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「小国開放経済の内生的成長モデル（バロー・モデル）

における、財政収支、経常収支、そして貿易収支の

勤学分析：定額一括税と動学的最適化」

徳島武

１．はじめに

近年発展してきた国際マクロ経済学の勤学的最適化モデルにおける財政収

支均衡の仮定に疑問を呈し、社会的に最適な財政収支と経常収支及び貿易収

支の勤学分析を通じて、その仮定の最適性を吟味する分析が徳島（1996）に

よってなされた。その論文においてその仮定の最適条件による裏付けが示さ

れたが、そこで用いられているモデルは新古典派成長モデルであった。最近

の新しい成長モデル、すなわち内生的成長モデルの発展を考慮すると、同様

の趣旨の分析がそのモデルにおいてもなされるべきであろう。そこで本論文

では、内生的成長モデルの中でも政府支出の効果を分析したバロー（Barro

(1990)，BalToandSala-i-Martin（1990)）のモデルを用いて、社会的に

最適な財政収支と経常収支及び貿易収支の勤学分析を行い、財政収支均衡の

仮定を吟味する。

我々はBlanchardandFischer（1989）で用いられているモデルに政府部

門を導入し、生産関数をバロー・モデルのそれとして、分析を行う。第２節

ではモデルについて説明し、第３節では投資の調整費用が存在しないケース

を分析し、第４節ではそれが存在するケースを分析し、第５節では結論をま

とめることにする。

２．モデル

中央計画当局が第０期における代表的家計の厚生を、制約条件の下で最大
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化することを仮定する。代表的家計の瞬時的効用関数を

(２．１）"z=＝〃(Ｑ,ｇｆ）

とする。αは消費であり、９ｔは政府支出である！)。右下の添字ｔは時間を示

している。この効用関数は非負であり、強い凹関数であって、

Ｏ＜〃１，〃２

１塁}菱;:’

ZZll，〃２２＜０

〃１１〃２２－〃１２〃２１＞０，〃１２＝〃2１

を仮定する2)。無限期間モデルを仮定すると代表的家計の厚生は、それの消

費と政府支出の効用の総現在価値となり、

ﾉ(雪山ルー"α， (２．２）

となる。０は時間選好率あるいは主観的割引率であり、所与の正の値をとる

と仮定する。制約条件は、対外債務ストック、資本ストック、そして政府債

務（＝国債）ストックの各々とフロー変数の関係を示す式であり、

Ｆ〔＝Ｑ＋/`＋９１`＋ＯＥ－Ａけａｇｆ

ｈｆ＝ｚｆ

(２．３）

(２．４）

(２．５）Ｂ（＝ｇＺ＋βＢｚ－口

である。Ｅは対外債務ストック、k1は資本ストック、ａは政府債務ストック

であり、対外取引は対外債務ですべて決済され、政府債務はすべて国内で取

引される。ｉｆは純投資であり、Ｚｒは一括税であって所与と仮定する。

－２２２－
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Ａ縁-αg？は生産関数であり、国民所得に相当し、Ａはその国の技術レベル

を示すパラメターであって所与であり、αは０より大きく１より小さい所与

の値をとる。小国の仮定より自国利子率と外国利子率は所与で等しく、また

８と等しいと仮定する。

我々の解くべき動学的最適化の問題は、以下のようにまとめられる。

maxい(ＣＭ,`ｗｉ
ＭＦｌ＝ｃt＋ｉｆ＋9t＋βＥ－Ａ什切

だ！=Ａ

Ｂビー９２＋ＯＢｔ－□

Ｆ０，ｈ゜，Bo9iven，『(＝ｚｂ＝consL

cz山,9t,ＦＭa’て，≧Ｏｆｏｒａｌｌｔ

制御変数はＣＭ,､９tであり、状態変数はＦＭ向、Ｂｔである。各々の変数

は－人当りのものであるが、人口成長はないものと仮定し、現時点（０時点）

での人口を１とする。また以下の分析では特に必要を認めない限り、右下の

添字ｔは省略する。

3．投資の調整費用が存在しないケース

このケースにおけるハミルトニアンは、一入、β、γを共役変数とすると

Ｈ＝zl(Ｍ)－入(c＋/＋g＋０Ｆ－Ａ＃αgα）

＋βj＋γ(g＋冊―て）

である。最適のための条件は

０
０

｜｜

班一両
姐
砒 (３．１）.．〃，＝入

●

...A＝β (３．２）
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Ⅲ－０川譽=』{ＭＡ(告)M1-γ（Ｍ）０９

