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金融契約の不完備性と経済成長十

宮田 亮‘

１．はじめに

内生的成長理論では、持続的な経済成長をもたらす要因としてイノヴェー

ション活動による生産性の向上が重視され、それを行う経済主体への資金供

給がどのように行われるかということに多くの感心が寄せられている')。本

論文では、イノヴェーション活動への資金供給のあり方が経済成長に及ぼす

影響について考察する。

現実のベンチャー企業への資金提供において、資金提供者が貸出先の株式

を保有することや、取締役会の構成メンバーとして貸出先企業の経営に関与

することがしばしば見られる2)。このような出資形態が採用される理由のひ

とつとして、ベンチャー企業の行うイノヴェーション活動の性格があると考

えられる。イノヴェーション活動には、新しいアイデアに基づいてそれまで

存在しなかった技術やノウハウを生み出すという性格がある。そのため、そ

の成果の利用がそれを開発した本人の能力に大きく依存し、企業を清算した

場合に残余資産がほとんどない可能性がある。また、客観的な投資の成果が

測りがたく、それに基づいた契約を結ぶことが難しい場合がある3)。不完備

契約理論によれば、このような状況においては、利害関係者が事後に出来る

だけ多くの利得を得ようと機会主義的な行動をとることが予想される4)．上

述の出資形態には、ベンチャー企業側の機会主義的な行動を防ぐ機能や、利

潤の分配をめぐる交渉において貸し手の交渉力を増加させる機能があると考

えられる。つまり、資金提供者の事後的な取り分を増やし、貸付を収益性の

あるものとするのである。本論文では、こうした問題が経済全体にもたらす

影響を一般均衡の枠組みで分析し、長期的な観点からどのような制度設計が

望ましいかを考察する。

－４１－



琉球大学・経済研究（第66号）2003年９月

こうした目的のために、本論では、イノヴェーションの成果を用いる段階

で利潤の分配に関して再交渉が可能であること、資金提供者がイノヴェーショ

ンの実行者ほどには開発された技術を使いこなせないという想定を世代重複

型の内生的成長モデル（秋山（1997)）に組み込んで分析を行う5)。そして、

企業の清算費用と利潤の分配をめぐる交渉における資金供給者と借り手企業

の交渉力というふたつのパラメータが、均衡イノヴェーション水準や経済成

長率に与える影響を検討する。

結果として以下のことがわかる。均衡イノヴェーション水準は企業の清算

費用、利潤分配をめぐる再交渉における資金の貸し手、借り手の交渉力の水

準に依存して決まる。企業の清算費用（貸し手が企業を清算してイノヴェー

ションの成果を使用する場合に必要となる費用）の水準が高ければ、容易な

ことで債権者は清算を選択しない事が予想できる。そのため、企業家の機会

主義的な行動を招きやすい。よって事前の貸出自体があまり行われない可能

性がある。逆に清算費用が低い場合には、企業家の得る利潤が少なくなって

しまうため、企業家になろうとするものがいなくなる可能性がある。

再交渉における交渉力については以下の結果が得られる。借り手の交渉力

が強すぎる場合には、利潤の大部分が企業家に渡ってしまう可能性があるた

め、貸し手は資金の貸付を祷踏する。逆に貸し手の交渉力が強すぎる場合に

は、イノヴェーションの成果の大部分を貸し手に取られてしまう恐れがある

ため、企業家になろうとする個人が存在しなくなってしまう。従って、企業

家の交渉力と借り手の交渉力には、イノヴェーション水準に関して最適な水

準が存在することになる。どちらか一方の交渉力が強すぎる場合にはイノヴェー

ションは行われない。

本論文の分析による政策的なインプリケーションとして以下のことがあげ

られる。イノヴェーションを促進するためには、清算費用が高い場合には貸

し手の交渉力が強いことが望ましく、清算費用が低い場合には借り手の交渉

力が強いことが望ましい。資本市場を整備するなどして清算費用を低める場
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合には、借り手の権利をある程度保護する方が望ましいかもしれない。経済

