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第２章「小国開放経済の内生的成長モデル（バロー・モデル）

における、財政収支、経常収支、そして貿易収支の

勤学分析：定額一括税と勤学的最適化」

１．はじめに

近年発展してきた国際マクロ経済学の勤学的最適化モデルにおける財政収

支均衡の仮定に疑問を呈し、社会的に最適な財政収支と経常収支及び貿易収

支の勤学分析を通じて、その仮定の最適性を吟味する分析が徳島（1996）に

よってなされた。その論文においてその仮定の最適条件による裏付けが示さ

れたが、そこで用いられているモデルは新古典派成長モデルであった。最近

の新しい成長モデル、すなわち内生的成長モデルの発展を考慮すると、同様

の趣旨の分析がそのモデルにおいてもなされるべきであろう。そこで本論文

では、内生的成長モデルの中でも政府支出の効果を分析したパロー（Barro

(1990)，BarroandSala-i-Martin（1990)）のモデルを用いて、社会的に

最適な財政収支と経常収支及び貿易収支の勤学分析を行い、財政収支均衡の

仮定を吟味する。

我々はBlanchardandFischer（1989）で用いられているモデルに政府

部門を導入し、生産関数をバロー・モデルのそれとして、分析を行う。第２

節ではモデルについて説明し、第３節では投資の調整費用が存在しないケー

スを分析し、第４節ではそれが存在するケースを分析し、第５節では結論を

まとめることにする。

２．モデル

中央計画当局が第０期における代表的家計の厚生を、制約条件の下で最大

化することを仮定する。代表的家計の瞬時的効用関数を
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とする。αは消費であり、９，は政府支出である')。右下の添字ｔは時間を示

している。この効用関数は非負であり、強い凹関係であって、

０＜〃１，郷２ｚ41】08422＜Ｏ

|:;llj;;|-…-…!……”

を仮定する2)。無限期間モデルを仮定すると代表的家計の厚生は、それの消

費と政府支出の効用の総現在価値となり、

ﾊﾞｰ灘(．`,ルー"`‘ (2.2）

となる。０は時間選好率あるいは主観的割引率であり、所与の正の値をとる

と仮定する。制約条件は、対外債務ストック、資本ストック、そして政府債

務（＝国債）ストックの各々とフロー変数の関係を示す式であり、

Ｅ＝ｃ,＋i`＋,!＋0F}－Ａｊｂｌ－ａｇｆ（2.3）

ん＝ｉ，（2.4）

Ｂ[＝，,＋ＯＢＩ－てＩ （2.5）

である。Ｅは対外債務ストック、１t(は資本ストック、Ｂ'は政府債務ストッ

クであり、対外取引は対外債務ですべて決済され、政府債務はすべて国内で

取引される。山は純投資であり、て`は一括税であって所与と仮定する。

Ａ々ｌ－ａｇｆは生産関数であり、国民所得に相当し、Ａはその国の技術レベル

を示すパラメターであって所与であり、αはＯより大きく１より小さい所与

の値をとる。小国の仮定より自国利子率と外国利子率は所与で等しく、また

ｅと等しいと仮定する。

我々の解くべき動学的最適化の問題は、以下のようにまとめられる。
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制御変数はα，ノハヲ'であり、状態変数はＦＭb【,Ｂｔである。各々の変数は

－人当りのものであるが、人口成長はないものと仮定し、現時点（Ｏ時点）

での人口を１とする。また以下の分析では特に必要を認めない限り、右下の

添字ｔは省略する。

3．投資の調整費用が存在しないケース

このケースにおけるハミルトニアンは、－ｽ,β,γを共役変数とすると

Ｈ＝Ⅲ(C，,)－入(c＋ｊ＋,＋,F-Albl-a9α）

＋βj＋γ(9＋ＯＢ_て）

である。最適のための条件は
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..､スーβ（3.2）

…-ＡＩｌ－ａＡ(筈)ﾄﾞ}-γ(風3）
..､スーconst．（3.4）
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昨β,-鶚-β{，-(1-｡)A(号).｝（as）

