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1　はじめに

　政府などの公的機関による規制問題は、エージェンシー問題を基礎とした組織制度と契約に関す

る理論研究としてさまざまな分析が行われてきている。その中で、単一のエージェントに対して契

約の交渉や規制を行う場合、それを複数のプリンシパルで行うか、それとも単一のプリンシパルで

行うかという問題も考えられてきた。これは情報の経済学という点から考えると、エージェントの

私的情報や私的行動を単一監督プリンシパルによってモニターするか、それとも複数の監督プリン

シパルによってモニターするかという問題としてとらえることができる。

　Ga1－Or（1991）は、複占市場における2つのプリンシパルが共通のエージェントと契約を行う（複

数のプリンシパルで契約交渉を行う）コモン・エージェンシーの場合について、その優位性とエー

ジェントの私的情報の関係について考察している。またMezzetti（1997）は生産過程においてプリン

シパル問に水平的差異が生じる場合を考え、プリンシパルとエージェントが1対1で契約を行う排

他的取引とコモン・エージェンシーとの比較分析を行っている。

　エージェントの規制については、Khalil＝Lawarree（1995）が単一の情報を内部監督者と外部監督

者とによって競合的にモニターすることが効率的になるのはどのような条件であるかという問題を

検討している。これに対してLaffont＝Martimort（1999）はプリンシパルー規制当局一工一ジェント

という3層構造モデルを導入し、エージェントの複数の情報をモニターする場合、単一機関でモニ

ターする統合規制にすべきか、複数機関でモニターする分離規制にすべきかという問題を規制当局

とエージェントの結託の可能性を考慮して考察している1。そこではモニターを複数機関で分離する

ことによって結託のインセンチィヴをより少ない費用で押さえることができるという結果が示され

ている。有馬（2000）においても、このような3層構造モデルにおいてエージェントが性質の異なっ

た2種類の私的情報を持っているような場合に、情報を調査する規制当局を単一にすべきかそれと

も複数にすべきかという問題について結託の可能性を考慮した上で分析を行っている。分離規制の
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1　Laffont＝Martimort（1999）では，“integration　of　regulators”，“Separation　of　regulators”という表現が用い

　られているが、以下本稿ではそれぞれ「統合規制」および「分離規制」という言葉を対応させ使用している。
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有益性は、情報のモニタリングを行う機関とエージェントの結託を防止するためのインセンチィヴ

条件を考えることによってその一因を明らかにすることができる。統合規制は、より似通った目的

をもった複数機関の内部化としてもとらえることができ、このような複数機関の統合に関して、

Martimort（1996）は逆選択の状況の下では情報の外部性がより大きな影響を及ぼすことを示している。

　本稿で検討している問題は、公共事業などの実施にともなって環境被害が生じる場合の規制シス

テムについてである。事業を実施する機関とそれに連関する環境状況を管理する機関の複数のプリ

ンシパルがコモン・エージェントに対して規制を行う場合、複数のプリンシパルを1つに統合させ

たものとまたはプリンシパルをそれぞれ独立的に分離させたものとどちらの規制体系が望ましいの

か、その最適規制メカニズムを求めるものである。また分離規制の場合は、先手と後手というよう

にそれぞれ順番にエージェントの規制を行うシュタッケルベルグ・ゲームとして考えてある。これ

はMar　t　imort（1999）のモデルを基にしたものであるが、そこでは複数の機関がそれぞれ順番にエー

ジェントと交渉をする場合について2期間にわたる長期契約を考え、単一機関で交渉を行う場合と

の比較を行っている。ただし、Martimort（1999）のモデルで分析されているのは、段階的に数量につ

いてのみ規制が行われる、つまり複数の機関によって同じ項目についての規制が行われる場合であ

る。

　規制当局が分離していて各機関が段階的に政策を行う状況として、Martimort（1999）では環境保護

庁（EPA＝Environmental　Protection　Agency）として連邦局などがまず最初に環境汚染に関して条

項を取り決める権限をもち、次にその環境規制に従ってそれぞれの国や州で公共事業を実施する委

員会（PUC＝Public　Utility　Commission）が企業に対して価格政策を行うものが例として挙げられ

ている。例えばアメリカでは、主に大気や水質についての汚染排出物質を削減するために、まず連

邦政府が環境の質の目標値を提示しそれを受けて各州がそれらの目標値を実現するように汚染削減

の計画を設定するというような政策が見受けられる。類似した段階的な規制政策は欧州連合（EU）で

も実施されており、このことはKolstad（2000）においても示されている。また周知のように、オゾシ

層破壊による地球温暖化問題が深刻になりつつある近年、国境を越える環境問題としてこの問題に

対する世界規模での取り組みが行われているが、これも同様に分離した段階的な規制政策の一つと

して捉えることができるであろう。この取り組みでは、世界におけるガス排出規制を取り決め、ま

ず環境の質の水準を定めようとしているからである。この協定が各国で批准されれば、次はその協

定内容に従ってそれぞれの国が自国で様々な政策を実施していくことになるであろう。我が国にお

いても地球温暖化防止京都会議で二酸化炭素の削減目標が定められ、それを受けて各省庁はさまざ

まな規制や取り組みを行っている。

　環境破壊には不可逆性があり復元が不可能であったり、また復元可能であったとしてもその修復

には莫大な費用が必要となる場合が少なくない。したがって環境破壊を防ぐためには、環境の質を

どの程度の水準に保っていればよいのかという問題と、具体的にはどのような規制をどの程度行え

ばよいのかという2つの問題を考えなければならない。これらの問題について複数の機関が独立的

に規制を行う場合、同時に規制が行われる同時手番ゲームでは環境水準の確保と水準を達成するた
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めの手段が対等の立場で競争的に決定されることになるであろう。しかし上記のようにまず環境の

質・水準を確保する規制が優先的に定められ、その後定められた環境水準を達成するための具体的

規制、例えば生産規模などの決定が行われるということは、実際には環境水準の確保がより重視さ

れるためであろう。つまり先手がより有利であるようなシュタッケルベルグ・ゲームが行われると

いうことである。

　一方、統合規制としては例えば国土・交通省の都市地域整備局などで進められている、　「環境共

生都市」という考え方が対応しているであろう。これは、利便性・快適性といった都市環境の整備

と自然環境への負担を減らす環境保全の2つの局面をバランスをとりながら総合的に整備を行おう

とするもので、単一の機関が都市開発と環境保全といった異なる項目について同時に政策を実施す

るものである。開発事業などが行われる際、環境破壊を伴うような場合には環境への影響が考慮さ

れ、生産規模と環境水準の決定が平行して行われることもある。しかし先に述べたように、環境問

題が深刻化してきている現代ではまず優先的に環境の質を確保し、その後に具体的政策が計画され

るというように、規制政策が段階的に独立して行われる場合も少なくない。したがって特に分離規

制では、先手の規制当局が環境水準について、後手の規制当局が生産規模について、というように

シュタッケルベルグ・ゲーム形式で複数の機関がそれぞれ異なった項目の規制を行う場合について

分析を進めている。

　その場合、本稿では統合規制の方が常に効率的であるという結果が得られる。まずエージェント

の私的情報が分かっている完全情報の場合は統合規制においてファースト・ベストが達成され、得

られる社会厚生が最大になるためである。これは規制体系が分離され各プリンシパルがそれぞれ異

なった自己の社会余剰のみを考えて行動すると、統合規制のときと比較して環境ダメージを考慮し

ない後手のプリンシパルは生産量をより多くしょうとし、先手のプリンシパルはこのような後手の

行動をあらかじめ考慮して行動するので結果として環境水準をより厳しくしょうとするからである。

このような先手の行動は環境水準を厳しく規制することで環境ダメージを押さえるというプラスの

効果だけでなく、水準の引き下げによって後手の設定する生産量を増加させてしまうというマイナ

スの効果も生み出してしまう。

　非対称情報の場合はどちらの規制体系においても、非効率的エージェントに対して生産量は過少

になり、環境水準は緩和されファースト・ベストを実現することはできない。これはエージェント

の情報レソトによる影響が原因である。エージェントのレソトは非効率的タイプの生産量に比例、

環境水準には反比例しており、プリンシパルがそのエージェントのレソトをできるだけ減らそうと

するため決定水準にゆがみが生じてしまうことになる。分離規制では先手の規制当局は後手の規制

当局の余剰を、後手の規制当局はエージェントの情報レソトをというように2つの規制当局がそれ

ぞれ自己にとって費用（損失）となるレソトを押さえようとする。そのため分離規制では統合規制

の場合よりもこれらのレソトによって生じるゆがみが大きくなってしまい、したがって非対称情報

下においても、達成される社会厚生は統合規制の方がより大きくなる。

　Martimort（1999）は再交渉の可能性を取り入れた私的機関による規制については、エージェントが
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自己のタイプを偽る可能性が少ない場合は分離規制の方が望ましいという結果を示している。これ