成長には、企業の清算費用と投資家の保護の度合い（貸し手と借り手のどち

らをどれだけ保護するか）の両者が影響する。従って、どちらか一方のみの

改善が成長を促進するか否かは明らかではなく、却って経済成長を阻害して

しまう可能性がある。ベンチャー企業の起業を促進して景気浮揚を行うので

あれば、本論文で述べるようなベンチャー企業の行う事業の特質を十分理解

した上で、制度設計を行う必要がある。

論文は以下の構成に従う。まず次の第２節でモデルの概略を述べる。第３

節で均衡条件を記述し、第４節で経済の成長経路の分析を行う。最後の第５

節は結語である。

２．モデル6）

２－１基本的設定

標準的な世代重複モデルを用いて分析をおこなう。時間を一定の範囲に区

分し、それを期と呼ぶことにする。期は第１期に始まり、第２期、第３期と

続き、以下永遠に続くと考える。各期毎に２期間生きる個人が測度Ｎだけ誕

生する。個人は若年期に１単位の労働を保有し、老年期にのみ財の消費を行

う。経済には指数`UE[0,']で区別される多数の消費財が存在し各財の生

産は資本及び労働を生産要素として財生産企業が行う。の財を生産する企業

の集まりを①財産業と呼ぶことにする。

個人は若年期において労働者として生きるか、企業家として生きるかを選

択する。労働者となることを選択した場合、若年期に労働を供給する。老年

期の消費のみから効用を得ると考えるので、稼いだ賃金はすべて貯蓄される。

労働者の行う貯蓄は次期の資本形成及び今期行われるイノヴェーション活動

に投資される。企業家となることを選択した場合には、労働を供給すること

は出来ないが…若年期に自らが選択した産業においてイノヴェーションを実

行することが出来る。イノヴェーションの実行にはｂ単位の労働投入が必要
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であるとする。それを投入することにより、次期において企業家の選択した

産業での財生産に必要な費用が一定割合削減される。その技術は、それを行っ

た企業家が設立した企業のみが使用可能であり、企業家から他の主体が技術

を引き継いで生産を行う場合には、追加的な労働投入が必要になる。言い換

えると企業を清算して、残余資産を用いて生産を行うために追加的な費用が

かかる。このことは、イノヴェーションの成果が－部、それを実行した企業

家に体化してしまうことによる。あるいは企業を清算して再建するのに費用

が必要になると解釈することも出来る。各財市場ではベルトラン競争が行わ

れる。従って、効率的な生産技術を独占的に使用できる企業は、一定の利潤

を得ることが出来る。１期間の企業家による排他的使用の後、知識は普遍化

するものとする。従って、すべての企業が常に１期前の最善の技術を使用す

ることが出来る。

企業家がイノヴェーションに必要な資金を資本市場を通じて調達する際、

貸し手との間で契約を結ぶ。契約では、企業家に与えられる報酬が定められ

る。しかし、法制度等の不備から、事前に拘束的な契約は結べないものとす

る。イノヴェーションの成果の使用可能性と契約が不完備である下で、利潤

の分配は事後的に行われる再交渉に依存することになる。

２－２個人の消費・貯蓄行動

各個人は以下の効用関数ｕを持つとする。

ロ({cﾙ)})-exp岬・ルルⅢ
ここで､c仏)は⑩財の消費量を表す。この効用関数から､ｔ期における名

目消費支出総額Ｃｌが与えられた下での各の財に対する需要として、

。ﾙ)-歳ﾛ
を得る｡ｐ仏)はt期におけるの財の価格である。各の財に対する需要の価

格弾力性は１となる。
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ｔ期に企業家になることを選択した個人の測度をａとすると、ｔ期の総

労働供給は、Iv-01となる。主体は老年期にのみ消費するので、労働者は、

若年期に得た賃金Ｗ『を全て貯蓄する。ｔ期における経済全体の貯蓄Ｓｔは、

Ｓ`＝W7CV-0`）（３）

となる。

２－３資本

資本財は各財の一定の組み合わせから生産され、次期において財生産に用

いることが可能である。ｔ＋1期における資本財の生産量は､ｋ仏)をt期

に投入されるの財の量とすると、

Ｋ}瓠=exp〃9kルル （４）

となる｡一定のKl-1を形成するための各の財の投入量k仏)は､支出最小

化問題

邪ル(⑳ﾙﾙ）
Ｍ』Fexp岬臘ルル

の解として与えられ、

ボル)-論㈲
となる－M-expル９，ルルである｡資本形成のための財需
要の価格弾力』性も１となる。なお財市場の均衡条件は、ｔ期の名目総支出を

ｚｌとすると、

Ｚ,＝Ｃ`＋ＢＫ)÷， （６）

である｡従ってt期のの財に対する需要量工仏)は
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ｴﾙ)Ｔ急） （７）

