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1 はじめに

1990年代以降，急速にその存在感を高めたITもしくはICT1は一般的に経済発展に大きく貢献

するものと考えられてきた。PilatandWölfl（2004）では，ICTは資本財として最終財の生産に投

入され，全要素生産性（TFP）とネットワーク効果に貢献することによって，経済成長を高める

ことが指摘されている。

ICTに関する理論的研究はごく限られており，Norda帰s（2003）や片桐（2013）などがあるが，

それらは国際貿易の中に中間財としてICT製品を扱ったものであり，ICTに焦点を当てたもので

はない。実証研究に関してはPilat（2004），PilatandWölfl（2004），O’MahonyandTimmer（2009），
および総務省・情報通信経済室（2011）など多くの研究がある。Pilat（2004）やPilatandWölfl
（2004）では種々のデータを使用してICTの普及度合いや経済成長率の貢献度等を示し，1995年
から2001年のOECD14カ国においてICT資本の経済成長へのインパクトが0.1％～0.9％である

ことを明らかにしている。また，O’MahonyandTimmer（2009）や総務省・情報通信経済室（2011）
は，基本モデルとして，コブ＝ダグラス型の生産関数とその生産要素として非ICT資本，ICT資
本，労働などを示し，成長会計や動学的重回帰分析を行った研究である。これらの分析の特徴は，

従来の物的資本を非ICT資本とICT資本に分けている点である。O’MahonyandTimmer（2009）
では，1995年から2005年における日本のビジネス・サービス部門に関してICT資本の貢献度が

平均成長率4.1％のうち1％であり，ある程度の貢献度が確認できる。また，総務省・情報通信経

済室（2011）では，経済成長率に対するICT資本の弾力性が約0.08で，物的資本と比較しておよ

＊ 本研究はJSPS科研費24530308の助成を受けたものです。そして，本稿は，2014年10月18-29日にUAE（Dubai）
にて開催されたICBEM2014:XIIInternationalConferenceonBusiness,EconomicsandManagementにて報告した論
文の日本語版である。

1 ICT資本の定義に関し，総務省・情報通信経済室（2011）では，ICT財（製品）として「電子計算機・同付属装
置」，「電気通信機器」および「ソフトウェア」と定義している。
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そ2割程度の大きさ（弾力性は約0.37）で，物的資本と比べてそれほど大きなものではないこと

が明らかにされている。

しかしながら，上記の実証研究では，ICT資本の生産関数に関しては何も言及されておらず，

一般資本（非ICT資本または物的資本）との区別は種別のみである。O’MahonyandTimmer（2009）
では，資本サービスのフローはICT資本と非ICT資本から構成されているため，ICT資本は非

ICT資本（物的資本）と同じカテゴリーに属している。したがって，資本の生産関数は最終財と

同じ生産関数として扱われることになる。また，ICT資本の特徴として，一般資本の耐用年数と

比べて情報通信資材の耐用年数が極めて短いことがあげられる。アメリカ商務省では15年とい

う耐用年数（ファクシミリ 2）もあるが，総務省・情報通信経済室（2011）では6年，そして償却

率は0.3119～0.369の範囲がとられている 3。また，同じようなことではあるが，ICT資本（製

品）は財・サービスとしてすべての産業に貢献し，タブレットやスマートフォーンなどのように

最終財としても使用され，生産設備や通信機器として生産過程（中間財）として利用されるが，

製品のコモディティ化などにより，陳腐化が激しいことが特徴としてあげられるであろう。

本稿では，ICTに関する先行研究の成果や上記の件を踏まえ，ICT資本を伴う内生的成長モデ

ルを理論的に展開し，ICT資本が経済にどのように影響を与えているのかを確認および分析を行

う。そのためには，ICT資本を非ICT資本（物的資本）と同様にストックとして扱い，モデルの

中にICT資本財（ICT製品）の生産関数を新たに設定し，一般均衡体系を構築する。そして，そ

れらから得られたICT産業における均衡解や均衡式に対して，先行研究の実証結果などを用いる

ことによってシミュレーションを行い，ICT産業が経済に与える影響を分析する。

以下の第2章で，モデルの設定を行い，第3章では動学的均衡経路を構築し，第4章では第3
章の結果を利用して，パラメータによるシミュレーションを行い，ICT産業が経済に及ぼす影響