ﾊﾞｰM+票-０Ｍ－ｃ…（Ｍ）

β-Ｍ-鶚=β|`-'ＭＡ(|;)｡｝（Ｍ）

形７６－器-０〃-cons上（川）

lim(－入Ｆ)e-0f＝０
ｔ→－

(３．７）

limβ舵-0`＝O
f-･○。

(３．８）

(３．９）lim7Be-0t＝Ｏ
ｆ→－

となる。入が一定の値となるのでｃは一定の値となり、また/lとβが等しい

ことより

β-β|`-(Ｍ)A(各ル０
となり

８－(Ｍ１A(是)。

となるので､号は一定の値となり、γも一定の値となるので､（３．３)式
より９も一定の値となる。すると力の値も一定となり、/はゼロとなる。以

上の結果をまとめると

c,９，入,β,γ,ﾉｬｰconst、ノー０

－２２４－
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となる。これより財政収支と経常収支及び貿易収支の勤学分析が可能となる。

財政収支をＢＢ２、経常収支をＣＡハ貿易収支をＴＢＩとすると

ＢＢｔ＝Ｂビー仇十ＢＢｌ－ｚｂ

ＣＡｔ＝－Ｆ,＝Ａ愚-α9?－ｃｔ－ｚｔ－ｇｉ－８Ｆｆ

ＴＢｆ＝Ａ晶一α,?－ｃｆ－ｚｌ－ｇｆ

となる。財政収支の式より

Ｂｔ＝９t＋BＢｔ－ｚｂ

として両辺を積分すると

ルールⅧ (３．１０）Ｂｏ＝

が求められる。９$が一定であるので、９t＜ｚｂのとき累積財政黒字が無限大

となり、ｚｂ＜９tのとき累積財政赤字が無限大となる。よって（３．１０）式

と横断面の条件より、

ｒｏ＝ｇ（＝ｇｏ＝const．，Ｂ・＝０

となり、今期（０期）以前から一貫して財政収支が均衡している状態が社会

的に最適となる。次に経常収支及び貿易収支の勤学分析を行う。経常収支の

式より

Ｆ(＝－ＴＢｔ＋βＥ

として両辺を積分すると

－２２５－
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ﾙｰﾉ!~Ta`州 (３．１１）

が求められる。/h、９１，ｃｔが一定で血がゼロであるので、Ｏ＜ＴＢｔのとき累

積貿易黒字が無限大となり、TB1＜０のとき累積貿易赤字が無限大となる。

よって（３．１１）式と横断面の条件より、

ＴＢ,＝ＴＢ。＝＝０，Ｆ｡＝０

となり、今期（０期）以前から一貫して経常収支も貿易収支も均衡している

状態が、社会的に最適となる。

4．投資の調整費用が存在するケース

このケースにおけるハミルトニアンは、一入､/１９，γを共役変数とすると

H-u(M)一昨+’['+`]+`+けF-AwW｝
＋Ｍ＋γ(g＋ＯＢ－ｒ）

である。のは投資の調整費用であり

(;） の(0）＝０，０＜①',の"の＝の

である。最適のための条件は

０
０

班
一
此
班
一
流

(４．１）.．〃，＝入
●

Ｍ－ｗ+(ル (４．２）
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川-入ＩＭＡ(÷)１－`}-γ辺＝0
ag

j-M+器－０

(ハルＭ-鶚

γ-叶誇-０

(４．３）

(４．４）..』＝const．

(４．５）

(４．６）...γ＝const．

lim(－入Ｆ)e－，２＝Ｏ
ビー。｡

(４．７）

(４．８）lim(川？)e-of＝ｏ
ｆ→。｡

(４．９）limγＢｅ－６ｚ＝O
Z→ＣＯ

である。スが一定の値となるため、ｃは一定の値となる。また入が一定であ

るので

いb)-ﾊｸｰﾊ{小(Ｍ)Aけ-(会)譽妙）

となり

`=〃(１－α)A(是)`-(会向 (４．１０）

が求められる。以上より

ｃ,入,γ＝const．

－２２７－
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の結果が得られる。これより財政収支の勤学分析が可能となる。前節同様財

政収支を定義して、（３．１０）式の

ルール棚Ｂｏ＝

が求められる。政府支出の限界効用が一定になるかどうかわからないので、

前節同様にgfの値を決めることはできない。しかし（３．１０）式と横断面の

条件より,`が一定の値をとり、

ｚｂ＝い＝ｇｏ＝const．，Ｂ・＝０

となり、今期（０期）以前から一貫して全期間において財政収支が均衡して

いる状態が、社会的に最適であることは明らかである。政府支出の限界効用

曲線は図４－１に示すように、ノウの増加により下方シフトし、んの減少によ

り上方シフトして、均衡政府支出ｇ*(＝go）に対する限界効用はその動きに

応じて変化する。

次に経常収支及び貿易収支の勤学分析を行う。そのためにはｊ､/Ｍの関

係を分析しなければならない3)。（４．２）式より

`=p似 Ｕ(０）＝1，０＜ｐ'4）
(４．１１）

の関数を定義する。この逆関数を〃ん＝Ｐ（９）と定義すると

P（１）＝０，０＜Ｐ (４．１２）ルーｊ＝帥(9)，

となる。またこの式を（４．１０）式へ代入して

`-`，-(1-α１A(そ)．-．(川
－２２８－

(４．１０'）
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を得る。川?､９の関係は（４．１２）式と（４．１０，）式の連立微分方程式の

