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１�はじめに

�のデザインを��する��については�

�くの��で�������に��され��

�があるが���はついていない ���������

�	�
�����!"

#$の%&�に'しては�()リスクと

()インセンティブが*�な���+である

と,える３つの-なった���./ リスク�

シェアリング01�234501�6789

01!がある ����������!"

:�は�;<=�>�=モデルにより?@

された�リスク�シェアリング01である

 �	��
�	�A����B���
��	��� �����
����

A�� �B!"この��によれば�$*�%&#

CのDEのFGHIとJKのLM�Iのもと

で�%&#のモラル�ハザードがNこりうる

OPに�%&#がQRST�で$*がQRU

V�であればWX%&�がYZ�として

[\される"このOP�()リスクと()イ

ンセンティブのCには]の'^が_Vするこ

とになる"

これにGして�!���������	A��Bは�

"��A����Bによる�インドではタバコのよ

うなJK`aがbきい&cのOPに�d%&

が[eされるfgがあるというhij� リ

スクとインセンティブのCにkの'^がlめ

られる!にもとづき�リスクのbきなmOで

はnopqrがsたすtuがよりv�となり�

そのようなmOでは�()インセンティブが

bきいことが[eされるという�リスク�シェ

アリング01とは-なる��モデルをwxし

ている"ここでは�この01を234501

yzy
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�����������らが��する�����

がある��������は��������フランス

の��にもとづき����を��する��の

�い���の� には�!"��#$が%&

される'(にあることを)している������

��������	����
は�リスク!*は!"�

�が%&される�+な,-ではなく����

による�.の/01�による23456の7

8が9こりやすく�:;<の/=>?を@A

するための���が�いほど�!"��#

$が%Bされるとし�CDアメリカの�.E

FにGする��を�いて����の�;HI

や7<J,のKきさが���#$LMの%B

にNOしないことを)した P����� ���

�����	����
もQRS�また���������

�����	����
は�このTUを��!*#$

にV�している�

��のW��のXYZについて�いくつか

[\]^があるが�その_は`られており�

aやbDにより!cdeがfなっている�

���������������������	����
は���

��イタリアの��を�い������ ���

�����によるg���の�;HIや7<J

,のKきさが���#$LMの%BにNOし

ないhというdeは�.�と���iの

���������� ����!����をjkしていない

ことによるl:Zバイアスによってもたらさ

れたものであり�このmnをo�J_を�い

ることによってpqすれば�より7<J,の

Kきな�rを%Bする� ほど!"��#$

が%&されることを[\し�リスクと:;s

,へのインセンティブのtのGuをvwする

\xを)した�また�"����#	���

は�

インド�yのデータを�い��:zに{|さ

れた}~な�����:;リスク�.���

��のリスク��6と��LMとのGuにつ

いて�����D��モデルによる����

!cから��された�U��を��������

��� ����!����をjkしたうえで�\し�

リスク��とモラル�ハザードをjkしたリ

スク�シェアリング��をvwするdeを�

ている��

��は�リスク�シェアリング��をvw

する[\]^であるが�これに�して�

������	����
は�$%&$'�(がインド�y

で7�したデータを1�し�リスク�シェア

リング��をvwしないというdeを�いて

いる�� また�)���� 	����
は�リスク!

*と�.の456を��jkした,�zな�

�#$のモデルを�い�リスク�シェアリン

グ��と�����のいずれが�+かを�

フィピリンのデータにより����������� 

����!����をjkしたうえで�\したが�

�./0��の��がKきいトウモロコシ�

の� は!"��#$が%Bされ�2345

6の�い�.ほど:;��のKきな|���

#$が%Bされる'(があることから� �

の��とも¡¢ではvwできないとdU£け

た�

さらに�*�����������������	���	
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が���#$LMの%BにNOすることを�
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による��を	まえ
��アメリカのデータ

をい
��と���の����をコントロー

ルした��モデルにより
�������の

���
������を��したうえで
リスク�シェ

アリング��
�� ��!"とも#$し

ないという%&を'ている(しかし
!")

