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変動為替相場制下の開放経済における２種類の金融政策一
マンデルーフレミング・モデルと資産市場モデル

徳島武

１．はじめに

マンデルーフレミング・モデルにおいて、「変動為替相場制下において金

融政策は有効である｡」という命題が示されている。ここでいう金融政策と

は、公開市場操作による貨幣供給増加を意味した。開放経済のマクロモデル

における金融政策という場合、その大部分が公開市場操作を意味している。

では貨幣供給のみが増加するような通貨増発の場合はどうであろうか。本論

文の目的は、公開市場操作による金融政策（OpenMarketlncreaseinthe

MoneySupply）のみならず、通貨増発による金融政策（Helicopterlncrease

intheMoneySupply）についても分析し、この２種類の政策の効果につい

て比較することである。また開放マクロモデルについても２種類を想定する。

マンデルーフレミング・モデルと資産市場モデルである。前者は完全資本移

動、すなわち自国債券と外国債券の完全代替を仮定し、後者はそれらの不完

全代替を仮定するものである。また為替レートの決定に関しては、前者はフ

ロー・アプローチ、後者はポートフォリオ・バランス・アプローチを前提と

している。この２種類のマクロモデルにおいて、２種類の金融政策の効果の

異同について考察するという形式で分析が進められることになる。分析に入

る前に２において、貨幣供給についてのわれわれの仮定を明示する。３にお

いてはマンデルーフレミング・モデルにおける分析を展開し、４においては

資産市場モデルにおける分析を展開する。そして最後に５においてまとめを

しよう。
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２．貨幣供給について

われわれの想定する金融資産は民間非銀行部門の保有するものである。そ

れゆえ貨幣供給は通貨（貨幣と硬貨）と商業銀行の要求払い預金（当座預金）

からなる。貨幣供給関数の一般的なものとして、タイゲン流のブランソンの

示したものを提示しよう')。ただし文字は若干変更する。Ｍを貨幣供給量、

ＲＵを非借り入れ準備、ＲＦを自由準備、Ｚを市場利子率、ｊｄを公定歩合、ｒを

法定準備率、ｈを公衆の通貨保有比率として

RF＝ｇＧ－Ｚｄ）；g'＜0

とすると、貨幣供給関数は

ｇＱ－ｊｄ）ＲＵ
Ｍ＝

ｒ（１－h）＋ｈｒｕ－ｈ）＋ｈ

となる。公開市場操作はＲＵ、準備率操作はr，公定歩合操作はjdの値を変

化させることになる。右辺の第１項は中央銀行により決定される外生的部分

であり、第２項は商業銀行組織により決定される内生的部分である。内生的

部分を含むために、Ｍが外生変数として与えられないことに注意しなければ

ならない。われわれはモデルの制約上Ｍを外生変数としなければならないの

で、この貨幣供給関数をそのまま受け入れることはできない。中央銀行と商

業銀行を含めた銀行組織全体と、民間非銀行部門が直接Ｍについて取り引き

することが想定されるのである。それゆえ公開市場操作はＲＵの値を操作す

るのではなく、銀行組織と民間非銀行部門が貨幣と自国債券を交換すること

になり、通貨増発は銀行組織が直接Ｍの値を増加させて、民間非銀行部門へ

提供するということになるのである。金融市場との関連で見れば、前者は貨

幣供給量と自国債券量の両方を変化させ、後者は貨幣供給量のみを変化させ

ると形式的にとらえることができ、以下の分析もその形式で進められること

－６４－
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になる。前者を金融政策Ｉ、後者を金融政策Ⅱとして分析を進めていこう2)。

３．マンデルーフレミング・モデル

物価水準一定の小国モデルであり、純債権国であって、完全資本移動、す

なわち自国債券（国債）と外国債券が完全代替であることが仮定される3)。

また為替レート予想については静学的予想が仮定される。財市場の均衡式は

のｅｅｅ

Ｙ＝Ｃ（Ｙ）＋ＩＣ）＋Ｇ＋Ｅ（刀,Ｙ） (3.1）

となり、国債収支均衡式は

ｅｅ＄

Ｅ（汀,Ｙ）＋Ｋ（s）＝０；s＝j-j竃 (3.2）

となる。金融市場については

ｅｅ①

Ｍ＝Ｌ（j，Ｚ｡，Ｙ）
①ｅｅ

Ｂ＝ＢｄＣ，Ｚ.，Ｙ）
ｅのｅ

Ｆ＝ＦｄＣ，ｊ*，Ｙ）

ｊ＝j＊

Ｗ＝Ｍ＋Ｂ＋汀Ｆ

(3.3）

(3.4）

(3.5）

(3.6）

(3.7）

となる。各々の文字については、Ｙは国民所得、Ｃは消費、Ｉは投資、Ｇは政

府支出、Ｅは貿易収支、汀は邦貨建為替レート、ｓは自国と外国の利子率格

差、Ｌは貨幣需要、Ｂは自国債券量、Ｂｄは自国債券需要量、Ｆは外国債券量、

Fdは外国債券需要量、ｊ竃は外国利子率、Ｗは自国通貨表示の自国の総金融資

産を示している。（３６）式でj簿の上にバー（－）がついているのは、ｊ掌の値
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が所与であることを示している。これは小国の仮定よりそうなる。また文字

