
合理的期待と政策評価

清　水　啓　典

　　　　　　　　　　　　　目　　次

　序

　第1章　合理的期待の定義とインプリケーシ目ン

　第1節合理的期待仮説の背景

　第2節3タイプの定善，
　　　A　　モデルゐ期待値に等しい予測

　　　　　　i）　ミュースのモデル

　　　　　　ii）　サージェントとウォレスのモデル

　　　B　　利用可能な全情報を利用’した最適予測

　　　　　　i）　最適予測と最小2乗推定値

　　　　　　ii）効率的市揚仮説

　　　　　　iii）　バ・一の実証研究

　　　C　　利用可能な情報を特定した最小2乗推定値

　　　　　　i）　ルーカス供給関数

　第3節命理的期待仮誰と特定のモデル

　第4節　ケインジアン計量モデルの失敗

　第5節　ルーカス批判

　第6節』新たな構造モデル

　第7節政策ルール
　第8節　時間的非整合性

’第2章　合理的期待と消費理論

　第1節消費関数論の発展　　 ㌧卜

　　　　　　　　　　　　　　135



一橋大学研究年報　商学研究　28

第2節　恒常所得仮説

第3節合理的期待と恒常所得

第4節合理的期待と消費行動

第5節

第6節
第7節

第8節
第9節

政策的インプリケーション

実証的検討一Hallの分析

実証的欲討一Flavinの構造モデル

ルーカスの資産価格モデル

その後の研究と問題点

　第10節税制改正と合理的期待

結ぴ

　参考文献

＊　本稿作成に当り，Robert　Lucas教授，及ぴGary　Becker教授との議論

を通じて，有益なご教示を得たこと，また草稿に対して，シカゴ大学経済学

部大学院の矢野順治氏より有益なコ〆ントを頂いたことに感謝しておきたい．

本稿は日本証券奨学財団の助成による研究の一部である．

序

　合理的期待がマク・経済学の中心的トビックとなって既に15年余り経

過した・その間にその論争を通じて明らかになってきた事実を反映して，

合理的期待を巡る議論の内容も大きく変化してきている．しかし，その論

争においては，確率的動学最適化理論，最適制御理論，時系列分析等々の

技術的な側面にかかわる論点も多く，その論争の全体像を把握することは

必ずしも容易ではない・又，合理的期待に基づくr政策無効命題」が余り

にも衝撃的なインプリケーションを持っていたために，現在でもなお，合

理的期待理論とは金融政策の無効性を主張する極端な主張であるという，

　　　　　　　　　　　　　　136



　　　　　　　　　　　合理的期待と政策評価

漠然とした印象があるかもしれない．しかし，今では，政策無効命題自体

は限られた前提のうえでしか成立しないことは良く知られている。

　そこで，合理的期待仮説の持つ最も重要な点は，最小2乗法による最適

化という方法によって，個人の期待形成という，それまでは経済学のみで

は理解困難と思われていた現象を，最大化原理のフレームワークのなかに

位置付けたことにある．それ故，これは本来特定の政策的主張とは独立の，

期待形成に関する理論である．これと共に用いられるモデル次第では，如

何なる政策的主張とも結ぴ付き得るものである．このような意味で，この

仮説は現在マク・の経済理論において，ますますその重要性を高めている。

　そこで重要なことは，合理的期待仮説自体と，特定のモデルと結び付い

た様々な主張とを区別しておくことである．この理論がマク・経済理論に

与えた影響を正確に理解するためには，とりわけ，1）合理的期待仮説自

体，2）従来の計量経済学の手法に対する根本的な批判であるルーカス批

判，3）特定のモデルを仮定したうえで，合理的期待仮説から導かれる様

々な主張を，それぞれ明確に区別しておく必要がある．論争の過程を通じ

て批判が行なわれ，次第により新しい理論に変化しているのは3）の特定

のモデルの内容である。しかしながら，1）2）に関する限り，それらは特

定のモデルに基づいた主張ではなく，それらに対する理論的・体系的な批

判は非常に困難である．それ故，このような意味から，合理的期待仮説は

期待が重要な要素である限り，あらゆる経済学の分野で本質的な影響を与

えているし，その影響が弱まることはないと思われる。

　とはいえ，合理的期待の厳密な定義は特定のモデルの中でしか与えるこ

とができないので，その重要性を理解するためには，それが用いられてい

るモデルの内容を丁寧にフォ・一することが是非とも必要である．様々な

モデルの結論だけを見ることによっては，その仮説の重要性の評価は困難

である．というのは，合理的期待仮説とはある意味で，特定のモデルにお
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ける期待導出のプ・セス自体にその本質があるという面を持っているから

である，

　そこで以下では，合理的期待に関する主要な論点をサーペイする過程を

通じて，以上のような3点の区別を明確にすることに留意しつつ，それら

がマクロ経済政策に対して持っている意味を明らかにしたい．以下では，

現時点で判断して，合理的期待仮説の持つ意味を理解するうえにおいて本

質的であると思われる議論のみを取り上げる，

　以下第1章では，合理的期待仮説の定義と特定のモデルとの関係を見た

うえで，それが急速に受け入れられた背景に触れ，ルーカス批判について

説明する．次に，その批判を受けた新たな発展方向と，ルール対裁量政策

の問題に関連する政策的インプリケーションについて述ぺる．第2章にお

いて政策評価の具体例として消費を取り上げたのは，そうすることによっ

て，合理的期待仮説に関するより立体的な理解が可能になると考えたため

である。最後に，合理的期待仮説から得られる政策的インプルケーション

の具体例として，現在大きな間題となっている日本の税制改正を取り上げ，

そのような政策変化に対して合理的期待仮説の持つ意味を整理しておくこ

ととする．

第1章　合理的期待の定義とインプリケーション

第1節　合理的期待仮説の背景

　合理的期待仮説は，経済主体の予想する主観的確率分布が真の確率分布

に等しく，経済主体が平均的には正しい期待を持つというインプリケーシ

ョンだけから，それだけで非現実的であるという印象を持たれる揚合があ

る・しかしもちろん，この仮説はあらゆる不確実性がある揚合に適用出来
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るものではない．あらゆることが全て分かっていないという揚合に，経済

理論を適用することが不可能であることは明らかである．フランク・ナイ

トは，不確実性には2つの種類があるとして，ある事象に関する確率分布

関数が既知である揚合をr危険」，そのような確率分布関数についての知

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1）
識が存在しない場合を真のr不確実性」と呼んで区別している．言うまで

もなく，合理的期待仮説が有効であるのは，前者の意味でのr危険」の揚

合であり，対象となる事象が何度も繰り返し生じていて，その確率分布が

かなり正確に定義できる揚合である．

　そこで，景気循環に関しては，循環という言葉から分かるように，同一

の性格を持った現象が繰返して生ずるということが，それに関する理論の

暗黙の前提であり，何らかの統一的な理論で経済活動の変動を説明しよう

とする動機となっている．景気循環が同一の出来事が反復している結果と

して生じている現象であると考えることができる以上，その現象は経済主

体がそれについての確率分布を知っている「危険」であると考えてよいし，

また，彼らの期待も合理的で，それに関する情報を浪費することなく利用

して，体系的なバイアスや簡単に修正可能なパイアスは残らない，と考え

ることは何ら不自然なことではない．これが，合理的期待仮説が特に景気

循環理論との関連で用いられている理由である，

　また，合理的期待仮説それ自体は，r経済主体の期待は，その事柄に関

連する経済理論の予測に等しい」，或はr経済主体は，利用可能な全情報

を利用して最適な予測を行なう」という，極めて記述的な漢然たる内容で

あって，合理的期待仮説に基づく期待形成過程それ自体を，何らかのモデ

ルから独立に定式化することはできない．例えば適応的期待の揚合，乃8

を孟期に関する期待価格，Pε一1を孟一1期の現実の価格，ηをパラメーター

とすると，

　　　　　Pεe＝P8e－1＋η（P6－rP虚ε一・）　0＜η＜1
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或は，この定差方程式を解いた形で

　　　　　　　　　　　　　　の　　　　　　　　　　　P‘β＝ηΣ（1一η）’P。一，

　　　　　　　　　　　　　　∫＝0

と定式化することができる．しかし，このような形では表わせないという

点が，合理的期待理論と特定のモデルとの区別を困難なものにしている原

因であり，それがまた，合理的期待理論の最大の特徴でもある．合理的期

待理論は，経済活動の他の分野では当然のこととして仮定される，経済主

体の合理的行動を，予想形成においても仮定し，与えられた情報の下での

最適化行動の結果として期待も形成されると考えるものである．

　そこで，合理的期待にはモデル作成の技術的観点から，次のような3つ

の異なった定義があると考えることが便利である．

1）期待は，その経済を記述している経済モデルの構造に依存して形成さ

　れる（モデルの期待値に等しい場合）．

2）経済主体は，利用可能な全情報を利用して最適予測を行う・（利用可

　能な情報の範囲を特定しない場合．）

3）　利用可能な情報の範囲が予め既知である場合に，経済主体はその与え

　られた情報に基づいて最適予測を行う。（利用可能な情報を予め特定す

　る揚合．）

そこで以下，それぞれの定義に従った3タイプのモデルにおける合理的期

待の厳密な定義を見ることによって，合理的期待の概念と特定のモデルと

の関係を見ることにしよう．

　　1）Knight（1921）参照．
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第2節3タイプの定義

A　　モデルの期待値に等しい予測

　　　　　　　　　　i）　ミュースのモデル

　合理的期待の定義の一つは，経済主体の期待は，その問題に関連する経

済モデルに基づくその変数の数学的期待値と同一である，というものであ

る．そのためにはまず，「その問題に関連する経済モデル」が必要である。

しかし，真のモデルが明らかでない限り，そのモデルとしては研究者がそ

れぞれに想定する独自のモデルが用いられることになる．それ故，合理的

期待仮説による期待が正しいものであるためには，その仮説自体の妥当性

と，その前提として用いられるモデルの妥当性の双方が必要である．

　そこでまず例として・Muth（1961）の示したモデルによって，その仮

説の意味を見ておくことにしよう．彼は次のような需要・供給関数と需給

均衡条件を仮定している．

　　　　　　　　　0‘＝一β勉　　　　需要関数

　　　　　　　　　軌＝7pε8＋笥　　　供給関数　　　　　（1）

　　　　　　　　　g8霰0ε　　　　　均衡条件

ここで，勉は6期の市揚価格，0εは消費，g‘は生産量，吻はランダム

な撹乱，Pノは孟一1期の情報に基づいたp‘の期待値であり，全て均衡値

からの乖離として定義されたものである．これより，数量変数を消去する

と，

　　　　　　　　　　　　　　γ　6　1
　　　　　　　　　　　野一ア虚｝勢　　　（2）

となる．ここで両辺の期待値を取り，Eを期待値オペレーター，物は系

列相関を持たず，E％‘＝’oであるとすると

141



　　　　　　　　　一橋大学研究年報　商学研究　28

　　　　　　　　　　　　　　　7　　　　　　　　　　　助濫＝一一P‘8　　　　　（3）
　　　　　　　　　　　　　　　β

となる．これは，撹乱が供給関数にのみ生じている揚合であり，市場価格

の均衡値からの乖離が，予想価格の均衡値からの乖離とは逆の符合を持ち，

市揚価格は71β＞1のときには発散，7／β＜1のときには均衡値に収敏する

という，くもの巣理論である．この段階では，pβ¢がどのように形成され

るかについては，何も述ぺていない．しかし，この理論によって予測され’

る値が1％εであり，企業の予測がp‘8で，それらが異なっていたとする

と，この市揚の構造を知っているインサイダーは，その情報を利用して，

例えば在庫を持つこと等によって，利益を挙げることができる．そこで，

平均的にはこのような利潤機会が残らないような予測が行われる，という

ことが合理的期待仮説の骨子である．即ち，企業の予測と理論の予測が等

しいこと，

　　　　　　　　　　　　珈ホ課Pεe　　　　　（4）

がこのモデルにおける合理的期待仮説である．これを（3）に代入すると，

γ！β≠一1であるかぎり，pβe＝0となる。つまり，期待価格は均衡値に等し

い．

　もしオー1期の情報に基づき，E翫について何らかの予測が可能であり，

動‘≠0とすると，（4）を（2）に代入することによって，期待価格は

　　　　　　　　　　　　　　1　　　　　　　　　　　Pββ＝一一恥　　　　　（5）
　　　　　　　　　　　　　　β＋7

である．つまり，期待価格の均衡価格からの乖離は，予想される撹乱と逆

の符合をもっており，モデルから予想される価格助εに等しい．これが，

このモデルにおける合理的期待仮説に基づいた期待形成である．

　ここで注意が必要な点は，合理的期待仮説はモデルにおいて仮定されて

いる予測対象となる変数（例えばpε）の期待値が，常にその変数の数学

　　　　　　　　　　　　　142



　　　　　　　　　　　　合理的期待と政策評価

的期待値に等しいことを必要としないことである。p8の合理的期待は，p8

の条件付き数学的期待値に誤差（のを加えたものに等しいとされる．即

ち，

　　　　　　　　　　　　ε一1Pノ＝現一1P虚十〔¢

である・ここで，乾はそれ自体非常に大きな値となる可能性もあるランダ

ム項であるが，しかし，E8一画＝0と仮定される．従って，合理的期待仮

説は，期待値…pむ8が常に勉の条件付き数学的期待値に等しいと述べて

いるのではなく，それは‘‘だけpβの条件付き数学的期待値現需1p。とは

相違するが，平均的には易一1（‘＝0であるので，

　　　　　　　　　　　　ε一1P86＝易一1勉

となる，ということを述ぺているに過ぎない．

　　　　　　　ii）　サージェントとウォレスのモデル

　さてそこで，上のような形の合理的期待の定義と特定のモデルに基づい

て，経済政策について如何なるインプリケーシ日ンが導かれるかを，Sar－

gent＆Wallace（1976）によって見ておくことにしよう．この論文は，

マネタリストとケインジアンの間の「ルール対裁量政策」論争において，

裁量政策が，少なくともそれまで考えられていた程有効ではないことを示

した点で，大きな意味を持っていたものである．

　ケインジアンがマネタリストのrルール」を批判して，経済政策の運営

のためには，貨幣量のみならず，利子率等その他多くの経済変数にも注意

を払って，その時々に適切な政策変数を用いて「微調整」を行なうぺきで

ある（全てを見るぺきである）と言うとき，それは以下のような前提に基

づいている。（a）経済構造は同時決定的なもので，ある一つの変数に影響

を与えるショックはその他の変数にも影響を与える．（b）内生変数に対す

るシ目ックの影響にはラグが伴うので，系列相関が生じ，そのため幾分と

も予測可能である・（c）それらラグの構造は貨幣当局の行動とは無関係に，
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時間を通じて一定である．つまり，ある種のショックは直接観察できる変

数に対してもできない変数に対しても同一の影響を与え，しかもその影響

は持続するとされる．これらのことは，政策当局が短い間隔で観察できる

利子率のような変数が，GNPのように短い間隔では観察できない変数の将

来値に対して有用な情報を含んでいるということを意味する．従って，（c）

より，貨幣当局は，コント・一ルしたいと考えているGNPのような変数

と同時決定される変数に影響する政策手段を，新しい情報が得られるたぴ

に修正すべきであるという結論が生まれるのである．このように（a）（b）

（c）という前提がある限り，ルールによって，貨幣量のみをコント・一ノレ

する政策は最適なものではない．それ故，r裁量政策」に対する批判は，

上の3つの前提のいずれかが不適当なものであるという主張にならざるを

得ない．中でも，合理的期待仮説のインプリケーシ目ンとして重要なのは，

（c）である．この点はモデルを用いて，次のように示すことができる，

　今，政策当局がコント・一ルしたいと考えている失業率，或は実質GNP

などの変数のむ期の値巧が次のような確率的定差方程式で表わされる

ものとしよう．

　　　　　　　　　巧＝α＋えyl一・＋β雌＋％ε　　　（6）

ここで，笥は分散がσ♂で，E物＝0であるホワイト・ノイズ撹乱であり，

砺は貨幣供給の成長率，α，λ，βはそれぞれパラメーターである。政策

当局の目的は，次式の貨幣供給のフィードバック・ルールにおける90，g1

を適切に選ぶことによって，望ましい島の水準r＊と現実の巧の乖

離を最小にすることにあると考える．

　　　　　　　　　　　妬＝9。＋9、玲1　　　　　（7）

（7）を（6）に代入すると

　　　　　　　　y≧＝（α＋β9・）＋（λ＋β9、）yレ、＋％ε　　　　　　（8）

これより，定常状態におけるyの平均値と分散はそれぞれ
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E（y）＝
α＋β9。

var　r＝

1一（α＋β91）

　　σU2

1一（え＋β91）2

（9）

（10）

となる。従って，貨幣当局は（10）を最小化するようにg1を選ぴ，次に

E（y）竃r申となるように90を選ぶことによって，その目的を達成するこ

とができる・即ち，（10）の分散を最小化するには，え十βg、＝0より，g1＝

一え／βであり，（9）より90＝（r＊一α）／βとすればよい．従って，躍への

最適フィード・バック・ルールは

　　　　　　　　　　　　　Y零一α　え
　　　　　　　　　　雌＝　　　一一巧一1　　　　　（U）
　　　　　　　　　　　　　　β　β

である．これを（6）に代入すると

　　　　　　　　　　　　巧＝y＊十％β

となるので，このルールによって，yレが猶プラス取り除くことのでき

ないノイズに等しくなるのである．

　フリードマンの¢％ルールは，このモデルではgエ＝0とすることを意味

するので7λ＝0でない限りは，（11）のフィード・バック・ルールよりも

劣ることになるのは明らかである。これが，通常，ルールよりも裁量政策

が優れているとされる根拠である，

　ところが，以上のようなルールが最適でないことの証明は，パラメータ

ーα，え，βがフィード・バック・ルールにおける90，g1の設定からは独

立であるという仮定に決定的に依存している。もし，90，g1の設定によっ

て，パラメーターの値α，え，β自体が変化すれば，以上のような証明は全

く無効なものとなるからである．そこで，マク・計量経済モデルにおいて

大前提となっているこのようなパラメーター不変性の仮定は適切でなく，

（6）におけるパラメーターの値は，政策のあり方に関する期待に応じて変
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化する可能性があるという点が，合理的期待仮説に基づく多くのモデルの

