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はじめに

豚に関する周期変動分析については,既に戦前

から多くの研究があり,ピ ッグ・サイクルとして

知られているところである。しかもこのサイクル

は景気変動のそれと無関係で,かつ国内外でも周

期の差はあるもののほ
`′

ゞ3～ 5年で代表される場

合が多いという特徴を有する。

この周期変動の理論的説明はM・ エゼキールに

よって整理された『 くもの巣理論』1)に より明ら

かにされているし,ま た,わが国でも現実により

接近した模型としては3年ないし4年周期説があ

る2)。 豚の周期変動説明は市場価格に対して,ラ

グを伴う供給関係にあるがこのラグの基盤が,豚

の生理・成熟,すなわち繁殖期間や肥育期間に大

きく依存しているということである。

しかし,近年においては,周期変動のこうした

基本的側面はむしろ軽視され,そこから先の種々

の経済的側面からの分析に重点 がおかれつつあ

る。さらに,豚の周期変動はあまりにも有名すぎ,

逆に十分な実証がなされないまま,周期に関する

様々な説が氾濫している実情でもある。これらの

理由の一つには,豚の生産構造の大きな変化があ

る。わが国養豚産業は(他畜種も同様だが)飼養農家

の急激な減少と大規模化の過程にある。同時にそ

れは購入濃厚飼料の異常なまでの依存によっても

たらされている。加えて,繁殖経営と肥育経営と

の分業体系から,漸次一貫経営も増加しつつある。

さらに,政策的には畜肉輸入はじめ,豚肉で『安

定基準価格』が,そして子豚では『保証基 準 価

格』も設けられている3)。
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資料 :農林省『畜産統計』,『食肉流通統計』,日 銀『卸売物価指数』
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以上のような実態からすれば,一面では周期変

動は豚の生理・成熟以外の要因によって大きく攪

乱されているとみるのもあなが ち不 思議ではな

い。本稿の課題は,果してこうした状況のもとに

おいても,従来の周期変動の論理が貫徹されてい

るのかを,循環変動分析を通していくつかの先例

研究と比較しつつ検証することにおかれる。

1.養豚生産の推移および仮説の設定

戦前の飼養頭数は明治30年代のほぼ20万頭台か

ら,戦前の最高を示す昭和13年の 114万頭へと地

道な発展を遂げてきた。しかし,その後の戦時経

済への突入とともに大きな後退 を 余 儀 なくされ

た。戦後において,戦前水準に回復するのは昭和

第1図 豚の飼養頭数,戸数,と殺頭数および卸
売価格の推移 (全国)
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31年からである。この年の飼養頭数は 117万頭 ,

