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開放マクロ経済における対外純資産ポジション

と金融市場

徳島武

１．はじめに

為替レート決定理論におけるアセット・アプローチの進展につれて、開放

マクロ経済における分析において、民間非銀行部門の保有する資産を明示的

に取り入れたモデル分析がなされるようになった。それらの分析においては、

当然外国債券ストックが明示的に取り入れられているのであるが、そのポジ

ションについては債権国ケースのみ考慮されているのがほとんどである。そ

こで本論文において、開放マクロ経済の金融市場の一般均衡分析に、対外純

資産ポジション（外国債券ストックのポジション）を明示的に取り入れた分析

を行なう。すなわち債権国（PositiveNetForeignAssetPositio、country）

ケースと、債務国（NegativeNetForeignAssetPositio、country）ケー

スにおいて、均衡利子率と均衡為替レートが、金融市場に対する種々の諸影

響に対してどのように変化するかの比較静学分析を行なう。その際為替レー

ト予想についても、一般的予想と静学的予想の２種類を考慮する。後者のモ

デルはBranson［１９］のそれであり、前者のモデルは後者のそれの外国債券

収益率の表示を変えたものである。それら２種類の為替レート予想の各々の

ケースにおいて、債権国ケースと債務国ケースを考慮するという形式で分析

がなされることになる。

以下２において分析の準備として、文字の定義、モデルと仮定条件の説明、

債権国と債務国の定義を行ない、３において為替レート予想の一般的予想の

ケースと静学的予想のケースのそれぞれについて、債権国と債務国の各々に

ついて分析し、注目すべき結論をまとめて、４において全体のまとめとする。
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2．分析の準備

２．１文字の定義

Ｍ：自国貨幣ストック

Ｂ：自国債券（国債）ストックｎ

Ｆ：外国債券ストック

Ｗ：自国通貨建白国総金融資産

、：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

ｒ：自国利子率

ｒ㈱：外国利子率

汀：自国通貨建為替レート

汀。：自国通貨建予想為替レート

２．２モデルと仮定条件

一般的予想のケースのモデルは以下のとおりである｡2）

〔自国貨幣市場均衡式〕

M=m(字,（,＋r･)(弓｡／冗)－，)Ｗ（Ｇ１）
〔自国債券市場均衡式〕

B＝b(雫,（1＋r・)(弓｡／泥)-1)Ｗ（Ｇ２）
〔外国債券市場均衡式〕

派F-f(字,（1＋r・)(雲｡／")－１)Ｗ（Ｇ３）
〔自国総金融資産定義式〕

Ｗ＝Ｍ＋Ｂ＋汀Ｆ （Ｇ、４）

静学的予想のケースのモデルは以下のとおりである｡3）
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〔自国貨幣市場均衡式〕

M=m(字，ＰつＷ
〔自国債券市場均衡式〕

①ｅ

Ｂ＝ｂ（ｒ，ｒ・)Ｗ

〔外国債券市場均衡式〕

汀Ｆ＝ｆ(‐,手蜜)Ｗ
〔自国総金融資産定義式〕

Ｗ＝Ｍ＋Ｂ＋汀Ｆ

(Ｓ、１）

(Ｓ、２）

(Ｓ、３）

(Ｓ、４）

各資産の保有比率については

、」＋ｂｊ＋ｆｊ－０ ；ｊ＝１，２

ｍ＋ｂ＋ｆ＝１ ；０＜ｍ,ｂ＜１，０＜|ｆｌ＜１

が仮定される。右下の添字ｊはそれによる偏微係数であることを示している｡

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。

（Ａｌ）自国は小国であり、物価水準は一定で１とする。

（Ａ２）国内居住者の保有する資産は、自国貨幣、自国債券（国債)、外国

債券である。

（Ａ３）自国債券も外国債券も、固定価格１の変動利付債券である｡

（ん）自国債券と外国債券は不完全代替資産である。

（ん）外国債券ストックのポジションがマイナスになっても、自国通貨建

白国総金融資産はプラスの値をとる。

２．３債権国と債務国の定義

債権国（PositiveNetForeignAssetPositio、country）とは外国債券

ストックのポジションがプラスの国であり、債務国（NegativeNetForeign
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AssetPositionCountry）とはそのポジションがマイナスの国である。計算

