
I三I湾精機器量総務轍轟報締II

非協力ゲームの Stackelberg均衡
一一一OPECと非OPEC聞の非協力均衡一一

宍戸

1.はじめに

ゲーム理論に用いられている諸概念には，ゲー

ム理論の成立の歴史からも容易に推測できるよう

に，経済理論と密接な関係をもつものが少なくな

い.本稿で紹介する「非協力均衡」と「寡占(複

占)市場」はこのような，ゲーム理論と経済理論

の出会いの場所としては典型的なものといえよ

う.

世界の石油市場はエネルギー問題の中心的話題

として各方面から注目を集めている.政治，経済

の分野はもちろんのこと， ORの分野でも，本「オ

ベレーションズ・リサーチ」誌において， 1981年

7 月号で， rエネルギー問題と ORJ の特集号が発

行され，その中でも石油市場をとり扱った報告が

数編発表されており関心の高さを物語っている.

本報告も国際石油市場における OPECの問題を

モデル化したものであるが，ゲーム論的な視点に

立って，非協力ゲームの非協力均衡についての考

えを， OPEC と非OPECの諸国の聞の市場行

動に適用して分析を試みたものである.

OPEC諸国は国際石油市場において自由世界

の総産油量の約 2/3 を占めてカルテルを形成して

いる.一方，非OPEC諸国はOPEC カルテル

に対して競争的限界産油国 (competitive fringe) 
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栄徳

とよばれるグループとして一括してとり扱うもの

とする. OPEC内部にも，穏健派，強硬派等の

いくつかのグループ分けがあり，必ずしも，一枚

岩の団結を示しているわけではないが，この点に

関しては，本特集号の船木氏の報告が協力ゲーム

の立場から解説されている.ここではOPEC も

非OPEC と同様に 1 つの経済主体，ゲーム理論

でのプレイヤーとして定式化を行なう， A. M. 

Ulph , G. M. Folie [2J による静的 2 人非協力ゲ

ームでの Nash .Cournot 均衡と Stackelberg 均

衡の比較を行ない，その後， R. J. Gilbert [IJ に

よる，微分ゲームでの Stackelberg均衡による非

協力均衡の分析を行なう.

2 人のプレイヤー， OPEC諸国と非OPEC

諸国について，市場での行動原理について考えて

みる.非OPEC (競争的限界産油国)は国際石

油市場において価格決定を行なうだけの力をもっ

ていないのでOPEC (カルテル)によって設定

された石油価格を所与のものとして，利潤最大化

の行動をとると考えられる.これに対してOPE

C の行動原理は，この非OPECの利潤最大化行

動をどのように推測するかによって異なる仮定を

設けることができ，それにしたがって，異なる均

衡を考えることができる.

まず， Nash-Cournot モデルで、は， OPEC は

非OPEC の生産量(産油量)を所与のものとし，

したがってOPEC の需要関数を市場需要関数か
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ら非OPECの供給量を減じたものとして受けと

り利潤最大化行動をとるとする. Stackelberg モ

デルで、は， OPECは非OPEC の生産量を固定

的なものであるとは考えず， OPEC 自身の設定

する石油価格，生産量に対応して(非OPEC の

利潤最大化の行動原理によって)変動的にきまる

と考える.

このように，プレイヤーの行動原理と相手の行

動の推測のしかたにより，非協力ゲームには種々

の均衡解が存在することになる.

2. 非協力ゲームと解

2 人非協力ゲームを考え，プレイヤーを l と 2

とする.各プレイヤーはそれぞれ，戦略の集合，

U1> U2 および利得関数ft(U1> U2) , !2(Ut. 的)

(UI E U t, U2E U2)をもっており，自分の利得を最

大にする最適戦略 Ul* ， U♂を選ぶ.周知のように

このような非協力ゲームの最も一般的な解の概念

として Nash 均衡解がある.