最も重要な主張である。つまり，政策の変更は，（6）のような誘導形にお

けるパラメーターの値を同時に変化させるのであり，これが，第4節で述

べるルーカス批判のポイントでもある．つまり，誘導形におけるパラメー

ターの値は，しばしば公衆の期待に依存している場合が多く，それは更に

如何なる政策が行なわれるかについての，公衆の認識に依存している．も

し，公衆の認識が正しければ，政策が変化したときには，彼らの期待形成

過程も変化するはずであり，それは同時に，誘導形のパラメーターをも変

化させることになる．このような点を明らかにするためには，明示的に公

衆の期待が内生変数に影響を与えるようなモデルが必要である．

　そこで，このようなモデルのうち最も単純なものとして，（6）の背後に

ある構造モデルは次のように，期待されない雌のみが巧に影響すると

いう形で，期待が影響を与えるものであったと仮定しよう．

　　　　　　　疏＝ξ。＋ξK妬一E8一、乃f診）＋ξ函一、＋％¢　（12）

　　　　　　　　　　雌＝9。＋・9、玲、＋‘‘　　　　（13）

ここで，ξo，ξ1，ξ2はパラメーター，∈βは平均値ぜ・のランダム項であり，

銑とは独立であるものとする．公衆は当局のフィードバック・ルールを

知っており，期待は合理的期待に基づいて，次のような形になるものと仮

定する．

　　　　　　　　　　五7ε一1妬＝90十91y蓄＿1　　　　　　　　　　　（14）

これらより導かれ’る誘導形は，

　　　　　　耳＝（ξ〇＋ξ、9。）＋（ξ2一ξ、9、）yレ、＋ξ、妬＋％5（15）

となるが，

　　　　　　　　　　　α＝（ξo一ξ190）

　　　　　　　　　　　λ＝＝（ξ2一ξ191）

　　　　　　　　　　　β＝ξ、
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とすると，（6）と全く同一の形である．しかし，この揚合∫その係数はそ

の推定期間中のgの関数となっている．つまり，公衆が貨幣当局の行動

を合理的期待仮説に基づいて予測しているとすれば，（6）のα，えは，当

渇の90，g1の選択に依存しているのである．それ故，ある特定の政策（例

えば，90’，g1’）の行なわれて恥る期間中に推定したα，λを用いて，別の

政策（例えぱ，90”，g1”）が実施された揚合の効果を予測することはでき

ないのである，これは，大半のマク・計量経済モデルでは構造変化が説明

できない，という事実の有力な説明となる．合理的期待仮説は，正にこの

ような事実に対する一つの解答であるという点で，非常に大きな意味を持

っており，この仮定が広範に利用される原因の一つとなっている．（12）

のような形で，予想されない妬のみが巧に影響を与えるという仮定は

必ずしも正当化できるものではないかもしれないし，事実この点に関して

億実証的にも多くの反論が出されている，しかし，このモデルに基づいて

示された上述の点は，特定のモデルに依存しない，非常に一般的な主張で

あることは十分に認識しておく必要がある．

　ところで，この点を考慮すると，ルール対裁量政策の議論も根本的に変

化することになる．（15）のM‘に（13）を代入すると，

　　　　　　　　　｝㌔＝ξo＋ξ2巧一1＋％6＋ξ1（Fε　　　　　　　　（16）

となり，｝㌔の確率過程は90，g、を含んでいない．このモデルでは，予想

が正しい限り，貨幣当局は巧に対して何の影響も持ちえないからである．

期待が合理的であるとき，（11）の最適フィード・バック・ルーノレは

即ち，

　　　え　　　ξ191一ξ2　　　　　ξ2

91＝一 ＝　き1＝91一石

　　　ξ2
0＝；一一
　　　ξ1
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となるので，g1一 決定できない．つまり，g1は如何なる値であっても最

適であることになる．なぜなら，このモデルでは，如何なる貨幣供給も，

それが正しく予想されるかぎり，ylに影響しないからである。従って，

g1＝0即ち，フィード・バックのないルールとの間で，どちらが良いかを

判断することはできない．

　但し，この議論は，（a）自然失業率仮説と（b）合理的期待仮説との複

合仮説に基づいたもので，（b）だけに依存しているのではない点に注意を

しておく必要がある．

B　　利用可能な全情報を利用した最適予測

　　　　　　　　　i）最適予測と最小2乗推定値

　合理的期待仮説のもう一つの定義は，r経済主体は，利用可能な全情報

を用いて最適な予測を行う」というものである．この定義が非常に有用な

理由は，以下の3つの仮定の下では，期待値が経済主体が情報として持っ

ている変数を用いた線形最小2乗推定値となるからである．その仮定とは，

（1）ランダムな撹乱は正規分布している，（2）予測する変数の確実性等価

が存在する，（3）予測方程式を含めて，体系は線形関数で表わされる，と

いうものである．しかし，これら3つの仮定はそれぞれ独立ではない．と

いうのは，変量の分散が有限であるかぎり，変量が正規分布しているとい

うことと，線形回帰関数が存在するということとは同値だからであり，ま

た，問題となる目的関数が2次であれば，その導関数は線形であることか

ら，確実性等価も存在することになるからである．このためダ全ての合理

的期待モデルにおいて，撹乱は分散が一定の正規分布をしているものと仮

定され，予測値として最小2乗推定値が用いられることになるのである．

　　　　　　　　　　　　　1）
　この点をより詳しく見るために今，ランダムな変数yを予測するうえ

において，ランダムな変数窺についての情報1⊃｛碗＝1，…，π｝が与え
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られているものとしよう．このとき，情報1を全て利用した線形のyの

条件付き予測値は，硯を係数とすると，

　　　　　　　　　y¢＝αo十α両十…十απのπ　　　　（17）

で与えられる．従って，yは

　　　　　　　　　r＝αo十α両十…十αゆπ十∈　　　　（18）

で与えられ’ることとなる．ここで6は誤差項であり，平均値はゼロ，分

散はσ2の正規分布であり，系列相関を持たないものとする・このような

仮定の下では，ガウス・マルコフの定理より，線形回帰の最小2乗推定量

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2）
は，最小分散不偏推定量となることが知られている・それ故・情報1

に基づいた最適予測とは，y8の最小2乗推定値を求めること・即ち・

E（y－yε）2を最小にするようにα‘を選択することに外ならない。この

ための必要十分条件は直交原理として知られており，¢o≡1とすると

　　　E｛（y一（α〇十α1苅十…十晦娠））娩｝＝0　　¢＝0，1，…，π。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（19）

或は，全てのゼについて，

　　　　　　　　　　　E（y－ye）耽＝0　　　　（20）

となることである．このとき，の‘の間に1次従属関係がなければ，これ

によって，yeと砺は一義的に決定される・このようにして決定された

砺に基づく予測

　　　　　　　　　ハ　　　　　　　　Σα概……P［yl¢o，¢・，∬2，…，¢π］　　　（21）

　　　　　　　　乞＝0

は，範，苅，窺，…，¢πに基づく｝7の予測と言われ，これがr利用可能な情

報1を全て利用した最適予測」ということの意味であり，情報1に基づ

く　yに関する合理的期待

　　　　　　　　E［y円≡P［rl¢。，紛，¢2，…，のπ］　　（22）

にほかならない．
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　以上のような理由によって，合理的期待モデルの実証研究において，予

測方程式に最小2乗法による推定値が用いられるのであるが，そこで問題

となるのは，利用可能な情報とは具体的に如何なるものであるかという点

である．この利用可能な情報をどのように規定するかによって，幾つかo〉

モデルが生まれる．以下の2つのモデル，及び，次節のモデルは基本的に

はこの点が重要である。

　　1）　この点については，S＆rgent（1979），Ch。10が有用である．

　　2）例えば，Chow（1983），Ch・2参照・

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3）
　　　　　　　　　　　ii）　効率的市場仮説

　利用可能な情報を全て利用するという定義は，株式価格がランダム・ウ

ォークとなるという，r効率的市揚」仮説の背景となる考え方である，も

し，株式価格の過去の系列に，将来の株価を予測するうえで有用な情報が

含まれていれば，市揚参加者はその情報に基づいてより良い予測を行なう

ことによって，利益を挙げることができる，過去の株価系列は誰にでも利

用可能な情報であるから，もしそのような有用な情報が含まれており，期

待形成が合理的であれば，既にそれは利用され，より良い価格予想がなさ

れるはずである．その結果として，株式価格はその情報がない揚合に比ぺ

て変化しており，以前有用であった情報は既に有用でなくなっているはず

である・従って，もし過去の株価系列に系列相関があれば，その情報は完

全に利用されていなかったことを意味するので，期待が合理的に形成され

ていなかったか，或は市揚が効率的でなかったこといことになる．それ故，

株価に系列相関がない一株価はランダム・ウォークである一という点が，

期待が合理的であることの必要条件となるのである．

　もちろん市揚で利用可能な情報は，過去の株価系列のみならず無数にあ

り得る。従って，それらの可能な情報全てを網羅することは不可能である

ので，このアプ・一チによって，期待が合理的であるという点を直接に証
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明することはできない，しかし，誰でも利用できる種類の情報のうち一つ

でも利用されていないものがあれば，つまりむ一1期迄に利用可能な情報の

中に置期以降の値を説明する上で有意なものがあれば，それはそれだけ

で，期待が合理的でなかったか，市場が効率的でなかったか，或はその双

方であったことを示すことになる．それ故，この定義に従えば，合理的期

待と効率的市場の複合仮説が様々な考えられる変数を用いて，テストされ

ることになるのである．

　　3）　これについての包括的な説明とサーペイについてはFama（1970，1976）

　　参照，日本についての実証研究としては拙稿（1978，1983）がある．

　　　　　　　　　　iii）　バローの実証研究

　次に，2）の定義に係わるもう一つの例は，Barro（1977，78，79，80，

81a）によるマクロ合理的期待仮説の実証研究である・この研究は良く知

られているように，予測されない貨幣の変化のみが実質産出量の変化をも

たらすというものであり，次のようなモデルに基づいている。

　　　　　　　　　　　　　れ　　　　　　　　巧＝理＋ΣαK妬一、一ガ‘一・）＋乾　　（23）
　　　　　　　　　　　　　‘嵩0

ここで，巧は実質生産量，理は自然失業率に対応する実質生産量，砺

はε期の貨幣量成長率，砥eはオー1期の情報に基づいたMの期待値であ

り，偽は係数，∈εは誤差項である。

　M8を生むための予測方程式は，

　　　　　　　　　　　　　砺＝島γ＋晦　　　　　（24）

という線形関数が用いられる．ここで，Zはむ一1期に利用可能な砺の予

測に用いられる変数のベクトルであり，7はその係数ベクトル，％は期待

値がゼ・の誤差項であり，む一1期に利用可能な如何なる変数とも相関を持

たないものと仮定される．そこで，合理的期待による妬の最適予測は，

オー1期の情報に基づく（24）の期待値であるから，
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　　　　　　　　　　　　　妬6＝zεγ　　　　　（25）

である．ところで，実証分析のためには（25）に含まれるぺき変数を具体

的に明示する必要がある．しかし，具体的に如何なる変数が昂に含まれ

るかという点に関しては，何らかの理論的モデルがあるわけではない，そ

こで，バローを始めとするこの種の分析において取られる方法は，翌自

身の何期かのラグ値，及ぴMに影響をもつと思われる様々な変数を，回

帰方程式の独立変数として最小2乗法による回帰分析を行ない，試行錯誤

によって有意な変数を探し出すというものである．しぱしば用いられる変

数としては，M1あるいは忽2の成畏率のラグ値，インフレ率，名目GNP

の成長率，実質GNPの成長率，失業率，利子率，財政支出の成長率，

完全雇用余剰，国債増加率，経常勘定収支，外貨準備などがある．そこで

は，一般に決定係数が高く，しかも誤差項に系列相関が残っていないよう

な変数の組み合わせが選ばれる．また，バ・一に対するサージェントの観

測同等性の批判に対処するためには，Z‘の中に少なくとも一つ鴻には

影響を与えるが，ylには影響しない変数を含めておく必要がある，しかし，

理論的モデルによらずにこのような変数を見出すことは，このアプローチ

に大きな恣意性を導入することになる．更に，何期までのラグを取ること

が適切かという基準については一層曖味である．

　ところで，そのような変数の中からバ・一が用いたものは，1期及ぴ2

期以前の貨幣成長率，当期の実質財政支出とその予測値との比率，失業率

（U）と雇用率（1－U）の比率である．そこで，貨幣成畏率予測方程式の性

質として合理的期待の観点から注意を要するのは，誤差項に系列相関が残

っていないという点である．というのは，もしそうであれば，そこでほ情

報が完全に利用されていないことを意味するからである．このため，予測

方程式においてはダービン・ワトソン比が極めて2に近いものである必要

がある・しかし，良く知られているように，説明変数に，非説明変数自身
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の過去の値があるとき（コイック・ラグ）には，ダービン・ワトソン比は

信頼できないので，直接に誤差項の自己回帰分析によって，誤差項に自己

相関の存在しないことを確かめておく必要がある．

　このようなプロセスから分かるように，この分析で用いられている合理

的期待とは，その経済の構造モデルに基づく予測と一致しているという

1）の定義に基づいているのではなく，むしろ2）の定義のように，利用

可能な情報を全て利用するという定義に基づいていると考えた方が適切で

ある．既に述ぺたように，利用可能な情報にはあらゆる種類のものがあり

得るので，事実，この貨幣成長率予測方程式は，研究者の考え方や用いら

りれるデータの種類等々によって全く異なっている．

　このような形の実証研究では当然のことながら，この予測方程式のスペ

シフィケーションが（22）式に基づく分析結果に大きな影響をもつこと

は言うまでもない．そこで様々な観点から，様々な変数を用いた予測方程

式に基づく同様の研究が生れる余地があり，多くの実証研究が行なわれた

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3）
のである．この形での実証研究の結果には，一般に肯定的なものが多い，

しかし，Mishkin（1983）は合理的期待仮説は妥当するものの，中立性命

　　　　　　　　　　　　　　　4）
題は棄却されるという結論を得ているし，Pes肛an（1982）はケインジア

ン・モデルの方が妥当性が高いとしており，必ずしも結論が一致している

わけではない．ところが，特に日本についての実証研究では，例外的なも

　　　　　　　　　　　　　　　　　5）
のを除いて全て否定的な結果が得られている．これは，ここで仮定されて

いるモデルが日本経済にとって適切なものでないことを示唆しており，よ

り適切なモデルを前提に，新たな形での実証研究を行う必要がある．

　　3）例えば，Att丘eld。Demery，andDuck（1981，a，b），Leiderman（1980）等。

　4）　もちろんこれは，合理的期待仮説が特定のモデルから独立にテストできる

　　ことを意味しているわけではない、

　　5）　PigQtt（1978），Gochoco（1985），Hamada－Hayashi（1985），Parkia（1984），
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瀬尾一高橋（1982），谷内（1982），サーペイとして翁（1986）がある・

C　　利用可能な情報を特定した最小2乗推定値

　　　　　　　　　　i）　ルーカス供給関数

　次に，合理的期待に関する上の定義1），2）の双方の要素を含む3）に属

するモデルは，予めモデルにおいて利用可能な情報を特定し，その憎報に

基づく最小2乗推定値として，予測を形成するというものであり，その代

表的な例はLucas（1973）である．このモデルは，ごく簡単な構造であり

ながらも，合理的期待の持つ性質を端的に示しており，また重要なインプ

リケーションをもっていたという意味でも，その後のマク・経済学の動向

に大きな影響を与えている．

　このモデルの基本的な仮定は，市揚は常に均衡しており，価格と生産量

の正の関係は，均衡点が需要の変動に伴って供給曲線上を移動することか

ら生じているということである．生産量が供給曲線にそって移動するため

には，その市揚の相対価格が変化しなければならない．それ故，生産量の

変化は，生産者が相対価格変化に現われるその市揚の需要変化を如何に認

識し，それに如何に対処するかに依存している．

　そこでまず，各生産者はそれぞれの市揚2において生産，販売を行な

い，生産関数

　　　　　　　振z）＝F（Zβ（～））　　F’＞0，F”＜0　（26）

の下で，次の形で表わされる利潤最大化を行なっているものとする．

　　　　　　　　　蝋黙紐嚥）］　（27）

ここで，P‘（2）はむ期における～市揚の価格，Pβは全市場での一般物価

水準，Z（3）は，2市揚での生産のために，完全競争的な労働市揚から，時

間を通じて一定の名目賃金躍で雇用される労働量，‘は時間を示す添字
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である．これより，利潤最大化の一階の条件は，

　　　　　　　　　　P哲（β）
　　　　　　　　　　一Fノ（zK2））＝τ7　　　　（28）
　　　　　　　　　　　P‘

となり，2市揚の相対価格（乃（2）／P‘）が上昇すれば，生産者は眠～）を

増大させ，Ψε（2）が増大する。

　む期におけるz市揚の生産量肋（2）は，全市揚に共通な恒常的要素と，

市揚毎に異なる循環的要素に分けることができるものとし，それぞれの対

数値を伽，働とすると，

　　　　　　　　　　　写虚（2）＝働＋劉c8（2）　　　　（29）

となり，更に翫8は

　　　　　　　　　　　　雪悌＝α＋β6　　　　　　　　　　　　　（30）

と表わされるものと仮定する．すると，2市揚の生産量のトレンドからの

乖離は，2市揚の相対価格と，それ自身のラグ値（いずれも対数値）によ

って，次のように表わすことができる．

　　　　　　　　9c‘（～）＝7［Pε（～）一瑚＋えΨσ，H（2）　　（31）

ここで，λッc，‘一1（2）は生産にラグがあって，Ψ。ε（2）が過去に認識された相

対価格にも依存していることを考慮したもので，伽（2）の系列に高い系列

相関があるという観察に基づいている，定義により働（2）はトレンドか

らの乖離であるので，0〈え＜1である。

　さてここで，生産者は自己の市場におけるP呂（2）は観察できるが，全

市揚の一般物価水準P8については直接知ることができないと仮定すると，

2市揚の生産者は乃をむ期の2市揚における情報為（2）に基づいて予

測しなければならない．このとき（31）は

　　　　　　写。む（2）＝7［PK2）一E（Pむ11ε（2））］＋福，H（2）（32）

となり，ここで合理的期待が仮定されることになる．

　そこで重要な問題は，如何なる情報に基づいて期待が形成されるかとい
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う点である・これに関してLUCasは，1鵡）にはZ市揚の生産者のみが知