上では、初期条件として以下のようになる。

〔債権国〕０＜ｆ’０＜Ｆ

〔債務国〕ｆ＜０，Ｆ＜Ｏ

資産保有比率を用いないモデルにおいては、Ｆの正・負のみ考慮すればよ

いが、それを用いるモデルにおいては、ｆの正・負も考慮しなければならな

い。

３．分析

３．１－般的予想のケース

このケースにおける金融市場に対する種々の諸影響は以下のものを考慮す

る。

（１）公開市場操作によるマネーサプライ増加（Ｉ－Ｇ）

（２）通貨増発によるマネーサプライ増加 （Ⅱ－Ｇ）

（３）自国債券供給の増加 （Ⅲ－Ｇ）

（４）外国債券供給の増加 （Ⅳ－Ｇ）

（５）予想為替レートの上昇（Ｖ－Ｇ）

（６）外国為替市場への介入（Ⅵ－Ｇ）

ワルラス法則より（Ｇ、３)を省略し、（Ｇ、１）と（Ｇ、２）を全微分し、汀

と汀．の初期値を１とおくと以下のようになる。

ｴiwlL1MLJ加」
￣

|ＷｎｒｌＩ

Ｗｂ１

～
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係数行列式を△,とおくと

△,＝Ｗ｛（ｍｌｂ－ｍｂｌ)Ｆ－(ｍ１ｂ２－ｍ２ｂ,)Ｗ（１＋ｒ*）｝

となる。これより以下の３ケースが想定される。

（i）債権国△,＜０（０＜ｆ，Ｆ）

（ii）債務国△!＜０（ｆ，Ｆ＜０；｜Ｆｌが小さい）

（iii）超債務国Ｏ＜△，（ｆ，Ｆ＜０；ｌＦｌが大きい）

（１）ケース（Ｉ－Ｇ）

ｄＭ＝－ｄＢ＞０，．Ｆ＝ｄ汀｡＝０とすると

剴…藝士((､+mﾄwu川(､+M’

制…-大Won+Ｍ
を得る。

（i）利子率は下落し、為替レートは上昇（減価）する｡の

（ii）利子率下落の可能性が高く、上昇の可能性はほとんどない。為替レー

トは上昇（減価）する。

（iii）利子率下落の可能性が|Ｆ|が大きくなるほど高くなり、上昇の可能

性もある。為替レートは下落（増価）する。

（２）ケース（Ⅱ－Ｇ）

ｄＭ＞０，ｄＢ＝ｄＦ＝ｄ汀｡＝０とすると

ｄｒ
￣￣上〔－Ｗ(１＋か）｛ｂ2（１－ｍ)＋ｍ２ｂ｝＋ｂＦ〕
ｄＭ△，

ｄ７ｒ
－－－－ＬＷ｛ｂ,（１－ｍ)＋ｍ１ｂ｝
ｄＭ △，
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を得る

