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{罷査・技術論文)

中国における牛乳の価格形成に関する計量分析

j度遺憲二*1・何海泉*2

要 旨

中閣は，国民所得の増加に伴い，牛乳消費が拡大している O 特に， 2000年以降，牛乳消費が顕著に伸びてい

る。一方で， 2008年9月にメラミン混入事件が発生し，出費者は食品安全性を含めた品質に対する関心が高くなっ

ている。こうした量的拡大と品質向上が同時に行われる場合，消費者の信頼を待る上で，牛乳の品質が市場価格に

どう反映されるかという課題を明らかにすることは重要である O そこで，中国における牛乳の市場価格と品質の関

係を捉えることを目的として， 2010年 10月に遼寧省大連市で市場調査を行い，牛乳の価格形成に関する品質をヘ

ドニック法から数量的に分析した。

分析結果から，商品中に含まれるタンパク質が多いほど，価格が高くなることがわかった。また，外国メーカー

およびプレミアムミルクは，両者共に価格が高くなることがみてとれた。市場側格に関して，外国メーカーは，囲

内メーカーの通常品の 50%以上割高で、あることがわかったO また 中国閣内では 通常品とプレミアムミルクの

品質格差による価格の二様化が進んでいる。

{キーワード}中国，牛乳， 11出格形成

Analysis of Price Formation for M江主 inChina 

Kenji "¥可ATANABE'Iand Haiquan HE'2 

Abstract 

The milk consumption has expanded rapidly from 2000 in China. On the other hand. as for the consumer. the concern 

for the food safety and the quality has risen. When the quantitative expansion and the quality improvement are 

advanc巴dat the same time. it is important to clarify the subject how the quality of milk influences a market price. 

Then， this analysis is mainly based on hedonic price function using the data obtained from market research for Chinese 

milk in Dalian city on October 2010. 1n market res巴arch.we examined about price and quality of milk 

The main conclusions led from this analysis are as follows: (1) The milk containing protein is incr巴as巴dtherefore 

the milk price is increased. Foreigロmakerand high quality are one of factor in the increase of milk price. (2) For 

estimated market price. it was confirmed that a foreign maker was 50 % or more expensiv巴thanthe milk of average 

quality of domestic maker. Moreover. there was great difference between milk of average quality and milk of high 

quality in domestic maker目 Therefore.the bipolarization of the market price is progressing rapidly 

[Keywords] China. Milk. Price Formation 

I.はじめに

中国では対外開放政策の導入後，急速な経済成長を

*1 大述外国語学院， Dalian University of Foreign Language 

成し遂げている。こうした経済成長に伴って，国民所

得の著しい増加がみられるとともに，蓄産物を中心と

する食料消費も大きく増加している。その中でも，主ド

*2 東京農工大学大学院述合終学研究科.United Graduate School of Agriculture. Tokyo University of Agriculture and Technology 
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乳消費が顕著に伸びている。また，牛乳に対する政策

支援が 1980年から開始されj) 1997年に r~Iコ国栄養

改善行動計画Jを， 2000年には「学生飲用乳計画j

を実施することで，牛乳消費の拡大を図ってきた。特

に， 2000年以降から栄養改善の重点項目として取り

上げられることで，牛乳出費が促進することとなっ

た。一方で， 2008年9月にメラミン混入事件が発生

し，消費者は食品安全性を含めた品質に対する関心が

高くなっているお。このような状況から，園内産と比

べて割高にも関わらず，輸入を含む外国メーカーの牛

乳が増加している3)。

中国における牛乳消費に関する先行研究として，銭

(2003) ，鈴木ら (2007)では，所得水準の上昇によっ

て，都iliを中心として牛乳を始めとする畜産物消費が

さらに高まるとしている.また，何ら (2008)では，

酪農とトウモロコシ 2部門の需給モデルからシミュ

レーション分析を行い，牛乳需要は所持に対して非常

に弾力的であり，一!替の需要増加が見込まれる成長品

目であるとしている。それと同時に，供給面からも需

要量は飛躍的に拡大する構造にあるとしている。

食品安全性に関して，岩本 (2004)，岩本ら (2004)