飼養戸数は65万戸であった。

第 1図によれば,30年以降の飼養頭数は増減の

循環を繰 り返しながらも,長期的には大きな増加

傾向を示し,52年には 813万頭 となった。30年 と

対比すると約10倍 もの伸びとなる。絶対的な増加

が著しいのは特に昭和40年以降であ り,こ の最近

の10年余 りに約

“

0万頭もの増加をしたことにな

る。また,飼養戸数でみると昭和37年の 103万戸

をピークにして急減の一途をた どり,昭和52年に

はわずか18万戸となっている。

当然,そ こには 1戸平均の飼養頭数に大きな変

化が生ずることになる。戦前から昭和32年までは

1頭台であったのが,"年から36年が 2頭台,40

年には 6頭弱,そ して43年には 10頭 余 りとなっ

た。その後の増加はさらに激しく,47年には20頭

と43年の 2倍,そ して52年にはさらにその 2倍以

上の45頭 と規模拡大の傾向には著しいものがみら

れる。

この過程の裏ではまず 1～ 4頭規模の零細経営

の脱落,そ して脱落層は次第に上層へと波及して

いった。30年後半頃には 4頭以下の飼養戸数は全

飼養戸数の85%,そ して頭数でも

“

%ほ どを占め

ていた。ところが45年には 9頭以下の規模でも農

家数で52%,頭数では15%に まで低下し,50年に

はそれぞれ28%, 4%と なる。逆に飼養規模 300

頭以上の大型経営をみると,41年では 0.1%の飼

養戸数で 6.6%の 飼養頭数 を 占 め ていたのが,

50年には 1.7%の 戸数で32.3%も の頭数を占める

に至っている。この傾向は52年 もさらに続いてい

る。

豚の周期変動が個々の飼養農家の経営行動の結

果もたらされた ものであるとすれば,その変動の

主体は零細規模経営から小規模経営,そ して中・

大規模経営へと移行してきていると考えられる。

だが,こ の場合に出荷頭数や価格の周期および振

幅に,その過程において明確な差異が生ずるもの

であろうか。たしかに,大規 模 経 営 を例にとれ

ば,多大な投資をしている以上赤字経営といって

簡単に手を引けず,ま た価格が下落したからと多

くの施設を遊休化できないであろう。逆に価格が

良いと思ってもそれが長期的な展望のもとで採算

のとれる可能性がない限 り,安易に大きな規模拡

大はしないであろう,と も考えられる。大規模化

すればするほど,投機的な面は相対的に狭められ

経営の維推安定化が優先されよう。

このように,も しも大規模経営の市場占有率が

高 く,しかも施設の有効利用や計画生産・ 出荷等

を通 じ,経営の安定化を図っていくとすれば,周

期変動はその振幅を縮小させていく,一種の減衰

型周期変動を呈していくで あ ろ うとも考えられ

る。コレログラムでいえば,従来の合成型循環変

動模型から2次の自己回帰型循環変動模型への移

行ともいえる場合がそれである。

だが,別の観点から考えれば,た とえ大規模経

営の市場占有率が高まったとしてもそれは市場構

造類型でいう『 寡占』でもないし,ま してや『独

占』ではあ り得ない。基本的には依然として『完

全競争』の範囲にあると考 え られる。したがっ

て,周期変動はこの場合基本的には従来と同様存

在し,その基底は,あ くまで豚の繁殖 0肥育期間

に大きく起因していることになる。

再び第 1表にもどり,と 殺頭数および卸売価格

の推移をみてみよう。両者の山と谷は40年の半ば

頃までは,多少のズンのみられる年もあったが,

ほぼ対時していた。ところがその後50年頃までは

両者とも大きく上昇し,山 と谷の関係は全 く崩れ

てしまった。と殺頭数は簡単にいえば飼養頭数の

関数であ り,前者は後者の 1.5～ 2倍の範囲にあ

る。年次的には30年の 2倍から35年頃に 1.5倍 に

まで低下し,その後増加傾向を示し近年では再び

2倍 となっている。繁殖豚を無視すれば,約 2倍

という値は肥育期間からしてほぼ年 2回 の出荷と

いう実態から派生しているものである。

ともかく年次データそのもので価格ないし頭数

の周期変動をみる限 り,周期は漸次長 くかつ振幅

も大きくなっているようにみえる。例えば周期に

ついてみると, と殺頭数の山は34年,37年 ,42年

49年でその間隔は 3年, 5年, 7年 と2年ずつ増

加していることになる。他方卸売価格の山は35年 ,
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38年,4年,51年にみられ,その間隔すなわち周   計測の手順としては観測値から傾向値と季節指

期は長期化を示している。            数を求め,それから定常値を求めた。傾向線は次

もちろん, こうした見方もたしかに一つの目安  数を高めるほどそのあてはまりはよくなるが,こ
となろう。だが,そのままでは大きな傾向変動を  こでは 3次式を採用した。また季節性除去のため

含み,かつ豚そのものの特性からしても年次デー  の季節指数の算出は,移動型の移動平均比率法を

夕より四半期ないし月次データが好ましいことは  用いた。計測結果でも示すように,季節指数に移

明白である。本稿では以下に述べるように最近10  動型を用いたけれど,計測期間における季節性の

年間の (43～52年)月 次データを用い,従来しばし  変動は微小であり,固定型の連環比率法で求めた

ば使われてきた周期分析,つまり循環変動分析・  季節指数との差も小さい。したがって,移動平均

周期解析・調和解析の手法を用い,それ以前の周  比率法で心配されるスラツキー・ユール効果も,

期変動との比較を行う。             応用上特に問題はないと考えられる。
この場合,すべては計測結果を待たねばならな   推定された傾向変動 (含′)と季節変動 (a)か

いが,しかし,仮説的には先にも少し触れたよう  ら定常変動 (ル )を求めるのに,観測値 (yι )か
に,完全競争であるとすれば論理的には豚の周期  らの同時除去を次式を用いて行った。

変動は依然存在し,しかも周期に仮りに変化があ     yι ={(yι 一介諭
`)/(全

ι・a)}× 100

るとしても,基本的にはそれは豚の繁殖から出荷  この同時除去は,傾向変動ないし季節変動のどち
に至る期間の変化である, と考えられる。     らかから先に除去する場合,後から求める変動の

2.利用データと計測方法           11求 :こ 17‐1彙:夢冨ζ:]|∫iζ [「亀響象
上述したように,計測期間は43年 1月 ～52年12  動は不規則変動を含んだものである。

月の 120カ 月を対象とした。43年からとした一つ   次いで,定常変動を用い て系 列相関係数を求
の理由は,1日芝浦市場が中央 卸 売 市場 に改組さ  め,コ ンログラムを作成して循環変動の型を決定
れ,東京市場となったのが41年12月 であるので約  する。循環変動の理論模型としては一般に次の3

