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：日米比較
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1．はじめに

国際的な対外不均衡（global imbalances）の動向に衆目が集まっている。貯蓄・投資バラ
ンスの視点から対外不均衡の中長期的なスタンスを展望する際，我々は一国経済全体の貯蓄
の推移を精緻に観察しておく必要がある。その際，ともすれば家計部門の貯蓄に議論が集中
しがちであり，企業部門，政府部門の貯蓄の推移と，相互の関係については充分に考察が深
められていないように思われる。日米ともに家計貯蓄の趨勢的減少が喧伝，危惧されている
が，他部門の貯蓄との代替がある程度作用していれば，一国全体の貯蓄，ひいては対外不均
衡に関する展望，予測も，より多面的なアングルからなされるはずである。
本稿ではこのような問題意識のもとに，日米両国の長期時系列データを用いて，部門別貯
蓄の代替性について定量的な検証を試みる。構成は以下の通りである。まず第2節において
先行研究を展望，紹介し，本分析のオリジナルな特徴を要約する。第3節では，実証分析の
ベースとなる理論モデルが構築される。第4節において貯蓄系列の推移を俯瞰した後，第5節
において詳細な実証分析が試みられる。これらの分析から得られる主要な結論は第6節に要
約される。

2. 展望

今日の市場経済では，家計，企業，政府という分権的な経済主体のもとで，独立に貯蓄形
成がなされている。具体的には家計における個人貯蓄，企業における内部留保，政府におけ
る財政余剰という形態である1)。ただし「企業は家計（株主）によって所有されており，政
府も家計（国民）の代表者，代理人である」という擬制説に立脚すれば，企業，政府の貯蓄
も，究極的には家計貯蓄に代替しているにすぎないという見解が生じることになる。ここに
「部門別貯蓄の代替性」という問題が浮き彫りにされるのである。代替関係が生じるメカニ
ズムについては，後に詳しく解説を加えることにし，以下ではこの問題についてどのような
先行研究が蓄積されてきたのかを展望しておくことにしよう。
* 本稿作成に当たり，羽森茂之先生（神戸大学），鎮目雅人先生（神戸大学・日本銀行）より貴重なコ
メントをいただきました。記して感謝申し上げます。
1）政府貯蓄は，収入から政府消費を差し引いた額であり，政府投資（公的固定資本形成）は控除され
ていない。従って「財政収支」とは水準は一致していない。ただし政府貯蓄と財政収支の変動パタ
ーンは概ね一致しているので，本稿ではほぼ同様な概念として解釈することにする。
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Denison（1958）は，戦後のアメリカにおける事実観察から，民間貯蓄の変動が，家計貯
蓄，企業貯蓄よりも小さいという現象を指摘した。これは後に「デニソンの法則」と称され，
家計と企業の貯蓄が代替的であることを示唆する最初の報告となった 2）。Denison（1958）
以降，計量分析による分析がなされ始めたが，その数は多くない。Feldstein and Fane（1973）
は1946年から1968年までの英国のデータを用いて，企業貯蓄の家計貯蓄への影響は強くない
という否定的な見解を示している。代替性に懐疑的な検証報告は，Feldstein（1973）（1978），
David and Scadding（1974），Furstenberg（1981），Pitelis（1987）においてもなされている。
他方Poterba（1986）は，1948年から1986年までの米国のデータに基づき，家計貯蓄は企業
貯蓄をある程度は代替すると報告している。代替性の可能性を示唆する分析例は，Bhatia
（1979），Hendershott and Peek（1989）などがある。家計貯蓄と政府貯蓄の関係は，後に敷衍
するように，財政政策の有効性を巡る「リカードの中立命題」の有効性と解釈することがで
きる。同命題に関する議論は，Barro（1974）による再評価を契機として，数多くの分析が
試みられており，分析結果も多様である3）。
わが国では，研究例は極めて限られており，石川（1978）の分析が嚆矢と言える。石川
（1978）は，部門別貯蓄の代替性の理論的メカニズムを要約した上で，わが国の家計貯蓄と企
業貯蓄の関係を，1956年から1976年までの年次系列を用いて検証しており，代替性は存在して
いなかったと指摘している。香西（1980）は，石川（1978）の問題意識を踏まえ，1965年から
1978年までの標本期間において，1）家計貯蓄と企業貯蓄の代替性は確認できた，2）ただし家
計貯蓄と政府貯蓄については有意な関係は得られなかった，という2点を確認している。
落合（1982）は，2期間モデルによって部門別貯蓄の関係を明らかにし，1970年から1979
年の期間で計測を試みている。落合（1982）によれば，高度成長期から安定成長期に移行し
た1970年代においては，家計貯蓄と企業貯蓄，政府貯蓄の間の代替メカニズムはある程度作
用していたと指摘している。この点は経済企画庁（1983）においても同様の指摘がなされて
おり，安定成長期における政府貯蓄と家計貯蓄の代替性の可能性を示唆している。また経済
企画庁（2000）は，企業貯蓄，政府貯蓄を説明変数に補填した形で，1957〜1973年度，およ
び1974〜1998年度の2つの標本期間について，消費関数，貯蓄関数の推計を行っている。同
分析は財政赤字の家計への影響という問題意識のもとで分析がなされているが，企業貯蓄の
係数値を見る限り，家計と企業の貯蓄代替性は否定できない。なお通商産業省（1984）は，
当時の世界的貯蓄不足の懸念という状況に鑑み，欧米先進諸国（アメリカ，西ドイツ，イギ
リス，フランス）における部門間の貯蓄代替性を定量的に分析している。各国によって結果
は異なるが，家計貯蓄と企業貯蓄には代替関係が概ね認められるものの，政府貯蓄と民間貯
2）ただし香西（1980）が紹介しているように，すでにKeyens（1936）は，企業貯蓄，政府貯蓄を家計
貯蓄が代替し得ない状況を，鋭く指摘している。
3）同命題の理論，実証分析の包括的展望としては，Berheim（1987），Seater（1993）がある。
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蓄との関係は希薄である要約している。
以上の先行研究例が示唆する特徴は，（1）わが国を始め主要先進諸国において，家計貯蓄
と企業貯蓄との代替性は必ずしも否定できない，
（2）政府貯蓄との代替関係は明確に観察で
きない，という2点に要約できる。ただしいずれの研究もデータ系列の素朴な観察，もしく
はオーソドックスな回帰分析に終始しており，厳密な理論的基礎付け，データの時系列特性
に関する精査という試みはなされていない。そこで本稿では，データ系列の詳細な検討を行
うととともに，家計，企業，政府の動学的意思決定を特定化することによって，部門別貯蓄
の代替性の理論的関係を明確にし，同枠組みに依拠した定量分析を行うことにする。