っている自己の市揚価絡乃（2）と，む一1期より以前の全市揚における価格，

生産量等の変数に関する一般に利用可能な全情報ρ‘、1が含まれると仮定

する．それ故，∫2飼にはPH，Pβ一2，…，．PH（2），．Pホー2（2）7…7写π，H，Ψ鴨，ε一2，

一幽，H，雪c，β一2，…等の値が含まれており，これらの情報1Kβ）＝（傷一、，

乃（2））に基づいて，第1節で述ぺたような形で乃に関する最適予測

E（P彦偽（2））が形成されると考えるのである．

　そこでまず，一般に利用可能な情報島一1に基づいた，一般物価水準乃

の最適予測は

　　　　　　　　　　Pβ＝E（Pε19虚一、）＋∈¢　　　（33）

と表わされ，ξ8はランダム変数で，平均値Eξε＝0，分散1τぜ＝σ2であ

るものとする，最適予測のための直交条件より，EE〔虚（．Pεi島一、）］＝oであ

る，次に，β市揚の価格は一般物価水準からβ％だけ乖離するものと仮定

する，それ故，2市揚で観察される価格は

　　　　　　　Pε（2）＝P二十zε＝E（Pε1ρH）十6β十2‘　　（34）

となる。ここで，2彦は乃とは独立な，平均値E2虚＝0，分散E乞‘2＝τ2の

ランダム変数で，E〔識＝0であるものとする。従って，E［（‘ε＋の2］＝

σ2 τ2である・また，∈εと2、はいずれも平均値ぜロの撹乱であるから，

　　　　　　　　　E［P。（2）iρむ一、］＝E［Pε1ρ虚一、］　　（35）

である．

　さてそこで，哲期における2市揚の価格P‘（β）という追加的情報を持

ったz市場の生産者の乃の予測E［P6匿（ε）］は如何にして得られるだ

ろうか．それは，1K2）＝（瑞一1，乃（2））に基づいた（33）の最適予測であ

り，（33），（34），（35）より，

　　　　　　　　　　‘‘＝E〔Pδ1ρ‘一、］一P‘　　　（36）

　　　　　　　　∈5十28＝P占（～）一E［Pむ（β）1ρε＿1］　　　（37）
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である．（36）は一般物価水準に関する予測誤差であり，一般的情報9H

に基づいたものであるが，（37）は2市場価格の予測誤差で，2市揚の生

産者のみが持つ情報である．そこで，この追加的情報（37）を用いて∈β

の予測を行なうことができるから，β市揚の生産者の持つ全情報1K2）を

用いた．P‘の最適予測は，次のように表わすことができる。

　　　E［P‘［1‘（2）］謬E［P‘lgε一工］十∈ε

　　　＝E［P。1ρ‘一1］＋E［Pむ一E（P鹸一1）1Pε（2）一E（Pε（2）19H）］

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（38）

ここで，第1節で述ぺたように，（38）の第2項は一般物価水準の予測誤

差〔εを2市揚の予測誤差∈汁2むに回帰したものに等しい・その最小2

乗回帰係数をψとすると，Eξ。＝灰∈‘＋の＝0であるから，

　　　　E［P‘一E（P‘1ρ‘一、）］一ψ［Pむ（乞）一E（P二（z）1ρβ一・）］（39）

と表わすことができる．ここで，ψは‘εの‘‘＋～8への回帰係数であり，

∈‘と2。の分散はそれぞれσ2とτ2であることが知られており，幽＝

盈‘＝E2画＝0であるから，

　　　　　　　　　　　　E（∈¢＋2ε）ξε　σ2
　　　　　　　　　　ψ一E（（‘＋2ε）2＝σ2＋τ2　（4。）

となる．これを（13）に代入すると，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　E［Pβi為（～）］一E［琳・］＋σ2學τ2［P呂（2）一E（Pε（～）19ε一・）］

となるが，（10）よりE［乃（2）19‘一1］＝E［P81畠一1］であるので，これを代

入して整理すると，

　　　　　　E［P。隣（名）］一ψP虚（z）＋（1一ψ）E（P‘1ρ‘一・）（41）

となる．これが，利用可能な全情報を用いて，2市揚の生産者が行う乃

の合理的予測である。

　そこで，（41）を（32）に代入すると，2市場における生産の循環的要
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素

　　　写eε（2）＝7［・Pε（β）一ψPε（～）一（1一ψ）E（Pε『98－1）］十λ創σ，ε一1（3）

　　　　　　＝7（1一ψ）［Pε（2）一E（Pε19ε一、）］＋々。，H（z）（42）

が得られる，（29）より，β市揚の供給関数写ε（2）はこれに恒常的要素穿．8

を加えたものであるから

　　霧‘（2）＝伽＋7（1一ψ）［PK2）一E（P¢iρH）］＋え穿。，8－1（2）（43）

である．

これを2の分布に関して積分し，全市揚について集計して，便宜上β＝

1一ψとおくと，ルーカス供給関数として知られる総供給関数が得られる．

　　　　　Ψε＝伽＋γθ［Pε一E（P‘1島一1）］＋え［靴一、一劉π，ε一1］（44）

ここで，γ＞0，0くθ＝τ2／（σ2＋τ2）＜1であるから，総供給量は一般物価水

準乃と事前に予測されたその期待値E（Pε1畠．1）との差に比例すること

になって・フィリップス曲線の関係を表わすことになる．その時，供給曲

線の傾きは7θであり，θの値が大きいほど，即ち，一般物価水準の総分

散σ2＋τ2のうち，相対価格の変動τ2による割合が大きいほど，より大

きい．つまり，一般物価水準は安定しているが相対価格が大きく変動して

いる揚合には，生産者はそれに反応するため生産量は大きく変化する．逆

に，σ2が大きくτ2が小さい揚合には，価格変動の殆どは一般物価水準

の変化によることが分かっていることになるので，θは小さく，生産量の

変化は小さいのである．

　このように供給曲線の傾きがθに依存していることから，価格変化に

対する総供給の反応は一定ではないというインプリケーションが得られる．

つま窮予想されない価楕上昇P‘一E（Pε臓一・）は一定であっても，7θが

大きいとき，即ちτ2がσ2に比して大きいときには，生産量は大きく変

化するので，フィッリプス曲線は緩やかな傾きを持つことになる．しかし，

政策当局が意図してより高い生産量を得るために総需要増大政策を取った
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とすると，それは～市場の相対価格にのみ影響するのではなく，一般物

価水準を上昇させることになるので，σ2がτ2に比してより大きく上昇す

ることになるはずである・それ故この場合，7θが低下して生産量の変化

は小さくなり，一般物価水準の変化が支配的に大きいという極端な揚合に

は，フィッリプス曲線は垂直となる．これは，合理的期待仮説から生れる

最も重要なインプリケーションであるルーカス批判一政策変更によって外

生変数の確率過程が変化し，それに基づいて決定される経済主体の最適化

行動も変化するために，計量経済モデルの推定されたパラメーターを一定

と考えることはできない（第5節　参照）一の一例にほかならない，ルーカ

スはこの仮説の妥当性を，インフレ率が様々に異なっている各国のフィリ

ップス曲線の傾きを国際比較することによって確認している，この結論は

多くの人々によっても実証的に検討され，それが支持されるとする結論を

得ているものが多いが〔例えば，Sargent（1973），Froyen＆Waud（1980），

Alberro（1981），Kormendi　and　Meguire（1984）〕，一方で，計測方法に

批判が加えられて，その点を改善した方法によれぱ，その仮説が妥当しな

いとする結論［Gordon（1982），Demery（1984）］も出されており，現在

のところ決定的な結果は得られていない・

第3節　合理的期待仮説と特定のモデル

　以上のように，このルーカスのモデルからは，合理的期待仮説に基づい

てフィッリプス曲線に関するインプリケーションが導かれたが，その導出

のプロセスから明らかなように，その結論は合理的期待仮説だけに依存し

ているわけではない．その結論は，貨幣，労働市揚を含めた各市揚の均衡

という通常の仮定以外に，（1）均衡点は供給曲線上にある，（2）各生産者

は自分の生産する財の相対価格に基づいて利潤最大化を行なう，（3）各生
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産者は自分の生産する財の当期価格は知っているが，その他の市場の情報

に関しては1期以前の値しか知ることができない，（4）各生産者は一般物

価水準の分散と自らの市揚の相対価格の分散を知っている，という仮定に

も依存している．従って，例え実証研究によってこのモデルの結論が支持

されなかったとしても，それは合理的期待仮説自体が妥当しないことを意

味しないという点には十分に注意しておくことが重要である．更に以上か

ら明らかなように，このモデルは古典派的な仮定と最大化原理に基づいた

非常にオーソドックスなモデルでありながら，特定の情報構造を仮定した

合理的期待を追加することによって，フィリップス曲線の関係を導出し，

その傾きが緩やかな場合から垂直になる揚合までを説明するという非常に

広範なインプリケーションを持ったエレガントなモデルであるということ

ができる．

　このルーカス・モデルが1970年代以降の経済学界において支配的な影

響力をもった理由の一つは，もちろん，それまで何故そのような形が観察

されるのかに関する厳密なモデルが存在しなかったフィリップス曲線に，

初めて最大化原理に基づいた理論的説明を与えたこと，しかもそれがその

傾きの変化をも同時に説明できるものであったというモデル自体の持つ重

要かつ豊富なインプリケーションにある．また，それが論争的であったの

は，このモデルが市揚均衡を前提として，均衡点が供給曲線上にあるとい

う古典派的な仮定に基づいたものであり，需給が不均衡で，実際に観察さ

れる点は需要・供給曲線のいずれか小さい方にあるとするケインジアンの

考え方と全く対立していたことである．ところが，これまでのところケイ

ンジアンの立揚からはフィリップス曲線に関する説得的な理論的説明はな

されていない．そのため，景気循環論に関して，継続的な市場均衡とルー

カス型供給関数，及ぴ合理的期待形成を骨子とするいわゆるr合理的期待

学派」のモデル，即ち，景気循環の均衡理論が支配的な影響を及ぼすよう
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になったのである．しかし，そのような考え方をr合理的期待学派」と呼

ぶのはその本質を見誤らせる危険がある．というのは，その呼ぴ方は，彼

らの主張する結論が全て合理的期待仮説から導かれているという印象を与

えるからである．既に上で検討したように，その結論は古典的な最大化原

理に基づいたもので，合理的期待は結論を導く唯一の仮定ではない．更に

言えば，合理的期待そのものが，最大化原理を忠実に応用したものにほか

ならない．そこで恣意的であり得るのは，経済主体が如何なる情報を持っ

ているかに関する仮定のみである．

　r合理的期待学派」という呼び方が特に誤解を生み易いのは，そのモデ

ルのインプリケーシ日ンが実証的検討によって支持されない場合である．

その時，そのモデルの妥当性の否定が直ちに合理的期待仮説自体の否定に

つながり易い．しかし，上のモデルの例に見られるように，合理的期待仮

説は，特定のインプリケーションを生み出すモデルのなかの多くの仮定の

一つに過ぎない．モデルの結論が実証的検討によって支持されなかった理

由は，むしろ合理的期待仮説以外の仮定，或はそこで仮定された情報構造

が不適切なものであった可能性が大きいのである．特に，合理的期待仮説

に基づくインプリケーションの代表的なものとしての，政策無効命題を主

張しているモデル〔例えば，Sargent（1973），Sargent＆WaUace（1975），

Barro（1976）等〕の多くは経済モデルとしては極めて簡単な構造であり，

それからのインプリケーションが，様々な側面からの実証研究によって必

ずしも肯定されないことは，何ら驚くに当らない・

　ところで，このルーカス供給関数が支配的な影響を持ったもう一つの大

きな理由は，それが経済学に基本的な最大化原理に忠実に基づいたもので，

一旦その基本的仮定を受け入れた以上は，本質的な批判が困難な非常にエ

レガントなモデルであったことである．既に述尺たように，合理的期待仮

説自体もそのようなものの一つである．ルーカス供給関数や合理的期待仮
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説が，1970年代以降の経済学の動向全般に大きな影響を与えている理由

は，むしろこのようなモデルの性質によるところが大きい．それ故，その

影響を受けた結果，経済の確率過程を明示的に考慮し，古典的仮定に基づ

いて，経済主体の最大化行動の結果として経済活動モデル化するという方

向で，特に景気循環に関する研究が進展したのである．しかしそこで，現

在の景気循環の均衡理論が，実証的に正しいことが証明されているわけで

はないし・それはあくまで合理的期待仮説を用いた景気循環論の一つに過

ぎない．事実それに対しては様々な批判もあり，最近では，実物的景気循

環の理論も提出されているが，それらもやはり，上に述ぺたような方向性

については一致しているのである．

第4節　ケインジアン計量モデルの失敗

　合理的期待という概念が，これほどまで急速かつ広範に，特にアメリカ

の学界において受け入れられた背景の一つに，1970年代の経験を通じて，

1960年代においては経済政策立案の基本的ツールと考えられていた，ケ

インジァンの計量経済モデルの予測能力に対する信頼が大きく崩れたこと

が挙げられる，ケインジアンの大規模な計量経済モデルによる価格，賃金

と失業率の動向一フィリップス曲線一に関する予測が，1970年代以降の

経験を全く説明し得なかったからである．既にフリードマンーフェルプス

による自然失業率仮説が提出されていた1970年代の初めにおいても，主

要なケインジアンの計量経済モデルは全て右下がりのフィリップス曲線の

存在を推定し・その後10～20年間に渡る予測として，4％の失業率一1960

年代の完全雇用目標値一を達成したときのインフレ率は3～4％であると

していたのである，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ユ　　具体的に数字を挙げると，ミシガン大学のDHL－IIIモデルでは3．2％，

　　　　　　　　　　　　　　　のFR－MIT－Penn（FMP）モデルでは3．7％，O伍ce　of　Business　Economics
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　　　　　　　　　3）（OBE）モデルでは3．9％である，また，失業率を05％低下させるために

必要なインフレ率の増加は，それぞれ，DHL－IIIモデルで1％，FMPモデ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　の
ルで1．2％，OBEモデルで1．5％と推定されている。これらはそれ以前の

時期に推定されていた値（例えば，Perry（1966）では，4％の失業率と

整合的なインフレ率は2％である）よりも大きく，推定の時期が1970年

に近付くほど，1966年以降のインフレ率の上昇を反映して，より高い値

が推定されている．しかし，インフレと高い失業率が共存する傾向を認め，

それらのうち最も高いインフレ率を予測しているHirsch（1970）でさえ，

OBEモデルに基づいて，インフレ率をゼ・とするために必要な失業率は

6％であり，失業率が3－7％の範囲で変動したときのインフレ率の変動

幅は，7．7一一1．2％の間であると推定していたのである・

　このように，4％という完全雇用を達成するためのコストは，4％とい

う比較的穏やかなインフレであるという予測に基づいて，多くのケインジ

アンの提唱した1970年代初めの政策はインフレ的な傾向を持っていたの

である，しかし，その後の経験から，そのような政策によって4％の失

業率を達成することができるという予測が，完全なしかも桁違いの誤りで

あることが明らかになったことは既に良く知られている・念のため数字を

挙げておくと，例えば，70年代を通じて失業率は4％よりも遥かに高く，

4．9～8．5％の間にあったにもかかわらず，70年代の平均CPI上昇率は

6．8％であったし，1974年には失業率が5．6％であったのに対してCPI上

昇率は12，2％となった．また，80年代に入っても，1980年の失業率は

7．12％であるのに対して，CPI上昇率は13．5％と最高水準を記録し，その

後インフレは鎮静化し始め1984年において，4、3％となったにもかかわら

ず，失業率はなお7．5％という水準にある．

　これに対して，マネタリストの立揚からは自然失業率仮説が主張されて

　　　　　　　　　　　　　のおり，その立揚に立つモデルでは，短期的に右下がりのフリップス曲線は
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観察されるが，それは期待の変化によって急速かつ大幅にシフトし，その

