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In this chapter, we look for the answers 
to these questions:
この章では、以下の問題を考察する。

 What are economists’ two roles? 
経済学者の二つの役割は何にか。

How do they differ?
これらの役割はどう違うか。

 What are models? 
モデルとは。

How do economists use them?
経済学者はどのようにそれを使っているのか。



 What are the elements of the Circular-Flow Diagram?
フロー循環図の要素は何であるか。

What concepts does the diagram illustrate?
その図は何の概念を示すか。

 How is the Production Possibilities Frontier related to 
opportunity cost? 生産可能フロンティアはどうのように

機会費用と関連しているのか。

What other concepts does it illustrate?  
何かほかの概念を説明しているのか。

 What is the difference between microeconomics and
macroeconomics? Between positive and normative?
実証的分析と規範的分析、またはミクロ経済学とマクロ

経済学の相違点は何であるか。



The Economist as Scientist
科学者としての経済学者

 Economists play two roles,
経済学者は二つの役割を果たす：

 In the first, economists employ the
scientific method,
第一には、経済学者は科学的方法を使う

In the second,  economists use models
to study economic issues
第二には、経済学者は、モデルを使い経済問題
を研究する。



Assumptions & Models
仮定とモデル

 Assumptions simplify the complex world, make it 
easier to understand. 仮定は複雑な世界を単純化して、

理解しやすくすることができる。

 Example: （例）To study international trade,
assume two countries and two goods.
国際貿易を研究する際には、２カ国しか存在せず、両

国には２種類の財のみを生産していると仮定する。

Unrealistic, but simple to learn and gives useful 
insights about the real world.

仮説は非現実的であるが、学ぶには簡単であるので現

実の世界の洞察ができるはずだ。



Some Familiar Hypothesis and Models
いくつかのよく知られた仮説とモデル

• 仮設：教育は人的資本を蓄積し、経済成長を促
進する。

• 経済成長のモデル：ハロッドモデル

G = s / K
Carbon Emission 
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Our First Model:
The Circular-Flow Diagram
第１のモデル：フロー循環図

 The Circular-Flow Diagram:
フロー循環図

 Has two types of “actors”: 2種類の意思決定者

Has two markets: 2種類の市場

• the market for goods, 財・サービスの市場

• the market for currency, 貨幣の市場

 Factors of production 生産要素

Q = f (K, L, A, E, I, M…)
K=資本、L=労働、A=技術、E=教育、M=経営



Our Second Model:
The Production Possibilities Frontier

第２のモデル：生産可能性フロンティ

The Production Possibilities Frontier 
(PPF): 生産可能性フロンティ(PPF)
 Example（例）:

• Two goods: computers and wheat

二つの財：コンピュータと小麦

• One resource: labor (measured in hours)
一つの資源：労働（時間で量る）

• Economy has 50,000 labor hours per month 
available for production.
ある経済は、１ヵ月あたり５万労働生産時間を持つ。



FIGURE 1: The Circular-Flow Diagram
図１：フロー循環図
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PPF Example
生産可能性フロンティアの例

 Producing one computer requires 100 hours labor.
コンピュータ1台を生産するには100時間の労働が必要。

 Producing one ton of wheat requires 10 hours labor.
小麦1トンを生産するには10時間の労働が必要。

Employment of
labor hours

作業の雇用時間

Production
生産

Computer
コンピュータ

Wheat
小麦

Computer
コンピュータ

Wheat
小麦

A 50,000 0

B 40,000 10,000

C 25,000 25,000

D 10,000 40,000

E 0 50,000
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ACTIVE LEARNING 1:
活発な学習 1

Points off the PPF
PPFからのポイント

A. On the graph, find the point that represents
(100 computers, 3000 tons of wheat), label it F.
グラフでは、「コンピュータ100台、小麦3000ト

ン」を表す点を「F」と標識する。

Would it be possible for the economy to produce
this combination of the two goods? Why or why 
not?
経済自治体は、その二つの生産物の組み合わせを生

産できるのだろうか。なぜであるか。



B. Next, find the point that represents
(300 computers, 3500 tons of wheat), label it G.
次に、「コンピュータ300台、小麦3500トン」を表す
点を「G」と標識する。

Would it be possible for the economy to produce
this combination of the two goods?
経済は、その二つの生産物のこの組み合わせを生産
できるのだろうか。