3.

モデル

本節では，家計，企業，政府の異時点間にわたる意思決定を明示的に考慮することによっ
て，各部門の貯蓄行動の代替関係を理論的に明らかにしておこう。

3.1

家計の行動

家計は，異時点間にわたる予算制約のもとで，効用流列の割引現在価値を最大化すべく，
毎期の消費支出水準を決定する。ここで通時的な予算制約式を，（1）式の形で特定化する。

c

（1）

At+1 + Vtxt+1 = (1+r) At + Vtxt + dtxt + YLt - THt - p tCt

g

p

（2）

At = B t + B t

ここで，Atはt期首の株式以外の金融資産，Vtはt期の企業の株式総額，xtはt期首における
家計の株式保有比率，rは金融資産の名目収益率，dtはt期における配当総額，YLtは労働所得，
c

THtは家計の租税支払分，p tは消費財物価指数，Ctは実質消費支出，を示している。なお本
g

モデルでは，家計の保有する株式以外の金融資産は，国債（B t）と，それ以外の安全資産
p

（B t）から構成されており。その収益率は同一であると仮定している4)。株式とそれ以外の金
融資産の裁定条件を考慮したうえで，
（1）式を前向きに逐次代入すると，
（3）式のように予
算制約式を表現することができる。
∞

Et Σ

s=t

1

s-t

( )
1+r

c
psCs

∞

= (1+r) At + Vtxt + dtxt + Et

Σ

s=t

1

s-t

( )
1+r

(YLs - THs)

（3）

4）（1）式では，t期中において株式総額（Vt）は変化せず，家計は保有比率（x）を調整することによ
って，株式資産の保有残高を変更すると仮定している。このような想定は，Obstefeld and Rogoff
（1996）（2-5-1）においてもなされている。
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（3）式は，「将来にわたる消費支出は，今期保有する株式及び金融資産（以下「非人的資産」
と呼ぶ）と，税引後労働所得の将来流列（以下「人的資産」と呼ぶ）の総額によって，決定
される」と解釈できる。ここで消費支出，税引後労働所得については，将来流列は現時点に
おいては観察不可能であり，確率的に変動する変数と想定できる。そこで，
（2）式ではこれ
らの流列に関して，t期の情報集合に基づく条件付期待値（Et）を施しておくことにする。
一般に最適化の必要条件より，異時点間の最適消費の関係式（オイラー方程式）が得られ
る。効用関数を特定化すれば，同関係式を用いることによって，
（3）式を以下のような最適
消費決定式として修正することできる5)。

∞

Ct = α

(1+r) At + Vtxt + dtxt +Et Σ

s=t

1

s-t

( )
1+r

(YLs - THs)

（4）

c

pt

α>0

（4）式は，人的資産と非人的資産の総計である恒常所得（Permanent Income）に依存して毎
期の消費が決定するという，「恒常所得仮説」の定式化に他ならない。

3.2

企業の行動

企業は，企業価値を最大化すべく毎期の経常的生産要素（雇用，原材料など）や，実物資
本ストックの調整を行っている。ここで企業価値とは，将来にわたる収益流列の割引現在価
値を意味するが，資本市場が完全なもとでは，同価値は株価（あるいは株式総額）に一致す
る。Modigliani and Miller（1958）は，このような理想的な資本市場のもとでは，企業価値は，
資本構成（資金調達手段）の如何に拘わらず同一であることを，「Modigliani - Millerの定理」
（以下「MM定理」と略す）として厳密に証明した。
MM定理が成立している状況では，例えば株式発行によって表明される企業価値（株式総
額）も，内部留保の将来流列の割引現在価値にもとづく価値も，本質的には同じであること
を意味していることになる。この関係は，（5）式のように描写することができる。
∞

Vt = Et

Σ

s=t

1

s-t

( )
1+r

（5）

cashs

cashs = πs - ds
1-1/σ

5）例えば効用関数を相対的危険回避度一定（ u(C) = C
）に特定化すれば，（4）式において，
1-1/σ
σ σ
α = 1+r - (1 + r) β となる。 (1 + r)σ−1βσ<1 のもとでは，α > 0を満たしている。
1+r
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ここで，Vtは先に定義したt期の企業の株式総額を示している。またcashsは内部留保，すな
わち企業貯蓄を示しており，収益（πs）から配当（ds）を控除した額として定義される。内
部留保とは，企業の貯蓄形態に他ならず，MM定理が厳密に成立している状況のもとでは，
「将来にわたる企業貯蓄の割引現在価値には，株式総額に等しくなる」というメカニズムを，
（5）式は示唆しているのである。

