
琉球大学学術リポジトリ

変動相場制下の債権国における財政収支と経常収支
の同時均衡の安定性について

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/10.24564/0002002500URL



変動相場制下の債権国における財政収支と経常収支の

同時均衡の安定性について＊

徳島武

１．はじめに

米国の双子の赤字､日本の経常収支黒字についての議論において典型的に

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、その解消をはかろうとする議論が世の大勢を占め、米国の増税、政府支

出削減、日本の内需拡大、円高等の対策が叫ばれて来た。この議論は経常収

支、財政収支、民間部門の貯蓄・投資バランスの`恒等関係、すなわち

（経常収支）＝（民間部門の貯蓄・投資バランス）＋（財政収支）

からして当然と考えられるものである。しかし近年の先進国におけるストッ

ク化経済の進展は､その議論に対して全く何の影響も及ぼさないものであろ

うか。財政収支は国債と、経常収支は外国債券と連動しているため、それら

のストックが大きくなれば､当然経済に何等かの影響を及ぼし、その議論に

対して影響してくる事が考えられる。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

はどのような制度的特性及び経済主体の行動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られるか

らである。ただし本論文においては､債権国ケースのみについて分析する'１。

分析に用いられるモデルは､開放マクロ経済のモデルとして最も一般的な

マンデルーフレミング・モデルであり、金融資産を考慮した修正形である。

財政収支の不均衡が自国債券（国債）のストックを、経常収支の不均衡が外

国債券のストックを変化させ､その両資産のストックの変化が為替レートと

国民所得を通じて、または直接的に、フロー部門の財政収支と経常収支に影
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響を与えることをモデルに明示的に導入する。フロー部門内の恒等関係によ

るつじつま合わせでなく、ストックが経済に与える影響を重視すべきである

という観点から、その影響をモデルに明示的に導入し、財政収支と経常収支

の不均衡をストック調整の問題として考察する。すなわち「財政収支と経常

収支の同時均衡の安定性について」とは、財政収支を自国債券ストックの変

化と､経常収支を外国債券ストックの変化と結びつけた微分方程式から形成

される連立微分方程式の､均衡の安定'性について分析することを意味してい

る。非線形の式となるが線形近似して、局所的安定`性について、局所的漸近

安定（安定渦状点）が無条件で、あるいは条件付で成立しうるかどうか、無

条件で成立しないとすれば成立しうる均衡のタイプは何か､という二つの点

について分析する。

２．文字の定義

Ｂ：自国債券（国債）ストック

Ｌ：自国貨幣需要

ｒ：自国利子率

冗：自国通貨建為替レート

Ｃ：消費

Ｇ：政府支出（所与）

１ｍ：外国通貨建輸入

ｃｙ：限界消費性向

Ｍ：自国貨幣ストック（所与）

Ｆ：外国債券ストック2）

Ｗ：自国通貨建白国総金融資産

ｒｏ：外国利子率（所与）

Ｙ：国民所得

Ｉ：純投資

Ｘ：自国通貨建輸出

ｔ：税率（Ｏ＜ｔ＜１，所与）3）

α：限界輸入性向

3．仮定

1）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。
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２）自国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。

３）外国居住者の保有する資産は、外国債券のみである。

４）対外決済は外国債券のみで行われる｡。

５）財政不均衡は自国債券（国債）のみでファイナンスされる，)。

６）為替レート予想は静学的予想である。

７）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。

８）自国債券と外国債券は完全代替資産である`)。

９）自国が小国の仮定より、外国利子率は所与である。

１０）税率は一定とし、税収の変化は国民所得と利子所得による。

４．モデル

〔自国の財市場均衡式〕

①ｅ

Ｙ＝Ｃｌ（１－ｔ）（Ｙ＋ｒＢ＋汀ｒ＊Ｆ)｜＋Ｉ（ｒ）＋Ｇ＋Ｘ

ｅ①

－，ｒｌｍｌ汀，（１－ｔ）（Ｙ＋ｒＢ＋汀ｒ・Ｆ)｜

〔自国貨幣市場均衡式〕

①ｅ①

Ｍ＝ＬＩ（１－ｔ）（Ｙ＋ｒＢ＋汀ｒ・Ｆ)，ｒ，Ｗ｜

〔両債券の完全代替条件式〕

ｒ＝ｒ、

〔自国総金融資産定義式〕

Ｗ＝Ｍ＋Ｂ＋汀Ｆ

〔財政収支式〕

Ｂ＝Ｇ＋ｒＢ－ｔ（Ｙ＋ｒＢ＋汀ｒ・Ｆ）7）

〔経常収支式〕

(1)