ACTIVE LEARNING  1:
Answers

Point F:
100 computers,
3000 tons wheat
Ｆ点：

コンピュータ100台

小麦3000トン

予算制約線の中であるので

資源の最大利用とは言えない。

F



ACTIVE  LEARNING  1:
Answers

Point G:
300 computers,
3500 tons wheat
Ｇ点：

コンピュータ300台

小麦3500トン

生産可能性フランティ

以外になってしまるので

生産は不可能である。

G

A

E



The PPF: What We Know So Far
生産可能性フロンティ：今まで知っていること

Points on the PPF (like A – E)
生産可能性フロンティ上の点（A－Eのような）

 Points under the PPF (like F)
生産可能性フロンティの内側の点（Fのような）

 Points above the PPF (like G)
生産可能性フロンティの外側の点（Gのような）



The PPF and Opportunity Cost
生産可能性フロンティと機会費用

 Recall: The opportunity cost of an item is what must be given 
up to obtain that item.
あるものの機会費用は、それを得るために手に入れるためにあき

らめなければならないものである。

 Moving along a PPF involves shifting resources
(e.g., labor) from the production of one good to
the other. 生産可能性フロンティに沿って移動することが、一つ

の財からほかの財へ資源を移す（例えば、労働）ことを伴う。

 Society faces a tradeoff: Getting more of one good requires 
sacrificing some of the other.
社会はトレードオフに直面している: あるものをより多く得る

とために、他の物を放棄することを必要とする。

 The slope of the PPF tells you
生産可能性フロンティの傾きは何を伝える。



The PPF and Opportunity Cost
生産可能性フロンティと機会費用

The slope of a line equals the 
“rise over the run” – the 
amount the line rises when 
you move to the right by one 
unit.
その線の傾きは「rise割る
run」で、1単位で右に移ると
その線の縦向きの上がる高さ
と等しいである。
Here, the opportunity cost of 
a computer is 10 tons of 
wheat.
ここには、コンピュータ1台の
機会費用は小麦10トンである。

riseSlope=           ＝－10run
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The PPF and Opportunity Cost
生産可能性フロンティと機会費用

Scarcity and Choice in an Economy of Two or More



ACTIVE  LEARNING  2:
PPF and Opportunity Cost
生産可能性フロンティと機会費用

In which country is the opportunity cost of cloth lower?
服の機会費用はどの国で比較的に低いであるか?



Economic Growth and the PPF
経済成長と生産可能性フロンティ

With additional 
resources or an 
improvement in 
technology, the 
economy can
追加の資源、あるい
は技術進歩があった
ら、経済はどうなる
のか。



The Shape of the PPF
生産可能性フロンティの形

The PPF could be a straight line, or bow-shaped 生

産可能性フロンティは直線、または曲線である。

 Depends on 何に決まる

• If opp. cost remains constant, (In the previous 
example, opp. cost of a computer was always 10 
tons of wheat.) もし機会費用が一定であれば、(前

例では、コンピュータ１台の機会費用は１小麦１０

トンでした)

• If opp. cost of a good rises as the economy
produces more of the good,
もし経済がその生産物をより多く生産するときに、

そのものの機会費用が上れば、



Why the PPF Might Be Bow-Shaped
なぜ生産可能性フロンティは曲線になるかもしれない

As the economy 
shifts resources from 
beer to mountain 
bikes:
経済がビールからマ
ウンテンバイクに資
源を移すと、

• PPF becomes
PPFは変化する Mountain

Bikes

B
ee

r



Why the PPF Might Be Bow-Shaped
なぜ生産可能性フロンティは曲線になるかもしれない

At point A, most workers are 
producing beer, even those that 
are better suited to building 
mountain bikes.

A点では、マウンテンバイクの生産

のほうがよくでもほとんどの労働

者はビールを生産している。

So, do not have to give up much 
beer to get more bikes.

それで、バイクを多く得るためによ

り多くのビールを放棄しなくても

いい。

B
ee

r
Mountain
Bikes

A



Why the PPF Might Be Bow-Shaped
なぜ生産可能性フロンティは曲線になるかもしれない

At B, most workers are producing 
bikes. B点では、多くの労働者はバイ

クを生産する。

The few left in beer are the best 
brewers. 
わずか残ったことは最もいいビール会

社である。

Producing more bikes would require 
shifting some of the best brewers 
away from beer production, would 
cause a big drop in beer output.
より多くのバイクの生産は、いくつか

の最もいいビール会社がビール生産か

らのシフトを求める。ビールの生産高

に大きい低下を引き起こす。

Mountain
Bikes

B
ee

r

B



Why the PPF Might Be Bow-Shaped
なぜ生産可能性フロンティは曲線になるのか

 So, PPF is bow-shaped when different workers have different 
skills, different opportunity costs of producing one good in 
terms of the other.
それで、異なる労働者が異なる技術を持って、生産物によって機