は、私的機関による規制では公的資金を用いる場合に生じるシャドウ・コストの影響を考慮する必

要がなく、また規制体系を分離することによってエージェントのレソトをより少なく押さえること

ができるので、逆にプリンシパルの得られる利潤はより多くなるためである。したがって規制当局

が公的機関であるか私的機関であるか、またその資金調達に関してシャドウ・コストが影響を及ぼ

すかどうかによって望ましい規制体系は異なってくると言える。

　以下本稿の構成は次のようになっている。まず第2節で基本的なモデルの枠組みを行い、第3節

では単一機関で規制を行う統合規制について、また4節では複数機関で規制を行う分離規制につい

て分析を行う。分離規制の場合、ここで考えられているのは規制を行う順番が先手と後手と決まっ

ているシュタッケルベルグ・モデルである。そして第5節では統合規制の下でのメカニズム・デザ

インと分離規制の下でのものについて比較し、最後に本章で得られた結果についてまとめ、これか

らの拡張について述べている。

2　モデル

　本稿では2つの規制当局による公共プロジェクトが実施されるモデルについて分析を行う。ここ

で考えられているプロジェクトは実施することによって消費者余剰が得られるが、しかし同時に環

境にも影響を及ぼすもので、全体的な余剰はそれら2つの合計によって測られるものであるとする。

　規制当局R、、R，はプロジェクト実施の際に財の生産を企業に依頼するが、消費者余剰と環境へ

の2っの影響を考慮した上で、生産量qと環境水準αを指定する。環境水準αは環境への影響を

考慮した上で容認される汚染排出物の量で、これはある一定の環境水準を保証するための財の品質

としても考えられるようなものである。公共プロジェクトの実施によって生じる全体的な社会余剰

は生産量qと水準αの関数として考えられるが、特にここでは

S（q）一qD（a），

で表されるものとする。S（q）は生産量qによって得られる消費者余剰を、　D（α）は単位当たりの環境

的ダメージをそれぞれ表すもので、S’（・）＞0、　S・（・）＜0、またDr（・）＞0、D〃（・）＞0である。つ

まり生産量を増やすと消費者余剰は増加するが、同時に数量に比例して環境に及ぼすダメージも増

えてしまうというものである。したがって規制当局はこのような2つの影響を考えた上で生産量の

調整を行うのはもちろんであるが、それに加えて環境的ダメージを押さえるために環境水準を設定

するという2つの側面からの規制を遂行することになる。

　企業が環境水準αのもとでqの生産を行ったときの生産費用Cは

C（q，　a，e）＝e（q＋Kin　a），
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で表されると考える。θは生産量qに関する基本的な限界費用でエージェントの効率性を表すもの

である。このパラメーターは規制当局には分からない企業の私的情報で｛旦，θ｝（△θ＝θ一旦＞0）

のどちらかをとる確率変数である。ここでθの値をとる確率をv（0＜v〈1）、θの値をとる

確率を1－vとする。またK＞0は環境水準α＝0、つまり環境汚染物を全く排出しないようにす

る場合に必要となる一定の費用である。ここでは財の生産を行う企業は実際に定められた環境水準

αを必ず遵守して生産活動を行うものとし、そのためには生産活動を行う設備を整える固定的費用

としてK一αが必要となるような場合を考えている。この設備投資費用は環境規制が厳しくなる

（環境水準αが低くなる）ほど多く必要となり、またより効率的な企業ほどその投資費用は少な

くてすむというように企業の効率性のタイプにも依存するものである2。

　以上より、規制当局からのトランスファーtを受け取ったときの企業の利得は

U＝＝t一　O（q＋K一　a），

で表される。つまり、ここでの企業の生産費用は自己の基本的限界費用θに加えて規制当局が定め

る環境水準αにも依存するものである。

　規制当局が統合されている場合は、単一のプリンシパルRが社会全体の余剰

W（a，q）　＝S（q）　一qD（a）一（1　＋！）t＋　U，

を最大化するように生産量、環境水準、トランスファーの組（q，α，t）の決定を行う。ここでλ＞0

はシャドウ・コストと呼ばれるもので、公的資金が使用される場合に用いられる概念である。例え

ば政府などによって使用される公的資金は、労働や資本、そして消費などに課せられる税を通じて

集められるものである。よって1単位の公的資金を確保する、つまり1単位の税を生み出すために

は実際にはそれ以外の費用λ＞0が別に必要となるのである。したがってトランスファーtが公的

資金を用いて支払われる場合、実質的には（1十／）tだけの社会的費用がかかっているということ

である3。

　一方、規制当局が分離されている場合は、消費者余剰と環境的余剰について別々に管理がなされ、

当局R、は環境的側面から

W，　＝　一qD（or）一（1　＋　a）ti　＋　U，

の最大化を、当局R，は消費者余剰の側面から

2　Boyer＝Laffont（1999）ではあらかじめ定まったある一定規模のプロジェクトに関してこのような費用関数を考えて

いる。

3　詳しくはLaffont＝Tirole（1993）を参照されたい。’
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W2　＝＝S（q）　一（1　＋　ft）t2＋　U，

