
特集畿地域のOR

地域格差と経済効率

1. はじめに

国土計画におけるように，複数の地域を対象と

して計画を考える場合には，つねにそれらの地域

聞の相対的な位置が問題となる.これが地域格差

問題で，地域計画上の大きな問題点の一つであ

る.

格差問題とは厚生経済学における基本的に望ま

しいこつの柱，個々人の効用の増大と公正な効用

の分配，のうちの後者に直接に対応するものであ

り，したがって計画目標の重要な要素となるべき

ものであることに間違いない.すなわち，格差是

正(これは通常，格差縮小または格差解消を意味

するが)は，他の条件が変わらなければ望ましい

ことであり，その日的に合致した政策が考えられ

るべきなのである.

確かに，格差是正政策はわが国でも他の国でも

しばしば提唱されている.わが国の全国総合開発

計画においては，拠点開発方式による後進地域の

開発がそれであり，工業の分散政策がそれであ

り，定住圏構想による全国津々浦々の開発構想が

それで、ある.これらの政策を実施することによっ

て，地域間格差が縮小されるならば大変結権なこ

とである.しかし，それにともなう弊害はないで

あろうか.

第一に考えられるのが，国家全体の経済効率で

ある.近代経済学者は臼由競争による資源の配分

が基本的には資源の効率的利用を導くと考えてい

る.したがって，市場による資源の配分のノ4 ター
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ンが政府の介入によって変化させられることは，

資源の非効率的利用を導く可能性がある.効率的

資源の配分は経済政策の基本的目標の一つである

から，格差是正政策が効率化と両立しない場合に

はそれらの目的達成度に関する選択がなされなけ

ればならない.

このような両立しない複数日的の聞の関係をト

レード・オフといっているが，より一般に知られ

ている例は，大砲tとバターの生産量の関係や，イ

ンフレ率と失業率の関係などがある.地域間格差

縮小と国家的経済の効率化もこれらの政策上重要

なトレード・オフの a例であると考えられる.以

下にこのようなトレード・オフの起こる条件，そ

のような場合の最適化の方法，そしていくつかの

経験的分析の結果について紹介する.

2. 新古典派の幸福な世界

土記のように，この問題が非常に重要な問題で

あるにかかわらず，近年までそれほど学者によっ

て注目されなかったのは，近代経済学者の分析用

具がその問題に不適合であったからである.ヘク

シャー・オーリンの流れをくむ貿易論における各

国同 aの生産関数の仮定は，その定理を導くため

の手段にすぎなかったが，その仮定に対して真剣

な挑戦をする者に対して戦意を失わせる効果があ

る.また生産関数に対する一次同次の仮定も現実

にあるかも知れない問題を看過させる効果がきわ

めて強い.

さらに，経済学者が往々にして用いる所得移転
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についても言及する必要がある.分配の問題をす

べて所得移転によって解決する方法は，潜在的に

は常に存在する.したがって，それによって経済

の効率化と分配の公正さを達成することは理論的

には可能である.しかし，このような手段に対し

ては，課税の労働意欲に与える影響からする立場

の他，勤労の公正な配分，道徳的立場などから強

い政治的反対があり，所得移転だけによって解決

することは，現実的には不可能であると考えるこ

とが許されよう.

事実，主要な地域格差政策は公共部門による投

資によって開発拠点を育成するとし、う方法による

ことが多い.わが国の新産業都市の開発政策がそ

の代表的な例であるが，米国のTVA計画，アハ

ラチヤ地域開発計画も同様な手段によ η ている.

すなわち，直接に消費される可能性のある所得の

移転よりも，道路，発送電，港湾， J: ド水道建設

などの生産手段の供給という間接的手段によって

所得の増進を助けるほうが，政治的に抵抗が少な

いのである.

と記の観点から，分析の一般的フレームワーク

として下記の仮定を設定する.

C 1 J 考慮するシステム内には三つの地域があ

り，それぞれには L1 と L2 の人口または労

働力があり，それらは与件と考える.

Lt, L2>O 

C 2 J システム内には全体でKの資本ストックが

あり，それは政策的に二つの地域に配分で

きる.すなjっち，

K1+K2=K, K [, K2ミ0

(3J 各地域には労働力と資本を変数とする生産

関数があり，各地域の生産量，れは次式に

よって示される.

Yl=Fi(K1, Li) , i= 1, 2 

C4J 地域間の所得移転はなく，各地域の平均所

得，抗は下式によって与えられる.

