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第５章「小国開放経済における政府支出の最適構造」

１．はじめに

小国開放経済における、財政収支、経常収支、貿易収支の勤学的最適化分

析が徳島（1996,1997a，l997b，1998）によって分析されたが、政府支出

は分析の目的上１種類とした。効用関数と生産関数に同じ変数として導入さ

れていたのだが、本来は同じ政府支出でも異なるタイプとすべきであろう。

すなわち効用関数に導入される政府支出は個人の生活環境に影響するタイプ

であり、生産関数に導入されるそれは産業基盤に影響するタイプである。我々

は前者を政府消費、後者を政府投資と呼ぶことにする。すなわち政府支出を

２つのタイプに分類する。成長する経済における理想的な公的資本ストック

形成過程は、最初に産業基盤への投資に重点を置き、次に生活環境のための

投資に重点を移し、その後両方のバランスをとるというものであるが、我々

のモデルでは政府支出は公的資本ストックを形成せず、フローの公共サービ

スと仮定している。それがどのような構成で提供されるのが勤学的に最適で

あるか、すなわち政府支出の中の政府消費と政府投資の勤学的に最適な構成

比率を分析することが本論文の目的である。小国開放経済のモデルにおいて、

社会的最適（パレート最適）の見地から、投資の調整費用が存在しないケー

スと、それが存在するケースについて、経常収支と貿易収支の勤学的最適化

分析も含めて、その点について分析する。論文の進め方としては、第２節で

モデルについて説明し、第３節で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節で結論をまとめるこ

とにする。
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２．モデル

本論文においては社会的最適（パレート最適）の見地からの動学的最適化

分析を行う。中央計画当局が第0期（今期）における民間非銀行部門におけ

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は

(2.1）秘,＝邸(Ｃｌ，（１－，０`),`）

である。ただしこの効用関数は加法分離的である。Ｑは消費である。，(は政

府支出であり、1－，０１（O≦ｌ－ｐ`≦ｌ）は政府消費比率なので、（１－１０`),`は

政府消費であるｎ.右下の添字＃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＜郷１，虹２8411,画22＜０

M;llj卜…-…!>,……-‘
を仮定する2)。また

ｌｉｍ〃１＝ｌｉｍＷ２＝＋◎｡，ｌｉｍＺ４】＝ｌｉｍＺ４２＝O
C→ＯＰ→ＩＣ→+｡。(1-P沖→＋･･

も仮定する。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1肖

費と政府消費の効用の総現在価値となり

ｒ 2J(c`，（l-pZ)gルー,'｡！(2.2）

となる。６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、対外債務ストックと資本ストックの各々と、フロー

の変数の関係を示す式であり、

(2.3）

(2.4）

F}＝ｃ,＋向＋91＋０F}－/(ん`,,0,9,,Ａ）
●

AB（＝ｊ，
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である．財政収支均衡を仮定している。Ｒは対外債務ストックJbJは資本

ストックであり、対外取引は対外債務ですべて決済される。小国の仮定より

自国利子率と外国利子率は等しく、また０と等しいと仮定する。ｉｌは純投資

であり、Ａは技術レベルを示す所与のパラメターであり、１０'(０≦lOl≦ｌ）は

政府投資比率で,o(91は政府投資である。／(伽,,01,nＡ）は生産関数で国内純

正産（ＮＤＰ）に相当する。これについては

０＜／i’た,八，／i],ノ２２’た3＜０，０＜（2＝た'’九＝た'’九3＝た２

１Ｗi＝＋･･，ｌｉｍカーOA→＋函

を仮定する3)。

本論文における動学的最適化の分析は、以下のようにまとめられる。

maxr Ⅲ(α，（ｌ－ｐｌ),ルー０１．ｔ

ｓ､！.Ｆ)＝Ｃｌ＋ｉｌ＋,!＋8F}－/(ん,,,0,91,Ａ）

ｓ・'.ｈＪ＝血

虎０，Ａ三０，０＜０＜１，Ｆ６，９due〃

ｃ,，ｊ'’９(’ん!=0,0≦ｐ,≦１，／ｂ７ａＪＪｔ

ただし投資の調整費用が存在するケースでは、対外債務の制約式の純投資に

投資の調整費用が加わる。制御変数はＣｌ，ｉ,，,,,ｐｌであり、状態変数は

ＦＬｈ２である。各変数はｌ人当たりのものであり、人口成長は仮定せず、今

期（第0期）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’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、一入,βを共役変数とすると
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Ｈ＝Ⅲ(c，（１－p),)一スヒ十j＋,＋ＯＦ－ｆ(18,ｐ9,Ａ)}＋βｊ