（i）利子率は下落し、為替レートは上昇（減価）する。

（ii）利子率下落の可能性が高く、上昇の可能性はほとんどない。為替レー

トは上昇（減価）の可能性が高く、下落（増価）の可能性は低い。

（iii）利子率下落の可能性が、｜Ｆ|が大きくなるほど高くなり、上昇の可

能性もある。為替レートは上昇（減価）の可能性が、ｌｆｌが大きくな

るほど高くなり、下落（増価）の可能性もある｡5）

（３）ケース（ｍ－Ｇ）

ｄＢ＞０，．Ｍ＝ｄＦ＝d7T｡＝０とすると

ユーニー上〔Ｗ(１＋ｒ・）｛ｍｂ２＋（１－ｂ)ｍ２｝－，Ｆ〕
ｄＢ△，

21-ｚ＝－ＬＷ（ｍｂＩ＋（１－ｂ)、!｝
ｄＢ△，

を得る。

（i）利子率は上昇する。為替レートは上昇（減価）の可能性が、｜ｆｌが

大きくなるほど高くなり、下落（増価）の可能性もある｡6）

（ii）利子率上昇の可能性が高く、下落の可能性はほとんどない。為替レー

トは下落（増価）する｡?）

（iii）利子率上昇の可能性が、｜Ｆ|が大きくなるほど高くなり、下落の可

能性もある。為替レートは上昇（減価）する。

（４）ケース（Ⅳ－Ｇ）

ｄＦ＞０，．Ｍ＝ｄＢ＝d7T｡＝０とすると

￣＝上Ｗ(１＋ｒ･)(ｍｂ２－ｍ２ｂ）ｄｒ

ｄＦ△，
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止巫＝－ＬＷ(ｍｂ１－ｍｌｂ）
ｄＦ△，

を得る。

（i）利子率下落の可能性が、ｂが大きくなるほど高くなり、上昇の可能

性が、ｂが小さくなるほど高くなる｡8）為替レートは下落(増価）する。

（ii）（i)と同様である。

（iii）利子率については(i)と逆になる。為替レートは上昇（減価）する。

（５）ケース（Ｖ－Ｇ）

ｄ万・＞０，．Ｍ＝ｄＢ＝ｄＦ＝０とすると

ｄｒ
－＝ＬＷＦ（１＋ｒＯ(ｍｂ２－ｍ２ｂ）
ｄが△！

ｄ汀
一＝ＬＷ２（１＋ｒ*)(ｍ２ｂ１－ｍＩｂ２）
ｄ汀、△，

を得る。

（i）利子率下落の可能性が、ｂが大きくなるほど高くなり、上昇の可能

性が、ｂが小さくなるほど高くなる｡9）為替レートは上昇（減価）する。

（ii）利子率については(i)と逆になる。為替レートは上昇（減価）する。

（iii）利子率については(i)と同様である。為替レートは下落（増価）する。

（６）ケース（Ⅵ－Ｇ）

。Ｍ＝－．Ｆ＞０，ｄＢ＝ｄ汀｡＝Ｏとすると

制…臺士'm-wMⅢ+川
糺…一六Ⅲ
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を得る。

（i）利子率は下落し、為替レートは上昇（減価）する。

（ii）利子率下落の可能性が高く、上昇の可能性は小さい。為替レートは

上昇（減価）する。

（iii）利子率下落の可能性が、｜Ｆ|が大きくなるほど高くなる。為替レー

トは下落（増価）する。

３．２静学的予想のケース

このケースにおける金融市場に対する種々の諸影響は以下のものを考慮す

る。

（１）公開市場操作によるマネーサプライ増加 （１－ｓ）

（２）通貨増発によるマネーサプライ増加 （Ⅱ－ｓ）

（３）自国債券供給の増加 （ｍ－Ｓ）

（４）外国債券供給の増加 （Ⅳ－ｓ）

（５）外国利子率の上昇（Ｖ－Ｓ）

（６）外国為替市場への介入（Ⅵ－ｓ）

ワルラス法則より（Ｓ、３）を省略し、（Ｓ、ｌ）と（Ｓ２）を全微分し、

汀の初期値を１とおくと以下のようになる。

Iwlllに1１
係数行列式を△2とおくと

△2＝ＷＦ(ｍｌｂ－ｍｂＩ）

－１５４－
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となる。これより以下の２ケースが想定される。

