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変動相場制下における財政収支と経常収支の均衡の安定性について

－マンデルーフレミング・モデルのケースー

徳島武

１．はじめに

アメリカの双子の赤字について論じる場合に典型的に見られるように、財

政収支と経常収支の不均衡をフローの面からのみとらえて、その解消をはか

ろうとする議論が世の大勢を占めている。経常収支と財政収支と民間の部門

の貯蓄・投資バランスの恒等関係より、この議論は至極最もなものであるが、

先進国におけるストック化経済の進展は、その議論をそのままにしておける

ものであろうか。財政収支は国債と、経常収支は外国債券と連動しており、

それらのストックが大きくなれば、当然経済になんらかの影響を及ぼすもの

と考えられる。本論文においては、その影響を両収支同時均衡の安定性の点

について考察する。そもそも経済が両収支同時均衡に至る性質を有している

かどうかというのは、あるいはその性質を有するにはいかなる制度的特性を

持つべきかというのは、この収支の不均衡の問題を論じる上で、最も本質的

な議論だと考えるからである。

本論文においては、開放マクロ経済のモデルとしては最も一般的と言える、

マンデルーフレミング・モデルを用いてその議論を展開する。ただし金融資

産を考慮した修正形であり、ここで用いられるモデルは奥村【2】による所大

である。安定性については、まず大域的安定性を吟味し、それの２変数の正

の制約のついた安定性も吟味する。次に局所的安定性を吟味し、均衡点へ至

るケースの位相図を示す。ここでの連立微分方程式は、財政収支を自国債券

ストック（国債）’)の変化と、経常収支を外国債券ストックの変化と結びつ

けた式から形成される。

ここで得られる結論は安定性について否定的なものであるが、これをただ

ちに現実の経済に適用するわけにはいかないのはもちろんである。あくまで

ある種の仮定条件の下での理論上のインプリケーションであり、政策担当者
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の努力を否定するものでないこと、を最初に述べておく。

2．分析の準備

２．１文字の定義

Ｍ：自国貨幣ストック

Ｂ：自国債券ストック

Ｆ：外国債券ストック

Ｌ：自国貨幣需要

Ｗ：自国通貨建自国総金融資産

ｒ：自国利子率

ｒ＊：外国利子率（所与）

汀：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：自国通貨建輸出

１ｍ:外国通貨建輸入

ｔ：税率（所与）２）

Ｃｙ：限界消費性向3）

α：限界輸入性向4）

２．２モデル

〔自国の財市場均衡式〕 (1)

①

Ｙ＝Ｃ（（１－ｔ）（Ｙ＋ｒＢ＋汀ｒ＊Ｆ）｝

ｅ

(ｒ）＋Ｉ ＋Ｇ

－７４－



変動相場制下における財政収支と

経常収支の均衡の安定性について（徳島武）

①

＋Ｘ（刀）

－汀１ｍ

ｅ①

(汀，（１－ｔ）（Ｙ＋ｒＢ＋汀ｒ＊Ｆ））

〔自国貨幣市場均衡式〕 (2)