位相図を描くことにより明らかになる。定常状態（｡/ＡＷｌｉ＝Q/9/dノーＯ）に

おいては

卜Ｌ８－(Ｍ)A(答)．

となる。ｇ*が一定なので、ｈの均衡値であるん*の値は一意に決まる。この

均衡点の近傍の状態を分析する。

ルーノＭ９）＝Ｆ(んｑ）＝０

`=〃(1-α１A(号)｡=G(ルル0

とおくと

淵一万靴－１

告{(１－α)Ａｗ…)<0

糾壽。

且
一
氏

糺壽。

一一

Ｑ
｜
凸

となるので、図４－２のように位相図が描かれ、均衡点が鞍点になることが

わかる。右下の添字はその変数による偏導関数であることを示している。ま

た代数的にも線形近似の式が

I:=F１IiH
A；*や/(1)

８

０

(１－α)Ａａｇ*9A?*-1画鶚⑪

となり、係数行列式を」とおくと

-２２９－
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(諄)｡<０」＝-91'(1)（１－α)Ａａ

となることから鞍点が証明される。最適条件よりｈ、９は安定経路上を移動

し、ｈの値が均衡値より小さい場合には、Ａ､が増加して９が減少して／が正、

大きい場合にはだが減少して９が増加してｊが負となる。経常収支と貿易収

支は

Ｃ

ＣＡ〔＝－Ｆ！＝二Ｍｌ－ａｇ?－cz-j1[l＋の]－ｇｔ－８Ｆｌ

ＴＢｔ==Ａけagf-c1-jt〔l＋の]－９ｔ

と定義され、前節同様

ＦピーーＴＢｆ＋８Ｆ（

とおくと、（３．１１）式の

凡=ｒＴルー棚

が求められる。この式は対外債務の初期値によって、貿易収支の勤学が制約

されることを意味している。/が正のケースに限定すると、貿易収支の勤学

は図４－３のようになる。AADl-aga-j〔l＋の］の値は、時間の経過とともに

A､の値が増加してゆくと、Ａ/IF1-agaの値が大きくなり、のの値が小さくな

るので増加し5)、ｃ＋ｇの値は一定なので、社会的に最適な貿易収支は最初

は赤字その後黒字となる。（３．１１）式より、累積貿易黒字の大きさは対外

債務の初期値により制約される。我々のモデルでは経常収支の勤学は分析で

きない。

－２３０－
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５．おわりに

我々のモデルにおける分析結果は以下のようにまとめられる。

（１）投資の調整費用が存在しないケース

ｉ）財政収支均衡

ｉｉ）経常収支及び貿易収支均衡

（Ⅱ）投資の調整費用が存在するケース

ｉ）財政収支均衡

ｉｉ）貿易収支は赤字から黒字へ（純投資正）

内生的成長モデルのバロー・モデルにおいても、新古典派成長モデルのケー

スと全く同様の結論が得られた。内生的成長モデルにおいても、財政収支均

衡の仮定が最適条件に裏付けられていることが証明されたのである。

本論文の目的とは別に、その国の技術レベルを示すパラメタ一Ａに関する

興味深い結論にも言及しておこう。それは

①収支の勤学とＡの大小は関係ない。

②Ａが大きいほど政府支出の限界効用は小さくなる。

である。①はその国が先進国（Ａが大きい国）か発展途上国（Ａが小さい国）

かということと、その国にとって望ましい経常収支及び貿易収支の勤学は何

かということとは、関連がないことを示している。②は先進国になるほど政

府支出の社会に対する貢献度が低下することを示している。このことは先進

国になればなるほど、小さな政府であることが望ましいことを意味している。

注

'）我々のモデルは合成財のモデルであり、民間部門と政府部門の供給する

財は同質である。政府部門の供給する財は公的に供給される民間財であ

り、競合性と排除性を持つ。

2）〃,＝０"/0ct，〃2＝０"/０９１，〃12＝０２"/Oct0gf，〃21＝０２"/OgtOc＃

〃1,＝０２"/OC?，〃22＝02"/０９；である。

－２３３－
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３）以下の分析方法はBlanchardandFischer（1989）ｃｈａｐ２を参照。

４）Ｕ'＝の'＋ｄ'＋(//ﾉﾋＭ＝２の'＋(//虎)｡"となり、０＜の'，の"であるので

正となる。

５）０の/0ﾉｬｰｄ'0(///ＷＯ々＝＿①'(j/AF2)＜０である。
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