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は　じ　め　に

　鈴木（1994）は，推測的変動（conjectural　variations）が組み込まれた静学モデルを用いて，生乳市場を定量

的に分析した．その結果，不完全競争下の生乳市場では，供給者間における競争の程度が均衡価格に影響を及ぼし

ていることを明らかにした，本稿では，推測的変動，および，運動方程式によって表された状態の変化に対して，

他の供給者がどのように対応するのかを表す相互反応項（interaction　terms）を考慮した動学モデルによる供給

寡占市場の考察，およぴ，その動学モデルにおける均衡状態の分析を行う．

　Simaan　and　Takayama（1978）は，複占市場における動学分析を可能にするために，価格の運動方程式を導

入した非ゼロ和微分ゲームモデルを複占市場に応用し，動学のナッシュ均衡がさまざまな可能性（均衡）の組合せ

になりうること，また，相互反応項が異なるために，開ループ解とフィードバック解（閉ループ解）に相違が生じ

ることについて言及した．その後，線形二次の微分ゲームモデルを用いて，Fershtman　and　Kamien（1987）が，

開ループ均衡はクールノーニナッシュ均衡と競争均衡の凸結合で示せることを明らかにした．一方，Fujimoto

and　Park（2003）は，開ループ均衡だけでなく，閉ループ均衡もクールノー＝ナッシュ均衡と競争均衡の凸結合

で表せること，さらに，価格が瞬間的に調整されると，開ループ均衡も閉ループ均衡もクールノー＝ナッシュ均衡

へ近づくことを証明した．しかしながら，これらの研究では，動学モデル内で推測的変動を明示的に組み込んでい

ないために，推測的変動が動学の均衡に及ぼす影響について分析されていなかった．他方，割引率を伴わない公共

財の自発的貢献の動学モデルで，藤本（1997）が推測的変動を定義している．また，入江ら（2004）は，藤本

（1997）のモデルを応用し，相互反応項を考慮しない供給寡占の動学モデルに推測的変動を導入し，動学の均衡価

格が推測的均衡と競争均衡の凸結合で表されることを示した．

　本稿では，推測的変動を考慮した入江ら（2004）のモデルを，推測的変動と相互反応項の両方を考慮した寡占の

動学モデルに拡張する．この拡張によって，同一のモデルであっても，推測的変動だけを考慮した入江ら（2004）

とは，異なる均衡価格が生じることを明らかにする．また，推測的変動と相互反応項の両方を考慮した場合の均衡
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価格に影響を及ぼしているパラメータを見出し，さらに，そのパラメータが及ぼす影響を考察する．

　本稿の構成は，以下の通りである．まず，動学モデルの構築と静学モデルにおける解の考察を行う．次に，動学

モデルの特殊解を導出し，パラメータが特殊解に及ぼす影響を考察する．最後に，本稿のまとめを行う．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　モ　　デ　　ル

　対称的なμ（≧1）人の供給者が存在する供給寡占市場を考える．

　この供給寡占市場における各供給者の費用関数は以下のように対称的であると仮定する：

　・（π‘（オ））一σ麗‘（置）＋看｛μ」（」）｝乳　　　　　　　　　　　（1）

ただし，変数μ‘（’）は，供給者砲＝1，2，…，μ）の時間孟における生産量であり，記号σ，τは，それぞれ，正の

パラメータ（σ，τ〉0）である．

　また，供給寡占市場における逆需要関数を

　ρ（云）＝α一β」o（孟）一ε15（‘）

と仮定する．ここで，変数ρ（置）は，時間診に市場で需要される率P（診）の価格水準である．記号α，βは，それぞ

礼価格P（オ）の時間変化率がけ勧ち，勘≡の（オ）一・となったとき1こ生じる静学の逆需要関数におけ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　協

