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景に持っているu しかしそれ以上に，規制されている  

産業の経営や生産面において非効率が無視できなくな  

っているという現実，そして，その非効率が被規制企  

業の予期されなかった戦略的行動，すなわち現在の単  

純な規制方式の副作用によるのではないかという認識，  

さらに〉 情報をあまねく収集し9 多様な規制の諸局面  

に適用しようとするためのコストがかかりすぎ行政府  

が肥大化する，という逼迫した現実の問題が，規制の  

見直しを必要としたのである。   

「規制緩和．Ⅳ1という対策が，これらの問題，すなわ  

ち第1に市場の需給条件の変化，第2に生産構造の非  

効率化，第3に規制するためのコストの肥大化，とい  

う問題への対応であるならば，それぞれに対して所期  

の効果があがっているか否かを分析することができる。  

ここで考える規制緩和の経済的効果は，この3つの局  

面の効果を総合したものである。以下では，このそれ  

ぞれの効果を計量する方法を紹介の検討する 

諾わ 直接的効果鵬規制費用の節約皿  

最初に検討するのは上記の第3の問題，規制のコス  

トの増大化への村方踪としての効果である。この効果は，  

規制緩和の直接的効果である。規制緩和が行われると9  

多くの場合9 価格や生産量を直接に規制当局がコント  

ロ、【ルする方法から離れて，競争のメカニズムに頼り  

価格等を直接には指示しない方向が志向される① 競争  

のメカニズムがうまく働くためには，競争そのものが  

促過されなければならない。競争を促進するために，  

新規の参入がノ促進される。   

ここで9 規制緩和の効果を計量するにあたって，こ  

の2つの規制の方向の違いが規制費用に与える効果の  

追いを考慮しなければならないも 第1に9 規制者がモ  

ニター′，，する項目を削減。効率化し，手続きを簡素化す  

ることによる直接的費用の軽減である。特に，電力℡  

ガス0市内電話サーービスなどのある程度独占が認めら  

れた公益企業の規制においては9 規制緩和は，主に価  

格0数量規制のモニター1費用の軽減を冒手旨すべきであ  

オペレーーションズロ リサーチ   

鼠。規制緩和の経済効果  

公益事業に対して行われている規制を緩和しようと  

いうのはヲ それによって経済効果が生まれることを期  

待しているからに飽ならない。しかし9 実際にそのよ  

うな経済効果を期待できるのだろうか9 ないしは一般  

に考えられているほどの経済効果を生みだしているの  

だろうか。ここではヲ これら経済効果を計量する方法  

について検討㊥紹介する石   

塊制は公益事業の経済的な行動を制約する。規制を  

行う理由は，規制がない場合の公益事業の衝動と規制  

があった場合の公益事業の′行動をそれぞれ予測し比較  

して予 後者の方が消費者と生産者の両者の利益の上で  

望ましいという判断にある。しかし技術が進歩するこ  

と9 経済規模が増大すること，輸出や輸入によって市  

場が拡大すること等によって供給条件や需要条件が変  

わったりすると9 必ずしもそれまでの規制が望ましい  

とは限らなくなる。また規制のデザインが陳腐化して  

意図された冒的を達成できなくなっている場合もあるp   

後者についてもう少し詳しく考える印 初期には規制  

者は公益事業の営業に関して細部まで制御が可能であ  

るという考え方について規制が形作られていたt、規制  

当局は掛分の保有できる情報についてかなり楽観的で  

あったのである。しかし年月が経つに従ってヲ 情報に  

対してこのような単純な仮定を置くことが適切ではな  

いと考えられ始めた。被規制企業は規制者に比べて，  

生産や需要の構造について豊富な情報を持っているし9  

その情報優位性を活潤して戟略的に行動することを学  

習する9 と考えたほうが現実に適合していると思われ  

るようになったゎ いわば規制は被規制企業の行動に副  

作用的な影響を持つと考えられ始めたのである¢   

この変化は9 情報の伝達に偏りがある場合の企業行  

動に対する研究が進んだ，という方法論上の進展を背  

とりい あきお 横浜国立大学経営学科  

〒240横浜市保土ヶ谷区常盤台79－4  
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り，この効果は重要である．第2に，規制手続きにし  