3.3

政府の行動

政府部門では，今期の歳入と歳出の差を，国債の発行によって補填するという形で，異時
点間の予算制約が形成されており，（6）式の形で設定することができる。

g

g

（6）

B t+1 = (1 + r)B t + Gt - Tt

Tt = THt + TOt

ここで，Gtはt期の歳出，Ttはt期の歳入，THtは家計からの租税収入分，TOtはそれ以外の歳
入分を示している。（6）式を前向きに逐次代入すると，
（7）式のように予算制約式を表現す
ることができる。

g
(1+r)B t =

∞

Et Σ

s=t

1

s-t

( )
1+r

（7）

(Ts - Gs)

（7）式は，「今期までの国債発行残高は，将来にわたる財政黒字，すなわち政府貯蓄によっ
て償還される必要がある」と解釈でき，政府部門の多期間にわたる予算制約式として解釈す
ることができる。ここで歳入，歳出については，将来流列は現時点においては観察不可能で
あるので，家計部門の場合と同様に，t期の情報集合に基づく条件付期待値（Et）を施して
おくことにする。

3.4

部門別貯蓄の代替性

先の設定をもとにして，以下では家計，企業，政府の貯蓄関数を定義し，部門別貯蓄の関
h

係を明らかにしてみる。t期における家計貯蓄（S t ）は，定義より可処分所得から消費支出
を差し引いた額に他ならない。

h

St = YDt - pct Ct

（8）

YDt = YLt + dtxt - THt

（9）
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p

(1+r) Bt + Et
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∞

Σ β(πs - ds) xs + Et s=t
Σ β(YLs - THs)
Σ β(THs + TOs - Gs) + dtxt + Et s=t
s=t
c

pt

α > 0,β =

1

s-t

( )
1+r

（10）

本モデルでは，可処分所得（YDt）は，労働所得に配当を加えた額から，租税支払分を控除
した額（（9）式）として定義される。また毎期の消費支出水準（（10）式）は，先に導出し
f

た（4）式を，（5）式，（7）式を考慮した上で再掲している。ここで企業貯蓄（S t ），政府貯
g

蓄（S t ）は以下のように定義できる6)。

f

S t = πt - dt

（11）

g
S t=

Tt - Gt

（12）

Tt = THt + TOt

（13）

まず家計貯蓄と，企業貯蓄の関係を整理してみることにしよう。t期において企業は，株
主，つまり家計に配分する配当（d t）を減らすという決定を下したとする。（11）式より，
収益に変化がないとすれば，t期の企業貯蓄は配当圧縮分だけ増加する。他方家計部門では，
配当の減少は，次の2つの径路で貯蓄に影響を与えることになる。第1に，（9）式より，可処
分所得が減少する。第2は，恒常所得及び消費への影響である。
（10）式からも分かるように，
配当の減少は，直接的には恒常所得を減少させるように見える。ただし，MM定理が厳密に
成立している状況（（5）式）では，配当の減少，すなわち企業貯蓄の増加は，企業の株式価
値（Vt）の増大をもたらすことになる。つまり（10）式右辺の恒常所得には何ら影響はなく，
消費支出も変化しないのである7)。言い替えれば配当減少分に等しい可処分所得，ひいては
家計貯蓄の低下が観察されるだけであり，民間貯蓄全体は不変のままである。
このようなメカニズムは，企業の貯蓄政策の変更を，家計がすべて考慮した上での合理的
行動の所産であり，「家計は企業のヴェールを見抜く」と表現することもできる。ここで企
業貯蓄と家計貯蓄が代替的であるためには，
（1）株式市場が効率的に機能しており，内部留
保（配当）の変動が，株価に的確に反映される，
（2）家計が金融資産としてある程度株式を
保有している，
（3）株式を恒常所得として認識し，同所得に基づいて消費，貯蓄を決定する，
6）以下ではxt=1と基準化しておく。
7）（10）式右辺の恒常所得の中身は
∞
∞
∞
p
(1+r) Bt + Et Σ (THs + TOs - Gs) + dtxt + (πt - dt) xt+ Et Σ (πs - ds) xs + Et Σ (YLs - THs)
s=t

s=t+1

s=t

と書き直すことによって，今期の配当の減少が，恒常所得に何ら影響を与えないことが容易に確認
できる。
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という3つの条件が満たされている必要がある。
次に家計貯蓄と，政府貯蓄の関係を考えてみよう。t期において政府は，家計からの租税
収入（THt）を削減するという減税政策を行ったとする。（12）式より，歳出に変化がないと
すれば，t期の政府貯蓄は減税分だけ減少する。家計部門では，減税によって可処分所得は
増加する。他方，（10）式からも分かるように，今期限りのTHtの減少は，（10）式右辺の恒
常所得を変化させることはなく，消費支出も何ら影響を与えないのである。つまり減税によ
る政府貯蓄の減少は，家計部門における減税分と同額の可処分所得及び貯蓄の増加をもたら
しており，完全な代替関係が成立していることになる。このような関係は，財政政策におい
て「リカードの等価定理」，「公債発行の中立命題」として，広く知られているメカニズムに
他ならない。

4.

