
琉球大学学術リポジトリ

変動為替相場制下の財政不均衡を伴う開放マクロ経
済の安定性について　―財政収支と経常収支―

言語: ja

出版者: 琉球大学法文学部

公開日: 2008-01-28

キーワード (Ja): 

キーワード (En): 

作成者: 德島, 武, Tokushima, Takeshi, 徳島, 武

メールアドレス: 

所属: 

メタデータ

https://doi.org/10.24564/0002002488URL



変動為替相場制下の財政不均衡を伴う

開放マクロ経済の安定性について

－財政収支と経常収支一

徳島武

OntheStabilityofanOpenMacroEconomywith

FiscallmbalanceunderF1exibleExchangeRates

-FiscalBalanceandBalanceofCurrentAcconut-

TakeshiTokushima

１．はじめに

B1inderandSolow〔13〕において財政収支均衡の安定性の分析がなされて

以来、多くの論文においてこの問題が扱われてきた。しかしながら開放マク

ロ経済モデルにおいては、この問題を扱っている論文はあまり見かけること

はない。ほとんどが閉鎖マクロ経済モデルでの分析となっている。このよう

な従来の分析に対して本論文の特徴は以下の３点、すなわち

（ｉ）開放マクロ経済モデル（資産市場モデル）

（ii）財政収支と経常収支の同時均衡の安定性

（ni）大局的安定条件（O1echの定理）

である｡各々の特徴について説明すると（ｉ）は自国貨幣､自国債券(国債)!)、

外国債券を含む金融市場と、開放体系の自国の財市場を結合した小国経済モ

デル（資産市場モデル）を用いて分析することを意味している。（ii）は財政

収支と自国債券ストック、経常収支と外国債券ストックを結び付け、各々の
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収支の安定条件を各ストックの調整問題として扱い、両収支の同時均衡の安

