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第７章小国開放経済の最適収支勤学

：財政収支と生産性ショック

１．はじめに

徳島（2002）において、政府部門を含まない小国開放経済における経常収

支と貿易収支の最適勤学が示された。本論分では政府部門を含んだケースを

とりあげ、財政収支を含んだ最適収支勤学を分析する。これは徳島（1997a、

1997b、1999）における分析を修正し、一般化したものでもある.また生産

性ショックについても、乗法的ショックと加法的ショックについて、永続的

ショックと一時的ショックにおける最適勤学経路を分析する。本論文は実質

的に徳島（2002）の続編と言えるが、両編合わせて、小国開放経済の最適収

支勤学分析の一般的結論とすることができよう。第２節以下の構成は下記の

とおりである。

２．投資の調整費用が存在するモデル

2.1最適財政収支勤学

２．２政府支出の最適構造

２．３生産性ショック

３．投資の調整費用が存在しないモデル

３．１最適財政収支勤学

３．２政府支出の最適構造

３．３生産性ショック

４．おわりに

4.で結論をまとめて、今後の課題についても言及する。

次節以降の分析のために、代表的家計の瞬時的効用関数、生産関数、投資

の調整費用関数について説明する。効用関数は2.1と3.1では
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〃`＝皿(c,，Pt）

で、２．２と3.2では

秘!＝郷(｡，（l-pt)91）；ｏ≦ｐ,≦１

である。αは消費、鱗は政府支出、１－p`は代表的家計の生活環境に影響す

る政府消費の政府支出に占める比率、ｐ'は産業基盤に影響する政府投資の

政府支出に占める比率、ｔは時間である。これらの関数は非負で強い凹関数

であり、

０＜w１，秘２，群】１，Ｚ422＜０

3411

2021 錐|＝…-…>０，卿,`=卿,,＝0

を仮定する。右下の数字は、左から何番目の独立変数による偏導関数かを示

している。以下同様である。また、＜＞は2.2と3.2のケースとして

ｌｉｍｗｌ＝ｌｉｍ＝＋ＣＯ，ｌｉｍＺＪｌ＝ｌｉｍ郷２＝Ｏ
Ｃ→０９→０Ｃ→＋函,→＋ｃｃ

＜ｐ→１＞＜（１－p)ｇ→＋｡｡＞

も仮定する。生産関数はｙｌを国内純生産（NDP）とすると、２．１と3.1では

ｙ`＝/(ん町,`，Ａ）

となり、２．２と3.2では

卯＝/(ん`，ｐｊ９`，Ａ）

となる。ノｂｆは資本ストック、Ａは生産性レベルを示す所与のパラメターで

あり、

Ｏ＜（,九,九，（1,ノカ2,為＜０，０＜ハ2＝た1,/１３＝た1,九3＝た２

１四八＝＋･゜，ｌｉｍバーOと→＋－
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を仮定する。いを投資の調整費用関数、皮を純投資とすると、

‘,＝②(ﾊﾙ`）；①(o)＝０，０〈｡',①”

を仮定する')。

２．投資の調整費用が存在するモデル

本論文では社会的最適（パレート最適）の見地からの動学的最適化分析が

展開され、中央計画当局が第０期（今期）における民間非銀行部門の代表的

家計の厚生を、制約条件の下で最大化することを仮定している。無限期間モ

デルを仮定し、代表的家計の厚生はそれの効用の総現在価値であり、制約条

件は対外債務ストックと資本ストックと国債ストックの各々と、フローの変

数の関係を示す式である。但し、国債は居住者のみ保有すると仮定する。各

変数は－人あたりのものであり、人口成長は仮定せず、今期（第０期）の人

口をｌとする。また以下の分析では、必要でない限り右下の添字#（時間）

は省略する。

2.1最適財政収支勤学

このケースの解くべき問題は、

maxr 呪(C`，,ルー的｡＃

s`.F}＝｡`+向['+の(i化)]+,`+8F>-/(ん`,,`,Ａ）
んf＝ｊ８

Ｂｔ＝９t＋OＢｆ－ｍ

０＜０＜１，Ａ，Ｆｂ，ABO，Ｂ０，面，gzUe〃

｡，９１，121,Ｂ(’て'≧０/bｒａＪＪｔ
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である。Ｆは対外債務ストック、Ｂは国債ストック、了は税収、０は時間選