る切片と傾きを表す正のパラメータ（α，β＞0）である。また，記号εは，戦略的な需要者の将来価格に対する期

待を表す正のパラメータ（ε＞0）である：例えば価格の時問変化率♪（」）が負，すなわち，づ（診）＜0となってい

　　　　　　　　∂1）　　づ
るときには，偏微分一＝一一＞0より，パラメータεの値が1単位増加すると，逆需要関数のシフトによって，
　　　　　　　　∂ε　　β

　　　　　　　　　　　　づ
需要者は雛の需要量Dを一万単位分だけ増力・させる；一方パラメータεの値が1単位減少すると逆需要関

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　♪
数のシフトによって，需要者は現在の需要量Pを一単位分だけ減少させる．この仮定の下では，偏微分
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　β
∂1）　　’1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1
一二一一＜0より，価格pが1単位増加したときに，需要者は，逆需要関数に沿って，需要量Z）を一単位分
∂ρ　　β　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　β

　　　　　　　　　　　　　　∂D　　　εだけ減少させる．さらに，偏微分一二一一＜0より，価格の時間変化率づ（」）が1単位増えると，逆需要関数
　　　　　　　　　　　　　　∂づ　　β

のシフトによって，需要者は需要量jDをi単位分だけ減少させる．なお，当該財に対する異時点間の価格上昇率
　　　　　　　　　　　　　　　　β

は，価格水準ρ（孟）の時間変化率として定義したづ（ψ）によって測られるものと仮定する．さらに，すべての時間

孟（≧o）において市場が清算していると仮定する：1）（診）一Σ1＝1μ∫（∫），

　以上の仮定の下で，無限の時間視野を持つ合理的な各供給者は，各供給者の生産量μ‘（診）に関して，すべての供

給者に共通している非負の割引率（ρ≧0）で割り引いた利潤を最大にするはずである．ここで，記号

o（駕2・71828）を自然対数の底とすると，対称的な各供給者の利潤汎関数みは，

　ゐ一諾。。［ρ（‘）㍑ぎ（置）一σ麗f（∫）一看｛μ」（‘）｝2］θ一ρ‘協

である．ただし，以下の状態方程式を条件とする：

　　　　　1　　　μ　♪（護）一一｛α一βΣ麗f（‘）一，（君）｝．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（2）
　　　　　ε　　　　‘＝1

　はじめに，対称的な各供給者に対する静学モデルを考察する．費用関数（1）式から，対称的な供給者歪の限界費

用MC‘一σ＋τμ∫を得る．また，♪（置）一〇を（2）式に代入すると，静学の逆需要関数ρ一α一βΣ㌘、1㍑‘を得る。こ
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のとき，対称的な供給者∫の限界収入ル択‘は，

峨一ρ一β（1＋、織）笛

　　　　＝ρ一β｛1＋（μ一1）κ｝鱗

となる．ここで，供給者ブに対する供給都の推測的変動κを勉≡κで定義する．この推測的変動は，供給都
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　∂笛

の生産量偽が1単位増加したときに，供給者ブの生産量菊がκ単位分だけ変化するだろうと対称的な供給者∫が

推測していることを表している．なお，対称的な供給者に対して，完全競争型，クールノー型，および共謀型の寡

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1占行動を仮定した場合，推測的変動κは，それぞれ，κ＝一一，κ＝0，κ＝1である．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　μ一1

　さて，対称的な供給者の仮定，すなわち，κ1一…一π、一笛と静学の逆需要関数P一α一βΣ㌘謂1笛に注意しな

がら，対称的な供給者fとブについて，限界費用と限界収入とを等しくすると，

　　｛　　摩3｛2＋（μ一1）κ｝＋τ］π‘＋β（μ一1）z4∫＝α一σ

　　［β｛2＋（μ一1）κ｝＋τ］z4ノ＋β（μ一1）佑＝α一σ

が得られる．この連立方程式から，対称的な供給者づの推測的均衡生産量犀が計算できる：

　　ω　　　　　　　　　　α一σ
　　π∫＝　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（3）　　　　β｛（μ＋1）＋（μ一1）κ｝＋τ0

再び，供給者の対称性と静学の需要関数を考慮すると，推測的均衡総生産量％ωと推測的均衡価格p㎝とは以下の

ように求められる：

　　ω　　　　　μ（α一σ）

　　πニβ｛（μ＋1）＋（μ一1）κ｝＋τ；　　　　　　　　　　　　　　（4）

　　　　α［β｛1＋（μ一1）ヱ｝＋τ］＋βμσ
　　ρω＝　　　　　　　　　　　　　．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（5）
　　　　　β｛（μ＋1）＋（μ一1）κ｝＋τ