定性については、両債券ストックの調整問題として扱うことを意味している。

(iii）は従来の局所的安定条件でなく、大局的安定条件を用いて両収支同時

均衡の安定性を分析することを意味している。

以下、２において文字の定義とモデルと安定条件について説明し、３にお

いて分析に必要なモデルの展開を行ない、４において安定条件を吟味し、５

においてまとめをする。

2．文字の定義とモデルと安定条件

分析の準備として、文字の定義、モデル、安定条件について説明する。

2．１文字の定義

Ｍ：自国貨幣ストック

Ｂ：自国債券ストック

Ｆ：外国債券ストック

、：自国貨幣保有比率

ｂ：自国債券保有比率

ｆ：外国債券保有比率

Ｗ：自国通貨建自国総金融資産

ｉ：自国利子率

i＊：外国利子率（所与）

兀：自国通貨建為替レート（初期値は１）

Ｙ：国民所得

Ｃ：消費

Ｉ：純投資

Ｇ：政府支出

Ｘ：輸出

－６８－
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Iｍ

ｔ

Ｇ

:輸入

:税率（所与）

:限界消費性向2）

:限界輸入性向3）ａ

２．２モデル

金融市場における各均衡式及び定義式は以下のとおりである。

〔自国貨幣市場均衡式〕

M=ｍ(豆長)Ｗ (１）

〔自国債券市場均衡式〕

①Ｏ

Ｂ＝ｂ（i，ｉ*）Ｗ (２）

〔外国債券市場均衡式〕

Ｏｅ

７ｒＦ＝ｆ（ｉ，ｉ*）Ｗ (３）

〔自国総金融資産定義式〕

(４）Ｗ＝Ｍ＋Ｂ＋兀Ｆ

次に、自国の財市場均衡式は
①Ｏ

Ｙ＝Ｃ（（１－t）（Ｙ＋ｉＢ＋兀i*Ｆ)）＋Ｉ（i，
①

Ｙ）＋Ｇ

①Ｏ

＋Ｘ（兀）－兀1ｍ（兀，

ｅ

(１－t)(Ｙ＋ｉＢ＋兀i*Ｆ)）
－６９－

(５）
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である。財政収支式は

Ｂ＝Ｇ＋iＢ－ｔ（Ｙ＋ｉＢ＋兀i*Ｆ） (６）

であり、総常収支式は

F＝-Lｘ（兀）－１ｍ（汀，（１－t)(Ｙ＋iB＋汀i*Ｆ)）＋i*Ｆ
兀

(７）

である。貿易収支式の定義として、自国通貨建貿易収支式を

(ＢＯＴ)｡＝Ｘ（兀）－兀1ｍ（兀，（１－ｔ）(Ｙ＋ｉＢ＋兀i*Ｆ)）

とし、外国通貨建貿易収支式を

(B仰÷X(燕)-1mＭＨ)(Y+iMF)）

とする。４１金融市場については

．．．＊

;］==１，１

；Ｏ＜ｍ，ｂ，ｆ＜１

ｍｊ＋bj＋fj＝０

ｍ＋ｂ＋f＝１

が仮定される。右下の添字ｉはそれによる偏微係数であることを示している。

以下他の文字についても同様とする。また各変数の上の符号（①、ｅ）は各

変数の偏微係数のそれである。

モデルの仮定条件は以下のとおりである。

(Ａ１）自国は小国であり、物価水準は一定で１とし、純債権国である。

(Ａ２）国内居住者の保有する資産は、自国貨幣、自国債券、外国債券であ
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る。

(Ａ３）外国居住者の保有する資産は、外国債券のみである。

(Ａ`）対外決済は外国債券の糸で行なわれる。

(Ａ５）財政不均衡は自国債券（国債のみでファイナンスされる。

(Ａ６）為替レート予想は静学的予想である。

(Ａ７）自国債券も外国債券も、固定価格’の変動利付債券である。

(Ａ８）自国債券と外国債券は不完全代替資産である。

(Ａ９）自国が小国の仮定より、外国利子率は所与である。

２．３安定条件

自国債券ストックと外国債券ストックの勤学体系は

Ｂ＝‘（Ｂ，Ｆ）
●

Ｆ＝山（Ｂ，Ｆ）

である．O1echの定理より安定条件（非線型体系の安定の十分条㈹は

`B＋A<Ｏ

`Bハーハハ>O

のBハー０，`FA=O

の少なくとも一方が成立する。

(ＳＣ１）

(ＳＣ２）

(ＳＣ３）

となる。

3．モデルの展開

(2)、(3)、(5)式より、ｊ、兀、Ｙについて解き

－７１－
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Ｆ）

Ｆ）

Ｆ）

i＝Ｈ（Ｂ，

兀＝』（Ｂ，

Ｙ＝Ｋ（Ｂ，

とする5)。これよりｊＢ(＝８Ｈ／ＯＢ)、ｊＦ(＝０Ｈ／０Ｆ)、１ｍ(＝８J／ＯＢ)、

派Ｆ(＝０J／０Ｆ)、ＹＢ(＝０Ｋ／ＯＢ)、ＹＦ(＝８Ｋ／０Ｆ)の符号を求める。

(2)、(3)、(5)式を全微分して兀の初期値を１とおくと

膣
Ｆｂ

ｕ－ｆ)Ｆ

Ｄ IEHj鱗悪Ｉ
となる。ただし

｜
｜
｜
｜
｜
｜
｜
｜
｜
｜

Ａ
《
Ｄ
《
Ｅ
《
Ｌ
《
Ｎ

（１

（１

(１

(１

（１

－t)(Ｃｙ－α)Ｂ＋Ii≧０

－t)(Ｃｙ－α)i*Ｆ＋(BOT)｡＞０

－t)(Ｃ,－α)＋ＩＹ－１≧０

－t)(Ｃｙ－α)i＞０

－t)(ｃｙ－α)i＊＞０

である。係数行列式を△とおくと

△＝－ＷF丘｛(１－f)bHbfi｝≦Ｏ－Ｅ≧０

となる｡6）クラマーの公式を用いて以下の結果が得られる。

－７２－
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１
１
１
１
１

山
一
佃
山
｜
師

一一
一一

Ｂ
Ｆ

l、

＞０

ｌ
Ｗ
０

’
一
｜
’

０Ｆ．

{（１－f)bi＋bfi）

｡Ｂ＝0

{fb,＋(１－b)ｆ｝

巾
而
助
一
⑬

一一
一一

Ｂ
Ｆ

兀
兀

≧０￣｛fbi＋(１－b)fi｝≧０
Ｆ｛(ｌ－Ｄｂｉ＋bfi)｝

=-÷<0”