（i）債権国△2＜０（０＜ｆ，Ｆ）

（ii）債務国０＜△２（ｆ，Ｆ＜０）

（１）ケース（１－ｓ）

ｄＭ＝－ｄＢ＞０，．Ｆ＝ｄｒ－０とすると

剴…一大(､+い,
割…一士w(､+Ｍ
を得る。

（i）利子率は下落し、為替レートは上昇（減価）する｡'0）

（ij）利子率は下落し、為替レートは下落（増価）する。

（２）ケース（Ⅱ－ｓ）

ｄＭ＞０，ｄＢ＝ｄＦ＝ｄｒ￣０とすると

ﾕｰｴｰｰＬｂＦ
ｄＭ△２

ｄ７７
－－－ＬＷ｛ｍｌｂ＋(１－ｍ)ｂＩ）
ｄＭ △２

を得る。

（i）利子率は下落し、為替レートは上昇（減価）する。

（ii）利子率は下落する。為替レートは上昇（減価）の辰利子率は下落する。為替レートは上昇（減価）の可能性が、ｂが大

きくなるほど高くなり、下落（増価）の可能性が、ｂが小さくなるほ

ど高くなる｡、

1５５
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（３）ケース（Ⅲ－ｓ）

ｄＢ＞０，．Ｍ＝ｄＦ＝ｄｒ￣０とすると

－－＿ＬｍＦｄｒ

ｄＢ △２

－４－ｚ＝上Ｗ｛ｍｂｌ＋(１－ｂ)ｍ,｝
ｄＢ△２

を得る。

（i）利子率は上昇する。為替レートは上昇（減価）の可能性が、ｆが大

きくなるほど高くなり、下落（増価）の可能性が、ｆが小さくなるほ

ど高くなる｡'2）

（ii）利子率は上昇し、為替レートも上昇（減価）する｡13）

（４）ケース（Ⅳ－ｓ）

ｄＦ＞０，．Ｍ＝。Ｂ＝ｄｒ－０とすると

dr

iI-FT＝０

ｄ７ｒ－－－－ＬＷ(ｍ１ｂ－ｍｂＩ）
ｄＦ △２

を得る。

（i）利子率は不変である。為替レートは下落（増価）する。

（ii）利子率は不変である。為替レートは上昇（減価）する。

（５）ケース（Ｖ－Ｓ）

ｄｒ廟＞０，．Ｍ＝ｄＢ＝ｄＦ＝０とすると

ｄｒ
－－－－ＬＷＦ(ｍ２ｂ－ｍｂ２）
ｄｒ＊ △２

－１５６－
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ｄ〃一一一ＬＷ２(ｍ１ｂ２－ｍ２ｂ,）
ｄｒ｡△２

を得る。

（i）為替レートは上昇（減価）する。利子率は上昇の可能性が、ｂが小

さくなるほど高くなり、下落の可能性が、ｂが大きくなるほど高くな

る。M）

（ii）為替レートは下落（増価）する。利子率については(i)と同様である。

（６）ケース（Ⅵ－ｓ）

ｄＭ＝－．Ｆ＞０，ｄＢ＝ｄｒ－０とすると

蜀鯏…-大朋

制…-大Ｗｈ
を得る。

（i）利子率は下落し、為替レートは上昇（減価）する。

（ii）利子率は下落し、為替レートも下落（増価）する。

３．３分析のまとめ

分析結果の中で、注目すべき結論をまとめてみよう。

一般的予想のケース

（ＧＩ）ケース（Ⅲ－Ｇ）とケース（Ⅳ－Ｇ）の債券の供給増加という同タ

イプの両ケースにおいて、(ii)、(iii)の場合、為替レートの変化は同様で

ある。

（Ｇ２）外国債券ストックのマイナス・ポジションが大きくなる（超債務国

1５７－
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ケース）と、予想為替レートの上昇（減価）は為替レートを下落（増