また，対称的な供給者に対して，完全競争型，クールノー型，および，共謀型の寡占行動を仮定した場合の各均衡

水準は，それぞれ，

　　㎝1＿　α一σ　　㎝＿μ（α一σ）　　　　ατ十βμσ
　　巧　一　　　　，麗　一　　　　　，ρ㎝ニ　　　　　，　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（6）
　　　　　βμ＋τ　　　　　　βμ＋τ　　　　　　　βμ＋τ

　　αv＿　　　　α一σ　　　　　αv＿　　μ（α一σ）　　　cハ7＿　α（β＋τ）＋βμσ

　　π‘一β＠＋1）＋τ・μ『β¢＋1）＋τ・P一β¢＋1）＋τ・　　　　　　　（7）

　　，」＿　　α一σ　　　。，＿　μ（α一σ）　　，，＿　α（βμ＋τ）＋βμσ

　　鱗一　　　　，μ　一　　　　　，ρ　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（8）
　　　　2βμ十τ　　　　　　　2βμ十τ　　　　　　　　　　2βμ十τ

となる．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　解

　次に，前節の最適問題を解くために，対称的な各供給者に対する現在価値ハミルトニアン昂を

　　　　　　　　　　　　　τ　　　　　　　　1　　　　μ　　私≡ρ（置）πf（∫）一σ麗f（’）『7｛πぎ（♂）｝2＋λ」（孟）τ｛α一β」Σ1％‘（置）一ρ（孟）｝

で定義する．ただし，変数λ」（♂）は，時間言における対称的な各供給者の共状態変数である．このとき，推測的変

動亟≡沈相互反応項巫一鉱亟司鉱を考慮すると必要条件は，
　∂πf　　　　　　　　　∂P　　∂麗‘∂P　　　∂ρ
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器一ρ（孟）一σ一蜘）一喜（1＋、象舞）馬（オ）

　　　　　　　　　　　　　β｛1＋（μ一1）ヱ｝
　　　　ニ1）（渉）一σ一τzも（診）　　　　　　　　　　　λf（ご）

　　　　　　　　　　　　　　　　ε

　　　　ニ0

　　一箒一一｛娠∫）一》（孟）一喜、亀塾（ご）｝

　　　　　　　　　　　1　　　　β（μ一1）λ1∂麗
　　　　　＝一｛％‘（孟）一一λゴ（オ）一　　　旦λ‘（診）｝
　　　　　　　　　　　ε　　　　　　ε　　　∂ρ

　　　　　一λ‘（診）一ρλ‘（孟）

　　　　　　　　　　　　　　4λ‘（診）
で与えられる．ただし，λ‘（診）≡　　　　は，対称的な各供給者の共状態変数の時間変化率である．
　　　　　　　　　　　　　　　4‘

で相互反応項を考慮しない，すなわち聾一〇，ならば入江ほか（2004）に帰着する．さらに，
　　　　　　　　　　　　　　　　　∂，

定から，

　　λ‘（‘）一ん（オ）ρ（∫）＋卿（‘）

を定義すると，次の二つの補題が導かれる．

補題1　新たな共状態変数λ（診）を

　　　　　　　　　λ（言）一Σλ，（オ）一μκ（ご）ρ（孟）＋μ凶）

　　　　　ごニユ
で定義する．このとぎ，（2）式（9）式（10）式から，次のような連立微分方程式を得る：

／：1嫁旗1鎧舘藁廠か撃

　□証明：最適制御は，（9）式と（11）式から，

　　　　　　1　　　　β｛1＋（μ一1）κ｝　　　　σ
　　娠孟）一一ρ（君）一　　　　λ‘（オ）一一
　　　　　　τ　　　　　　　　　　　ετ　　　　　　　　　　　τ

　　　　一［÷一β｛1＋篶一1）κ｝κ（孟）］ρ（孟）β｛1＋髪一1）κ｝郷（オ）一多

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　∂πゴ
となる．なお，（15）式を考慮すると，偏微分一は，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　∂ρ