たがって新規企業の参入を審査し，参入可否の判断を  

するためにかかる行政費用の変化である．両者ともに  

規制を受ける側が手続きを遂行するための費用，およ  

び定められた書式を満たすための情報を収集する費用  

等をも考慮しなければならない．   

価格や生産量をモニターする費用の軽減を目指した  

規制緩和の効果は，そのまま直接的費用の軽減として  

あらわれる．一方，参入を促す場合には，多少事情は  

異なる．規制緩和に伴って，参入を申請する企業が増  

加する割合が，参入時の直接コストの軽減の割合より  

も大きければ，参入時の規制費用の絵額はかえって増  

大するだろう．しかしながら，この場合でも規制緩和  

の効果がこの直接的費用の面ではマイナスであったと  

判断してはならない。規制緩和の目的が参入の促進で  

あるとき，目的は十分に達成されており，かつ，新規  

参入者に提供されている行政サービスの総量は増大し  

ているからである．したがって，規制緩和の効果を評  

価するためには，規制緩和の前と後で同じ量の行政サ  

ービスを提供するための費用を推計し，その低下分を  

比較しなければならない．具体的には，規制緩和後の  

規制の直接的費用のうち，参入申請の増大にかかわる  

部分を控除しておけばよい．   

以上の考察により，直接費用の節約のうち効果は，  

行政府において価格や生産量などをモニターしている  

部門の人件費などの総費用（Aとする）×規制緩和  

によって縮小された割合（Rとする）によって推計され  

ることが分かる．もし実質的に行政府が縮小されてい  

なければ，この部分はもちろんゼロである．しかし規  

制緩和によって規制する側の費用が軽減されているに  

もかかわらず，同時に規制する側に内部非効率が発生  

して，実質的な縮小がおきていない可能性もある．そ  

のような問題が懸念される場合にはたとえば次のよう  

な推計方法が考えられる．まず規制の指標となる，た  

とえば許認可届出の加重平均や，審議会公聴会などの  

開催頻度をえらぶ．そして上式の実際に縮小された割  

合（R）の代わりに，それら規制指標の減少割′合を用い  

る．もし行政府の縮小がなければこの推測値とほぼ同  

額の非効率が発生していることが予想されるのである．   

規制される側にとっての費用の縮小も，同様な方法  

で推計される．さらに，参入を規制している場合にも  

同様の計算が可能であるが，基準とする規制費用（A）  

は規制緩和以前のものを用いなければならない。  

3．供給拡大による消費者利益の増大とビジ  

ネスチャンスの拡大による社会的利益の拡大  

規制の内容が変更されると，当然のことながら，そ  

の公益事業の活動している経済分野（市場）で，どの  

ような財のどれだけの量（供給量また生産量）がいっ  

たいいくら（価格）で取り引きされるかが影響を受け  

る．この節で推計するのは，価格や供給量が変化する  

ことによって発生する経済効果である．注意しなけれ  

ばならないのは，影響を受けるのは規制されていた市  

場だけではないということである．多くの市場は互い  

に関連しあっている．規制されている分野で価格が低  

下すると，類似の商品を提供する市場から需要が流れ  

込んでくるかもしれない。たとえば，都市ガス価格が  

大幅に低下すると他のエネルギー源への需要が低下す  

るだろう．また，規制されている公益サービスの価格  

が低下すると，そのサービスを用いた消費分野で新た  

な需要が発生するかもしれない．たとえば，電力価格  

が低下すると，電力を用いる製品，電気機械器具の売  

り上げも増大するだろう．1つの市場の規制緩和はこ  

うした，隣接し関連する市場への波及効果を持つ．   

3．1規制されている市場に発生する効果   

ここではまず，当の規制が緩和された市場において  

経済的利益がどの程度発生しているかを推計する方法  

を述べる．この市場で価格がPから△Pだけ変化して  

P－△Pとなり，供給量が¢から△¢だけ変化して ¢  

十△0となった場合を考える。一般に規制が緩和され  

ると，既存企業の供給量に対しての制約がはずれる．  

さらに，参入が侃され新規企業も供給を布いはじめる．  

こうした供給の増加は，市場価格を低下させる．   

わかりやすいのは，すでにこの市場でサービスを受  

けていた顧客に対する効果である．これらの顧・客は価  

格の下落をそのまま購入額の節約とすることができる．  

この額は¢△アである。次に，増大分の需要を購入す  

る顧客に発生する利益について考えよう．これらの顧  

客は価格Pでは購入してはいなかったが価格グー△P  

では購入している．（△Pだけ価格が下がったので需  

要を増大させた顧客についても，その増大分だけを新  

規に買おうとする敵客と考えれば同じことが言える．）  

これらの顧客にとっての，サービスの価値はPからク  

ー△Pまでの間の値をとるはずである．サービスの価  

値がこの間に一様に分布していると考えると，新規顧  

客にとってのサービスの価値は平均クー△P／2である  

と推計できる．それだけの価値のサービスを規制緩和  

（13）143   1998年3月号  
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ここでヴとカはこの市場での供給量および価格で  