に#$しないということは
*く+の,�が

-.ということになる(

/0のように
リスク�シェアリング��


1234��
�� ��についての56

が78しないのは
9:��;<の=>イン

センティブ?@A&をBCのDEにしたFに
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���������������
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���������J(

このFを��し
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9:��;<の=>インセンティブ?@

A&がKめられないジャワ�LにおけるMN

データをい
リスク�シェアリング��
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��		�����!�JなどのQ��をRSした(

その%&
���のリスクTUVがWきいほ

ど
7XYZI[\Jが�さいほど
9:�

�が��されやすいという
]^の,���

では��_`aな9b%&を'た(Dcは


deA,�における "#$#I"��%��	���

#&	���
�$�	�#'�%	���J��とfg�で

あるが�� ��とはfg�でない(G"


hcは
�� ��とfg�であるが
�

��がより[\TU�であるigのdeA

,�とはfg�でない(また
jk������

は
������������とlじデータをい


9:��;<のig
mn��;<のigよ

りも=>Aoがpいというqrは5sせない

という
���がtuvwを?@するために

9:��;<が�xされるという�� �

�とは#$する9b%&を'ている(

ただし
������������では
データ

の@<のため
���のデータのみをいた

9bをしており
����������	��
������

によるy=�バイアスのz{は��されてい

ないという9b0の2|がある(}~では


������������とlじMN��において

�たにデータ7�をすることでこの@<を�

�し
��の��に�するデータをも�めた

データ�セットをい
 ����������	

��
������のz{をも��した�X���

���をい
��;<��の�mHについ

てより��な9bを�う(そのために


#���%&�%����(�

�����による
�+��

を��に
=>リスクの�,Y�として��

T�と7Xの����のデータを�し
�

�Y��をいて� する��をRSする(

/¡では
まず
２¢において
MN��

の�£
¤¥¦i
�}§¨の��
そして


��;<の�©について��し
３¢で
�

�;<��の��モデルを
0ªの�X��

����により«�し
9b%&から
リス

ク�シェアリング��
1234��
およ

び
�� ��のいずれが
r�をよりよ

く��するのかについてR¬する(そして

hに
�.な9b%&を.<し
®hの��

¯{についてªべたい(
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２�����における��と�	
�

���は�ジョクジャカルタの���から

�で��	
��	の����に�し���は�

�����に�������にアクセスでき

る����にある�

ほとんどの��は !"#で�２$%�３

$%も"#である&'１(���が)*され

た+,における��-�の�./%012は�

3の３$%�3プラス4%/&56�トウモ

ロコシ�サツマイモ�キャッサバ�78�9

:;<(の３$%が８=を>めている�?@

%/である3のA+%BCDEは�ヘクター

ルFたり６トンとGいが�H+�トビイロウ

ンカやIによるJKをLMにNけるようにな

り�BCのOPは7きい&�����Q���	
R(�

-���は�２ヵ�からS%TにUんだ�

�?VW%�X�	�-�からのYきZりによっ

て[われた&'２(��?とW%�の\X]

^についてみると�W%�の_が`abcが

Gく+dもeいがfgDEはhいijにある�

�?の��klmnは���
o,で�W%�

のAp�qmnは����
rと�いずれもWm

nである�したがって��?はW%sBtの

みで�W%�は��Btのみでは;uできず�

�������にvwせざるをxない���

�にある&�����Q���	
R(��?は��の

klyをzlしているため{[<から|}を

Nけやすい~�にあり�W%�に�べ|}�

&��(も7きい�W%����の���と

して�@な���を�く}.mnについては�

�?が���に7きい�

�?-�の-�?は��らも��をqむ�

もいるが��くは��������その�の

���に��するか��し+�;uにtって

いるかで���は���な�づけにある

&'３(�これに�して�W%�の��は�	�

パーセントが��を?たる��としている�

'３には�されていないが�この� におけ

る��-��の����を+d¡¢£に¤る

と���を?たる��とする-��の+d¡
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�は�く���に��する�	
の��は

いという���な��がある���������

�������	�
������これらの��は��

��	
のうち���で����のいもの

が��に��し��くて����の�い�	


は�� ��の�い���に��する!"