の最大化をそれぞれ独立的に行う。このときの企業へのトランスファ・一・一・hはt＝t、＋t、である。ただし、

このようにそれぞれの管理が分かれているとき、当局R，は環境水準と自己の支払うトランス

ファー（α，t、）についてのみ、当局R，は生産量とトランスファー（q，t2）についてのみ決定する

ことができ、相手方の規制条項については取り決めることができないものとする。

　まず規制当局R、、R，が協力する統合規制では、単一の当局が環境水準、生産量、トランス

ファーをエージェントに提示することになる。1期間限りの場合ならば規制メカニズムは環境水準

と生産量に依存したt（α，q）の形式で表される。規制当局R、、　R，が独立的に規制を行う分離規

制では、各規制当局からそれぞれ独自のメカニズムが提示される。この場合、相手方の規制条項に

ついて取り決めることはできないので、各規制当局は相手方が定めるメカニズムを予想してそれに

対する最適反応を考えることになる。したがってこのときR、の規制メカニズムはti（α（q））と、

R、の規制メカニズムはt、（q（α））と表される。よって各規制当局が独自に規制を行う場合であって

も、お互い相手方がどのような規制メカニズムを提示しているのかに影響を受けることになる。

　関数D（α）、s（q）について、均衡解が存在するための条件として次の仮定をおく4。

仮定　均衡でのq、αに対して次式が成立する。

　　　（D’（a）2）
D　”s　tt十　　　　　　　　く　o．
　　　　　q

ゲームは以下のような順番で行われる。

1．規制当局が規制のデザインをおこなう。すなわち、規制機関の設置を単一（統合規制）にする

　かまたは2つ（分離規制）にするかを決定する。

2．エージェントは自己の生産費用についてのパラメーターθの値を知る。

3．エージェントに対して規制メカニズムの提示が行われる。統合規制の場合は、双方の規制当局

　から協力的に生産量、環境水準、トランスファーの組（q，α，t）が一括して提示される。分離規制

　の場合は、非協力的に提示が行われる。ただし、まず当局R，が先にエージェントの規制を行い、

　その後で当局R，が規制を行う。当局R、は環境水準とトランスファー（α，t、）についてのみ、

　当局R，は生産量とトランスファー（q，t、）についてのみの規制しかできない。エージェントは提

　示された契約を受け入れるかまたは拒否するかを決定する。ここでエージェントが契約を拒否す

　ればゲームは終了する。

4　多変数関数の極値問題において、特に2変数関数f（x、，κ2）の場合については、ノが1点αにおいて極大値をとる

十分条件はん（α）＜0かつん（α）f22（α）一fi2（α）f2i（α）＞0で与えられる。前半の条件は関数S（q）、　D（α）につい

ての仮定によって成立している。したがってこの仮定は、社会余剰を最大するような数量qと水準αが存在する

　ことを保証するために、後半の条件を社会余剰関数W（α，q）について適用したものである。
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4，契約が受け入れられると、生産が行われ、契約に従ってトランスファーの支払いが実施される。

3　統合規制

　この節では協力的に規制メカニズムが設定される統合規制について考えてみよう。このとき規制

当局の考える社会余剰は

W（a，q）　＝S（q）mqD（or）一（1＋A）t＋U

　　　＝＝S（q）　一qD（a）m（1　＋　！）e　（q＋K一　a）一Z　U， （1）

と表せるので、これより規制当局は社会余剰を増やすためにエージェントのレソトをできるだけ押

さえようと考える、つまりU＝0とすることが分かる。

エージェントの情報が分かっている完全情報の場合、規制当局の最大化問題は

rp，，a，if　S（q）mqD（or）一（1＋a）e（q＋K－a）一ZU

s．t，　U＝t－e（q＋K”a）20，

で与えられる。先に説明したように均衡ではエージェントのレソトはゼロで押さえられるので、し

たがって最適な生産量と環境水準は次式を満たす。

　　　　　　1D’（aFB）＝＝　Ti．）E．（1＋2i）e，

　　　　　q

（2）

　　　　　　　　　　　　　　　st（qFB）　＝＝D（　or　”B）　＋（1＋2．）e．　（3）

　環境水準と生産量はエージェントの各タイプ旦、θに応じてそれぞれ最適な（q　FB，　qFB）、（or　FB，　qFB）

が定まる。しかし、このとき環境水準と生産量はエージェントの効率性のタイプだけでなくお互い

の決定水準にも依存しあっている。これは環境に関する全体的損失が環境水準と生産量の2つに依

存しているからである。このような場合、生産量の増加によって環境被害が拡大するおそれがある

ならば当然環境的要因については厳しく規制されるだろうし、逆に生産量の減少によって環境被害

がある程度縮小されるのならば規制が緩和される可能性も考えられるであろう。したがって環境水

準は定められる生産量に依存することになる。また生産活動による社会的費用（損失）は直接的な

生産費用だけでなく生産活動によって生じる環境的ダメージも含まれることになるので、生産によ

る限界的な利益と限界費用（損失）が等しいところで生産量が決定する場合、その決定の際には環

境的ダメージが影響を及ぼすことになる。よって生産量も環境水準に依存して定まることになる。

　次に企業の私的情報が規制当局に分からない非対称情報の場合について考えてみる。環境水準に

関してはすべてのタイプに関してある一定の水準を定める、つまり環境に関しては一律規制を行う
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ような場合も考えられる。しかしここでは環境水準についてもエージェントのタイプ別に規制を行

うものとして分析を進める。すると規制当局は企業のタイプに依存させた｛（g，g，t），（α，q，　t）｝

の組を規制メカニズムとして提示すればよい。これらの規制メカニズムが実施されるには、タイプ

θとタイプθの企業に対してそれぞれ参加条件と誘因両立性条件が以下のように満たされなけれ

ばならない5。

　　　　　　　　　　t－Q一　（g十K一　Jk）　2　　0，　（4）

　　　　　　　　　　t－e（q十Km　a）　2　O，　（5）
　　　　　　　　　　並一」2＿（q十K一　or）　1≧t一旦（q十K一α），　　　　　　　　　　　　　　　　　　（6）

　　　　　　　　　　t－O（q十K一　a）　2t一’e　（g十K一一g）．　（7）

最大問題を考えるときは、参加条件と誘因両立性条件のなかで効率的なエ・一・一・ジェントの誘因両立性

条件と、非効率的なエージェントの参加条件だけを考慮すればよい。これは、（α，q，t）の3つの項

目について定める上記のような場合でも同様に成り立つ6。エージェントがタイプθであるときに

得られるレソトを互、タイプθであるときに得られるものをσとおくと、規制当局の最大化問

題は次のように表すことができる。

囎5

s．t．

vS（g）　一qD（a）一（1　＋　A）　e　（q＋K一　a）一　Z　U）

＋（1一の（S（q）一qD（α）一（1＋λ）θ（q＋．K一α）一λσ）

（5），　（6）．

これより、次の命題が得られる。

命題1非対称情報下における統合規制によるメカニズムでは、

　　　　　　　　　　　　　QFB　＝　gl　〈　or　FB　〈　or　l，

　　　　　　　　　　　　gFB　．．　gi　＞qFB　＞qi，

となり、次式の条件式を満たす。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　1　　　　　　　　　　　　　D’（一gLb　＝＝　t，　（i　＋　A）一，e，一，

　　　　　　　　　　　　sp（qi）　ニD（9り十（1十λ）旦，

（8）

（9）

5　これらは企業が自己のタイプに応じた規制メニューを自ら進んで選択する、つまり正しい選択をするためのインセ

　ンティヴを与える条件で、規制当局が考慮しなければならないものである。参加条件は、企業が自己のタイプに応じ

た規制メニューを正しく選択すれば彼らの利得が留保効用ゼロを下回らないようにするもので、また誘引両立性条件

は、自分のタイプを偽って実際とは異なるタイプ向けの規制メニューを選択すると自己のタイプに合った規制メ

ニューを選択したときよりも利得が少なくなるようにしたものである。

6　詳しくはSalanie（1997）を参照されたい。
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　　　　　　　　　　　　　　一A　1．．　．．．　vZ
　　　　　　　　　　　　Dr（ab一一ii，T（（1＋！）e＋　一i一：ti：］」“　Ae），　ao）

　　　　　　　　　　　　s’（qり＝D（αう＋（1＋λ）万＋vλ△θ．　　　　　　　ω

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ITv

またこのとき、エージェントのレソトは効率的タイプであるときは互＝△θ（q＋K一α）、非効率的

タイプであるときはσ；0である。

証明：規制当局の目的関数はエージェントのレソトσ、Uに関して減少関数であるので、目的関数

の最大化を行うためにはこれらのレソト、つまりエージェントに支払うトランスファーt、tをでき

る限り少なくしてやればよい。したがって均衡ではまず非効率的タイプについての参加条件（5）が

等号で成立し、これより非効率的タイプへのトランスファーが

　　　　　　　　　　　　　t＝　e　（q＋K一　or　），

と定まる。これを効率的タイプについての誘引両立性条件（6）に代入すると

　　　　　　　　　　　　　t一一Q一（g＋Km－gL）　2　A　e（q＋K－a），

が得られるが、先と同様に効率的タイプへのトランスファーは上式が等号で成立するまで少なくし

た方が社会的余剰を大きくすることができる。よって均衡では参加条件（5）と、誘引両立性条件

（6）が等号で成立し、

　　　　　　　　　　　　　一U＝　Ae　（q＋K一　a），

　　　　　　　　　　　　　U＝　o，

が得られる。したがって規制当局の目的関数は

　　　　　v［S（g）一gD（g）一（1＋Z）一e一（g＋K－AL）］

　　　　　　＋（1　一　v）［s　（a）　一aD　（’6；）　一（（1＋　A）一b一＋　一i÷．I」A．　Ae）　（a＋K一　5；）］，　（12

と表される。これより命題が得られる。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Q．E．D．

　エージェントのタイプが分からない非対称情報の場合、効率的タイプのエージェントに対しては

ファースト・ベストが達成されるが、非効率的タイプのエージェントについては実現することがで

きない。これは次のように説明される。規制当局は社会余剰を増やすためにエージェントのレソト
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をできるだけ減らそうとし、その結果非効率的タイプのレソトはゼロに押さえられるが、効率的タ