①

(汀）

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)
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Ｆ＝（１／汀）Ｘ（汀）－１ｍｌ汀，（１－ｔ）（Ｙ＋ｒＢ＋元ｒＦ)｜

＋ｒ＊Ｆ

〔自国通貨建貿易収支式〕

(ＢＴ）。＝Ｘ（汀）一元Ｉｍｌ汀，（１－ｔ）（Ｙ＋ｒＢ＋汀ｒ・Ｆ)｜
〔外国通貨建貿易収支式〕

(ＢＴ）『＝（１／汀）Ｘ（汀）－１，１万，（１－ｔ）（Ｙ＋ｒＢ＋元ｒｏＦ)｜
各変数の上の符号（①,ｅ）は各変数の偏導関数のそれであり、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。また

Ｃ＝ａＣ／ａｌ（１－ｔ）（Ｙ＋ｒＢ＋元ｒＦ)｜
ｙ

α＝ａｌｍ／ａｌ（１－ｔ）（Ｙ＋ｒＢ＋汀ｒ、Ｆ)｝

０＜α＜Ｃ＜l
ｙ

ａ（ＢＴ）。／ａ汀＝（ＢＴ）。'＞０

ａ（ＢＴ）ｆ／ａ汀＝（ＢＴ）ｆ′＞Ｏ
とする。

５．分析

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＝Ｖ（Ｂ，Ｆ）

とする。局所的安定'性の分析のため、線形近似して

Ｂ＝①Ｂ（Ｂ－Ｂ。）＋のＦ（Ｆ－Ｆ。）

Ｆ＝ＶＢ（Ｂ－Ｂ。）＋ＶＰ（Ｆ－Ｆ｡）

とする。Ｂ･といは均衡値である。(1)，(2)，(3)式より汀，Ｙについて解き
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汀＝Ｈ（Ｂ，Ｆ）

Ｙ＝』（Ｂ，Ｆ）

とする。これより、，rＢ（＝ａＨ／ａＢ)，汀Ｐ（＝ａＨ／ａＦ)，ＹＢ（＝

ａＪ／ａＢ)，ＹＦ（＝ａＪ／ａＦ）の符号を求める。(3)式を(1),(2)式へ代入

して、Ｇ，Ｍ，ｔ，ｒ・を所与として全微分し、元の初期値を１とおくと

[に1/f'剃りBT〃

(１－ｔ）Ｌ１冊いい)-1][:;］

仁に1/f'二□::翼?］
となる。係数行列式を△とおくと

△＝（１－ｔ）Ｌ，｜(ＢＴ）。′＋ｒ・ＦＩ

＋’１－（１－ｔ）（Ｃｙ－α）｝Ｌ３Ｆ＞０
となり

汀Ｂ＝ｄ汀／ｄＢ (ｌ／△）〈（１－ｔ）ｒＬ，

＋’１－（１－ｔ）（Ｃｙ－α）ｌＬ３〉＜０｡Ｆ=０
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汀Ｆ＝ｄ汀／ｄＦ (ｌ／△）〈（１－ｔ）ｒＬ，