を分析し，第5章でまとめを行う。なお，本稿末には一般均衡体系を求めた補論を付けている。

2 モデル設定

ここでのモデルは基本的にはLucas（1988），Rebelo（1991）およびAlonso-CarreaandRaurich
（2010）で展開されたモデルに基づいている。この経済における経済主体は，企業（最終財生産

者およびICT資本生産者）と家計から構成されている。最終財Y（フロー）は非ICT資本k（ス

トック），ICT資本x（ストック）および労働lを用いて生産される。そしてICT資本（フロー）

X（ICT製品としても解釈できる）を生産するために非ICT資本k，ICT資本xおよび労働lが投

入される。よって，投入要素である非ICT資本，ICT資本および労働は最終財生産とICT資本生

産に配分される。そして資本として，非ICT資本kとICT資本xの2種類があり，非ICT資本k
はこれまで多くの研究で物的資本として扱われていたもので，最終財Yから消費Cを除いたもの

である貯蓄Sが投資Iに回され生み出される。なお，労働lは一定とする。以上より，最終財と

ICT資本（製品）の生産関数はコブ＝ダグラス型で，次式で与えられる。

2 総務省情報通信国際戦略局（2012）の16ページを参照。
3 Alonso-CarreraandRaurich（2010）では実証分析では0.056の値が採用されている。これに対して，宮川（2000）

では1975年～1998年の全産業における固定資産減耗率を0.11前後で推移していること示している。
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ただし，Aと は技術のパラメータ，sは最終財に配分された非ICT資本の割合，uは最終財に

配分されたICT資本の割合，vは最終財に配分された労働の割合である。そして，t期において，

非ICT資本とICT資本はそれぞれδとηで減耗し，次式に従って蓄積される。

ただし，Cはt期における消費である。また，計算を簡単にするために，上記の経済変数を以

下のよう形に変形しておく。

よって，（2.1）と（2.2）は次式に改められる。

本モデルを以下の図で示すことにする。

図1：モデルの構造
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家計の瞬時的な効用u(C)は次式で与えられる。