データ

本分析の鍵となる変数は家計貯蓄，企業貯蓄，政府貯蓄である。本稿における「家計」の
範疇は，家族，個人企業から構成される（狭義）家計と，対家計民間非営利団体を合わせた
広義の家計を意味する。「企業」は，非金融法人企業と金融の合計，
「政府」は中央政府，地
方公共団体，各種社会保証基金を合わせた一般政府である。わが国では，各部門の貯蓄系列
は『国民経済計算年報』において入手可能であるが，若干の注意が必要である。第1は狭義
家計の貯蓄，政府貯蓄以外には四半期系列は公表されていない点である。そこで我々は出来
る限り長期の時系列を準備すべく，「68SNA」に基づいて1955年から1998年までの標本期間
を設定することにした。わが国では1993年以降，国民経済計算の全面的改訂され，新たに
「93SNA」に移行した。ただし貯蓄系列については同系列の定義等の変更により，単純な接
続は難しい8)。したがって本稿では標本数は限られるものの，「93SNA」（平成7年基準）に
基づいて，1980年から2003年までの系列も別途準備している。第2の注意点は，「国民経済計
算年報」において公表されている貯蓄系列は，原系列のままでは定義上いくつかの問題点が
あり，若干の調整，補填が必要となる。本稿ではこの点を精緻に検討したHayashi（1986），
Horioka（1995）の手法を踏襲し，新旧SNAの貯蓄系列に調整を施した。米国の貯蓄系列は
「National Income and Product Accounts」（以下「NIPA」と略す）より入手した9)。
ここで日米両国の部門別貯蓄率（対国民可処分所得比）の推移を予め観察しておくことに
しよう。図1には68SNAによる系列が描かれている。家計貯蓄率は1970年代半ばまで上昇し
8）この点については齊藤・白塚（2003）においても指摘，検討されている。
9）調整の詳細，及びその他の変数の出所，加工方法は＜付注1＞に整理されている。米国の貯蓄系列の
場合，＜付注1＞で示されている修正は，すでに行われているため，調整は行わなかった。なお
NIPAでは，保有資産の売却，再評価から発生する資本利得（キャピタル・ゲイン）は所得に含まれ
ておらず，同水準を織りこんだ貯蓄系列の再計測も必要かもしれない。この点については，
Department of Commerce（2002）の展望が詳しい。
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部門別貯蓄率の推移：日本（68SNA)
1955-1998
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部門別貯蓄率の推移：日本（93SNA)
1980-2003

ていたが，その後は低下傾向にある。ただし90年代に入ると若干微増している。概念調整を
施した貯蓄率は，水準は70年代以降2％近く低下しているものの，変動パターンはほとんど
同じである。企業貯蓄は高度成長期には潤沢な内部留保の蓄積によって貯蓄率はかなり増加
している。しかし第1次石油ショック期にはマイナスの水準にまで落ち込んでいる。その後
の安定成長期には5％を超えることはなく，変動も相対的に安定している。1998年には金融
機関への公的資金の注入（政府からの資本移転）が実施されたため，修正系列では貯蓄率は
上昇している。政府貯蓄は1980年代半ばまでは，概ね企業貯蓄の動きと似ている。ただしバ
ブル期とバブル崩壊後の増減は，きわめて動きが激しい。93SNAの場合（図2）もほぼ同様
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の傾向が観察されるが，家計貯蓄は90年代以降も低下傾向を辿っている10)。以上の観察より，
わが国の家計貯蓄と企業貯蓄は，1970年代以降緩やかながら相互に補完的な関係にありそう
である。ただし政府貯蓄との関係は確認しにくい。
%
12
10
8
家計

6
4
2
0

企業
1995 1997 1959 1961 1963 1965 1967 1969 1971 1973 1975 1977 1979 1981 1983 1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003

-2
-4
-6

政府

-8

図3

部門別貯蓄率の推移：米国
1955-2004

米国では1980年代以降急速に家計貯蓄は低下しており，2004年時点では，ついに2％を切
っている（図3）。ただし企業貯蓄には低下傾向は観察されず，家計貯蓄を補完している様子
も伺われる。他方政府貯蓄は80年代以降概ねマイナスであり，家計貯蓄との相関もほとんど
観察できない。

5.

5.1

実証分析

推定方法

前節において紹介したように，貯蓄系列は，その定義，計測方法によって，水準と推移が
かなり変化する。従って家計貯蓄を被説明変数とする貯蓄関数を推定した場合には，家計貯
蓄系列の選択如何で，結果が変わってくる可能性が高い。このような問題点を考慮し，本稿
では，家計消費支出を被説明変数とする消費関数を用いて，部門別貯蓄の代替性の程度を間
接的に検証していくことにする。
分析の基本となるのは（10）式であるが，推計の際には以下のような3点の修正を施した
上で，推定式を特定化する。第1に主観的割引率（β）は，安全資産収益率（r）に，リスク
10）齊藤・白塚（2003）が指摘しているように，このような乖離は93SNAの場合，金融機関における不
良債権償却が可処分所得から控除されていることに起因している。
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プレミアム分を付加した率（µ）によって計算されると仮定する。第2に家計が企業貯蓄の
∞

将来値（ Et
∞

（. Et

Σ

s=t

Σ
s=t

β(πs - ds) ）を合理的に認識する度合いをθ（0 ≤ θ ≤ 1），政府貯蓄の将来値

β(THs + TOs - Gs) ）を認識する度合いをγ（0 ≤ γ ≤ 1）として掛けておく。θ, γ がとも

に1であれば，家計は企業，政府の貯蓄動向を正確に認識しているとみなす。他方θ, γ がと
もに0であれば，両部門における貯蓄の変化を全く認知していないことを意味する。第3に家
計は流動性制約にも直面しており，家計の消費決定は，恒常所得のみならず各期の可処分所
得（YDt）にも依存すると想定する。そしてこの割合はλ（0 ≤ λ ≤ 1）で表される。上記3点
の修正によって，（10）式の消費関数は，以下のように書き換えることができる。

∞

Ct = α

∞

∞

s=t

s=t

p
(1+r) Bt + θEt Σ β(THs + TOs - Gs) + dtxt + Et Σ β(πs - ds) xs +γEtΣ β(YLs - THs)

s=t

+λYDt

c
pt

α > 0,β =

1

s-t

( )
1+µ

（14）

（14）式右辺には，政府貯蓄，企業貯蓄，人的資産に関する将来値が含まれている。これ
らの将来値は現時点において観察不可能であるため，（14）式を直接推定することはできな
い。そこで我々は，第4の修正として，Hayashi（1982）における手法を用いて，（14）式を，
以下のように推定可能な形に変形する11)。

g

f

Ct = (1+µ)Ct -1 + α[Wt - ((1 + µ)Wt-1 + YLTt-1)] - αγ (1 + µ)S t-1 - αθ(1+µ)S t-1
+λ[YDt - (1 + µ)YDt-1]+ut
ut =