位置は過去の様々な経済変数の値を含む初期条件によって大きく影響され

るので，ケインジアン・モデルのように過去の物価と雇用のデータに回帰

方程式を当てはめて推定するという方法では，予測は不可能であることが

指摘されていたのである．

　そこで，このような予測の失敗の原因が追及されたのであるが，まず，

過去のデータを幾つかの期間に分割し，大規模なケインジアン・モデルに

基づいてそれぞれの期間について推定されたパラメーターを比較すること

によって明かとなったのは，それらが時期によって大きくシフトする不安

定なものであるということである．その結果，一旦推定されたパラメータ

ーを不変と仮定して，それに基づいたシュミレーシ・ンによって将来を予

測するというケインジアンの計量経済モデルでは経済構造の変化を捕え得

　　　　　　　　　　　　の
ないという点が明らかにされた．この点は，それ以前から，計量経済モデ

ルによる予測では，極めて短期の予測は比較的フィットが良いが，長期予

測になるほど誤差が大きい，また大規模なモデルになるほど予測誤差が大

きいという問題として部分的に認識されていた問題である．

　この点について更に，経済構造変化を考慮することの重要性が認識され

たのは，Goldfeld（1976）の研究の影響も大きい．彼は1974年第1四半

期から1976年第2四半期迄の10四半期について貨幣需要関数の予測を行

ない，1973年迄は体系的な予測誤差はないが，1974年以降について，そ

の予測式では実質貨幣需要が大幅に過大予測されることを明らかにしたの

である．

　そこで，何故そのような経済構造の変動が生ずるのかという点に一つの

説明を与えたものが合理的期待仮説であり，これが，合理的期待が広くか

つ急速に受け入れられた大きな理由の一つである．また，何故ケインジア

ン・モデルによる予測が失敗したのかという理由を明らかにし，IS－LMモ

　　　　　　　　　　　　　　164



合理的期待と政策評価

デルに対する決定的な批判となったのが，合理的期待の政策評価へのイン

プリケーションを明らかにしたルーカス批判（1976）である。このルーカ

ス批判が，合理的期待仮説から生まれた最も重要なインプリケーションで

あるので，次にこの点について述ぺておくことにしよう・

　　1）Hymans　and　Shapiro，（1970）参照・

　　2）de　Menil　and　Enzler、（1972）参照・

　　3）　Hirsch，（1972）参照・

　　4）Hymans，（1972）参照・

　　5）R．Lucas　Jr．（1972）及ぴ，Andersen　and　Carlson，（1972）参照．

　　6）T。Muench，et　a1．，（197外）参照。

第5節ルーカス批判

　従来，政策立案の基礎として行なわれていた政策評価の一般的方法は，

過去のデータに基づいてマクロ計量モデルの構造パラメーターを推定し，

その推定されたモデルを用いたシュミレーションによって，特定の政策の

効果を評価するというものである．ところが，この方法は当然のこととし

て，その分析対象であるである政策が変化しても，経済の構造パラメータ

ーは変化しないということを前提としている，ルーカス批判とは，このマ

クロ計量モデルの大前提に対する批判であり，実際にはそれらのモデルの

構造パラメーターは政策が変更されればそれに対応して変化するので，従

来のようなマクロ計量経済モデルによる経済政策の評価は誤りであるとい

う主張である．そこで，経済政策が変化したときに経済の構造パラメータ

ーが変化する理由を説明するものが合理的期待仮説にほかならない。経済

の構造パラメーターは経済主体の最適化行動の結果として決定されている

と考えられるが，その主体の行動は彼が関心を持っている諸変数の将来値

をも含む彼の行動の制約条件に依存しているので，その将来値の予想が変

化すれば，彼の最適化行動も変化するからである。そこで，経済主体が如
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何なる予測を持つかという点において合理的期待を仮定すると，そのプ・

セスが容易に説明されることになる．

　ルーカス批判の論点を理解するためには，予想には2つの異なった種類

のものがあることを理解しておく必要がある。その一つは，制約条件のな

い予想であり，他の一つは条件付き予想である．前者の例は天気予報や，

GNPの成長率の予測であり，その予測の前提となる環境は全く変化しな

いという前提の下に行なわれる予測である・後者の例は，貨幣当局が貨幣

成長率を∬％とするという政策を取ったときの影響を予測する揚合である．

このときには政策の変更自体が，予測されるぺき変数の決定される環境を

変化させることになる。というのは，経済体系の動きは，一般に如何なる

政策が行なわれるかに関する公衆の予想に依存しており，その予想は更に，

どのような政策変更があるか，それを公衆が知っているかどうか，等々に

依存しているからである．

　このことを，Lucas（1976）に従って，より一般的に述ぺておこう，一般

にあらゆる経済体系の動きは，次のような関数の形で現わすことができる．

　　　　　　　　　　　写‘＋・＝∫（肋，¢‘，‘β）　　　　（45）

ここで，Ψ‘はε期の状況変数ベクトル，¢‘外生的政策変数ベクトル，∈む

は時間を通じて，独立，かつ均一分布を持つランダム・シ日ック・ベクト

ルである。∫は一定と仮定されているが，それを直接に観察することはで

きない・そこで実際には，経済理論に基づいてFを予め規定したうえで

　　　　　　　　　∫（Ψ‘，の‘，〔む）≡F（Ψε，の彦，θ，∈ε）　　（46）

であるとして，既知である過去の勘に基づいて，一定と仮定されるパラ

メーター・ベクトルθを推定する。そこで，Ψ出を予測するためには，

予測された娩の値をFに代入すれば良いことになる．これが，通常の

マク・計量経済モデルによって，政策効果を予測するプ・セスである．

　そこで，関数Fとθは，与えられた状況の下で最適となる経済主体の
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意志決定ルールから導かれたものである・（F，θ）を見出すことは必ずし

も簡単ではないが，しかし，一旦それを近似的にでも見出すことができれ

ぱ，それは＠。｝の系列がどのように変化しても，一定であるという仮定

がこの予測プ・セスにおいて本質的な点である、これが，ケインジァン・

モデ，レを始めとする従来の計量経済モデルによる予測の基本的前提である・

しかし，この仮定は正当化できるものではない・というのは，個人の意志

決定は，将来を全く無視してもよいという種類の特殊な問題を除いて，普

通は，少なくとも将来の外生変数の系列1謝について，その個人がどの

ような認識を持っているかに依存しているからである。それ故，（F，θ）が

一定であるという仮定は，将来の外生変数｛副の動きが変化しても・そ

れに関する経済主体の認識が変化しないという極端な仮定を置いているこ

とになるからである，

　ところで，＠β｝は，λを一定のパラメーター・ベクトル・ηεをむ期の

撹乱のベクトルとすると，既知の関数σ

　　　　　　　　　　　　¢ε一σ（穿ε，λ，η‘）　　　　（47）

によって表わされると考えることができる．の‘がこのように表わされる

とき，経済体系の動きは，

　　　　　　　　　　影ε＋エ＝F（劉6，勘，θ（え），の　　　（48）

となり，パラメーターθの値は，政策を決定しているλの変化と共に，

体系的に変化することになる。このようなモデルにおいては，ある政策と

は特定のλを選択することによって，将来の政策変数詔むに影響を与える

ことであると解釈することができる・このとき政策λが変化すると，そ

れはの。を変化させると同時に，θ（え）をも変化させる。それ故，政策変

更の影響を，θ（λ）は一定であるという仮定に基づいて予測する，通常の

　マクロ計量経済モデルによる予測は，バイアスをもつことになるのである。

　　そこで，もし政策の変更が公衆に全く知られないような形で行われるな
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らぱθ（λ）の動きを予め予想することはできないが，もしそれが予め完全

に分かっていれば，過去のθ（え）の推定を基礎に，その結果としての経済

構造の変化を予測できるかもしれない．従って，θ（え）がどのように変化

するかは，政策が如何なる形で実行されるかにも依存している．この点は

従来の経済モデルでは余り注目されていなかった点であるが，形式的には

同一の政策でも・時によっては異なった効果をもつことを説明することが

できる．

　以上のような説明だけでは抽象的であるが，その意味する内容の例は，

第1章第2節A、ii）及ぴCj）と，第2章第4節において，それぞれル

ール対裁量政策，フィリップス曲線，及ぴ消費に関する議論の中でモデル

に即して論じてある．

　以上のような論点は，なぜケインジアン計量モデルが前節で述ぺたよう

に・1970年以降の経験を全く説明できなかったかという問題に対する一

つの解答を与えている・それ故，この批判が，それまで主として大規模な

計量経済モデルによる予測に基づいて，いわゆるファイン・チユーニング

の政策提言を行なってきたケインジァンに対して衝撃的な批判であったこ

とは想像に難くない，しかしこの批判は，単にケインジアンに対する批判

というに留まらず，これまでの計量経済学の方法論自体に対する批判であ

り・その方法は将来予測に関しては，主として誘導型方程式のという形で

はあるが，マネタリストも用いていた方法である．ただ，ファイン・チュ

ーニング的な政策提言に代表されるケインジアンの主張は，ケインズ自身

の考え方というよりも，むしろ計量経済学の技術の発展に基づいたもので

あったという意味で，ケインジアンに対する批判と重なる部分が大きい．

そしてこのような事情のために，ルーカス批判以降，表面上は，ケインジ

アン対マネタリストの論争が具体的政策の有効性を巡る論争から離れて，

より根本的な計量経済モデルによる政策評価の方法論に関する技術的検討
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に発展していくことになった．事実，ルーカス批判以降今日に至るまでの

マクロ経済学の最大の問題の一つは，このルーカス批判を考慮した政策評

価のためのモデルを如何に構築するかという点にある．このような意味で，

ルーカス批判は，合理的期待仮説から導かれた最も重要なインプリケーシ

ョンとなっているのである．

第6節新たな構造モデル

　ところで，このルーカス批判はある意味で破壊的な批判であり，その批

判を回避した計量経済学モデルのモデルを構築することは容易ではない．

しかし，ルーカス批判を考慮すると，計量経済モデルはどのようなもので

なくてはならないのだろうか．あるモデルが過去のデータに如何に良くフ

ィットするものであっても，また如何に予測性能が高くとも，そのこと自

体はそれは良いモデルであることを保証するものではない．そのモデルが

前提としている経済構造が，政策変更によって変化しないとは限らないか

らである．そこで，経済モデルにとって必要なことは，それが検討の対象

としている変化（例えば，政策）の影響を受けない関係を基礎としたモデ

ルでなけれぱならないということである．例えば，効用関数，嗜好，技術，

情報構造，などのモデルの基本構造は，政策変数が変化しても，それほど

変化しないものと思われる．従って，これらの変化しない基本的関係のみ

を用いて，計量経済モデルを作るという試みが行われるのは当然の発展の

方向である．これが，Hansen＆Sargent（1980，1981），Chow（1981），

Hansen＆Singleton（1982，1983），Taylor（1979，1982），Ky（11and　and

Prescott（1982）等の試みであり，現在この線に添った研究が最も精力的

に行われている．しかしその発展のぺ一スは早いとは言えず，このような

方向で合理的期待を取り入れたモデルの構造はまだごく簡単なものに留ま

っているといってよい．
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　このようなモデルの特徴は，経済は過去の歴史や技術，政策等によって

影響される幾つかの制約条件の下で，効用関数のような変化しない関係の

みで構成される目的関数を，将来にわたって最大化しようとしている経済

主体から構成されていると考えることである．この形の動学的最適確率制

御問題の解として得られた均衡解のパラメーターを推定すると，それは嗜

好や技術といった，政策変更によっては変化しないものであるので，この

ようなモデルを用いて政策変化の影響を推定することが可能となるのであ

る．

　このことをChow（1979，1981）のモデルに即して見ておくことにしよ

う．今，経済に一人の私的経済主体1と政府2という2つの意志決定主体

があり，それぞれのむ期におけるコントロール変数のベクトルがそれぞれ

靴，勘であったと仮定する．このとき経済主体の直面する確率的環境が，

次のような線形体系で表わされるものとする．

　　　　　　　　　肋＝魂凪＋01靴＋σ2勘＋δ＋％ε　　（49）

ここで靴は状況変数ペクトルであり，鋤は独立かつ均一に分布している

撹乱項である．又，私的経済主体と政府の目的関数はそれぞれ

　　　　　　　　　ア
　　　　　　　E。Σ（写rα‘）’X¢（Ψ‘一αε）　　（づ＝1，2）　（50）

　　　　　　　　o禺1

という2次関数であり，K‘と砺は時間を通じて変化しないものとする．

更に，それぞれの意志決定ルールが

　　　　　　　　　勘＝σ激一1＋9¢　　（乞＝1，2）　　（51）

という形で表わされているとしよう。このとき，政府が吻＝θ歌一し＋g2

という固定した意志決定ルールに従っているので，私的経済主体の直面す

る環境は次のように表わされることになる．

　　　　　　　肋＝（五＋02σ2）9ε一正＋α靴＋（ゐ＋0292）＋％ε

　　　　　　　　≡瑠‘一、＋0、靴＋わ、＋銑　　　　　（52）
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　私的経済主体は，（52）という環境の中で，（50）で表わされる目的関数

を最大化するという最適制御問題を解いた結果，靴＝σ敢一1十g1という行

動方程式を得ているのだとすると，政府の意志決定ルールが変化したとき

には，当然私的経済主体の行動方程式，或は意志決定ルールも変化するこ

とになる．従って，政府の政策変化の影響を評価する際に，私的経済主体

の行動方程式が変化しないと考えることは誤りである，という点がルーカ

ス批判の骨子であった．

　ところが，もし（49）で表わされる確率的環境と（50）のゼ＝1で示さ

れる私的経済主体の目的関数のパラメーターが分かっていれば，政府の意

志決定ルールさえ分かれば，（52）という新しい環境の中で，新たな最適

制御問題を解くことによって，（51）の乞＝1で表わされる私的経済主体の

行動方程式を推測することができることになる．この揚合具体的には，政

府が¢2＝σ激一1＋g2という政策を取っているとすると，私的経済主体が

（52）の環境において取る最適均衡戦略靴＝σ耽一1＋g1は，次の方程式を

解くことによって得ることができる．

　　　　　　　　　0、’E、ασ1＋ぴE1（遼＋σ2θ2）＝0　　（53）

　　　11ユーK1一（五十〇2σ2十〇1σ1）’五τ1（11十〇2（72十σ1σ1）＝＝0　　（54）

　　　　　　　σ、’E、0、9、＋0正’［E、（ゐ＋0292）一ん』＝0　（55）

　［1一（■＋02θ2＋0、σ、）’］為1－Kμ、一（且＋02σ2＋σ、σ1）’E、（ゐ＋0292）＝0

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（56）

　即ち，σ2を所与として（53）（54）を解くことによってσ1と1ヌ1が

得られ，g2を所与として（55）（56）を解くことでg1とん1が得られ，

これによって，政府の政策ルール（σ2，g2）が変化したときに，私的経済主

体の行動（θ1，g1）が如何に変化するかを示すことができるのである。
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第7節政策ルール

　ところでそのような方向で政策の影響を考えようとする揚合に重要な点

は，そもそもその政策というものが，経済主体の将来の環境に影響を与え

るものとして明確に定義されていなくてはならないことである．その際の

政策とは，上に述ぺたパラメーター・ベクトル（砺，92）の値を変更する

ことである．つまり，政策とは任意の変数を年々決定することではなく，

それを設定するルール自体を政策と考えておかねばならない．例えば，前

年の国民所得に対応して何らかのフィード・バック・ルールが採用されて

いる揚合には，毎年の貨幣増加率が具体的に何％に設定されるかというこ

とではなく，前年の国民所得が増加したときには，貨幣供給量はどれほど

の割合で増加，或は減少させるのかということが分かっていなければなら

ない．或は，貨幣供給は利子率を一定に保つように行なわれるのか，また

は，利子率とは無関係に一定の率で供給されるのか，といった政策ルール

である．このように，政策を政府の意志決定ルールと考えておかない限り，

上述のような分析は不可能であるという点が，政策をルールとして考える

必要のある理由の一つである．

　しかし，このように政策をゲームのルールとして理解するという点は，

そのような分析上の便宜という以上に，合理的期待仮説からの本質的なイ

ンプリケーションの一つでもある，というのは，例えばインフレが将来如

何に推移するかという問題は，政策当局がインフレに対して如何なる対応

をするかという政策ルールに大きく依存している．それ故，将来のインフ

レについての合理的な期待は，今期の貨幣供給量が具体的に何％であった

かということではなく，そのような政策当局の対応から推測される，イン

フレに対する政策当局の将来にわたる対応ルールに関する認識に基づいて

いるからである．このような政策の定義は，政策を政策変数の値のある時
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点での変化，或はその代替的な時間経路と考える従来の定義とは全く異な

ったものである．従来の定義は，政策をファイン・チューニングの手段と

する考え方と密接に結ぴ付いている．しかし，70年代の経験からの教訓

であり，ルーカス批判でも指摘されたように，従来の計量経済モデルに基

づいたファイン・チューニングは大きな誤りを犯す可能性がある。そこで，

政策の影響を正しく評価するためには，様々な政策手段の値をコント・一

ルすることによってファイン・チューニングを行うことを政策と呼ぶ，従

来の政策についての考え方自体を改めて，如何なるルールでそのような政

策変数の年々の値を設定するかというルール，或は制度的な仕組みとして，

政策というものを理解しておく必要があるのである。そのような政策の例

としては，単に金融，財政政策におけるルールがあるだけでなく，例えば

TayIor（1982）が分析しているように，スウェーデンにおいて景気安定化

のため非住宅投資の変動を押える目的で，不況期にはその基金から企業に

投資資金を提供する投資基金制度などの制度的な仕組みも，それが明確に

公衆にルールとして理解されている限りにおいて，重要な政策と考えるぺ

きものとなる．このように正しい政策評価のためには，政策というものの

概念自体を改めて，政策をルールと考える必要があるという点が，合理的

期待仮説から生まれる最も重要な政策的インプリケーションである。

　ここで関連のあるもう一つの問題は，その政策は公衆に理解され，また

信頼されているものでなければならないという点である．単に政策当局が

何らかの政策ルールを発表しただけでは，それが信頼されるとは限らない、

合理的に期待を形成する公衆は，あらゆる情報を利用して，その新たな政

策が本当に効果のあるものであり，また政策当局が政策変更に伴う種々の

コストをあえて払って，将来ともその政策を貫徹するかどうかということ

を考慮するであろう．それ故，政策当局がそれまでの行動を通じて公衆に

信頼されていれば，その政策変更は効果を持つであろうが，もし信頼され
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ていなければ，その政策変更の発表自体は何らの効果も持たないことにな

ってしまう・例えば，インフレを低下させるために貨幣成長率を低下させ

るという政策が発表されたとすると，それが信頼されている場合には期待

インフレを低下させ，実際にインフレを低下させるうえで有用であるが，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1）
もしそうでなけれぼ，その政策の持つ効果は大きく削減されることになる．