となる。

２－４イノヴェーション

企業家となることを選択した個人は、ある一つの産業でイノヴェーション

を実行する。イノヴェーションは若年期にｂ単位の労働を投入することによ

り行われる。その成果として、次の期に企業家の選択した産業での財生産に

必要な費用が１－ﾉｕの割合だけ削減される。その技術は、イノヴェーション

を行った企業家が設立した財生産企業のみが使用可能であり、別の主体が企

業家から生産を引き継いで行う場合には、パ単位の追加的な労働投入が必要

になるとする。このことは、イノヴェーションの成果が一部、それを実行し

た企業家に体化してしまうことによる。あるいは、企業を清算し再建するの

に費用がかかると考えることもできる。知識の排他的使用は１期間だけ可能

であり、その後知識は普遍化するものとする。つまり、ｔ期に行われたイノ

ヴェーションの成果はｔ＋２期以降、当該産業のすべての企業が利用するこ

とができる。

なおイノヴェーションを行う産業が重なり、２人以上の企業家が同じ産業

において最新の技術を使用できる場合、ベルトラン競争の結果として利潤は

Ｏとなる。イノヴェーションが行われていない産業でイノヴェーションを行

えば、確実に利潤を得ることが出来る。従って、企業家が合理的であること

を前提とすれば、イノヴェーションの生じていない産業がある限り、複数の

企業家が同一産業でイノヴェーションを行うことはない7)。

２－５企業行動、財生産及び財価格

各消費財の生産は労働と資本を投入することにより行われる。１単位の①

財を生産するために△仏)R`Ｗ'－．という費用が必要となる‘)。△仏）

はｔ期における①財生産の生産性を表し、の財産業における技術水準を表す
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ものと考えることが出来る。ｔ期に(4)財産業でイノヴェーションが生じた場

合、

△仏)＝"△`_仏）（８）

となり、生産に必要な費用が１－匹の割合だけ削減される。ただし、上述の

ようにイノヴェーションを行った企業家だけがこの技術を使用することがで

きる。一方、ｔ期に①財産業でイノヴェーションが生じなかった場合、

△仏)＝△トル）（９）

となり、前期と同じ水準にとどまる。この技術はすべての企業が使用するこ

とが出来る。

すべての財の市場において、ベルトラン競争が行われるものとする。各財

に対する需要の価格弾力性が１であるので、イノヴェーションを行った企業

は、旧来の技術を用いる企業の参入を阻止することの出来る最大の価格をつ

けることで利潤を最大にすることが出来る。従って、価格は１期前の最善の

技術を用いた場合の費用と等しくなる，)。

ｐ仏)＝△`_仏)Pwl-aR1。 （10）

この価格付け行動から、イノヴェーションが行われたの財産業における利潤

冗`(の)は、

巧(`J)＝('一仏)z‘ （11）

となる'0)。このことから、利潤はどの産業でイノヴェーションを行おうとも

同じであり、技術水準にも依存しないことがわかる。

イノヴェーションが生じなかった場合、すべての企業が１期前の最善の技

術を使用することが出来る。そのためベルトラン競争の結果、イノヴェーショ

ンが生じた場合と同様の価格が成立する。この場合の価格も(10)に示される通

りになる。

ここで各産業における要素需要について考えよう。上記の費用関数から、
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シェファードの補題を用いることによって、生産物１単位当りの資本投入量

はα△仏)R`ａ－Ｗ１－ａ､労働投入量は(１－α)△仏)R`・wi-aとなる｡個々

の財の生産量がz/p仏)であること､そしてイノヴェーションが生じたか

否かを考慮することにより、の産業の資本需要k池)､労働需要Z?(の)を

得ることが出来る'1)。それぞれ、の財産業でイノヴェーションが生じた場合、

ルル)-叩吾⑫

‘池)-(Ｍﾙ烏’③
となり、生じなかった場合、

ﾊﾙ)-α芸⑪

ﾉﾙ)-(Ｍ)烏UMI
となる。すべての産業の要素需要を集計すると、資本に対する需要好、労

働に対する需要Lfは、

昨J；んﾙﾙｰα('一('叩H)島⑯

昨JlIﾙﾙｰ(Ｍ)(1-(]叩H)詩仰
となる。

２－６金融契約

イノヴェーションを行う企業家は、必要なコストを資本市場を通じて調達

する。その際、貸し手と企業家の間で契約が結ばれる。契約では、企業家へ

の報酬体系(uﾉﾉ(`),恥1膠(`))が定められる。ここで､叫鬮(!)は、ｔ世代の企

業家がｓ期に得る報酬である。報酬体系を決めることは、裏返して言えば貸

し手への返済スケジュールを規定することである。この経済において契約が
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不完備であるとは、貸し手はイノヴェーション実行後に企業家に生産を強要