好率＝利子率とする。共役変数を－ス，入９，γとすると、ハミルトニアンは

Ｈ＝秘(c，,)－ス{c＋ｊ[l＋d]＋ｇ＋0Ｆ－/(ん,，,Ａ)}＋入9i＋γ(,＋”－て）

となる。最適のための条件は、

旦旦＝〃１－スー０．．､吻＝入
DC

等=－１{[Ｍ十遙鰄)+１，=０入9-'十,+が’
２ＬＬ＝皿２－入＋jUi＋γ＝０．．､卿2＝スース九一γ
ａ９

ｉ－ｊ'十祭=川０－】`-0ﾊﾊｰ…‘

Qb)=Ｍ－鵲=ｌ{’'一ﾊﾞｰ(芳形｝

ｆ－７０－器=7,-γ'-,′"=…
lim（－ｽＦルー,`＝０
１→＋－

lim（入9虎)e-0j＝Ｏ
ｌ－Ｐ＋oc

lirn7Be-0f＝０
ｔ→＋o◎

秘】＝142

(2.1.1）

(2.1.2）

(2.1.3）

(2.1.4）

(2.1.5）

(2.1.6）

(2.1.7）

(2.1.8）

(2.1.9）

(2.1.10）

である。（2.1.1)、（2.1.3)、（2.1.10）より

24,＝０４２＝スーノi＝－エ
ス

となるので、Ｏ＜スより、

蝿|言}ﾄｻﾞEl，
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となり、Ｏ≦γなので、

九＝γ＝０

となる。すなわち国債の潜在価格がゼロとなり、国債が発行されないため、

，＝で，Ｂｏ＝０

となり、財政収支均衡が最適財政収支勤学となる。この結論は横断面の条件

(2.1.9）を満足している。よって経常収支と貿易収支の最適勤学は、政府部

門を含まない徳島（2002）と定性的に等しくなる。但し、,＝ては一定でな

く、Ａ２，，’ての均衡値をﾉｾ｡，９．，丁｡とすると、図2.1に示すように

①虎｡＜１８(j＜Ｏ）のとき,｡＝Ｔ・＜,＝て．..,＝て↓

②Ａ２．＝ん(ノー０）のとき，｡＝Ｔｅ＝９＝て・・・,＝て＝ＣＯ'2s！.

③たくん｡(０＜ｊ）のとき，＝てく,.＝て。．..,＝で↑

となる。↓は減少、↑は増加を意味する。以下同様である。ｃが一定なのでｇ

が減少（増加）する①（③）のケースで、Ｔが減少（増加）するのである。

２．２政府支出の最適構造

2.1で財政収支均衡が最適であることが証明されたので、それを前提とし

て、ここでは最適な政府投資及び政府消費の政府支出に占める比率について

分析する。このケースの解くべき問題は、

maxr zJ(Ｃｌ，（１－p`),【)2-0`dｔ

S`.F)＝C`+血[l+`(､/ﾉも`)]+,`+0F}-/(…`,`,Ａ）；，＝『,Ｂｏ＝Ｏ

ルーｊＥ

Ｏ＜０＜１，Ａ，Ｆｂ，ｈｏ，giDe〃

α’た`'９t，≧０，０≦ｐ１≦ｌ/bγαJｌｔ
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である。共役変数を－ルス９とすると、ハミルトニアンは

Ｈ＝郷(c，（１－１０),)－ス{c＋i[1＋の]＋,＋0Ｆ－/(A8,10,,Ａ)}＋ｽ9ｉ

となる。最適のための条件は、

(221)鵲-"-』=０…=ス

(222)鶚--Ⅲ{[１Ｍ+会,)十入9-0,q-W+煮,′

(223)鶚-('一,肱川('一腓、…-41+ニチュ

(…筈-…〕｛÷|`-'0;二]｝
(225)ルハ'十鵲=Ao-j1e=0ﾊﾊｰ…

(226)･Ｉ．)-Ｍ-鵲=ｌ{,`-ﾊﾞｰ(差殉｝
（2.2.7）ｌｉｍ（－入Ｆ)e－０１＝Ｏ

（2.2.8）ｌｉｍ（入9虎)e-0J＝Ｏ

（2.2.9）241＝狸２

である。（2.2.1)、（2.2.3)、（2.2.9）より

（2.2.10）ぬ＝叫2＝スーノH＝ｌ

となる。また

鶚ィ伽十潔鑪)<、
より、ＩＣの最適値を,COとすると、
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鶚-,(…)-0-0<…｡<Ｍ=｡…
となるので、（2.2.10)を考慮すると、図2.2に示すように