ありヲ ¢は規制緩和された市場での供給量，βは規制  

緩和前は0規制緩和後は1をとるダミー変数であるふ   

最初の回帰式のようにダミー変数を用いた場ノ釧こは，  

規制緩和による需要のシフト分は△ヴ＝仔（eγ仙1）≒柑9  

次の剛常式のように規制緩和された市場の供給量を用  

いる場合には△材＝紬眠け△¢）／¢）γ－1）≒摺（△¢／¢）  

となる絆 それぞれの需要の増加をもたらす効果ほヲ  

△（iのg葺）＝ニ＝”β△（海相）の関係より△カ＝カ／（伽）巾△俊  

だけの僻格低Wがあった場合の効果と同じである（β  

は需要の価格弾力性の推計値となっている）。すなわ  

ち，それだけこの関連した市場で取り引きされる製  

品1－サ」∴ビスの価値が』昇したのと同じ効果を持って  

いる。この価値上昇分を△即とおこうn ダミー変数を  

用いたとき9 △〃＝＝（ブ佃）あ 規制緩和された市場の供  

給量を用いるときは△〃＝（γ佃）（△¢／¢）カである小 も  

隣接する市場が規制緩和されたため，需要が洗出  しラ   

したという場合には，上記のγは負の値をとる。した  

がって， △飢△動△ぴも負の値をとる帥   

実際に規制緩和の前後を比較した生産変化量は9 必  

ずしもこの△材とは】－一山致しない⊂．生産量が変わるとこ  

の関連市場の費用条件も変わりッ 価格が変化するから  

である この寛際の鉱産巌の変化分と価格変化分をそ  －   

れぞれ△屯r＊と△がとおくと，△冴＊舟＋β△カ＊應＝△  

¢ノ材という関係があるぐ上 △〃だけの価値あ上昇のうち9  

実際の価格上昇となった分△カ＊は生産者である企業  

の利益となり9 残りは顧客の利益となっている。   

以北の考察によって，この関連した市場での経済効  

果はブ まず既存の需要分牒に対して（誰が最終的に  

獲得するかば別にして）△〃の価値上昇があるので¢  

△〃，さらに実際に増大した需要分△ヴ＊に対しても平  

均△〃／2だけの価値上昇分を見込めるので△仔＊〃／2と  

なるく．よって撮終的に9 合計  

仔△〃十△材＊△ぴ／2＝△〃（仔十△留＊／2）  

がこの関連した市場における経済効果の推計値となる。   

項・の 非効率の解消  

‥－・．■ご・室・一丁ー∵∴   

前節では9 規制緩和による競争の導入の結乳 価格  

低下とそれにともなう需要の拡大がおきるということ  

を前提としていたく．しかし，競争を導入したからとい  

って，なぜこのような価格低下が可能なのであろうか。  

単純に新規参入した企業によって市場に出回る供給量  

が増大しただ右ナなら，それまで規制されていた企業に  

とっての需贅，したがって生産量は逆に縮小してしま  

オペレー【ションズu リサーチ   

後は㌘Ⅷ△厨で購入しているので9 利得はサービス1  

単位あたり△丹2である。△¢だけのサービスについ  