することができないし、企業家も資金の貸し手に対して出資を最後まで継続

することを強制できない、ということを意味する。したがって、貸し手も企

業家も、報酬に不満を感じた場合、相手に対して再交渉を持ち掛けることが

可能である。このことは、貸し手が生産を引き継いだ場合、追加的な労働投

入が必要となることから可能となる。貸し手が企業を受け継いだ場合に得ら

れるものは利潤から追加的に投入された労働者に対して支払われる賃金を差

し引いたものである。従って、再交渉の結果実現される利潤の分配における

貸し手の取り分が、生産を引き継いだ場合に得られる利潤を上回っていれば、

貸し手は再交渉の結果を受け入れる。再交渉はNash交渉の形態をとるもの

とする。

交渉の威嚇点は以下のように定まる。企業家が財生産企業から離脱した場

合、もはや何も得ることはない。一方、貸し手が生産を引き継いだ場合、貸

し手はパ単位の労働者を雇用することによってその成果を利用することが出

来るようになる。そして、その技術上の優位を生かして利潤を得ることが出

来る。以上から、企業家、貸し手それぞれの交渉威嚇点は、それぞれ、Ｏ、

(1-“)z`-1-にwr-1となる。（1-,u)zl-1-にｗｈは企業の清算価値であると

考えることができる。企業家と貸し手は以下のNash積を最大にするように

取り分を決める。

ｖ＝Ⅱ‘(ⅡL-(1-仏)z1-1+施ｗｉ－１)1-,（,U

ここでⅡE、Ｌは企業家、貸し手の取り分、のは分配パラメータであり、貸

し手と企業家それぞれの交渉力を表す。一つの解釈として貸し手と企業家の

どちらがどれだけ保護されるかを表すパラメータであると考えることもでき

る。ｖの最大化の条件から、取り分は企業家のﾊﾟﾘﾉﾋﾞｰ,、貸し手

('-,u)z1-1-①にWU-1と決まる。

契約が不完備である経済では、事前に結ばれる契約が２期目の企業家報酬
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をどのように定めていたとしても、企業家（あるいは貸し手）の居直りによ

り、このような利潤の分配を余儀なくされる。企業家と貸し手は、このこと

をあらかじめ見越した上で契約を結ぶ。したがって均衡においては、再交渉

が生じないような契約が結ばれる。つまり、

ＺＵｌ－,｡(1)＝ｄ兀卯『-，（19）

が成立する'2)。清算費用Ｋが大きければ大きいほど、企業家の得る収入が多

くなる。これは、パが大きい場合、再交渉が決裂することによる（貸し手の）

損失が大きくなるため、貸し手が企業家に譲歩しがちになるためである。

zUle(!)は均衡において、以下の裁定条件を満たすように定まる。これは、個

人が労働者になっても企業家になっても生涯効用が等しくならなければなら

ないという裁定条件である。

等wi-(等"'⑩ｗｗ割)≦、
zUle(1)三０の場合、若年期の企業家に対して報酬が支払われている。

zUle(1)＜０の場合には、企業家から貸し手に支払いが行われることになる。

つまり、契約締結期に企業家から貸し手に財が移転されている。これをある

意味では企業家から貸し手に差し出された担保と見ることも出来る。事後の

日和見的な行動によって失われる可能性のあるものを事前に確保しているか

らである。しかし以下では、契約締結期に企業家から貸し手へと移転を行う

ことは出来ないものと仮定し、貸し手から企業家への移転が可能なケースと

可能でないケースのみについて考察を行う。これは借り手が自由に資本市場

に参加できないためである。なお、契約締結期に任意の所得移転が当事者間

で可能な場合、契約の不完備性に伴う問題は一切生じない。これは事後の機

会主義的行動による損失をあらかじめ補償することが可能になるためである。

３．均衡条件

均衡条件を以下でまとめよう。
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ｌｏｇ△ｔ＝ｌｏｇ△z－，＋ｅＺｌｏｇａ Ｃ０