　　∂z台＿1　β｛1＋（μ一1）κ｝
　　一一　　　　　　　　　κ（孟）
　　∂，　　τ　　　　ετ

で与えられる．一方，（14）式を（2）式に代入すると，

づ（‘）一一ラ（‘）＋号一喜［争（渉）一β｛1＋鴇一1）κ｝ゑろ（オ）撃］

　　　　一一（告＋馨）P（孟）＋ダ｛1筈1）x｝、亀馬（オ）＋争警

を得る．さらに，（12）式を考慮すると，

（9）

　　　　（10）

なお，（10）式

対称均衡の仮

　　　　（11）

（12）

（13）

（14）

（15）

（16）
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♪（置）一一（去＋馨）ρ（君）＋〆｛1＋黄一1）κ｝λ（♂）＋号＋警

となる．また，（14）式と（16）式を（10）式に代入すると，

ん（∫）一（ρ＋去＋β（μ葦1）κ［÷一β｛1＋妥一1）π｝κ（オ）］）馬（孟）

　　　　　　　　一［ラ（’）一β｛1＋髪一1）κ｝馬（孟）一号］

　　　　一一ラ（診）＋レ＋1＋β｛1＋2妾『1）κ｝ず（μ『1）｛1毒（μ一1）ヱ｝κκ（‘）］馬（診）＋争

が得られる．さらに，（12）式から，

　　dλ　λ（云）
　　一＝　　　　　ニμκ（置）
　　⑫　　♪（ψ）

であるので，

え（オ）一、象（一ラ（ε）＋レ＋1＋β｛1＋21肇『1）π｝が（μ一1）｛1考（μ『1）π｝κκ（護）］入（孟）＋号）

　　　　一一←（♂）＋レ＋÷＋β｛1＋讐一1）π｝が（μ一1）｛1毒¢一1）κ｝Xκ（♂）工亀ろ（孟）＋撃

　　　　一一争（診）＋レ＋去＋β｛1＋弩肇一1）κ｝〆｛（μ一1）1装（μ一1）κ｝κll］λ（オ）＋撃

が得られる．この2本の微分方程式から連立微分方程式（13）式が導かれる．■証了

補題2連立微分方程式（13）式は・次のような連立微分方程式に変換できる：

仁：ll二難灘韓楚鱒

　□証明：（17）式から，

　μん（オ）♪（置）ニλ（置）

　　　　　　一一争（∫）＋レ＋1＋β｛1＋2妾一1）κ｝ダ（μ一1）｛1毒（μ一1）π｝κκ（‘）］λ（置）＋撃

　　　　　　一争（∫）＋レ＋壱＋β｛1＋讐一1）κ］λ（診）＋撃

　μκ（哲）＝
　　　　　　　　♪（♂）＋β2＠『1）｛も＋（μ一1）κ｝κλ（オ）

　　　　　　　　　　　　　　　εμτ

　　　　　　　　　　一争（渉）＋レ＋壱＋β｛1＋讐一1）κ］λ（置）＋撃

一（告＋馨）ρ（診）＋伊｛1＋（μ一1雑1μ＋（μ一1）π｝λ（孟）＋号＋警

291

（17）
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え（オ）　4λ

づ（孟）　⑳

　　＝μん（’）

ψ
7升Cλ］κD¢

τ
2
ε

十Uβ
十⊥

ε
十レ十の（与

τ

　　　　一一（去＋婁）ρ（ψ）＋ダ｛1＋（μ一1雑1μ＋（μ一1）κ｝λ（ψ）＋号＋聖

である．これを変形すると，（18）式が導かれる．■証了

　この補題2から，次の定理を得る．

　　　　　　　　　　　　定理1．異時澗的均衡価格pは，次式のように表される：

　万一｛ερτ＋β（μ一1）漁＋τ）ρ㎝＋τ随＋1）＋（μ一1）π｝＋τ］ρ㎝一β2｛1＋（μ一1）κ｝（μ一1）κσ　（・9）

　　　　　｛ερτ＋β（μ一1）κ｝（βμ＋τ）＋τ〔β｛（μ＋1）＋（μ一1）κ｝＋τ］一β2｛1＋（μ一1）X｝（μ一1）λ∫

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　また，この異時間的均衡価格に対する各供給者の異時間的均衡総生産量鱗は，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　α十σ　　　　｛ερτ＋β（μ一1）κ｝（βμ＋τ）z4肝＋τ［β｛（μ＋1）＋（μ一1）κ｝＋τ］垢”一β2｛1＋（μ一1）κ｝（μ一1）κ（　　　　）