1年の余裕をみ43年からとした。すなわち,中央  種類があげられる。①周期変動の合成系列,②不

卸売市場となる前の日々の価格は極めて硬直的で  規則変動の移動平均系列,①自己回帰系列がそれ

あったのに対し,それ以後は日々の変動を示すよ  でぁる。

うになった4)。 加えて東京市場は価格代表性をか   結論的にいえば,今回の計測では①の型に属す
なりの程度有していることも明らか に されてい  ると判断された。この合成型模型の循環変動は単

る5)。  したがって,周期変動分析に用いる価格と  振動で示すと次式で表わされる。

しては東京市場の卸売価格,規格『上』(円/聴)を          n_
用いることとした。また,頭数としては全国の取    ノι=α Sln tυ 十ぅ

‐つ

引 (と 殺)頭数を用いたo                  ただし,α :振幅,θ :位相角,ス :周期,

東京市場の取引頭数を用いない理由は, と殺能         ι:時間

力等からみてその代表性を有せず,また買参人は  三角関数で示される上式は, 4=α sin θ,B=α
他市場や産地からの仕入量も多ぃ6)。 したがって,  cos θとすれば,

供給としての取引頭数は輸入を考慮に入れなけれ         ,π  ^.,π
ば,む しろ全国的な取引頭数の動きとしてみるの    y′ =AC°S市″+O Slnァ ′

が妥当と思われる。なお,資料は農林省『食肉流  と変形できる。さらに,周期変動を単振動の合成

通統計』を用い,価格と頭数とにつき個々に循環  されたものと考えれば,それは次のフーリユ級数

変動についての周期変動分析を行った。      で近似的に表わされる。
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ル=40+41COSttι +42COS ttι +……

+4π _l cos(π -1メ第十五ηcosπ
ttι

+……

十 BlSin ttι +B2Sin等 ′+… +Bη -l Sin

(π -1):Iι +B,Sin η:等

'

=40十五l cos″ ι十五2 COS 2″ ι+… …

十五π_l cos(″ -1)αι十五π cOs″
“
ι

+Bl Sin″ ι+B2Sin 2″ ε+……

+Bπ -1(π -1)″ ι+Bπ Sin″ ″ι

ただし,″ ′=(2イス)′,ス =2″ ,

ι==1,2,・・・・・・,ス

なお,上式を解 くには周期の確定を行うことが

必要となる。ここで採用した周期解析法は SChu一

sterの 方法の近似解を与える Whittakerの 第 1

法である。すなわち,先に求めた定常値を用いて

コレログラムから概略の周期を幅をもたせてさが

し,こ の試行周期の中から最大強度を有する周期

を確定周期とする方法である。具体的には,各試

行周期ごとに定常値を順に行列表の形式に並べた

周期配列表を作成し,縦列の合計値をその項数で

除した値の最大値と最小値をさがす。それぞれを

,max,夕 minと すれば各試行周期の強度(α′)は

次式で計算される。

α,2={1/2(夕 max―′min)}2

すなわち,各試行周期につき計算されたα ι2の 中

で最大の値を示す周期が確 定 周 期 となる。この

際,有意性の検定を行うのが好ましい。

この周期が決定した後に,先にフーリエ級数の

形で示した周期曲線の調和項 ス′と Bグ を推定

する。調和項の推定は最小二乗法の正規方程式を

変形した次式で求められる。

22
40=1/272・ Σ夕ι

r=1

2π

ん =1/η・Σ,ι cosた ι(グ =1,2,3,… ,22)

`=1
2″

B″ =1/π・Σ,sin z″ 。(′ =1,2,3,・・・,π )
″=1

ただし,J=η の場合には右辺の 1/π は1/2π と

なる。

最後に,以上で計算された各調和項につき有意

性検定を行って周期曲線 0″)を推定する。

3.計測結果

分析対象期間である43年 1月 から52年12月 にい

たる 120カ 月間の豚枝 肉卸 売価格 (東京市場)と

取引頭数 (全国)の 動 きは,第 2図に示したよう

に,相当の季節性を有しなが ら上昇傾向を示 して

いる。傾向線は直線, 2次式それと3次式につい

ての計算の中から,あてはま りの最も良い 3次式

を共に採用した。

推定結果は以下の通 りである。

取引頭数 (千頭)

ノι=668.188+11.543ι -0.076′ 2+0.00021ι 3

(40.305) (2.873) (0.055)  (0.00030)

R2=0。 748   S,D=106.957

卸売価格 (円μの
yι =1503.193-7.946ι +0.179ι2_0.00077ι 3

(27.581) (1.966) (0.038) (0.00020)