イプには互＝△θ（q十jK一α）だけのレソトを与えることになる。したがってプリンシパルがこのレ

ソトをできるだけ減らそうと、つまりg一αを減らそうとする。したがって、完全情報の場合と比

較して非効率的タイプについての生産量qは過少に、環境水準αは過剰に決定されることになる。

これは環境的規制を緩和する代わりに、一方で生産量を減少させるということになる。これを示し

たものが図1である。

4　分離規制

　この節では規制当局が2つ設置され、それぞれの担当を独自に管理する分離規制の下での規制メ

カニズムについて分析を行う。分離規制の下では、消費者余剰と環境的余剰について別々に管理が

なされ当局R1は環境的余剰の最大化を、当局R，は消費者余剰の最大化をそれぞれ考える。ただ

し、このようにそれぞれの管理が分かれているとき、当局R，は生産量については決定することは

できず、環境水準と自己の支払うトランスファー（α，t、）についてのみ決定することができる。逆

に当局R，は生産量とトランスファー（q，t2）について決定することができるが、環境水準につい

ては決定することはできないものとする。また、企業への規制はまず始めに規制当局R，が、その

後に規制当局R，が行うというように順序が定まっているものとする。つまり、当局R1が先手、

当局R、が後手となり、生産を行う企業をコモン・エージェントとするシュタッケルベルグ・ゲー

ムが行われることになる。以下では、プリンシパルの分離によって効率性や情報レソトの配分にど

のような影響が生じるのかを分析していく。

　まず規制当局が企業の私的情報を知っている完全情報の場合について見ていこう。ここでのシュ

タッケルベルグ・ゲームでは最初に規制当局R、が規制を行い、その後に規制当局R2が行うもの

　　　　　　　　a　s’＝D＋（1＋A）O＋ft．“．Ae

6il

gl　．．　aFB

．Eア

S’＝D＋（1＋A）e

EL

P’　＝＝　e（（i　＋　A）O　＋　ii！／“ft7．　Ae）

D’＝吉（1＋λ）旦

。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　q
　dl　gl　＝qFB
図1　非対称情報下での統合規制による均衡点
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であるので、まず当局R、の提示した任意のメカニズム（α，t、）に対する当局R、の最適反応に

ついて考えればよい。R、の目的関数は

W，　＝　S（q）　一（1　＋　Z）t，　＋　U

　＝　S（q）　一（1　＋　Z）e　（q＋K一　a）一　ft　U＋（1　＋　A）ti，

と表せるのでR、は自己の管理する社会余剰を大きくするためにエージェントのレソトをできるだ

け減らそうとする。これは統合規制の場合と同様のことである。したがってR，の最大化問題は

max
q，　U

s．t．

S（q）　一（1　＋　Z）　e　（q＋K’　cr）m　A　U＋　（1　＋　A）ti

U＝ti＋t2－e（q＋K－a）20　forV（or，ti），

で得られる。均衡では企業の参加条件は等号で成立するので、均衡での生産量は

s’（qSD　＝＝（1　＋　2．）e， （13）

の条件式を満たす。またトランスファーは

t2＝e（q＋K一　or）一ti， a4）

で定まる。R、はR、の設定したある環境水準αとトランスファーt1に対してエージェントの

タイプθに応じて（13）と（14）を満たすように（q，t2）を提示すればよい。トランスファーt2は

R，の定める環境水準αにも依存するが、しかし生産量qは環境水準には関係なく企業の効率性

のタイプθにのみ依存して定まる。これは以下のように考えられる。まず分離規制の場合、当局

は財の生産によって生じる環境的ダメージは考慮せず消費者余剰だけを考えることになるので、生

産によって生じる損失は生産費用だけである。そして環境水準を遵守するための費用は設備投資の

ような初期投資としてかかり、生産量に直接的には関係していない。そのため生産量は生産費用に

直接的に影響を及ぼす企業のタイプにのみ依存し、環境水準を遵守するための設備費用がトランス

ファーで補われるということになる。またこのとき定められる生産量は統合規制の場合よりも多く

qSf＞qFBとなっていることが分かる。

　次に規制当局R、の最大化問題について見ていこう。規制当局R，が規制を行なうと、その規制

に対して企業の参加条件が満たされるようにR、が（q，t、）を提示するので、　R、自身は企業に対す

る参加条件は考える必要はない。ここでR、が考慮しなければならないのはこのプロジェクトへの

R，の参加条件である7。我々は規制当局R2に対して、自己の管理する純利益がマイナスになる場

合はこの公共プロジェクトの実施をとりやめることができるものと考えよう。これは企業の参加条
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件を考慮する際に、トランスファーの負担が極端に後手のR2に偏らないための仮定である。もし

このような仮定がなければ、先手のR、はトランスファーtiを極端に少なくしたりまたは企業に

課税を行ったりして自己の負担を減らして余剰を増やすことも可能である。しかしR、がそのよう

な行動をとると、そのために後手のR，は企業の参加条件が満たされるようにより多くのトランス

ファーt，を与えなければいけなかったり、または企業への補助金といったものを設定しなければな

らなくなり、自己の余剰がマイナスになる可能性が生じる。したがってプロジェクトが実施される

場合少なくともR2はこのプuジェクトを行うインセンチィヴを持つ、つまりプロジェクト実施に

よって得られる自己余剰は非負であるものと考える。

　R，の目的関数は

Wi＝　一qD（a）一（1＋Z）ti＋U

　＝＝　S（q）　一qD（a）一（1　＋　Z）e（q＋K一　a）＋（1　’　Z）U一　W2，

と表せる。エージェントの情報レソトσはR2の行う規制によって最終的に定まるので、規制当

局R，はエージェントの情報レソトについては直接関与することはできない。しかしR，の余剰

W，についてはトランスファーの設定によって操作することができるので、R，は自己の管理する

環境的な社会余剰を大きくする（環境ダメージを小さくする）ためにR、の余剰をできるだけ減ら

そうとする。

　規制当局R，の最大化問題は以下のように得られる。

mp，a．X，　S（q）一qD（or）m（1＋A）e（q＋K－a）＋（1－A）U－W2

s．t．　W，；lill　O．

均衡ではエージェントのレソトは先のR，の最大化問題よりゼロとなる。またR，の余剰W、も

ゼロで押さえられ参加条件は等号で成立するので、環境水準は

　　　　　1D，（　or　Sb　＝＝　t，，　（1　＋　！）　e， （15）

の条件式を満たす。この環境水準を決定するための条件は（2）と一致するものである。しかし先に

述べたように、分離規制では統合規制の場合よりも過剰生産となるので分離規制で定められる水準

α　sfは統合規制の場合よりも低くなりより厳しい環境規制が行われることになる。したがってシュ

タッケルベルグ・ゲームにおける分離規制ではエージェントの私的情報が分かっている完全情報の

場合であってもファースト・ベストは達成されないことになる。

7　Martimort（1999）においても同様に後手に関する制約条件が考えられている。
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　これは2つの規制当局がR1は環境的余剰を、　R，が消費者余剰を、というようにそれぞれ自己