　　→　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　βμ
　　断　｛ερτ＋β（μ一1）κ｝（βμ＋τ）＋τ協｛Q＋1）＋Q－1）X｝＋τ］一β2｛1＋（μ一1）κ｝（μ一1）κ　（20）

である．

　□証明　（18）式を行列表記に直すと，

／lllト1（老轡）筆峯劉／：lll「（管）1　②D

となる．（21）式の係数行列を孟で，また，行列式を記号l　lで表すと，行列且の行列式は，

　　　　　一（去＋警）が｛1＋（μ一1姿＋（μ一1）κ｝

　　Iz引二
　　　　　　　　　μ　　　　　1　β｛1＋2（μ一1）κ｝
　　　　　　　　一一　　　ρ十一十
　　　　　　　　　τ　　　　　　　　ε　　　　　　　　ετ

　　　　　　｛ερτ＋β（μ一1）κ｝（βμ＋τ）＋τ［β｛（μ＋1）＋（μ一1）π｝＋τ］一β2｛1＋（μ一1）κ｝（μ一1）λ∫

　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2　2

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ετ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　である．ここで，レ11≠0と仮定し，（21）式において，〆孟）＝λ（孟）≡0とおくことで，価格p（‘）の特殊解ρが

得られる：

→1一（考＋警）炉｛1＋（μ一1諾1μ＋（μ一1）κ｝

　　ρ二面　μσ　　1β｛1＋2（μ一1）κ｝
　　　　　　　　一一　　　　　ρ十　十
　　　　　　　　　τ　　　　　　　　　　ε　　　　　　　ετ
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一（号＋警）レ÷β｛1＋2妾『1）κ｝］＋［ず｛1＋¢一1鑑1μ＋（μ一1）κ｝愕

　　　　　　　　　　　　　　　　　レ11

一（ατ＋βμσ）｛ερτ＋β（μ一1）κ｝＋τ（α［β｛1＋（μ一1）X｝＋τ］＋βμσ）＋β2｛1＋（μ一1）κ｝［μ一｛μ＋（μ一1）κ｝］σ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ε2τ2

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1且1

｛ερτ＋β（μ一1）κ｝（ατ＋βμσ）＋τ（α［β｛1＋（μ一1）κ｝＋τ］＋βμσ）一β2｛1＋（μ一1）x｝（μ一1）κσ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ε2τ2
｛ερτ＋β（μ一1）κ｝（コμ＋τ）＋τ［β｛（μ＋1）＋（μ一1）κ｝＋τ］一β2｛1＋（μ一1）κ｝（μ一1）κ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ε2τ2

｛ερτ＋β（μ一1）κ｝（ατ＋βμσ）＋τ（α［β｛1＋（μ一1）κ｝＋τ］＋βμσ）一β2｛1＋（μ一1）κ｝（μ一1）λ1σ

さらに，

βπ一α

　　｛ερτ＋β（μ一1）κ｝（ヨμ＋τ）＋τ［β｛（μ＋1）＋（μ一1）X｝＋τ］一β2｛1＋（μ一1）π｝（μ一1）λ∫

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　静学の解を考慮すると，（19）式が得られる．また，（22）式をρニα一βκに代入すると，