である。最適のための条件は

(31）祭=辺1-入=0…=ス

(３２）鶚－］+β-0瓠=β

("）鶚-('－．M-A+jM-,…上等

")筈薑,…)E}0-'0;二]｝
(３５）トス'十鵲一入'-1,-0ﾑｽｰ…

(３６）β-β'一鶚=β0-Ｍ
（3.7）ｌｉｍ（一ｽＦ)e-8`＝０

（3.8）ｌｉｍβbe-8j＝０

となる。（3.5）よりスが一定なので、（3.1）より消費の限界効用（御,）が一

定となり、ｃは一定である。また（3.2)，（3.5)，（3.6）より

●

β＝二β０－β/i＝β(０－（）＝0

となり

ハー０

となるので、資本ストックの横断面の条件（3.8）も考慮するとんとｐｌは

一定となる。よって（2.4）よりｊはゼロとなる。

ｐについては、（3.4）のようなパンパン制御問題となるが、
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窯-んＭ=’(…")＜、
となるので、Ｈはｐについては凹関数となり、ｐはＯより大きく１より小さ

い範囲に一意に定まり、

剛筈－，(』…-,箒0<…｡<[
となる。〆はｐの最適値である。このケースにおける政府消費と政府投資

の勤学的に最適な構成比率は一定である。それゆえ,０，が一定なので９も一

定となり、（3.3）より政府消費の限界効用（"2）も一定となる。以上の結果

をまとめると

c,ス，β,ｐ’ん，,＝ＣＯ"st.,i＝０

となる。

次にこれらの結果を用いて、経常収支と貿易収支の勤学的最適化分析を行

う。経常収支（ＯＡ!）と貿易収支（7Ｂ）は

ＣＡ(＝－F}＝／(｜b`,ｐ1,,,Ａ）－c1-i,－帥－０F）

ＴＢｉ＝/(ＩＤ`,ｐｌｇ`,Ａ）－ｃｉ－ｎ－９ｌ

となる。経常収支の式より

、＝－７ＢＪ＋８F）

として両辺を積分すると、対外債務ストックの横断面の条件(3.7）を用いて

ｒ ＴＢｌｅ－０Ｉｄノ(3.9）凡＝

が求められる。ｂ',ｐ`，ｃｈｇ１が一定でi(がゼロであるので、７Ｂｌは一定の値

となり、０＜Ｔａのとき累積貿易黒字が無限大となり、７Ｂ`＜０のとき累積

－８１－



貿易赤字が無限大となる。よって（3.9）と対外債務ストックの横断面の条

件（3.7）より

7石f＝７刀０＝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

る状態が社会的に最適（パレート最適）である。

また、技術レベル（Ａ）の違いによる本節の定性的結論に対する影響はな

いが、それが商いほど政府消費の限界効用（脚2）は低下する。

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を共役変数とすると

Ｈ＝灘(c，（１－p),)－スヒ十i[l＋の]＋,＋0Ｆ－/(ん,ｐ９，Ａ))＋ｽ9ｉ

である。ｄは投資の調整費用であり、

①＝｡(ｲﾙ),①(o)＝0,0〈①',｡〃

である。最適のための条件は 川崎》ｗ
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(4.1）

(4.2）

(4.3）

(4.4）
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(45）ｊＨ'十器=16-１８=０Ａｌ=…

(46）（X,)=1,,-鵲一Ｍ-ﾊﾞｰ(i:)2,'１
（4.7）ｌｉｍ(－AＦルー0`＝０

［→－

（4.8）ｌｉｍ(ｽ9虎)e-o`＝ｏ
ｒ→西

となる。（4.5）より入が一定なので、（4.1）より消費の限界効用（24,）が一

定となり、ｃは一定である。

ｐについては、（4.4）のようなパンパン制御問題となるが、

窯-,魎帆=州…)<‘
となるので、Ｈはｐについては凹関数となり、ｐはＯより大きく１より小さ

い範囲に一意に定まり

Ｍ器-,(入…形゜箒o＜`イ＜［
となる。ｐ･はｐの最適値である。このケースにおける政府消費と政府投資

の勤学的に最適な構成比率は一定である。

スが一定なので（4.6）より

{,０－ﾊﾞｰ(会)､）(ﾊﾞの=ｽｳｰｽ

となり、

(会)､'(4.9）‘＝ｑｅ－ｈ－

が求められる。ｇを一定と仮定してい、'’18,9の関係を分析する5)。ただし

この仮定はｐについての結論に影響しない。（4.2）より

－８３－



(“o)…(会〃〔o)-ＬＭ）

の関数を定義する。この逆関数をi/ｈ＝や(9)と定義すると

（4.11）ルーｉ＝ん｡(9),。(1)＝0,0＜Ｐ′

となる。またこの式を（4.9）へ代入して

（4.9'）‘＝９０－/i-p(9)2の′

となる。ｉ,A８，９の関係は（4.11）と（4.9'）の連立微分方程式の位相図を描

くことで明らかになる｡定常状態(｡ｈ/dノーd9/dt＝0)においては

ｑ＊＝１，０＝（(ん.,10.,.,Ａ）

となり、この近傍の状態を分析する。上付き添字＊は均衡値を意味する。

虎＝ん｡(9)＝Ｆ(AC,９）＝０

‘＝９０－ハーＣ(18,9）＝０

とおくと

‐端)-，
八'(ん．,ｐ･9.,Ａ）＜０

６
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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。こ