の上の正負の符号は各変数の偏微係数のそれを示している4〕･財市場の均衡

を示す１ｓ曲線の傾きは、（3.1）式より

淵旧
ｌ－Ｃｙ－Ｅｙ

＜０
１ｔ

となる。各変数の添字はそれぞれの偏微係数であることを示している。貨幣

市場の均衡を示すＬＭ曲線の傾きは、（3.3）式より

器lLM
Ｌｙ

＞0
ＬＺ

となる。国際収支の均衡を示すＢＰ曲線の傾きは、（3.2）式より

＿旦一＞０
Ｋｓ詩lBP

となる。しかし完全資本移動の仮定よりＫｓは無限大となるから

器lBP＝０

となる。したがって、ＩＳ、ＬＭ、ＢＰ、の３曲線は図3１のようになる。次に分

析に移ろう。

(1)金融政策Ｉ

公開市場操作（自国債券買い）による貨幣供給増加は、ＬＭ曲線を右方に

シフトさせＬＭ，とする。自国利子率の下落は資本流出をもたらし、為替レー

トを減価（depreciate）させ、それによる輸出の増加がIS曲線を右方へシフ

トさせて1s'として、均衡に至る。以上の経過は図3.2に示されている。利子
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率は所与の水準汐のままであり、国民所得はＹｏからＹ】に増加する。国際収

支は均衡し、利子率水準が不変なので資本収支も均衡し、減価した為替レー

トに対して国民所得が増加することにより、貿易収支も均衡する。自国貨幣市

場と自国債券市場の経過は図3.3に示されている5)。国民所得がYoからＹ,に増

加するため、自国貨幣需要が増加し、自国債券需要が減少して、金融市場は

均衡する。マンデルーフレミング・モデルにおいては、利子率が外国利子率

により所与とされるため、貨幣市場において均衡国民所得が決定され、財市

場の貿易収支均衡により為替レートが決定される。

（Ⅱ)金融政策Ⅱ

通貨増発による貨幣供給増加も、図３２に示されると同じ経過になる。し

かし自国債券市場の経過は異なる。これは図3.4で示されている。国民所得

がYoからＹ,に上昇するために自国債券需要が減少するが、自国利子率がi，

に上昇するために、外国債券から自国債券に需要のシフトが起こり、利子率

はj鱗で均衡することになる。

以上より金融政策’・Ⅱは、均衡値への影響という点で違いがないと言え

る。これは完全資本移動の仮定によるものであろうか。不完全資本移動のケー

スが図3.5に示されている。完全資本移動のケースと比較して、均衡国民所

得が増加し、均衡利子率が上昇し、均衡為替レートが減価し、国際収支均衡

において貿易収支が赤字で資本収支が黒字となる。自国貨幣市場と自国債券

市場の経過は、均衡利子率が上昇する以外は本質的に同じである。しかし金

融政策の違いによる均衡値への影響の違いは存在しない。この両ケースに共

通する点は為替レートの決定方法である。それはフロー・アプローチと呼ば

れるものである。すなわち国際収支均衡に対して為替レートが決定されると

するアプローチである。次にわれわれは、ポートフォリオ・バランス．アプ

ローチによる為替レート決定を前提とした、資産市場モデルを用いて分析し

よう。
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図３．４
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４．資産市場モデル