晋一士(豐丁側

豐(Ⅳ-('+，)＆)-４，図

．(1-(Ｍ)`1-1)÷K｝卿

（Ｍ)(1-(Ｍ)α-1)詩十('+，)＆-Ｎ倒

尺峠！（Ｍ)Z峠!~ルド(`)＝０（251
ＥｚＵ,｡(')＋ｂＰＨ

等肛-(等噸'(ﾘ+山：(ﾘ)三川”
ｚｕｔｅ(`）二Ｏ （27）

ここで△‘は経済全体の技術水準を表す指数であり、

△’一expJllog△ルルと定義される｡例はその時間を通じた遷移を記
述している'3)。（21)はベルトラン競争による価格付けから導かれる。（22)は財市

場の均衡条件から導くことが出来る。（231は資本市場の均衡条件であり、（16)に

示される資本に対する経済全体の需要と資本の総供給Ｋ}÷1の均等をあらわ

している。（24)は労働市場の均衡条件である。これは、財生産企業の労働需要

(17)とイノヴェーションを行う企業家による労働需要を足し合わせたものが、

労働の総供給と等しくなければならないという条件である。㈱は物的資本へ

の貸付と企業家への貸付との間で収益率が等しくなるという、資本市場にお

ける貸し手にとっての裁定条件である。（261は個人が企業家となるか労働者と

なるかに関しての裁定条件である。（27)は前節でみた若年期の貸し手から企業

家への所得移転が非負であるという制約である。

上述のように２期目の企業家への報酬ZU`_f(`)は(19)で定められる。この場
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合、裁定条件を満たす正のzUle(1)が存在するか否かで、信用割当が生じるか

否かが定まる。ここで信用割当とは、その利子率で借入を望むにもかかわら

ず受けることが出来ない個人が存在する状況をいう。

４動学的均衡の分析

４－１信用割当が行われない均衡

均衡条件から、効率労働単位１単位あたりの資本ストックの勤学方程式を

求めると、

丘「仏笥(デド(Ⅳ-(!+`)＆)１Ｗ＝g(１Ｍ）㈱
となる。ここで鼠＝ＫＡＬご]αである。

イノヴェーション水準については、信用割当の有無を考慮する必要がある。

信用割当が存在しない場合と存在する場合のイノヴェーション水準を求め、

それぞれが成立するための条件を求める。まず、信用割当のない均衡を考え

る。これは均衡における貸借契約においてzUf(1)＞０となる場合である。つ

まり若年期の企業家に対して、貸し手から移転が生じている。この場合、ふ

たつの裁定条件を以下のように集約することができる。

Ｒ1十！（1-“)ｚＨ＝０ （２９１

，（'+b)w【

この条件は契約が完備である場合と同一である。この裁定条件から、均衡イ

ノヴェーション水準として、

@戸(Ｈｆ(M)(Ⅳ-"器)薑,⑩
を得る。すぐに分かるように、時間を通じて一定の値となる。なお、裁定条

件が同じであるので、契約が完備（任意の報酬プロファイルを定めることが

可能）である場合のイノヴェーション水準も同じになる。この均衡が成立す

るためには、
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“〈丁=て７ (31）

という関係が満たされている必要がある。これは、イノヴェーション水準が

(301で定められている場合に、ｚｕ`｡('）＞０となるための条件である。

４－２信用割当が行われる均衡

次に信用割当が行われる均衡を考える。資本蓄積は上のケースと同様に(281

で表される。イノヴェーション水準については以下のようになる。信用割当

が行われるのは(251､(26)を同時に等号で満たす〃/(1)が負となる場合である｡

企業家の裁定条件が満たされるためには、若年期に企業家から資金提供者に

正の移転が行われる必要があるが、仮定によりそのような移転はできない

(ZUle(!)は非負でなければならない)。従って(251、（20の２式は同時に満たされ

ず､ＺＵｆ(`)=0となる｡これを(25)､(261に代入すると裁定条件は次のようにな
る。

Ｒ1-1（'－１u)z`-1-Wc肌!＝０剛
ＰｌｂＷｒ

凡'響'<,
￣－

日
(33）

(33)より明らかなように企業家の生涯効用が労働者のそれを上回っている。し

かし、労働者から企業家になろうとしても、信用上の制約から借入を行うこ

とが出来ない。つまり信用割当が生じている。（32)、（33)よりこのケースでは以

下が成立している。

(Ⅲ)苔>器 (M）

この場合のイノヴェーション水準について、裁定条件を考慮することによ

り、

a-F市[し'二;坐'2(Ⅳ_(告`)`ﾙｰﾄ芒鯉)＆)丁!+Ⅳ]⑮
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という勤学方程式を得ることができる。これは、次期のイノヴェーション水