の余剰だけを考えているからである。当局R，は統合規制の場合と異なり、もはや環境のダメージ

を考慮する必要はないので、財の生産に関する損失としては直接的な生産費用（1＋λ）θ（q＋K一α）

だけを考えれば十分で環境的ダメージによる社会的損失qD（α）は含まれない。したがって統合規

制の場合よりも過剰生産が行われる。また先手である当局R，はR、がこのように生産量を過剰に

設定することをあらかじめ考えて行動をするが、当局R、は生産量に関しては決定する権限を持た

ないので生産量を減らすという直接的な規制を行うことはできない。したがって当局R、は、過大

な生産量から生じる環境ダメージを押さえるために環境水準αをより低く設定することになる。

つまり分離規制の場合、生産量は過大に環境水準はより厳しく定められることになり、ファース

ト・ベストは達成されない。特に分離規制では、シュタッケルベルグ・リーダーのR、がすべての

利潤を貰い受けることになりR、の利潤W，はゼロになる。

　次に企業の私的情報が分からない非対称情報の場合について見ていこう。完全情報の場合と同様

にまず後手である規制当局R、の最適反応について考えると、ここでは一般性を失うことなく、規

制当局R、の提示した契約メカニズム（α，ti）に対して顕示原理を適用することが可能である。規

制当局R，の最適反応は企業のタイプに依存した｛（α，t，），（α，　ti）｝の組を考えればよい。ま

た規制当局R，の提示する契約メカニズムも企業のタイプに依存したものに限定してよい。R、が

生産量に依存した｛α（q），tl（α（q））｝々提示した場合であったとしても、　R，が企業に対してタイ

プθならば（α，t、）を、タイプθならば（α，　t、）を指定するのであれば、　R，の契約メカニ

ズムをq（q．，　t－i）＝g，t、（SU，　ti）＝：t、，　q（α，　t、）＝＝q，　t2（α，　ti）＝　t2と限定することができるか

らである。したがって企業のタイプに依存して提示されたR、の契約メカニズム｛（α，ti），（α，

t、）｝に対して、規制当局R、の最適反応も企業のタイプに依存した｛（g，12），（q，t2）｝の組を考

えればよい。これらの契約メカニズムが実施されるには、それぞれのエージェントのタイプに対す

る参加条件と誘因両立性条件が以下のように満たされればよい。

U＝＝　ti＋t2－e（q＋K一’．or）2　o，

U＝　ti＋t2－e　（q＋Km　a）2　O，

　　並、＋並・一．a（q十K一　or）≧虚、＋‘・一．皇（q＋K一α），

　　ti＋t2－e　（q＋K一　a）2）　ti＋L2－e　（g＋K一一gL）．

（16）

（17）

（18）

（19）

これより規制当局R，の最大化問題は次のように得られる。

怨響　γ（8（9）一（1＋λ）旦（9＋K－9）一λ互＋（1＋λ）並・）

　　　　＋（1　一　v）（S　（q）　一（1　＋　Z）一〇一　（a＋K一一　a）一　Z　U’＋（1　＋　A）li）

s．t．　a6），（17），　G8），　a9）　forV－s2L，一ZIJ，1亜目ii・

一　247　一



　　　　　　　　　　　　　経済学研究　第68巻第4・5号

命題2非対称情報誌での分離規制における均衡生産量はgs＞qSで、以下の条件式を満たす。

s’（qs）＝（1＋λ）旦，

　＿　　　　　　＿　　ッλ
st（qs）　＝　（1　＋　Z）e　＋　　　　　　　　　　　　　Ae．
　　　　　　　　　　1一ツ

tzo）

eD

このとき参加条件（17）と誘因両立性条件（18）は等号で成立し、　（16）と（19）は厳密な不等号で成立す

る。また効率的なエージェントが得られる情報レソトは互＝△θ（qS＋K一αS）で、非効率的なエー

ジェントが得られる情報レソトはσ＝0である。

　これは先の命題1での証明と同様の方法で示すことが出来る。

　分離規制の均衡で定まる生産量は（9）、（11）と（20）、（21）より、ある一定の環境水準αに対し

ては統合規制の場合よりも多くなる。これは完全情報の場合と同様に、当局．R，は環境的ダメージ

を考慮せず財の生産による消費者余剰のみを考えて生産量を決定するからである。’ ﾜた（21）より定

まる非効率的タイプの生産量は、（13）で定まる完全情報の場合と比較するとより過少になっている。

これは統合規制での場合と同様に規制当局は社会余剰を増やすために効率的エージェントのレソト

互＝△θ（q＋K一α）をできるだけ減らそうとするからである。したがって非効率的タイプの生産量を

ファースト・ベストの場合と比較すると、統合規制の場合はエージェントに対する情報レソトの影

響より過少になるだけであったが、しかし分離規制の場合は環境的ダメージが考慮されないために

過大に、もう一方ではエージェントのレソトを押さえるために過少に、という全く反対の2っの影

響を受けることになる。

　上記の命題で定まるR，の最適反応に対してR、はどのように規制メカニズムを設定すればよい

であろうか。ここでも完全情報の場合と同様に、我々は自己の管理する純利益がマイナスになる場

合規制当局R、は公共プロジェクトの停止を決定することができるものとする。したがってプロ

ジェクトを実施しようとする場合、．R、はR、に対してこのプロジェクトを行うインセンチィヴを

与えなければならないので、互＝△θ（q＋K一α），σ＝0の結果からR，の参加条件として次式が

得られる8。

EW，＝vW，十（1一のW，

　　＝　v　（s（g．）　一（1　＋　z）e　（q＋K一　or）＋（1　＋　z）t，）

　　　　＋（1　一　v）（s（a）　一（（1＋z）一Er＋　一li．4」A．　Ae）　（a＋K一一Eg一）　＋（1　＋z）i，）　＞m　o．　eD

非対称情報の場合、R1が企業のタイプ別に効率的なタイプθと非効率的なタイプθに対し

8　これは当局R2がエージェントに対して考慮したものと同様で、エージェントが自己のタイプに依存した正しい

規制メニューを選択するように政策を行えばそのとき当局R2の自己の期待余剰は非負にならないというものであ

る。つまりR2に適切な規制政策に参加させるためのインセンチィヴを与える条件である。
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てそれぞれ｛（α，ti），（α，t、）｝のメニューを提示したとしても、その後でR、が実施する規制内容

によっては当初R、が予定していたようには実現しない可能性がある。つまり規制内容（α，t、）が

タイプθに、規制内容（α，t1）がタイプθに正しく選択されるかどうかはR，の提示する規制

内容にも依存するということである。したがって当局R，はR、の参加条件に加えてここではR，

に対する誘因両立性条件も考慮しなければならない。この条件は以下のように表される。

EVV2　2　v　（S（q）　一（1　＋　Z）O　（q＋K一　a）＋（1　＋　Z）ti）

　　　　　　　　　　　　　　　　　＿　　ッλ
　　　＋（1－v）（s（g）一（（．1＋a）e＋rtt“．　A　e）（g＋K一一gL）＋（1＋z）ti），

EW、≧γ（S（q）一（1＋λ）旦（q＋K一α）一ト（1＋λ）ti）

　　　　　　　　　　一．　．．　．．．　nvA．　．．．n　”　一．　．　．．．一
　　　十（1一の（8（q）一（（1＋λ）θ＋　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　A　e）　（q＋K一　a）＋（1　＋　Z）ti），
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1－v

