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研究成果の概要（和文）：　本研究は推測的変動に理論的な観点から注目する。第一に静学的推測的変動として
特に一致推測的変動と動学モデルを要約する静学的推測的変動の両均衡の特徴を詳細に明らかにした。
　第二に、静学的推測的変動では寡占企業の長期的行動を描くことはできないので、静学的推測的変動に加えて
異時点のライバルの行動を表わす動学的推測的変動を使った動学モデルを構築した。そこでは資本の調整を表わ
す効率的生産水準を導入した。

研究成果の概要（英文）：  This study attends on conjectual variations in oligopoly analysis from the
 theoretical point of view. Firstly we studey two kinds of static conjenctual variations, which are 
the consistent conjectual variations and the one compressing dynamic firm behaviors. Specially we 
find very interesting characteristigs in the former concept, making an identical equilibrium by an 
quantitive competiton model and the coresponding price competiton model.
 Secondly we conclude the static conjectual variations are inadequate in depicting long-run 
interdependence amongst firms, therefore a dynamic model  is necessary for the long-run 
competitiveness of firms. Thus we construct a discrete model with a static and dynamic conjectual 
variations, the latter express the reactions of the rivals in future defferent periods against the 
firm. We adapt the dynamic model to the light weight vehcles indutry in Japan over thirty years, and
 empirically result goodness of our model.  

研究分野： 経済学
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様 式 Ｃ－１９、Ｆ－１９－１、Ｚ－１９、ＣＫ－１９（共通） 