準０１－，が現在のイノヴェーション水準ａを規定するforward-lookingの勤

学方程式である。この関係を便宜上01＝f(βH)で表すことにするu》・

㈱より明らかなように現在のイノヴェーション水準は将来の経済の均衡に

対する期待に決定的に依存する。しかしここではまず第一次的な接近として、

時間を通じてイノヴェーション水準が一定となるような均衡経路にのみ着目

しよう。つまり、将来のイノヴェーション水準と同じ水準に現在のイノヴェー

ション水準が定まると考えるわけである。均衡が安定的であればそのような

想定は許されると考えられる。ここで、そのようなイノヴェーション水準０

を0.と表し、０についての定常解と呼ぶことにする｡０.＝f(ぴ)を解くこ

とにより、信用割当が行われる場合の０の定常解として以下を得ることがで

きる。

`－(鰍≦舗鵲］ ㈱

信用割当がない場合と同様に、この均衡が成立する条件を求める。（34)式に均

衡におけるＺ`-,/Ｗ1-,を代入することにより、信用割当が行われる定常均衡

が存在するための条件として、以下を得る。

,に>★価’
４－３企業の清算費用がイノヴェーション水準に与える影響について

ここでは、企業の清算に必要な（実物的な費用）氏とイノヴェーション水

準について考える。パが小さいことはイノヴェーションによって開発された

技術を他者が容易に利用できることを意味する。つまり、企業家の開発した

技術の汎用性が高い、あるいは司法制度が円滑に機能していると考えられ、

企業を清算した場合に得られる利潤が多くなる。その意味で企業の清算価値

が高いと言ってよい。信用割当が行われる場合のイノヴェーション水準(30を
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Kで微分すると、

ｄ０．

．に

-(1-α)｡(１－“)('十６－(α6+('一α)のに))卜(('一匹)jv-(αb+(1-α)dに))('一“)('一α)｡

（止幽)2('十ｂ－(αb+(1-α物))’

(!L岩;鶚｝二鵠)〆, （39

となる（最後の不等号は、イノヴェーション水準が１を越えないという制約

より分子が負となるため)。このように、尻の増大はイノヴェーション水準

を減少させる。凡が一定以上の値をとるときには、イノヴェーション水準は

ゼロになる。イノヴェーションが行われる庇の上限の値虎は以下のように

与えられる。

＿ノＶ－ａｂ

に＝(１－α)①
つまり、拘束的な契約が結べない場合にイノヴェーションが実行されるため

には、清算のために必要な労働投入が泥を下回っている必要がある。あま

りにも企業の清算費用が高い場合には、貸し手はあまり利潤を得ることが出

来ない。そのため資本ストックの蓄積に資金を貸し付けようとる。イノヴェー

ションが行われるための清算費用の上限は、Ｎash交渉における分配パラメー

タのに依存する。企業家の交渉力が強ければ強いほど上限の値は小さくなる。

一方凡が十分に小さい場合には、信用割当が行われる均衡は存在しないこと

は先にみたとおりである。

の雁がα/('一α)以下の場合には0＝０．となる｡先にみたようにげは雁

の減少関数であり、究極的に０になる。よってパが十分に大きい場合には、

０＞０．となる。つまり清算費用が高い場合には成長が阻害されるのである。

以上をまとめると、企業の清算価値が高いいが小さい）場合には、信用

割当は行われない。そして十分に低い場合には、信用割当の行われる均衡が
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成立する｡信用割合が行われる場合のイノヴェーション水準は､fCが大きく

なるにつれて低下する｡従って､それは常に信用割当の行われない均衡にお

けるイノヴェーション水準を下回る｡

4-4 若年期に財の移転が出来ない場合について

これまでの分析では､金融契約は企業家への報酬体系の規定という形で行

われてきた｡ある意味で株主と経営者の関係を描写するものであったと言っ

てよい｡ここでは金融契約を純粋にイノヴェーションの費用のみを貸し付け

るものと考えた場合にどのようなことが起こるかを考えよう｡ すなわち若年

期に貸し手から企業家に対しても移転が行えないと考えるのである｡

この場合でも貸し手､借り手それぞれの裁定条件は変ることがなく､均衡

イノヴェーション水準は以下のようになる｡

for如 くα
1-α

(1-p)N-(αb+(1-α)如)

(1-p)(1+b-(αb+(1-a)如))
この関係を図示すると以下のようになる｡

for躯 _>
α

1-α

-56-
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のパ＜α／(1-α)の場合にイノヴェーション水準がＯとなるのは、貸し手の

