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第３章「内生的成長モデル（ローマーーバロー・モデル）

における３収支の勤学的最適化分析」

１．はじめに

徳島（1996,1997）の論文において、新古典派成長モデルと政府支出の効

果を考慮したパロー（Barro（1990)，BarroandSala-i-Martm（1990)）

の内生的成長モデルにおける、社会的に最適（パレート最適）な財政収支、

経常収支、貿易収支の３収支の勤学分析がなされた。また財政収支均衡の仮

定は、Turnovsky（1995）等の説明にあるように予算制約式を満足するよう

に自動的に調整されるということから、恒常的政府支出の下では当然の仮定

とするのが一般的であるが、それらの論文ではその最適条件による裏付けも

示された。しかし内生的成長モデルにおける分析では、政府支出による社会

資本の充実の生産増加効果のみならず、Ｒｏｍｅｒ（1986）によって指摘され

たような、民間部門における資本ストックの増加が知識やノウハウの蓄積を

もたらして、それが１企業のみならず社会全体に波及（スピル・オーバー）

して社会全体の技術レベルを引き上げ生産を効率化し、生産を増加させる効

果も考慮すべきである。そこで本論文ではこの両効果を考慮した成長モデル

をローマーーバロー・モデルとし、それらの論文同様の３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）で用いられてるモデルに政府部

門を導入し、生産関数を既述の両効果を考慮したものに改めて分析を行う。

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。
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２．モデル

中央計画当局が第０期（今期）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

(2.1）雌＝zJ(α，,`）

とする。Ｃｌは消費であり、,`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、強い凹関数であって

Ｏ＜秘1，２４２ｔ４１１，ＺＪ２２＜０

2411

秘2１ :;:|＝…-…!>ｏ岬=鰹2１

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

ﾊﾞｰ醐〔α,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。生産関数はｿ`を国民所得、ｂ,を資本ストックとすると

ｿ,＝(噸)ＡＢｌ－ａｇｆｏ＜ｓ,〃０〈α＜１ (2.3）

となる。ｓ，ｈ，α’は所与の値である。カッコの中が資本ストックの増加によ

る生産性上昇の効果を示している3)。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

凪＝α＋ｈ＋,`＋aF)－(ﾊﾉも；)んｌ－ａｇｆ（2.4）

ん!＝ｉｔ（2.5）

Ｂ'＝象＋BEE_てｔ （2.6）
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である。尻は対外債務ストック、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。皮は純

投資であり、ｎは一括税であって所与と仮定する。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０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。

maxﾊﾞｰ鰹(c,,ルー･`｡‘
ｓ､t､Ｈ＝ｃ`＋j`＋,`＋0F)－(ﾉj厩)ん１－｡,？

ｈ『＝ｉｆ

Ｂ,＝，f＋ａＢｌ－Ｔｆ

Ｆｂ，ｈｏ，Bogiven，Ｔｌ＝てo＝ＣＯ?zst．

｡，庇，９`，ＦＭb`，Ｂ,，Ｔｉ≧Ｏ／ｂ７ａノノｔ

制御変数はα，ｉ`，,`であり、状態変数はＦ),AEl,Ｂｔである。各々の変数

は１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（第0期）

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、－A,β,γを共役変数とすると

Ｈ＝秘(c，，)－ス(c＋j＋，＋0Ｆ－("んs)ん'-01,α）

＋βｊ＋γ(,＋ＯＢ－て）

である。最適のための条件は

０｜一

頭一比 .、秘】＝ス（3.1）
●
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鶚-0ﾊｽｰβ(３２）
辺Ｌ＝０．.､必2＝ス(１－Aα虎s+1-｡,｡~')－７（3.3）
０９