ただし，σ＞0は限界効用の弾力性を表わすものである。したがって，通時的な効用U(C)は
次式で与えられる。

ただし，ρ＞0は時間選好率である。

また本稿では以下のことを仮定する 4。

仮定1

α ＞ かつ ＞ β， （Case-1）
または，

α ＜ かつ ＜ β （Case-2）
であり，α≠ およびβ≠ とする。

3 動学的均衡経路

3.1 一般均衡体系

いま，kとxのシャドウプライスを各々μ1とμ2として，通時的な効用最大化の一階の条件を

求めることにより，内生的成長の2部門モデルの均衡経路上の動学方程式を得ることができる。

シャドウプライスの相対価格pをp≡ と置くと，pに関する動学方程式を次式のように得るこ

とができる 5。

ただし，

μ2
μ1

4 この仮定は，後で明らかになるが，経済成長率がプラスであるための仮定で，マイナスの経済成長もあるので，
必ずしも必要な仮定ではない。

5 末尾の補論A.1を参照のこと。
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である。

つぎに，均衡経路上での最終財の生産における非ICT資本の分配率sは次式で与えられる 6。

初期値（k0，x0，p0）が与えられているので（労働lは定数），これらの値に対応する最終財に配

分される非ICT資本の割合sが決定される。また，ICT資本と労働の分配率（u，v）は次式で与え

られる。

よって，（3.14）においてsが決定されるので，（3.15）と（3.16）にsを代入すれば，uとvも

決定され，最終的には初期時点のz1，z2，z3，およびz4も決定される。

このとき，消費，非ICT資本，およびICT資本の均衡成長経路は次式で与えられる 7。

以上より，本モデルの一般均衡体系は，動学方程式（3.13），（3.17），（3.18），（3.19）および，

均衡式（3.14），（3.15）および（3.16）から構成される。初期時点では，初期値（k0，x0，p0）が与

えられているので（労働lは定数），（3.14），（3.15），および（3.16）よりs，u，vが決定し，これ

らの割合（s，u，v）のもと，（2.1）と（2.2）より初期時点の最終財YとICT財Xが決定し，

（3.13），（3.17），（3.18），および（3.19）より，次期の相対価格p，消費Cおよび2つの資本ス

トック（k，x）が決定される。

本節の最後に，本システムの全要素生産性（TFP）について言及する。まず，以下の式を定義

する 8。

ここで，本稿末尾の補論の（6.37）または（6.39）より，次式を得る。

6 補論A.2を参照のこと。
7 補論のA.3を参照のこと。
8 この設定はAlonso-CarreraandRaurich（2010）およびBarroandSala-i-Martin（2004）に基づいている。
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よって，（3.21）を（3.20）に代入すると次式を得る。

上記（3.22）において，全要素生産性（TFP）は， または

である。全要素生産性（TFP）は集約度のパラメータに対して，

以下の特徴をもつ 9。

これらのことより，以下の命題を得る。

命題1：全要素生産性（TFP）はICT資本生産に関する効率性 に依存せず，分配率のパラメー

タ（ ， ）がそれぞれ上昇（低下）すれば，総要素生産性は低下（上昇）する。

3.2 定常状態

本稿では，消費Cおよび状態変数（k，x）の成長率，およびその他の経済変数（p，s，u，v）
が一定であるような状態を定常状態と定義する。

いま，（6.37）より

が得られるので，この式を利用すれば，以下の関係が成立しなければならない 10。

上記関係式は（3.14）に対しても成立している。つぎに，（3.17）より， も一定

にならなければならず，以下の関係式も成立しなければならない。

よって，（3.26）と（3.27）より，最終的には以下の関係が成立しなければならない。

9 なお，TFPは非ICT資本の配分率sに関して単調に増加し，最大でAの値を取ることが確認されている。
10補論A.4を参照のこと。
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この関係式に対して具体的な値（α＝0.35，β＝0.05の場合）を表1に示すことにする 11。

後のシミュレーションにおいては，表1の値が採用されている。さらに，（3.18）は定常状態で

は一定で成長するので

ただし， ， である。さらに，（2.1）と（3.28）を利用すれば，

も成立する。また，（3.26）より，

と表わされる。ただし， である。

命題2：定常状態における消費C，非ICT資本kおよび最終財Yは同じ率 で成長する。また，

非ICT資本とICT資本との成長率は比例的な関係で，その比率は である。

つぎに，定常状態における最終財，非ICT資本および消費の成長率（ ）を求めることにする。

そのために，（3.17）と（3.18）を利用し操作すれば，

となり，定常状態における最終財Y，非ICT資本kおよび消費Cの成長率（ ）が得られる（た

11表1で示された値は，仮定1と（3.28）を満足させているが，これ以外にも無数の組み合わせがあり，表1の値
はあくまでもひとつの例である。

表1 と の値（一例）

0.0520.3300.0730.050

0.0480.3700.0690.100

0.0460.4000.0650.150

0.0420.4500.0620.200

0.0380.5000.0580.250

0.0350.5500.0540.300
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だし， を除く）。

つぎに，（3.13）に関して，定常状態（ ＝0）においてpの値p*が存在するかどうかを図で確

認することにしよう 12。図2と図3にその結果を示す。（3.13）の右辺は，Case-1（図2）では右

下がりの曲線であり，Case-2（図3）では右上がりの曲線で，2つの図から明らかなように，それ

ぞれ ＝0との交点がただ1つ存在し，定常状態の値（p*）が存在することを示している。

さらに，（3.14）のs*の値が存在するかどうかを図で確認することにしよう 13。その結果を図4
に示す。図4より，sを変化させたとき，Case-1の場合，（3.14）の左辺は単調に増加し，Case-2
の場合は単調に減少する。そして，右辺は水平線で表わされるので，いづれの場合も，（3.14）が