ｅｅ

ｒ，Ｗ｝

①

Ｍ＝Ｌ｛（１－ｔ）（Ｙ＋ｒＢ＋汀ｒ＊Ｆ）

〔両債券の完全代替条件式〕５） （３）

ｒ＝ｒ＊

(4)〔自国総金融資産定義式〕

Ｗ＝Ｍ＋Ｂ＋汀Ｆ

(5)〔財政収支式〕‘）

●

Ｂ==Ｇ＋ｒＢ－ｔ（Ｙ＋ｒＢ＋7Ｔｒ＊Ｆ）

(6)〔経常収支式〕

●

Ｆ＝（１／7『）Ｘ（刀）

－１ｍ｛汀，（１－ｔ）（Ｙ＋ｒＢ＋汀ｒ＊Ｆ）｝

〔自国通貨建貿易収支式〕７）

（ＢＯＴ）。＝ＸＣｒ）

－汀１ｍ位， (１－ｔ）（Ｙ＋ｒＢ＋汀ｒ＊Ｆ）｝

－７５－
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〔外国通貨建貿易収支式〕８）

（ＢＯＴ）ｆ＝（１／汀）Ｘ（汀）

－１ｍ｛汀，（１－ｔ）（Ｙ＋ｒＢ＋刀ｒ＊Ｆ））

各変数の上の符号（①，ｅ）は各変数の偏導関数のそれである。以下、文

字の右下の添字はそれによる偏導関数であることを示している。

２．３仮定条件

（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。

（し）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

る。

（Ａ３）外国居住者の保有する資産は、外国債券のみである。

（A4）対外決済は外国債券のみで行われる。

（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完全代替資産である。

（A,）自国が小国の仮定より、外国利子率は所与である｡

（A1o)税率は￣定とし、税収の変化は国民所得と利子収入による｡

２．４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を

●

Ｂ==の（Ｂ，Ｆ）

●

Ｆ＝11「（Ｂ，Ｆ）

とする。

－７６－



変動相場制下における財政収支と

経常収支の均衡の安定性について（徳島武）

大域的漸近安定の条件（O1echの定理）は

(Ｇ－１ａ）

(Ｇ－２ａ）

(Ｇ－３ａ）

のＢ＋ＷＦ＜Ｏ

①B1pF-のＦＵＢ＞Ｏ

ｅｉｔｈｅｒのBUF≠Ｏ０ｒ①FWB≠０

である。ＢとＦが共に正である制約条件を課すと

(Ｇ－１ｂ）のＢ－(の／Ｂ）＋ＷＦ－(Ｕ／Ｆ）＜Ｏ

{①Ｂ－(の／Ｂ)}{ＷＦ－（Ｗ／Ｆ）｝

￣①ＦＵＢ＞Ｏ

ｅｉｔｈｅｒ｛のＢ－(の／Ｂ)}{ＷＦ－(Ｗ／Ｆ)}≠Ｏ

ｏｒのBWF≠０

(Ｇ－２ｂ）

(Ｇ－３ｂ）

となる。これはＩｔｏ【１２】の示した条件である。

局所的漸近安定の条件は、まず動学体系を線型近似して

●

Ｂ=このB(Ｂ－百)＋のF(Ｆ－ＴＦ）

i＝ＷＢ(Ｂ－行)＋11F(Ｆ－Ｐ）

とすると

(Ｌ－１）

(Ｌ－２）

のＢ＋ＷＦ＜Ｏ

①ＢＵＦ￣①ＦＵＢ＞0

である。ただし文字の上のへは均衡値であることを示しており、宮と？(よ共

－７７－
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に正である。

3．モデルの展開

(1),(2),(3)式より、汀，Ｙについて解き

汀＝Ｈ（Ｂ，Ｆ）

Ｙ＝』（Ｂ，Ｆ）

とする，)。これより汀B(＝ワＨ／ＯＢ)，刀F(＝ｏＨ／０Ｆ)，ＹＢ(＝０Ｊ／

ＯＢ)，ＹＦ（＝ワＪ／０Ｆ）の符号を求める。

(3)式を(1),(2)式へ代入して、ＧＭ，ｔ，ｒ*を所与として全微分し、