Yi = Yd Li , � = 1, 2 

この場合に，総生産
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を最大化することが，所得水準の均等化

ν1=ν2 

を導くかどうかを検討する.

J瓦!の問題を図解して説明すると図 1 に示すよ

うになる.横軸の両端をそれぞれの地域の資本ス

トック量の原点とし，その間隔は全体の資本スト

ック量Kに等しい.したがって，この横軸のどの

点をとっても ， Kの K1 と K2への一義的な配分を

示す.縦軸にはそれぞれの地域の生産量とそれを

それぞれの労働力で割った平均所得水準を示す.

さらに，それぞれの地域における資本の限界生産
dY 性， -Jも示しである.
dKi 
総生産を最大化することは，両地域における資

本の限界生産性を等しくする資本の配分を求める

ことで，点 Pに対応する資本の配分である.それ

に対して，所得水準の均等化とは仇と Y2が等しく

なる資本配分を求めることで，点Q に対応した資

本の配分である.問題はこの両点による資本の配

分が同-となるかどうかである.

まずこの問題を，新古典派経済学者が通常用い

る仮定を設定して検討してみる.すなわち，

〔日〕 両地域の生産関数は同一である.

F1 (K , L) =F2(K , L) =.F(K, L) 
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C6J 生産関数は一次同次である.

F(K， L)=LJ(E，←L ・ f(k)

ただし ， k=K/L で f(k) =F(k, 1). 

この場合，総生産は以下の式で表わすことがで

き，

Y=Ld(kd + Ld(ん(1)
つぎの制約式が成り立つ.

ん1L1 +んL2=K1十K2=K (2) 

(1) を (2) の制約条件式をつけて，下記のラグヲン

ジェの方程式をつくり，

A=Ld(kd+Ld(ん)

-.<(k 1L1 +んL2-K) (3) 

この一階の式からつぎの式が得られる.

f'(k1) =f'(k2) (4) 

この式から f'(k) が単調減少関数である限り，

(4) の解は，

ん1=ん (日)

であり，その解は最大値を与えることがわかる.

一方，両地域の平均所得の比は (5) を代入する

ことによって下記のように求められる.

111_ Yt!L1_f(kd 一
一一一 (6) 

仇-Y2IL2-f(ん)一

すなわち〔ラ〕と C6Jの条件の下には，総所得を

最大化することが直接に両地域聞の所得格差を解

消することになり， トレード・オフの問題は起き

ない.そして，新古典派の経済学者はC 5 J と C6J
とを分析の拠りどころとしていたために地域開発

における格差解消政策と効率化のトレード・オフ

の意識は明瞭にならなかった.

3. トレード・オフ発生の条件

前節に見てきたように，両目的聞にトレ{ド・

オフ関係が発生しないためには，かなり大胆な仮

定を設定することが必要で、あると思われる.この

必要性を検定するために，まず仮定(5 Jをより一

般化して各地域はそれぞれお互いに異なった生産

関数をもっとしよう.すなわち仮定(5 Jを下記の

通り変更する.
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(5 AJ 各地域の生産関数はつぎの式で与えられ

る.

Yi=Fi(Ki , Li) , i= 1, 2 

しかし，便宜七仮定C6Jは成ーなするものとす

る.ここで労働力の分布は任意であるが，便宜上，

労働力は移動性が高く，賃金格差にしたがって動

くとし，均衡状態になったときに国定して考える

とする.このとき，ラグランジヱの方程式は，

イ=F1 (Kt， Ld +F2(K2, L2) 

.<(Kt+K2-K) (7) 

で示される.この一段の条件から，当然予期され

るように，資本の限界生産性が等しくなければな

らないという条件

�1 � -- 1 = r ( 8 )  
� 1 ÔK2一

が得られる.上に仮定した労働力の分布条件から

ôF1 一台 P一一~=W (9) 
� 1 òL2

ー

が得られる.もし (8) および (9) を満たす内部解

(K t, K2 >O とん， L2>O) があれば，生産関数が

一次同次であるとし、う仮定C6Jから，オイラーの

式，すなわち，生産額と生産要素への総支払額が

一致するとし、う式を得る.

Y1=rK1+wL1 

Y2=rK2+wL2 

両地域の平均所得の比をとれば

引1_Yt!L1 _r k1+w 
一一 ( 10) め-Y2lL2 - r k2+w 

したがって，総生産を最大化したときの地域聞

の平均所得の比は，労働力が賃金差によって流動

するときには，労働者 l 人当りの資本最(資本装

備率)の差によって決定されることになる.すな

わち，資本装備率の高くあるべき地域における平

均所得が他地域の平均所得よりも高くなるという

結果が導かれるのである.