定義 1

戦略の対 (Ul* ， U2*) は次の不等式を満たすとき

Nash 均衡解といわれる.

ft(Ul* , U2本)ミft(U1> U2*) VU1ε Ul 

!2(Ul*, U2*) ミ!Z(Ul* ， UZ) vUZE Uz 

定義で主張しているのは， Nash 均衡解は「相

手の戦略が Nash 均衡解のまま不変であるとき，

自己の戦略を Nash 均衡解から変更を加えること

は自己の利得に損失をもたらす」という事実が 2

人のプレイヤーに同時に成立している戦略である

ということである.この解の特徴は互いに相手の

戦略が固定的であると考えていること 2 人のプ

レイヤーの立場が対等，対称的であることであ

る.経済理論ではこのような形の市場均衡を

Cournot均衡というので， N ash-Cournot均衡と

いういい方もする.

これに対し，非対称的なゲームでプレイヤーの

戦略決定が同時に行なわれない場合に Stackel

berg 均衡解の概念が導入される.
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定礎 2

プレイヤー 1 の任意の戦略的に対するプレイヤ

-2の戦略の集合

T2(Ul) = {U2(Ul) EU2Ih(u t, U2(Ut}) ミ

!Z(U1> U2 ), YU2E U2} 

を戦略的に対するプレイヤー2 の最適反応集合，

U2(Ul) ε T2(Ul) を最適反応、関数という.

戦略対 (Ul* ， U2*) = (Ul*, U2(Ul*)) が不等式

ft(Uグ， U2(Ul*)) 孟!l(Ut， UZ(Ul)) VU1EUl 

を満たすとき，プレイヤー 1 を先導者(leader) ，プ

レイヤー2を追随者(follower) とする Stackelberg

均衡という.

最適反応関数は先導者 1 のとる戦略的に追随者

2が自己の利潤を最大にする戦略的(Ul) を対応さ

せる写像である.したがって， Stackelberg 均衡解

は先導者 1 が追随者 2 のこの「合理的反応Jを考慮

にいれて自己の利潤を最大にするように決定した

戦略的*と，対応する U2*=U2(Ul*) の対である.こ

の均衡解の特徴は先導者が戦略を先に決定し，そ

の結果を追随者に強制jできるという状況にある.

3_ OPECと非OPEC聞の静的ゲーム

石油市場の 2 人非協力ゲームの 2 人のプレイヤ

-OPEC と非OPEC の諸国のクーループを示す

添字としてそれぞれ， 1 (leader, cartel) と f

(follower , fringe) を用いることとする.

両プレイヤーの生産量を X!， Xf で示し，総生産

量を X， 石油価格を P とすれば，需要関数により

これらの諸変数の聞には

(1) p=ゆ(X)=ゆ (X!十 Xf)

の関係が成立している.生産費用は各プレイヤー

の生産量の関数として表現され

(2) G i (仇)， i=l , ! 

さらに，限界生産費用関数 mi(Xi) は定義により

(3) mi (山手C; (Xi)
で与えられる.

Nash-Cournot 均衡， Stackelberg 均衡および

完全競争 (perfect competitive) 均衡の比較を行
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なうため，需要関数，限界生産費用関数に次のよ

うな関数形を仮定する.

(4) P=φ(x)=F-a(xt+x，)， F,a>O 

(5) mi(抗)=ゐ+dixi， kt, dí>O, i=l,f 
プレイヤ -t の評価関数は利潤 PXt-Ci(的)に

とられる.

(1) 完全競争均衡

両プレイヤーが石油価格を所与のものとして，

限界収入=限界生産費用を満たし総生産量と価格

が需要関数を満たすように Xl， X， を決定する.

(6) P=ml(xl) =m,( v ,) 

(7) F-a(xl+x,) =わ+d山

=k,+d,x , 
(7)式の解は

Ul U, _V 
(8) Xl= Z' 町=zf， P=z

ただし

UI=d,(F-k,) +a(kl-k,) 
U,=dl(F-k,) +a(kl-k,) 

(9) V=Fd1d,+ad1k,+ad,kl 

Z=adt+ ad,+dzd, 
完全競争均衡は各プレイヤーの生産量が直接，

価格を変動させないような市場での均衡であるの

で， Xl , X/ として各グ‘ループの生産量を集計した

形になっているが，実際には，グループとしての

活動ができていない，すなわち， OPEC のカル

テルが形成されていない状態を反映するものと考

えられる.