成立するようなs*が一意に存在することが確認できる。

p・
p

p・
p

図2 相対的シャドウプライスpの値の存在（Case-1）

図3 相対的シャドウプライスpの値の存在（Case-2）

12シミュレーションで使用したソフトはMATLABで，パラメータの値はできるだけ先行研究で使用されたものを
使用した。使用されたパラメータの値は以下のとおりである。Case-1のとき，α＝0.35，β＝0.05， ＝0.33，

＝0.052であり，Case-2のとき，α＝0.35，β＝0.05， ＝0.37， ＝0.048で，2つのケースに共通するパ
ラメータの値は，A＝1， ＝1，l＝1.000，x＝1.000，k＝107.000，δ＝0.1，η＝0.32，およびz4＝1000.0
である。

13使用されたパラメータの値は以下のとおりである。Case-1のとき，p＝1.030で，その他のパラメータは図2で
使用された値を採用し，Case-2のとき，p＝0.974でその他のパラメータは図3で使用された値を採用した。共
通のパラメータの値は，A＝1， ＝1，l＝1.000，x＝1.000，およびk＝4.000である。
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命題3：定常状態において，相対的シャドウプライスpと最終財生産へ振り向けられる非ICT資
本の割合sの値が一意に存在する。

本モデルでは定常状態の値s*は内生変数であり，通常比較静学ではパラメータとして使用され

ない。s*は（3.14）で決定され，s*は（3.14）のパラメータの値に依存している。そして次の節

ではs*と（3.14）に示されているパラメータとの関係が確認されている。したがって，以下では

s*をパラメータとして扱って比較静学を行うことにする。

このとき，次式が得られる。

上記の（3.33）に関して，一般的にρ＋δ（1－σ）＜0が成立するので，以下のことが確認でき

る。

命題4：s*＝ を除き，非ICT資本，消費および最終財の成長率（ ）はs*の増加（減少）と共

に減少（増加）する。

命題4に関して，定常状態における最終財生産に投入される非ICT資本の割合s*をパラメータ

として，成長率 をシミュレーションしてみる（ただし，s*＝ を除く）。この際，（3.32）より

明らかなように，αを変化させない限り，これまでのCase-1とCase-2でのパラメータの設定で

あれば同じ図となってしまうために，ここでは参考のために，Case-2としてαの値を変えてい

る 14。したがって，図2のみが特別なCase-2となるので注意が必要である。使用した式は（3.32）
であり，その結果を図5に示す。

σ
α

σ
α

図4 非ICT資本に配分される資本の割合sの存在

14使用したパラメータの値は以下のとおりである。Case-1のとき，α＝0.35，β＝0.05， ＝0.33， ＝0.052で
あり，Case-2のとき，α＝0.355，β＝0.05， ＝0.37， ＝0.048で，その他のパラメータの値は，A＝1，
＝1，σ＝2，δ＝0.100，ρ＝0.012，C（0）＝1.000およびk（0）＝100.0である。
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図5ではs*＝ を境に分割すると，0＜s*＜ の区間も， ＜s*＜1の区間も， はs*の
減少関数である。このことから，小さなs*であれば，最終財の生産は減少し，経済成長率（最終

財の成長率）はマイナスになり，ある程度大きなs*であれば，ICT資本（中間財製品X：フロー）

の生産が減少し，最終財産業においてICT資本x（ストック）の投入が少なくなり，経済成長率

（最終財の成長率）が低下するものと考えられる。別の観点から言えば，s*がある程度小さな値

（1－s*がある程度大きな値）をとる際，ICT資本（中間財製品）の生産に多くの非ICT資本が

投入され，その結果，ICT資本の生産X（フロー）が増加し，そして蓄積されたICT資本x（ス

トック）が最終財に投入され，たとえ最終財生産で非ICT資本の投入割合s*が小さくても，ICT
資本xの投入水準の増加がそれを補って，最終財生産の成長率が増加するものと解釈できる。

0＜s*＜ の区間では は常にマイナスであるので，現実的な観点からいえば， ＜s*＜1
の区間のみが分析の対象になるであろう。この区間に対して，非ICT資本（消費，最終財）の成