このような状況においては，平均所得水準を均

等化することは，必然、的に資本装備率の高くある

べき地域における資本量を削減して，他地域の資

本量を増大することになる.このような政策は，

資本のシステム全体からの観点からした効率を低
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下することになるために，総生産は最大値をとる

ことができない. トレード・オフの関係が出現す

るので、ある.

生産関数が地域ごとに異なる原因としては，気

象，地質，交通条件などの差異が基本的なものと

して考えられよう.しかし，現実において大きな

差異があるとすれば，それは産業構造の違いによ

るものが大きいであろう.農業・軽工業:に特化し

ている地域と，ポ:化学工業に特化している地域と

では，観察される生産関数には大きな差があるの

も当然である.しかし，地域の産業構造は変化し

得るものであり，その変化を目的とするのが，後

進地域開発政策であり，地域格差是正政策の狙う

ところであるとの議論は当然、出てくるであろう.

上記した自然条件の相異による生産関数の差異も

無視できないと思われるが，しかしここでは議論

をさらに進めて，集積の利益によるトレート・オ

フの出現の可能性を考えてみる.

再び仮定〔ラ〕にもどり，これは成立するものと

する.しかし，今度は仮定(6)が成立せずに，生

産関数には集積の利益が現われるものとする.議

論を明瞭にするために，コフ・夕、クラス形の生産

関数を想定し，つぎの仮定をする.

(6 A) 各地域の生産関数は下式で与えられる.

Yも =F(Ki ， Li) =LKiaLiß, (11) 

α+ß>l 

0<α<1 

O<゚ <1 

この仮定をもって総生産を最大化する資本の配

分を求めると，同様に (8) 式が得られ，それはド

記の形をとる.

K1.- 1L1ß=K2αー1L2ß

( 1 1)と( 12) 式から，つぎの関係を得る.

Y1 K1 

云-K2

( 12) 

( 13) 

一方，両地峡間の平均所得の比は( 13)式からつ

ぎのようになる.

め-ZdlkI-211JLI1(14)
仇-YdL2-KdL2 

1978 年 12 月号

(1 2) 式から，下記を得，

K1=(L1\占
K2 ¥L2! 

それを( 14)式に代入することにより，次式を得

る.

(6 A)から

処= (L1\ヰ~
νz\L2! 

α十戸一 1
l~a "->0 
-α 

であるから，つぎの結果を得る.

もし L1>L2 なら ν1>仇，

もし L1<L2 なら ν1<ν2・

すなわち，人口集積の大きい地域のほうが，総生

産を最大化したときに必ず平均所得が高くなる.

上記の結論は，地域の生産関数が同一でも，そ

れに集積の利益ーがあれば，総生産の最大化は平均

所得の平等化を導かず，必然的に地域格差を導く

ことを示している.したがって，地域格差是正政

策は資本の地域間移転に頼る限り，純生産を犠牲

にしてしか行なわれ得ないことを示している.す

なわ iち，このような場合には，分配の公正性と経

済の効率化のトレード・オフを考えることなくし

て， 十也域開発問題を考えることはできないのであ

る.

七記の議論では，地域の人 Hは同定していると

いう仮定のもとにトレード・オフの可能十字が検討

されたが，この仮定を除去して，人 rl の移動が可

能であるとしても同様の結果が導かれる.この場

合の分析についてはメラ(1967)と(1975，第日

章)を参照されたい.

4. 地域の生産関数の推計例

地域の生産関数が本格的に推計され始めたのは

1970年代に入ってからであるが，地域の生産関数

が規模の経済性をもつであろうことは，地域問所

得格差の資料から識者の間ではすでにそれ以前に

推測されていた.しかし，大都市には社会資本の

費用など必要経費が高いために，大都市の生産効

率は悪いという考えも強かったが，そのような考
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え方は根拠がなく，実際には大都市においては費

用の増加があったとしても，それは所得の増大に

比較すれば微少であるとし寸論文がアロンゾー

( 1971) とメラ(1973 a) によって出された.

その後，地域の生産関数を規模の経済性の検定

を目的としてしばしば行なわれるようになった.