(2) N嗣h-Cournot 均衡

追随者 2 は石油価格を所与のものとして，利潤

最大にする生産量を決定するので

(10) P=m，(町)， F-a(xl+x/)=k,+d,x/ 

の条件を満たす X， を最適戦略とする.

これに対し，先導者は均衡において追随者の生

産量町は固定的であると考えて，利潤最大化の条

件は d(PXI)/dxl=P+ (dP/dxl)めより

(11) P-axl=わ+dlXl

(7)式のめを a+dl で置き換えると( 11 )式が得

られるから， Nash-Cournot 均衡解は
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Ul _ U , "" V 
(1 2) ふ=t Sf-J  Pー2 ,oU'-2' "-2 

ただし

(13) UI=UI , V=V+a(Fd,+ak,) 
U,=U,+a(F-k,), 2=Z+a(a+わ)

である.

(3) Stackelberg 均衡

Stackelberg 均衡では，先導者は X， を固定的で

あると考えず， (10)式を最適反応関数を与える関

係であるとする， (10) 式を仰について解き，需

要関数(4)に代入することにより，先導者の需要関

数が得られる.

F-kl↓ n明，
(14) P=F-a(xl+ ~ ~干両ゴ)

(1 4) 式を用いて限界収入が計算でき，先導者の利

潤最大化の条件は

(15) Fーω+♂f)+A73tzMmt
となり， Stackelberg 均衡解は (10) ， (15) の解で

あり

0 , Of "" 侊 
(16) .íh=亙 X，=互， P=亙

ただし

OI=Ul, íT =Fdld,+ad,kt+ adlk, 
O,=U,+ (F-k,)(dl-dl) 

2=z+ (a+d,) (dl-dd 
。 Z
al=瓦あ

4. 3 つの均衡解の比較

3 種類の市場での均衡解と対応する価格が得ら

れたので，各生産量が正であるとの仮定のもとで

それらの比較をすると

Xl>Xl>XI 

(19) Xf<X/<Xf 

P<P<P 

であることが示される.

完全競争均衡解と Nash-Cournot 均衡解が両

極端で Stackelberg均衡解が両者の中間に位置す

る.カルテルの形成は市場価格と競争的限界産油

国(非OPEC)の生産量を上昇させるが，カルテ
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図 1 3 種の均衡解と反応曲線

ル(OPEC) 自身の生産量はかえって減少するこ

とを示している.さらに，それぞれの均衡におい

てカルテルの利潤の大小関係を調べてみる. (1), 

(2) ，(3)の各場合の利潤を π1， a; 1 ， れとすると

(20) 

であり

π1=争九ゎ=(a+ ~ dl)XZ2 

ι ad止担金士4ldf" 2 
“ ιー 2 (a+df) 山

(2 1)わ>宏1， itz> π1 

が常に成立するのに対して， Nash-Cournot 均衡

と完全均衡の利潤の差

Uz2 12a+dz dl¥ 
(22) ifz-rcz=一(ーτ一一一)

2¥ Z2 Z2J 

は Y=2adf2+dz(di-a2 ) の正負に依存して，正

または負になる.このことは，完全競争市場での

生産者のグループがカルテルを形成しでも Nash

Cournot 戦略をとった場合には必ずしも利潤の

増加をもたらさないことを示している.また，た

とえ利潤の増加をもたらしでも Stackelberg戦略

を採用したときのほうが常により大きな利潤をも

たらすことも示している.

