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｢内生的成長モデル（ローマーーバロー。モデル）

におけるＳ収支の勤学的最適化分析」

徳島武

１．はじめに

徳＃６（1996,1997）のi論文において、新古典派成長モデルと政府支出の効

米を考慮したバロー（Barro（1990)，BarroandSala-i-Martin（1990)）

の１Ｍ;Ｍ成腫モデルにおける、イ|:会的に蹴適（パレート殿適）な財政収支、

総↑iir収支、貿易収支の３収支の勤学分析がなされた。また財政収支均衡の仮

疋は、Turnovsky（1995）輔?の税1U]にあるように予算制約式を満足するよ

うに111動的にillil擬きれるということから、恒常的政府支出の下では当然の仮

定とするのが一般的であるが、そｵしらの論文ではその最適条件による裏付け

Ｍくぎれた。しかし内生的成長モデルにおける分析では、政府支出による社

会資本の光鍵の生産増加効果のみならず、Ｒｏｍｅｒ（1986）によって指摘き

れたような、民間部門における資本ストックの増加が知識やノウハウの蓄積

をもたらして、それが１企業のみならず社会全体に波及（スピル・オーバー）

して社会全体の技術レベルを引き上げ生産を効率化し、生産を増加きせる効

果も考慮すべきである。そこで本論文ではこの両効果を考慮した成長モデル

をローマーーバロー・モデルとし、それらの論文同様の３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

１１１を導入し、生産関数を既述の両効果を考慮したものに改めて分析を行う。

第２節ではモデルについて説明し、策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節ではそれが存狂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。
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２．モデル

中央計画当局が第Oｌ９ｊ（今ﾉﾘ]）における代表的家計の厚生を、制約条件の

下で蛾大化することを仮定する。代表的家計の瞬時的効)|]関数を

皿`＝〃(c1,,`）（2.1）

とする。ｃＺは消識であ'6)、９，は政府支出である')。右…ﾄﾞの添牛:tは時|(Uを示

している。この効)１１関数は」１１典であり、強い1111関数であって

０＜四１，Ｚｲ２〃''’１M22＜０

〃1１２４１２

Ｚ４ｌｌＺｲ22-〃１２〃２１＞０Ｚ412＝Ｚｲ2１

｜Z`２１ＺＵ２２１

を仮定する:)。j111Il(Ｍ]''１１モデルを仮定すると、代表''19家iilのｌｊｊＩｌｌＨはそれのii1j

MItと政府叉{１１の効(】の総iMiHIlli価となり

ノ;岬迦(c似ルー"α’ （２２）

となる。ｅは時１１M選好率あるいは主観的剣；|率であり、所与のjlﾐの値をと

ると仮定する。生産関数は９，を陸|民所得、ＡＣ【を資本ストックとすると

ソ!＝（肱ii)んｌ－ａ９ｆ０＜ｓ,ｈＯ〈α＜１ （２３）

となる。ｓ，〃,α’は所与の値である。括弧の中が資本ストックの墹加によ

る生産性上昇の効果を示している3)。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)＝c`＋i`＋,,＋砺一（肱:）ACﾉｰａ９ｆ（24）

ん!=ぬ （2.5）

Ｂ(＝９１＋ＧＢＩ－巧 （2.6）

である。Ｅは対外債務ストック、Ｂ'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、政府債務はすべて匡|内で取引きれる。ｊｌは純

投資であり、酉は一括税であって所与と仮定する。小鬮の仮定より圃国利子

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。

－２２－



｢ＭＭ<】成長モデルにおける３収支の勤学的鍛適化分･艀」（徳島武）

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。

ｍａｘｊ;Ｍｃｌ,ルー,ｌｄｊ
ＭＥ＝c【＋ｉ１＋91＋肌一（肱ii）ん>－．９１

ｋ,＝ｌｉｌ

Ｂｌ＝,/＋〃ノー巧

凡,ＡＣ｡,Ｂｏ９ｉＵｅ"，巧＝てb＝ＣＯ刀St・

Ｃｌ,ｊ'’9,,Ｅ’ん1,Ｂ,,ｒＩ≧０／bγα〃ｔ

↑'１御変数はＣ【，ｉｆ，91であり、状態変数はＦＭＣ,,Ｂｌである。各々の変数は
１人Ｊ１りのものであるが、人に1成長はないものと仮定し、現時点（第０期）
での人１１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'j｢:ｔは桁略する。