長率は0.0～0.1と考えられ，それに対応する図中のs*は0.25～0.40の範囲である。よって，

ICT資本（製品）を生産するために配分される非ICT資本の分配率（1－s*）は0.60～0.75の範

囲となる。ここで示した値が現実的なものであるかどうかはより詳細な実証分析が必要である。

4 シミュレーションによるICT産業の経済分析

前節では均衡成長経路上の各経済変数の定常状態の結果が得られたが，それらの均衡式から均

衡値を導出するには複雑で，計算による比較静学は非常に困難である。そこで本節では比較静学

の代わりに，種々のパラメータ設定のもと前節で得られた結果を利用し，シミュレーションを行

い，ICT産業に焦点を当て，その産業が経済成長率に及ぼす影響を分析する。そのため，命題2
および命題4より，2種類の資本，消費および最終財の成長率が非ICT資本の分配率s*に依存す

ることから，以下では分配率s*とICT産業との関係について分析する。

まず最初のシミュレーションとして，ICT資本（製品）の生産の効率性（ ）と分配率s*との

関係を確認する。その結果が図6（Case-1）と図7（Case-2）に示されている 15。

σ
α

σ
α

σ
α

σ
α

σ
α

図5 非ICT資本，消費および最終財の成長率
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2つのCaseとも， の微小な変化によって，（3.14）の左辺は が関係するφ1が含まれないた

め変化しないが，非ICT資本の集約度（αと ）の違いによってCase-1では左辺は右上がりで，

Case-2では右下がりになる。右辺は水平線で示され，φ1が含まれるため，Case-1では上方向に

シフトし，Case-2では下方へとシフトする。その結果，ICT産業の効率性（ ）が微少に増加す

ると（効率性が上昇すると），2つのケースとも最終財に配分される非ICT資本の割合s*は増加

する。つまり，ICT資本（製品）の生産に配分される非ICT資本の割合1－s*が減少し，これま

での議論からs*が増加すれば資本や消費の成長率が低下し，最終的には最終財の成長率も低下す

る。この点から言えば，ICT産業の効率化は経済成長率を低下させることになる。

この結果のひとつの解釈として， は定数であるため，一時的なICT資本（ICT製品）Xの生

15使用されたパラメータの値は以下のとおりである。2つのケースに共通するパラメータの値は，A＝1，ｌ＝
1.0000，k＝107.0，およびx＝1.0000である。Case-1のとき，p＝1.0996であり，それ以外は図4で使用した
ものを，Case-2のとき， ＝1.0001およびp＝0.9121を，それ以外は図5で使用したものを採用した。

図6 Case-1 ICT産業の効率性（ ）と最終財への分配率sとの関係

図7 Case-2 ICT産業の効率性（ ）と最終財への分配率sとの関係
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産水準は上昇するが，ICT資本xの成長率（結果的には最終財の成長率）への継続的な影響はな

く， の間接的な役割が上記の結果に影響を与えていると考えられる。ICT産業で効率性 とs*
が上昇すると，ICT資本の生産者は少ない非ICT資本財の投入で同量の生産ができるため，多く