。Ｆ＝０

｡Ｂ＝０

Ⅲ｜狙
矼
｜
⑱

一一
一一

Ｂ
Ｆ

Ｙ
Ｙ

士くW〔F((1-,)b,+LbfJ+Mb1+(l-b)f,)］
｡Ｆ＝０

+mAF>≧０

鶚≧,-脚
￣

■■■■■■■■

｡Ｂ＝０

符号の確定しない偏微係数は安定条件を吟味することによって確定される

ことになる。

４．安定条件の吟味

２．３で示した動学体系及び(6)、(7)式より、内、○F、A、A、を求め

ると

{fbi＋(１－b)fi｝峠窒=(1-t)(i+Bi｡)-t〔Y･+i、 ］{(１－f)ｂｉ＋bfi｝

内=票=-tY，

－７３－
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(BoT)ｉ
Ｆ

{fbi＋(１－b)fi｝｜｜

瓶
－
犯一一
ｍ、］

・國魏⑭》）．． 〔 ］{(１－f)ｂｉ＋bfi｝

(fbi＋(１－b)fi｝
-(Ｈ)α〔Y･+i+Bi｡+誰 〕{(１－f)ｂｉ＋bfi｝

A=票--1型L(1-t)αY,+i・
０

Ｆ

となる。ただし分析結果を示す都合上、若干変則的な表示になっている。

４．１経常収支均衡の安定条件

経常収支均衡の安定条件（十分条件）は

A一語く０

である。経済学的結論を得るために数学的厳密さを緩和する。十分に小さい

変数を省略して

(BOT)；
‘;＝－ －(１－t)αＹＦ

Ｆ

とする。此の右上の添字ａは近似(approximation）を意味する。以下同様

に表示する。このように表示すると、経常収支均衡の安定条件（十分条件の

十分条件）は

Ｏ＜ＹＦ (ＣｆｏｒＦ）

であることがわかる。経常収支均衡が安定であるためには、外国債券ストッ

ー７４－
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クの増加(減少)が国民所得を増加(減少)させなければならない。
●