R2=0.762    S,D=73.195

ただし,ι は43年 1月 が,1, 2月 2,・……,52年

11月 119,そ して12月 120である。

43年,44年の高価格は,41年から蛇年にかけて

第 1表 季 節 指 数 (昭和43N52年)

移動型移動平均比率法

連環比率法

変動係数 (%)

頭 数

月

94.4

96.3

96.1

99.3

99.5

107.1

109.5

109.6

104.4

94.7

94.2

94.8

89.5

93.5

102.3

100.1

99.5

97.2

98.7

99.6

99.6

103.3

101.1

115.8

93.8

94.8

94.6

98.6

99.1

107.2

111.1

109,7

105.1

96.8

94.7

94.5

90,7

94.4

103.8

99.8

98.8

95.6

98.1

98.2

98.6

103.5

100.6

117.8

1.06

4.73

4.88

4.12

2.00

2.36

2.15

1.84

5.64

5.21

4.05

1.57

2.95

1.38

1.68

2.30

1,75

1.75

2.60

2.45

９

１０

１１

１２

注 :第 2図資料より計算。

価 格価 格 頭 数
|

平 均 指 数

価 格

2.68

3.47

0.99

頭 数



資料 :農林水産省『食肉流通統計』および『畜産統計』より作成。

長期間価格が低迷したため,出荷が伸び悩んだ結

果である。また45年はその反動で逆の傾向を呈し

ている。その他で目立つ不規則な動きは,50年か

ら51年にみられる。この時期は,48年秋の石油シ

ョックに関連する食肉需要の減退,飼料価格の高

騰等により肉価の低落や出荷の促進が重なった後

の時期にあたるため,飼養頭数の後退から出荷頭

数が大きく落ち込み,逆に価格高騰をもたらした

時期でもある。このように,生産の大規模化が進

んでいる反面,出荷頭数は相変らず価格に大きく

影響されていることがわかる。

ところで季節性は極めて明瞭に現われている。

取引頭数は12月 ,卸売価格は 7～ 8月 がピークと

,3

年/昭和

なる。しかも季節性のパターンには各年 とも大き

な差異がみられない。第 1表は,季節指数を連環

比率法と移動型の移動平均比率法の計算結果を各

月毎に平均した 2つの季節指数を示したものであ

る。両者の指数はほとんど差がない。しかも移動

平均比率法からの各月の平均指数も,変動係数で

表わされているようにはぼ 5%以内であ り,季節

変動パターンにあまり変化のないことを示してい

る。肉牛の場合も,豚ほどではないが季節変動の

パターンは比較的安定している。特に出荷頭数で

は豚と同様12月 に明瞭なピークがみられる。価格

は概して11～12月 が高いが,他の月との差はそう

大きくはない8), という豚肉とのはっきりした相

循環変動からみた豚の周期解析

第2図 枝肉卸売価格 (東京市場)と取引頭数 (全国)お よび傾向線

―昭和43年 1月～52年 12月 一

千 頭

千・1向線

取引 1[1数
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第 3図 定 常 変 動

(1)枝肉卸売価格
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違がみられる。

観測値から以上の傾向変動と季節変動を同時に

除去した,不規則変動を含む循環変動系列を定常

化して図示すると第 3図 のごとくなる。価格,頭

数とも47年の変動がやや崩れているが,全体 とし

てみれば明らかな周期変動がみられる。しかもこ

の周期変動は,自 己回帰型ではなく三角関数で表

わされる合成型であることが予想される。

この判別にはコレログラムが用いられる。すな

わち,定常値を用いて系列相関係数を計算してグ

ラフを作成し,その形状を理論模型と比較してど

の型の周期変動に属するかを判別する, という手

続きをとる。第 4図が計算されたコレログラムで

ある。横軸がズラした時差 (月数),縦軸がその相

関係数である。

取引頭数では極めてきれいな合成型の周期変動

を呈している。これに対し,卸売価格は時差がほ

ぼ30～ 50カ 月の間でプラスの山を明瞭に示してい

ない。とはいえ,こ の循環変動も周期変動の合成

型に属すると判断できる。なお,最後の山の振幅

が大きくなっているのは,時差が大きいため係数

算出の基となる項数が少なくなるためと考えられ

る。

以上からも明らかなように,豚の周期変動は周

期は別としてその形からみれば基本的には従来と

変っていないことが実証できた。すなわち,ビ ッ

グ・サイクルは依然として存在している。

ところで, この循環変動の周期は何力月である

か,次にみてみよう。試行周期として32～ 44カ 月

をとってその強度を計算して図示したのが第 5図
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第 5図 循環変動のピリオドグラム
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循環変動からみた豚の周期解析

第 2表 時差相関係数

時差
(月 )