このように 2 人のプレイヤーのカが対等でない

とき， Nash-Cournot 均衡はより力の大きなプレ

イヤーにとって必ずしも良い戦略でないことがあ

る. Stackelberg 均衡では先導者の有利さが生か
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されている. Stackelberg 戦略を用いる場合，両

方のプレイヤーがともに先導者になろうとして，

2 人とも不利益を受ける，いわゆる Stackelberg

不均衡の問題があるが，国際石油市場のようにO

PEC と非OPEC聞の力関係に明らかな差があ

るときは Stackelberg 均衡による分析が合理性

をもっていると考えられる.このような考えに立

ち，最後に同じ石油市場を微分ゲームによるモデ

ル化を行ない，両プレイヤーが Stackelberg 戦略

をとるときの分析をする.

5. 微分ゲームによる毛デル

石油資源の有限性を考慮し，さらに代替財とし

て合成石油の生産が行なわれる市場をモデル化し

てみる.石油を掴渇性資源(exhaustibleresource) 

とするために各時点での石油埋蔵量が生産量に影

響を与えることになる.

2 人のプレイヤー (OPEC と非OPEC) は

初期時点 (t=O) で So'(i=l，f) の石油埋蔵量を保

有しているものとする.時刻 t での埋蔵量を Si(t)

とし ， t から t+dt の聞の生産量を Qi(t)dt， 生産

費用を Ci(Qi (t) , Si(t) )dt とする. Ci は Qi に関

して非減少，凸で， Si に関して非増加，さらに微

分可能性も仮定しておく，これらの諸変数の聞に

は

dS�(t) 
(23) "'~dt'= _Qi(t) 

(24) Si(O) =SOi, i=l,f 

の状態方程式が成立し， Si(t) , Qi(t) はそれぞれ

状態変数，制御変数になる.埋蔵量の制限から

(25) ~~συ)d凶ι Qi(位0，は f

の条件が諜せられる.両プレイヤーは評価関数と

して現在価値の利潤をとる.すなわち

(26) rcz= ~~ {P(QI(t) +Qf(t) )Ql(t) 一
CI(QI(t) , Sl(t)) }e-γttdt 

(2 7) πf =~: {P( QZ(t) +Qf(t)) Qf(t) 一
Cf(Qf(t) , Sf(t)) }e-rftdt 
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ここで， P(・)は需要関数であり ， ri( >0, i=l,f) 

は時間割引き率である. (23)-(25) の条件のもと

で，それぞれ， (26) , (27)の評価関数を最大にす

るのが石油市場の微分ゲームによるモデル化であ

る.

Stackelberg 均衡解を求めるために，追随者の

最適反応関数を決定する.先導者であるカルテル

が生産径路 {Q'(t)} を追随者に通知すると，追随

者は Q'(t) =Q'(t) と価格 P を所与とした最適制

御問題を解くことになる.最大値原理を適用すれ

ば，補助変数 )/(t)e-rft が存在して

(28) )/(t) =P(Q'(t) +Qf(t)) 一

Cf1(Qf(t) ,Sf(t) ) 

d)/(t) ず
(29) ":"-àf一一C2f(Qf(t) ， Sf(t)) =rf)/(t) 

が成立する . (C/ は第 i 成分の偏導関数を示す. ) 

先導者は {Q'(t)} に対応して追随者が (28) ，

(29)によって決定される最適反応関数にしたがっ

て行動すると推測して，利潤 πL を最大にすべく

{Q'(t) }の選択をする.

石油を掴渇性資源、とし，代替財の合成石油の存

在を仮定しているが，合成石油の価格 Pは現在の

石油価格より十分大きいとできる.石油価格が上

昇して P~こまで達したとき，合成石油の生産が始

められるとする.したがってOPECは非OPE

C の石油埋蔵量が O になったとき，石油価格を P

より低く， しかもいくらでも P に近く設定する

ことで石油市場を独占市場とすることができる.

この事実より ， P(t) 三P(QI(t)+Qf(t));::;;'P の条

件を付け加えて石油価格の径路を調べる.