EW，2v（S（q）一（1＋！）一e一（q＋K－or）＋（1＋a）ti）

　　　　　　　　　　　　　　　　　一，一　vA
　　　十（1－v）（s（q）一（（1十A）e十　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　A　e）（q＋K一　or）＋（1　＋　Z）t，）．
　　　　　　　　　　at　一一　’．T　1－rv　’ri＝　一一　一．　一　．“

e3

（24）

eD

上式の右辺は、当局R、が意図するような規制メニューが正しく選択されなかった場合の当局R，

の期待余剰をそれぞれ表している。（23）の右辺は企業がどちらのタイプであったとしても（α，q，ti，t，）

のメニューを選択した場合、つまり効率的タイプであるときは当局．R、が意図する正しい選択が行

われるが非効率的タイプであったときはタイプを偽ってしまうような場合である。これと全く逆の

場合が表されているのが（24）の右辺で、これは企業がどちらのタイプであったとしても（α，q，ti，t2）

のメニューを選択してしまうような場合である。そして（25）は企業がどちらのタイプであったとし

ても当局Rlの意図する正しい選択が行われない、つまり効率的タイプであれば（α，q，　ti，t2）を、

非効率的タイプであれば（α，q，t、，t、）を選択するというようにいずれの場合もタイプを偽ってしま

うような場合である9。

　ここで（23）と（24）は

W，　＝　S（q）　一（1　＋　A）e　（q＋K一　a）＋（1　＋　Z）t，

　　　｝｝）S（q）　一（1　＋　A）一e．　（q＋Km　a）＋（1　＋　Z）ti， eo

9　実質には、R2のメニュー設定の内容によっては、　Riの意向とは反する選択が行われる可能性もあるというこ

　とである。例えば（23）に関しては、R2が後付けした（g，12）によって企業がどちらのタイプであっても（a，

璽1，並2）の方を好むような規制内容になっている場合で、そのときは（一．a．gt1，t2）に対して両タイプの企業の参加

条件と誘因両立性条件が成立するように規制メニューが設定されている。参加条件と誘因両立性条件についてはこれ
までと同様に処理することができ、それよりこの場合企業のレソトは、互＝△θ（q＋1ζ一α），万＝0となりそこで

　R2が得られる余剰は右辺のように表されることになる。当局R1は、このような選択が行われないように、左辺

で表されるRiの意向に沿った適切な政策が選択されたときのR2の期待余剰がより大きくなるように考慮しなけ
ればならないということである。（24）、（25）についても同様である。
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　　　’W，　一　S（q）　一（（1＋　A）’b一＋　k．Z．　Ae）　（a＋K一一Eg一）　＋（1　＋Z）i，

　　　　　　　｝）s（g）一（（i＋／）一b一＋一i　L．IJZ　Ae）（g＋K一一gL）＋（i＋Z）1i，　on）

と同値で、またこれら2つの不等式が成立していれば（25）は必ず満たされる。またR、の参加条件

についても

　　　　　　　S（q）一（1十λ）旦（旦十K一旦）十（1十λ）1、≧0，　　　　　　　　　　　　　㈱

　　　　s（q）一（（i＋i）一if＋　li　i！1．13t　JA．　Ae）　（a＋K一　’5；）　＋（i＋　ft　）i，　；｝i　o，　eg）

の2つの不等式が成立していれば、これは（22）の十分条件となっている10。

　これより規制当局R，の最大化問題は次のように表すことができる。

　　　　　　　響　v［S（9）一釦ω一（1＋Z）S（旦＋Kユ）＋（1一λ辺一辺・］

　　　　　　　　　　　　＋（i　一　v）［S，　（a）　一aD（一Eg）　一（1　＋　Z）一b一　（a＋K一一Eg一）　＋（1　一　A）一U一’W，］

　　　　　　　s．t．　e＆，（27），（2ED，e9．

　これより次の命題が得られる。

命題3コモン・エージェンシーにおけるR、とR，のシュタッケルベルグ・ゲームの均衡解では次

式が成り立つ。

　　　　　　　Dt（一｛；1LS）＝＝t，（1＋A）一，e，J　’　mo）

　　　　　　　Dt（6；s）　＝＝　t，　（（i＋A）i＋　一i2t．10ri．　（i＋　一i2t．llJA．　）Ae）．　Bi）

　特にこのとき一9LS＜or　sである。また参加条件（29）と誘因両立性条件（26）は等号で成立し、（27）と

（28）は厳密な不等号で成立する。

証明：命題1での証明と同様に考えることができる。まず均衡では制約条件（26）と（29）は等号で成

立しているので

　　　　　　一W2　一（1　＋　一i－i．V　；一）Ae　（aS＋K一一Ei－S），

　　　　　　　W，　＝＝　O，

10　これらの制約条件の導出についてはMartimort（1999）に従ったものである。
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が得られる。また命題2より企業のレソトは亙＝△θ（q十K一α）、σ＝0であるので、したがって

．R、の期待余剰は次のように表せる。

　　EW・一・［s（q）一皇D（9）一（1＋λ）旦（皇＋Kユ）］

　　　　　＋（1　一　v）［s　（a）　一aD　（’zE一）　一　（（1　＋　！）一b一＋　一i12t．fl　」Z．　（1　＋　li121．fl　；一！．）Ae）　（a＋K一　’EE一）　］．　BD

よってこれらと、均衡では（20）、（21）が成り立っていることから（30）、（31）が得られる。またW、，

W、が上記のように定まると、

　　　　（27）の左辺　＝W，＝0，

　　　　（27）の右辺一一（・＋、il－iii）（9・一a・準ず）△θ〈・，

　　　　（28）の左辺一泌一（・＋、杢。）△θ（as＋K一π・）〉・，

となる。したがって制約条件（27）と（28）は厳密な不等号で成立することがいえる。　　　　Q．　E．D．

　非対称情報下において統合規制と分離規制の比較を示したものが図2である。

　分離規制の場合、非対称情報によるゆがみは次のようにして生じる。まず後手の当局R，が生産

量の決定を行う際にはエージェントに対する参加条件を考慮し、その情報レソトを減少させようと

する影響を受ける。これは統合規制の場合と同様の影響である。また先手の当局R、が環境水準の

　　　　　a

6iS

gS

o

8’一（｝＋λ）百＋吾△θ

～　　　　　　三　　　　　　、

8’＝（1＋λ）旦

　　㍉

・・D．～＿　　～
　　　望1　㍉　　　　　㍉1●．・…”……”鵠．．．遍く∵

E百

　　　　　　　　　　　●。｝@　　　　　㍉　　　　㌃・・　　　　　　　　　　　　o　　　　　　　」　　　　　　　●

@　　　　　　　＼　　　　　　　　　●　　　　　　　　　・●．．．．．。．．．．。．．．．。．．．．．．．。．．。．．．．．ち．．．。．。．．。．　　　　　　　　　　■　　　　　　　　　　●o

．　o　■　．　●　　●　・　●　・　．

v　　’、、．．．■●㍉E1　．●．　　9’……’、：●●…’　　　，・

D’一覧（（1＋λ

潤@●●．’・・．．．

d旦
。●●　●●。　●●。

●．・●　・・　o●。

D’＝・

す3
　　　　　　　　9X3

p’　一　t（（1　＋　A）O＋　h．“．　（i　＋　T：．！v．）Ae）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　D’　一　e（i　＋　A）e

図2　非対称情報下における統合規制と分離規制での均衡点
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決定を行う際には当局R，の参加条件を考慮する。このときR，の余剰W、は（22）よりトランス