は，コンジョイント分析を用いて，消費者の牛乳選択

行動における安全性維保に関する認証表示や品質保持

期限による鮮度表示の影響を数量化している O 消費者

の限界支払意志額は，安全性確保に関する認証表示に

対してプラスであり，品質保持期限日までの残余日数

が短くなると評価額は低下するとしている O

本研究で対象とする牛乳は，乳幼児や児童のタンパ

ク質源として必要不可欠なものであり，品質問題が発

(万トン)
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生しでも供給を完全に停止できない財である O こうし

た量的拡大と品質向上が同時に行われる場合，消費者

の信頼を得る上で，牛乳の品質が市場価格にどう反映

されるかという課題を明らかにすることは重要であ

る。そこで，中国の牛乳市場における価格形成と品質

の関係を定量的に捉えることを目的として，遼寧省大

j阜市で市場調査を行い，ヘドニックj去を用いて牛乳の

価格形成要因を数量化した。また，食品安全性確保の

ための品質向上の取り組みが進む日本の牛乳の品質

データから，中国市場で品質評価を行った場合に期待

される仮想的な価格水準を導出し，品質向上に伴う牛

乳の動向について提示した。

n.中国における牛乳消費

中国における乳製品の消費形態としては，牛乳，粉

ミルク，ヨーグルトが主要なものとしてあげられる。

ここで，中国における牛乳消費量を閤 1に示した。牛

乳消費量は， 208万トン(1980年)から 3，584万トン

(2007年)まで増加し， 2000年以枠，急速に増加して

いることがみてとれる。また，都市住民における一人

当たり牛乳消費量を示したのが，間 2である O 都市住

民の一人当たり牛乳消費量は， 4.6 kg/人(1990年)

から 18.6kg/人 (2003年)まで大きく増加し， 2007 

年まで間水準を維持しているのがみられるものの，メ

ラミン混入事件の発生によって 15.2kg/人 (2008年)

まで低下している O

次に，各大都市における牛乳の消費状況を表 lに示

した。 2000年は，週 l回以上飲用する割合が高い地

1995 2000 2005 

図 1 中国における牛乳消費量の推移

'ttキヰ : FAOSTAT 
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図2 都市住民の牛乳一人あたり消費量

資料:r中回統計年援(各年)Jにより作成。

表 1 2000年と 2005年度における大都市の牛乳消費状況(%)

2000年
?耳目 週 3[i] 週 月 月 l凶 飲用

2005年
者t日 ì~31司 週 Fl 月 I閉 飲m

飲用 以上 1， 21)j] 2，3防 以下 しない 飲用 以上 1，2回 2，3沼 以下 しない

北京 12.1 10.0 16.7 11.5 6.7 43.0 北京 54.5 10.2 10.2 3.7 1.8 19.5 
J二i毎 32.7 14.4 15.7 7.1 4.6 25.5 上海 62.6 10.0 6.2 2.8 0.0 18.3 
広州 12.8 11.3 18.2 13.4 6.9 37.4 広州 32.3 16.0 13.2 7.3 1.6 29.7 
王立!窓会 7.9 2.7 5.3 5.1 4.8 74.2 重度; 34.3 18.0 9.4 2マ2 3.0 33.2 
武i英 6.5 3.7 6.2 7.6 4.5 71.5 li¥';i支 35.7 13.5 12.6 4.6 2.3 31.3 
jllj安 4.2 3.3 7.8 8.7 5.8 70.2 閣安 52.1 14.2 10.9 4.3 2.4 16.2 