両プレイヤーの生産費用関数が

(30) Ci(Qi(t) , Si(t)) =miQi(t)gi (Si(t) 

であるとする.このとき， (28) , (29)式は

(31) --:;"1 7>，坦9!j且士Q!i必ZL =rf 
P(QI(t) +Qf(t)) -mfgf(Sf(t)) 

の価格 P に関する微分方程式に帰着される.

石油価格Pは非OPEC の埋蔵量が O になるま

で (31)にしたがって上昇し，時刻 T以後 P(t)=

P の水準に落ちつく . T はカルテルの生産径路

1981 年 10 月号

{Ql(t)} と初期価格 Poに依存する.カルテルが Po

を高く設定すると区間 [0， TJではカルテルの利潤

は小さくなるが非OPECの石油資源の酒渇が早

まり ， t=T以後の利潤が大きくなる.このような

価格径路の性質を考躍して先導者は Stackelberg

戦略を決定することになる.

(例1) 両プレイヤーの生産費用が O で，さら

に割引き率がともに r で共通であると仮定して，

Stackelberg 均衡解を調べる.

カルテルの利潤は， Q=Q'+Q' として

(32) 1!"'=~:P(t){Q(P(t)) -Q'(t)}パt

で， Qf(t)は価格径路に対応する最適反応である.

このとき価格径路は

(33) P(t) =Poeぺ 0孟 t豆 T

P(t)=P, T;::;;'t 

となる .Tは非OPEC の石油資源が澗渇する時

点を示し，さらに， T+Tf でOPEC の石油資源

も澗渇するものとすると

附 Tf= 訪[S，品山0

であり ， T は

1LfP¥ (35) T= -'-ln( 百)
T¥ro/ 

の関係式で与えられる.価格径路(33) よりカルテ

ルの利潤は

rrT 
n (  D. ~rt \.1, C' f I Q(P) (36) が=PoUoQ(Poe吋) dt-So'+ 子ー

(l-e-rT') ] 

で計算される . P<P のときの需要関数を

(37) Q=αp-'， 0<ε<1 ， α>0 

とし，また，カルテルの埋蔵量が十分に大きく，

e-rTf 
{:: 1 と仮定すると， (36)式の右辺最終項を無

視することができて，利潤は

(38)hZPo叫;(l-t)Pハ-crT_PSOf

で表わされる.このがを Po の関数であるとして，

最大にする Po の満たす必要十分条件は

(労) PO=[(古)苧+(1一川)ゴー1/.
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P 

P I-ーー'一一一一一一

Po 

である. (39)式より明らかなように，最適な初期

価格 Po はカルテルの埋蔵量には関係せず，非OP

ECの需要の弾力性，埋蔵量そして代替財の価格

に依存している.

(例 2) 石油の生産能力に制約のある場合につ

いて考える. OPEC は 1975年で日産3800万バレ

ルの生産能力に対して，生産量は日産2520万バレ

ルの実績であり，約 2/3 の生産しかしていないの

で生産能力による制約は不必要としてよい.非O

ゲーム理論が広く理解される

il--til--T

‘ 

最適価格径路図 2

このためにも，

。

る.

ことは有益であると思われる.
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また， k' が十分小さければ，カルテノレは非OP

EC の反応関数を Q'(t) =k' とできるから，利潤
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この場合，非OPECは最初 k' の値を大

きくするために投資をし， このため生産量 Q'(t)

=がが増加するので，石油価格がさがり，生産能

力の制約が拘束的でなくなるときから価格の上昇

が始まり，やがて Pに到達することになる.

となる.

国際石油市場をモテゃルとして，非協力ゲームの

Stackelberg 均衡の特徴を Nash-Cournot 均衡

と完全競争均衡との比較を通して述べてきた.

個人の主体性を尊重する限り競争的な状況を避

けることはできない.ゲーム理論による競争的状

況の分析が争いを助長するのでなく，むしろ，無

用な争いを防ぐことになると考えることができ
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おわりに7. 

解脱

新動向のシミュレーション言語-SLAM(2)

森戸 = 日

事例研究

通信干渉防止のOR問題(中)

一一周波数選訳と割当て 森戸晋
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