メラ(1973b )は日本の地域データからプーリ γ

グによって，コブ・ダグラス形の生産関数を推計

し，生産要素の空間的密度を変数とした生産関数

がよく適合すること，第一次産業においては密度

の不経済性があるが，第二次と第三次産業につい

ては密度の経済性があることを報告している.さ

らに，第三次産業における密度の経済性は大き

く，指数の和が1. 09であるのに対して，第二次産

業ではそれはそれほど顕著でない(1. 03) とされ

ている.

その後，スヴィエカウスカス( 1975) は同様な

方法を用いて， 米国の SMSA (統計資料の集計

のために定義された都市圏)について二桁分類に

よる工業部門の規模の経済性を推計し，代表的工

業は都市閤の人口が 2 倍になれば，労働力の生産

性が約 6%上昇するとしている.

カワシマ(1975) は同じく米国の SMSA につ

いて，その工業部門の生産関数を，工業全体とし

て，二桁分類および三桁分類に細分して推計を行

なっている.この生産関数には人口規模によって

決定される外部経済の項があり，それは人口の 2

次式で推計され，好結果を導いている.その結果

によれば，工業生産に対する外部経済性は一般に

工業の種類によって異なるが，都市が大きくなる

につれて増大し，ある規模に達すると減退し始め

る.このようにして決定される最適規模は工業全

体については 1958年と 1963年においては， 5.5 百

万人であるとされ， 1967年については 5.9 百万人

であるとされている.この結果から考えられるこ

とは，最適規模がかなり大きいことであるが，こ

の程度の規模よりはるかに大きな例はニューヨー

ク都市圏の一例だけであるから，この推計された

138 

値がどの程度信頼できるかは不明であろう.

スィーガル( 1976) は同様に米国の SMSAを対

象として生産関数を推計したが，部門に細分する

ことなく総合的なもので，彼は都市に規模の経済

性はないが，人口 2 百万人以上の都市圏について

は定数が 8%大きいとし、う結果を発表している.

より巧妙な分析方法を用いた論文はイヱーザー

とゴールドファーブ (1978) のもので，米国の S

MSA について，その生産における集積の経済性

と混雑などによる外部性とを相殺した結果を都市

規模との関係で分析し，一般の常識とは逆に数百

万人以との人口の都市においてはそれからさらに

成長することに損はないが， 1.ラ百万人から2.5百

万人の都市においては人口矯加による利便はそれ

が査き起こす害よりも小さいと結論づけている.

以 1-:のよう ì<:"，地域または都市の生産関数の推

計の結果には，学者間で完全な合意はないが，全

体的に共通しているととは数百万人の人口の都市

圏のほうが，百万人以下の都市圏よりも生産効率

が高いということであり， ここでの用語によれ

ば，規模の経済併があるということである.した

がって，前節で述べた地域格差縮小と総生産の増

大とのトレード・オフの関係は現実的なものと考

えなければならないであろう.

5. トレード・オフの推計例

このような状況の下で，それでは，政府が地域

間格差の解消を目標として，地域聞の資本量を相

対的に変動させるとすると，総生産に果たしてど

のくらいの損失をもたらすものであろうか.

メラ (1967)または(1975，第日章)には，生

産関数が， レオンティエブ形およびコブ・ダグラ

ス形の場合について，地域所得水準の均等化のた

めに支払わなければならない生産効本の低下度に

ついて論じられている.まず，所得水準の均等化

には三つの方法がある.第一寸こは人円または労働

力のみを移動させる場合，第二には資本の相対的

配分を変更する場合であり，第三には労働力と資
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本を同時に移動させる場合である.これらの方法

の中では当然，第三の方法が最も総生産の犠牲を

少なくして均等化を達成することができる.しか

し，多くの場合には，政府が実行できる方法は第

二の方法だけである.

このような場合の所得水準の均等化による総生

産量の損失率は，総生産を最大化した時の所得水

準格差と地域人口の大きさの比の関数であると考

えられる.その時の所得格差が大きければ大きい

ほど，均等化による総生産の損失率は大きく，所

得水準二の高い人口の他の地域の人 n に対する比が

大きいほど，損失率は一般に大きくなる.

しかし，政府が政策実現の手段として実行でき

ることは通常もっと制約されていて，資本ストッ

グの中でも社会資本ストッグについてだけである

と考えたほうが市場経済体制の国ではより現実的

であろう.そこでメラ(1973 c )または(1975 ，

第 6 章)で展開されている議論は，地域の生産関

数を三つの生産要素の関数であるとし，それらは

労働力と民間資本ストックと公共資本スト、ソクで

あるが，そのうち政府の政策によ勺て制御できる

のは公共資本ストッグだけであるとする.

