分の国が得意な財に

特化していけば、地球全体が幸福になる｣ということを意味しています。そして各

国の生産性よりも比較優位が大切であり、先進国と発展途上国という生産性に差が
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ある国同士でも、貿易をすることで互いに幸せな「世界」が存在するというもので

す。

これにもとづいて1947年GATT（General Agreement on Tariffs and Trade：関

税と貿易に関する一般協定）が結ばれ、世界が自由貿易を目指すこととし、1995年

にはこれがWTO(World Trade Organization：世界貿易機関）という正式な機関へ

と進化しました。

WTOが目指すものを自由貿易と表現するなら、現在の国際経済では保護貿易が

少なからず存在しています。特定の国が保護貿易を主張する理由としては次のよう

なものがあります。

・幼稚産業保護論 国内に未成熟な産業があった時、これを自由貿易にすると外

国企業との競争に勝てず、自国の産業が育たない。

・自給 戦争による孤立や他国との力関係を考えると、国内自給（特に食料な

ど）が望ましい。

・失業 輸入の増加は、国内需要が変わらず国内供給を落とすので、失業につな

がる。

② 国際収支 貿易によってなされた結果を国際収支といいます。国際収支は次

の２つの面から考えます。
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定義

経常収支⇒「輸出額－輸入額」というフローで見る。

資本収支⇒金融資産というストックの増減を見る。

国際収支会計(国際収支の計算)は企業会計と同じく複式簿記で行われます。複式簿

記において利益は2つの式で計算されます。｢収益－費用｣｢資産－負債－資本金｣で

す（わからない人は｢経理のナレッジ｣参照）。経常収支は前者で、収益にあたるの

が輸出額、費用が輸入額であり、わりと直感的です。

ややこしいのは後者にあたる資本収支です。国の場合は資本金がなく、｢資産－負

債｣で経常収支と同じ値が計算されるのですが、どういうわけか｢負債－資産｣(正確

にいうと金融資産と、この反対の金融負債)で計算して、これを資本収支といいま

す。従って経常収支＋資本収支＝0となります。ただし誤差(結構いいかげんです)、

テーマ33で述べる外貨準備(いってみれば国の資本金)があるので、ぴったりは合い

ませんが、まさに表裏の関係です。輸出すれば経常収支はプラスになり、資本収支

はこれによって現金などの金融資産が増えるのでマイナスとなります。
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一般に国際収支は、わかりやすい経常収支（資本収支はあまり直感的でない）で

見ることが多いといえます。経常収支の内訳としては貿易・サービス収支（モノの

輸出入が貿易収支、サービスがサービス収支）、所得収支（労働者への支払いな

ど）、経常移転収支（財産の無償援助）があります。さらにこの中の中心となる貿

易・サービス収支の内訳を見れば、輸出入構造という貿易の傾向がわかります。

ビジネスキーワード

国際経済、貿易、国税、リカード、比較優位、限界変形率、GATT、自由貿易、

WTO、保護貿易、幼稚産業保護論、国際収支、経常収支、資本収支
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《ビジネスシーン》

「輸出で契約をドル建てにすると、代金をもらう時、円高だと損しちゃうよ
ね」

「為替リスクはデリバティブでヘッジすれば」

為替とは「交換する」という意味です。外国為替（外為、ガイタメとも略され

る）とは、もともとは自国貨幣（例えば円）で外国と取引（例えばアメリカの製品

を買う）することをいいます。この時、円を一旦ドル（これを自国貨幣に対して外

国貨幣、略して外貨という）に代えてアメリカ製品を買ったと考えれば、外国為替

は各国貨幣の交換から始まるといえます。そしていつの間にかこの貨幣交換の意味

に使われるようになりました。以降は外国為替を単に為替と表現します。また為替

では貨幣を通貨(使われている貨幣)と表現することも多いのですが、本書は貨幣で

統一します。

① 為替レート

定義

為替レート⇒貨幣同士の交換比率。為替相場ともいう。
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為替レートは各国の外国貨幣の交換比率ですので、基準となる貨幣が必要です。