価格を遅ら
せた場合

95

である。卸売価格は

38カ 月周期が最大の

強度を示 し,他方取

引頭数は40カ 月と2

カ月長 くなる。検定

の 結 果 (有意水準 5

%),こ の周期を確定

周期とすることがで

きる。しかもこの周

期は偶数月であり,

フーリエ級数の前提

条件をも満たしてい

る。なお,取引頭数

の周期を卸売価格と

同じ38カ 月 として

も,40カ 月との間に

は有意な差は認めら

れなかった。

しかし,観点を変

一　
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一
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注 :卸売価格と取引頭数の昭和43年よ

り2年の 120カ 月についての定常

値を用いた。

えると価格と頭数の最も強い強度のそれぞれの周

期,38カ 月と40カ 月の間の 2カ 月のズレは,それ

な りの意味を有しているようにも考えられるが,

ここではそのズレには触れないことにする。第 2

表は価格と頭数それぞれの定常値から計算した時

差相関係数である。傾向変動と季節変動を除去し

た両定常変動の関係は,需要が一定のもとにおけ

る取引頭数と卸売価格との関係と見なし得る。し

たがって,第 2表に示した時差相関係数からも明

らかなように,かな り高い負の相関を示す時差も

現われている。観測値からの時差相関は両者とも

増大傾向にあるため,理論的にも経験的にもおか

しな正の相関を示してしまう
9)。

第 2表には ι期の価格と ′―グ期の頭数との関

係,そ して ι期の価格と ι+′ 期の頭数との関係

の 2つの時差相関係を示しておいた。もちろん,

後者のごとき関係は,将来の予想出荷量が今期の

価格にも影響を及ぼすとも考えられないことはな

いが,係数からみてもほとんど問題にする必要は

ないと考えられる。むしろ,前者の関係すなわち

価格に対して頭数に遅れのラグをもたせて考える

００

８ ０

６ ０

４ ０

２０

０

16  24

頭数を遅 ら
せた場合

周期/月



第 6図 循環変動とその推定

枝肉卸売価格

(2)枝肉取引頭数

のが現実的である。係数の値はラグをもたない場

合 (-0.79)よ りも頭数に 1～ 5カ 月の遅れをも

たせたはうが相関は高くなる。最大の係数は 2カ

月の遅れの場合で-0.88と かなり高い値を示す。

この2カ 月の差は先にみた頭数の周期が価格のそ

れより2カ 月長いことと関係している。たとえ,

両者の周期に差がないとしても, 0～ 6カ 月のラ

グで高い相関を示すのは,肥育豚頭数や肥育期間

の長さとの関係があるためと考えられる。

ともかく,周期については先に価格が38カ 月,

頭数が40カ 月の時に周期解析の強 度 が最大 とな

り,一応価格の周期38カ 月を確定周期とした。し

かし5%の有意水準で検定すれば,価格周期は40

30 35   38

周期/月

20 25 38

周期/月

力月としても何とか合格圏内に入る。この点から

すれば,豚の循環変動は38～

“

力月の周期変動で

あるとみてもよい。いずれにせよ,従来しばしば

指摘されてきた周期 3～ 4年説は現在でもあては

まる。周期についての従来の諸説との比較や検討

は後で行うこととし,38カ 月周期についての周期

曲線の推定を次にみておく。

第 6図がその推定結果である。すなわち,38カ

月周期の周期配列表から計算した縦の列の各平均

値 (ア)の変動は,求められた フーリエ級数の調

和項 Aグ,B′ の有意性検定 (5%水準)の結果,

第 6図のように単振動で示され,そのあてはまり

も良い。推定された周期曲線は次式で示される。
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九=0392-10.187 cos(器
)°
ι

+3.148 sin(器
)°
ι

.・.ラι=0.392-10.662 Sin(9.474°ι+17° 10′ )

取引頭数

九二-0.383+8.263 cos←
f昇 )°

ι

+2 357 sin(器
)°
ι

.・.夕 ι=-0.383+8.593 sin(9.474° ι+15° 55′ )

4.従来の周期変動との比較

以上計測したように,近年の豚の循環変動は38

～40カ 月の周期変動にあることが判明した。ここ

では従来のいくつかの諸研究と対比して, この周

期が果して従来のそれと同じか否かをさらに検討

してみる。

戦前の研究で代表的なものに,木村修三「価格

の運行より見たる価格統制問題 10)」 がある。大正

10年から昭和 6年の 132カ 月の東京における豚肉

卸売価格をその傾向変動で除 し,それに季節変動

を加減して求めた循環変動から, 3～ 4年の周期

があることを見い出している。また桜井氏は,大
正11～昭和15年の年次別と殺肉豚頭数と,大正11

～昭和13年の年次別豚肉卸売価格に移動平均を行

い,最もなめらかな トレンドとなる4カ年移動平

均から概ね 4年を周期とする変動のあることを実

証している11)。 これらの諸研究からも戦前でのわ

が国の豚の周期は一般に存在していたとみとめて

よかろう12)。

ただし,周期の長さはあくまで大凡のものであ

るので,前者の論文に掲載されているデータをも

とに,本稿で扱ったと同じ方法で計測を試みてみ

よう。

まず,傾向線は 1次, 2次 より3次曲線のあて

はまりがよかった。次式がそれである。

ノι=33.135+0.4301′ -0.0095ι 21+0.000044ι 3

(2.275) (0.148) (0.0026)  (0.000013)