従って，政策の影響を評価する際には，その政策が公衆に明確に理解され，

信頼されているルールでなければならないということが重要である，

　そのようなルールの例としては，米国における預金保険制度がある．と

いうのは，既にr最後の貸手」として事実上同一の機能を果たすことので

きる連邦準備制度があるうえに，預金保険制度を整備するということは，

将来支払い不能に陥った銀行を支援するか否かをそのつど裁量的に決定す

るのではなく，一定金額以下の預金に関する限り，如何なる銀行が如何な

る理由で困難に陥ろうとも，政府はその銀行を支援するという明確なルー

ルを公衆に示したことになるからである．実際，r最後の貸手」としての

機能と，預金保険制度との本質的な違いはこの点にしかない，しかも，そ

のルールが制度として明確に理解され信頼されていたからこそ，公衆はよ

り効率的に行動するようになり，米国においては，取付けによる金融危機

がこの制度創設以来生じなくなったのである．この制度がそのような意味

を持っていたことは，預金保険による保証額を越えており，救済するか否

かが当局の裁量の範囲内にあって明確に示されていない大口預金について

は，1974年のフランクリン・ナショナル銀行，及ぴ19糾年のコンチネン

タル・イリノイ銀行の揚合に，大規模な預金引出しが生じたことからも知

ることができる・そして，この明確な政策ルールがどれほど経済の安定化

に寄与したかは，改めて言うまでもない．

　ある政策ルールが信頼され，明確に理解されている限りにおいて，その

影響を評価するには，既に述べたように，経済が，政策ルールによって影

　　　　　　　　　　　　　　174



　　　　　　　　　　　合理的期待と政策評価

響を受ける環境の中で，自らの目的関数を将来にわたって最大化しようと

している経済主体から構成されていると考えて，政策変更からは影響を受

けないパラメーターに基づいた動学的最適確率制御問題を解くことによっ

て，それを評価することが理論的には可能である．しかし，政策自体がそ

のつど変更される裁量的なものであり，その変更の方向も予測できず，ま

た一旦発表された政策も，それがどれほどの実現可能性があるものかにつ

いての信頼がないというような揚合には，そのような政策は合理的経済主

体の将来の環境に予測可能な影響を与えるものではあり得ないので，そも

そもそのような政策の影響について科学的な予測を行うことは不可能であ

る．それ故，科学的根拠のある予測を行うためには，まずその政策自体が

ルールとして公衆に明確に理解され，実証的にも信頼すぺきことが立証さ

れているものでなくてはならないのである．

　　1）　この点に関する文献としては，Fellner（1979）がある．

第8節　時間的非整合性

　だが，何故ルールの方が裁量政策よりも望ましいのだろうか．この問題

に対して合理的期待の持つ意味を明らかにしたのは，Kydlan（1and　Pres－

cott（1977）である．彼らの議論の趣旨は，ごく簡単には次のように述ぺ

ることができよう．裁量政策とは本来，現在の状況を所与としてそのつど

最適な政策手段を選択するという政策である．しかし，期待が合理的であ

るとき，このような政策には時間的非整合性（Time　Inconsistency）カ§

伴う．即ち，以前に約束した政策を実行しないことが，政府にとって最適

であるという状況が生ずるのである．

　例えば，ある年度の投資を増加させるために，その年度の投資金額の一

定割合を次年度の税額から控除する，という投資減税政策が発表されたと

すると，その年度の投資額は増加するので，その政策はその時点では最適
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なものである，しかし，次年度になった時点では，既に投資を増加させる

という目的は達成し完了しているので，実際に税額を還付することによっ

て得られるものは何もない．従って，その時点では，前年度に約束した投

資減税を実行しないことが最適な政策となるのである．このように，政策

当局の側に一旦約束した政策を守らない誘因が生ずる場合，その政策は時

間的に非整合的であるという．

　別の例として，洪水地帯には家屋建設を禁止することが社会的費用の観

点から，最も望ましい政策であったとしよう．ところが，そのような規制

ルールがない場合には，仮に政府がその地域にはダム建設などの洪水対策

は講じないという政策を決定していたとしても，合理的経済主体は，多数

の家屋が建設されたならば，政府は何らかの洪水対策を講じざるを得なく

なることを見越して家屋の建設を進め，結局政府はその政策を変更せざる

を得ない状況に追い込まれることになる．

　以上のようなことが起こるのは，経済主体の行動が，政策の将来に関す

る予測に依存しているからにほかならない．しかし，合理的経済主体は政

策に時間的非整合性があることを知っているので，これは政府の政策に不

確実性を導入することになるのである．これらの例から分かるように，裁

量政策が望ましくないのは，その政策効果の及ぶタイミングや効果の大き

さについての知識がないからではない．それは，経済主体の最適意志決定

ルールが将来についての予測に依存しているのに対して，裁量政策とは，

現在の状況を所与として，そのつど最適なものを選ぶという政策だからで

ある．

　上に述べたような意味での政策ルールとは，将来の政府の行動に関する

約束であり，具体的には例えぱ，政府が将来とも発明者には一定期間の独

占権を与えるという特許制度，或は国債に関して債務不履行ということは

しないという約束，或は信頼である．そのような政府行動のルールがある
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からこそ，公衆は積極的に開発投資を行い，また国債を保有するという効

率的な行動を行うことができる．このような意味で，政府はその時々に最

適な政策をそのつど選択するのではなく，予め自分自身の行動を制約する

ことから，より効率的な市揚活動による収益を得ることができるのである・

それ故，金融・財政政策に関しても，金本位制，貨幣創造量，税金，財政

支出等に関する法的制約などは，有用なルールと考えることができる・革

命などによる政情不安が続き，政府の政策に信頼を置くことができないと

思われるような諸国においては，一様に高いインフレや効率の悪い市揚経

済が共通の特徴であることは良く知られた事実である．

　以上のような点を考慮したとき，確固たる理論的根拠を持った政策提言

としては，金融・財政政策の主たる役割は，経済の私的部門が予測可能な

ような安定的環境を提供することにあるということになる．明らかにこれ

は，フリードマン（1948，1959，1968）のx％ルールの提言をその可能性

の一つとして含んでいる．ファイン・チューニングが望ましいという考え

方に基づく裁量的政策は，政策当局者が意図した通りの影響を持つことに

ついて，何ら証明された科学的根拠を持っていないし，そもそもファイ

ン・チューニングが望ましいということ自体証明されているわけでもない・

更に言うならば，それはケインズが望ましいと述ぺたことですらない・既

に述ぺたように，ファイン・チューニングによる裁量政策は，主として

1950年代以降の計量経済学の発展によるところが大きい．そして，その

アプ・一チの大前提であった構造パラメーターの安定性という仮定の誤り

が，今では理論的・実証的に明らかとなっていることは既に述ぺた通りで

ある．

　ところで，この時間的非整合性の間題は，政府が動学的な観点から行動

し（ということは，キッドランド・プレスコットの意味で完全に裁量的な

行動はしないということであるが），Barro　and　Gordon（1983）が示した
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ように将来に渡る損失関数の現在割引値の最小化を目的として，それ故一

旦アナウンスした政策を破棄することによるr名声」の失墜をも考慮する

と仮定すると，回避できる可能性がある．結局この場合政府にとって裁量

政策とルールの何れが望ましいかは，割引率，名声を失う期間数（再び名

声を回復できる迄の期間数）に依存することになる，もちろん，この問題

をより現実的な枠組のなかで取り扱うにはこのように単純なモデルでは不

十分であるが，r名声」（Reputation）或はr信認」（credibility）という概

念が，形式的なルールに代わる役割を果たし得るという点を示すことがで

きる，しかし，このような概念も経済主体の最適化行動の制約条件を構成

するという意味で上に述ぺたゲームのルールとしての政策という概念の一

部にほかならない．

　このように，かつてのマネタリストとケインジアンのルール対裁量政策

を巡る論争は，表面的には計量経済学の手法に関する技術的発展の裏に隠

れているように見えるが，フリードマンの揚合とは異なった理由によって，

改めて政策概念としてのルールの重要性が明らかになっているのである．

ところが，現在のところケインジアンの立揚から，このような新たな政策

ルールの重要性に対する有力な反論は行われていない，とはいえ，これは

政策というのもの概念を変更することであり，従来の裁量政策を政策と考

える人々にとっては，そのような新しい概念が直ちには馴染みにくいもの

であることも想像に難くない．しかし，理論的に確固たる科学的根拠のあ

る政策提言を行うとすれば，このような方向しかあり得ないことは既に述

べた通りであり，現在ますます多くの研究者が政策をルール，或は制度的

枠組と考える方向で研究を進めているのである．
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第2章　合理的期待と消費理論

　本章において消費理論を取り上げるのは，幾つかの理由がある．まず第

1に，消費理論は期待が重要な役割を果たしていた分野の一つであり，ミ

ュースによって合理的期待の概念が生み出されたのは，元々消費理論との

係わりにおいてである．そこで，その概念の発展過程に従うことが，合理

的期待の持つ意味を最も明瞭に示すことになると、思われるからである．第

2に，それ故消費理論においては，期待についての考え方の変遷が理論に

如何なる影響を与えたかという点を明瞭に知ることができる．第3に，消

費の分野での新たな発展は，前章第5節で示したようなルーカス批判を回

避する新たな構造モデルの具体例であることである．第4に，消費関数は

合理的期待の概念が最も適切に応用された問題の一つであって，実証研究

も最も活発に行われており，新たな発見の内容と残された間題点を見るう

えで好都合である．第5に，消費理論への合理的期待仮説の導入が，政策

的にも重要なインプリケーションを持っているからである．

　以下ではまず簡単に消費関数についての論争の歴史をたどりつつ，合理

的期待の概念が，経済現象を経済主体の最適化行動の結果と考え，適応的

期待を利用した恒常所得仮説からの自然な発展であり，r革命」と呼ぶの

｛ま必ずしも妥当でない面も持っていることを明らかにしておきたい．次に，

その消費理論と経済政策に対するインプリケーションを整理し，合理的期

待に基づく消費理論の新しい発展について述べることとする．

第1節　消費関数論の発展

　消費関数はケインズの『一般理論』刊行直後から大きな論争点となった

問題である．ケインズ自身は「総消費額は主として総所得額に依存する」
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として，r社会の実質所得が増加するときに，消費を同一絶対額だけは増
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1）
加させないということはあらゆる現代社会の基本的心理法則である」と述

ぺている．彼はこれが「絶対額」であって「割合」ではないことを強く主

張しており，それがr割合」であるという解釈が定着することを恐れて，

それをr割合」と解釈したギルボイ夫人にわざわざ彼自身の書いた原稿を

　　　　　　　　　　　　　　　　2）
訂正論文として発表させているほどである，しかし，この誤解はケインズ

自身の表現のせいでもある．というのは，上の引用の直前に，彼は幾分は

っきりしない表現ながら，「これらの理由によって，原則的に，実質所得渉

増加するにつれて，所得のより多くの割合が貯蓄されることになる．しか

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1）
し，より多くの割合が貯蓄されるか否かにかかわらず，……」と述べてい

るからである．とはいえ，ケインズ自身が基本的心理法則は，消費増加の

r絶対額」に関するものであり，所得とのr割合」に関するものでないと
　　　　　　　　　　　2）
考えていたことは明白である。

　この問題については，主として2種類のデータを使って，多くの実証研

究が行われた．即ち，第1次大戦後の時系列データ，及ぴ過去一世紀半に

渡る様々な資料に基づいた家計のクロス・セクション・データである．そ

してその結果，消費は正に今期の所得と高い相関を持っており，限界消費

性向は1より小さく，所得の上昇とともに貯蓄の割合が増大することが確

認されたのである。しかし，その実証的成功のために却って，ケインズが

心配していたように，ケインズの基本的心理法則は，その後の人々によっ

て，r割合」を意味していると誤って解釈されることになったのである．

　ところが，その後クズネッツが1899年以来の長期時系列データを用い

て推計した結果，所得に対する貯蓄の割合は，全期間を通じてほぼ一定で

あることが明らかになった．即ち，長期時系列データに基いて推計した消

費性向はそれまでの時系列データやク・ス・セクション・データで予測さ

れたものよりもかなり高いことが分ったのである．
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　この矛盾を説明するために様々な理論が提出されたが，それらはいずれ

も，消費は今期所得のみに依存するのではなく，過去何期かの所得にも依

存するとするものである。中でも最も実証的成功を治めたのが，良く知ら

れているようにAndo－ModiglianiとFriedmanのライフ・サイクルー恒

常所得仮説であるが，これらはいずれも，ケインズが単に基本的心理法則

と述べた消費行動を，経済主体の最適化行動の結果として解釈しようとす

る理論にほかならない．

　　1）Keynes，J・M・（1936），p・97・参照。、

　　2）The　Royal　Economic　Society，（1973），PP・271～277・参照・

第2節恒常所得仮説

　そこで，ごく簡単にフリードマンの恒常所得仮説を述ぺておこう．’

　一言で言うならば，恒常所得仮説は，消費関数を予算制約の下での家計

の異時点間の効用最大化問題の解として導いたものである・即ち，フリー

ドマンは，フィシャーの理論に従って，家計は効用関数

　　　　　　　　　　U＝U（σo，（71，…，0η）　　　　　　（1）

を制約条件

恥＋象［賀、缶y］一叢［宣，缶y］一叩

　　　0　　　　　　　　　　　　　　　0

の下で最大化するように，異時点間の消費を決定するものとする・ここで，

研〉0かつ巌密にconcaveである．σ‘は家計の乞期の消費であり，γ‘

は乞期に家計が市揚で自由に貸借のできる市揚利子率，甲は0期にお

ける家計の富である．これより，

　最適化の一階の条件は次の通りである，
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　　　　　　　　　　　　　　ノ　　　　　　　　　　　　　　　　　n（1＋γ，）’
　　　　　　　　　　　　Uノ乞　　o
　　　　　　　　　　　　一＝　　　　　　　　　　　（3）
　　　　　　　　　　　　u’ゴ　‘一乞
　　　　　　　　　　　　　　　H（1＋γ‘）｛

　　　　　　　　　　　　　　　0

単純化のために，消費は今期消費Ooと将来消費01のみであり，0期の

利子率をγと仮定すると，

　　　　　　　　　　　δu　　　　　　δu
　　　　　　　　　　　一＝（1＋7）
　　　　　　　　　　　δo。　　　δ（r－Oo）

となるので，0期の消費関数は，・

　　　　　　　　　　　　　Oo＝・∫（7，r）　　　　　　　（4）

と書くことができる．

　ところで，当期の受取りをr所得」と呼ぶのはデータの制約上やむを得

ない措置であって，理論的な意味でのr所得」の定義は，富の水準を変化

させることなく消費することのできる額のことであり，これは玲コ7罪

となるので，これを恒常所得と呼ぶ．同時に，理論的な意味でのr消費」

は，その期間中に消費することが計画された消費サービスのことである．

従って，それは理実の支出とは，1）耐久消費財ストックの増減分，及ぴ，

2）計画消費と実現した消費との乖離分，だけ食い違うことになる．理論

的概念に対応した消費をCpとして，恒常的消費と呼ぶ．

　そこで，このOpと玲との関係を消費関数として定義すると，

　　　　　　　　　OPD＝9（｝》。，γ）＝9（岬，γ）　　　（5）

と表わすことができる．

　そこで，効用関数が各期の消費に関して同族的（homothet童c）であると

仮定すると，この揚合には，消費の限界代替率は各期の消費の割合にのみ

依存し，富の絶対水準には依存しないことになるので，（5）式は

　　　　　　　　　　CP。一施）｝争D＝南（γ）Tr　　　　（6）

と書くことができる．従って，恒常所得仮説は，以下のような方程式体系
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で表現することができる．

　　　　　　　　　　　　σP＝乃（γ）玲　　　　　（7）

　　　　　　　　　　　　　y＝玲＋r7　　　　　（8）

　　　　　　　　　　　　　σ＝OP＋07　　　　　（9）

ここで，rは現実に観察される現実の所得，σは現実の消費であり，添

字Pは恒常的要素，Tは一時的要素を示している・これより消費性向の

推定値をα，誤差項を％とすると，回帰方程式は，

　　　　　　　　　　　　q＝α玲ε十駒　　　　　　　（10）

となる．

　そこで問題は，時系列データを用いて実証分析を行うときに，如何にし

て玲の値を得るかという点である．そのためにここでフリードマンが

仮定したのは，Cagan（1956）の用いた適応的期待形成仮定である．即

ち，トレンドを別として，期待される恒常所得を猶pとすると，それと

現実の所得の差の一定割合（β）だけ各期ごとにr＊pを修正するという

期待形成行動である．つまり，

　　　y＊P‘一y＊Pε一1＝β（巧一、一r＊P‘一、）　　　0≦β≦1　（11）

この定差方定式の解は，五をラグ・オペレーターとし，定数項をぜロとす

ると，

　　　　　　　　　　　　　　　　β
　　　　　　　　　　y＊Pε＝　　　　　yl－1
　　　　　　　　　　　　　　1一（1一β）五

または，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　y＊P。＝βΣ（1一β）乞一1｝㌃一、　　　　（12）

　　　　　　　　　　　　　　乞il

，となる．つまり，恒常所得は，より遠い過去の所得になるほど幾何級数的

に低下するより低いウェイトを与えて，過去の所得を加重平均したものに

よって与えられる．ここで（12）の右辺のyレ乞の係数はウェイトの合計
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であるから，