て△¢〉く△厨／2となる。したがって9 合計   

¢△厨十△¢△厨／2＝△P（¢／2・十（¢＋△¢）／2）（E）  

が，この番場で消費者に発生する利益の増大分である凸   

実際には，規制緩和の前後で，価格や生産量を直接  

比較してサ △厨，△¢とするだけでは不十分だろう付 価  

格や生産量はさまざまな要因によって影響を受ける丁  

規制緩和むそのような要周の1つであるや 規制緩和の  

前後のさまざまな要因の調整が必要である。ただし，  

ここでは紙面の都合により調整の詳細は述べない1，ま  

た，単純な比較では長期的な効果を推計することもで  

きない山 これらの問題については後に再度考察する。   

・・●・．：∴、・● ．ご・．こ1ナご．   

公益事業の場合，提供するサーービスは，－－一般製造業  

など産業全般にとって重要な生産要素となっている。  

この場合，価格の低下は，このサービスを用いて生産  

を行っている産業にも盤産費用の低」Fという形で波及  

していく珊 この効果は，それぞれ効果が波及した苗場  

についてすでに述べたのと同様な計算をすることによ  

って推計される。ただし規制緩和によって実現された  

投入財の価格低下のすべてが価格の変化として反映さ  

れるわけではない。醐部は利潤の増加となって吸収さ  

れる。この利潤増大分をこれらの市場に対する経済効  

果として加えておかな已ナればならないっ，具体的には9  

投入割合から原材料投入の費用低下分を推計し 実際  

に実現した価格低下との差を求める① この差を△カ規  

制緩和以前の産出量を¢産出量の増大分を△¢・として  

（E）式に示されるのと同等な計算を行えばよい√．   

次に，類似したサ・－ビスを提供する隣接する市場に  

及ぼす効果尊J9 多少面倒であるが同様に計算できる。  

まず規制緩和によって9 その市場まで波及した効果を  

特定しなければならない。そのため，市場の需要構造  

を剛爵分析によって明らかにする必要がある，．たとえ  

ば9 次のような方法が可能であろう。   

時系列デ陳タ9 可能な時には地域別のデふタを用い  

て需要を説明する掛帰方程式を仮説としてたて9 この  

方程式を推計する¢ ここでは矧帰分析についての詳細  

は省略する－、同時方程式のバイアス等が適切に処理さ  

れているものとする．汁 酬南方程式には規制緩和が行わ  

れた市場の影響を特定化するためダミー十変数や規制さ  

れている産業における供給量を説明変数に加えておく。   

且ogα＝α－ β且ogカ＋γの十1【…   

且ogα＝α－βlog．わ＋γ且og¢十。。  
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効率の水準さえ計測できれば，規制緩和という政策の  