γ-祠-器-０ﾀﾞｲｰ…(36）
ｌｉｍ(－入Ｆルー,!＝０ （3.7）

ｌｉｍβAEe-D'＝Ｏ （3.8）

limlBC-8j＝Ｏ （3.9）

となる。スが一定の値となるので、ｃは一定の値となり、またスとβが等し

いことより

`=β{'一(１－厘)』(筈)1-,
となり

(是)。,＝（１－α)Ａ

となるので､号は一定の億となりⅦ一定の値となるので､(33)式より
９も一定の値となる。すると虎の値も一定となり、ｉはゼロとなる。以上の

結果をまとめると

c，９，ス，β，７，虎＝const.，ｉ＝０

となる。これより財政収支と経常収支及び貿易収支の勤学分析が可能となる。

財政収支をＢＢＩ、経常収支をＣＡ`、貿易収支をＴＢｌとすると
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となる。財政収支の式より

Ｂ[＝,『＋ＯＢ`一丁ｏ

として両辺を積分すると

ﾊﾞｰ(rm-ルー･``‘Ｂｏ＝ (3.10）

が求められる。いが一定であるので、９`＜、のとき累積財政黒字が無限大

となり、でo＜９，のとき累積財政赤字が無限大となる。よって（3.10）式と

横断面の条件より

Ｔｏ＝,’－９０＝const．，Ｂｏ＝０

となり、今期（0期）以前から一貫して財政収支が均衡している状態が社会

的に最適となる。次に経常収支及び貿易収支の勤学分析を行う。経常収支の

式より

Ｅ＝－ＴＦＩ＋0F）

として両辺を積分すると

碗=ﾊﾞｰTno-``｡‘ (3.11）

が求められる。ｈ１，９【，αが一定でｉｉがゼロであるので、０＜ＴＢ`のとき累

積貿易黒字が無限大となり、ｍ`＜０のとき累積貿易赤字が無限大となる。

よって（3.11）式と横断面の条件より

TBI＝フＥＣ＝０，Ｆｂ＝０

となり、今期（0期）以前から一貫して経常収支も貿易収支も均衡している

状態が、社会的に最適となる。
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４．投資の調整費用が存在するケース

このケースにおけるハミルトニアンは、－入ス９，γを共役変数とすると

Ｂ＝ｚ4(c'９)－ス(c＋j〔l＋①〕＋９＋ｏＦ－Ａｈｌ－ａ９ａ）

＋入城＋γ(,＋ａＢ－Ｔ）

である。‘は投資の調整費用であり

…(訓(o)=0Ｍ`〃

である。最適のための条件は

旦旦＝0 ...Ｈ１＝ス（4.1）
０ｃ

鶚-0▲9-,+`+(差)川2）

…薑jIIl-aA(÷)!~1-川3）旦旦＝Ｏ
ａｌ

ｊ=ｽ`+器-0ﾊｽ=cons`("）

ＣＩＵ)-入9,-鶚（45）

ヅー潤一器－０」７－…(46）
ｌｉｍ(－几Ｆ)e－０`＝０（4.7）

ｌｉｍ(Ｍｂ)e-0`＝0（4.8）

ｌｉｍ１Ｂｅ－８`＝０ （4.9）

である。スが一定の値となるため、ｃは一定の値となる。また入が一定であ

るので、

－３０－



(そ)｡-(豊ｿ,｝(1b)－１`－１{`'一(ｌ－ａＭ

となり

(筈γ-(芳形 (4.10）９＝９０－(１－α)Ａ
●

が求められる。以上より

c,ｊＬγ=const・

の結果が得られる。これより財政収支の勤学分析が可能となる。前節同様財

政収支を定義して、（3.10）式の

ﾊﾞｰ(鯛-ルー"“Ｂｏ＝

が求められる｡政府支出の限界効用が一定になるかどうかわからないので、

前節同様に９１の値を決めることはできない。しかし（3.10）式と横断面の

条件により,(が一定の値をとり、

てｏ＝，,＝ｇｏ＝const．，ＥＣ＝０

となり、今期（0期）以前から一貫して全期間において財政収支が均衡して

いる状態が、社会的に最適であることは明らかである。政府支出の限界効用

曲線は図４－１に示すように、虎の増加により下方シフトし、ＡＢの減少によ

り上方シフトして、均衡政府支出,.(＝，0）に対する限界効用はその動きに

応じて変化する。

次に経常収支及び貿易収支の勤学分析を行う。そのためにはj,え，９の関

係を分析しなければならない3)。（4.2）式より

(去） Ｗ(O）＝１，０＜Ｕ'ｲ） (4.11）９＝Ｗ
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の関数を定義する。この逆関数を〃ん＝。(9)と定義すると