にあることを#$している�

�%&'()については�&'による�*

+の,-は./0で�12による�*+の,

-が340である�����	�
������35�

�%678()における9:は;<に=われ

ている�>?の@A�	では�BCDEFG

が８Hで/IDEFGは２Hと�BCDEが

JK0である�BCDEFGにも�����

���L��のKBM�������	���%N６H�

DE�４HのKBM�����������%N３B

の２�DE�３Bの１のKBM�の３OPの

QRがあり�����がSもTい�

UVでは�WXでYZするDEFGQRの

[/\について]^_`をaいてbcする�

[/\として�dにリスクeシェアリングf

gと�hしてijなklは�m%Nのnop

qr�sDE�のnopqr�tuvリスク

のwきさである�また�+.xyz{と�h

して�tuvリスクのwきさと�|%Nの}

�~がijであり�9:�afgのc�から

は��%N�DE�のモラルeハザードの�

��のwきさがijである�これU�にも�
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がある��	���������	�
��������
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I�tの�zklとしてE�pl�E�pl

がTいほどk�がwきい������をaい

る�また��の�zklには%NeDE� 

の¡¢���FG£ をaいて�¤^のj¥

について�Rをbcしておく��については�

DE�の�v�*Iと�い1�があると¦§

されるので�ここでは�YZの¨©からª�

する�

«４は�U¤の¬について�BCDE¨

/IDEの®¯°で±²したものであるが�

これによると�nopqrはDE�の5がw

きく�%Nの5がDさい�����は�BC

DEFGを³んでいる�%の5が´く�uv

リスクはBCDE%の5がwきい�FG£ 
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リスク�シェアリング����������

	
����のいずれが�ジャワ�の��

��をよりよく��しうるかについて��す

るため���では���を��した����

モデルを�いる�

��� ����������������  �

���������

���������

��� 	���	������  �

�!は�����の��に"する#$!で

ある�ここで���は$%����を�&す

る'(に"する)*+,-./には01でき

ない+,2であるが�われわれは��に34

して+5する �のみを01することができ

る� �は�もし����であり$%����

を��した67には１をとり-���2�

����で89����を��した67には

０をとる-���2+,である���+,の

��はリスクの'(を:し��と��は���

�に;<する=�+,ベクトルである-+,

の>?については��!の+,とともに@A

する2�そして���はBCDを:し�EFG

H8IにJうと�$する�

�!は�KLのリスクと��のマッチング

の#$!であり����のMNをOPするた

めに１!とQR#Sする���および�は�

����モデル-１!2とQじく�KLのリ

スクと=�+,ベクトルであり���はマッ

チングの#$!のみにTまれる=�+,であ

る�そして���はBCDを:す�

U+,の$VとWAXSについては�:５

にYす���+,である��Z[-�2につ

いてみると�E�\]-�����2の��$

%����を��しているのは��̂ だけであ

り���̂ _`が89����を��している�

Qじく��+,である���がaうKLの

リスク-��2については��bO,とcd+

e / f g h i j��k j１lmno

�４ ������の��

����Z[ 89�� $%��

��p,１

��qr -s2

tuva -^2
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�１�89��について��Z[の��は����������������������が

それぞれ������	�である�
�２���ごとに��������F�����	�������
������

��の�をとる+,�
�３�:には���を8���とした���をYす�



�を����としてそれぞれ��に�いる	


���は���という�をとる����

であり�
���が�くなるほど�リスクが

�くなると��する	
���の����は�

��
���
���
がそれぞれ���の

����������������を めている	!"�

�は�#$�%$&%$'の３�の!"の

()*+である	!"��は,-��であり�

��が�いほどリスクが�い	

./��の�0と12は34の5りである

67５8	9
:の;<は�9
:のリスク�

=>を7す����である	;<が�いほど�

リスク�=>は?くなると��している	ま

た�このサンプルには�つの@がAまれてお

り�@	を7すダミー��を
Bした	�


�3Cが@	であり�Dりは@�である	

EF�Gは�HじIJと9
:がKLGEF

をM-させているかを7している	NOL�

はF��LGである	PQRSとは�T
Uに

おける9
VWXのPQあるいはYZ[\の

]^を_すダミー��で�]`abcの]^

を7している	F���はPQRS�きのEF

をdんでいる	efghは�IJi9
:G

にefghがあるかどうかを_すダミー��

であり�F���のEFにおいて�IJと9


:がefghにある	j
klは�NOがF

�����となっている	mnopについて�

このサンプルには�qもrいopであるst

mn6��の���8�uにrいopの)st

mn6���8��vwにrいxstmn6��

�8�qもyいz{mn6F１�8�という４

|}のmnopがAまれている	~�では�

ジャワ:@における9
EF��の���について��/�バイアスを��に�れた���� ���
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ダミーと	����ダミーを��に�した�

��の�り
��のデータとして�つの�

������と�����があるが
それぞ

れに �する!"#$が%なる���のデー

タとして
����を�した&'
�(の

)*+��は,-��であり./な01モデ

ルとなる�23!"は�45で6うが
78

45では
マッチングの!"(�２(�を

���で!"して��の9:;を<=する�7

�45では
その9:;を��のデータとし

て>?の!"(�１(�の�����	!"を6

うという@$をとる�

��のデータとしてAB��である���

�を�する&'
23@C(DEの!"#

$として

��������������がFGす

る
 �45!"$とHIJKLM$
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&'と2Oであるが
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となるため
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ここで
WXY��はZ	[\�]に^う

と_"する�Pに
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マッ
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れるt�りのuvについて
wuvがxじる
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|}の~�データを

�"した�で*+��のw��の�りうる��

の;に�するyz�M�n��を"{し
�

�M�がL�となるようにパラメーターを!

"する�

２�����

�６は>?RSにnする�(の!"��で

あり
�７はマッチングにnする�(および

�(の!"��である�����のデータを

�した�45!"の����６の8��と

����からは
����の>?1��"へ

のc�な��がみられない���にnしては


!"���ではマイナスであり
!"���

ではプラスになっている�しかし
!"��

�の�;が��に�いことを��すると


��はプラスである��eが�い�このよう

に
����にnするjkの����は
x

� } � � : � 7��� 7１�� ¡



�リスクが����の��に�	を
ぼして

いるとは�えないことを�しており

����������	
�����	�������とは�な

る��となった�����リスクが�きい

ほど������が��されやすいという�

�を�した�����	
�����������とは

��か�かで�なるものの� の!きは"

じという��になった�それに#して��

$の%�は&に��な'�が()されている�

つまり��$のリスク*+,が-いほど

������が��されやすくなることを�

しており����������	
�����	��������

�����	
�����������と./0な��

である�マッチングに1する��23７4を

みると�5*6の��78として��$

の%�は��となっていない�つまり��

のリスク*+,によって�5*6が9:す

るとは�えないのである�����������	


�����	�������は%�と;<のマッチ

ングを=>0に?@しておりABとは�な

る��である�このCにDEFGがあると

>H����を��しやすくなるI!をJ�

��は�している�これは�KLMNがあ

るO/に>H����が��されることを�

した����������のPQと./0な��で

ある�

3６および3７のRSTとUSTは�5

*6のデータをVWした����J�の��

である�XYZJ�と"じく�5*6は�

�でなく��の%�はプラスに��となっ

ている�またDEFGも��ではないが

�[は\]-い^_にある�そのため

����J�の��はXYZJ�の��と�

きくは�ならないと�える�`STとaST

はbc9dのデータをVWしたXYZJ�

の��である�����のefgに1しては

�5*6のデータをVWしたJ���と�き

くは9わらない�しかしマッチングのJ�

��に1しては��な96がひとつもなく

h�i6もjkに-い�このような��となっ

たlmnとしてここでWいたbc9dのo

pがqずしも��リスクを3しているとは�

えないというrをsげることができる�

Atのuvに>w��をまとめる�マッ

チングに1してはx�yzと{ダミーが�

�になっているが��の%�が|える��

な'�は}~されなかった�これは��が

;<を��する�にリスク*+を��して

いるとは�えないことを��している���

��に1しては�5*6など;<のリスク

が|える��な'�は~められなかった�そ

れに#して%�の�ない��$は>H��

��を��しやすくなることが}~された�

����������	
�����	�は%�の�ない

��$や��リスクが�いO/>H���

�が��されやすくなることを?@している�

つまりABの>w��は��$の%�に

1しては����������	
�����	�および

�����	
�����と"�の��であったが

��リスクに1しては��と�なりv�と

./0な��となった�

ジャワ${における������のh�8について���nバイアスを��に�れた?@>w ���
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４�おわりに