出見rr: r消費者行方与生活形芝三年袋 (2ωo{f， 2006年)Jにより作成

域として，上海 (62.8%)，広州 (42.3%)，北京

(38.8%)などが挙げられる。 2005年では，上海 (78.8

%)，西安 (77.2%)，北京 (74.9%)である。特に，

商安と北京では，それぞれ 15.3%から 77.2%， 38.8% 

から 74.9%まで大きく上昇していることがみてとれ

る。また， 2005年では，牛乳を毎日飲用する割合が

2000年と比べて大きく上昇し，上海 (62.6%)，北京

(54.5%) ，西安 (52.1%)となっている O このよう

に，中国における牛乳消費は大都市を中心に広がって

いる一方で，牛乳を飲用する習'慣がない(飲用しな

い)割合が重慶 (33.2%)，武漢 (31.3%)，広州

(29.7%)などでは比較的多く，地域的な差がみられ

る。

m.分析方法とデータ

本研究では，牛乳の品質が価格形成に及ぼす影響を

鳴らかにするため，ヘドニック法を用いて分析を行

う。ヘドニック法に関して，太田(1980) は「財の価

格をその財の特性の上に回帰して特性の計算価格を推

定し，特性の量(水準)と計算価格の推定債の積和を

その貯の品質を示す指標として使う方法jとしてい

るO 農作物に対してヘドニック法を用いた先行研究と

して，梶山(1997)，広岡・松本(1998)，架l京・田中

(2004)，木南ら (2009) などが挙げられる O

1.分析モデル

牛乳の品質が市場価格に及ぼす影響を明らかにする

ために，ヘドニツク法から数量化を行う。そこで，分

析に用いるヘドニック価格関数は(l)式のとおりで

ある O これは，銘柄iの価格Pが，n1閣の品質xによっ

て決定することを示している O

Pr=j (Xil，X仇ね，・・% )
 

1ょ(
 

牛乳の価格形成に関わる品質を示す変数として，エ

ネ ル ギ ー (ENE)，タンパク賀 (PRO)，乳指肪

(FAT)，賞味期限 (EXP)，殺菌方法 (STE)など

が考えられる。また，その他の変数 (A) は，パッ

ケージや生産メーカーなどである。これらの変数によ

るヘドニック価諮問数を示したのが， (2)式である。

ρi=j(A，ENE，PROi，FATi，EXPi，STE，) (2) 

2.分析データ

調査地である遼寧省大連市は，一人当たり牛乳消費
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量が 35.2kg/人 (2007年)であったものの，メラミ

ン混入事件後には 30.5kg/人 (2008年)まで減少し

た。しかし， 2008年における都市住民の一人当たり

牛乳消費量 (15.2kg/人)と比べて，大連市の牛乳消

費量は顕著である O また，地方乳業メーカーを中心と

して市政府から減税や補助金などの優遇を受け，牛乳

消費に向けた取り組みが積極的に行われている地域で

ある。特に，大連市近郊にある乳業メーカーの生産拡

大が進められている4)。分析データは，遼寧省大連市

内にある外資系大型スーパーおよびデパート，ならび

に中田系スーパーで瓶売されていた牛乳商品 75種類5)

である O なお， 2010年 10月15日から 25日に市場調

査を行った。分析に用いるデータおよび主要な記述統

計量は，それぞれ表 2，表3のとおりである。

表 2 分析データ

価格(戸 1100mlあたりの!l買うb小売価絡(元)

エネルギー (ENE) 1100 mlあたりのカロリー (kcaJ)
タンパク質 (PRO) 1100 mlあたりに含まれるタンパク質 (g)
字山知的 (FAT) 1100 mlあたりに含まれる乳脂肪 (g)
賞味期限 (EXP) 賞味期浪(日数)

~I二平L在[類 (TYPE) 調整宇L= 1，牛乳=0
殺菌方法 (STE) 低沿殺Th¥j= 1，その他=0
パッケージ (PAC) IpVC=l，その他=0
外国メーカー (FCMJ 1外国メーカー =1，その他=0
国内大手メーカー(DOM)1大手乳業メーカー =1，その他=0
プレミアム (HQM) プレミアムミルク =1，その他=0
有機認託 (ORG) 有機認託=1，なし=0

ぽ:円J長~tÎ: すると. 1 J己は 12-13円である。 (2010年 10Jj 11.¥)山)