元の初期値を１とおくと

[
(１－ｔ）（Ｃｙ－α）ｒＦ＋（ＢＯＴ)｡￣

{(１－ｔ）ｒ＊Ｌ，＋ＬＪＦ

ｌ［霊I
(１－ｔ）（Ｃｙ－α）－１

(１－ｔ）Ｌ，

=(制?:辞亘lflfkWm

となる'０)。係数行列式を△とおくと

△＝（１－ｔ）Ｌ，{(ＢＯＴ)｡~＋ｒ＊Ｆ｝

＋(1－（１－ｔ）(Ｃｙ－α)}Ｌ３Ｆ＞０

となる。クラマーの公式を用いて以下の結果が得られる。

－７８－
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経常収支の均衡の安定性について（徳島武）

……L-u/△川-…
＋｛１－（１－ｔ）(Ｃｙ－α)}Ｌ３〉＜０

－/･ルーu/Mu-…
＋｛１－（１－ｔ）(Ｃｙ－α)}Ｌ３〉＜Ｏ

Ｙ刊Y/ⅢLo-u/△×．｡T川
（１－ｔ）ｒ＊Ｌ,＋Ｌ３)＜Ｏ

Ｙ別Y/伽|…-u/△川｡T)川
(１－ｔ）ｒ＊Ｌ,＋Ｌ３)＜０

仮定条件より、汀B＝川，ＹＢ＝ＹＦとなっている。

安定条件を吟味するためには、さらに以下のものを求めておかねばならな

い。ここでも汀の初期値を１とおく。

●

①B:＝ＯＢ／ＯＢ=二ｒ＊｛１－ｔ（１＋Ｆ汀B)}－ｔＹＢ

●

のF＝ＤＢ／６Ｆ==－ｔｒ＊（１＋Ｆ汀F)－ｔＹＦ

●

1DB=二０Ｆ／ＯＢ＝{(ＢＯＴ)f~－ａ（１－ｔ）ｒ摩F}汀Ｂ

－ａ（１－ｔ）(ＹＢ＋ｒ､）

－７９－
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●

1FF＝６Ｆ／６Ｆ=={(ＢＯＴ)ｆ￣－ａ（１－t）ｒ＊Ｆ｝７TＦ

－ａ（１－ｔ）(ＹＦ＋ｒ率）

●

の／Ｂ==Ｂ／Ｂ=＝（Ｇ／Ｂ）－ｔ（Ｙ／Ｂ）

＋ｒ＊〈１－ｔ｛１＋（Ｆ／Ｂ)}〉

●

q｢／Ｆ==Ｆ／Ｆ＝{(ＢＯＴ)f／Ｆ｝＋ｒ＊

ＵＢ＝ＵＦが、刀Ｂ＝川，ＹＢ＝ＹＦによって成立している。

４大域的安定I性にいて
●●

ＢとＦの非線型体系が大域的漸近安定であるための十分条件は(Ｇ－１ａ）

～(Ｇ－３ａ）で示されている。仮定条件よりＢとＦが共に正であるとする。

(Ｇ－３ａ)の成立については、のB，①F，ＷＢ，ＷＦがゼロになる可能性が十

分に小さいと考えられるため、それが言える。

（Ｇ－１ａ）は以下のようになる。

①B＋ＵＦ＝（１／△）（〈－(ＢＯＴ)f￣

＋｛ｔ＋ａ（１－ｔ）}（(ＢＯＴ)｡￣

＋ｒ＊Ｆ｝〉（１－ｔ）ｒ＊Ｌ，

宍～

＋〈－(ＢＯＴ)f~（１－Ａ）

＋｛ｔ＋ａ（１－ｔ）}｛(ＢＯＴ)｡￣

〆～

＋（１－Ａ）ｒ＊Ｆ｝〉Ｌ３）

＋（１－α）（１－ｔ）ｒ＊＜０

－８０－
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経常収支の均衡の安定性について（徳島武）

(Ｇ－２ａ）は以下のようになる。

①ＢＷＦ－のFWB＝(のB￣のF)ＵＦ

＝ｒ牢ＵＦ

＝（１／△）［〈－（ＢＯＴ)f￣

＋ａ（１－ｔ）((ＢＯＴ)｡￣

＋ｒ＊Ｆ｝〉（１－ｔ）ｒ車ｚＬ，

～

＋〈--（１－Ａ)(ＢＯＴ)f￣

＋ａ（１－ｔ）{(ＢＯＴ)｡￣

戸～

＋（１－Ａ）ｒ、Ｆ｝〉ｒ＊Ｌ３）

－ａ（１－ｔ）ｒ*2＞０

～

ここではＡ＝（１－－ｔ）（Ｃｙ－α）としている。以下同様である。

（Ｇ－１ａ）と(Ｇ－２ａ)の右辺の第１項のく・〉の中の違いは

ｔ（(ＢＯＴ)｡~＋ｒ、Ｆ）