効果を前もって予測することができるようになる．   

4．2 非効率の推計   

ここでいう非効率は，同じだけの投入物を用いても  

っと大きな生産量をあげることができたのに，実際に  

はそれ以下の水準しか生産できなかったという場合に  

発生する無駄である．生産活動に何らかのベストな状  

態を想定し，生産フロンティアとする．現実の状態は，  

生産フロンティアが示すような効率的な状態であるか  

もしれないし，そうではなく，生産フロンティアと現  

実との間に範離があるかもしれない。現実の状態は生  

産フロンティアの状態と比較することによって，効率  

的であるか非効率であるかを判断することができる．  

このように，非効率性は生産フロンティアからの乗離  

とし定義される。   

一方で，生産フロンティアも非効率という概念を得  

てはじめて，仮想的なものにとどまらず，実際に推計  

が可能な概念となる．したがって，生産フロンティア  

と非効率の程度とは常に同時に推計される．この推計  

方法には大きく分けて2つの流れがある．1つは，生  

産関数にある特定の関数形を想定し，さらに非効率の  

発生の様子にも何らかの分布を′仮定するパラメトリッ  

クな推計方法であり，もう1つは線形計画に類似した  

方法を用いるノンりヾラメトリックな推計方法である．  

後者のノン・パラメトリックな方法の代表例は，  

DEA（Data Envelopment Analysis）と呼ばれる方  

法であり，この誌面でも特集をはじめとしてたびたび  

紹介されたこともある．そこで，ここでは残った紙面  

を利用して前者の例として，Stochastic Production  

Frontier Method（確率的生産フロンティア関数を  

用いる方法）を紹介しよう。   

すでに述べたように，所与の投入量から技術的に可  

能な最大の産出量を与えるものとして，生産フロンテ  

ィアが定義される．生産フロンティアを超える成果を  

あげることはできない。ある与えられた量の投入を用  

いて生産活動を行ったとき，現実に産出している量と  

生産フ．ロンティア上で予測される産出量との格差が非  

効率である．すなわち，投入財のベクトル量を∬，産  

出量を〝，非効率を祝とすれば二  

y＝ダ（∬）－い以，   α≧0  

という関係がある．ダ（・）は生産フロンティアである。   

ここで，決定論的に生産フロンティアは一意に定ま  

るとしてF（・）を推計する方法と，生産フロンティア  

は確率的に変動するものと想定して推計する方法とが  

（15）145   

うだろう．公益事業の場合には規模の経済性が重要で  

あるから，平均単価は低下するどころか逆に上昇して  

しまうだろう。また他の可能性として，それまで規制  

によってサービスの産出が制限されていたが，規制緩  

和によってこの制限が撤廃され，既存の企業にも規模  

の経済性によって費用を低下させる余地ができた，と  

いう説明ができるかもしれない．しかし，その説明は，  

一般に規制緩和前に費用に見合った価格が設定されて  

いたことと両立し難い．もし規制緩和前に収支均衡で  

あったなら，規制緩和後は供給量の拡大による価格低  

下よりもさらに大きな費用低下があったはずである。  

価格低下よりも費用低下が小さければ，規制緩和後の  

収支はマイナスとなってしまうからである。規制当局  

はこのような大幅な費用低下の機会があったにもかか  

わらず供給を押さえこんで実現させなかったことにな  

る。規模の利益は規模が増大するにつれ，どこかであ  

まり働かなくなるはずであるから，単価の低下は鈍化  

し，収支均衡する点が必ずあるだろう。そのような点  

を選ばず，供給量を制限して価格を高止まりさせてい  

たことになる．このような供給量に対する大幅な規制  

が現実にはなかったとすると，結局，規制緩和前には  

被規制企業に大きな利潤が隠されていたと考えざるを  

待なくなってしまう．   

どのように考えても以上のように競争の導入だけで  

は価格の低下が可能であったことを説明できない．こ  

れを説明するためには規制緩和前に生産面で又は企業  

の経営上に内部非効率があったと考える以外にはない．  

競争圧力が規制緩和によって生じてはじめてこの非効  

率が全部ないし部分的に解消されて費用低下が実現さ  

れ供給価格が低下したと考えざるを得ないのである．   

また，このように考える方法論上のメリットもある。  

規制緩和の効果は，緩和した瞬間にすべてが変化する  

というものだけではなく，長期にわたって次第次第に  

市場に浸透していく効果も多いのではないか．前節で  

述べた方法では，この長期にわたる効果を推計するこ  

とは難しい。しかし，効率性の状態を時系列的に分析  

することによって，この長期的効果を推測することが  

可能になる。さらに，規制緩和前の非効率の程度を推  

計することにより，規制緩和による経済効果をあらか  

じめ推測できるようになるというメリットもある．前  

節に紹介した方法では，規制緩和によって実際に価格  

や生産量が変化した値を用いて効果を推計しているか  

ら，緩和された後にはじめてその効果が推計できる．  

すなわち，後ろ向きの推計しかできない。しかし，非  

1998年3 月号  
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あるぅ それぞれのモデルは9 最適な生産状態というも  