ファーtiの増加関数となっているがR、にとってtiはコストであるので、　R，はできるだけt、

を押さえようとするであろう。つまり規制が分離されている場合、当局R、とR，の余剰は互いに

反するものとなっており、これは例えばR，が生産を増加すると環境ダメージが拡大してR，の環

境的余剰は減少してしまう恐れがあるというようなことである。R，の余剰W，は△θ（q8＋K一αs）

に比例しているので、R，もこれを減少させようとする影響を受けることになる。分離規制では当局

R，は生産量については取り決めを行うことができないので、結果としてこの場合自己の決定できる

環境水準のみで調整をすることになる。このようにR、はエージェントの参加条件を、R，はR、

の参加条件を考慮しなければならず、それぞれの決定において非対称情報の影響によるずれが発生

する。

　したがって完全情報下の分離規制と比較すると、当局R、とR，はそれぞれ△θ（qS＋K一αs）

に比例する余剰W，と情報レソトUを押さえようとする結果、生産量は過少に環境水準は過大に

設定される。このような影響は非効率的タイプに関しての水準決定にのみ生じるもので、これは統

合規制の場合に行った完全情報と非対称情報の比較結果と同様の傾向である。

　また同じ非対称情報下であっても統合規制の場合との違いは以下のように説明される。まず生産

量の水準は分離規制の方が多くなるが、これは分離規制では当局R，が財の生産による消費者余剰

だけを考えればよく、環境的なダメージを考慮する必要がないからである。またある一定の生産量

に対して定まる環境水準は一律的に分離規制の方が高くなる（規制は緩和される）。これは財が過剰

に生産されると環境的ダメージは拡大するので、後手のR、が生産量をより多く設定するというこ

とを考慮すれば先手のR、はその環境的ダメージを押さえるために環境水準を引き下げるべきでは

ないかという予想とは反する結果である。分離されている場合R、はR，の参加条件を考慮しなけ

ればならず、そのため△θ（qS十K一　aS）を押さえる、つまりαSの水準を引き上げようとする影響

が発生し、さらにそのレソトによる影響は統合規制の場合よりも大きいものとなっている。した

がって統合規制の場合よりも環境水準αは引き上げられることになり、環境的ダメージを押さえ

るということよりもR，の余剰を押さえるということの方がより大きな影響を及ぼしていると言え

る。ただし、実際に定まる環境水準or　Sとor　1の関係は生産量qSとq1の水準にも依存するので

必ずしもαS＞α∬であるとは限らない。

5　厚生比較

　この節では、それぞれの規制体系下において得られる社会厚生の比較を行い、その特徴について

見ていく。規制当局R、、R、と企業のそれぞれの利益W、、　W、、　Uのすべてを加えた社会厚生は、

完全情報の場合は統合規制によってファースト・ベストが達成されており社会厚生は最大になって

いる。統合規制の場合は、規制当局が最大化を考える目的関数が社会余剰そのものになっているか

らである。これを特に、関数S（・）、D（・）がそれぞれ2次式であるときについて考えてみる。
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　まず、関数D’（・）、S’（・）に対してテイラー展開を用いると

　　　Aq　11i　qSf－qFB

　　　　　　St（qSf）一S，（qFB）一　D（cu　FB）

　　　　　　　　　s”　s”　’
　　　Aa1i1　ctSf－aFB

　　　　　－D’（aSb－D’（aFB）　一　D’（a”B）Aq

　　　　　　　　　D”　DnqSf　’
のように近似できる。また社会厚生は環境水準αと生産量qの関数として（1）で表され、完全情

報の場合エージェントのレソトはU・＝　Oとなるので社会厚生は次のように近似することができる。

　　　　　　　　　　　　　　　　　1　　　　　W（　or　Sf，qSD　＝W（　or　FB，q”E）　＋t／　（mqFBD”Aa　2　m　2　D’（a”B）　Aor　Aq＋S”Aq2）

　　　　　　　　　　　　3
　　　　　　　　　　　＋　一li＝一TL　D”Aa2Aq．

したがって

　　　　　△脚剛一w（α照q昭）一券（（D’（薪））2＋s・・’D・・）・　　ea

が得られる。これはqSf＞qFBであるので、解の存在条件の仮定より

　　　　　　　　（D’（aFB））2　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（D，（．FB））2
　　　　　　　　　　rtf　”　＋s”D”　〈　f’　N　vk．　”　＋s”D”〈o，

となり△Wf＜0である。したがって、ファースト・ベストが達成される統合規制の方が常に望まし

いことが確かめられる。

　次に、非対称情報の場合についてみてみるとエージェントのレソトが効率的タイプは互；△θ（q＋

K一α）、非効率的タイプはU・＝　O、となるので（1）より社会厚生の期待値は次のように表される。

　　　EW　＝一　v　［S（g）　一gD　（一1L）　一（1　＋　！）一Qm　（g＋K一　g）］

　　　　　　＋（i　一　v）［s（a）　一aD　（一6i一）　一　（（i　＋　a）一b一＋　一一ir2E．ii　vZ．　Ae）　（U＋K一一EE一）　］．

前半部分をW、後半部分をW、とするとこれはそれぞれエージェントが効率的タイプである場合と

非効率的タイプである場合に対応しており、EW＝vW＋（1－v）　Wと表すことができる。また

エージェントが効率的タイプである場合のWに関しては完全情報の場合と一致することになる。し

たがってWについての比較は

△］匹＝」匹（aS，　qs）一」匹（AI，9：りく0，
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となる。後半部分Wについて先の完全情報の場合と同様に考えると、まず

　　　　　△a≡a・一㌍一D景り，

　　　　　△π≡卒了一D捗（　vZ（1　’v）・△θ一D’（πり△a）・

の近似式が得られる。したがってW（or　s，　qS），W（Ct　1，　qbについての近似値を考えると社会厚生の差

は次のように表される。

　　　　　AW＝　W（orS，qS）　m　W（ai，qb

　　　　　　　一驚（（D’（αり　　石’）2一う一2D謬ll讐1）、．

第一項目は完全情報の場合と同様に解の存在条件の仮定より負となるので上式の値は負となる。以

上をまとめると非対称情無下での社会厚生の差は、

　　　　　AW＝＝EW（一s2LS，gS，　a　S，qS）一EW（一gLi，g’，一a　i，qb

　　　　　　＝＝．v△92（（D’（α’））2＋8のり

　　　　　　　　　2　D”　　　　　　　　　　　　　　gs

　　　　　　　　　＋（・一の（2ibzill，（（Dt（歩り）2一う一2蒜1警1）・，　B4）

となる。エージェントのタイプが効率的である場合も非効率的である場合も社会厚生は統合規制に

よって得られる方が大きくなるので、上式は負の値をとり全体として統合規制のほうが効率的であ

ることが言える。

　以上のことをまとめて次の命題が得られる。

命題4関数S（・）、D（・）がそれぞれ2次式であるとき分離規制による純利益（社会厚生の差）は、

エージェントの私的情報が分かっている完全情報の場合は（33）で、私的情報が分からない非対称情

報の場合は（34）で得られ、これらはどちらも負の値をとる。よって統合規制の方が分離規制よりも

より効率的である。

　環境的要因を含んだプロジェクトの実施において生産量と環境水準の複数の規制を行う場合は、

生産量と環境水準をそれぞれ独立的に規制する分離体系よりも、両方を一括して同時に規制する統

合体系の方がより効率的であることが示された。これは規制が分離されると、規制当局が互いに自

己の余剰だけを考えて行動をすることと、参加条件として考慮しなければならないレソトがより大

きな影響を与えるようになるからである。特にこのとき規制当局の互いの余剰は相反するもので、

また考慮しなければならないレソトは社会的には損失となっている。
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　完全情報の場合は、規制当局が最大化を考える目的関数が社会余剰そのものになっているので統