この論文では，推計された生産関数を用いて，

人 11 または労働力と民間資本ストックの地域配分

は不変として，わが国の 1959年の状況において公

共資本ストッグの地域間および 3 大部門間移動が

可能であるとした場合に，わが国 9 地域間におけ

る 3 大部門間の労働者 1 人当りの生産量を公共資

本の再配分によって達成した場合には，実に総牛

産の約30%をその代価として支払わなければなら

ないと結論づけている.

ただし，この推計は，人口および民間資本の配

分が不変であるとした時のものである.実際には

公共資本の配分が大きく変われは，それにつれて

人 IJ および民間資本の配分も長中期的に対応して

変動 L ，生産要素間の対応の悪さを矯正する働き

をする.その結果，生産効率は t昇するが，同時

に地域間格差も再び発生してくる.そこで再び，

1978 年 12 月号

公共資本の再配分が地域間格差の解消のために行

なわれれば，再び生産効率が低ドする.しかし，

再び民間部門は再調整する.このようなプロセス

を経て，もし地域間格差の完全な解消が実現でき

たとすれば，それは公共資本ストッグが完全に各

地域に均等に配分された時で、あろう.同論文はこ

の時の生産効ネの低下も推計ーしており，それを 12

%としている.

上JJ-.が今までに乍者の知っている範囲でのトレ

ード・オフの計測例である.このような生産効率の

低下が，それによって得られるものに比べてより

攻要なものであるか否かは，ひとえに価値判断の

問題であるが， OR学者はこのような判断の素材

を意思決定者に提供することができるのである.
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解題にかえて

地域というのは土地と人とそこで、行なわれるさまざ 述したのは農学者が最初であった.その研究はやがて

まな活動で構成されている.土地，人，活動はそれぞ 経済学者にひきつがれ，地理学者，統計学者の聞にひ

れ特徴をもっており，それらの組合せで地域は非常に ろまっていったが，それらの人々は今日的に言えば，

多くのパラエティを示したものになっている いわゆる OR的センスをそなえた人達であった. ，11'も

地域をOR的に解明しようとするならば，狭義には 問題にしなかったところに問題を見出し，誰もが見す

それぞれの地域で何かしら最適にすべきシステムを抽 ごした現象を取り上げそこに法則性を見つけようと努

出し，それについていわゆる ORを実践すれば良い. 力することから新しい学問分野が開けるのは常識であ

この積の問題は数多く解かれている.たとえば数年前 るが，この常識が最も要求されているのが地域のOR

に ORSA の特集号“urban problems" で取り上げ においてであると言うことができる.

られたようなテーマは，正しく，地域のORの典型的な 機能の単純な点的脳設の最適立地についてのORは

例であると言えよう.アメリカでは“public systems" もはややりつくされていると言われている.関心は線

に対する ORの適用は盛んであり，これに分類される 的施設の計画l論，複合した機能をもっ点的施設の ir.地

論文の数は非常に多い. 論，商的な拡がりのなかでの機能の最適配分に移って

地域はそれぞれに歴史をもっている.地形や気象条 おり， NUE (The New Urban Economics) 学派

件が地域の活動に影響を与え，それが地域内システム と工学，地理学との結合による地域分析，地域計両手

の機能や形状を規定する.世界中のほぼ等しい人口規 法の開発も期待されている.

模の都市を比較すると，同じ市街地の形態や道路網を これからの地域のORは，地域をその構成要素にた

もつ都市は見つからないはずである.したがって， 0 ちかえり，地域とは何か，それを何によってどうとら

Rの地域への適用例の数は(都市の数) x (システムの えることが有効て、あり， ORの対象となることができ

数) x (…回目…・) x (・……・・)と無数に考えることができ るかを，あらためて考え出す時期にきているようであ

る.このことはしかしながら，この分野でOR ワーカ る.地域のORのための研究費も，わが国では今のと

ーの仕事がたくさんある以上の意味はない.この積の ころ決して少なくない額が使われているのであるから，

研究をいくら行なってみても地域を全体として理解す それをより有効に使用するために努力する人がどんど

ることができるようにはならないし，地域の将来のあ

るべき姿を考える比J)けにはならない.

地域を全体としてとらえ，それを数学的モテ、ルで、記

740 

ん出てくる一つのきっかけになればとの願いをこめて

この特集を組んだ次第である.
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