の非ICT資本財が最終財の生産へと投入される。このとき，投入されるICT資本の生産における

（1－s*）kは減少し，最終的にはICT資本ストックxがそれほど増加しないため，最終財への投

入物としてのICT資本xが減少することになると考えられる。対応する最終財の生産は縮小に向

かい，最終的には，効率性が上昇する前の成長率と比較して，成長率が低下することになる。効

率性が上昇するにもかかわらず，（成長率が低下するという）この結果は予期しない結果である。

この分析は比較静学であるため，経済発展という観点から，動学的な分析に改める必要がある。

これに関して，通常は移行動学を用いて，BGP上でサドル経路が存在するかどうかを確認する

ことになるが，本モデルでは移行動学をとり扱うことは非常に困難である。したがって，上記の

比較静学に加えて，非ICT資本kとICT資本xが現在の状況から増加するケースを分析する（初

期値が増加するケースを考える）。このケースは現在の状況よりも経済発展段階が進んだ状況と考

えられる。このケース（経路）をBGPに対する候補の経路として仮定する。このケースでは，シ

ミュレーション上では，非ICT資本kとICT資本xのストックを比例的に増加させている。この

仮定と設定を考慮してシミュレーションを行い，その結果を図8（Case-1）と図9（Case-2）に示

すことにする 16。

最終財およびICT資本生産に対して，投入要素として非ICT資本のほうがICT資本よりも集約

的で経済に大きな影響を及ぼすことになる。まず，図8（Case-1）では，効率性 が上昇ですれ

ばICT資本を生産するために非ICT資本の投入の割合が増加し（つまりs*が減少する），経済成

長率が上昇することになる。図6とは対照的な結果である。つぎに，図9（Case-2）に関しては，

傾向としては図7の結果と同じである。

16非ICT資本kとICT資本xの値を除き，すべてのパラメータの値は図6と図7で使用された値と同じであると
設定した。

図8 Case-1 ICT産業の効率性（ ）と最終財への分配率sとの関係
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上記のひとつの解釈としてCase-1（α＞ かつβ＞ ）では，ICT資本の生産に関する効率性

が大きくなればそれに対応するその部門の非ICT資本（1－s*）kとICT資本（1－u*）xの2つ
の投入物が以前と比べ増加し 17，よってICT資本（製品）Xの生産が増加する。

s*とu*の低下にもかかわらず，s*kとu*xの増加によって最終材の最産が増加する。最終的に

は の増加は最終材の成長率 を高めることになる。他方，Case-2（α＜ かつβ＜ ）では，

効率性 が増加すると，ICT部門の2つの資本の投入物，（1－s*）kと（1－u*）x，は増加し，

よって，ICT資本（製品）Xが増加し，これはCase-1と同じ結果である。しかしながら，このケー

スにおいて，ICT部門での生産物の増加はICTの集約度（β＞ ）のため，Case-1と比較してそ

れほど大きくない。このことはICT資本財xの蓄積に影響を与える。s*の縮小と非ICT資本の集

約度（α＜ ）に帰せられる（s*k）αのため，最終財の生産の増え方は減少する。よって， の上

昇は最終財の成長率 の低下へと導くことになる。そして以下の結果が得られる。

結果1：定常状態において，ICT資本生産に関する効率性 が上昇すれば，最終財および消費の

成長率 は低下するが，非ICT資本kおよびICT資本xの蓄積が進めば，α＞βおよびβ＜

が成立するならば（Case-1），最終財，非ICT資本および消費の成長率は上昇する。

つぎにICT産業の生産において，非ICT資本に関するパラメータ およびICT資本のパラメー

タ の変化と非ICT資本の分配率s*との関係について言及する。まず，非ICT資本に関するパ

ラメータ と非ICT資本の分配率s*との関係では， が上昇する場合を図10と図11に示すこと

にする 18。

図9 Case-2 ICT産業の効率性（ ）と最終財への分配率sとの関係

17 が変化するとき，φ2とφ3は に依存しないため，（3.15）のu*はs*に依存する。よって，この場合，s*の

減少はu*の減少となる。なぜなら，

18 以外で使用されたパラメータの値は以下のとおりである。2つのケースに共通したパラメータの値はA＝1，
＝1，l＝1.0000k＝120.0およびx＝1.0000である。Case-1のとき，p＝1.1000で，これ以外は図2で使用した
ものを，Case-2のときは，p＝0.9082で，これ以外は図3で使用したものを採用した。
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図から明らかなように，ICT産業における非ICT資本の集約度 が増加すると，2つのケース

とも最終財に配分される非ICT資本の割合s*は増加する。つまり，ICT資本（製品）の生産に配

分される非ICT資本の割合1－s*が減少し，s*が増加すれば，2つの資本や消費の成長率が低下

し，最終的には最終財（所得）の成長率も減少する。よって，以下の結果を得ることになる。

結果2：定常状態において，ICT産業における非ICT資本の集約度 が増加（低下）すれば，最

終財，非ICT資本および消費の成長率 は低下（上昇）する。

最後に，ICT部門におけるICT資本のパラメータ の変化と非ICT資本の分配率s*との関係を

確認する。その結果が図12（Case-1）と図13（Case-2）に示されている 19。

図10 Case-1 ICT産業のパラメータ と最終財への分配率sとの関係

図11 Case-2 ICT産業のパラメータ と最終財への分配率sとの関係
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図12（Case-1）では，ICT産業におけるICT資本（製品）の集約度 が増加すると最終財に配