合規制によってファースト・ベストが達成されており社会厚生は最大になっている。したがって完

全情報の場合は常に統合規制の方が望ましいと言える。分離規制では、ファー一一一・スト・ベストが達成

される統合規制よりも生産量は増加し環境水準は厳しく引き下げられることになる。規制が分離さ

れると、当局R、は環境的ダメージを考慮せずに生産によって得られる消費者余剰のみを考えて生

産量を決定する。そのために環境ダメージも含めて決定される統合規制の場合よりも過大な生産が

行われることになる。また当局R，はそのようなR，の行動を考慮して環境水準を決定することに

なるので、あらかじめ環境ダメージをより押さえようと考えるであろう。しかしこのときR，は生

産水準に関しては直接規制することができないので、環境水準を引き下げ規制を厳しくするという

方法でダメージを押さえようとすることになる。したがって環境水準は統合規制の場合よりも引き

下げられる。このように分離規制では相反する互いの余剰をそれぞれの当局が独立的に大きくしょ

うとするために、エージェントの情報が分かっている完全情報の場合であってもファースト・ベス

トは実現することが不可能である。

　非対称情報の場合では、統合規制においても分離規制においてもエー・一・ジェントの情報が分からな

いためにファースト・ベストな規制水準からずれが生じ、このずれが分離規制ではより大きくなっ

てしまい非効率的になっている。これは以下のように説明できる。まず生産量は分離規制の方がよ

り多くなっているが、これは完全情報の場合と同様の理由である。しかし環境水準は必ずしも引き

下げられるとは限らず、分離規制ではある一定の同じ生産量に対してはむしろ統合規制の場合より

も一律的に引き上げられることになる。つまり生産量が増加され環境的ダメージが拡大する可能性

があるにも関わらず、環境規制は環境ダメージの拡大を助長する方向に緩和される場合もあり得る

ということである。これは規制体系が分離された場合、当局R正がR，の参加条件を考慮しなけれ

ばならないことによる。先に述べたようにR、とR、のそれぞれの余剰は互いに相反するものであ

る。R，の管理する環境的余剰は環境規制を厳しくするかまたは生産量を押さえることによって増や

すことができ、これはR，の管理する消費者余剰を減少させるものである。また反対に生産量が増

加するとR2の余剰は増えるがR，の環境的余剰は減少するからである。したがってR，が生産量

の決定の際にエージェントの情報レソトを押さえようとするのと同様に、R，は環境水準を決定す

る際にR，の余剰をできるだけ押さえようとする。このときR，の余剰は△θ（qS・＋K一αs）に比

例しているので、結局R、には環境水準α8を引き上げよう、つまり環境水準を緩和しようとする

作用が働くことになる。しかもそのとき社会的には損失となるレソトが与える影響は（12）と（32）を

比較するとそれぞれ、蔑△θ（q＋K一α）、、蔑（・＋、≒）△θ（q＋K一α）となっており分離

規制の方がより大きいことが分かる。これはR、はR，の余剰のみについて考慮すればよいがその

R2の余剰はエージェントの情報レソトが関係しているので、実質的にはR，の余剰とエージェン

トの情報レソトに二重に関係しているからである。したがって分離規制では統合規制の場合よりも

レソトはより大きな影響を及ぼすことになる。よって分離規制における環境水準はより引き上げら

れ規制が緩和される。これは社会的損失としては、生産量が増加し環境的ダメージが拡大すること
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よりもエージェントの情報レソトを含んだR、の余剰による要因のほうが大きく影響しているとい

うことを示していることになる。以上のことから、分離規制では全体的にファースト・ベストな規

制水準からのずれがより大きくなってしまい非効率的になってしまう。

　Martimort（1999）は2つのプリンシパルが生産量という同じ項目についてそれぞれ規制を行うよう

な場合について、本稿と同様に統合規制と分離規制の比較を行っている。そこでは、分離規制で定

められる生産量qSのほうが統合規制で定められる生産量qiよりも少なくなるという結果が示され

ているが、これは本稿で得られるものと逆の結果である。これは情報レソトが△θqで表されるの

で、分離規制において2つのプリンシパルが生産量という同じ項目について独自に決定する場合、

それぞれの規制当局がこのレソトを減らそうとし生産量qSを減少させる作用が二重に働いてしまう

からである。しかし2つのプリンシパルがそれぞれ異なった項目について規制する場合、情報レソ

トを減らすために生じる影響はそれぞれの項目に分散されることになる。特に本稿のモデルのよう

に環境的要因が含まれている場合、統合規制では情報レソトの影響から生産量を減少させようとす

る作用のみが生じるが、分離規制ではそれに加えて環境的ダメージを考慮する必要がないことから

生産量を増加させようとする全く反対の作用も加わることになる。したがって本稿では、このよう

な2つの作用が生じる分離規制での生産量の方がより多くなるという結果が得られる。

　以上のような決定水準のずれはシャドウ・コストの影響によるものである。もしシャドウ・コス

トの影響を全く考慮しなくても良いλ＝0の場合ならば、社会厚生は（1）よりエージェントの情

報yントの影響を受けることがない。したがって非対称情報の場合にも、情報レソト亙＝△θ（q＋K

一α）を減少させようとする必要はなく生産量と環境水準の決定にずれが生じることもない。これは

λ；0のときは完全情報と非対称情報での均衡解が一致することからも確認される。シャドウ・

コストの影響を考えなくてもよい場合、トランスファーは単なる推移的費用としてとらえることが

でき社会的費用とはならないからである。つまり非対称情報の場合に生じるこのモデルでの非効率

性はシャドウ・コストの影響によるものであると言える。

6　おわりに

　本稿では、複数の機関がコモン・エージェントを規制する場合にどのような規制システムが望ま

しいのかについて分析を行ってきた。ここでのモデルでは、分離規制の場合2つの規制当局がそれ

ぞれ独自の異なった性質の規制をするというもので、特に同時手番ではなく、先手と後手というよ

うに段階的に順番にエージェントの規制をする場合について注目をしてきた。その場合、先手の規

制当局は後手の規制当局の参加条件とインセンチィヴ条件を考慮しなければならないというのが一

つの特徴である。

　完全情報の場合は統合規制においてファースト・ベストが達成され、分離体制による規制メカニ

ズムよりも統合規制の方が常に望ましいことが示される。分離規制では、プリンシパルがそれぞれ

異なった自己の社会余剰のみを考えて行動するので、統合規制と比較すると環境ダメージを考慮し
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なくてもよい後手の当局は生産量をより多くしょうとし、先手の当局はこの後手の行動をあらかじ

め考慮し環境水準をより低く（環境規制を厳しく）しょうとする。これによって環境的余剰は環境

水準を低くすることで環境ダメージを押さえるという直接的な影響と、水準の引き下げによって後

手の設定する生産量が増加して環境ダメージが拡大するという間接的な全く反対の2つの影響を受

けることになる。

　また非対称情報の場合でも統合規制の方が常に望ましいことが示される。非対称情報の場合は

エージェントの情報レソトによって生じる影響によって、どちらの規制体系においても非効率的

エージェントに対して生産量は過少になり、環境水準は緩和されファースト・ベストを実現するこ

とはできない。プリンパルがエージェントのレソトをできるだけ減らそうとするため決定水準にゆ

がみが生じてしまうからである。しかしそのレソトによって生じる影響が分離規制の場合では統合

規制の場合よりもより大きくなり｛その結果ゆがみも大きくなってしまう。分離規制では先手の規

制当局は後手の規制当局の参加条件を、後手の規制当局はエージェントの参加条件をそれぞれ考慮

しなければならない。その場合先手にとっての後手の余剰も、後手にとってのエージェントのレソ

トも、それぞれ自己の余剰に関して考えるとそれらは費用（損失）となるものである。したがって

各規制当局が独自に費用となるレソトを押さえようとするため、分離規制では統合規制の場合より

もこれらのレソトによって生じるゆがみが大きくなる。よって非対称情報下でも統合規制の方が得

られる社会厚生はより大きくなり効率的となる。

　ここでのモデルは、プリンシパルによるエージェントの規制が1期間限りのもので、また環境水

準に関する費用はエージェントのタイプに依存した初期的な固定費用として考えられていた。しか

し実際の場合、環境的要因を含んだ規制は複数期間にわたって長期に行われることが多く、また環

境水準に関する費用が生産量にも関連するというような場合も考えられ、このような問題について

の議論が今後の課題として残されている。
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