３．で示されたＹＦより（Ｃ・forF）が成立するためには

ＰＬ

Ｏ＜Ｅ (Ｃｓｌ）

でなければならない。すなわち

Ｏ＜１－（１－t)(Cy-α)＜IＹ

の関係が成立しなければならない。これを言葉で表現すると

１－(国内財の可処分限界消費性向）〈（限界投資性向） (Ｃ・Ｉ）

である。（Ｃｓｌ）より係数行列式（△）が負になることがわかる。

△＜０ (Ｃｓｌ'）

４．２財政収支均衡の安定条件

財政収支均衡の安定条件（十分条件）は

,,一語<０

である。４１と同様の意図で

の;＝＿tＹＢ

とする。このように表示すると、財政収支均衡の安定条件（十分条件の十分

－７５－
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●

条件）は

Ｏ＜ＹＢ (ＣｆｏｒＢ）

であることがわかる。財政収支均衡の安定のためには、自国債券ストックの

増加（減少）が国民所得を増加（減少）させなければならない。

（CforB）が成立するには、（ＣＳｌ’）より３．で示されたＹＢの分子が負

でなければならない。このためには

ｊ
ｊ

２
３

ｓ
ｓ

●
Ｏ

Ｃ
Ｃ
く
く

Ａ＜Ｏ

｛fbi＋(１－b)fi}＜０（－汀B＜Ｏ）

が成立しなければならないことになる。（Ｃ・ｓ２）は

(１－t)(Ｃｙ－α)Ｂ＜－１１

の関係が成立しなければならないことを意味している。これを言葉で表現す

ると

(国内財の可処分限界消費性向）×（自国債券ストック）

＜－（純投資の利子率感応度） (ＣⅡ）

となる。（Ｃｓ３）が成立するには、｜ｂｊｌとｌｆｊｌ（｜ｆｊｌ＜ｌｂｉｌ）の

差（｜ｂｉｌ－ｌｆｊｌ）が小さくなければならない。これを言葉で表現する

と

自国債券と外国債券の自国利子率

に対する粗代替性がより完全に近い8)。 （CⅢ）

－７６－
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となる。またＹＢの分子が負になることから

F{(l-Lf)ｂｉ＋Lbfi}＋Ｄ{fbi＋(l-b)fi｝＜０

とすれば

,<-(鵠鵲十Ｊ

＋竿

＜(１－t)(ｃｙ－α）ｉ＊

(ＣＳ４）

が導出される9)。これが成立するためには

為替レート減価（増価）の自国通

貨建貿易収支改善(悪化)効果が

十分に大きい。

(ＣＩＶ）

でなければならない。

（Ｃ､forB）が成立するには、（Ｃ､ｓｌ）～(ＣＳ４）（(Ｃ・I)～(ＣＩＶ)）が成立

しなければならない。

4．３両収支同時均衡の安定条件

,DBについても十分に小さい変数を省略し、また簡単化のため

{fbi＋(１－b)fi｝ (Sa）＝－１IC）
{(１－f)ｂｉ＋bfi｝

を仮定すると

－７７－



琉球大学・経済研究（第４２号）1991年９月

(ＢｏＴ）
jBa＝－ ＿（１－t)αＹＢ＜０Ｆ

となる。（Ｃ・fOrB）よりＩＤBaは負となる。また（C､forF）より○Fも負となる。

２．３で示された（S・Ｃ１）、（S・Ｃ２）、（ＳＣ､３）の安定条件について吟味

しよう。まず（S､Ｃ､１)については、４．１及び４．２より（Ｃｓ、１）～(Ｃ､s､４）

((ＣＩ)～(ＣⅣ)）が満たされれば(CforB）及び（CforF)が成立し

｡B+ハー○Ba+兜a<0

が成立する。また（S,Ｃ３）についても、（S・Ｃ１）と同様に（Ｃ・ｓｌ）～(Ｃｓ

４）（(ＣＩ)～(ＣＩＶ)）が満たされれば（CforB）及び（Ｃ・forF）が成立し、

｡Ba､内､妙Ba､ハヨはすべて負になるので

‘BハニハapFa＝０（＞Ｏ）

ハリB＝AjB圏＝０（＞Ｏ）

が成立する。次に（ＳＣ２）については

pBA-`FA=｡〃Fa-○Fﾘﾛﾖ

=`(￥)’ (ＹＢ－ＹＦ）≧Ｏ￣ＹＢ≧ＹＦ

となる。これより安定条件を満たすには

0＜ＹＦ＜ＹＢ（ＣｆｏｒＦ＆Ｂ）

－７８－
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が成立しなければならないことがわかる。

両収支同時均衡の安定のためには、（CforF）及び（CforB）が成立し、そ

の上で(CfOrF＆B）が成立しなければならない。もちろん（CforF＆B）が前

２条件を含んでいるため、それの糸で安定条件（十分条件の十分条件）と言

える。

（CforF＆B）が成立するかどうか吟味してみよう。Ｌがほとんどゼロに

近いことから

〔M+D(fb1+(帯MＪ +等〕
－１

YBa＝な｛(１－f)bi＋bfi｝

とおける。（Ｓａ）を用いて、YaBの第２項を2ＹａＢとすると

膠Yoo-金((Ｈ)心ＭＦ+(BoTM
，

となり、これとＹＦより

腱Yま-YF会((Ｈ)(C,-Ｍ)>，

すなわち

ＹＦ＜2ＹＢａ

●●

が成立する。このことから（C・forF&B）が成立する可能性力:存在すると言え

るだろう。

4．４安定条件のまとめ

４．１～４．３で示した条件の相互関係をまとめると以下のようになる。

－７９－
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〔経常収支均衡の安定性〕
●