①ｈ`＜ＩＤ(i＜Ｏ）のときｐ0,.＜ＰＣ，．．､９＝で↓

②ｈ・＝ん(i＝Ｏ）のときｐｏｇｃ＝ｐｏｇ．..，＝Ｔ＝“妬ム

③虎くﾉb`(０＜ｊ）のときICO,＜pog．．..,＝て↑

となる。,＝ての値が変化しても、ｐの最適値は（2.2.10）の条件を満足す

るように一意に定まるので、経常収支と貿易収支の最適勤学は、徳島

(2002）と定性的に等しくなる。

2.3生産性ショック

ｙ＝／(ん，，，Ａ）＝Ａ/(ん，,)＋ｚ

ｙ＝／(ん，ｐ１，Ａ）＝Ａ/(ん，ｐ,)＋ｚ

とおいて、定性的に同じなのでＦの均衡値が正のケースの最適勤学経路を

図示する。２．１と2.2の分析により、この経路は政府部門を含まない徳島

(2002）と定性的に等しくなるので、そこでの分析がそのまま応用できる。

経常収支をＣＢ、貿易収支をＴＢとすると

ＣＢ`＝－F}＝ｇｔ－ａ－ｊｌ[1＋①!]－９ｔ－０Ｒ

ＴＢｌ＝ソｔ－ａ－ｉｔ[l＋血]－９‘

となる。貿易収支は

風=ﾊﾞｰTBe-```’

の条件を満たし、消費が

－１１９－



ﾊﾞｰ(ﾂﾞｰｶﾞ[Ｍ-,1｡－．１``-0Fi-…ｃ＝０

となるので、ショック（Ａ↑，ｚ↑）によりｙが増加し、ｃを一定に保つため

のＰｂの増加は2)、赤字（黒字）領域の縮小（拡大）をもたらし、垂直の貿

易収支均衡線は左へシフトする。但し収束経路である経常収支線や、経常収

支均衡線との定性的位置関係に変化はない。勤学経路を示すには､経常収支

線（ＣａＣＢ'）のみで十分なので、それのみ図示する3)。以下のようにまと

めることができる。

（１）乗法的ショック（Ａ↑）のケース4）

Ａ↑＝ん`↑，Ｆ`↑，ＣＢ→ＣＢ′（上方シフト)，,｡＝て｡↑

（ｉ）永続的ショック：図2.3.1

（ii）一時的ショック：図2.3.2①短期間、②長期間

(Ⅱ）加法的ショック（ｚ↑）のケース

ｚ↑＝ん｡＝ＣＯ"s2.,Ｆ｡↑，ＣＢ→ＣＢ′（上方シフト)，,｡＝て｡＝ＣＯ恋#．

（ｉ）永続的ショック：図2.3.3

（ii）一時的ショック：図2.3.4①短期間、②長期間

永続的ショックではFbがＣＢ'上まで垂直にジャンプして、新しい収束経路

(ＯＢ'）上を新しい均衡点へ向けて収束する経路をたどる。一時的ショック

ではＦｂが期間の長さにより、ＣＢ'に対する発散経路上へ垂直にジャンプし

て、期間終了後にＣ日上に戻る経路をたどる。

－１２０－



③、② ①

9０0 ，

図2.1
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③ ②、①

１

ｐＯｇ pogは １００９ ｐ９

図2.2
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Ｆ

Fｂ

図2.3.1
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Ｆ

Ｐｂ

0

図2.3.2
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図2.3.3
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Ｐ

②

Fｂ

０

図2.3.4
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3．投資の調整費用が存在しないモデル

投資の調整費用が存在しないケースについて、２．と同様の分析を展開す

る。

3.1最適財政収支勤学

このケースの解くべき問題は、

maxr 凹(α，,ルー,`｡'