R2=0.438   S.D=6.349

循環変動からみた豚の周期解析

第 7図 豚肉卸売価格のコレログラム
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月

木村修三「価格の運行より見たる価格統制問題」『農業経済研究』

第8巻第3号,54～ 55頁の大正10年 1月 から昭和6年 12月 に至る
132カ月間の」東京市豚肉卸売価格 (10貫 当)」 のデータを使用して

計測した。

系列相関係数も先に行った43年以降よりもむしろ

きれいに出ており,コ レログラムは明瞭な合成型

の変動を示す。このコレログラムで見る限り,周

期は先の計測よりも長く現われ ている(第 7図 )。

試行周期を35カ 月から55カ 月にとって強度を計

算したところ,35カ 月の42.7か ら48カ 月の 668.1

を最強とし,55カ 月の 361.0へ と低下するきれい

な山を示した。検定の結果,大正10年から昭和 6

年の豚肉卸売価格循環変動の周期は48カ 月であっ

たとみることができる。すなわち,木村論文でグ

ラフ上から目測した 3～ 4年周期は,周期の幅を

狭めていえば48カ 月,つまり平均的には 4年周期

であったことになる。これは,先の昭和43～52年

で計測した周期よりも10カ 月長くなっていたこと

になる。

このようにピリオ ドグラム分析でみる限 り周期

にはっきりした差が認められる。しかし,こ こで

用いている周期分析の手法は,あ くまで一種の平

均的なものにすぎない点も考慮しておく必要があ

ろう。観測値の動き,あ るいは定常値の動きをみ

てもわかるように,現実的な周期は決して一定し

ておらず,既に G.S.シ ェファードが指摘してい

るように「豚の価格と生産量との周期的変動が.交

互に大きくなったり小さくなったりしている13)。 」

したがって,短かい周期と長い周期の連続だけを

みて,周期の長期化がみられると結論するのは尚

早であろう。

なお,郷力月周期の推定周期曲線は以下の通 り
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となった。

ル=-0.742-18.205COS tザリι+3.036 Sin

(ジ )°
ι-3.381 cos 15° ι-6.904 sin 15° ′

.・ .5,ι =-0.742-18.456 cos(7.5°ι+9° 27′)

-7.687 sin(15° ″+63° 55′ )

ところで戦時体制に入ると,畜肉の統制もはじ

まり養豚生産は大きく後退していった。戦後にな

り,25～ 35年の 132カ 月についての岸根氏の分析

によれば14),再び合成型の周期 変 動 がうかがえ

る。この分析結果については後で触れるがサイク

ル模型から考えると,こ の期間の周期としては若

干短い感じがするが循環変動は明瞭に示されてい

る。本稿の分析の一つの目的も,こ の結果と比較

し,周期に差異が生じているか否かを検討するこ

とにあったが,周期差は小さく, この期間では特

に種々の要因が作用していたと考えられる。

周期解析の強度では39カ 月が最大となるが,偶

数月を採用する必要があるので有 意 性検定の結

果,40カ 月を循環変動の確定周期としている。ま

たコレログラムの形状も今回の分析と極めて類似

している。ただし,推定された周期曲線は

夕̀ =-0.23-13.62 cos(9°
ι+58° 23′)