(C・ｓｌ）が成立－(C・forF)が成立→リドーリ；＜Ｏ→安定

〔財政収支均衡の安定性〕

(Ｃｓｌ）～（ＣＳ４）が成立－(C､forＢ）が成立

-ＪB＝①Ba＜０→安定

〔両収支同時均衡の安定性〕
●●

(ＣｆｏｒＦ＆Ｂ）が成立→（S､Ｃ、１）～（S､Ｃ､３）が成立→安定

それぞれの安定条件をまとめると下記のようになる。

Ｏ＜ＹＰ

Ｏ＜ＹＢ

Ｏ＜ＹＦ＜ＹＢ

〔Ｉ〕経常収支均衡の安定条件

〔Ⅱ〕財政収支均衡の安定条件

〔、両収支同時均衡の安定条件

５．おわりに

最後に分析結果についてコメントして結びとする。

ｉ）経常収支均衡の安定条件について

（ＣＩ）より、限界投資性向が十分に大きくなければならないことがわか

る。企業家の投資意欲が強くなければ、経常収支均衡は不安定になってしま

うと言えるだろう。

ｉｉ）財政収支均衡の安定条件について

（Ｃ・Ｉ）及び（ＣⅡ）より、純投資は国民所得に対しても、また自国利子

率に対しても大きく反応しなげければならないことがわかる。企業家は投資

意欲が強いと同時に、資本コスト（自国利子率）にも敏感に反応しなければ

ならないと言えるだろう。（ＣⅢ）は、自国債券と外国債券が、自国利子率

に対して質的により同じ資産である状態が望ましいことを示している。外国

－８０－



変動為替相場制下の財政不均衡を伴う開放マクロ経済の安定性について(徳島武）

利子率が所与であることを考慮すれば、自国債券と外国債券が完全代替に近

い状態が望ましいとも言えるだろう。（ＣⅣ）は、自国と外国の輸入需要の

弾力性が十分に大きい（弾力性の和が１より十分に大きい）方が望ましいこ

とを示している。

以上ｉ）、ｉｉ）についてふると、経常収支均衡の安定条件が財政収支均衡

の安定条件に、含まれる形式になっているのは興味深いと言える。しかし

(Ｃｓｌ′）が示すように、経常収支均衡の安定条件が財政収支均衡の安定条

件を方向づけていることは、注目すべき点である。また貿易収支についての

条件である（ＣＩＶ）が、経常収支均衡の安定条件でなく、財政収支均衡の安

定条件に含まれることも興味深いと言える。

iii）両収支同時均衡の安定条件について

この条件は経済が（Ｃ・Ｉ）～(ＣⅣ）の条件を満たした上で、自国債券スト

ックの国民所得へ与える正の効果が、外国債券ストックの同様の効果より大

きいことを示している。このことは経済の自律性が高いこと、すなわち内需

中心の経済であることを意味していると思われる。例えば、経常収支改善の

国民所得増加効果よりも、国債発行による政府支出増加（ｄＧ＝dB）の同様

の効果が大きい経済と考えてよいだろう。

注

１）本論文での金融資産は、すべて非銀行民間部門で所有されるので、同部

門内における債券は全て相殺され、自国債券は国債の承となる。

2）Ｃ,=8C/8{(1-t)(Y+iB+㎡*F)｝である。Ｏ〈C,<ｉとする。
３）α＝81ｍ/0{(１－t)(Ｙ＋ｉＢ＋兀i*Ｆ)）である。Ｏ＜α＜Ｃ,＜１とする。
４）マーシャルーラーナー条件の成立を仮定し、

０(ＢｏＴ)｡/航＝(ＢＯＴ)｡＞０
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0(BoT)/87r=(BoT)(>0

とする。

5）ワルラス法則より(1)式を省略して、(2)．(3)．(5)式で金融市場と財市場の

結合された経済体系を形成する。この体系内では、自国債券ストックと

外国債券ストックの変化に対して、自国利子率、為替レート、国民所得

が変化することになる。

6）純債権国の仮定より、Ｆとｆは正である。

またｆｊ＜Ｏ､ｂｊ＞Ｏ､ｂｉ＋ｆｉ＝－ｍｊ＞Ｏより｜ｆｉｌ＜｜ｂｊｌ、そ

してｂ＜１－f＝ｍ＋ｂより｛（ｌ－Ｄｂｊ＋bfj）は正となる。

７）兀の初期値が１であることを考慮すると

生一芋くｏ兀

の関係が得られる。自国通貨建為替レートの増価（減価）率と、外国債

権ストックの増加（減少）率が等しいことから、自国通貨建外国債権ス

トック（兀Ｆ）が不変であるということが言える。

8）（ＣⅢ）について正確に説明すると以下のようになる。

自国利子率に対する自国債権保有比率と外国債券保有比率の粗代替の

弾力性を川とおくと

Ｍｇ－ｂ,/ｂ－Ｌ」
り'=~雨一一f/f￣|fＪ

ｆ̄

ｂ

となる。粗代替性が完全であるとすれば

L1L1
lfilb
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である。これを変形すると

lbil-lfil
bf

となる。これより経済学的に

lbil＝|fil，ｂ＝ｆ

が言えるであろう。それゆえより完全に近いとは

lbil＝|fil，ｂ＝ｆ

を意味していると解釈してよいだろう。

９）Ｌがほとんどゼロに近いことから｛（１－Ｌｆ)ｂｊ＋Ｌｂｆｊ｝＝ｂｊ＞０が

言える。

10）｜ｂｊｌ＝Ｉｆｊｌ及びｂ＝fが仮定できれば、この仮定は分析の都合上の

こじつけとは言えないであろう。この点については注の8)を参照されたい。
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