れより図４－１のような鞍点の位相図が描かれる。また代数的に分析しても、

線形近似の式が

［:]-[_川沁)"Ⅶ:ｚｉ］
－８４－



となり、トレースを〃、係数行列式を」とおくと

ｔγ＝０＞０，Ｊ＝ﾉｾ.｡'(1)（,(ﾉｾ.,,0.,.,Ａ）＜Ｏ

となるので鞍点が確認できる。資本ストックの横断面の条件（4.8）より、

勤学的に最適な経路は収束経路である。これをもとに経常収支（CA《）と貿

易収支（TEDの勤学的最適化分析を行う。前節同様に

ＣＡ`＝－，＝/(｜b`,｡`,`,Ａ)-c1-i`['+の`]-,`-”

ｍ,＝/(ん`,p1,1,Ａ)-画一向['+@,]-，（

と定義され

F}＝－ＴＢＩ＋０F｝

とおくと、（3.9）の

(3.9）Ｆｂ＝パー、(e~`世

が求められる。この式は対外債務の初期値(凡）により貿易収支の勤学が制

約されることを意味しており、対外債務ストックの横断面の条件（4.7）が

満足されることが前提になっている。さて、貿易収支を

7E(＝（/(ﾉｾ`,ｐ,,`,Ａ)一皮[1＋d`]}－(c1＋9t）

とおくと、右辺の第１項と第２項の差となる。第２項はｃと９が一定より一

定となるので、貿易収支の勤学分析を行うには、第１項と資本ストック（ん）

の関係を考慮すればよい。我々は成長する経済を前提としているので、資本

ストックの初期値(んo）がその均衡値(ん．）より小さい（たくA2･）経済を仮定

する。この経済が最適経路上を移行すると、資本ストックが増加して純投資

(のが正のケースになる。このケースでは第１項は単調に増加する?)。それ

ゆえ勤学的に最適な貿易収支は図４－２に示すように赤字から黒字となる。

－８５－



対外債務の初期値（Fb）によるこの定性的結論への影響はない。経常収支の

最適勤学は直接的にこのモデルからは分析できないが、貿易収支のそれから

推測すると、時間の経過に従って改善（赤字の減少・黒字の増加）されると

考えられる。ただし、当初の対外債権ストック（Fb＜０）が過大であっても、

当初から経常収支は赤字であり、やがて黒字となる。

また技術レベル（Ａ）の違いによる定性的結論と政府消費の限界効用への

影響は前節同様である。
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５．おわりに

本論文の分析の結果、政府支出が公的資本ストックを形成せず、フローの

公共サービスとして提供されると仮定した場合には、政府消費と政府投資の

勤学的に最適な樹成比率は一定となることがわかった。理想的な公的資本ス

トック形成過程と矛盾するような結論であるが、ストックとフローの違いに

関係しているのであろうか。すなわち一定のフローのサービスを提供するた

めにストックが変化するのであろうか。この点については別の機会に分析す

ることにする。また、経常収支と貿易収支の最適勤学に対する構成比率の影

響がないことは、それが一定であることから自明である。

注

１）本論文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。

2)鰹!＝Ｍｃ,Ⅲ灘`＝6Ｗ(l-p,),`},灘,:＝０２卿/､{(1-p`),`)6α

灘21＝62u/0ＣＤ{(1-p`)，!},幽川＝02灘/oc；,u22＝62u/5((1-pＩ),,)’

である。

３）バー，/76上,,ハーａ/70(p,,`),A＝。/７０Ａ

（!＝０ｼ7ａｈｆ｡"＝６７７６(p⑨)2.握＝０４/70Ａ２

ルー０γ７５(p`,,)ｏｂｌ’た!＝a初aAB`6(p`帥）

β3＝a775AaAD1’た,＝OIW6ﾉｾ`ＯＡ

広＝a77aA5(ｐｉｇ`),ルー0770(p19,)0Ａ

である。

４）このケースにおける恒常的政府支出と恒常的税収が等しい財政収支均衡は、最適

財政収支勤学の１パターンである。徳島（1997b）参照。

５）以下の分析方法はB1anchardandFIscher（1989)chap､２を参照。

6)‘'＝2,'+(f/胞形"となり､Oくめ',｡"であるので正となる。

－８８－



7)ｉが正のｹｰｽでは､”/錐＝－①'iﾙ:〈q6d/Dj＝②'ん〉0より、

ａｊ/aA`＝(Ojbの)(０．/DAD)〈oであり.んの増加によりiと‘は減少する｡そし

て,０，，，Ａが一定なので、第１項は単調に増加することになる。
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