＋１１－（１－ｔ）（Ｃｙ－α)ｌＬ３〉＜０｡Ｂ＝0

ＹＢ＝ｄＹ／ｄＢ (ｌ／△）（ＢＴ）。'’（１－ｔ）ｒＬ，

＋Ｌ３１＜０。Ｆ=０

ＹＦ＝ｄＹ／ｄＦ (１／△）（ＢＴ）。’Ｉ（１－ｔ）ｒＬ，

＋Ｌ３１＜０｡Ｂ=0

と符号が確定される。元日＝汀Ｆ＜０，ＹＢ＝ＹＦ＜Ｏの関係が得られる。

①Ｂ，のＦ，ｖＢ，ｗＦについては

のＢ＝ａＢ／ａＢ＝ｒｏｌｌ－ｔ（ｌ＋Ｆ汀Ｂ）ｌ－ｔＹＢ＞０

［..､－１＜Ｆ汀Ｂ＝Ｆ汀Ｆ＜０］

のＦ＝ａＢ／ａＦ＝－ｒｏｔ（１＋Ｆ汀Ｆ）－ｔＹＦ

VB=aF/aB=|(BT)／-α(1~t)r･F1元B

－ａ（１－ｔ）（ＹＢ＋ｒ･）

ＶＰ＝ａＦ／ａＦ＝｜(ＢＴ）「′－ａ（１－ｔ）ｒＦ｝汀Ｆ

－ａ（１－ｔ）（ＹＦ＋ｒ､）＋ｒｏ
となる。すなわち

のＢ＝①Ｆ＋ｒｏ （７）

ｑｌＦ＝ＶＢ＋ｒｏ （８）

の関係が得られる。線形近似された動学体系を行列の形式で示すと
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｢ⅡⅡ二１
となる。トレースをｔｒ，行列式を。，判別式をＤとおくと、(7)式、(8)式を

用いて

ｔｒ＝のＢ＋ＶＦ

ｄ＝のＢＶＦ￣のＰＷＢ＝ｒ・（①Ｂ＋ＶＢ）＝ｒ・（ｔｒ－ｒ･）

Ｄ＝ｔｒ２－４ｄ＝（ｔｒ－２ｒ・）２≧Ｏ

となる。判別式（Ｄ）がゼロ以上となることより、渦状点と渦心点が不成立

となることがわかる。。とＤの符号については、以下の

ｒｏ＜ｔｒ－０＜ｄｔｒ≠２ｒ・￣０＜Ｄ

ｔｒ＝ｒ･－．＝０ｔｒ＝２ｒ・￣Ｄ＝Ｏ

ｔｒ＜ｒ・￣。＜０

の関係が成立する。渦状点が不成立であることより、局所的漸近安定が無条

件でも条件付でも成立しないので､成立しうる均衡のタイプを分析する。ｔ

ｒと。の符号の組合せは

（Ｃｌ）Ｏ＜ｔｒ，Ｏ＜。（ｒ・＜ｔｒ）

（Ｃ２）Ｏ＜ｔｒ，。＝０（ｔｒ＝ｒ・）

（Ｃ３）０＜ｔｒ，。＜0（０＜ｔｒ＜ｒ・）

（Ｃ４）ｔｒ＝０，．＜０（ｄ＝－ｒ･Ｚ）

（Ｃｓ）ｔｒ＜０，．＜０（ｄ＜－ｒ､2）

の５ケースが考えられる８１｡判別式の符号の条件（０≦Ｄ）は、すべてのケー

スに含まれている。各々のケースに該当する均衡のタイプを分析するため

に、想定されうるすべての位相図を求める。財政収支均衡線の傾きをＢｇと

おくと
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Ⅲ｡-.F/dBLo-(①ハ）
０＜Ｂｇ￣￣ｒ･＜①Ｆ＜Ｏ