α(eht +

θeft + egt)

（15）

+ νt - (1 + µ)νt-1

（15）式の右辺は，毎期観察できる説明変数から構成されており推定は可能である。ただ
し誤差項の特徴に注意しておく必要がある。（14）式の誤差項は，νtが移動平均の形で入っ
ており，誤差項の自己相関が発生している。またetは，右辺の説明変数と相関が生じている
可能性も高い。このようなケースでは，推定量の一致性，有効性が保証されていないので，
得られた推定値の信憑性が低下することになる。そこで本分析では，誤差項の特徴に依存せ
ず，一致性，漸近的有効性が保証される，一般化積率法（Generalized Methods of Moments以
11）eht，eft，egt は労働所得，企業貯蓄，政府貯蓄の将来値に関する予測誤差を示している。（15）式の導
出過程の詳細は，付録（2）に整理されている。
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下「GMM」と略す）を用いることにする。ただしGMMでは各変数の定常性が満たされてい
ることが前提条件である。そこで推定の際には，すべての変数について実質化し，人口一人
当たりベースに換算したのちに，成長率（前年比）に変換した変数を用いることする。
GMMの特徴は，大標本のもとでの良好な統計的特性にある。ただし日本の場合，企業貯蓄
は年次系列でしか公表されておらず，四半期系列による分析は難しい。そこで本稿では，こ
のような点を鑑み，長期の年次系列を用いることにした。具体的にはわが国の場合，1955年
から1998年（「68SNA」を使用），米国は1955年から2004年までである。なお前節で紹介した
ように「93SNA」と「68SNA」の貯蓄系列は，定義等について多少の違いがあるため，単純
な接続はできず，2000年代以降の動きは長期時系列では把握できない。そこで標本数は相対
的に少ないが，「93SNA」（平成7年基準）を用いて，1980年から2004年までの推定も同時に
試みることにする。
（15）式において，推定の対象となるパラメータは，μ，α，λ，θ，γであり，理論的
にパラメータ空間は制約されている。ただし（15）式は，パラメータに関して複雑な非線形
の特定化となっている。また代表的経済主体の行動様式を示すこれらのパラメータを，本稿
ではマクロデータを用いて検証している。したがってすべてのパラメータについて，適切な
パラメータ空間の範囲において，妥当な推定結果を得ることは必ずしも容易ではない。そこ
で本稿では，5つのパラメータの内，μ（実質割引率）については先行研究例等を踏まえ，
予め値を設定し，α，λ，θ，γを推定の対象とした。μの値は消費の日米比較を分析目的
とする羽森（1996），竹中・小川（1987）を参考に，μ=0.01，0.05の2ケースを設定した12)。

5.2

推定結果

表1は，「68SNA」に基づく推定結果が示されている。推定の際には，企業貯蓄，政府貯蓄
を単独でセットしたケース（J-1，J-2，J-4，J-5）と，両貯蓄を一括して含めたケース（J-3，
J-6）に分けている。企業貯蓄が消費（家計貯蓄）に与える影響度（θ）については，水準
は0.002から0.003と小さいものの，有意にプラスに効いている。このような特徴は，企業貯
蓄を政府貯蓄と一括した場合でも大差はない。またμの値を変更しても，ほとんど変化して
いない。さらに「θ＝0」と帰無仮説に基づいて係数制約に関する検定（Wald test）を試み

12）羽森（1996）は，消費ベースの資産価格モデル（C-CAPM）を，月次系列データで検証しており，
主観的割引率（β = 1/(1 + µ)）を推定している。日本ではβ＝0.990〜0.999（µの年次換算値は0.121
〜0.012），米国ではβ＝0.991〜0.993（µの年次換算値は0.108〜0.084）という結果を報告している。
また竹中・小川（1987）では，Hayashi（1986）の特定化に基づく消費関数を四半期データ（1970
年から1984年）によって推定している。日本ではμ＝0.015（年率換算値は0.06），米国では µ ＝
0.009（年率換算値は0.036）という結果を報告している。以上の推定結果を考慮し，本稿では実質
割引率を低く想定したケース（µ＝0.01）と，高く想定したケース（µ＝0.05）について検証してみ
ることにした。
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推定結果（1）日本（68SNA）
1959−1998

式番号

α

λ

θ

J-1

0.081
(5.164)***

0.567
(11.640)***

0.003
(2.623)**

J-2

0.079

0.595

-0.001

6.291

9.783

(5.787)***

(11.674)***

(-3.127)

[0.958]

[0.003]

J-3

0.092
(7.754)***

0.574
(12.896)***

0.003
(3.812)***

-0.001
(-3.934)

6.673
[0.946]

14.538
[0.0005]

J-4

0.047
(2.458)**

0.647
(11.420)***

0.002
(1.828)*

7.372
[0.919]

3.341
[0.075]

J-5

0.073
(4.676)***

0.607
(11.602)***

J-6

0.089
(6.727)***

0.569
(12.474)***

0.003
(4.293)***

γ

J-Stat
7.404
[0.918]

-0.001
(-3.078)

6.555
[0.950]

-0.001
(-4.108)

6.820
[0.941]

Coef-stat1
θ＝0
6.881
[0.012]

Coef-stat2
γ＝0

15.477
[0.0004]

9.475
[0.003]
18.430
[0.0001]

16.882
[0.0002]