ｽｰｽ,+器-0ﾊｽｰ…､(３４）

β=β０－鶚=β{０－"Ｍ－α)ｗ｝（３５）

'一"-器-ｏハγ-…(３６）
ｌｉｍ(－ｽＦ)e-ot＝０（3.7）
ｆ→ｃｏ

ｌｉｍβjBe-o'＝０（3.8）
《→－

ｌｉｍγBe-0`＝０（3.9）
ｌ→ｃｃ

となる。スが一定の値となり消費の限界効用（豚,）が一定となるため、ｃは

一定の値となり、またスとβが等しいことより

β＝β{０－"(s＋１－α)たs-.9｡}＝Ｏ

となり

８＝ん(s＋１－α)たs~α,α

となる。γも一定なので、（3.3）式よりIDs+'-.9α－１が一定で政府支出の限界

効用（皿2）が一定であることと、A2と，の値が一定であることは同値である。

また'８s+'~α,α-1＝AEs-ag｡(た/,）なのでんs+l-aga-Iが一定でんと９が一定で

あることと、虎s-agaが一定であることは同値である。よってたの値は一定

でｊ＝０であり、９の値も一定である。以上の結果をまとめると

ｃ，,’ん，ス，β，γ＝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。
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財政収支をＢａ、経常収支をCA2、貿易収支をＺｎとすると

ＢＢＩ＝Ｂｔ＝離十ｅＢｒ－Ｔ０

ＣＡｌ＝－F}＝（ん厩)ん}－．V?－ｃ１－ｊ`－９』－，F）

TBi＝（んん；)lBl-agf-c`－ｈ－９‘

となる。財政収支の式より

Ｂｔ＝９．＋ＢＢＩ－てｏ

として両辺を積分すると

B､=ﾉ「｡(酌-ルー```： (3.10）

が求められる。，`が一定であるので、，:＜面のとき累積財政黒字が無限大

となり、ｒｏ＜,,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（3.9）式より

了0＝９ｔ＝ｇｏ＝ＣＯｎＳｔ１Ｂｏ＝０

となり、今期（第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

会的最適の同値となる。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

図＝－TBZ＋0F｝

として両辺を積分すると

Fi-L-zE内＃ (3.11）

が求められる。｡，,(’ん,が一定でi(がゼロであるので、０＜７刀`のとき累

積貿易黒字が無限大となり、ｍ,＜Ｏ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（3.7）式より
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7Ｂｒ＝ＴＢＣ＝０，Ｆｂ＝0

となり、今期（第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

る状態が社会的最適の同値となる。

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、－ｽ，ス9,γを共役変数とすると

Ｈ＝皿(０，，)－ス{c＋i〔1＋①〕＋,＋0F－(んんs)ん'一α,α｝

＋入9i＋γ(,＋ｅＢ－Ｔ）

である。のは投資の調整費用であり

。`＝②(Ｍｂ,)，‘(0）＝０，０＜‘',①″

である。最適のための条件は

覗
一
此
覗
一
成
顕
一
〃

.・ぬ＝ス（4.1）
●

…'－１+`+が'(42）

.、142＝ス(１－hajbs+l-a9a-l)－γ（4.3）

ルス叶器=ｏ

(山)-1.,-鵲

汚嗣-鵲-ｏ
ｌｉｍ(－入Ｆ)e-,`＝０
１→－

lim(l9々)e-0`＝０
１→ｃｃ

..､スーconst．（4.4）

(4.5）

.．γ＝const．（4.6）
●

(4.7）

(4.8）
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limγBe-0』＝０
２一重

(4.9）

となる。スが一定の値となるため消費の限界効用（秘'）は一定であり、ｃは

一定の値となる。また入が一定であるので、（4.5）式より

(芳庇｝(ｽﾚ)=ｌ`='１{9,-伽(s+1-α)ｗ‐

となり

(i:ｿ`' (4.10）ｊ＝９０－〃(s＋１－α)んs~α,α－

が求められる。以上より

c，入，γ＝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

ﾊﾞｰ(爾一ルー"`’ (３．１０）Ｂｏ＝

が求められる。前節同様に９１の値を決めることはできないが（3.10）式と

横断面の条件（4.9）式より,`が一定の値をとり、

でｏ＝い＝ｇｏ＝const．，ＥＣ＝０

となり、今期（第０期）以前から一貫して財政収支が均衡している状態が、

社会的最適の十分条件であることは明かである。また（4.3）式の最適条件

より求められる政府支出の限界効用（zJ2）については、図４－１に示すよう

に、政府支出の限界効用曲線がたの増加により下方シフトし、ｈの減少によ

り上方シフトして、均衡政府支出９．(＝ｇｏ）に対する限界効用がその動きに

応じて変化すると解釈できる。
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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i,j６，９の関