のに対しての異なった概念に対応している。ただ，決  

定論的な方法を用いると9 最も効率的な生産活動を行  

っている企業や事業所のデータによって生産フロンテ  

ィアの推計が大きく影響を受ける巾 それだけ，異常値  

の存在に敏感となるので，多くの場合には，生産フロ  

ンティアは確率的に変動するものと想定される肋 この  

時，厨（∬）＝ノー（∬）＋〃とし，  

ダ＝〆（∬）＋ぴ－→【祝， 祝≧0   （R）  

が確率的生産フロンティアモデルを表す巾 〃は，正規  

分布等，何らかの対称的な分布を持つ確率変数びで  

ある。異常値が存在したとしてもッ その効果の一部は  

変動項びとして処理されるので，確率的モデルは9  

決定論的モデルほど異常値の存在に敏感ではない。   

生産フロンティア関数や非効率の程度を推計するた  

めには，さらに〆（①）の関数形とがの分布を特定しな  

ければならないl。〆（白）には9トランスqログ型ないし  

はコブギ）ダグラス型を使うことが多い．，非効率を表わ  

す項壷としては夕 景小値が0であり上方に尾を持つ  

ような非対称分布が仮定されるひ 多くの場合半正規分  

布が用いられるが9 他に指数分布や那（ラムダ）分布  

が用いられることもある。．非効率の大きさはこれら非  

対称な分布の分散の大きさを示すパラメータによって  

示される。．推定される関数形とその関数からの乗離の  

分濁が特定されると9 最尤法（Mm法：Maximum   

、、． ・ ・∴  ・．：－－ 、．．．・ ‥  ●こ て・  

nary Least S駆aヂe Me仏0朗法によってそれぞれの  

パラメ叫 タを推計することができる（，COmS法とは  

Åigner，Loveil，amd Schmidt［1977］によって示  

唆された一種のモーメント推計法である∴Ⅸ軋S法  

では，の軋S（のrdiIla『y Least Sqmare）を用いて関数  

形を推計し，さらに回帰残差の2次以上のモー劇メント  

の大きさから，非効率に仮定した分布のパラメータ9  

すなわち非効率の大きさを求めるぴ このように，比較  

的容易に推計を行うことができるので9 以下では  

CのmS法を紹介する。   

43 〇こ）こ．S   

剛帝モデル（R）ではヲ 残差が正規分布の形をしてい  

ないu したがって，のmSでは通常望まれているよう  

な良好な剛甫係数の推計値を得ることができない耶 し  

かし，のmSは9 定数項を除いて他の回帰係数に対し  

てはヲ 山致推定量を与えることが知られている。この  

性質を用いて，剛南方程式を適当に平行移動させ9  

影＝（メ‘（∬）仙風（甜）〉十び∬‡祝一厘（乙g））写 祝≧0（R′）  

眉唾霞（16）  

とすると9 C軋Sの残差は正規分布とはならないもの  

の，充分に良好な性質を持った推計量を与える。ただ  

し9 厨（祝）は祝の期待値を示している¢   

このように9 COLS法では，まずOLS を用いて  

（定数項以外の）回帰係数を求め，残差を得る。次に，  

残差を用いて，祝と〃の分布を推計する血 最後に視の  

分布から岩数項に発生するバイアス屈（祝）を求め9 調  

整すればよい。残差の分布は祝と〃の2つの変動の和  

として合成されている申 いちばん一般的に用いられて  

いるのは，祝に半正規分布   

g（ぴ）＝孟exp〔【義視2いorぴ≧0 （G）  

＝0，  Otherwise  

を仮定し9 〃に正規分布Ⅳ（0，♂む2）を仮定する場合であ  

る¢ ただし，g（¢）は祝の密度関数である。この時，  

残差をだとすると9  

朗㌣遁（E）距〔旦諾〕戎＋戒  

、＿′－：．－－ i  

飴一掴3＝窓〔  
となる。この両式から残差の2次と3次のモーメント  

〃2および〃3を用いて，   

∂芝＝［紹〔孟〕〃3］2′39∂乞＝〟2山笠旦∂芝  

と分布パラメータの推計値を■求めることができる。   

最後に，産業全体の効率性を求めよう。祝は式（G）  

で示される分布にしたがって9 生産フロンティアから  

の乗離を引き起こす。これが9 非効率となる。式（R）  

を推計するときに9 コブ∵ダグラス型やトランス¢ロ  

グ型など通常用いられる関数では投入や産出が対数変  

換されているから9 実際には，  

：・ ∴・．・・∴；・‥ ′・・  ′・、  

となる。したがって，生産フロンティアを1としたと  

き9 eXp（一視）だけの割合の産出しか達成できていな  

いのであるから9 この産業の平均の効率性は  

厨［exp仁㍑）］＝2exp（♂〟2）［1一厨（♂α2）］  

となる。ただし，この関数ダは標準正規分布の累積分  

布関数を示してし－る。この指標は，Lee－Tylerの平  

均効率性指腰と呼ばれている。注意しなければならな  

いのは9 効率性の指標の意味である。非効率は，あく  

までその産業全体に分布しており，その平均値の推計  

値が効率性の指標となっている。   

税目抱 非効率計測による分析   

こうして得られた9 効率性指標は産業が全体として  

どの程度の非効率をかかえているかが推計される。こ  
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表1米国地域電気通信産業における技術効率性の推移  の，非効率のすべてが競争圧力によって解消されるこ  