け
βΣ（1一β）‘一工＝1

匙昌1

（13）

である。フリードマンはβ＝α4とする推定値に基づき，17年間の分布ラ

グを用いて恒常所得を推計し，消費性向は0．88で恒常所得の一定割合で

あるとする，極めて良好な実証結果を得たのである．

第3節　合理的期待と恒常所得

　上記のように，フリードマンは恒常所得仮説を，富制約という与えられ

た条件下での家計の効用最大化行動の結果として導いたのであるが，その

中心概念である恒常所得を推定するうえにおいては，最も現実的でデータ

とも矛盾しない期待形成仮説として，適応的期待を仮定して，過去にさか

のぽるに従って指数的にウェイトの低下する分布ラグによる期待形成過程

を前提としたのである・つまり，その期待形成過程自体を最適化行動の結

果として導いていた訳ではない，ところが，恒常所得仮説が非常な実証的

成功を治めると・次にそれは何故実証的に妥当するのかという点が問題と

なる．そこで，恒常所得仮説の中で説明されずに残っていた適応的期待を

も，最適化行動の結果として説明しようとする試みが行われるのは当然の

発展の方向である・そしてこれを行ったのがMuth（1960）であり，これ

が合理的期待に関する最初の文献となったのである．

　そこで，Muthの問うた問題は，経済主体が経済の構造や過去の値につ

いて所与の情報を持っているという制約条件の下で，出来るだけ正確な予

想をするものとすると，つまら予想の誤りを最小化するという最適化行動

を取ったとすると，彼らはどのような予想を形成することになるだろうか，

ということである．

　この問題を解くためには，通常の最大化問題の制約条件に当たる，家計
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の持っている情報の内容を明らかにしておく必要がある．この目的にとっ

ては，フリードマンの恒常所得と一時的所得の区別は，幾分曖味である・

そこで，より特定化して，所得の時系列は，i）1期しか続かない要素と，

ii）その後の全期間にわたって継続する要素という2つのランダムな部分

から構成されている，と考えよう．つまり。む期の所得巧のうち，yε

を恒常的要素，ηεを一時的要素とすると，

　　　　　　　　　　　　　耳＝▽8＋ηε　　　　（14）

であり，一時的要素の平均値はゼロ，分散はσ2ηで，系列相関はないもの

と仮定する・即ち，

　　　　　　　E（η‘）＝0　　　　全てのゼについて　（15）

　　　　　　　E（窮η’）一｛計葛　　（・6）

　次に，恒常的要素は，次の通りであると定義する・

　　　　　　　　　7ε＝7¢一1＋‘ε　　　　　　（17）

　　　　　　　　　　＝rむ一2十ξ¢一1十∈ε

　　　　　　　　　　＝r8＿3十〔β一2十∈ε一1十6ε

　　　　　　　　　　　　む　　　　　　　　　　　＝Σ6‘　　　　　　　　　　（18）
　　　　　　　　　　　　‘＝1

ここで，孟は所帯主が働き始めてからの年数である、それ故，

　　　　　　　　　　　yε一，＝0　　‘≦ゴ

であるから，（18）が成立する。即ち，恒常的所得の部分は，トレンドを

別とすると，ランダム・ウォークとなる。〔‘についても，平均値がぜ・

で系列相関がなく，分散がσ2，であることを仮定する・

　　　　　　　　E（ξ‘）＝0　　　　全ての乞について　（19）
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　　　　　　　晦）一｛自彰　（・・）

又，η‘と∈εは相互に独立であるものとする．

　　　　　　　E（η向）＝0　　全てのぢ，ブについて　（21）

家計はこれら2つのランダムな要素を区別することができるものと仮定す

る．以上が家計の持つ情報に関する制約条件である．

　ところで，過去の現実の所得の情報に基づいた今期所得の予想r㌔は，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　y＊8＝Σ吻巧一∫　　　　　（22）
　　　　　　　　　　　　　　　7冒1

で表わされる・そこで，期待形成に関する最適化問題は，現実の所得と期

待所得とp誤差の分散

　　　　　　　　　　　　V＝E（巧一y＊‘）2　　　（23）

を最小化するような（22）の吻を見出すという問題になる．

　これを解くために，（14）～（22）を（23）に代入して，過去の所得に

与えられたウェイトで予測誤差を表わすと，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ノ　　　　　　　け　　　　　　　7＝σ2，＋σ2ワ＋σ2，Σ（1一Σ”，）2＋σ㍉Σ”ノ2（24）

　　　　　　　　　　　　　　’i1　　　　’冨置　　　　　　　∫＝1

となる．

　これを吻に関して偏微分しゼロと置くと，最適ウェィトに関する一階

の条件が得られる．

　　　　　　　δ7　　　　　。。　　ノ
　　　　　　　砺＝一2σ鳳（1一揖ηゴ）＋2σ2ワ”㌃一・（25）

　　　　　　　　　　　　沌＝1，2，…．

2階の階差を取ると，最適ウェイトは次の定差方程式の解として得られる

ことになる．
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　　　　　　　　　　（1＋分一磯　 （26）

　　　　一隔＋（2＋跡一㎞一・一…・（27）

この体系の特性方程式は，次の通りである．

　　　　　　　　　　　（1一え）2σ2，
　　　　　　　　　　　一　　＋丁＝0　　　（28）
　　　　　　　　　　　　　λ　　σ
　　　　　　　　　　　　　　　　η

この二つの根のうち，（24）（25）が意味をもつためには，根は1より小で

なくてはならないので，0≦λ1≦1を満たす根をろとすると，

　　　　　　　　　一藩卸・＋景　（29）

となる．この解は娠＝o君という形を取ることになる．ここでλ1は意

味のある特性根であり，oは（26）から決定される定数である，（28）を

（27）に代入して，o＝（1一λ1）／ろであることが分かる・従って，期待方程

式における最適ウェイトは次の通りとな為・

　　　　　　　η岳＝（1一λ、）え、胴　　な＝1，2，3，…．　（30）

これは，β＝1一え1とすると，（12）におけるフリードマンの指数的に逓減

するウェイトを持った分布ラグ予測

　　　　　　　　　　　　　め　　　　　　　　　y＊P5一βΣ（1一β）臼y回　　　　（12）
　　　　　　　　　　　　　多＝1

と全く同一の形となっている．即ち，（12）によって，恒常所得を，今期

と過去の現実の所得に，過去にさかのぼるに従って指数的に逓減するウェ

イトを与えて加重平均することによって推定するという方法は，一定の情

報に基づいた家計の最適化行動と矛眉しないことが示されたのである。

　ところで，恒常所得を予測するうえで過去の各期に与えられる最適ウェ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　σ2ξ
イト娠は，λ1によって決定されるが，これは（39）によって，丁に，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ση
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即ち，所得のランダムな変動のうち，恒常的要素の分散と一時的要素の分
　　　　　　　　　　　　　　　　　散の割合に依存している．（29）を警によって偏微分すれば分かるよう
　　　　　2　　　　　　　　　　　　　　　ση
　　　　σξに，λ・は7の減少関数である．それ故，恒常的要素の変化が一時的要
　　　　ση
素に比ぺて小さけれぱ，λ1は1に近い値を取ることになる．このとき，

過去の所得には全て同じウェイトを与えることが最適となる。これは最近

の経験を重要視しないことを意味するが，それ’は最近の経験のノイズが大

きく，将来予測に関して有用な情報が含まれていないことの反映である．

逆に，もし恒常的要素の変化が一時的要素の変化に比ぺて大きければ，λ1

は小さく，将来所得に関してより多くの情報を含んでいる最近の経験によ

り高いウェイトを与えることが最適となるのである．このように，所得を

生み出す特定の確率過程に対して，最適予測の為の特定のウェイト分布を

持った期待形成過程が存在する．従って，（14）（17）で表わされる所得を

生み出す確率過程が変化すれば，それに基いた恒常所得の予測値も変化す

ることになるのである．

　ところで，今期と過去の所得に基づいた次期の所得予想は，恒常的要素

巧に関する予想であるから，それは将来の全期間の所得予測とも等しい，

というのは，（17）より，疏＝蔦一1＋向であるから，将来の鶏＋，は次の

ように表わすことができる．

　　　　　　　　r‘＋1＝：yβ十∈ε＋1

　　　　　　　　y‘＋2＝yF汁‘‘＋1十（‘＋2

　　　　　　　　y露＋’＝「β十ξ6＋1十‘‘＋2十…十‘8＋，

（14）より巧＝瓦十ηεであるから，

　　　　　　　｝～＋・＝rβ＋‘出＋η‘＋、

　　　　　　　取2＝巧＋ξ囲＋6‘＋2＋η‘＋2
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　　　　　　　耳＋，＝瓦＋〔。＋、＋∈‘＋2＋…＋〔ε＋∫＋η‘＋’　（31）

ここで，（15）（16）（19）（20）より，E’‘とη乞は，いずれも系列相関を

持たない平均値ゼロのランダム変数であるから，

　　　　　　　E［6ε＋，阻，yl－1，…］＝0　　ゴ≧1

　　　　　　　E［η5＋，匿，巧一・，…］＝0　プ≧1

である．それ故，今期及び過去の所得を与えたうえでの（31）の期待値は，

　　E［玩＋ゴ阻，耳一、，…］＝E［▽撮，巧一b…］　ブ≧1（32）

となり，トレンドを別として，今期と過去の所得に基づいたy碗の最適

期待値は，全てのブ≧1について同一である・従って，今期と過去の所得

にウェイトを与えて加重平均することによって恒常所得を推定するという

フリードマンの方法は，そのまま同時に将来の全期間に渡る恒常所得の最

適期待値ともなっているのである．恒常所得とは，家計が将来にわたって

安定的に得ることのできる所得のフ・一の期待値であるから，フリードマ

ンの方法は，この理論的概念に完全に一致している，このように，ミュー

スは，経済主体が所与の情報を用いて最適予測を行う（予測誤差を最小化

する）という意味での合理的期待理論に基づいて，フリードマンの恒常所

得の概念に確固たる理論的裏付けを与えたのである。

第4節　合理的期待と消費行動

　さて，以上のような合理的期待に基づく予想形成は，消費に関してどの

ような意味を持っているのだろうか，この点を見るためには，第3節で得

た恒常所得の最適予測に基づいて家計が行動しているとすると，第2節に

おける恒常所得仮説は，どのような消費パターンを予測することになるか

を考える必要がある．

　そこで，第3節で得られた恒常所得の推定値を書き換えると，
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　　　　　　　　　　　　け　　　　　PP¢＝（1一λ、）Σ雑yレ㌃　　乃＝0，1，2，…．

　　　　　　　　　　　㌃iO

　　　　　　　　　1一λ1
　　　　　　　＝　　　巧　　　　　　　　　　　（33）
　　　　　　　　1一λ1L

であるから，これを（10）に代入すると，トレンドを除いたフリードマン

の推定した消費関数が得られる．

　　　　　　　　　　　　　1一λ一
　　　　　　　　　　σε＝α　　疏＋％虚　　　　（34）
　　　　　　　　　　　　　1一λ1L

そこで今，例えぱ減税政策によって，家計の可処分所得が丁期以降〔煽

だけ増加することになったとしよう．合理的期待を考慮しない従来のモデ

ルによるこの政策の影響の予測は，この悔｝の系列が確定的であるのか，

確率過程に従うのか，或はそれが事前に家計に知らされているのか，また

は家計がそれが何時まで継続する政策であるのか等々の条件にかかわらず

同一で，例えばの‘＝轟であれば，む期の消費の増加は

　　　　　　　　　　　　∠08＝画　　　　　　（35）

と予測される・ところが（34）に従えば，この政策による消費の増加は，

　　　　　　　　　　　　　　　1一λ1一
　　　　　　　　　　　∠oε＝α　　苅　　　　（36）
　　　　　　　　　　　　　　1一λ1L

である．それ故，もし家計がこの減税による孟期の可処分所得の増大既

を，全て恒常的なものであって，一時的な変動ではないとみなしていると
　　　　　　　　　　　　　σ2‘
すると，これは（29）において，rTが非常に大きい値であることを意味
　　　　　　　　　　　　　ση
する・ここで，え・は1と0の間の値しか取り得ないから，最も極端な揚

合でλ正＝Oである，このとき（36）は

　　　　　　　　　　　　40ε＝嫡　　　　　　（37）

となって，（35）の通常のケインジアン・モデルの予測と同一となる。つ

まり，（16）が表わされるηεの分散σ2ηがゼ・で，ylが（17）だけで表

わされる一このとき（18）から分かるように，所得はランダム・ウォーク
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である一揚合には，恒常所得を推計するうえで今期所得に与えられるウェ

イトが1となって，今期所得からの消費性向は恒常所得からの消費性向と

変わらないのである．それ故，今期所得からの消費性向の推計値が大きい

ものであったとしても，それは恒常所得仮説とも矛盾する訳ではない．言

い換えれば，ケインジアン・モデルによる今期所得にのみ依存した消費の

予測は，所得系列に不確実性が全く存在せず，全ての所得変化は恒常的で

あることを暗黙のうちに仮定していることになるのである．

　ところが，もし家計が予め侮｝は平均値ゼロで一定の分散を持ち，他

のあらゆる変数とも独立な確率変数であることを知っていたとすると，即

ち，この孟期の可処分所得の増大¢εは全く一時的なものであって，それ

には将来に影響を与える恒常的要素は全く含まれていないとみなしていた
　　　　　　　σ2‘
とすると，これはコr＝0であることを意味するので，（29）よりλ1＝1と
　　　　　　　ση
なる．このとき（36）は

　　　　　　　　　　　　　∠σ‘＝0　　　　　　（38）

となり，消費は全く増加しない．

　このように，一定の減税政策の効果も，それが公衆によってどのような

ものとして認識され，如何なるλ1の値をもたらすか，つまり，現実の所
　　　　　　　　　　　　　　　　　　σ2ξ
得系列を生んでいる確率過程を特徴付けるτrが如何なる値であるかに
　　　　　　　　　　　　　　　　　　ση
よって，（37）で示されるような影響をもつこともあれば，（38）で示され

るように，消費には全く影響を及ぼさない事もあり得るのである．それ故，

可処分所得の変化を通じて消費に影響を与えようとする政策の効果を評価

するためには，その政策を公衆がどのようなものとして認識しているかを

知ることが必要である．その政策が一時的なものであるか或は長期に渡っ

て可処分所得を変化させると信じられているか，即ち，それが公衆の期待

する恒常所得に如何なる影響を与えるかを知らなけれぱならない．

　しかも，どのような政策変更であれ，事前にそれが分かっていれば，そ
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の情報自体が恒常所得を予想するうえでのウェイトλ1の変更をもたらす

ので，政策効果の予測は更に困難であり，固定的λ1をもった（34）のよ

うなr構造方程式」に基づくシュミレーシヨンや外挿による標準的予測法

は，誤った予測を生むことになるのである．言い換えれば，（10）（14）（17）

からなる我々のモデルにおいて，所得の推移を支配している確率過程が変

化すれば，それに対応した消費関数（34）も同時に変化するのである，こ

のことは，如何なる所得の確率過程に対しても有効なoε＝／（巧，巧』1，…）

という形の消費関数を見出すことは不可能であることを意味している．こ

れは，合理的期待形成の下では，所得のそれぞれの確率過程に対して，過

去の情報に基づいて将来を予測する特定の最良な方法が対応しているから

にほかならない．これが，前章第5節で述ぺたルーカス批判の論点であり，

ケインジァンの，政策の介入に関して不変であるという意味での固定的な

構造パラメーターをもった方程式体系による経済政策の効果予測に対する，

合理的期待形成理論からの決定的な批判なのである．

　このことは，反循環的安定化政策として，可処分所得を変化させるため

の裁量的な税額の変更を重要な政策手段と見る，伝統的なケインジアンの

経済政策の有効性に重大な疑問を生むことになるので，経済安定化政策の

評価にとって非常に重要な意味を持っている．そこで次に，この点を見て

おくことにしよう．

第5節　経済政策へのインプリケーション

　Lucas批判以前において，消費に対する見解には大まかに2つの立揚が

あったと言ってよい・その第1は伝統的ケインジアンのもので，消費は経

済主体が，可処分所得の変化に受動的に反応して決定されるものであると

する立揚である．これによれば，実質所得の変化はほぼ直ちにかつ完全に

消費の変化を生むと考えられるので，一時的な税金の変化による所得変化
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は，一時的かつ直ちに有効な刺激を生むことになって，長期的な影響をも

つ税体系の変更等の政策が望ましくない揚合には，反循環的安定化政策の

重要な手段となる．このような主張は，Okun（1971）及びTobin　and

Dolde（1971）に代表され，裁量的政策による景気の微調整という考え方

の背景を成すものである．

　これに対して第2は，ライフ・サイクルー恒常所得仮説によるものであ

り，消費者は今期所得に受動的に反応するのではなく，長期に渡る効用最

大化を目指しているので，もし所得変化が一時的なものであると考えれば，

消費の増加は小さいものであるとする立揚である・この観点からは，一時

的な税額変更はそれが実施された期には大きな消費の変更は生まず，その

効果はその後の期間に分散されることになるので，その反循環的政策とし

ての有効性は期待できないことになる．このような立揚の主張としては，

1968年の一時的課税の効果を分析したEisner（1969，1971）及び，1975

年の減税の効果を分析したModigliani　and　steinde1（1977），Juster（1977）

がある．（Modiglianiは，反循環的税政策は可能であり望ましいものであ

るとしながらも．一時的な所得税減税や増税は消費を直ちに変化させる有

効な方法ではないと言う，折衷的な見解をとっており，より恒常的性格を

もった消費税等の間接税の増減を提案している．）

　もっとも，ライフ・サイクルー恒常所得仮説自体については，既に非常

に多くの実証研究が行われており，恒常所得からの消費性向は一時的所得

の消費性向よりも遥かに高いこと，しかし一時的所得からの消費性向もゼ

・ではなく，恒常所得仮説の主張自体よりも少し高いことが明かとなって

いる．この恒常所得仮説は経済理論のなかでも実証研究によってその有効

性が最もはっきりと示され，一般に受け入れられているものの一つである・

　この仮説についての最も明瞭な実証的証拠は，人々がはっきりと一時的

であると見なしている所得増加があったという特殊な場合の消費行動を検
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　　　　　　　　　　　　　　1）
討することから得ることができる，Kreinin（1961）及ぴLandsberger