　　｛ερτ＋β（μ一1）κ｝（ατ＋βμσ）＋τ（α［β｛1＋（μ一1）X｝＋τ］＋βμσ）一β2｛1＋（μ一1）X｝（μ一1）λ∫σ

（22）

　｛ερτ＋β（μ一1）κ｝（ヨμ＋τ）＋τ［β｛（μ＋1）＋（μ一1）κ｝＋τ］一β2｛1＋（μ一1）κ｝（μ一1）κ

β｛ερτ＋β（μ一1）κ｝μ（α一σ）＋βτμ（α一σ）一β2｛1＋（μ一1）X｝（μ一1）κ（α＋σ）

｛ερτ＋β（μ一1）κ｝（βμ＋τ）＋τ［β｛（μ＋1）＋（敦一1）κ｝＋τ］一β2｛1＋（μ一1）π｝（μ一1）ヱ

となる．したがって，

　　→　　　1　　　　β｛ερτ＋β（μ一1）X｝μ（α一σ）＋βτμ（α一σ）一β2｛1＋（μ一1）κ｝（μ一1）κ（α一σ）

　　κニー×　　　　β｛ερτ＋β（μ一1）κ｝（βμ＋τ）＋τ［β｛（μ＋1）＋（μ一1）κ｝＋τ］一β2｛1＋（μ一1）κ｝（μ一1）κ

　　　　　　｛ερτ＋β（μ一1）κ｝μ（α一σ）＋禦（α一σ）一β2｛1＋（μ一1）κ｝（μ一1）κ（α一σ）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　β
｛ερτ＋β（μ一1）κ｝（βμ＋τ）＋τ［β｛（μ＋1）＋（μ一1）κ｝＋τ］一β2｛1＋（μ一1）κ｝（μ一1）λ∫

が得られる．さらに，対称的な供給者の仮定偽＝…＝πμ二笛から，

　　　　　　　　｛ερτ＋β（μ一1）κ｝μ（α一σ）＋禦（α一σ）一β2｛1＋（μ一1）κ｝（μ一1）X（製）

　　→　　1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　β
　　麗f＝万×｛ερτ＋β（μ一1）κ｝（βμ＋τ）＋τ協｛（μ＋1）＋（μ一1）π｝＋τ］一β2｛1＋（μ一1）κ｝（μ一1）ヱ

｛ερτ＋β（μ一1）κ｝（α一σ）＋τ（α一σ）一β2｛1＋（μ一1）κ｝（μ一1）κ（α一σ）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　βμ
｛ερτ＋β（μ一1）κ｝（βμ＋τ）＋τ［β｛（μ＋1）＋（μ一1）κ｝＋τ］一β2｛1＋（μ一1）κ｝（μ一1）λ∫

となる．ここで，静学の解を考慮すると，（20）式を得る．■証了

　推測的変動に加えて相互反応項を考慮した結果，異時間的均衡水準が凸結合で表せない可能性がある事を示して

いる．しかしながら，クールノーの仮定，すなわちκ＝0，が成立するならば，異時間的均衡価格は静学の推測的

均衡価格と静学の競争均衡価格の凸結合で表されることがわかる．また，以下の命題で，異時間的均衡価格と静学

の推測的均衡価格との関係，および，異時間的均衡価格と静学の競争均衡価格との関係が考察できる．

命題1異時間的均衡価格は，ρ→0，または，ε→0の時，それぞれ，（23）式と（24）式の極限をもつ．さらに，

ρ→・。，または，ε→。。の時には，異時間的均衡価格は，（25）式と（26）式の極限，すなわち，静学の均衡価格へ

収束する．

　□証明：（19）式に極限操作を施すと，それぞれ，

　　　　→　　β（μ一1）X（βμ＋τ）ρ㎝3＋τ［β｛（μ＋1）＋（μ一1）κ｝＋τ］pω一β2｛1＋（μ一1）X｝（μ一1）κσ

　　limρ一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（23）
　　ρ→o　　　　　β（μ一1）κ（βμ＋τ）＋τ［β｛（μ＋1）＋（μ一1）κ｝＋τ］一β2｛1＋（μ一1）X｝（μ一1）κ
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　→　　β（μ一1）κ（βμ＋τ）ρ㎝＋τ［β｛（μ＋1）＋（μ一1）κ｝＋τ］ρ㎝一β2｛1＋（μ一1）κ｝（μ一1）λ1σ