であり、第２項のく゜〉の中の違いは

〆～

t｛(ＢＯＴ)｡~＋（１－Ａ）ｒ、Ｆ｝

である。この違いに注目すると、以下のことが言える。

(Ｇ－１ａ)のく・〉が負になれば、（Ｇ－２ａ)のく・〉が必ず負になって、

その場合は必ず

－８１－
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のＢＷＦ￣のFWB＜Ｏとなる。

(Ｇ－２ａ)の〈・〉が正になれば、（Ｇ－１ａ)の〈・〉が必ず正になって、

その場合は必ず

のB＋ＷＦ＞Ｏとなる。

すなわち(Ｇ－１ａ）と(Ｇ－２ａ)の各々の安定条件を満たすための条件が

他方の安定条件の成立を妨げるのである。（Ｇ－１ａ）と(Ｇ－２ａ)が共に安

定条件を満たす可能性は乏しく、大域的漸近安定の成立は困難であると言わ

ざるおえない。

次にＢとＦに正の制約がついたケースを考える。O1echの定理は変数の符

号に制約がないので､Ito【１２】の修正形で再考しなければならない。Ｂと

Ｆが共に正である場合の大域的漸近安定の十分条件は、（Ｇ－１ｂ）～(Ｇ－

３ｂ)で示されている。（Ｇ－３ｂ）については前記同様その成立が言える。

（Ｇ－１ｂ)，（Ｇ－２ｂ)は以下のように変形できる。

のＢ－(①／Ｂ）＋ＵＦ－(Ｗ／Ｆ)＝(のB＋ＵＦ）

－{(の／Ｂ)＋(Ｗ／Ｆ)}＜Ｏ

{のＢ－(の／Ｂ))｛ＵＦ－(Ｕ／Ｆ)}－のFWB＝(①ＢＷＦ

－①FUB)－((の／Ｂ)ＷＦ＋(Ｕ／Ｆ)のＢ

－(の／Ｂ)(Ｗ／Ｆ)｝＞０

のは財政収支、Ｕは経常収支であるので、①とＷの符号は確定できず、各

式の右辺の第２項の符号は確定できない。前記の示すように、第１項が安定

条件の符号を示すことが困難であることを考え合わすと、ＢとＦが共に正で

ある場合の大域的漸近安定の成立は困難であると言わざるおえない。

－８２－



変動相場制下における財政収支と

経常収支の均衡の安定性について（徳島武）

5．局所的安定性について
●●

ＢとＦの非線型体系が局所的漸近安定であるための十分条件は、（Ｌ－１)、

(Ｌ－２)で示されている。この場合はＢとＦの均衡値が共に正であると仮定

すれば、ＢとＦは共に正であると言える。（Ｌ－１）と(Ｇ－１ａ)、（Ｌ－２）

と（Ｇ－２ａ）は全く同じ式になることを考えると、局所的漸近安定の成立も

困難であると言わざるおえない。

漸近安定が成立しなくても、均衡へ至る径路が存在するケースとして鞍点

が考えられる。以下位相図と共に示すことにしよう。

鞍点が成立する十分条件は

のＢＵＦ￣のＦＷＢ＝ｒ＊ＷＦ＜0

である。すなわち鞍点が成立するためには

ⅣＦ＜0

でなければならない。

ＷＦ＝－（１／△){(ＢＯＴ)f~－ａ（１－ｔ）ｒＦ

－ａ（１－ｔ）(ＢＯＴ)｡~)（１－ｔ）ｒ＊Ｌ１

－Ｕ／△)(（（ＢＯＴ)f￣

～

－ａ（１－－ｔ）ｒ＊Ｆ}（１－Ａ）

--ａ（１－ｔ）(ＢＯＴ)d１Ｌ３

－ａ（１－ｔ）ｒ＊

－８３－
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となるから、ＵＦ＜Ｏとなる十分条件は

Ｏ＜ａ（１－ｔ）(ＢＯＴ)｡￣
み～

＜｛(ＢＯＴ)f~－ａ（１－ｔ）ｒ＊Ｆ）（１－Ａ）

＜｛(ＢＯＴ)f－－ａ（１－ｔ）ｒ＊Ｆ｝

である。すなわち、これが実質上の鞍点成立の十分条件と言える。しかし

この条件は、Ｆの均衡値が大きくなり、Ｆの値が大きくなると成立しにくく