（1970）は，イスラエル市民が1957～58にドイッから，ほぽ平均家計所得

の1年分に等しい額の一度限りの賠償金を受け取った揚合を検討して，こ

の意外の所得からの平均家計のこの年の消費増加は20％以下であったと

いう結果を得ている。しかもこの消費には耐久消費財も含まれているので，

恒常所得仮説が想定しているような理論的概念に対応する消費性向は，

20％よりも遥かに低かったことになるのである．

　もう一つの例は，アメリカ政府が1950年に第2次世界大戦に従軍した

退役軍人に対して支払った，当時の平均年間家計所得の4％に当たる，一

人当たり約＄175の予想されていなかった一度限りの生命保険配当金の支

払いであり，Bird　and　Bodkin（1965）によって検討されたケースである。

この場合に推定された意外の所得からの消費性向は30～40％であるが，

この揚合にも消費には耐久消費財が含まれているので，真の消費性向はそ

れよりもずっと低かったことになるのである．

　これらの事実が既に認められているために，一時的な税金の変化が直ち

に大きな消費変化をもたらすとする上記1の裁量的政策の支持者から上記

2のライフ・サイクルー恒常所得仮説に対する反論は，当然のことながら

次のような点に集中することになる．その第1点は，消費者は非常に近視

眼的なので，税額変化が恒常的であるか一時的であるかを区別することが

できないというものである。第2点は，例えば，MIT－MPSモデルでは，

消費は非耐久財とサービスヘの支出に耐久消費財ストックからのサーピ

ス・フ・一の推計値を加えたものとして定義されている．従って，例えラ

イフ・サイクルー恒常所得仮説が正しく，一時的減税がこの意味での消費

を増加させなかったとしても，貯蓄は耐久消費財への投資という形での消

費者支出を増大させるかもしれないということである．第3点は，大きな

意外の所得はライフ・サイクルー恒常所得仮説の言うように貯蓄となって，
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当期の消費を大きく増加させることはないにしても，通常政策的に行われ

る減税額は僅かなものであり，そのような一時的所得の僅かな変化は，通

常の所得と同様に支出されるというものである・第4点は，ライフ・サイ

クルー恒常所得仮説は認めたうえで，減税額は主として流動性制約に縛ら

れている家計に向かうことになるので，それはすぐに支出されてしまうと

いうことである．［Tobin＆Dolde（1971）］

　このような議論の行われていた段階で，ルーカス批判が登場したのであ

る．以上のような，第1，第2の立揚に対して，合理的期待に基づいたラ

イフ・サイクルー常所得仮説は，税額変更によるものに限らず，安定化政

策の手段として所得を変化させる事自体に対して疑問を投げ掛けたのであ

る．この理論によれば，政策によって作り出された所得変化に消費者が必

ずしも敏感に反応すると考えることはできないし，所得変化が消費に与え

る影響を予測するためには，その変化にどれだけの永続性があると消費者

が考えているかを知る必要がある．既に見たように，この理論は家計の最

適化行動の結果から導かれたもので，確固たる理論的基礎を持っており，

理論的に考える限りルーカスの批判をア・ププオリに否定することは不可

能である．

　そこで問題となるのは，このルーカス批判が実証的にどれほどの重要性

を持っているかという点である。ところが，ルーカス批判は非常に一般的

な理論的フレームワークであり，それ自体を直接実証的にテストできるよ

うな形では述べられていない．それ故，その主張の実証的検討のためには，

それを可能とするような形でこの理論の主張を特定化したモデルを作らな

ければならない．この合理的期待仮説が消費に対して持つインフ1リケー

ションをある仮定のうえで明らかにし，実証分析を行ったのがR　Ha11

（1978）であり，これが最近の消費関数に関する活発な論争の出発点とな

っている．
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第6節　実証的検討一Hal1の分析

　合理的期待仮説と組み合わせたときに，恒常所得仮説が如何なる実証的

に検証できるインプリケーションをもつことになるかを最初に示し，それ

を実証的に検討したのはHall（1978）である．ルーカス批判とこの研究

とが契機となって，恒常所得と一時的所得の区別ではなく，予想される所

得変化と予想されない所得変化の区別に基づいた消費関数の再検討が，現

在非常に活発に行われている。

　Hal1はフリードマンの（1）式を時間的に分離可能な加法的効用関数に

特定化し，時間を通じて一定の主観的時間選好率δ及び実質利子率γを

仮定した上で，消費者はむ期において，云期に利用可能な全情報に基づい

た，効用関数顧）の条件付期待値を富制約条件の下で最大化すると考える。

　　　　　　　　　漁舛薫（・＋δ廠砺刈

　　　　　　　　　　　ア　ご　　　　　　　　s．t．Σ（1＋γ）一乞（q＋‘一｝短）＝五ε　　（39）

　　　　　　　　　　　‘＝0

ここで，Tはこの消費者の経済生活期間，為はむ期に利用可能な全情報，

んはむ期の物的資産である．このとき，E［％’（σ‘）11日＝％’（σ‘）であるか

ら，一階の条件は次の通りである．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　1十δ
　　　　　　　　　　碓（oε＋ユ）團＝ヨ7’（の　　（40）

（これは，

　　　　　　　　　　　　　u’（0ε）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＝1十γ　　　　　　　　　　（1＋δ）一1E［％’（0ε＋1）隣］

と書けば，異時点間の消費の限界代替率がその限界変形率に等しいという
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最適化条件にほかならない．）（40）は，0ε＋、の限界効用の期待値にσo以

外のむ期に利用可能な情報が影響を与えないことを示しているので，一

旦0‘が分かってしまえば，む期及びそれ以前の所得や富についての情報

はσε、1には無関係であることを示している・それ故，限界効用は回帰式

　　　　　　　　　　　％’（o‘＋1）＝7％’（σ‘）＋ζ¢　　　（41）

に従うことになる．ここで，ζεは回帰誤差E（ζ鵡）＝0であり，

　1十δ
7＝一である・
　1十γ

仮に効用関数が2次で，％（の一一去（δ一げであるとす繊瀕は

　　　　　　　　　　　　σε＋、＝β。＋70‘一ζ虚＋・　　　（42）

　　　　　　　　　　　　　　　　＿1十δ
　　　　　　　　　　　　　　β・＝o－
　　　　　　　　　　　　　　　　　1十γ

に従うことになり，もし効用関数の代替弾力性σが一定で％（の＝σo（σ一1）！σ

であれば，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　0‘＋、一7＝7α一丁＋ζ‘　　　（43）

で表わされ，回帰式のなかに0ε以外の変数を入れても，その係数はゼロ

となるはずである．そこ・で更に，γ＝1（δ＝ア）と仮定すると・こ・のときに

は

　　　　　　　　　　　E［％’（α＋1）11ε］＝％’（σε）

却ち，

　　　　　　　　　　　　　五7［α＋1し1ε］＝σ‘　　　　　　　　　　（44）

となって，む＋1期の消費の期待値はむ期の消費と同一である・従って・

時間を通じて，δとγが変化しなければ，消費はトレンドを別として，

ランダム・ウォークとなるということが導かれる，つまり，合理的期待の

下での恒常所得仮説に基づく消費の確率的行動は

　　　　　　　　　　　　　α＝70ε一、＋∈6　　　　（45）
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という簡単な関係によって表わされるので，オ期の消費の説明変数として

は，1期前の消費以外の変数は無関係であることになる．ここで，7＝1で

あり，〔εは哲一1期には予測不可能な，ε期における新情報の影響を示し

ており，定義によって

　　　　　　　　　E［ξ‘11‘一1］＝0

　　　　　　　　　　咽一｛》廷1’，（46）

である，

　そこで，（45）に基づいて回帰分析を行ない，①7＝1である，②‘εに

系列相関がない，③（為一、以外の変数が有意でない，という点を確認する

ことによって，これらの仮定に基づいた恒常所得仮説が正しいかどうかを

テストすることができる．Ha11は非耐久消費財とサービスについての四

半期季節調整済データを用い，（42）に基づいて分析を行った．その結果

は次の通りである。①については，7は1にかなり近いが1とはいえない．

②誤差項に系列相関があるとは言えない・③孟一1期以外の過去の消費や過

去の所得は有意な説明力を持っていない．しかし，富の代理変数としての

過去の株価指数は，今期消費を予測する有意な説明力を持っている．つま

り，純粋な恒常所得仮説は，0‘一正以外の変数一過去の株価指数一が有意

であったために棄却されるということである．

　Hal1自身は，もし消費の恒常所得に適応にタイム・ラグがあるとすれ

ばむ一1期の変数が有意であり得ること，又それによる予測値の改善は小

さな値であることから，この結果は恒常所得仮説自体を否定するものでは

ないと述ぺているが，このように厳密な形での恒常所得仮説が棄却された

ということは，その後この分野での多くの実証研究を生むきっかけとなっ

たのである．
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第7節　実証的検討一Flavinの構造モデル

　Hal1（1978）に続いてこの問題に大きな関心を集めることになったもう

一つの重要な研究は，Flavin（1981）である，彼女は，Hal1のモデルを

その誘導形として含むARMAプ・セスに基づく構造的モデルを作り，そ

れに基づく実証研究によって，やはり厳密な形での合理的期待一恒常所得

仮説が有意に棄却されることを示したのである．F1＆vinはまず，消費が

ランダム・ウォークとなるのは，所得のうち一時的要素が常にゼ・である

という特殊な揚合に限られ，Hallはこれをゼ・と仮定していたことを，

以下のように明らかにする．

　今，価θεをむ期初の非人的富，の¢をむ期末に支払われる労働所得，易

をむ期における期待オペレーターとすると，恒常所得は

　　　　　　　　　姻一癌＋書（詳恥］（・・）

と表わされる．そこで，恒常所得からの消費性向を1とすると，確率的・

一時的要素を考慮した代表的個人の消費は，

　　　　　　　　α一癌＋慧（毒ゾ祠＋晩（48）

となるが，富制約

　　　　　　　　　　　耽＝（1＋γ）耽＋躍ε一〇ε　　　（49）

を考慮してσεHを求めると，

　　　伽一q＋醤（毒ゾ（恥現）　紐一（・＋戯＋噸

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（50）

となる．即ち，消費がランダム・ウォーク（0ε、1＝σ‘）となるのは，期待が

合理的であり［（易＋、一易）∬ε＋8＋、＝0］，かつ一時的所得が常にゼ・（耽≡0）
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となるときだけである。それ故，Ha11のように，単に消費の時系列がラ

ンダム・ウォークでないことを確かめただけでは，合理的期待一恒常所得

仮説が棄却されたことにはならないのである．

　そこでFlavinの用いた方法は，人々は所得が高い自己相関をもつ確率

過程であることを知っていることを前提とする。人々はもし今期の所得が

予想よりも高ければ，その情報に基づいて将来の所得予想，従って恒常所

得を上方に修正するはずであり，その予想修正の程度は，今期所得を生む

時系列のパラメーターに依存している．そこで，今期所得への消費の反応

が，予想外の今期所得の動きによって恒常所得が変化したことによる消費

変化を上回っているかどうか，即ち今期所得の消費への「過剰反応」があ

るかどうかを知ることができれば，合理的期待一恒常所得仮説の妥当性を

確かめることができる．

　そのために，まず所得の発生プ・セスは，独立のショックの系列によっ

て表わされる次のような自己回帰過程であると仮定する．

　　　　　　　琉＝ρ1yレ・＋ρ函一2＋…＋伽｝㌔つ＋ξε

　　　　　　　　＋φ・〔ε一・＋φ2（‘一2＋…＋φα〔8一σ　　　（51）

ここで，∈はホワイト・ノイズ撹乱，ρ乞，φ‘はパラメーターである．そ

こで，

　　　　　　　　　五（L）＝ρ1L＋ρ2が＋…十伽び

　　　　　　　　忽（L）一φ、L＋φ2L2＋…＋φq五q

とすると，

　　　　　　　　　　　　　　1＋M（L）
　　　　　　　　　　　巧謂1＿4（L）〔β

であり，これは次式に等しい．

　　　　　　　耳＝∈汁ψエ‘‘一・＋ψ26ε一2＋ψ3‘¢一3＋…　　（52）

　　　　　　　ヨここで，ψ8＝φ8＋Σρ，ψ8一，であり，これは（51）に等しい．
　　　　　　　’旨1
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　このような形で表わすと，む期に生じた撹乱が将来の所得予想に与える

影響は，

　　　　　　　　　　　　己yl＋3　4yl
　　　　　　　　　　　　π＝砿＝ψ・　　（53）

となる．哲期において予測誤差盈が生じた時の将来所得の関する予想の

修正幅は，

　　　　　　　　　　易yl＋8－EH恥，＝ψ8∈占　　　（54）

であり，その現在価値は，

　　　　　義（ボ（隔一恥恥）一［義（毒凋・

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（55）

である．無限期間の揚合，これは計算できて，

　　　　　　　　　慧（婿灘⑯

と表わすことができる。

　そこで，将来の非労働所得｝也＋、と労働所得鰍，を加えたものが将来

所得y3＋、であることを考慮して（54）を書き換えると，

α一砿1＋懐（毒）肝1（昂一亀）（婦塩）一（・＋藤・＋司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（57）

であり，これに（55）を代入すると，次式が得られる．

　　　　q一砺＋儒（≠げ殊一（・＋藤・＋物（58）

ここで，ψ、は移動平均表示のパラメーター，∈εは可処分所得yl＝侮＋y濫‘

の撹乱である．ここで簡単化のために，
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　　　　　　　　　　φ一嵩（毒叛

とすると，将来所得変更の現在価値は，φαと表わされ，恒常所得の修正

額は，7φ賜となるので，（58）は次のように書き直すことができる．

　　　　　　　　σ盧＝σβ＿1十7φ〔8一（1十7・）％8＿1十物　　　　　（59）

これは，たとえ今期所得からの真の消費性向はゼ・であったとしても，今

期所得の予測誤差は将来所得に関する新しい情報として恒常所得を変化さ

せるので，消費は今期所得の変化に反応するということを意味している・

従って，今期所得の概乱に対して，この部分を上回る消費変化があれば，

合理的期待一恒常所得仮説が妥当しないことになるのである．これはまた，

消費の1次階差（0‘一〇ε一1）は，1期前における今期所得予想の誤差（昂）

の関数である，ということである．

　そこで，ε期における所得予測誤差を免として，ε期の所得を

　　　　　　巧＝μ、＋ρ品一1＋ρ函一2＋…＋ρ必一P＋〔1¢（60）

と表わすと，（59）より，孟一1期からむ期への消費変化は，

　　　　4α＝μ2＋乃φ（yl一μ、＋ρ、玲、＋ρ2巧一2＋…＋ρP玩一P）

　　　　　　＋β。4yi＋β、4yl－1＋…＋βP一・∠玩一（P－1）＋628（61）

と表わすことができる．

こ一
一畜。幕…一。葺yl一期利一は

年率の利子率，ξ2は消費関数の誤差である・β‘はr過剰反応」係数であ

り，消費の恒常所得の修正以上の過去の所得への反応を示している・それ

故，＆＝0であれば，合理的期待一恒常所得仮説が妥当することになるの

である．

　Flavmは実際の分析においては，ρ＝8として，

　　　　　　yFμ1＋ρ澱一、＋ρ2yl－2＋・9・＋ρ函一8＋靴（62）
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及ぴ，

　∠0‘一（μ2＋β・μ・）＋β。［（ρ・一・）塩＋ρ2恥＋…＋ρ函一8コ＋β1畷幅1

　　＋β2幽一2＋…＋βP－7∠巧一7＋η2ε　　　　　（63）

を推計している。ここで，宛＝免，勉＝（傾＋β。）61ε＋63εである．

これから導かれる誘導形の巧．、の係数をπ歪とすると，誘導形は，

　　　　　∠0ε＝μ2＋π1島一1＋π2巧一2＋・・じ＋π8巧一8＋秒28（64）

となり・π‘と構造方程式のパラメーターとの関係は次の通りである．

　　　　　　　　　μ2＝μ2＋β。μ1

　　　　　　　　　π1＝β・（ρ1－1）＋β、

　　　　　　　　　π2＝β・ρ2一β1＋β2

　　　　　　　　　π3＝β。ρ3一β2＋β3　　　　（65）

　　　　　　　　　π7＝β・ρ7一β6＋β7

　　　　　　　　　π8＝βoρ8一β7

所得の時系列プロセスがどのようなものであっても，消費が今期所得に過

剰反応しない揚合には，βo＝βエ＝…＝β7＝0となるので，誘導形の係数π‘

もゼ・となる．（23）は過去の所得を所与としたときの∠0、の条件付き期

待値である．そしてこの場合に，π¢が全てゼ・になるということが，正

にHa11がテストした内容にほかならない．それ故，Hal1のモデルはこ

こで展開した構造モデルの誘導形と考えることができるのである．

　しかし，この誘導形からでは，合理的期待一恒常所得仮説が厳密には妥

当しない揚合，予測された消費行動からの乖離がどれほどの重要性をもつ

ものかを数量的に推定することができない。このとき，（21），（22）の構

造モデルによって負を推定すれば，消費の今期所得への過剰反応の程度

を推定することができる・これが構造モデルが誘導形モデルに対して持つ

メリットである．
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　この構造モデルに基づいて，Flavinは非耐久消費財支出のトレンドを

除去した時系列データを用いて，実証分析を行った結果，過剰反応係数は

有意にゼ・ではなく，一時的所得からの消費性向は35，5％であるという

結果を得た．非耐久消費財支出は総消費支出の45％に過ぎないことを考

慮するとこれはかなり大きな乖離であり，合理的期待一恒常所得仮説は明

らかに棄却されることを示したのである．

第8節　ルーカスの資産価格モデル

　以上の消費に関するモデルと並んで，この分野での多くの実証研究の背

景となったもう一つのモデルは，ノレーカスによる資産価格モデルである．

これはH訓の消費モデルよりも一般的な均衡資産価格モデルであり，

r効率的市揚」仮説における資産の均衡価格理論として，消費のみならず

証券価格，株価等，様々な資産価格に関してこのモデルに基づいた実証研

究が行われている．

　消費と資産価格が同一のモデルで論じられる理由は，人々は効用最大化

を求めて行動し，その効用は消費からもたらされるものであるという仮定

に由来する．その行動の制約条件となるのは所得，或はその源泉としての

資産収益であるという意味で，同一のフレーム・ワークを適用することが

できる．換言すれば，資産収益も．それが消費の増加を通じて目的関数で

ある効用を増加させるのであるから，均衡においては割引率を考慮した，

各期の消費の限界効用が互いに等しくなるように，資産収益も決定されな

けれぱならないのである．

　このモデルでは消費者は，次の加法的・分離可能な効用関数の期待値

　　E。Σβε％（0ε）

　‘＝0

o＜β＜1 （66）

を，制約条件
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　　　　　　　　　　肌＋ユ＝Eε（略＋yレーoε）　　　（67）