価）させる。すなわち自国通貨の予想価値が低下する時、現実の価値

は上昇する（ケース（Ｖ－Ｇ))。

(Ｇ３）外国債券ストックのマイナス･ポジションが大きくなる（超債務国

ケース）と、為替レートの介入効果は逆転する（ケース（Ⅵ－Ｇ))。

(Ｇ‘）予想為替レートの変化（外国債券の収益率の変化）が、利子率と為

替レートに最も強く影響する（ケース（Ｖ－Ｇ))。

静学的予想のケース

（Ｓ,）（１－ｓ),（Ⅳ－ｓ),（Ｖ－Ｓ),(Ⅵ－ｓ）の各ケースに共通した結論

は、（i)、（ii)の場合を比較して、為替レートの変化が対称的であること

である。

（Ｓ２）外国利子率の変化（外国債券の収益率の変化）が､利子率と為替レー

トに最も強く影響する（ケース（Ｖ－Ｓ))。

4．おわりに

本論文全体を通して言えることは、対外純資産（外国債券ストック）ポジ

ションの状態（正・負、絶対値）が経済変数（利子率、為替レート）の変化

に対して影響し、その度合が無視しえないケースもありうるということであ

る。外国債券ストックをモデルに含む場合、そのポジションに注意を払う事

が重要であると言える。ただしわれわれのモデルは金融市場のみであるので、

財市場を含む場合についての分析が今後の話題として残る。財市場を含んだ

より一般的なモデルで、標準的な理論が構築されるのが理想である。また自

国通貨価値の暴落を心配する債務国にとって、結論（Ｇ２）がある程度の希

望をもたらすかもしれないことを最後に付け加えておきたい。

－１５８－
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注

１）本論文での金融資産は、すべて民間非銀行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、自国債券は国債のみとなる。

２）１で言及したように、このモデルはBranson［１９］のそれの、外国債券収益率の

表示を変えたものである。この表示方法は原［１２］のそれである。

３）１で言及したように、このモデルはBranson［１９］のそれである。

４）ｍ２＋ｂ‘＋ｆ２＝Ｏより、ｍ２＋ｂ２＝－ｆ２＜０である。また、!＋ｂ,＋ｆ，＝０よ

り、Ｏ＜ｍ,＋ｂ，＝－ｆｌとなる。

５）、!＋ｂＩ＋ｆ，＝０より０＜ｍ,＋ｂ１＝－ｆ，となり、ｌｍｌ｜＜｜ｂ，｜となる。

また、＋ｂ＋ｆ＝１より、０＜ｆの場合０＜ｂ＜１－ｍ＝ｂ＋ｆとなる。

以上よりｆが正の場合、ｂ，（１－ｍ）＋ｍｌｂは正となる。またｆが負の

場合、ｌｆｌが小さければ正、大きければ負になる可能性が高くなる。た

だし０＜１－ｍ＝ｂ＋ｆは仮定より常に成立する。

６）０＜ｆの場合、０＜ｍ＜１－ｂ＝ｍ＋ｆとなり、Ｉｍｌｌ＜Ｉｂｌ｜なので、

為替レートの変化についてこう言える。

７）ｆ＜０の場合、０＜１－ｂ＝ｍ＋ｆ＜ｍとなり、｜ｍ,|＜｜ｂ，｜なので、

０＜ｍ,（１－ｂ）＋ｍｂｌとなる。（iii)のケースも同様である。

８）現実には｜ｍ２１＜｜ｂ２１，０＜ｂ＜ｍで、ｍｂ２－ｍ２ｂ＜０となる可能性

が高い。

９）注の８）を参照。

10）注の４）を参照。

11）０＜ｆの場合、０＜ｂ＜１－ｍ＝ｂ＋ｆとなり、またｌｍ，｜＜ｌｂｌｌで

あるからＯ＜ｍｌｂ＋（１－ｍ）ｂＩとなる。ｆ＜０の場合、０＜１－ｍ＝

ｂ＋ｆ＜ｂとなるので、ｂが大きくなるほどｍｌｂ＋（１－ｍ）ｂｌ＜０，

ｂが小さくなるほど０＜ｍｌｂ＋（１－ｍ）ｂ１となる可能性が高くなる。

12）注の６）参照。

13）注の７）参照。
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14）ｂが小さくなるほど０＜ｍ２ｂ－ｍｂ２となる可能性が高くなり、ｂが大

きくなるほどｍ２ｂ－ｍｂ２＜０となる可能性が高くなる。
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