-4.68 Sin 36° ″

と, 2つの単振動の和として表わされている15)。

以上から判断すると,戦後,少なくとも25年以

降の循環変動の周期は,現実の長短のある振幅を

平均的にとらえれば,38カ 月と40カ 月であ り,こ

の限 りその差は2カ 月とかなり小さい。しかし,

戦前期との比較では,明 らかに10カ 月ほどの周期

の短縮が認められる。大規模化が急速に進行して

いるにもかかわらず,戦前,25～35年,43～ 52年

の計測結果から,循環変動が依然と存在している

ということは,少なくとも現在の少 数 大規模化

は,周期変動を根底から崩すような作用,あるい

は経営行動はとっておらず,む しろその行動の基

底にはあくまで市場競争を通じての規模の拡大・

縮小,あ るいは脱落といった動きが貫徹している

ためと考えられる。

一時 (45,6年の頃),飼 養規模の大型化が進ん

でいるため,豚の周期変動は従来と変ってきてい

るのではないかとする声が強かった。例えば,46

年版の『畜産統計』の解説でも,35～ 46年の年次

データからの周期変動を図示し (ただし,飼養頭数

についてだが),「その周期,振 幅に従来と異なっ

た動きがみられる16)」 と述べている。先にも述べ

たように,豚の周期変動も決して画一的な型には

まった循環をしているのではなく,周期や振幅は

絶えず変化している。問題はそうした具体的事象

ではなく,そ こに潜む基本的な要因は何か,と い

う観点から周期変動をとらえることも今後より重

要となろう。

まとめ

以上計測したように,豚の循環変動の周期は,

戦前で (大正10年～昭和 6年)48カ 月, これに対し

戦後は25～35年が40カ 月,43～ 52年が38カ 月であ

ることが実証された。戦後の 2つの時期の周期に

ついては決定的な差異は認められないが,傾向と

しての戦前からの動きには周期の短縮が認められ

る。

この短縮が何によってもたらされたかは種々の

要因が考えられ よう。しかし,周期変動が明瞭に

認められる以上,その基本的部分は従来しばしば

繰 り返されて きた『 ピッグ・サイクル模型』,例

えば,卸売価格 。子豚価格・ 繁殖用めす頭数・子

豚生産頭数 といったラグをもった循環に,大きく

依存していると考えられる。もちろん,周期に影

響を及ぼす要因としては他の畜肉生産量や価格 ,

輸入量,あ るいは飼料価格,所得水準等々様々な

ものが考えられようが,こ こではそれ らを無視し

て周期の短縮化をもたらした基本的要因を考えて

みる。

問題の中心は,ピ ッグ・ サイクルを形成する各

要素の期間にあるように思える。豚の妊娠期間は

平均的 には 114日 (3月 3週 3日 ともいわれる)で

ある。これは動かし得ない。これに対 して生時か

ら出荷にいたるまでの肥育日数は,戦前と比較す

ると現在では大きく短縮されている。戦前では,

例えば大正から昭和初めを扱った木村論文では ,



循環変動からみた豚の周期解析                    ,9

「種付後 5ケ 月余で売 り得る仔豚が得られ,又仔   同時に,繁殖用母豚に供する未経産豚は,現在
豚を買ってから8ケ 月乃至 1年で屠畜となり…」  では「生後 8カ 月,120～ 130聴になってから種付
というように幅はあるが,生後 9～13カ 月で出荷  けをする22)」 のが好ましいとされるが,30年代は
が行われていたょうでぁる17)。 また先の桜井論文  じめでは「生後10カ 月,体重 110 kgぐ らいから23)」

に引用されている昭和 8年の畜産試験場のヨーク  とぃわれていた。戦前では,増体量から考えれば
シャー種豚の増体量と給餌量との発育試験によれ  同一体重ではさらに長期間を要するであろうし,

ば,生後 8カ 月で約19貫 400匁 となっている。桜  性殖的にみれば早いもので6.5カ 月,平均で 8.5
井氏も間接的に指摘しているように,これを25貫  力月で正規の発情がくるので,理想的な母体にな
まで肥育するとすれば,ほぼ10カ 月となろう18)。   る前に繁殖母豚に供していた例も,現在よりはる
一般農家での飼料体系はふすま,い も,残飯,  かに多かったと推測できる。

野菜くず等を中心としたもので,個々の農家でも   以上教てきたように,豚の周期変動短縮の基本
かなりの差異があったと推測される。さらに,出  的要因は,飼養管理技術や新品種の導入ないしそ
荷時期も家畜商や庭先価格との関係で,現在の濃  の改良技術に大きく影響を受 け て きた。すなわ
厚飼料中心,市場の求める重量,あ るいは飼料効  ち,戦前の妊娠可能期間を10～ 11カ 月,妊娠期間
率重視等と比較しても,わ りと幅をもつていたと  4カ 月,それに肥育期間を10～11カ 月とすれば,

考えられる。このことは戦後のしばらくの期間に  周期はその倍の期間の48～52カ 月となる。30年代
もあてはまる1"。 このように,試験場や優良農家  前半ではそれぞれを10カ 月, 4カ 月, 8カ 月とす
は別として,一般農家では生後から出荷までに10  れば,周期は44カ 月,そ して近年のそれぞれを 8
～11カ 月の期間を要していたと考えられる。    ヵ月,4カ 月, 6カ 月とすれば,周期は36カ 月と
その後,30～35年になると飼養体系も漸次改善  なる。