の下で最大化するものと仮定する．ここで凧，瑞はそれぞれ，む期にお

ける非人的富と資産収益である．

これから得られるオイラー方程式は，既に第6節で述ぺたものと同一であ

り，

　　　　　　％ノ（0）＝Eεβ珈’（σε＋1）　オー0，1，…　（68）

となる．しかし，ここでEを一定とは考えず，ある資産ゼのむ期の価格

をP‘ε，その資産から各期に得られる収益をD儲とすると，R‘虚＝（P‘観十

．z）乞8＋1）／P‘8であるから，これを（68）に代入すると次式が得られる．

　　　　　　％’（0‘）P‘8＝βE［鴉’（0ε＋1）（P窃＋・＋D伽・）1為］（69）

この式の左辺は，一単位の資産を得ることによって放棄しなければならな

い今期消費という意味での，資産獲得のコストであり，右辺はその資産

からの収益と資本価値から得られる期待将来消費の現在価値を表わしてい

る．この関係は，現代の動学的最適消費，ポートフォリオ決定理論におい

て中心的な役割を果たしている．例えば，Ha11の分析は，ここで恥が

時間を通じて一定であることと2次の効用関数を仮定した特殊例であり，

効用関数として相対的危険回避度を一定とするもの，指数関数等，様々な

特定化を行ったうえで，この関係を実証しようとする試みが多く行われて

いる．

　ところで，％ノ（σ‘）とP‘¢は共に孟期においては既知であるから，この

式は又

　　　　　　　　圃［β絵1）P縞無］（7・）

と書くこともでき，この関係は常に成立していなければならない．ここで
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　％’（（7ε＋1）
簡単化のために，将来消費と現在消費との限界代替率をS虚＝β督（0、）　と

すると
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　　　　　　　　　　　1ロE（R乞‘Sε1為）　　　　　　（71）

である・右辺は孟期の情報下での条件付き期待値であるが，これは常に1

でなくてはならないので，このことは，右辺の期待値が為に依存してい

ないことを示している．従って，（71）は条件付きでない単純な期待値

　　　　　　　　　　　　1＝E（R‘虚S‘）　　　　　（72）

に等しい．つまり，いずれも不確実なゼ資産の収益率と将来消費と現在

消費との限界代替率の積の期待値は，1に等しい．このことは∫資産の期

待収益率E（Rのは，必ずしも主観的時間選効率に等しいわけではなく，

またそれ自体が全資産について同一というわけでもないことを意味する．

（72）に従えば，全資産について等しくなるのは期待収益率自体ではなく，

将来消費と現在消費の限界代替率でウェイトした期待収益率である．消費

水準が高くその限界効用が低いときの収益は，効用の大きな増加をもたら

さないので，そのウェイトは小さい．それに反して，消費の限界効用が大

きいときの収益には大きなウェイトが与えられるのである．従って，市場

においては利潤機会の存在が予想し得ることになる．

　任意の2つの確率変数の，ΨについてはE躍＝EのEg＋cov（¢，留）が成立

するので，（72）は次のようにも書き直すことができる。

　　　　　　　E（R儲）＝E（S¢）一1・11－c・v（R砧，S‘）｝　（73）

つまり，ぎ資産の収益率は，その資産の収益率と将来消費と現在消費の限

界代替率との共分散に依存している．従って，もし恥がS占と高い負の

共分散を持っていれば，その資産はr危険」と考えられることになるので

ある．

　そこで，資産価格がランダム・ウォークになるためには，S¢が一定で

あり，同時にcOv（R¢ε，Sε）＝0でなければならない．このとき（73）は

　　　　　　　　E（P‘m＋ヱ）58＋、》β一1S虚一且砺　　 （74）

となり，収益と割引率を考慮した乞資産の価格は，1次1変数マルコフ過

　　　　　　　　　　　　　206



　　　　　　　　　　　合理的期待と政策評価

程に従い，乞資産の過去の価格以外の変数はその資産価格に影響を与えな

いことになるのである・ここで，更に恢Oo）が線形であると仮定すれば

S二＝1となるし，又，危険回避度を一定とする効用関数，指数的効用関数

等を仮定して多くの実証研究が行われている。また，（74）は確率的定差

方程式であり，S‘謂1とすると，一般的に

　　　　　　　　　　　　の　　　　　　　　　ん＝Σβノ肋髭＋，＋ζ6（1／β）‘　　　（75）

　　　　　　　　　　　　’旨1

という解を持つ，ここで，ζεはEら＝ζεに従うランダム過程である。今

ζ‘漏0とすると，（75）は資産価格がその将来収益の割引き価値に等しいと

いう，一般的な関係に等しくなる。

　以上が，市揚は利用可能な情報を全て利用するという意味での合理的期

待を検討しようとする全ての実証研究の背後にある均衡化理論である．

（69）～（73）に示した関係は，如何なる資産やポートフォリオにも適用

することができ，又如何なる期間についても妥当する非常に一般的な関係

である。

第9節　その後の研究と問題点

　Ha11とFlavinの研究に基づいて，その後この分野で非常に多くの研

究が行われることとなったが，それらについての有用なサーベイとしては

King（1985）がある．ここでは，まず彼らモデルで恒常所得一合理的期

待仮説が棄却された理由について考えられる理由を挙げ，研究の発展方向

について，K：ing（1985）の触れていない最近の研究を中心に極く簡単に

整理しておこう．

　まず第1に，ここで用いられたモデルが基本的に誤ったものである可能

性が考えられる．即ち，彼らのモデルは単一の消費財を仮定し，時間的に

分離可能な加法的効用関数を前提としている事である．また，そこではむ
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期の消費とオ＋1期の消費の間の消費の代替率，即ち実質利子率及ぴ時間

選好率が，時間を通じて一定であると仮定されている．しかし仮に，もし

実質利子率が自己回帰過程に従っているとすると，消費はより高次の自己

回帰過程となるので，追加的変数が有意であることは合理的期待一恒常所

得仮説の妥当性とは無関係となる．それ故，まずこれらの点を改良したモ

デルを用いて実証研究を行うことが必要である．このような点についての

新しいモデル構築の試みには，Hansen（1985a，b）がある，

　次の問題点は，耐久消費財が考慮されていないことである．Hallは消

費の尺度として非耐久財とサービスを用いているし，Flavinは非耐久財

のみである．彼らの研究に限らず，消費に関する実証分析を行う際には，

常に消費を如何なる尺度で捕えるかという困難な間題に直面する．最も自

然な尺度は，非耐久財プラスサービスに耐久財からの帰属サービスのフ・

一を加えたものであるが，これまでのその他の研究においても耐久財を含

めていないものが多い．耐久財について検討したものとしては，Mankiw

（1982），Bemanke（1984）がある．また，分析において耐久財を除外する

こと，或は耐久財のみ取り扱うことは，耐久財消費と非耐久財消費とが分

離可能であるという仮定を置いていることになるが，この点も問題である・

また，耐久消費財の消費には，例えば購入のための時間などの適応費用が

必要かもしれない．これらの点を考慮したものにBemanke（1985）がある．

　第3の問題点は，効用関数において消費と余暇の分離可能性が仮定され

ていることである．つまり，効用は消費にのみ依存して，余暇には依存し

ない．しかし，経済主体が消費のみならず余暇からも効用を得ることは言

うまでもなく，異時点間での消費と労働の代替可能性は経済変動を説明す

る要因としても，最近注目を集めている。もし消費と余暇が分離可能でな

いとすれば，消費がランダム・ウォークとなるという議論自体も成立しな

い．このような問題を考慮した上で，何らかの政策が消費行動に及ぼす影
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響を検討するためには，消費と労働供給が賃金と利子率との関連で同時決

定されるようなモデルを解いて，最適意志決定ルールを見出さなければな

らない．このようなモデルは現在のところ未だ将来の課題の段階に留まっ

ているが，この点についての簡単な検討はKing（1985）にある．

　第4に恒常所得・ライフサイクル仮説自体に対して考えられる間題点は，

遺産の存在を考慮していないことである．明らかに，遺産の存在を考慮す

れば，ここでのモデルのような外生的制約の下での個人的効用の最適化と

いう定式化は適当でなく，世代間均衡を考える必要があることになる・こ

の点についてはKurz（1981，1984）がある。

　第5に，時間選好率は年齢によっても異なる可能性があるので，集計的

消費には人口動態を示す何らかの変数も影響を与えること等も考えられる，

更に，家族構成も消費には影響を及ぼすと思われるが，集計的データでは

このような点を考慮するには限界がある．しかし，これらは合理的期待・

恒常所得仮説の問題というよりも，むしろ効用関数を如何に定式化するか

という問題である．従って，これまでに得られているような消費のランダ

ム・ウォーク仮説とそれに否定的な実証結果が本当に正しいものであるこ

とが立証されるためには，なお様々な形のモデルを検討しなくてはならな

いのである．

　第6に，合理的期待・恒常所得仮説は，①期待が合理的に形成されるこ・

と，②消費は恒常所得によって決定されること，③資本市揚は完全である，

という3つの仮説を同時にテストしたものとなっている．それ故，もし資

本市揚が不完全であれば，例え①②は成立していても，③のためにその仮

説は棄却されることになる．もし消費者が流動性制約に直面していれぱ，

最適な異時点間資源配分はもはやオイラー方程式によっては表わすことが

、できないからである．この点は既に述べたように，ケインジアンから提出

されている恒常所得仮説に対する重要な批判の一つである．これについて
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の検討の例は，耐久消費財について流動性制約の存在に否定的な結果を得

たBemanke（1981），及ぴ非耐久消費財について肯定的な結果を得た

Flavin（1985）がある．

　第7に，消費者の意志決定期間は，実証研究で用いられている1年間，

四半期というデータの制約上決定される期間よりも短い可能性がある．も

しそうであれば，四半期のデータはより頻繁に行われている意志決定を集

計したものと考えなけれぱならない．これはあらゆる計量経済分析に言え

ることであり，極めて本質的な間題であるが，この問題に対処する試みと

して，連続時間モデルを用いたChistiano　et　aL（1987）の研究がある．

　第8に，消費者の行動は単一の代表的個人によって表わされるようなも

のではなく，各家計ごとに異なっている可能性がある．この揚合，マク

・・データを用いることは適切でない．そこで，個々の家計のパネル・デ

ータを用いてこの仮説を検討することも必要である．このような例として

は，Hall　and　Mishkin（1982），Bemanke（1984），Hayashi（1985），Altonji

and　Siow（1986）等がある．

　以上のように，今後検討すぺき様々な問題点はあるものの，これまでの

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1）
多くの研究を通じてほぼ明らかになった事実は次の通りである。

　1．恒常所得からの消費性向はほぽ1に近いが，一時的所得からの消費

性向は20～30％である．即ち，消費は所得の一時的な動きよりも，恒常

的な動きに遥かにより大きく反応する．

　2．純粋なライフ・サイクルー恒常所得／合理的期待仮説は棄却される．

　3．純粋なライフ・サイクルー恒常所得／合理的期待仮説は，80％の

家計の行動を説明し，所得と消費の単純な比例関係で残りの20％の家計

の行動が説明できる．

　従って，純粋な形での恒常所得／合理的期待仮説は妥当しないとしても，

政策目的にとって重要な点は，1．である．つまり，裁量的な税金政策を
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用いて，所得変化を景気対策の手段として利用した揚合の効果は全くない

わけではないが，少なくとも余り大きいものではない・それ故，明らかに

一時的な税金政策の安定化政策としての効果は，疑問であるという点は明

らかになっているのである．

　1）主要な研究の例としては，Flavin（1981），Hall　and　Mishkin（1982），

　　Bemanke（1984，1985），Gregory　et　aL（1985），Browning　et　aL（1985）等

　　がある．

第10節　税制改正と合理的期待

　以上のような消費に関する理論的・実証的研究の成果は，現在大きな政

治問題ともなっている日本の税金政策にも重要なインプリケーシ。ンを持

っていると思われる，長期に影響を与える新型間接税による増税と，その

見返りとして減税政策が議論されるなかで，この問題については，それぞ

れがどれほど将来にわたって影響を及ぼすものかという観点からの評価が

必要である．例えば，減税政策が一定の税率区分の範囲の税率を引き下げ

るという形である揚合，長期的には，インフレによって所得全般がより高

い税率区分ヘシフトするため，インフレに伴って全区分における税率引き

下げがルールとして実施されない限り，その減税額は時間が経過するに従

って実質的に低下する．これに対して，売上金額の一定％として決められ

た間接税はインフレとは無関係に実質的に一定である．それ故，それら2

つの増税政策と減税政策の組み合わせが，現段階では財政に対して中立的

なものであったとしても，将来次第に実質的に増税となる傾向をもった政

策である可能性もあるからである．もしそうであれば，合理的な経済主体

はそのことを予測したうえで行動するはずである．従って，初年度におい

て財政的に中立的であったとしても，それが初年度の消費水準に影響を与

えないという保証はないのである．
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　また，直接税から間接税体系へのシフトということは，明らかに大きな

政策ルールの変更である．合理的経済主体は，何故そのような政策変更が

必要になったかという背景を考慮して，その政策変更の本質を把握しよう

と努め，その観点から，政府の発表が本当に信頼できるものであるかどう

かを評価しようとするであろう。以上のような合理的経済主体の反応を正

しく評価しておかない限り，政策変化が予期しない影響を持つことも十分

考えられる．

　このような観点からすると，日本の昭和62年の税制改正を巡る一連の

動きは，次のように解釈できるであろう．即ち，合理的経済主体は，税制

改正の必要性が将来にわたる実質的増税の必要性から生じていることを理

解しており，それが将来にわたって財政的に中立的であり得るとは考えて

いない．それ故，如何に時の総理大臣が大型間接税を導入しないと述ぺた

としても，それが将来とも政府の行動を制約するルールとなるとは考えて

おらず，その発表が信頼されなかったのである，しかも，その新型間接税

の内容も不明確であり，直接税体系から間接税体系へのシフトという目的

については，特にその長期的展望がなお一層曖昧である．このように考え

ると，税制改正を巡る一連の動きは，曖昧な政策提言に対する合理的経済

主体の反応の結果であったと考えることが最も妥当である、

　このような政策変更の影響を正確に予測するためには，まず政府は，将

来とも財政に対して中立的な税体系のシフトが如何なる形で現実に実行し

得るのかに関して，単年度の見通しではなく，合理的経済主体が信頼する

に値する，将来に渡る実行可能なプランを明確に提示する必要がある．も

し，仮に将来については次第に増税となることが期待されているならば，

まずその点を明確にさせ，将来は実質増税とするという分かり易いルール

とそのタイム・スケジュールの提示が必要である．税制改正とは，正に将

来にかかわる問題である．将来における増税がどれほどの大きさになるの

　　　　　　　　　　　　　　　212



合理的期待と政策評価

かについてのルールが暖昧なままでは，合理的な議論は不可能であるレ

またいたずらに将来の可処分所得についての不確実性を増大させることに

なろう．税制改正後の財政運営のあり方に関する明確かつ信頼すべき永続

的政策ルールがあって始めて，科学的な政策評価が可能になることは，既

に前章において述ぺた通りである．そのような明確な政策ルールの提示は，

また，政治的に問題の論点を明確にし，より望ましい税制についての国民

的合意を形成するためにも，重要な意味を持っていると思われる．

び結

　本稿では，合理的期待の概念を説明し，その政策評価へのインプリケー

ションを明らかにすることに主眼を置いたため，現在様々の分野で活発に

行われている合理的期待仮説の実証研究の結果には，ごく簡単に触れたに

過ぎない．しかし，現在迄のところ，その結果は合理的期待仮説に対して

有利なものも不利なものもあり，依然として決定的な結果は得られていな

いというのが公平な評価であろう・理論的には批判が困難な仮説が・なぜ

実証的に明確に妥当するという結論が得られないか・これは非常に重要な

問題であるが，それを知るためにはより良い実証研究によるほかはない・

　既に述ぺたように，合理的期待という概念自体は特定のモデルとは独立

なものであるが，その厳密な定義は特定のモデルの中でしか与えることが

できない．それ故，例え実証研究によって，その仮説が否定されたとして

も，それは合理的期待仮説以外のモデルの構造が誤ったものであった可能

性が常にある．我々にr真の経済モデル」が明らかでない以上，真に近い

と思われるモデルを構築し，それによって，この仮説を実証的に検討する

という作業を，辛抱強く続ける必要がある・第2章第9節に示した問題点

は，消費関数の分野におけるそのような検討項目の例である，今後，様々
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な分野において，様々なモデルや仮定と組み合わせた形でこの仮説がテス

トされるという形で研究が進展することによって，次第にその妥当性の是

非が明らかになってくると同時に，その過程を通じて，我々の経済体系に

対する理解も深まるものと思われる．

　しかし，一旦予想形成主体にとって利用可能な情報が特定されたならば，

合理的期待の概念自体をア・プリオリに否定することは困難である．とい

うのも，それを否定するためには，経済主体の非合理性を仮定しなければ

ならないが，これは経済学の基本原理と矛盾するからである．この意味で，

合理的期待仮説は非常に強力であり，これに代わるより良い仮説が現われ

ない限り，今後とも期待が重要な役割を果たす問題において，この仮説が

中心的な役割を果たすことには疑問の余地がない．

　本稿では，合理的期待仮説に基づいた，景気循環理論や計量経済学にお

ける新たな発展，動学的確率制御理論の詳細等，この仮説の全貌を知るた

めに重要な分野の研究には言及していない．これらの問題については，現

在非常に活発に研究が行われているが，それらについての評価は別稿の課

題としたい．
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