ルーｉ＝ん｡(9)，｡(1)＝０，Ｏ＜・′

となる。またこの式を（4.10）式へ代入して

(4.12）

`=9,-u-α)A(そ)｡-｡(脚 (4.10,）

を得る。ｉ’ん，９の関係は（4.12）式と（4.10,）式の連立微分方程式の位相

図を描くことにより明らかになる。定常状態（dlb/dメーｄ９/dノーＯ）におい

ては

ｒ－Ｌ０=(1-｡)A(号)。

となる。９．が一定なので、虎の均衡値である12.の値は一意に決まる。この

均衡点の近傍の状態を分析する。

ルーたり(9)＝Ｆ(A２，９）＝０

‘=９０－(1-α)』(そ)｡=c(Ｍ=０

とおくと

熟F-号一緒一方等++丁-,

乳｡－号一合{0-…い…}<＠
となるので図４－２のように位相図が描かれ、均衡点が鞍点になることがわ

かる。右下の添字はその変数による偏導関数であることを示している。また

代数的にも線形近似の式が
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|:１－１…鋸Ⅷｺﾞ]
となり、係数行列式をｊとおくと

(÷)迄、」＝－｡'(1)(１－α)Ａａ

となることから鞍点が証明される。最適条件よりA2リワは安定経路上を移動

し、ＡＢの値が均衡値より小さい場合にはＭＥが増加して９が減少してｊが正、

大きい場合にはたが減少して９が増加してｉが負となる。経常収支と貿易収

支は

ｃＡ,＝－A＝州-厘，f-Q-i('十｡!〕-,,-0F）

Ｔａ＝Aけ゛，f-c,-j〔'+①`〕-,,

と定義され、前節同様

Ｅ＝－ＺＤＩ＋8F）

とおくと、（3.11）式の

凡一ﾉrTBW‘

が求められる。この式は対外債務の初期値によって、貿易収支の勤学が制約

されることを意味している。ｉが正のケースに限定すると、貿易収支の勤学

は図４－３の様になる。Ａｈｌ－ａ９ａ－ｉ〔'十○〕の値は、時間の経過とともにA2

の値が増加してゆくと、ＡＡＢ１－ａｇａの値が大きくなり、①の値が小さくなるの

で増加し5)に＋，の値は一定なので、社会的に最適な貿易収支は最初は赤

字その後黒字となる。（3.11）式より、累積貿易黒字の大きさは対外債務の

初期値により制約される。我々のモデルでは経常収支の勤学は分析できない。
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５．おわりに

我々のモデルにおける分析結果は以下の様にまとめられる。

（１）投資の調整費用が存在しないケース

ｉ）財政収支均衡

ｉｉ）経常収支及び貿易収支均衡

（Ⅱ）投資の調整費用が存在するケース

ｉ）財政収支均衡

ｉｉ）貿易収支は赤字から黒字へ（純投資正）

内生的成長モデルのパロー・モデルにおいても、新古典派成長モデルのケー

スと全く同様の結論が得られた。内生的成長モデルにおいても、財政収支均

衡の仮定が最適条件に裏付けられていることが証明されたのである。

本論文の目的とは別に、その国の技術レベルを示すパラメタ－Ａに関す

る興味深い結論にも言及しておこう。それは

①収支の勤学とＡの大小は関係ない。

②Ａが大きいほど政府支出の限界効用は小さくなる。

である。①はその国が先進国（Ａが大きい国）か発展途上国（Ａが小さい

国）かということと、その国にとって望ましい経常収支及び貿易収支の勤学

は何かということとは、関連がないことを示している。②は先進国になるほ

ど政府支出の社会に対する貢献度が低下することを示している。このことは

先進国になればなるほど、小さな政府であることが望ましいことを意味して

いる。

注

1）我々のモデルは合成財のモデルであり、民間部門と政府部門の供給する財は同質

である。政府部門の供給する財は公的に供給される民間財であり、競合性と排除

性を持つ。

2）皿,＝０"/DC,，Ⅲ2＝６z（/69`，Ⅲ2,＝０２Ｗ/OQO9I，ｒｌ２＝６２邸/01がＣｌ
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群,,＝５２３４/DC１．挺22＝０２脚/61;である。

以下の分析方法はBlanchardandFHBcher（1989）ｃｈａＰ２を参照。

１J'＝①'＋‘'＋(i/ｌb)妙''＝２①'＋(i/lb)の"となり、Ｏ＜@'，①"であるので正となる。

6./6ｈ＝ゆり(i/虎)/aハビーー①'(i/AE2）＜０である。
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