裁定条件が満たされる場合に、常に企業家の生涯効用が労働者のそれを下回

るためである。清算費用が十分に低い、あるいは交渉力が著しく弱い場合、

企業家になって新技術を開発したとしても、その技術が貸し手によって容易

に使用できるため、企業を追い出されてしまうと予見できる。そのため個人

はあえて企業家になろうとしない。このようなことは多少文脈はことなるが、

海外直接投資における合弁事業などにしばしばみられる現象である'5)。技術

だけを奪われ、合弁が解除されてしまうことを見越して、進出企業が合弁に

慎重になるのである。契約が完備の場合にはもとよりこのようなことは起こ

らない。

若年期の移転が出来ない場合、イノヴェーション活動が行われる可能性は

低くなる。そしてイノヴェーションが行われる場合には、常に信用割当が生

じる。以上まとめると、イノヴェーションは、ある程度清算費用が高いか交

渉力が借り手に有利な場合にのみ行われる．それは企業家に十分な利潤がも

たらされるためである。しかしそれも度を過ぎると、貸し手の得るものが少

なくなりすぎるため、逆にイノヴェーションが行われなくなる。

４－４定常解の安定性について

以上では、イノヴェーション水準が時間を通じて一定であるような状況に

注目して分析を行った。しかし、より一般的には、企業家の測度０は、経済

主体のもつ将来に対する期待によって、時間を通じて変動する可能性がある。

以下では０の均衡勤学方程式ｆの形状について若干の考察を行う。とくにｆ

の定常均衡解０．での傾きを考える。

定常解の近傍で陰関数定理を使用できるという前提の下で、

；ての-測万=｢十=而口芋而=万百ilil
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脚圭:+;TTL+ﾃﾆﾅ|うす了「
（'+b)((1-“)((1-α)妙に)-伽)’

一(1-α)①に(α6(,+6)-(,+,u)2(αb+(１－α”")2）01）
符号の正負は不定であるが､α6('+b)-(Ｍ)2(α6+(1-α)｡侭)，〉０の