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、－んβ、γを共役変数とすると
Ｈ＝〃（c,,）－入{ｃ＋i＋９＋〃－（ｈｋＷｃｌ－ａ,α）

＋βj＋７（，＋妬－て）

である。雌適のための条件は

亘14LL＝０
５ｃ・・〃’＝ス （3.1）

ﾆﾅﾁ=０ ．．.スーβ（３２）

旦旦＝０．．〃2＝ス（,－んαACS+１－ａｇａ－ｌ）－γ６９ （3.3）

』-M+器-０Ⅲ=… （3.4）

β-β’一幕-β(０－伽(s+1-α)１Ｗ’ （3.5）

ｻﾞ=７，－器=０ ．．γ＝ｃｏｎｓｔ． （3.6）

｜聖（-入F)ｅ‐蝿＝０ （3.7）

｜聖地-戯＝０ （3.8）

｜璽氾9-,'＝０ （3.9）

となる。入が-･定の値となり消識の限界効川（z（１）が-一定となるため、Ｃは

－２３－
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一定の値となり、また入とβが等しいことより

臼＝β(０－〃（s＋１－α）ACS~α,α)＝０

となり

８＝ん（s＋１－α）んs~α,α

となる。γも一定なので、（３３）式より/Cs+1-α,α-1が一定で政府支出の限界

効用（〃2）が一定であることと、ｊｃと，の値が一定であることは同値であ

る。またんs+1-α,α＝ﾉｾs－ａｇａ（ん/，）なので、ACS+'~α,α~'が一定でACと，が

一定であることと、んs~α,αが一定であることは同値である。よってんの値

は一定でＺ＝０であり、，の値も…一定である。以上の結果をまとめると

ｃ,，’ん,ス,β,γ＝const.,ｊ＝０

となる。これより1吋政収支と経常収支及び貿易収支の勤学分析が１J能となる。

財政収支を〃ハ総常収支をＭ１、貿易収支をＴＢ`とすると

ＢＢ(＝Ｂｒ＝，【＋Ｍｒｚｂ

ＣＡ,＝一念＝(肱》）んﾉｰ・ルc,－ゴー，`－肌

ＴＢ１＝（肱:）ﾉｔｌ－ａＦｆ－ｃ`－j`－９‘

となる。財政収支の式より

Ｂ`＝，(＋〃,－てて，

として両辺を積分すると

Ｂｂ＝」;.｡(為-,ルー"｡’ （3.10）

が求められる。，`が一定であるので、９２＜巧のとき累積財政黒字が無限大

となり、Tb＜,`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（3.9）式より

てｂ＝，`＝，。＝const.,Bb＝０

となり、今期（第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

会的最適の同値となる。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

－２４－



｢内生的成腱モデルにおける３収支の勤学的最適化分析」（徳島武）

Ｅ,＝－ＴBi＋aF11

として両辺を積分すると

Pb＝」;"Ta`-剛α’ （3.11）

が求められる。ｃ1,9,,ｋ(が一定でi,がゼロであるので、０＜７Ｅｌのとき累積

貿易黙字が無限大となり、ＴＢ《＜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iliiの条件（３７）式よ''）