分される非ICT資本の割合s*は減少する。つまり，ICT資本（製品）の生産に配分される非ICT
資本の割合1－s*が増加し，s*が減少すれば2つの資本や消費の成長率が上昇し，最終的には

最終財の成長率も上昇することになる。これとは対照的に，図13（Case-2）では，同様に が増

加しても，逆の結果（最終財の成長率が低下すること）が得られることになる。よって以下の結

果を得ることになる。

結果3：定常状態において，ICT産業におけるICT資本（製品）の集約度 が増加（減少）する

と，α＞βおよびβ＜ （Case-1）が成立するならば，最終財および消費の成長率 は上昇（低

19 以外で使用されたパラメータの値は以下のとおりである。2つのケースに共通したパラメータの値は，A＝
1， ＝1，l＝1.0000，k＝120.0およびx＝1.0000である。Case-1のとき，p＝1.0996で，これ以外は図2で
使用したものを，Case-2のとき，p＝0.902797で，これ以外は図3で使用したものを採用した。

図12 Case-1 ICT産業のパラメータ と最終財への分配率sとの関係

図13 Case-2 ICT産業のパラメータ と最終財への分配率sとの関係
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下）し，α＜βおよびβ＞ （Case-2）が成立するならば，最終財および消費の成長率 は低下

（上昇）する。

これまでのシミュレーション結果を表2のようにまとめてみた。ただし， ＜s*＜1が成立す

るケースの結果である。

表1の と に関し，定常状態では と の値の関係はマイナスであることに注意すると，表

1と表2より，成長率 と関連するパラメータとの関係が表3で示されている。

表3より，ICT産業が経済成長に貢献するには，α＞ とβ＜ が成立することを条件として，

2つの資本蓄積が進展し（高い発展段階に進むこと）かつICT資本生産における効率性 が上昇

すること，また，ICT資本の生産においてICT資本の集約度 が上昇することが必要である。し

たがって，産業政策としてはこれらを と を上昇させ，そして非ICT資本kやICT資本xの蓄

積を進展させるような，制度設計や補助金政策などが必要であると考えられる。

5 おわりに

本モデルは基本的にはLucas（1988），Rebelo（1991）およびAlonso-CarreaandRaurich（2010）
で展開されたモデルに基づいているが，Lucas（1988）とRebelo（1991）では，2部門モデルでは

あるが，ICT資本の代わりに人的資本を組み込みモデルを展開し，Alonso-CarreaandRaurich

α
σ

表2 s*とパラメータ（ ， ， ）との関係

備 考Case-2Case-1

kとxは一定＋＋

kとxは比例的に増加＋－

＋＋

＋－

表3 g*とパラメータ（ ， ， ）との関係

RemarksCase-2Case-1

kとxは一定－－

kとxは比例的に増加－＋

は表1の関係を保持＋または－－

は表1の関係を保持＋または－＋
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（2010）では，効用の要素となる人的資本をもとにした商品（commodity）と消費財が生産され

ているが，商品と消費財との差異が明確にされていなかった。本モデルは，モデルの展開方法と

してAlonso-CarreaandRaurich（2010）を踏襲し，2部門モデルで2つの資本ストック（一般資本

または非ICT資本とICT資本）を明示的に導入し，それらは消費財としては扱われていない。

その結果，一般均衡解の存在の可能性が示されたが，その可能性は状態変数の初期値やパラ

メータの設定に依存し，均衡解が存在しない可能性もある。しかしながら，本稿のシミュレー

ションによって，ICT産業が経済に与えるインパクトを示すことができた。本シミュレーション

では，定常状態のもとで，ICT資本（製品）の生産に関連するパラメータ（効率性に関する ，

集約度に関する と ）を変化させて，経済成長率への影響を分析した。その結果，Case-1では，

ICT産業の効率性が上昇し2つの資本の蓄積が進めば，最終財に配分される非ICT資本のシェア

が低下し（ICT製品を生産するために非ICT資本がより多く投入されることになる），経済成長率

を増加させることになる。同様なことは，ICT資本（製品）の生産額に占める投入されるICT資
本の額の割合（または集約度） が増加する場合も同様な結果が得られ，逆に，ICT資本（製品）