なる。次に位相図を考える。

経常収支均衡線の傾きは

●

Ｆ==Ｗ(Ｂ，Ｆ）==Ｏ

として、これより

…し ＝－(ＵＢ／ＷＦ)＝－１

となる。財政収支均衡線の傾きは

●

Ｂ=二の（Ｂ，Ｆ）=二０

として、これより

…Ｌ ＝－(のB／のF）

となる。

－８４－
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－１＜Ｆ７ＴＢ＝Ｆ刀Ｆ＜０

であるので、のBは正となり、財政収支均衡線の傾きの正・負は①Fによって

決まる。

のFが負になるケースが図１に示されている。安定径路の均衡点より上の

エリアが両収支赤字であり、下が両収支黒字である。のFが正になるケース

が図２に示されている。安定径路の均衡点より上のエリアが財政黒字・経常

赤字であり、下が財政赤字・経常黒字である。両収支の黒字・赤字のすべて

の組合せにおいて安定径路が存在しており、どの組合せにおいても、経済が

安定径路に乗れば均衡へ至る。

６．おわりに

残念ながら両収支同時均衡の安定も安定条件も、本論文で用いたモデルで

は確認できなかった。しかし最初に述べたように、これはあくまで、きわめ

て限定された仮定条件の下での理論上のインプリケーションであり、現実経

P B三○

。

０ Ｂ Ｏ

図１ 図２

－８５－
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済を考慮するには、さらなる理論的発展を望むか、実証的方法によることに

なるだろう。

最後に本論文の分析で得られた興味深い理論上のインプリケーションを、

２点述べておこう’1)。

両収支同時均衡の安定性は、ｔやＧの値の大きさに全く関係ない。すなわ

ち、政策担当者が経済の安定を理由にｔやＧの値を操作をすることには、理

論的根拠がない。
●

のB＝ＯＢ／ａＢ＞Ｏとなる。すなわち、財政収支均in『は不安定である。

ただし純債権国という前提がある。

圧

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）Ｏ＜ｔ＜１とする。

３）Ｃｙ＝０Ｃ／０{(１－ｔ）(Ｙ＋ｒＢ＋刀ｒ＊Ｆ)}とする。

Ｏ＜Ｃｙ＜１である。

４）α＝０１ｍ／０{(１－ｔ）(Ｙ＋ｒＢ＋汀ｒ＊Ｆ)}とする。

Ｏ＜α＜Ｃｙ＜１である。

５）仮定条件よりこうなる。

６）文字の上の・は時間で微分することを意味している。

７）マーシャルーラーナー条件の成立を仮定し、

０(ＢＯＴ)｡／０汀＝(ＢＯＴ)｡~＞Ｏ

とする。

８）７）と同様に

ワ（ＢＯＴ)r／０汀＝(ＢＯＴ)f~＞Ｏ

とする。

9）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、

－８６－



変動相場制下における財政収支と

経常収支の均衡の安定性について（徳島武）

為替レートと国民所得が変化することになる。

10）ＧとＭを所与とするのは、財政金融政策によって均衡状態をもたらすこ

とを考えるのではなく、経済が本来均衡状態へ至る安定性を有しているか

どうかを考えるからである。

11）本論文のモデルでは経済成長が考慮されていないことに注意しなければ

ならない。
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