ＴＢ,＝ＴＢ｡＝０，Ｆb＝０

となり、今期（第０期）以前から…賀して経常収支も貿易収支も均衡してい

る状態が社会的妓適のliji1価となる。

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

〃＝〃（c’９）－ス{c＋j〔1＋①〕＋,＋〃－(ｈｋＷｃ１－ａ９｡）

＋Ｍ＋γ（,＋〃－て）

である。のは投盗の調終薮用であり

｡(＝｡（'1//c`)，妙（0）＝０，０＜②',｡'′

である。最適のための条件は

０
０

０

服
一
沈
班
一
成
棚
一
町

．．〃，ニース （4.1）

Ａ'＝'+②+先｡’（42）

.．〃2＝ス（１－/zaAcs+l-a9a-l）－γ （４３）

訓
柵
一
靴
０

柵
一
〃
Ｍ
研
一
〃

＋８
８

１
Ｊ

γ

９入
・
入

・
γ

(4.4）..、スーconst．

(4.5）

(4.6）
●

.．γ＝ｃｏｎｓｔ．
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Ｉ型（一入FルーＬＯ （４７）

Ｉ型(入q化)ｅ－戯＝０ （４８）

｜塾，Be-鰯＝０ （４９）

となる。スが一定の値となるため消費の限界効用（〃】）は一定であり、ｃは

一定の値となる。またスが一定であるので（４５）式より

（Ｍ＝Ｍ=】(9,-〃(s+1-α)ｗ－(完)`｡'）
となり

`=#川s+1-α)ん…,｡-(た)2‘ (410）

が求められる。以上より

ｃ，ス，γ＝const

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

Ｂ・＝」;.｡(Tb-ルー鍬｡’ （3.10）

が求められる。前節同様にｇｌの値を決めることはできないが、（3.,0）式と

横断面の条件（４９）式より,`が一定の値をとり、

Ｔｂ＝，,＝,。＝COnSt．，Ｂ･＝O

となり、今期（第０期）以前から一貫して財政収支が均衡している状態が、

社会的最適の十分条件であることは明らかである。また（４３）式の最適条

件より求められる政府支出の限界効用（〃2）については、図４－，に示す

ように、政府支出の限界効用曲線がんの増加により下方シフトし、ＡＣの減少

により上方シフトして、均衡政府支出,．(＝，｡）に対する限界効用がその

動きに応じて変化すると解釈できる。

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Ｍｃ,９の関

係を分析しなければならないｲ)。（4.2）式より
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｢内生的成長モデルにおける３収支の勤学的最適化分析」（徳島武）

ｑ＝ｗ（//ﾉt)，Ⅳ.（0）＝１，０＜ｗ'5） （411）

の関数を定義する。この逆関数をi/化＝｡（９）と定義すると

ん＝ｉ＝帥(9)，④（１）＝０，０＜９′ （4.12）

となる。この式を（410）式へ代入して

Ｇｉ＝ｇｏ－ん（s＋１－α）んs－ａ９ａ－Ｐ(9)2②′（410'）

を得る。ｉ,ん,９の関係は（412）式と（410'）式の連立微分方程式の位相

図を描くことによって示される。定常状態（dAc/ａｔ＝αq/〃＝０）におい

ては、９の均衡値をｑ､、んの均衡値をAC｡とおくと

ｑ､＝１０＝力（s＋１－α）ん｡s~α,．α

となる。９．が一定なのでん゛の値は一意に定まる。この均衡点の近傍の状態

を分析する。

ん＝“（９）＝Ｆ（/c’９）＝０

（i＝９９－/Z（s＋１－α）んs-a9α＝Ｃ（ん,ｑ）＝０

とおくと

器ｌＨ－篝－綿--元!:号丁－，

器|炉０－号-台{伽(`+１－αルα)ん…ｿﾞ･}毫0帳α
となる。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。