��では�リスク�シェアリング����

�	
��������のいずれが�ジャ

ワ��の����を�よりよく��しうるか

についての��をおこなった�

����は����の��� !が"きい

ほど�#����が$%されやすいという&

'では�リスク�シェアリング��と()*

であるが�+,リスクが"きいほど-.��

��が$/されやすい�という0では�12

3*に4&ではなかったものの��	
��

と()*である�しかし�56789:にお

ける��#����の+,インセンティブ;

<=�に7する>-*な����を%え)わ

せると?@AB����CD�ジャワ��のEFは�

�����と()*でない�このように�

��の����は����������	
��������

のGHを%IにJれても�３つのKL��M

Nではジャワ��のEFを��できないとい

う���������	�	�によるOPQEと(

)*である�

また�RSTUがVWしているほど��#

����が$/されやすい�という��は�

4�X
<にYする��
	B����CのZHと

()*であった�

[\のように���は�����の]-^

_にYするL`にabをcじたといえるが�

de�fすべきgHもある�

まず���の����は�����hFに

Yするi��とjkにalするものではない�

����をkて��できる�mたなKL��

を%えるn^があるのかもしれない�この0

で�opqrでstにされているuv=��

�をwってみることもa%のx9がある?y

z�{A������	��B����CD�

|に���では�データの<�から�+,

リスクの}~として�a��の����の~

���と�V��を�いたが�はたして�こ

れが��であったか��に�fすべきである�

さらに�RSTUについては�ジャワ��

における9������の��*��Y�と

��なY�があるものと�Pされる�もし�

そうなら�この��は�4�X
<の}~と

いうよりも���Y�や��u�と���9

������のa�の��Y�を�して��

�を�Rする��を�たす^�の K��

と¡るべきなのかもしれない�もし�そうな

ら������も¢�*には��hFを�

�できるということになる�この0について

も�さらなる��がn^であろう�

£��は�¤¥������!�¦3qr§¨

©?gHª«¬���������®qr?¯D

qr °±¬{A²aDの³Vを´けてE

µした56qrの¥�である�

����

���������������������������?����D���
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������������ �!

"�����# ���������
 �$ %�����

���������������	��
�
����������

���?&D��'(!����

�##���� ��� )	������?����D��%�����

%������������������	#	���������

�������� � �����
���&�?�D�&�*!

(�'�

�?���&D�+���
�����%�

�����

��
����$%��"
����%�����
������

ジャワ��における����hFの]-_について¶·+¸バイアスを%IにJれたE��� ¹¹¹



���������	
�����
�������������	

	��


�������������������

�������������������������	
��

����
���������������������������

���	

����� 	��

��	�!�"��#���$����%��#��&�

����������������%�����������

�����������	
�����
�'��	���((	����

���	

����#��!	)	�	������	�*���������#*����

��'� �� +������((��,�� �� -	.	

����((�����#�	/������#�	������

�����������������������
������ 

!"���#���$���
#�����
������0*�

-���	

	����
�	�1'�#���� ����������

���( $�2� ���� ��# *�����'���

/��#���+�������1����"����/�����

3��,��4���#�����5-����#������,��

���#6���������7��	

����!	��# ��$/	������	�)������������#

��$�� ���� (������(�����8 '�#��

���" .����������%����" 	
�����
�

'��	���((	�������	

����((���-	�.	��#+������	������������,

������������%8. +��'%��+�"

����9�������0	:2����(����!	