とが可能であるわけではないのはもちろんである．ま  

た，企業の長期的な戦略から見ると効率的だが，短期  

的には非効率になって表れる部分も含まれていること  

に注意しなければならない．   

事後的には，規制緩和の前と後とを時系列的に分析  

することによって，効率性の改善による費用削減効果  

がどの程度あったのかを推計することができる．この  

ような研究を重ねていくことによって，事前的にも，  

効率性の改善をどの程度見込めるかを予測することが  

できよう．たとえば，Torii［1992］では，日本の製  

造業の平均効率性を推計しその決定要因を分析してい  

る。その結果の1つに，   

平均効率性＝‥。－0．049規制ダミー＋‥・   

自由度調整済み決定係数＝0。417，Ⅳ＝71  

という回帰式がある．この回帰式は参入規制を伴う規  

制を受けている製造業の効率性が，規制を受けていな  

い製造業に比べて平均4．9％低いということを示し  

ている．一般の製造業と公益事業とでは事情が異なる  

かもしれないが規制によって発生することが見込まれ  

る非効率の存在は充分に検証する価値があるだろう。   

さらに非効率の水準を推計することによってTFP  

（全要素生産性，本誌の伊藤論文を参照されたい）など  

の生産性指標の変化も，生産フロンティアの拡大や縮  

小などによって生じる生産性の変化と，非効率によっ  

てフロンティアから東経して発生する生産性の変化と  

いう2つの要因に分解することができる．すなわち：   

観測される生産性  

＝フロンティアにおける生産性×平均効率性  

である．生産フロンティアが縮小しても，また非効率  

が増大して生産フロンティアから希離してしまっても，  

生産性は低くなるのである．生産性の低下が生産フロ  

ンティアの縮小によって生じたのか，それとも非効率  

の増大によっているのかという差は，特に経済政策上  

重要である．  

1983年のATT分割以来，米国電気通信産業の雇用  

量は急激に低下し，それにともなって1人当りの付加  

価値で計った労働生産性は急激に上昇している（1984  

年から87年まで平均年率3．6％）．しかし，この水準は  

分割以前の水準より低い（1971年から1983年  

までの平均年率8．2％）。ところが，CrandallRobert  

W。［1991］，はTFP成長率がそれぞれ3．2％および  

3．9％で大きな違いはなく，競争の効果は十分に働い  

ており，分割は静態的な効率性に対して望ましくない  

1998年3月号  

全企業  BOC（旧AT＆T系）   

年度  回線／  平均  フロン  回線／  平均  フロン  

従業員  効率性  ティア  従業員  効率性  ティア  

（A）   （B）  （A／B）  （A）   （B）  （A／B）   

1982  0．132  0．925  0．143  0．126  0．939  0．134   

1983  0．145  0．778  0．186  0．15  0．93  0．161   

1984  0．164  0．745  0．220  0．194  0．949  0．204   

1985  0．170  0．724  0．235  0．206  0．94  0．219   

1986  0．177  0．729  0．243  0．213  0．938  0．227   

1987  0．188  0．731  0．257  0．216  0．931  0．232   

1988  0．195  0，734  0．266  0．232  0．918  0．253   

198 

硬長率  11．5％  －10．3％  24．2％  24．1％  0．5％  23．4％   

影響は与えなかったと結論している．しかし，この報  

告に対しては急激に技術が変化している電気通信産業  

において単に付加価値等を産出として計測された生産  

性の時間的な上昇によって効率性を測ることの問題な  

ど批判されている．非効率の概念は，生産性の時間的  

な変化に依存せずに，単年度毎に効率性を計測できる  

ので，特にこのような問題に答えることができる可能  

性を持つ．   

表1にはCOLS法を米国地域電気通信産業に適用  

した結果がまとめられている。生産フロンティアの推  

計において産出には各地域電話会社のサービス回線数  

を，投入には総雇用数および純資産額を用いている．  

全企業を対象とした効率性に比べ，分割後のベル企業  

のみを対象とした効率性がどの年度も高い．またAT  

＆T分割があった1983年を境として，全企業を対象と  

して測った効率性に急激な低下がみられる。分割され  

たベル系企業についてみれば，分割後緩やかに効率性  

が低下している傾向が見られるが，顕著な傾向ではな  

い．残念ながらTFPの推計値を得ることができなか  

ったので完全な分析はできないが，ベルの分・割後に全  

企業を対象にした効率性が低下したことは，分割後の  

ベル企業のフロンティアが急激に拡大し，それに他の  

企業の生産性がついてゆけなかったので結果として非  

効率が増大したと仮定することによって説明ができる。  
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