s＜αのとき図４－２のような鞍点の、α＜ｓのとき図４－３のような不安

定渦状点の、そしてｓ＝αのとき図４－４のような中立不安定の位相図が

描かれる。また代数的に分析すると線形近似の式が

の薑〔 -〔卜α川十い…鮮椰)〕〔減〕
となり、係数行列式を△、トレースを〃とおくと

△＝（ｓ－α）ハ（s＋１－α）００′（１）ＡＣ.‘~α,.α,〃＝８

－２７－
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ｓ＜αのとき０＜〃△＜０：鞍点

α＜ｓのとき０＜〃０＜△：不安定渦状点

ｓ＝αのとき０＜〃△＜０：中立不安定

となる。最初にｓ＜αのケースを考えると、鹸適条件よりＡＣと９は図４－

２の安定経路上を移動ｕ)、凡のIilliが均衡｛iij[より小きい場合には、ＡＣが増力[Ｉ

して９が減少してｉが正、大きい場合には凡が減少して９が増加してｆが負

となる。経常収支と貿易収支は

ＣＡ`＝－虚＝(/Zんi）んﾉｰ･昨ci-L〔1＋②!〕－叶肥

ＴＢ`＝（肱！）んｌ－ａ９ｆ－ｃｊ－ｊｌ〔１Ｍ〕－９１

と定義ぎれ、１iii節liM様

Ｅ＝－ＴＢｌ＋砿

とおくと、（3.11）式の

Ｅ,＝〃,TIM鰍`’ （3.11）

が求められる。この式は対外償務の初期値により貿易収支の勤学が制約ざれ

ることを意味している。ｊが正のケースに限定すると、貿易収支の勤学は図

４－５のようになる。（肱s）lcl-a,ａ－ｊ〔1＋②〕の他は、時間の経過ととも

にACの値が増加してゆくと、Wcs）Al~α,αの値が大きくなり７)、。とｉの値

が小きくなる8）ので増加し、ｃ＋，の値が一定なので、社会的に最適な貿易

収支は最初は赤字でその後黒字となる。（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iliU約される。我々のモデルでは経常収支の勤

学分析はできない。次にα＜ｓのケースを考えると、最適条件を満足するん

と９の最適経路は存在しないため9)、社会的に最適な経常収支及び貿易収支

の勤学は存在しないことになる。またｓ＝αのケースも同様に、社会的に

最適な経常収支及び貿易収支の勤学は存在しないＭ１)。この３ケースを資本の

限界生産力の観点から比較してみると

ｚﾉー（んﾉts)ん'一α,α＝ﾉｗ+l-a9a

－２８－



｢内生的成長モデルにおける３収支の勤学的最適化分析」（徳島武）

〃一一

殉一脈ｈ一一

殉一狄 (s＋１－α）んs~α,ａ (s＋１－α）（ｓ－α）ん３－(α+'),ａ

ｓ＜αのとき６２z//肱2＜０

α＜ｓのとき０＜０２Z//靴２

Ｓ＝αのとぎ029/靴2＝０

となるu)｡ｓ＜αのケースは政府支出一定の下で資本の限界生産力が逓減

する経済であり、α＜ｓのケースはそれが逓増する経済であり、そして

ｓ＝ααのケースはそれが一定の経済である。またαとｓの経済学的意味の

観点から比較すると、ｓ＜αのケースは、生産システムにおける政府支出の

ウエイトが高く、生産効率上昇の波及効果が小きい経済であり、α＜ｓのケー

スはそのウエイトが低くてその効果が大きい経済であり、そしてｓ＝αの

ケースはそれらが等しい経済である｡また政府支出の限界効用は、（4.3）式

よりαの値が一定とするとｓ＜αのケースが最も高い。社会的最適と同値

である貿易収支の勤学が存在するケースが、ｓ＜αのケースに限定きれるこ

との意味についての議論は別の機会に譲り、ここではその結果だけを示して

おく。
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｢内生的成長モデルにおける３収支の勤学的最適化分析」（徳島武）

９
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ｒし

(信二zHjE三１ ●

ﾉＩＣ＝ ◎
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｢内生的成長モデルにおける３収支の勤学的最適化分析」（徳島武）