１．研究開始当初の背景 
 ９０年代以降わが国の各産業分野では

「競争の激化」がマスコミ報道を通して日々

伝えられてきた。その引き金は規制緩和であ

り、海外からの輸入の増加であり、そして国

内需要そのものの停滞あるいは減少であっ

た。 

そこで言う「競争の激化」とは一体何を意

味しているのであろうか。そうした「競争の

激化」の根底には企業行動そのものの変化が

あるのだろうか。もし企業行動に変化がみら

れるならばその変化はより競争指向的なも

のなのか、あるいは競争回避的なものなのか。

これを確かめるためには実証分析でよく使

われる「推測的変動」を使えばよいのではな

いか。しかし実際にいくつかの産業で「推測

的変動」を推定すると、既存の寡占理論に合

わないケースや、さらには合わないどころか

常識的にあり得ないような値をとるケース

が続出した。 

寡占市場の特徴は企業間での相互依存性

にある。したがって企業が生産量や価格を変

化させたとき、ライバルがどのように反応し

て、その生産量や価格をどのように変化させ

るかを予想しなければならない。このような

ライバルの反応についての予想を推測的変

動と呼ぶ。すなわち推測的変動とは、わが社

の行動の変化に対してライバルがどのよう

にその生産量や価格をに変化させるかとい

うわが社の予想である。 

ただし推測的変動には理論的な批判が常

に付きまとってきた。重要な批判の一つは、

推測的変動は予想であるが、その予想がどの

ように形成されるかは何も言っていないこ

とである。つまりどんな予想もありえる。し

たがって推測的変動は恣意的である。特定の

値を示さない限り、それは理論たり得ない。 

だからこそ当初われわれは推測的変動を

単なる競争尺度として使えばよいだろう、と

単純に、かつ楽観的に考えていた。しかし、

従来の寡占理論に合致しない推測的変動の

推定結果である。そこで推測的変動の理論的

な意味を再検討し、それに再評価を与えたう

えで新たな実証モデルを構築しなければな

らないと結論するに至った。 

 
２．研究の目的 
推測的変動はライバルの反応についての

予想であるが、このライバルの反応の時点が

いつかによって推測的変動は２種類に分け

られる。静学的推測的変動と動学的推測的変

動である。前者は同時期あるいは同時点の反

応についての予想であり、後者は将来の反応

を指す。一般に推測的変動は前者の静学的な

意味で使われる。 

従来は実証分析で企業行動を表わすツー

ルとして便利に使われるが、他方で理論的に

は無視されてきた。我々の目的は推測的変動

の理論的な意味を明らかにし、理論的にも実

証的にも推測的変動に寡占分析に有用な分

析ツールとして一定の評価を与えることで

ある。具体的には第１に静学的推測的変動の

理論的背景を精査し、均衡におけるその特徴

を明らかにする。第２に、寡占分析において

静学的推測的変動のみで寡占企業行動がす

べて描写できるかをシミュレーションで明

らかにする。第３に、企業の長期的な行動が

描写でき、また実証分析でも使えるようなモ

デルを構築する。そこでは動学的推測的変動

も使うことになる。最後に、わが国軽乗用車

市場に当てはめ、かつ従来型の静学的モデル

と比較する。 

 