これを基軸貨幣(基軸通貨)といい、現在ではドルがこれにあたります。他の国の貨

幣は「1ドルが何円か」(何円分で1ドルになるかということで、これですべての貨

幣単位がドルになる)という形で表現されます。

定義

円高⇒円の価値が上がること。例えば1ドル120円が100円になること

（この場合ドル安）。

円安⇒円の価値が下がること。例えば1ドル100円が120円になること

（この場合ドル高）。

円高、円安について次のような例で考えてみましょう。

・為替レートが1ドル100円だった時、日本の輸出メーカーA社が1台2万ドルで自動

車をアメリカへ輸出、日本の輸入商社B社が牛肉1トンを2万ドルでアメリカから

輸入する契約をそれぞれ結んだ。

・実際の納入時に突然1ドルが50円の円高・ドル安になった。ここで2万ドルは200

万円から100万円の価値となる。
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A社に2万ドルが入ってきても、すぐに円に換えると100万円にしかならず、100万

円損しています。これが為替差損とよばれるものです。B社で考えると、2万ドル

払っても日本円では100万円ですみ、100万円もうかります。これを為替差益とい

います。

単純に考えれば円高になると輸出産業がダメージを受け、輸入産業はメリットを

受けるといえます。ただ貿易取引を上の例のように「ドル建て」（契約の支払いを

ドルで行う）にするか、「円建て」にするかが大きなポイントとなることはわかる

と思います。もし上の例で｢ドル建て｣でなく｢円建て｣、つまり200万円で契約して

いれば契約先のアメリカ企業側の方に為替差益、為替差損が出ます。

② 為替レートの決定方法 為替レートの決定は原則として為替市場（各国の貨

幣を売買する市場）の「せり」で決まります。証券市場と同じです。この為替市場

への政府の対応として次の2つが考えられます。

定義

変動相場制⇒為替市場の市場メカニズムに任せる。

固定相場制⇒政府や中央銀行が介入し、一定の為替レートに持っていく。

またはそのように努力する。
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この2つはどちらかにはっきりと分けられるものでなく、自由、介入という表現が

とられ、各国は両方の手をケースバイケースでとります。介入とは政府や中央銀行

が為替市場に参加して、一定の為替レートに持っていく「努力」をするものです。

もっともポピュラーなのが、政府や中央銀行が外国貨幣を持っていて、これを売買

することで為替レートを調整するものです。このようにして持っているものを外貨

準備、その金額を外貨準備高といいます。しかし相場を調整するには膨大かつさま

ざまな国の外貨を準備する必要があり、政府、中央銀行の負担は極めて大きくなっ

ていきます。

この相場をより固定的（一定の為替レート）にしようとするなら、政府が自国貨

幣の売買に対してさまざまな規制をかけることもあります(これが本当の固定相場

制)。日本でもこれを使って1971年まで1ドル＝360円という強烈な固定相場制を

とっていました。国際経済の為替レートは介入(固定相場)から自由（変動相場）へ

ゆっくりと向かっていっているのが現代の流れです。

③ 為替レート変動の要因 為替レートがどういうメカニズムで動くのかについ

て、経済学者の間では意見が分かれています。過去、次のような仮説が挙がってい

ます。

・国際収支説 もっとも古典的な考えで、国際収支によって決まるというもので

す。例えば日本のアメリカに対する輸出が輸入を大幅に上回り、これらの受取、
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支払（つまり決済）をすべて基軸貨幣のドルでやっているとします。この時、ド

ルの受取が支払を上回ります。見方を変えるとドルの供給（受取）が需要（支払）

を上回りますので、市場メカニズムが働き、ドルの価格が下がり、ドル安つまり円

高となります。しかし円高となれば輸出が苦しくなり、経常収支がマイナスに転じ

るようになり、円安となり為替はバランスが取られていきます。これが変動相場制

に移行する理論的バックボーンです（放っておいても大丈夫）。

・アセットアプローチ 為替市場が生まれれば、ここで利益を生もうという動き

がでてきます。例えば1ドル100円の時、100万円の現金を1万ドルに換え、1ドル

120円のドル高（つまり円安）の時に、1万ドルを円に換えれば120万円になって

20万円の利益が出ます。このように貨幣は金融資産であり、上がると思う貨幣で

持っておくと利益が期待できます。この資産（asset、アセット）としての貨幣売

買が為替レートを決めるというものです。このアセットアプローチを資産のバラ

ンス（円で持つか、ドルで持つか）をとるという意味で、ポートフォーリオアプ

ローチとも言います。（国際収支説は輸入、輸出というフローをベースとしてい

るのでフローアプローチ、このアセットアプローチをストックアプローチともい

う。）アセットアプローチはまさに短期的な市場での売買高で決まります。一方

フローアプローチは輸出入の代金決済ですので、そのメカニズムが働くのに、少

し時間がかかるといえます。
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・購買力平価説 アセットアプローチが短期、フローアプローチが中期なら、長