資産市場モデルにおける為替レート決定は、ポートフォリオ・バランス・

アプローチを前提としている。このアプローチは金融市場において、調整ス

ピードの違いから財市場より先に為替レートと利子率が決定され、それらが

財市場に影響するとするものである。資産市場モデルにおいては金融市場と

財市場の式の連立方程式を解くことになるので、相互の市場のフィード・バッ

ク効果を含んだ解が得られることになる。われわれは資産市場モデルとして、

原のそれに投資のフロー効果を含んだものを用いるの。ただし若干の文字の

変更はある。マンデルーフレミング・モデルの完全資本移動ケースと異なり、

自国と外国の利子率格差が生じるため、投資のフロー効果を考慮しなければ

ならない？)。しかし資本蓄積は無視することにする。

金融市場における各均衡式は

Ｍ=ｍａ(,+か)(施与繭)-,)Ｗ
①Ｇ

Ｂ＝ｂ（Z,(I＋j蝋)（汀｡／汀)－１)Ｗ
ｅ①

汀Ｆ＝ｆ（j,(I＋が)（汀｡／汀)－１)Ｗ

Ｗ＝Ｍ＋Ｂ＋汀Ｆ

(4.1）

(4.2）

(4.3）

(4.4）

となる。財市場の均衡式は

ｅｅ①

Y＝C(Ｙ＋汀j*Ｆ－Ｔ)＋I(Z)＋Ｇ＋Ｘ(汀）

－〃1m(豆Y+湯F-T） (4.5）

となる。経常収支と外国債券量の関係が

F＝Ｘ（汀)／汀－１ｍ（汀,Ｙ＋汀i､Ｆ－Ｔ)＋ｒＦ（4.6）
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で示される。為替レート予想は適応的予想を仮定し

万・＝ス（汀－汀｡）；ス＞０ (4.7）

とする8)。貿易収支の定義として、自国通貨建を

(BT)､＝Ｘ（〃)－〃1ｍ（〃,Ｙ＋ｍ*Ｆ－Ｔ）

とし、外国通貨建を

(BT)F＝Ｘ(〃)／汀－１ｍ(汀,Ｙ＋汀ｊＴ－Ｔ）

とする。われわれはマーシャルーラーナー条件が成立すると仮定する,)。こ

れまで登場していない文字については、ｍは総金融資産に占める自国貨幣保

有比率、ｂは自国債券（国債）保有比率、ｆは外国債券保有比率、Ｔは（国債

利払い額を除いた）定額税、Ｘは輸出、１ｍは輸入、７『･は予想為替レートで

ある。物価水準一定の小国モデルであること、純債権国であることは、マン

デルーフレミング・モデルと共通している。自国民の保有する資産は、自国

貨幣、自国債券、外国債券である。外国人の保有する資産は外国債券のみで

あり、対外決済はそれのみで行われる。国債の利払いについては、民間非銀

行部門内における所得移転として相殺され、ゼロになると仮定する。その上

で財政収支は均衡するとし、政府部門の民間非銀行部門への影響を排除す

る'0)。これによって、われわれは自国債券のストック調整を考慮する必要が

なくなる。（4.1）～（4.3）式においては

mj＋bj＋fj＝0

ｍ＋ｂ＋f＝１

;ｊ＝1,2

;ｏ＜ｍ,b,ｆ

－７１－
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の条件が成立する。これはトービンの加算条件（adding-uprequirement）

を保有比率について応用したものである、。ただし添字jは各々の偏微係数で

あることを示している。

われわれの分析は短期均衡分析と長期均衡分析である。前者はＭ、Ｂ、Ｚ簿、

Fを所与とし、ｉ、汀、Ｙ、Ｗを決定するものであり、後者はＭ、Ｂ、ｉ率を所

与とし、Ｆ＝０，汀－０で定義され、ｊ、汀、Ｙ、Ｗ、Ｆを決定するものであ

る。短期均衡では、外国債券ストックと予想為替レートが所与とされるが、

長期均衡ではそれらの調整が完了することになる。なお両方の分析において

為替レートの初期値はlとして計算してある。

以上の準備をもって分析へ進もう。

(1)短期均衡分析

短期均衡における勤学体系は
ｄｊ
－＝ｍＷ－Ｗ
ｄｔ

ｄ汀－
－＝Ｂ－ｂＷ
ｄｔ

ｄＹ

ｄｔ

となる。バー（－）

＝Ｃ＋I＋Ｇ＋Ｘ＋汀Ｉｍ－Ｙ

は均衡値を示している。安定条件より

－Ｗｍ２（ｌ＋か）＋ｍＦ

－Ｗｂ２（１＋Z.）＋ｂＦ

(BT)、＋iＦ（Cy-Pm）

Ｏ

Ｏ

Ｃｙ－１－Ｐｍ

ｍ
ｈ
・
Ｊ

Ｗ
Ｗ
Ｉ ＞０det△s＝

となる。det△s＝｜△ｓｌとおいて式中で示される。金融市場において、ワ

ルラス法則より（4.3）式を省略して、（4.1）式と（4.2）式を用いる。そ

れらと（4.5）式の３式がこの分析の連立方程式を成す。

－７２－
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(i)金融政策１

．Ｍ＝－dB＞０として、（4.1)、（4.2)、（4.5）式より

(Cy-1-Pm){－W(m,+M(｣+i･）
ｄｉ １

ｄＭｌｄＭ＝－ｄＢ｜△Ｓ’