1imρ＝
・一〇　　　　　β（μ一1）κ（βμ＋τ）＋τ［β｛（μ＋1）＋（諺一1）κ｝＋τ］一β2｛1＋（μ一1）κ｝（』α一1）κ

　　→　　　ετ（βμ＋τ）ρ㎝　　　　㎝；

1im　P＝　　　　　　　　ニP
ρ一・。　　　　　ετ（βμ＋τ）

　　→　　ρτ（βμ十τ）1）㎝

1imρ＝　　　　　ニρ㎝ε→。。　　　　　ρτ（βμ十τ）

（24）

（25）

（26）

となる．■証了

　推測的変動と相互反応項の両方を考慮した場合に，割引率，あるいは，需要者の戦略的期待が小さくなると，異

時間的均衡価格は，推測的均衡価格と異なる水準に達する．一方，割引率，あるいは，需要者の戦略的な期待が大

きくなった場合には，相互反応項を考慮しない時と同様に，異時間的均衡価格は競争均衡価格へ近づく．

命題2　異時間的均衡価格は，（27）式から（33）式の極限に収束する．

　□証明：（22）式に極限操作を施すと，それぞれ，

　　→　　　ερτ（ατ＋βσ）＋τ｛α（β＋τ）＋βσ｝

limρ＝
μ→1　　　　　　　　ερτ（β十τ）十τ（2β十τ）

　　　　ερ（β＋τ）1imμ＿1が㎜＋（2β＋τ）1imμ＿1ρd

　　　　　　　　ερ（β＋τ）＋（2β＋τ）

　　→　　βπβσ一β2λ∫λ1σ　　　β、（1一λ1）σ

1imρ＝　　　　　　　　ニμ一・。　　　　βκβ一β㌃λ1　　　β㌃（1一κ）

　　　＝σニlimρ㎝＝limρC丼
　　　　　　μ→oo　　　　　　μ→OQ

　　　→　　（ερτ一β）（ατ＋βμσ）＋τ（ατ＋βμσ）

　lim　ρニ
　　1　　　　　　（ερτ一β）（βμ＋τ）＋τ（βμ＋τ）

κ→一一　　μ一1

　（ερτ一β＋τ）（βμ＋τ）P㎝

＝　　　　　　　　　　　　＝P㎝
　　（ερτ一β＋τ）（βμ＋τ）

（27）

（28）

（29）

　　→　　　ερτ（ατ＋βμσ）＋τ｛α（β＋τ）＋βμσ｝

1imρニ
z→o　　　　　　ερτ（βμ十τ）十τ｛β（μ十1）十τ｝

ερ（βμ＋τ）ρ㎝＋｛β（μ＋1）＋τ｝1）c丼

ερ（βμ＋τ）＋｛β（μ＋1）＋τ｝
（30）

　　→　　｛ερτ＋β（μ一1）｝（ατ＋βμσ）＋τ｛α（βμ＋τ）＋βμσ｝一β㌔（μ一1）σ

limρ＝κ一1　　　　　　　　｛ερτ＋β（μ一1）｝（βμ＋τ）＋τ（2βμ＋τ）一β1μ（μ一1）

｛ερτ＋β（μ一1）｝（βμ＋τ）ρ㎝＋τ（2βμ＋τ）ρd一β1μ（μ一1）σ

｛ερτ＋β（μ一1）｝（βμ＋τ）＋τ（2βμ＋τ）一β1μ（μ一1）

　→　　β（μ一1）κβμσ一β2｛1＋（μ一1）κ｝（μ一1）λ1σ

limP＝τ→o　　　　β（μ一1）κβμ一β2｛1＋（μ一1）X｝（μ一1）κ

　　ニσニlim　P㎝＝1im　pc丼
　　　　　　μ→oo　　　　　　　μ→oo

（31）

（32）
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　→　　　αερτ2十ατ2

1imρニ　　　　　　ニαβ→0　　　　　ερτ2十τ2
（33）

となる．■証了

　供給者が減少しても，異時間的均衡価格は，必ずしも，共謀均衡価格（独占価格）に近づくわけではなく，この

場合，割引率や需要者の戦略的な期待が異時間的均衡価格に影響を及ぼしている．ところが，供給者が無限に増え

ると，異時間的均衡価格はσに低下する．また，競争が激しくなると，異時間的均衡価格は，静学の競争価格に

近づく，一方，協調を強めたとしても，異時間的均衡価格は，共謀均衡価格（独占価格）に近づくわけではなく，

この場合，割引率や需要者の戦略的期待に加えて，供給者の数が重要な要因になっている．さらに，クールノーの

仮定が成立するならぱ，異時間的均衡価格は，静学の競争価格と静学の推測的均衡価格（クールノー価格）を端点

とする逆需要関数上の点で決まる．このとき，割引率と需要者の戦略的な期待が，異時間的均衡価格の決定要因と

なっている．また，各企業の限界費用関数が一定に近づくならば，異時間的均衡価格は，σに減少する．最後に，

逆需要関数の傾きが水平に近づいた場合，異時間的均衡価格は，αに達する。

お　わ　り　に

　本稿では，推測的変動と相互反応項を同時に考慮した動学モデルを使って，供給寡占市場における均衡価格を考