)���� ��#-	�����'��%�#�	�&��

���
��� 	
�����
��� 	
�������

��
�!"���#���&����
������1�,���

9���# ���,���� ��"$��#,� ; 8

��"$��#,;��'����%-���	

:�$����-	������	�0����)�7��#�!��#4�����

��% ��# +������((��, �� � �����

.������-����((��������������

�����������	
�����
������������	

4����+	����
��	�.,����������#)������#

1����"%�� �� <	*2�"��� ��# +	

)������#�		
�����
'���
������

'�
���������������(���������*��

#������ /�#=�� 0�#� ;��'����%

-������	�	

	����
$�	�!��#�����%0������#

:��"������ �� �� ������������

<	*2�"�����#+	)������#�		
��

����
'���
������'�
����������

���� �� (���� ����� *�#������

/�#=��0�#�;��'����%-������	�	

	� )������� +	 ��# *2�"���� <	

������	����� ��#���4��"��, *��

�������������������6�'����������

���������(����	
�����
��������	

4�����,�� 	��# )���"���9	1	������	

������������ ��# �����������

���������������:������81'�#��

���" 4��"���#!�������������;	

+	.,����������&����
�����������

&���
�������	
�����
��������"��,	

)���"���-	�	��
������1����"������%

��+������((��, �� 1���% 0�#��

4���������������	
�����
%����#�

��������
���
	

)��"����"��	��#0��,��" -	��
����.,�

,�,�������#!������%����-��'��

���� �� *����"(����� *�����'���

	
��������
���������������	

)���"���9	1	��#6�����	1	������	�*"(���

���������.,��%����%���>(��"��

!��# ���� ����������� 	
�����


�����������������������"��������

�������	

!�������6�6	��#0��������0	��

��	�0����

)�7��#�4����������������������#

+������((��,��1�>�=����(�������

	
�����
'�����������������


0�2�� 	��#4�����+	������	�*"(�����

������# �����(�������������

���%��������4��"8.���+��#%��

�����6�'���������	
�����

��������	

0��%�6	)	��#4����+	����
�	�!�$��0���

��+�����������<	*2�"�����#+	

)������#�		
�����
'���
������

'�
���������������(���������*��

#������ /�#=�� 0�#� ;��'����%

-������	�	

-��#%-	������	�1��������������,%��

*�����':��,���+��������������
&����
�� 	
�����
 (������ 
�����

���������	

-��#�,�����	������	������������#�

���$�2� ���� ��# *�����'���
���������$�����
��	
����#��������

���������	

���� �	 )	 )	��
��� �;��������%�

1���(�������(���#+������((��,

��*�#�������������$�����
��	
���

��#��
���������
�	

+�#�����1	�#6��'�%�.	��# 4�����+	

��

��	���0����,�� �����(��

+������((��, ����������� &����
��

��������� &���
�������	
�����
�

�
�����
�����	

+��,���7� 6	1	��
���	 �*�����' ��# ����

� � � � � � ���� �１���



��������������	�
������������� ��

�	�
���	��������������������

������������	
�の����と���

������ジャワ��の��より�
�� ! !"#$%&'()*+,-

./

0123* 4�56* �������� ����
�


����
��������	
�-における7
8�9:;の<=�について >?ゲー
ムによる@A�B#CDEFGHI���J
I４K*LM/

�
N ただし*インドをOめとするPアジアでは*
�	
�QRのSが�インセンティブがTU
されるVWがあるが*そうでないXY*このZ
の[\]�^_]モデルは`a>bである/
c �����
d����eは*
�QRfgのhなるi
jのkをlmする
��のデータを9いること
により*
��のリスクnoのhp�と�リ
スクのq�によるrstuのバイアスのvwを
noしている/また*�リスクの^_xjと
してy�b��jのrstuからszされた
{|を9いることにより*
�QRfgが�
リスクに}~するという:;を@Aしている/
この-.のXY*��jのrstuが�され
ていないが*��jのrsに=たっては*�
���のq�による�����のvw*�
�と������の����による���バ
イアスのvwに��を�する/
� この��は*�����のコマンドを�みYわせ
ることでr�が��なので*�����でr�を�
う/
� � �!の��は*�����と��のq�を�
�しているという にある/"	���#������
�
���	���������も� �!を¡9したr�を�っ
ている/¢£では*$�%でプログラムを¤き
� �!r�を�った/

ジャワ��における
�QRfgの��¥について¦���バイアスを��に�れた>A�§ ¨̈©
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