の生産額に占める投入される非ICT資本の額のシェアが増加すれば経済成長率が低下するという

結果を得た。これらの結果から，ICT産業の発展が経済成長に与えるインパクトが大きく，経済

発展のためにはICT産業の効率性の上昇と資本蓄積が重要であることが改めて確認された。

今後の課題としては，ICT資本（製品）の生産関数に関する実証研究を行い，その研究結果を

基礎として，ICT産業の生産関数のパラメータの値を推定することである。これらの推定された

パラメータの値を用いてシミュレーションを行い，正確なICT産業の役割と経済を分析し，さら

に均衡成長経路における移行動学を推し進めることがあげられる。

補 論

初期の時点をt＝0とする。

A.1 均衡成長経路

この場合，ハミルトニアンは次式で与えられる。

これより，上式を用いて，一階の条件を求める。

上式より，次式を得る。
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上式より，次式を得る。

上式より，次式を得る。

上式より，次式を得る。

より，

より，

ここで，シャドウプライスの相対価格pを と置く。このことより，

を得る。

（6.46）に対して（6.37），（3.39），（6.43）および（6.45）を利用すると次式を得る。
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ここで（6.37）より，以下の式が得られる。

また，

である。よって，（6.47）に（6.48）と（6.49）を代入すれば次式を得る。

つぎに，（2.5）～（2.8）より次式を得る。

そして（6.37）より，

さらに（6.51）と（6.52）を代入して操作すれば，次式を得る。

また（6.37），（6.38）および（6.39）より，次式を得る。

よって，上記2つの式より，

を得る。（6.56）と（6.57）をs/（1－s）とu/（1－u）について変形し，それらを（6.54）に代入
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すると次式が得られる。

（6.58）を（6.50）に代入すると次式が得られる。

ただし，

である。これらの記号を使用すれば，z1，z2およびz3は次式で表わされる。

A.2 非ICT資本，ICT資本および労働の分配率

（2.5），（2.7）および（6.60）より，

が，（2.6），（2.8）および（6.61）より

が得られ，（6.63）＝（6.64）より，次式が得られる。

そして，（2.7），（2.8）および（6.62）より次式が得られる。
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つぎに，（6.63）と（6.65）をそれぞれ変形すれば次式が得られ，

これらの式を（6.66）に代入すれば，次式が得られる。

A.3 均衡成長経路

消費の均衡成長経路を求めることにする。そのため，（6.35）より，

が得られる。つぎに（6.37）と（6.43）より，

が得られ，この式を（6.70）に代入すれば次式が得られる。

つぎに，kとxの2つの資本ストックの成長率を求めることにする。これは（2.3）と（2.4）か

ら，次式のように求めることができる。

A.4 定常状態

（6.37）より

が得られる。定義より，定常状態ではp，s，u，および vの値は一定であるので，（6.76）の両辺

に対数をとり，時間で微分すれば次式が得られ，
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結局，定常状態では以下の関係が成立しなければならない。

上記関係式は（6.69）に対しても成立している。つぎに，（6.73）より， も一定

にならなければならず，以下の関係式も成立しなければならない。

よって，（6.78）と（6.79）より，最終的には以下の関係が成立しなければならない。

また，（3.18）は定常状態では一定で成長するので，その式を以下のように変形すると，両辺と

も一定にならなければならない。

定常状態ではs，u，およびvが一定であることを考慮して，（6.81）の両辺に対数をとり時間で

微分し，変形すると次式が得られる。

ただし， （一定）， （一定）， （一定）， （一

定）で， という関係式を利用している。

さらに（6.82）の両辺に対数をとり時間で微分すれば次式が得られる。

（6.83）は一定にならなければならないので，以下の式が成立する。

最後に，経済成長率 を求めることにしよう。

（6.73）より次式が得られる。
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そして，（6.74）より次式が得られる。

よって，（6.85）＝（6.86）より， を利用すると，

が得られるので，定常状態における最終財，非ICT財および消費の成長率（ ）が得られる。
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