Ｂｇ＜－１￣Ｏ＜①P（＜①Ｂ）

である。経常収支均衡線の傾きをＦｇとおくと、(8)式より

脈｡F/畑に~(w（'一昨/ｗｊ
Ｏ＜Ｆｇ￣Ｏ＜ＷＦ＜ｒ・（￣ｒ・＜ＶＢ＜０）

Ｆｇ＝Ｏ･ＶＰ＝ｒ＊（ＷＢ＝Ｏ）

Ｆｇ＜Ｏ￣ＷＦ＜０（ＷＢ＜￣ｒ・）ｏｒｒｏ＜ＶＦ（０＜ＷＢ）
である。位相図作成の条件は

０＜①Ｂ

ｔｒ＝のＢ＋ＷＦ

ｄ＝ｒ・（①Ｂ＋ＶＢ）＝ｒ・（ｔｒ－ｒ。）

①Ｆ≠０，ＶＦ≠０９）

であり、判別式の符号の条件（０≦Ｄ）は含まれない。求められる位相図は

以下の様になる'０)。

ｉ）Ｏ＜Ｂｇ（－ｒ・＜①Ｆ＜Ｏ）のケース

ｉ－ａ）Ｆｇ＜0（ＶＰ＜０，ＷＢ＜－ｒ、）のとき図ＰＩ

ｉ－ｂ）０＜Ｆｇ（０＜ＶＦ＜ｒ・’一ｒ･＜ＶＢ＜０）のとき図Ｐ2,Ｐ３

ｉ－ｃ）Ｆｇ＜0（ｒ、＜ＶＰ，０＜ＶＢ）のとき図Ｐ４（Ｐ４′）

ｉ－ｄ）Ｆｇ＝0（ＶＦ＝ｒ･，ＷＢ＝０）のとき図Ｐｓ

ｉｉ）Ｂｇ＜－１（Ｏ＜のF＜のB）のケース

ｉｉ－ａ）いく０（ＶＰ＜０，ＶＢ＜－ｒ・）のとき図Ｐ６，Ｐ７
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ｉｉ－ｂ）０＜Ｆｇ（Ｏ＜ＶＦ＜ｒ、，－ｒ・＜ＷＢ＜Ｏ）のとき図Ｐ８