期的な為替レートを説明する仮説として有名です。これは、どこの国で買っても

「財の価値」は一定であり、この価値とのレートで決まると考えます。ある自動

車の価値が100だとします。この価値100が日本では100万円、アメリカでは1万ド

ルなら、為替レートは1ドル＝100円になるというものです。つまりその貨幣での

「価値を買う力」（購買力）が等しくなるようにメカニズムが働くというもので

す。

④ 為替リスク 企業から見ると為替レートに為替差益、為替差損という形で直

接的に利益が影響されます。企業が受けるこのような影響を総称して為替リスク、

為替リスクを減らすことを為替ヘッジといいます。為替ヘッジにはデリバティブな

どが用いられます。

定義

デリバティブ⇒金融派生商品。貨幣、債券、株式などの金融資産から派生

した商品のこと。これを扱う市場をデリバティブ市場、単に

デリバティブともいう。

ここではさまざまな取引がなされますが、為替ヘッジとしては次のようなものが

代表的です。
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・先物取引 将来の一定期間に受け渡しをすることを約束する取引を先物取引と

いいます。これを使って為替ヘッジをすることができます。例えば6ヵ月後に船を

1000万ドルで販売するという契約を結んだとします。6ヵ月後に1000万ドル入っ

てくるのですが、円ベースで考えると、その時いくらになっているのかがわかり

ません。そこで、今1ドル＝100円なら「6ヵ月後に1ドル100円で1000万ドルを売

る」（円にする。これが先物）という「取引」を契約すればよいことになります。

これが通貨先物取引といわれるものです。

・オプション取引 先物とは異なり、貨幣や財などの資産ではなく「権利」をや

り取りするものです。先ほどの例で「6ヵ月後に1ドル100円で1000万ドルを売

る」ということを契約するのではなく、これを権利（オプション）として買って

おきます。そして6ヵ月後、円高（1ドル90円）なら権利を行便し、円安（１ドル

110円）なら権利を使わず110円で売ればよいことになります。

ビジネスキーワード

外貨、為替レート、円高、円安、変動相場制、固定相場制、外貨準備、外貨準備
高、国際収支説、アセットアプローチ、フローアプローチ、ストックアプローチ、
購買力平価説、為替リスク、為替ヘッジ、デリバティブ、先物取引、オプション
取引



coffee break 5

197

coffee break 

経済学の使用上の注意

1.次の人は使用しないでください。

（1）数学にアレルギー症状のある人

（2）過去に経済学を本格的に学習し、効用が一切認められない人

（3）企業経営および政治に一切興味がない人

（4）特定の経済学者の理論に納得している人、ファン、弟子またはその経済学者

自身

2.次の人は使用を中止してください。

（1）本書を数ページ読んで「まいった」と思った人

（2）限界という意味がどうしても理解できない人

3.使用に際して次のことにご注意ください。

（1）経済学はフィクションです。ノンフィクションを知りたい人は経営学または

マーケティングを学習してください。

（2）経済学はあなたのビジネスに必ずしも効用があるとは限りません。主な効用

先は政府、政治家、公務員であり、一般の方は効用というよりも常識に作用し

ます。
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（3）経済学は競争戦略、リスクヘッジには効用が認められますが、企業内の和、

秩序、求心力、CSRなどにはその効用が認められません。

（4）経済学は経済学者たちの単なる意見であり、多少つじつまが合っていない点

もあります。あまり深く考えないでください。

4.保管上の注意

（1）経済の状況変化により、劣化する可能性があります。

（2）経済学は進歩することはありませんが、ダッチロールする可能性はあります。

その場合は「どの意見に反対しているか」を調べれば、必ず似たような理論が

すでにあります。

（3）経済学の知識をビジネスで使う時は必ず「経済学的に言って」と前置きして

ください。それでも周囲から反発があるときは「昔××という経済学者が言っ

てたことで」と言ってから使ってください


	はじめに
	目次
	第1章　経済学を作った人たち
	常識テスト
	テーマ1：不思議な言葉「経済」
	テーマ2：経済学の父アダム・スミス
	テーマ3：経済学と数学を結びつけた人たち
	テーマ4：政府を助けた人たち
	テーマ5：経済学と経営を結びつけた人たち
	coffee break1　経済学の不思議な法則