察した．その結果，異時間的均衡水準が凸結合で表せなくなることを明らかにした．さらに，クールノーの仮定が

成立するならば，異時間的均衡価格は，静学の推測的均衡価格と静学の競争均衡価格の凸結合で表されることも示

した．

　また，入江ら（2004）の相互反応項を考慮しない場合と異なり，本稿のモデルでは，割引率と需要者の戦略的期

待が小さくなっても，異時間的均衡価格が，必ずしも，推測的均衡価格に近づくわけではないことを明らかにした．

一方，割引率が大きい場合か，あるいは，需要者が，価格の動向に応じて，現在の財の購入を大幅に変化させるた

めに需要者の戦略的な期待が大きくなっている場合には，相互反応項を考慮しない時と同様に，異時間的均衡価格

は競争均衡価格へ近づく．また，供給者が減少しても，異時間的均衡価格は，必ずしも，共謀均衡価格（独占価格）

に近づくわけではないことも明らかになった．ところが，供給者が無限に増えると，異時間的均衡は，σに減少す

る．さらに，競争が激しいほど，異時間的均衡価格は，静学の競争価格に近づくこと，協調を強めたとしても，異

時間的均衡価格は，必ずしも，推測的均衡価格（共謀価格）に近づくわけではないことを示した．また，クールノー

の仮定が成立するならば，異時間的均衡価格は，静学の競争価格と静学の推測的均衡価格を端点とする逆需要関数

上の点で決まり，このとき，割引率と需要者の戦略的な期待が，価格の決定要因となることなども示した．さらに，

各企業の限界費用関数が一定に近づくならば，異時間的均衡価格は，σに減少することが明らかになった．最後に，

逆需要関数の傾きが水平に近づいた場合，異時間的均衡価格は，αに近づくことが明らかになった．

　今後の課題を最後に述べておく．まず第一に，各変数の時間経路を求めて，その時間経路の特徴を明らかにする

という課題が残されている．また，当該モデルの妥当性を検証するために，実際のデータを使ってのシミュレーショ

ン実験や実証研究への取り組みも重要な課題である．その他，ある期間内の推測的変動を一定の値と仮定したこと

に対して，相手の行動に対する推測のメカニズムを明らかにせずに，推測的変動の値を一定にすることは不合理で

あり，理論的に満足できないとの批判がある（Tirole，1988）．したがって，相手の行動に対する推測が追求でき

るような実証研究も大きな課題の一つである．
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Summary 

In this paper, a dynamic model for oligopoly is developed to find the parameters which in-

fluence the intertemporal equilibrium. Then we defined an interaction term as a partial de-

rivative of a control variable with respect to a state variable, which represents how opponents 

react to changes in the state variable described by an equation of motion. In addition, we let 

the parameters influencing the intertemporal equilibrium go to the particular values or 

infinitly increase and examine the limits of the intertemporal equilibrium price. As a result, 

we demonstrate that if suppliers take interactions into account each other, the intertemporal 

equilibrium may not lie between the static conjectural variations equiliblium price and compe-

tition equilibrium price. 