（ ）内の値はｔ値を，[ ]内の値はJ 統計量（J -Stat）のｐ値を示している。また***，**，*は有意水
準1％，5％，10％で有意であることを記しているCoef-stat1は，「企業貯蓄の係数（θ）＝0」という帰
無仮説のもとでの，Coef-stat2 は，「政府貯蓄の係数（γ）＝0」という帰無仮説のもとでのWald 検定の
統計量（[ ]内はp値）を示している。
GMM推定における操作変数の選択は以下の通り。
J-1,J-2,J-4,J-5：定数項，説明変数の2期・3期ラグ（政府貯蓄は2期ラグのみ），家計貯蓄成長率の1期・2
期ラグ，実質貨幣供給（M2+CD）成長率の2期・3期ラグ
J-3,J-6：定数項，説明変数の2期・3期ラグ（政府貯蓄は2期ラグのみ），家計貯蓄成長率の1期〜3期ラグ，
実質貨幣供給（M2+CD）成長率の2期・3期ラグ

表2
ケース

µ =0.01

µ =0.05

推定結果（2）日本（93SNA）
1984−2003

式番号

α

λ

θ

J-7

0.055
(3.513)***

0.238
(15.605)***

0.059
(2.961)***

J-8

γ

J-Stat
7.189
[0.892]

Coef-stat1
θ＝0
8.770
[0.008]

Coef-stat2
γ＝0

-0.024

0.209

0.001

6.850

11.306

(-11.526)

(18.011)***

(3.362)***

[0.909]

[0.003]

J-9

0.015
(1.334)

0.202
(11.712)***

0.045
(4.553)***

0.002
(2.071)*

7.081
[0.852]

20.732
[0.000]

J-10

-0.016
(-3.252)

0.220
(84.157)***

0.013
(2.222)**

6.831
[0.941]

4.941
[0.040]

J-11

-0.024
(-9.709)

0.230
(63.795)***

J-12

0.056
(4.556)***

0.167
(13.377)***

0.121
(3.881)***

0.0004
(0.809)

6.867
[0.939]

0.003
(2.746)**

6.330
[0.933]

4.289
[0.054]

0.655
[0.429]
15.063
[0.001]

7.541
[0.014]

操作変数の選択は以下の通り。
J-7,J-8,J-9：定数項，説明変数の2期・3期ラグ（可処分所得は2期ラグのみ），家計貯蓄成長率の2期ラグ，
実質貨幣供給（M2+CD）成長率の2期ラグ・実質輸出成長率の1期・2期ラグ
J-10,J-11,J-12：定数項，説明変数の2期・3期ラグ（政府貯蓄は2期ラグのみ），家計貯蓄成長率の2期・3
期ラグ
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たところ，各ケースともに帰無仮説は棄却され，有意にゼロではないことが確認された13)。
他方，政府貯蓄の影響度（γ）については，θとは対照的に符号条件すら満たされていない。
この結果は，企業貯蓄を付加したケース，代替的なμの値を設定したケースでも同様である。
恒常所得が消費支出に与える効果（α），流動性制約の割合（λ）については，各ケースと
もに有意に効いている。経済企画庁（2000）では，Hayashi（1982）に基づく消費関数を推
定し，逐次推定によって1994年までの推定ではλが約40％近くであると報告しており，本稿
での値より多少低い。
表2は，「93SNA」に基づく推定結果である。表1とは多少標本期間が重複しているものの，
より最近時の消費・貯蓄パターンを示していると解釈できる。表1と比較した場合，3点の顕
著な特徴が観察される。第1に，θの水準，有意性が相対的に高くなっている点である。ま
た政府貯蓄に関する感応度（γ）も，係数値は小さいものの，有意に効き始めている。さら
に流動性制約家計の割合を示すλの値は，大幅に低下しており，概ね20％前後となっている。
表1，2から得られる結果を要約すると，わが国の消費，貯蓄行動について以下のようなイン
プリケーションを得ることができる。わが国では，不完全ながらも，家計貯蓄は企業貯蓄と
代替している。そしてこのような特徴は近年その度合いが高まっている可能性が高い。他方，
政府貯蓄と家計貯蓄の代替性は殆ど観察されない。ただし1980年代以降は，若干の代替が見
られる。
次に米国の結果（表3）を見ておこう。θについては，水準は0.02から0.023となっており，
日本と比べると相対的に高く，いずれも有意にプラスに効いている。このような特徴は，企
業貯蓄を政府貯蓄と一括した場合，μの値を変更した場合にも，ほとんど変化していない。
他方，政府貯蓄の影響度（γ）については，殆どのケースで効いておらず，家計貯蓄との代
替性は観察できない。また流動性制約の割合を示すλは約50％という結果を得ている。

5.3

推定結果の解釈

以上の実証結果を，3節における理論的考察と照合させた場合，どのようなインプリケー
ションが得られるであろうか。企業貯蓄と家計貯蓄が代替的であるためには，第1に株式市
場が効率的に機能していることが必須であった。従来からわが国の株式市場は，株式の持ち
合い等によって株式市場は非効率であると指摘されてきた。しかし羽森（1996）を始めとす
る最近の実証研究では，必ずしも効率性が棄却できないという結果も報告されている。また
村山・渡邊・平井（1990）は，Summers（1986）によって開発された効率性の検定を1955年
13）GMMにおける係数制約検定としては，Eichenbaum，Hansen and Singleton（1988）の開発した尤度
比タイプの検定が存在する。ただし本分析において同検定を試みたところ，帰無仮説を棄却出来な
いケースが殆どであった。これは標本数が相対的に少ないことによる検定力（power）の弱さに起
因していると思われる。
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推定結果（1）米国
1959-2003

式番号

α

λ

θ

U-1

0.030
(1.882)*

0.579
(23.077)***

0.020
(2.649)**

U-2

-0.024

0.558

0.0001

10.058

0.057

(-2.403)

(20.404)***

(0.239)

[0.901]

[0.812]

U-3

0.034
(1.917)*

0.5 67
(21.028)***

0.021
(2.284)**

-0.0004
(-0.587)