+(m+b)F}<０

器|…臺崗w､+M〃1-M>・
器ﾄｰF命[`{_WCMMq+洲川F｝

-W伽十M{(…rMFl>,
となる。Ｃｙは限界消費性向、Ｐｍは限界輸入性向である'2〕・利子率が下落し、

為替レートが減価し、国民所得が増加する。

(in金融政策Ⅱ

｡Ｍ＞Ｏとして、（4.1)、（4.2)、（4.5）式より

⑪
両 １

(,+b-m)(Cy-1-Pm){-W(m,+M(,+‘霞）
＋(m+b)F}<０

|△ｓｌ

猯-千Z土T('+b-m)W(､!+h)(Cy-l-Pm)>Ｏ

恭一市〔1-m川{-WMⅣ)+､｝
＋bnI-Wmm(Ⅳ)+mF）

－７３－
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０ン
、
－
ｌ
Ｊ

１
ｌ
ｊ-WIbm1+(1-bﾙ,}((BT)B+仰ＭＦ

となる。利子率が下落し、為替レートが減価し、国民所得が増加する。

以上２種類の金融政策の効果を比較してみよう。利子率と為替レートにつ

いては、自国貨幣保有比率が自国債券保有比率より高い（ｂ＜、）場合に、

金融政策Ⅱよりも’の方が効果が強くなる。また国民所得については、自国

貨幣保有比率が外国債券保有比率より高い（ｆ＜、）場合に

{bm1+(1-mﾙⅢ}_(､!+M--m(mⅡ)-fm1<0

となることから、金融政策ⅡよりもＩの方が効果が強くなる13)。保有比率に

ついては上記の仮定が妥当なものであるから、金融政策ⅡよりもＩの方が、

総じて効果が強いと言える。

（Ⅱ)長期均衡分析

長期均衡は、（4.1)、（4.2)、（4.5）式の短期均衡の他に、汀｡＝０（汀＝

汀.)、Ｆ＝０(Ｘ(汀)／汀－１ｍ(汀,Ｙ＋耐Ｆ－Ｔ)＋Z熱Ｆ＝Ｏ）で定義される。

長期均衡の安定は原の示すように、勤学体系

Ｆ＝。(F，刀．）

が＝妙(Ｆ，汀．）

が、ルース＝フルヴィッツの安定条件

。『＋いく０

○Ｆ'’-9,Ｆハ＞０

を満たすことで保証される。この安定条件が満足されるとして分析を行う。

また分析の都合上最初に
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１
１

ｈ
Ⅲ
ｎ
ｏ

ｍＦ

ｂＦ

ｉ簿Ｆ(Ｃｙ－１）

(BT)F-Pmi熟Ｆ

０ Ｉｎ

ｂ

か(ｃｙ－１）

汎ｌ－Ｐｍ）

Ｏ

ｃｙ－１

－Ｐｍ

det△L＝

-W(Cy-,)(m-bm1){(BT);-〃}<0

を示しておく。ただし式中ではdet△L＝｜△Ｌ｜として示している。またわ

れわれは原と同様に（BTルー仰が正であるものとするM)。長期均衡分析に

おいては、（4.1)、（4.2)、（4.5)、（4.6)式の連立方程式を、Ｆ＝０、汀－０

の定義を用いて解くことになる。

(i)金融政策Ｉ
●

｡Ｍ＝－dB＞０として、（4.1)、（4.2)、（4.5)、（4.6)式と、汀｡＝０，Ｆ＝０より

。』 －１

(m+b)仰Ｄ{(BT);-t露F｝ｄＭｌｄＭ＝－ｄＢ ｜△し’

－(ｍ＋b）
＜0

Ｗ(ｍｂ１－ｂｍ,）

蒜ldM-佃，△， {－W(,m+M(Cy-l）

+〔m+b)Ｍ`}≧０
dＹ

(-W(､+ＭＭ）

＋(m+M`}{〔BT);-"}≧0

１

ｄＭｌｄＭ＝－ｄＢ ｜△ＬＩ
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器|Ⅲ－㎡市[W伽十M〃D{(ＥＴ)；
＋u-M"}-〔m+ＵＦＭ〕≧’