	第2章　経済学をビジネスに生かす
	常識テスト
	テーマ6：完全に競争する
	テーマ7：価格の決まり方
	テーマ8：市場がうまくいかない
	テーマ9：費用を最小に
	テーマ10：利益を最大に
	テーマ11：いくつ作るか
	テーマ12：顧客満足度を考える
	テーマ13：予算内で買う
	テーマ14：価格と購買
	coffee break2　経済学はビジネスに生かせる？

	第3章　ゲームの理論でビジネスを考える
	常識テスト
	テーマ15：情報の値段
	テーマ16：不確実性のもとでの意思決定
	テーマ17：ゲームの種類
	テーマ18：囚人のジレンマ
	テーマ19：ゲームの結着
	テーマ20：ゲームの木
	coffee break3　ビジネスゲーム

	第4章　経営環境を経済学で考える
	常識テスト
	テーマ21：GDPの計算法
	テーマ22：GDPの使い方
	テーマ23：投資が消費を刺激
	テーマ24：景気の波
	テーマ25：景気を読む
	テーマ26：物価が上がる、下がる
	coffee break4　「景気」この不思議なサイクル

	第5章　ヒト、カネ、インターナショナルと経済
	常識テスト
	テーマ27：マネーの範囲
	テーマ28：カネも需要と供給
	テーマ29：カネとモノが交わる点
	テーマ30：ヒトも需要と供給
	テーマ31：失業はなぜ起こるのか
	テーマ32：貿易はなぜ幸せか
	テーマ33：円とドル
	coffee break5　経済学の使用上の注意


	ff_shtml0: ただいま、ページを読み込み中です。5秒以上、このメッセージが表示されている場合、Adobe Reader（もしくはAcrobat）のAcrobat JavaScriptを有効にしてください。Adobe Readerのメニュー：「編集」→「環境設定」→「JavaScript」で設定できます。「Acrobat JavaScriptを使用」にチェックを入れてください。なお、Adobe Reader以外でのPDFビューアで閲覧されている場合もこのメッセージが表示されます。Adobe Readerで閲覧するようにしてください。Firefoxをご利用の場合、他のブラウザ（IE/Google Chrome/Safari）でアクセスしなおしてください。







































