7.858
[0.952]

5.220
[0.027]

U-4

0.029
(1.783)*

0.572
(22.080)***

0.021
(2.760)***

7.774
[0.971]

7.619
[0.008]

U-5

-0.021
(-1.182)

0.685
(13.990)***

U-6

0.034
(1.987)**

0.556
(20.922)***

0.023
(2.364)**

γ

J-Stat
7.685
[0.972]

0.003
(3.616)***

9.930
[0.906]

-0.0005
(-0.809)

7.988
[0.949]

Coef-stat1
θ＝0
7.021
[0.011]

Coef-stat2
γ＝0

0.345
[0.559]

13.079
[0.0008]
5.589
[0.022]

0.654
[0.422]

GMM推定における操作変数の選択は以下の通り。
定数項，説明変数の2期・3期ラグ（可処分所得は2期ラグのみ），家計貯蓄成長率の1期・2期ラグ，実質
貨幣供給（M2+CD），成長率の2期・3期ラグ・実質輸出成長率の2期・3期ラグ

から1988年までのわが国の株式市場に適用させてみたところ，ある程度の効率性が認められ
ると報告している。彼らの分析は，高度成長期以降の日本において，企業貯蓄と家計貯蓄の
代替性が成立するための基礎的環境は，ある程度は存在していたことを示唆する，貴重な傍
証と言える。株式の個人金融資産に占める割合は，2000年初頭においても10％を下回ってお
り，決して高い比率ではない。しかし推定結果からも分かるように恒常所得が消費に与える
効果は十分に作用しており，株式資産を通じた家計の合理的意思決定の成立可能性を示して
いると言える。
他方，政府貯蓄が家計消費，貯蓄に影響を与える際には，（1）現在の政府貯蓄がどの程度
の水準にあるのか，（2）課税政策等の変化を家計が通時的な視野に立脚してどのように評価
しているのか，といった要因を考慮する必要がある。仮に今期減税政策が施行され，政府貯
蓄が減少したとしても，それが将来の増税を予期させるものでなければ，家計は可処分所得
の増加に基づいて，今期の消費を増やすであろう。また政府貯蓄が大幅な赤字を趨勢的に計
上し続けていない限りは，将来にわたる増税，歳出削減までをも予測するとは思われない。
図1からも分かるように，長期的に見ればわが国の政府貯蓄は50年代後半，70年代後半に数
年の赤字期間が観察される程度あり，大幅な赤字は計上していない。持続的な赤字を計上し
始めたのは1997年以降である。このような財政状況を鑑みれば，「68SNA」の標本期間にお
いて，政府貯蓄と家計貯蓄の代替性が確認できないのは，納得できる結果といえる。他方
「93SNA」を用いた場合，緩やかながらも代替性が観察できる背景には，肥大化する財政赤
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字の深刻さと将来への影響を，家計が徐々に認識し始めた証であるとも言える。経済企画庁
（2000）は，政府支出を説明変数に補填した民間消費関数，貯蓄関数を用いて中立命題の検
証を試みており，1957〜1973年度，および1974〜1998年度の2つの標本期間について推計を
行っている。推定結果を比較してみると，両期間ともに中立命題が厳密に成立しているとは
言えないが，「1974〜1998年度についてみれば，一般政府の資金調達手段の変化の影響が消
費よりも貯蓄に強く出る傾向があることから，弱いながらも近年では中立命題が成り立ちや
すくなっている可能性が示唆されている」と要約している。この報告は本稿の分析結果とも
概ね整合的である。
米国の場合には，わが国と比べ株式市場の効率性は高いと言われている。また個人資産に
占める株式の割合も2000年時点で約35％となっており，わが国の3倍以上である。企業貯蓄
に対する感応度（θ）がわが国よりも高く報告される要因は，このような米国の資産市場，
資産保有に関する特徴にあると考えられる。米国の政府貯蓄の推移は図3からも分かるよう
に，1980年代前半，及び1990代後半以降，持続的かつ深刻な赤字を経験している。ただし，
本稿の分析結果からは，このような深刻な政府貯蓄の低下が，家計貯蓄の上昇によって代替，
相殺するメカニズムを確認することはできない14)。代替が成立しないメカニズムを精査する
ことは本稿の範囲を超えるが，考えられる要因としては，
（1）将来の財政スタンスに関する
家計の予測が比較的近視眼的である，（2）肥大化する財政赤字（政府債務）の償還は，増税
よりも物価の調整（インフレによる実質債務の目減り）という形で行われるかもしれなと認
識し，今期の消費を増加させる，という可能性が挙げられる。

6. おわりに

本稿では，日米両国の長期時系列を用いて，部門別貯蓄の代替性に関する定量分析を試み
た。両国ともに，家計貯蓄と企業貯蓄の間には代替性が確認できるが，政府貯蓄については，
明確な関係を見出すことは難しい。わが国では，少子高齢化という中長期的なスタンスから，
各部門の貯蓄動向，とりわけ家計貯蓄と政府貯蓄の趨勢的な低下傾向に注目が集まっている。
多くの議論はともすれば個別部門の貯蓄動向の議論に拘泥しがちであるが，本稿のように，
部門間の代替性という視点からの分析が蓄積され始めれば，より多面的なアングルからの考
察が可能となるはずである。とくに深刻な様相を呈している政府貯蓄の悪化が民間貯蓄に与
える影響については，さらなる精査が不可欠である。
他方米国では旺盛な家計消費と，それに表裏一体する家計貯蓄の急速な低下によって，マ
クロ経済全体の国民貯蓄への影響が喧伝されている。しかし本稿から得られた分析結果に基
14）この点は大山・吉田（1999）においても指摘されている。
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づけば，家計貯蓄の低下は，ある程度企業貯蓄によって相殺される可能性が高くであり，民
間経済全体の貯蓄率の大幅な低下というシナリオは描きにくい。憂慮すべきは，肥大化する
政府貯蓄の赤字，すなわち財政収支の悪化である。政府部門の貯蓄赤字を，家計あるいは民
間部門が代替し得ない状況のもとでは，国民貯蓄は趨勢的に低下していく可能性が高い。こ
の傾向は貯蓄・投資バランスのアングルから捉えれば，経常収支赤字，あるいは「双子の赤
字」の発生，持続を意味することになる。昨今喧伝されているように，同国の肥大化する対
外不均衡は，大幅なドル安による価格調整を強いる危険性も高く，世界経済への影響は無視
できない。このような意味からも，部門別貯蓄の代替性というメカニズムは，一国経済のみ
ならず世界経済全体のマクロパフォーマンスを展望する上でも，きわめて重要な役割を演じ
ることになるのである。