となる。利子率が下落する以外はすべて不確定である。

(､)金融政策Ⅱ
●

ｄＭ＞Ｏとして、（4.1)、（4.2)、（4.5)、（4.6)式と、ブゼ｡＝０，Ｆ＝Ｏより

蒜=市bけり((BT);-〃｝

Ｗ(m百二bmD〈０

古〔-w緩{､+(1-mﾙﾋﾞﾙ⑩
＋､M]≧,

市(-wザ(､+《nDh}(or!）
＋Ⅲ〕{のｗＦ}≧,

古(W{､+(1-m)h}n､{(B､；

＋MF}-､FMリミ,

。汀

dＭ
Ⅲ
両

皿
Ⅲ

となる。利子率が下落する以外はすべて不確定である。
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／

以上2種類“融政策の効果を比較してみよう｡短期均衡分析において

f＜、bml＋（１－ｍ)bI＜ｍ,＋b，

が成立することを示したが、このことから為替レート増価効果、国民所得減

少効果、外国債券増加効果について、金融政策ⅡよりＩの方が効果が強くな

る'5)。これらの効果は式中の第１項で示されている。利子率下落効果は金融

市場の変数のみで説明され、金融政策ⅡがＩよりも自国貨幣保有比率の分だ

け効果が弱くなる。式中の第２項で示されている為替レート減価効果、国民

所得増加効果、外国債券減少効果は、利子率下落による投資増加によるもの

だが、利子率についてと同様自国貨幣保有比率の分だけ、金融政策ⅡがＩよ

りも効果が弱くなっている。

以上(1)。(、の分析から、資産市場モデルにおける金融政策の効果は、各資

産保有比率によって大きく左右されることがわかる。特に長期均衡分析にお

いて、金融政策Ｉ．Ⅱの間で、利子率下落効果とそれに関連する３効果が、

自国貨幣保有比率によるコントラストをなしていることは、興味深いといえ

るだろう。

５．おわりに

われわれは開放経済における２種類の金融政策の政策効果の違いについて

分析してきた。マンデルーフレミング・モデルにおいては政策効果の違いは

なく、不完全資本移動に仮定を援めてもそれは変わらなかった。資産市場モ

デルにおいては、短期均衡では金融政策ⅡよりもＩの方が効果が強かった。

長期均衡においても、各効果はⅡよりもＩの方が強かった。特に利子率とそ

れに関連する効果について、ⅡのケースがＩのケースよりも自国貨幣保有比

率の分だけ弱くなっている。このことはわれわれの得た結論の中で、最も意

－７７－



琉球大学・経済研究（第４１号）1991年３月

義あるものと言える。自国貨幣供給量のみ増加させる政策が、自国貨幣保有

比率が高まれば高まるほど相対的に効果の弱いものになるというのは、今後

検討すべき課題と言えるだろう'6)。

注

１）Branson〔１１〕chapl3参照。

２)貨幣供給については、古川〔７〕第１章などを参照されたいｏ

３)民間非銀行部門においては、民間の債券は相殺されて事実上存在しな

いと考える。それゆえ自国債券とは自国国債を意味する。

４）ａＥ／０汀＝Ｌ＞０で、マーシャルーラーナー条件の成立を仮定して

いる。

５）ワルラス法則により外国債券市場を省略する。

６)原〔６〕第６章参照。

７)図３．５において、投資に対するクラウディング・アウト効果が見て取

れることに注意されたい。

8)0今ﾝ￥<'を仮定Ｍ{('+i露〕(ｗ羅〕-1川<０
とする。

9）（BT)5＝０(BT)､／,刀＞０，（BT);＝０(BT”／ひ汀＞０とする。

10)通常の財政収支均衡は

Ｇ＋ＺＢ＝Ｔ

で定義されるが、われわれは

Ｇ＝Ｔ－ＺＢ

と定義するということである。

11)Tobin〔２１〕参照。

12)｡<C,-,(Y+:烏_T)〈』、

０<Pm-,(Y+鶚_T）〈’
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である。０＜Ｐｍ＜Cy＜１となることに注意されたい。

13)ｍ,＋bl＝－f,＞０である。これと、,＜０，ｂ'＞Ｏより、｜ｍｌｌ＜｜ｂ’｜

となる。ｍ,＜０，ｂ,＞０、ｂ＜１－ｍ(＝b＋f)となることより、ｂｍ１

＋（１－ｍ)b,＞０である。

14)原〔６〕Ｐ82注の４）参照。

15)Ｏ＜Ｐｍ＜0.5と仮定している。

16)同量の自国貨幣供給量の増加でも、金融政策Ｉの方がⅡよりも自国貨

幣保有比率を上昇させる。われわれはこのことが各変数にどのように

影響するかを、代数的方法で明示したことになる。ただし式中の、、ｂ、

ｆは初期値であり、所与の値であることに注目されたい。
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