ｓ､2.Ｆ)＝α＋f`＋,』＋ＢＥ－/(ん』，，１，Ａ）

たｔ＝ｉｚ

Ｂｌ＝９１＋ｅＢｉ－ＴＹ

Ｏ＜０＜１，ＡｐＦｂ，ノ60,Ｂ０，ｍ，aUe?Ｚ

｡，，;，/b`，β２，丁`≧Ｏ/bγαｌＪｔ

である。共役変数を－んβ,γとすると、ハミルトニアンは

Ｈ＝〃(c，，)－ス{c＋j＋,＋0Ｆ－/(ん,９，Ａ)}＋β`＋γ(,＋,B－て）

となる。最適のための条件は、

(aLl)筈-灘1-1=０“迦一ハ

(312)鶚=-A+β-，ﾊﾊｰβ

(aL3)鶚…一入十M+7-,ハ蝋鴎-ﾙﾊ握一γ

(aL4)ｽｰｽ､+鵲-’'0-2,-0′……

(315)β-β０－鵲=β０－Ｍ’一九β-…

－１２７－



f='’一器-γ０－γ'-0
lim（－ｽＦルー８１＝０
t－＋cC

limβhe-oi＝０
８→＋co

limγBe-8`＝０
２→＋函

２４１＝242

(3.1.6）
□

..γ＝ＣＯ，ZSr．

(3.1.7）

(3.1.8）

(3.1.9）

(3.1.10）

である。（3.1.1)、（3.1.3)、（3.1.10）より

γ
’
１

一一

卓
〃今
２〃’一挺

となるので、Ｏ＜スより、

''三ト|号}，
となり、Ｏ≦γなので、

九＝γ＝０

となる。すなわち国債の潜在価格がゼロとなり、国債が発行されないため、

，＝て＝ｍＢｏ＝Ｏ

となり5)、財政収支均衡が最適財政収支勤学となる。この結論は横断面の条

件（3.1.9）を満足している。２．と異なり、Ｔが初期値に固定される。よっ

て経常収支と貿易収支の最適勤学は、政府部門を含まない徳島（2002）と定

性的に等しくなる。

3.2政府支出の最適構造

このケースの解くべき問題は

－１２８－



maxﾊﾞー 2J(α，（ｌ－ｐｌ),,)c-,1.ｔ

ｓ､t､Ｆ)＝α＋ｎ＋91＋8F)－/(ぬ,ｐ`91,Ａ）；９＝て，β0＝０

だ（＝ｊｌ

０＜ｅ＜１，Ａ，凡，虎０，giDe〃

ｃ山虎１，９４≧０，０≦ｐ１≦ｌ／bγα〃ｔ

である。共役変数を－入βとすると、ハミルトニアンは

Ｈ＝皿(C，（l-p)，)－スに十i＋,＋０Ｆ－/(た,ｐ9,Ａ)}＋βｊ

となる。最適のための条件は、

(321)筈-汕一ｌ－０

(322)鶚--1+β-0

(323)筈-(1-川-Ⅲ+jwm-p

.．〃ｌ＝ニス
●

.?､スーβ

入(１－”）
､０．２４２＝

l－ｐ

'三}吟隅Ｉ(…)鶚－，(ｌ…）

ルハ，+祭=１，－１８－０

β-β`-鵲=βO－ｊｆ
ｌｉｍ（－入Ｆ)e-0(＝０
K→＋塵

ｌｉｍβﾉｾe-8`＝Ｏ
［一＋唾

241＝w２

..､スーＣＯ'zs2．(3.2.5）

...β＝βⅢβ＝ＣＯ秘st．(3.2.6）

(3.2.7）

(3.2.8）

(3.2.9）

となる。また

－１２９－



等ｗ…畷)<,
より、ｐの最適値をｐＯとすると、

鵲－，(…)-0箒o<・-｡`<Ｍ~…
となる。よって

ｐｏ，＝ｐｏＴ＝ＩｏｏＴｑＢｏ＝Ｏ

となるので、経常収支と貿易収支の最適勤学は、政府部門を含まない徳島

(2002）と定性的に等しくなる。

３．３生産性ショック

生産性ショックの最適収支勤学への影響はなく、

Ｚｎ＝TED＝０，Ｃａ＝CBO＝０，Ｆｂ＝０

，＝て，Ｂｏ＝０

のままであり、３収支の均衡は維持される｡但し

』↑，ご↑＝ｙ↑－９｡＝て｡↑（...ｃ，ｐｏ＝coP0SZ.）

となり、ｃとICOが一定のため、Ｕの増加によりＴ`も増加する.

４．おわりに

投資の調整費用が存在してもしなくても、財政収支均衡が勤学的に最適で

あることが示された。またそれの存在に関係なく、最適な政府消費と政府投

資の比率が一意に存在することも示された。これらの結論が、国債は居住者

のみによって保有されるという仮定によってもたらされることに、注意すべ

－１３０－



きである。また最適な経常収支と貿易収支の勤学が、政府部門が存在するか

どうかに影響されないのが、その仮定によることも注意すべきである。外国

との資金の貸借のない部門が、開放経済モデルにおける収支の勤学分析に対

して、影響力が乏しいのは当然であろう。これらの点をふまえて、２国モデ

ルヘの拡張が今後の課題である。

注

1）投資の調整費用自体は、妙1である。

2）Ａ↑＝９＝て↑Ⅲこ↑＝，＝Ｔ＝“"st・

であることに注意されたい。

3）経常収支線の均衡点より左下が赤字で、右上が黒字である。

4）乗法ショックは

Ｕ＝/(１h，９，Ａ)，ヅーノ(ん,j０，，Ａ）

におけるＡの増減と同じ結果をもたらす。

5）ＡＢ＝A2｡＝cmOSZ.(ゴー０）なので、了＝て0＝Cmst・となる。
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