され,かつ平均規模にも増加がなられるようにな   前節で計測したところの周期とこのモデル的周
った時期である。この時期の肥育標準としては,  期とは必ずしも一致しない。それは現実的な様々
95kg程度の出荷で生後 8カ 月程度,と 戦前よりも  な要因が加わるためである。しかし,基本的には
2カ 月ほどの短縮がなられる。この短縮は主とし  上でみたように豚の繁殖および肥育の期間と市場
て飼養管理技術の改善によりもたらされたとみら  価格とによってラグをもった供給が行われる, と
れる。30年代後半になると食肉需要の増大,飼養  いう伝統的説明は現在も生きているように思われ
規模の拡大傾向が明確となり,飼養農家は発育が  る。同時に大規模化による生産構造の変化も,完
速くしかも飼料要求率が低く,枝肉歩どまりがよ  全競争が貫徹されている限 り,基本的な周期を崩
く,肉質的には赤肉が多く脂肪の薄い品種を求め  すほどの作用力はもたないと考えられる。
るようになっていった。35年にはアメリカよリラ   ともかく,以上みてきたように循環変動からみ
ンドレースの種豚が初めて輸入され,37年には伊  た豚の周期変動は戦前では48カ 月,近年では38カ
藤忠商事によリオランダからも輸入され,ラ ンド  月と明らかな短縮化が計測された。しかもその短
レースの「本格的拡大の契機」となっていった21)。   縮化は生産構造の変化というよりも,周期変動の
こうして従来の中ヨークシャーからランドレー  性格から考えて,飼養管理技術の向上や品種改良

スが大きく普及し,さ らには一 代雑種,三元雑  による肥育期間の短縮と最も密接な関連が認めら
種,も どし雑種あるいは輪番交配等によって,反  れる。したがって,現実の周期変動はあくまでこ
面では濃厚飼料の多用,飼養技術の向上によって  れを基底として,その上に種々なる変動要因が重
生時から出荷までの期間は 95～ 100kg仕上げで6  なった結果と考えられる。
力月余 りと,さ らに 2カ 月ほ どの短縮がみられ

る。
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注

l)Mordecai Ezekiel ``The cobweb Theorem"

The Quarterly JOurna1 0f Economics.LII.

]February, 1938。

2)例えば,土屋圭造『農業経済学』119～122頁 ,

東洋経済新報社,1977年。唯是康康彦 。藤原俊朗

「畜産経済の短期モデル」『農 業総合研究』第22

巻,第 3号,農業総合研究所。あるいは松尾幹之

『畜産経営』第 6章,東京農大通信教育部,等が

ある。

3)豚肉の価格安定帯設定に伴う効果についての研

究には,家常 高「豚肉価格政策の価格安定効果」

『農業経済研究』第4巻,第 3号がある。

4)高橋伊一郎『食肉経済一競争構造分析一』第 3

章,農業総合研究所,1972年 。

5)同上「豚肉の東京市場価格の代表性」『食肉の

価格形成に関する研究一食肉需給構造調査報告書

(3)一』,中央畜産会,1974年 。

6)同上書。

7)岸根卓郎『統計学』234頁 ,養 賢堂,1968年。

なお,本稿の周期分析方法の大部分は,比較の意

味もあり本書のその項に順じていることを予め断

っておく。

8)最近で牛肉価格の循環変動を扱った研究に,頼

平,岸本裕一「牛枝肉価格変動に関する実証的研

究」『農業計算学研究』第10号,京都大学 がある

ので参照されたい。

9)観測値からの両者の相関係数は 0.″6と 正の値

を示し,ま たラグをもたせても正の値となる。

10)木村修三「価格の運 行 より見たる価格統制間

題」『農業経済研究』第 8巻,第 3号。

11)桜井守正「豚肉の流通」『農 業総合研究』第 6

巻,第 1号。

12)神谷慶治「琢の周期変動 について」『 日本農業

の可能性よ 勁草書房,1966年 。 なお,この論文

は豚を『 自発性向』作目としてとらえたものであ

る。

13)G.S.シ ェファード,農業総合研究所訳『農産

物価格分析論』

“

頁,1953年.

1の 前掲,『統計学』,212～ 223頁および
"3～

538頁

を参照されたい。

15)同上,223頁および538頁。

16)農林省『畜産統計』46年度版,21頁。

1つ 前掲,「価格の運行より見たる価格統制問題」,

63頁。

18)前掲,「豚肉の流通」,159頁。

19)同上,139頁および158頁を参照されたい。

20)例えば,佐 木々清綱編『家畜 。上』,158頁 ,実

教出版,1959年。

21)『戦後農業技術発達史 。総括編』,377頁 および

379頁。

22)松下道夫ほか『養豚便覧』,51頁,農文教,19"

年。

23)前掲,『家畜・上』,178頁。
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