係を分析しなければならない⑪。（４２）式より

９＝Ｕ(j/ﾉｾ)，ｗ(0）＝１，０＜Ｕ'5） （4.11）

の関数を定義する。この逆関数をｉ/虎＝Ｐ(9)と定義すると

ルーゴー〃(9)，｡(1)＝０，０＜Ｑ′ （4.12）

となる。この式を（4.10）式へ代入して

‘＝９０－ｈ(s＋１－α)ﾉbs-a9a-p(9)2.′（4.10'）

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

図を描くことによって示される。定常状態（｡ｈ/dl＝ｄ９/cZz＝Ｏ）において

は、９の均衡値を９*、ＩＤの均衡値をｈ･とおくと

9.＝１８＝ﾉi(s＋１－α)ん゛s~αg･ａ

となる。，､が一定なのでん゛の値は一意に定まる。この均衡点の近傍の状態

を分析する。

ルー〃(9)＝Ｆ(ん，９）＝０

９＝９０－〃(s＋１－α)ﾉｾ３－厘,｡＝ＣＯｂｌ９）＝０

とおくと

乳｡－舎一紛一絲臺‘

乳｡－号令'胸(…ﾙｰα)…,…-勲
となる。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。

Ｓ＜αのとき図４－２のような鞍点の、α＜ｓのとき図４－３のような不安
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定渦状点の、そしてｓ＝αのとき図４－４のような中立不安定の位相図が

描かれる。また代数的に分析すると線形近似の式が

|ルー…１－…碑;化Ｉ
となり、係数行列式を」、トレースを[γとおくと

ｊ=(s-α)ん(s+1-α”'(1)虎・s-ag.α1

ｓ＜αのとき０＜〃」＜０

α＜ｓのときＯ＜〃０＜」

ｓ＝αのとき０＜かｊ＝０

tγ＝０

：鞍点

：不安定渦状点

：中立不安定

となる。最初にｓ＜αのケースを考えると、最適条件よりＡ２とｑは図４－

２の安定経路上を移動し‘)、んの値が均衡値より小さい場合には、ＩＤが増加

して９が減少してｉが正、大きい場合にはたが減少してｑが増加してｊが負

となる。経常収支と貿易収支は

ＣＡ`＝－F)＝(ｈｈＭ－ａ,f-Q-j`〔'+②!〕-,1-0F）

ＴＢ`＝(ｈｌｂＭ－塵咋ａ－ｊ１〔'+ｄ`〕-,‘

と定義され、前節同様

Ｅ＝－Ｔａ＋,F｝

とおくと、（3.11）式の

硫一ﾊﾞｰ西内‘ (3.11）

が求められる。この式は対外債務の初期値により貿易収支の勤学が制約され

ることを意味している。ｊが正のケースに限定すると、貿易収支の勤学は図
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4－5のようになる。（吻施,ｗ-.,．~j〔'+の〕の値は､時間の経過とともに

児の値が増加してゆくと、（んんs)ん1-α,αの値が大きくなり7)、のとｊの値が

小さくなる8)ので増加し、ｃ＋,の値が一定なので、社会的に最適な貿易収

支は最初は赤字でその後黒字となる。（3.1'）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

分析はできない。次にα＜ｓのケースを考えると、最適条件を満足するん

と９の最適経路は存在しないため，)、社会的に最適な経常収支及び貿易収支

の勤学は存在しないことになる。またｓ＝αのケースも同様に、社会的に

最適な経常収支及び貿易収支の勤学は存在しない101。この３ケースを資本の

限界生産力の観点から比較してみると

Zﾉー（ﾊﾉｾs)ﾉｾl-agα＝ﾊﾉｾs+1-α,α

鶚~胸(`+1-α)ｗ窯一臓(`+,_α)(s_α)藤_…,。
ｓ＜αのとき０２U/,Aa2＜０

α＜ｓのときＯ＜０２Ｊ/aA22

S＝αのときo2U/砿2＝０

となる１，．ｓ＜αのケースは政府支出一定の下で資本の限界生産力が逓減す

る経済であり、α＜ｓのケースはそれが逓増する経済であり、そしてｓ＝α

のケースはそれが一定の経済である。またαとｓの経済学的意味の観点か

ら比較すると、ｓ＜αのケースは、生産システムにおける政府支出のウエイ

トが高く、生産効率上昇の波及効果が小さい経済であり、α＜ｓのケースは

そのウエイトが低くてその効果が大きい経済であり、そしてｓ＝αのケー

スはそれらが等しい経済である。また政府支出の限界効用は、（4.3）式より

αの値が一定とするとｓ＜αのケースが最も高い。社会的最適と同値である

貿易収支の勤学が存在するケースが、ｓ＜αのケースに限定されることの意

味についての議論は別の機会に譲り、ここではその結果だけを示しておく。
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(ﾊﾙs)んl-oga-i〔1＋‘〕