＜付注1＞データの収集

「貯蓄」：日本『国民経済計算年報』（SNA）
米国『National Income and Product Accounts』（NIPA）
原系列（純貯蓄）は，取得価格（historical price）で評価した固定資本減耗が用いられてい
る。そこでHayashi（1986）の手法を用いて，取得価格による減耗額と再調達価格
（replacement price）減耗額の差額を計算した。具体的には，制度部門別ストック勘定にお
ける調整勘定を利用して，固定資産の価格変動（キャピタル・ゲイン）を求めることによ
って両価格による差額を求めた。さらに政府からの純資本移転も各部門の貯蓄系列に補填
した。なお米国のNIPAにおける原系列は，上記2つの調整は予めなされている。
「消費支出」：日本（SNA）・米国（NIPA）
家計及び対家計非営利団体の消費支出系列を合算した。
「家計可処分所得」「国民可処分所得」：日本（SNA）・米国（NIPA）
家計及び対家計非営利団体の貯蓄系列に両系列の消費支出を合算した。国民可処分所得は，
家計可処分所得に，非法人企業，金融機関，政府の貯蓄系列，政府消費支出を合算した。
「労働所得」：日本（SNA）・米国（NIPA）
日本の税引後労働所得＝雇用者所得‐課税分・社会保障拠出金
+個人企業営業余剰+損害保険受取+一般政府社会扶助金+その他の経常移転受取
+社会保障給付+対家計非営利団体への一般政府からの経常移転
‐課税分‐社会保障拠出金‐損害保険純保険料‐罰金及び強制的手数料
‐その他の経常移転支出
米国の税引後労働所得（YL）＝ Wage and salary disbursements（賃金・俸給）
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+ Supplements to wages and salaries（付加給付）
‐Contributions for government social insurance（社会保険拠出）
‐Personal current taxes（所得税）
‐Personal current transfer payments（個人の移転支払）
「純金融資産」：日本（SNA）・米国『Flow of Fund Accounts』（FRB）
日本では，1968年から2003年までは，SNAにおける「制度部門別ストック勘定」より入手
可能である。1955-1967年については，日本銀行『資金循環勘定』より毎年の純金融資産
額の伸び率を求め，同変化率を用いてSNA系列を延長した。米国では，1959年から2003年
までは，FRBから入手可能である。1955-1958年については，Mitchell『International
Historical Statistics: The Americans 1750-2000』（Finance G4）より入手した。

＜付注2＞推定式（
（15式）
）の導出

（10）式の消費関数に，μ，α，λ，θ，γのパラメータ，及び誤差項付加すると以下の推
定式を得る。

∞

Ct = α

∞

∞

s=t

s=t

p
(1+r) Bt + θEt Σ β(THs + TOs - Gs) + dtxt + Et Σ β(πs - ds) xs +γEtΣ β(YLs - THs)

s=t

+λYDt+vt

c
pt

α > 0,β =

1

s-t

( )
1+µ

,E(vt) = 0,E(v t ) = σ2v
2

(1)

ここで人的資産（HWt），企業貯蓄の将来値（SFWt），政府貯蓄の将来値（SGWt）を以下の
ように定義する。
∞

∞

s=t

s=t

HWt = Et Σ β(YLs - THs) = Et Σ βYLTs
∞

∞

s=t

s=t

SFWt = Et Σ β(πs - ds)xs = Et Σ βS fs
∞

SGWt = Et Σ β(THs + TOs - Gs) = Et
s=t

（2）

（3）
∞

Σ βS gs
s=t

（4）
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前頁の定義より，以下の諸式を得る。

HWt = (1 + µ)(HWt-1 + YLTt-1) + e t

（5）

SFWt = (1 + µ)(SFWt-1 - S t-1) + e t

（6）

h

f

SGWt = (1 + µ)(SGWt-1 - S

h

f

f

g
t-1)

g

（7）

+ et

g

e t，e t，e t，は労働所得，企業貯蓄，政府貯蓄の将来値に関する予測誤差を示しており，（t
期までの情報集合による予想と，t-1期までの情報集合による予想の差）を示している。（1）
式から（1）式の一期ラグ×（1 + µ）の差を求め，同式に（5），（6），（7）式を代入，整理
することによって推定の対象となる式（本文（15）式）を得る。
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Summary
SUBSTITUTABILITY OF SAVINGS BY SECTOR :
JAPAN-U.S.COMPARISON
YOICHI MATSUBAYASHI
This paper empirically examines the substitutability of savings among household, corporate, and
government sectors in Japan and the U.S. First, the theoretical micro-foundations are constructed, in
which each sectors behaves under intertemporal optimization and empirical investigations are
conducted based on the theoretical formation. The estimation results indicate that changes in
corporate saving induce an offsetting effect on personal saving to some degree in both countries.
The empirical evidence gives some support to the concept that households partly pierce the
corporate veil. On the other hand, the substitutability of savings between household and government
is not recognized.