場合ｆ，(０.)〈０となる｡定常解が安定的であるためには、

（'+6)((１－〃)(1-αルー川)`〈('一α)のに(α6('+b)-('-,u)2(αb+(1-α)①臆)2）０２）

という条件が満たされている必要がある。この場合には定常解のみに分析を

限定することも妥当である。この条件が満たされない場合には、定常解以外

の均衡経路について考慮する必要がある。その場合、例えばサンスポット均

衡や周期解が存在する可能性がある。この点については今後の課題としたい。

４－５資本蓄積と経済成長率について

（２０に示されるように効率労働単位１単位当りの資本ストック通の勤学方

程式はイノヴェーション水準αに依存している。イノヴェーション水準が

時間を通じて一定であり続けるとすると、効率労働あたりの資本ストックは

単一の定常状態へと単調に収束することになる。時間を通じてイノヴェーショ

ン水準が変化する場合には、資本蓄積経路は複雑なものとなることが予想さ

れる。その場合、単一の定常状態に収束することがないのは明らかである。

資本ストックの成長率は、

÷-(旱丁(Ⅳ-('+`)`炉灯訓臺γ(通）㈹
となる。０が大きい時期において成長率が低くなることを確認することが出

来る。ｅが変動する場合、資本ストックの成長率は（比較的）高い時期と低

い時期を繰り返すことになる。０が定常状態にある場合の効率労働単位１単

位当りの資本ストックは、以下のようになる。
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α

え-,4i了(旱Ｆ(Ⅳ-('+`)D） (47）

これを㈹に代入することにより、イノヴェーション水準が一定であり続ける

場合の資本ストックの定常状態における成長率を得ることができる。それは、
－０．

γ(ｒ)＝,u同《０

となる。αが１よりも小さいことに注意すると、資本ストックの成長率はイ

ノヴェーション水準が高いほど高いことになる。つまり、信用割当が行われ

てイノヴェーションに資金がまわらないことは、低い成長率をもたらす。そ

れは以下でみるように、実質ＧＤＰの成長率についても同様である。この経

済におけるｔ期の実質ＧＤＰはＺ!/Ｅである。その成長率は、均衡条件から、

ｚ`+β]＿1-(l-lu)0`-1旦竺Ｕ〕
ｚ`/巳１－(Ｍ)０，Ｋ1判

となる。ｔ期からｔ＋１期へのＧＤＰの成長率がt期末からｔ＋１期末への資

本ストックの成長率と関係づけられている。ＧＤＰの成長率は、資本の成長

率が高い水準にある場合には資本の成長率よりも高く、低い水準にある場合

には低くなるという関係がある。つまり、イノヴェーション水準が変動する

可能性がある場合の実質ＧＤＰの成長経路は、資本ストックのそれよりも変

動が大きくなる。イノヴェーション水準が一定の場合には、実質ＧＤＰの成

長率はもちろん資本ストックのそれと一致する。

資本ストックＫの成長率と０が逆の動きをすることに対しては、以下の直

観的な説明が出来る。来期に資本ストックが相対的に大きくなるとすると、

実質賃金が高くなる。その場合企業家の交渉力が強くなり、貸し手にとって

不利となる。そのためにイノヴェーションに対する今期の貸し出しが減少し、

０が小さくなる.完備契約の場合、あるいは信用割当がない場合に、このよ

うなことが起こらないのは、貸し手の裁定条件が来期の実質賃金に依存しな

いからである～
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５．結語

本論では、イノヴェーション投資の資金調達に際して拘束力のある契約を

結べない状況が経済成長経路に与える影響について考察を行った。得られた

結果は、企業家と資金供給者の交渉力と企業の清算費用の関係によって、イ

ノヴェーション水準が決まるということである。清算費用が十分に高い場合

には、企業家に対して信用割当が行われる可能性がある。逆に、清算費用が

十分に低い場合には、借り手が強い交渉力を持たない限り、企業家になろう

とするものはいない。これらの結果の示唆するところは、貸し手と借り手の

利害がバランスする際にイノヴェーションが最も活発に行われるということ

である。イノヴェーションを促進するためには、貸し手と借り手の権利保護

の度合いと企業の清算費用（これには司法制度の効率,性や技術の性質などが

関係すると考えられる）などを総合的に考慮する必要がある。

補論

(351の導出

(321を変形して、

Ｗ７－１－ｌｕＺ`－，①パＷｒ－ｌ

ＰｌｂＲｌ+，６尺`－，

(22)と(231を一期ずらしたものから

骨(Ⅳ-('+`叶璽('一(Ｍ)＆)諾
この関係を(32,)に代入して変形することによって、

語一等F;三十+＝器１－旱}■）
という関係を得る。ここで(24)の－期ずらしたもの

（Ｍ)('一(Ｍ)＆)器十('+`)`H-Ｎ

(321）

(**）
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を変形して以下の関係を得る。

,庁F☆[Ⅳ-('-(Ｍ)`Ⅲ)諾］
(**)をこれに代入すると、

`｢市[Ⅳ+半(ﾄ(Ｍ１a){";－１Ｍ;、 -号、
ここで、

(ﾄ(M)＆){"靴器L芋ｒ
‐{(N_(告，)`,)ルト芒鰹)＆)ｒ

これより以下の関係を得る。

a-F市[L;生生(Ⅳ_(告．)＆．(,_+芒似)α))-'+Ⅳ］
=f(＆）
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l）内生的成長理論については、BarroandSala-i-Martin（1994）、

AghionandHowitt（1997）などを参照。

２）例えば小佐野（2001）などを参照。

３）若干、文脈が異なるが、ここで述べていることの現実における例として、

近年企業内の技術者の開発した技術の使用をめぐる訴訟が行われているこ

とが挙げられる。

４）ＨａｒｔａｎｄＭｏｏｒｅ（1994ハTirole（1999）などを参照。

５）清滝（1994)、CaballeroandHammour（1996）と同様の設定である。

６）契約の不完備性以外の設定は秋山（1997）のモデルから不確実性を取り

除いたものとほぼ同じであり、その部分の分析は秋山に依拠している。

７）以下の分析では、イノヴェーションが同時にすべての産業で起こること
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がないという仮定をおいている。

８）もちろんこの費用関数の背後にコブーダグラス型の生産関数が仮定され

ている。

９）正確にはほんのわずかだけ低い価格となるが、ここでは同一と考える。

10）（11)の導出

汀＝(①)＝(B(⑭)-△仏)R1`ｗ1-．)x仏）

‐(△(他)RIw-ハ(")Rlwﾄつ市一(M)ｚ
'1)たい)は資本形成に用いるための(･財に対する需要を､ｋ`l(⑳)は①財

産業の資本財に対する要素需要を表すことに注意すること。

12）再交渉に費用がかからない限り、事前の契約で定められていることは意

味を持たない。

13）導出は、秋山（1997）を参照。

14）導出は補論を参照。

15）例えばThomasandWarrel（1994）を参照。
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