ｉｉ－ｃ）Ｆｇ＜0（ｒ・＜ＷＦ，Ｏ＜ＶＢ）のとき'１）図Ｐ，

ｉｉ－ｄ）Ｆｇ＝０（ＷＦ＝ｒ･，ＶＢ＝Ｏ）のとき図ＰＩＯ

均衡のタイプ別に分類すると

（鞍点）図Ｐ１，Ｐ３，Ｐ‘

（結節点）図Ｐ２，Ｐ５，Ｐ，，ＰＩＯ

（退化結節点）図Ｐ４（Ｐ４′）

（渦状点）図Ｐ７，Ｐ８（不成立）

となり、すべて不安定となる。判別式の符号の条件（Ｏ≦Ｄ）が位相図作成

の条件に含まれないため、渦状点の図が得られる。成立しうる均衡のタイプ

はすべて不安定であるが､鞍点のケースにおける安定経路（ｓｔａｂｌｅ

ａｒｍ）は、図ＰＩとＰ３では財政赤字．経常赤字と財政黒字．経常黒字、図

Ｐ６では財政黒字・経常赤字と財政赤字・経常黒字の領域に存在し、すべて

の両収支の不均衡の組合せに存在している。（Ｃｌ）～（Ｃ，）の各々のケー
スに該当する位相図は

（Ｃｌ）：Ｐ２，Ｐ４（Ｐ４′），ＰＳ，Ｐ，，ＰＩＯ

（ｃ２）：該当図なし

（ｃ３）：Ｐ１，Ｐ３，Ｐ‘

（ｃ４）：ＰＩ，Ｐ‘

（ｃ,）：Ｐ１，Ｐ‘

であり、均衡のタイプは

（ｃ，）：不安定結節点、不安定退化結節点

（ｃ２）：中立不安定（不成立）

（ｃ３）：鞍点

（ｃ４）：鞍点

（Ｃｓ）：鞍点

である。（Ｃ２）については、Ｏ＜①ＢよりＢｇ≠０となるため、中立不安定

－６１－



琉球大学・経済研究（第49号）1995年３月

が成立しない。

６．おわりに

以上の分析結果より、以下の結論が得られる。

Ｉ）局所的漸近安定が成立する可能性は全くない。

Ⅱ）均衡のタイプは、鞍点、不安定結節点、不安定退化結節点である。

Ⅲ）鞍点のケースにおける安定経路は､すべての両収支の不均衡の組合せの

領域に存在している。すなわち局所的漸近安定が成立しなくても、両収

支は同時均衡へ至る可能性が存在する。

ストックが経済に与える影響を考慮に入れたモデルにおいては､両収支の不

均衡が拡大する`性質があり、不均衡が縮小するのは、経済が鞍点ケースの安

定経路にあるときのみであると言える。

我々には残きれたなすべき分析がある｡それは８ケースのすべての均衡の

タイプについての吟味である。なぜなら前節での分析では、６ケースについ

てのみ言及しているからである。均衡のタイプ別に条件を示すと、以下の様

になる。

１．鞍点。＜０，０＜，

２．結節点Ｏ＜ｔｒ，。，，

３．退化結節点ＶＢ≠０，のＦ≠０，０＜ｔｒ，。，Ｄ＝０

４．渦状点Ｏ＜ｔｒ，。，Ｄ＜０

５．渦心点ｔｒ＝０，０＜ｄ，Ｄ＜０

６．星状結節点ＶＢ＝①Ｆ＝０，０＜ｔｒ，。，Ｄ＝０

７．中立不安定０＜ｔｒ，。＝０，０＜，

８．不動点ｔｒ＝。＝Ｄ＝０

５．のケース（リヤプノフ安定）と８．のケース以外は、不安定の条件を示し

ている。２．，３．，４．，６．，７．，の各ケースにおいてｔｒ＜０とすれば、安定

－６２－
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のケースとなる。４．，５．の各ケースは判別式の符号の条件（０≦Ｄ）より除

外される。６．のケースは①Ｆ≠０より除外され、７．のケースは０＜のＢより

除外される。８のケースが除外されるのは自明である。４．，５．，６．，７．，

８．の各ケースが不成立であるので、１．，２．，３．の各ケースが成立して、こ

れは我々の前節での分析結果と一致している。

最後に政策的インプリケーションを述べておこう。我々はストックが影響

力を持つ経済においては、両収支の不均衡が､拡大する`性質を持っているこ

とを示した。すなわちこのことは、フロー部門内の恒等関係のつじつま合わ

せだけで政策を行うと、常に後手に回ることを意味している。フローの面だ

けで考える以上のスピードで、両収支の不均衡は拡大して行くのである。

従って政策当局は、迅速かつ大胆な対応が要求されるｑ我々の分析とは理論

的には関係ないが、ストック化経済における対応を誤った典型例が､現在の

平成大不況である。

圧

＊本論文は国際経済学会第３６回関西支部総会(平成６年６月４日，於京

都大学）での報告をまとめたものである。討論者として貴重なコメントを
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変動相場制下の債権国における財政収支と経常収支の同時均衡の安定性について

いただいた、井川－宏教授（神戸大学）に感謝いたします。

１）債務国ケースについては、徳島（１９９４）参照。

２）債権国ケースを分析するので、Ｆは対外債権ストックである。

３）Ｍ，Ｇ，ｔを所与とするのは、政策によって均衡状態をもたらすこと

を考えるのでなく、経済が本来均衡へ至る性質を有しているかどうか

を考えるからである。

４）この仮定より、Ｆは経常収支の累積黒字である。

５）この仮定より、Ｂは財政収支の累積赤字である。

６）両債券間の資本移動の均衡状態が、常に成立すると仮定する。すなわ

ちモデルの(3)式が常に成立すると仮定する。これより自国債券と外国

債券の間の資本移動が発生せず、注の４）と５）が言える。

７）Ｂの上のドット（・）は時間による微分を示している。Ｆの上のそれ

も同様である。

８）ｔｒ＜０，０＜ｄのケースが存在しないことからも、局所的漸近安定

が成立しないことがわかる。

９）ＢｇとＦｇの分母の値がゼロとならないことを意味している。

１０）０＜①Ｂの条件より、Ｂｇ≠Ｏとなる。

１１）ｌＢｇｌ＜｜Ｆｇｌのケースでは鞍点の図が得られるが、０＜ｄとな

るので、この図は不成立である。
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