黒字

C＋,

赤字

０ オ

図４－５
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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とおりである。ただし（Ⅱ）ｉ）

以外は同値である。

（１）投資の調整費用が存在しないケース

ｉ）財政収支均衡

、）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（十分条件）

ｉｉ）貿易収支は赤字から黒字へ（純投資正、ｓ＜α）

内生的成長モデルのローマーーパロー・モデルにおいても、新古典派成長

モデル及び内生的成長モデルのパロー・モデルとほぼ同様の結論が得られた。

ただし投資の調整費用が存在するケースにおける貿易収支の勤学分析は、

ｓ＜αという特殊な仮定を要することが確認された。逆に言えばα≦Sのケー

スでは、社会的に最適（パレート最適）な貿易収支の勤学は存在しないとい

うことである。このことは異時点間の所得と支出の最適化を理論的根拠とす

る経常収支及び貿易収支の勤学理論にとって、かなり深刻な問題である。こ

の点についてはまた別の機会に論じることにしたい。また本論文においても、

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示されたのである

が、我々のモデルの性質上財政収支均衡とは

（恒常的政府支出）＝（恒常的税収）

を意味していることに注意しなければならない。
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注

我々のモデルは、民間部門と政府部門の供給する財を同質とする合成財のモデル

である。よって政府部門の供給する財も、民間部門の供給する財同様に、競合性

と排除性を持つ。

皿,＝azJ/ocnzJ2＝６脚/6,1，弘,2＝０２秘/6,`DC「

秘2,＝６２脚/acJDg,，z41,＝６２卸/ac?,虹22＝a2zJ/69；

である。

この効果をこの関数で表示する方法は、津曲（1993）による。

以下の分析方法はB1anchardandFischer（1989）chap2を参照。

W'＝。'＋妙'＋(i/庵)｡''＝2①'＋(i/h)d"となり、Ｏ＜ｄ',。"であるので正となる。

図４－２の安定経路が最適経路となる。最適経路より上の領域では、ｈが正の無

限大に発散して（４８）式の横断面の条件を満たさない。それより下の領域では

９＜１よりdAB/`t＜Ｏとなり、陀はゼロの値まで減少し、その時〃がゼロとなる

のでｃもゼロとなって消費の限界効用（〃!＝入）が無限大となるため、（4.4）式

のス一定の条件を満たさない。最適経路上の均衡点では虎は正の値"に収束し、

ｇが正の一定値となりｃも正の一定値となるため消費の限界効用（2J'＝ス）も正

の一定値となり、９＝１であるので、（4.8）式の横断面の条件を満たしている。

またこの均衡点ではdjz/“＝ｉ＝０，９＝１であるが、これは（4.2）式の条件も

満たしている。そしてこの経路上でも（4.2）式の条件は、

aq/6ｂ＝－２①'(ｊ/ﾉｾ2)一○''(j2/虎3）＜ＯＣ．O＜‘',の"）となることから満たされ、

力は正の値をとるのでシも正の値をとり、一定の正のｃの値が保証されて消費の

限界効用（狸l＝ス）が一定となるため、（4,4）式の条件も満たしている。

Ｕ＝（hAEs)AEI-.,.＝んんs+1-厘,｡で、０＜ｓ＋１－α(．.．O＜ｓ'０＜α＜Ｄである。

これより６"/6ｈ＝ん(s＋１－α)んｓ－ａｇａが正となり、ｈの増加によりＵが増加する。

”/錐＝ｄ'6(i/AE)/肱＝一`'"Az2＜０(...O＜の')である。また

”/6i＝ｄ'6(i/ｈ)/6i＝‘'/ｈ＞Ｏ(...Ｏ＜②'）でもある.

hが正のある値に収束しないので、最適条件を満たさない。

1）

2）

ｊ
ｊ
ｊ
ｊ

３
４
５
６

７）

8）

9）
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10）９）と同様の理由による。

11）資本の限界生産力が常に正であることは、７）で示されている。
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