�楸䭥䭅彅硱䭥䭁彁硱敖䅋䅋煟䅸彁硱潩啕煟╸䔳啓啓煟㙸琩住煟楸䅁煟卸卉彉硱体体煟汸䅯彁硱䑥卯协彏硱䔨彅硱啋啋煟汸䅁煟數㬩㜥啄录硱㉥䅟彁硱住煟卸单录硱䕅煟䭸䭕录硱䅬彁硱㭥䕅煟卸卅彅硱啕煟卸协彏硱楴啯录硱㈥唰录硱彥䅁煟佸彏硱⤨㜥卂十彁硱啋啋煟䭸䭁彁硱㈥䬰䭕录硱啓啓煟瑸住煟楸䅁煟卸卉彉硱䥉煟䭸䭕录硱佴彏硱琻䅋䅋煟祸㜥楂䕅煟⡸体体煟佸彏硱㤹䅟彁硱住煟╸䌷㜥䭃䭕录硱啓啓煟卸单录硱㈥䬲
	ff_shtml1: 
	ff_shtml2: 
	ff_shtml3: 
	ff_shtml4: 
	ff_shtml5: 
	ff_shtml6: 
	ff_shtml7: 
	ff_shtml8: 
	ff_shtml9: 
	ff_shtml10: 
	ff_shtml11: 
	ff_shtml12: 
	ff_shtml13: 
	ff_shtml14: 
	ff_shtml15: 
	ff_shtml16: 
	ff_shtml17: 
	ff_shtml18: 
	ff_shtml19: 
	ff_shtml20: 
	ff_shtml21: 
	ff_shtml22: 
	ff_shtml23: 
	ff_shtml24: 
	ff_shtml25: 
	ff_shtml26: 
	ff_shtml27: 
	ff_shtml28: 
	ff_shtml29: 
	ff_shtml30: 
	ff_shtml31: 
	ff_shtml32: 
	ff_shtml33: 
	ff_shtml34: 
	ff_shtml35: 
	ff_shtml36: 
	ff_shtml37: 
	ff_shtml38: 
	ff_shtml39: 
	ff_shtml40: 
	ff_shtml41: 
	ff_shtml42: 
	ff_shtml43: 
	ff_shtml44: 
	ff_shtml45: 
	ff_shtml46: 
	ff_shtml47: 
	ff_shtml48: 
	ff_shtml49: 
	ff_shtml50: 
	ff_shtml51: 
	ff_shtml52: 
	ff_shtml53: 
	ff_shtml54: 
	ff_shtml55: 
	ff_shtml56: 
	ff_shtml57: 
	ff_shtml58: 
	ff_shtml59: 
	ff_shtml60: 
	ff_shtml61: 
	ff_shtml62: 
	ff_shtml63: 
	ff_shtml64: 
	ff_shtml65: 
	ff_shtml66: 
	ff_shtml67: 
	ff_shtml68: 
	ff_shtml69: 
	ff_shtml70: 
	ff_shtml71: 
	ff_shtml72: 
	ff_shtml73: 
	ff_shtml74: 
	ff_shtml75: 
	ff_shtml76: 
	ff_shtml77: 
	ff_shtml78: 
	ff_shtml79: 
	ff_shtml80: 
	ff_shtml81: 
	ff_shtml82: 
	ff_shtml83: 
	ff_shtml84: 
	ff_shtml85: 
	ff_shtml86: 
	ff_shtml87: 
	ff_shtml88: 
	ff_shtml89: 
	ff_shtml90: 
	ff_shtml91: 
	ff_shtml92: 
	ff_shtml93: 
	ff_shtml94: 
	ff_shtml95: 
	ff_shtml96: 
	ff_shtml97: 
	ff_shtml98: 
	ff_shtml99: 
	ff_shtml100: 
	ff_shtml101: 
	ff_shtml102: 
	ff_shtml103: 
	ff_shtml104: 
	ff_shtml105: 
	ff_shtml106: 
	ff_shtml107: 
	ff_shtml108: 
	ff_shtml109: 
	ff_shtml110: 
	ff_shtml111: 
	ff_shtml112: 
	ff_shtml113: 
	ff_shtml114: 
	ff_shtml115: 
	ff_shtml116: 
	ff_shtml117: 
	ff_shtml118: 
	ff_shtml119: 
	ff_shtml120: 
	ff_shtml121: 
	ff_shtml122: 
	ff_shtml123: 
	ff_shtml124: 
	ff_shtml125: 
	ff_shtml126: 
	ff_shtml127: 
	ff_shtml128: 
	ff_shtml129: 
	ff_shtml130: 
	ff_shtml131: 
	ff_shtml132: 
	ff_shtml133: 
	ff_shtml134: 
	ff_shtml135: 
	ff_shtml136: 
	ff_shtml137: 
	ff_shtml138: 
	ff_shtml139: 
	ff_shtml140: 
	ff_shtml141: 
	ff_shtml142: 
	ff_shtml143: 
	ff_shtml144: 
	ff_shtml145: 
	ff_shtml146: 
	ff_shtml147: 
	ff_shtml148: 
	ff_shtml149: 
	ff_shtml150: 
	ff_shtml151: 
	ff_shtml152: 
	ff_shtml153: 
	ff_shtml154: 
	ff_shtml155: 
	ff_shtml156: 
	ff_shtml157: 
	ff_shtml158: 
	ff_shtml159: 
	ff_shtml160: 
	ff_shtml161: 
	ff_shtml162: 
	ff_shtml163: 
	ff_shtml164: 
	ff_shtml165: 
	ff_shtml166: 
	ff_shtml167: 
	ff_shtml168: 
	ff_shtml169: 
	ff_shtml170: 
	ff_shtml171: 
	ff_shtml172: 
	ff_shtml173: 
	ff_shtml174: 
	ff_shtml175: 
	ff_shtml176: 
	ff_shtml177: 
	ff_shtml178: 
	ff_shtml179: 
	ff_shtml180: 
	ff_shtml181: 
	ff_shtml182: 
	ff_shtml183: 
	ff_shtml184: 
	ff_shtml185: 
	ff_shtml186: 
	ff_shtml187: 
	ff_shtml188: 
	ff_shtml189: 
	ff_shtml190: 
	ff_shtml191: 
	ff_shtml192: 
	ff_shtml193: 
	ff_shtml194: 
	ff_shtml195: 
	ff_shtml196: 
	ff_shtml197: 