３．研究の方法 

（１）静学的推測的変動とは何か。推測的変

動は一体理論たり得るのだろうか。まず第１

に、われわれは推測的変動に関する文献調査

から始めた。推測的変動に関する理論的な研

究は１９７０年代後半から９０年代前半に

集中している。推測的変動についての理論的

研究を終わらせたのはDockner [1992]かもし



れない。Dockner [1992]は推測的変動が動学

的調整過程を反映していることを明らかに

した。推測的変動に対応する Dockner の動学

部分はライバルの反応を含んでいるため、推

測的変動がライバルの反応を示すという意

味は依然として維持される。 

（２）従来の寡占理論には時間を明示的に考

慮するという動学的考察に欠けているとい

う批判に対して、Dockner [1992]は静学的に

得られた推測的変動が動学的な意味を持っ

ていることを明らかにした。もし推測的変動

が動学的過程を反映するならば、静学的モデ

ルに比べて複雑で取り扱いが厄介な動学モ

デルをわざわざ使う必要はない。推測的変動

を伴う単純な静学的分析で十分である。これ

以後、実証研究者は安心して実証のツールと

して推測的変動を利用することになる。 

しかし推測的変動についての理論的批判

のすべてに決着がついたわけではないし、そ

の理論的意味がすべて明らかにされたわけ

ではない。明らかにされたのはほんの一部に

すぎない。したがってわれわれは第２に

Dockner [1992]が明らかにしなかった領域に

Dockner のモデルを拡張する。すなわち、企

業が価格を選ぶ価格競争モデルにDocknerの

モデルを拡張し、数量モデルと同様に格競争

モデルにおいても静学的推測的変動と動学

的調整過程の対応を確かめる。 

（３）そもそも推測的変動は静学的よそおい

をまといながら、動学的な背景を持っている。

クールノーが寡占均衡の説明に使った推論

自体が動学的であると言ってよい。 

先に述べたように、推測的変動はわが社の 

生産量や価格の変化に対するライバルの（予 

想される）反応である。しかし反応を考慮し

なければならないのはどんな状況だろうか。

一つは上で述べたような生産量の変化に費

用がかかるような状況である。どの企業も生

産量を即座に望む水準に移動させることは

できない。各時点で企業は生産量の変化率を

決定するのみである。この変化率はライバル

の生産水準や生産水準の変化によって影響

される。ここでライバルの反応を考慮しなけ

ればならないのは、生産量を即座に望む水準

に移動させることはできないからに他なら

ない。もし企業が望む水準に即座に移動でき

るならば、このとき考察のフレームワークは

静学的となる。時間要因を考える必要はない。

そしてこのときライバルについて企業が予

想するのはその生産水準である。もしどの企

業もライバルの需要曲線や費用条件に既知

ならば、ライバルの生産水準は容易に、そし

て確実に予想できる。静学的均衡水準である。

かくして静学手で、かつ完備情報のもとでは

ライバルの反応を考慮する必要はないこと

になる。 

それでは静学的ではあるが、どの企業もラ

イバルの需要曲線や費用構造を知らない場

合（不完備情報）はどうだろうか。ここで重

要なのはどの企業にとっても均衡がわから

ないということである。このとき考えられる

企業行動として、可能性のある均衡をピック

アップして、一定の確率分布をそれらにあて

はめて期待均衡を計算するということが考

えられる。 

しかし本研究では企業が何度も選択でき

ると仮定して、ライバルの反応を予想しなが

ら何度も選択をしていくうちに均衡に到達

すると仮定する。これは静学的なフレームワ

ークではあるが、クールノーの推論と同様に

動学的な背景の中で考えるわけだ。推測的変

動は均衡に至る反応の連鎖を近似的に表わ

していると言える。いま線形の需要曲線を考

えると（どの企業も線形であることを知って

いる）、ライバルの反応はすぐにわかる。そ

こで本書ではライバルの反応について、予想

と現実が常に一致する場合を取り上げる。そ

れが一致推測的変動である。これは、ライバ

ルの需要曲線の位置はわからないが、その傾

きについては既知の場合に成立する。われわ



れは一致推測的変動均衡に注目し、その均衡

の優れた特徴を明らかにしたい。特に、ライ

バルの需要曲線の位置に無知な不完備情報

下ではたしてどの企業も自己の反応曲線に

正直に行動するだろうか。これが我々が検討

すべき第３の課題である。  

（４）静学的推測的変動と動学的推測的変動

の双方を用いた離散型の生産量調整の動学

的モデルから人工的に作ったデータに静学

的モデルをあてはめ、推定された静学的推測

的変動が長期の企業行動を表わしているか

どうかを確かめる。これは Dockner[1992]が

短期的な均衡を意味するのか、あるいは長期

的な均衡を意味するのかを明らかにしたい

ためである。このシミュレーションが長期均

衡を示すならば、われわれは静学的なモデル

で長期の寡占企業行動を描写できることに

なる。長期行動を描写するのに動学化は必要

ないことになる。 

（５）寡占企業の長期的な行動を描写するた

めに静学的推測的変動と動学的推測的変動

の双方を使った動学的寡占企業モデルを離

散型で構築する。実証分析にも資するために

は長期的な考察に不可避な不確実性を適切

の処理することが望まれる。必要なのは通常

の生産量調整モデルに代わって、資本やそれ

に代わる代理変数を明示的に導入する必要

があることである。ここでは資本の代理変数

として「効率的生産水準」を仮定する。一般

的には企業は一定の資本のもとでいわゆる U

時型の平均費用曲線を持つと仮定されるが、

ここでもその仮定にならうことにする。効率

的生産水準の変化には費用がかかることか

らモデルは動学的とならざるを得ない。ここ

で動学的推測的変動は企業の投資競争に対

する態度を意味する。これを実証分析に適用

する。対象は軽乗用車産業であり、分析期間

は１９８３年から２０１０年である。 

 