５.おわりに

我々のモデルにおける分析結果は以下のとおりである。ただし（Ⅱ）ｉ）

以外は同値である。

(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（十分条件）

ｉｉ)貿易収支は赤字から黒字へ（純投資正、ｓ＜α）

内生的成長モデルのローマーーバロー・モデルにおいても、新古典派成長

モデル及び内生的成長モデルのバロー･モデルとほぼ同様の結論が得られた。

ただし投資の調整費用が存在するケースにおける貿易収支の勤学分析は、

s＜αという特殊な仮定を要することが確認された。逆に言えばα≦ｓのケー

スでは、社会的に最適（パレート最適）な貿易収支の勤学は存在しないとい

うことである。このことは異時点間の所得と支出の最適化を理論的根拠とす

る経常収支及び貿易収支の動学理論にとって、かなり深刻な問題である。こ

の点についてはまた別の機会に論じることにしたい。また本論文においても、

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示きれたのである

が、我々のモデルの'性質上財政収支均衡とは

（恒常的政府支出）＝（恒常的税収）

を意味していることに注意しなければならない。
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注

１）我々のモデルは、民間部門と政府部門の供給する財を同質とする合成財

モデルである。よって政府部門の供給する財も、民間部門の供給する財

同様に、競合性と排除性を持つ。

２）〃l＝伽/0C,,〃2＝伽/agf,〃】2＝０２"/6910C，

Ｕ２!＝”/,C`０，ビル,＝６２"/βＣｆル2＝a2Z`/09／

である。

３）この効果をこの関数で表示する方怯は、津1111（1993）による。

４）以下の分析方法はBlanchardandFischer（1989）ｃｈａｐ２を参照。

５）Ｗ'＝｡'＋②'＋（j/ﾉt）②″＝２妙'十（j/ｋ）②''となり、０＜①'‘''であ

るので正となる。

６）図４－２の安定経路力鞭適経路となる｡般適経路より上の領域では､ACが正

の無限大に発散して(4.8)式の横断iiiiの条件を満たきない｡それより下の領

,域では９＜１より(Ｗａｔ＜０となり、んはゼロの値まで減少し､その時〃が

ゼロとなるのでｃもゼロとなって消費の限界効用(〃,＝入）が無限大となる

ため､(4.4)式の入一定の条件を満たざない｡最適経路上の均衡点ではkは

正の値ん｡に収束しｗが正の一定値となりｃも正の一定値となるため消費

の限界効用(〃,＝ス）も正の一定値となり、９＝１であるので､(4.8)式の横

断面の条件を満たしている。またこの均衡点ではａＭｚｒ＝ｊ＝０，９＝ｌで

あるが､これは(4.2)式の条件も満たしている｡そしてこの経路上でも（4.2）

式の条件は、ａ９/aAC＝－２①'(j/AC2)－｡"(i2/k3）＜Ｏ(．..O＜②',②"）とな

ることから満たされ､ACは正の値をとるのでｚ/も正の値をとり、一定の正の

ｃの値が|呆証されて消費の限界効用(〃!＝ス)が一定となるため､(4.4)式の

条件も満たしている。

７）ｇ＝伽Cs)ん'一α,α＝/ZADs十1-α,αで、０＜ｓ＋１－α(･･･０＜Ｓ’０＜α＜ｌ）

である。これより,z//DAC＝ん（s＋１－α）んs-a9aが正となり、ｋの増加

－３４－



｢内生的成長モデルにおける３収支の勤学:的最適化分析」（徳島武）

によりｇが増加する。

８）０Ｗ肋＝①'０（ｊ//c)/グノt＝＿の'i/ん2＜０（...Ｏ＜②,）である。また

ａｊ/〃＝②'５（j/ﾉt)/切＝②'/化＞０（･･･０＜②'）でもある。

９）んが正のある値に11又束しないので、鎧適条件を満たきない。

10）９）と同様の珊１１による。

11）資本の限界生産力が常に正であることは、７）で示されている。
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