会費用が異なるときに、生産可能性フロンティが曲線になる。

 The PPF would also be bow-shaped when there is some other 
resource, or mix of resources with varying opportunity costs.
また、そのほかの資源、または機会費用が異なった資源の組み合

わせにも、生産可能性フロンティが曲線になる。

• E.g., different types of land suited for different uses

例えば、タイプが異なった土地は異なる用途に適合する。



The PPF: A Summary概要

 The PPF shows all combinations of two goods 
that an economy can possibly produce, given its 
resources and technology.
生産可能性フロンティは経済が生産できる二つの財のすべ
ての組み合わせ、またその資源と技術を示す。

The PPF illustrates the concepts of tradeoff and 
opportunity cost, efficiency and inefficiency, 
unemployment, and economic growth.
生産可能性フロンティはトレンドオフと機会費用、効率的、
非効率的、失業及び経済成長の概念を例証する。

 A bow-shaped PPF illustrates the concept of
曲線の生産可能性フロンティが例証した概念は



Microeconomics and Macroeconomics
ミクロ経済学とマクロ経済学

Microeconomics is the study of
ミクロ経済学は何の研究

 Macroeconomics is the study of
マクロ経済学は何の研究

These two branches of economics are closely
intertwined, yet distinct: they address different 
questions.
その経済学の二つの分野は、密接に関連している
が、異なっている: この二つは異なる問題を対象
としている。

ミクロとマクロの関係：木と森の関係



The Economist as Policy Advisor
政策アドバイザーとしての経済学者

As scientists, economists make positive statements,
which attempt to
経済学者は科学者として実証的な主張をする。それ
が企てることは、

 As policy advisors, economists make normative 
statements,
which attempt to
経済学者は政策アドバイザーとして規範的な主張を
する。それがくわだてることは、



 Positive statements can be confirmed or refuted, 
normative statements cannot.
実証的な主張は肯定したり否定することができるが、

規範的な主張はできない。

例えば、減税の経済効果は確認できる；構造改革は

所得格差を拡大したのは証明できない。

 Govt employs many economists for policy advice.
政府は政策的助言を求めるために多くの経済学者を

雇う。

E.g., the U.S. President has a Council of Economic Advisors, 
which the author of this textbook recently chaired.
例えば、米国大統領は経済諮問委員会を持っている。最近、こ

のテキストの著者はその会長をしている。



ACTIVE  LEARNING 3:
Identifying positive vs. normative

実証的と規範的分析

Which of these statements are “positive” and which 
are “normative”? How can you tell the difference?
以下の主張では、どれが実証的なのか、どれが規範的
なのか。どのように区別するのか。

a. Prices rise when the government increases 
the quantity of money.

政府が貨幣の量を増加すると、物価が上がる。



b. The government should print less money.
政府はより少ない貨幣を印刷すべきである。

c. A tax cut is needed to stimulate the 
economy.
減税が経済を刺激できることで、求められて

いる。

d. An increase in the price of gasoline will 
cause an increase in consumer demand for 
video rentals.
ガソリンの値上がりは、ビデオのレンタルに

対する消費者需要の増加を引き起こす。



Why Economists Disagree
なぜ経済学者が反対するか

Economists often give conflicting policy advice.
経済学者はしばしば矛盾な政策助言をする。

経済学者の冗談：

１、Number 数字

２、Hand ハンド

They sometimes disagree about the validity of  
alternative positive theories about the world.
彼らは時々世界に関する代替的な実証的理論の有効

性を異議する。



They may have different values and, therefore,  
different normative views about what policy 
should try to accomplish.
彼らは、異なる価値観、または政府が達成すべき

政策に対して異なる規範的な意見を持っている。

Yet, there are many propositions about which 
most economists agree.
しかし、多数の経済学者は賛成する主張がたくさ

んある。



Propositions about Which Most
Economists Agree (and % agreeing)

最も多くの経済学者が賛成する主張

A ceiling on rents reduces the quantity and 
quality of housing available. (93%)
賃貸料の制限は住宅の供給量と住宅品質を

低下させる。 (93%)

 Tariffs and import quotas usually reduce 
general  economic welfare. (93%)
関税と輸入割当は常に経済厚生を減少させる。
(93%)



A large federal budget deficit has an adverse effect on 
the economy. (83%)
大きい連邦予算赤字は経済に悪い影響を与える。(83%)

 A minimum wage increases unemployment among 
young and unskilled workers. (79%)
最低賃金法は若年失業と非熟練労働者の失業を増加さ

せる。(79%)

 Effluent taxes and marketable pollution permits 
represent a better approach to pollution control than 
imposition of pollution ceilings. (78%)
排出税と市場向きの汚染許可証は、汚染最高限度の課

税より公害防止をよく取り組んでいる。(78%)
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