４．研究成果 

（１）先の述べたように静学的推測的変動が 

意味する企業行動として、従来の寡占理論に 

加えて、Dockner [1992]が示したような動的 

調整過程と一致推測的変動を議論した。われ 

われはDockner [1992]を価格競争モデルに拡 

張した。そこではやはり静学的推測的変動と 

動学的調整過程の間で対応関係がみられた。 

（２）こうした対応関係に加えて静学的推的 

変動は不完備情報下での試行錯誤的な調整 

過程を表わす可能性もある。このときに成立 

するのが一致推測的変動均衡である。一致推 

測的変動均衡が優れている点は、第１に企業 

が生産量を選択する寡占モデル（数量競争モ 

デル）を選んでも、あるいは企業が価格を選 

択する寡占モデル（価格競争モデル）を選ん 

でも、一致推測的変動の下では同じ均衡が成 

立する。したがって一致推測的変動を仮定す 

る限り、寡占市場の分析にあたって数量競争 

モデルを使うか、価格競争モデルを使うかと 

いった寡占モデルの選択に頭を悩ます必要 

はない。 

一致推測的変動の優れた特徴はもう一つ 

ある。推測的変動はライバルの需要曲線や費

用曲線が無知であるときに意味を持つ。そう

した情報が不完備であるとき、考察すべき問

題がある。どの企業も自らの需要を実際より

も過大に見せることによって、ライバルの生 

産量を減少させようとするかもしれない、と 

いう問題である。しかし一致推測的変動均衡 

ではライバルを偽ってミスリードさせるイ 

ンセンティブは存在しない。それに対してク 

ールノー＝ナッシュ均衡ではライバルを偽 

るインセンティブが存在する。 

 一致推測的変動は本研究が最初に提案す

るアイデアではない。ただその優れた特徴は

本書が最初に発見したものである。とは言え、

推測的変動がすべて一致推測的変動に等し

くなるわけではない。 

（３）本研究は一意的な推測的変動を主張す

るものではない。むしろ本研究は一定の範囲



内で多くの均衡が存在する可能性があるこ

とを認める。推測的変動均衡として可能性の

ある値は協調的均衡を別にしても、1回限り

のゲームのナッシュ均衡と一致推測的変動

均衡、それに動学的調整過程を表す値である。

ナッシュ均衡には企業の選択変数として生

産量か価格かによって分けられる。動学的調

整過程に対応する推測的変動も企業の選択

変数が生産量か、あるいは価格かによって違

うし、さらに需要曲線の係数や生産量の調整

費用によって異なる。 

（４）シミュレーションの結果から推測的変

動をともなう静学的モデルによって長期の

企業行動を表わすとき、静学推測的変動は真

の値を正しく推定するとは期待できないこ

とが吉良かにされた。 

実証結果は、軽乗用車産業内の競争はほぼ全

期間にわたってベルトランタイプであった

ことが推定される。長期の企業行動は動学的

推測的変動によって明示的に表わされざる

を得ない。これを静学的な推測的変動によっ

て表わすことはできない。Dockner [1992]が

主張するように、静学的推測的変動が動学的

調整過程を表わすとしても、それは長期のそ

れではなく、短期的な調整過程である。すな

わち、短期的均衡に至る調整過程である。さ

らに Dockner [1992]に関連して、Dockner の

議論は定常均衡に限定されており、したがっ

てその結論もあくまで定常均衡上のもので

ある。現実は必ずしも定常均衡の上にあるわ

けではないので、たとえ短期の調整過程でも

長期の調整過程でもやはり明示的な動学的

なモデルが必要である。 

（５）本研究で構築した動学モデルを軽乗用

車産業に当てはめた結果、次のような実証結

果が得られた。そこでは軽乗用車の競争は軽

乗用車のみではなく対小型乗用車も明示的

に考慮される。またデータの関係で軽乗用車

対軽乗用車は同質財と仮定する。軽乗用車対

軽乗用車は全期間を通してベルトラン競争、

あるいはそれに非常に近い結果が報告され

た。軽乗用車企業の対小型乗用車企業の推測

的変動は２０００年代までクールノー的競

争の値に近いが、それ以降はー０．２から－

０．３近くで推移している。さらに動学的推

測的変動は、２０００年代初めまでは正で競

争回避的な行動であったことがうかがわれ

るが、２０００年に入って負となる。 

動学的推測的変動は投資を背景とする効

率的生産水準の建設をめぐる競争の程度を

示している。こうした推定結果から、軽乗用

車産業ではほぼ９０年代いっぱいまでは競

争回避的な投資行動をとっていたものが、そ

れ以後は競争的な行動に変わったことがう

かがえる。 

また実証分析から、本書で展開したモデル

と従来の静学的モデルが比較されて興味深

い。従来の静学的モデルは静学的推測的変動

しか推定できず、企業の短期的行動を示すの

みである。静学的モデルでは推測的変動は１

社当たりの対軽乗用車企業では負であり、本

書の動学的モデルよりも絶対値で若干だけ

大きい。しかし問題は静学モデルの対小型乗

用車である。その推測的変動は－３を超える

値が推定された。長期にわたるデータを使っ

たおきに時折起こることであるが、このよう

な常識外れの値が推定されることがある。こ

の原因は静学的モデルにあったようだ。 
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