表 3 記述統計蚤

最小11立最大仮i平均値 13:司11偏差

lu1i格 (P);フ[;/100ml 0.6 3.8 1.3 0.8 
エネルギー (ENE); kcal/i的ml 57.4 76.2 63.0 4.7 
タンパク質(PRO);g!lOOml 2.9 3.5 3.0 0.2 
:fumJJ1i (FAT) ; g!lOO ml 2.9 4.0 3.4 0.2 
:fti味期限 ;日数 5 365 109.4 103.0 

分析に用いるデータに関して，価格は 100mlあた

りの自頭表示価格を用いた。品質を示す変数について

は，栄養成分であるエネルギーは 100mlあたりのカ

ロリー (kcal)6) タンパク質および乳脂肪は，それ

ぞれ 100mlあたりに含まれるタンパク質 (g)，乳脂

肪 (g)である O 賞味期限は日数である。その他の変

数については，ダミー変数で代用した。牛乳の種類

は， Caなどミネラルを添加した調整乳を1，牛乳を O

とした。殺菌方法は，低温殺菌を1，その他を Oとし

た7)。パッケージは， PVC (ポリ塩化ビニール)を

1，その他を Oとした8)。生産メーカ一切に関して，輸

入を含む外国メーカーを l その他を Oとした。囲内

大手メーカーは，蒙牛・伊利・光明の大手乳業メー

カーを1，そのf也を Oとした10)。プレミアムミルク 11)

は，プレミアムミルクを1，その他を Oとした。有機

認証は，有機認証を 1，その他を Oとした12)。

N.分析結果

OLSで推定を行い，分析モデルを (3)式のように

特定化した13)。推定結果は，表4のとおりである O な

お，推定には統計パッケージ R (version 2.11.1)を用

し、fこ。

lnP' = G'1 + sJlnENEi十s2lnPRO，十s3lnFATi

十s4lnEXP，+s5 TYPE，十s6STEi +β7PAC 

十ssFCM，十sgDOM，十sIOHQiVIi+βl1ORG，(3) 

推定結果に関して，推定①は (3)式の結果であ

るO 自由度修正済み決定係数は 0.838と高く，統計的

にあてはまりは概ね良好で、あることが確認された。し

かし，統計的に有意でない変数がみられた。推定②，

③でも，同様の結果が得られている1<1)。これらの推定

結果から，決定係数が最も高く， d直も良好である推

表 4 推定結果

① ② ③ 

係長土 HI白 係数 t{l在 係数 t{l駐

α -4.576* 2.418 -4.817* 2.613 4.710* 2.572 
ENE 0.598 1.163 0.740 1.614 0.706 1.552 
PRO 1.702* 2.376 1.743 '" 2.457 1.837* 2.641 
FAT 0.323 0.621 
EXP -0.052 1.614 -0.050 -1.571 0.064 * -2.406 

TYPE 0.203* * 3.120 0.198 * * 3.088 0.193* * 3.037 
STE 0.076 0.776 0.072 0.461 
PAC -0.399* * 5.282 一0.408** -5.551 -0.414 * * -5.674 

FCM 0.799* * 7.905 0.792* * 7.922 0.791 * * 7.942 

DOM 0.142 1.611 -0.147 -1.686 -0.148 1.704 

HQM 0.579* * 5.420 0.578* * 5.436 0.580ネ* 5.472 

ORG 0.291* 2.028 0.301 * 2.120 0.301 * 2.125 

自由!支修iEi守み
0.838 0.839 0.840 

決定係数

F 1ifl 35.70*ド 39.62* * 44.26* * 

サンプル1!i 75 75 75 

i主**は 1%，*は 5% でギT:tJ~であることを示す。
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定③が最も説明力の高いことがみてとれる O 係数の符

について，タンパク質は正値であり，タンパク質が

多く含まれるほど価格が高くなることがわかった。賞

味期探は負値であり，賞味期限が長いほど価格は低く

なることが確認できた。牛乳種類は正値であることか

ら， Caなどミネラルを添加した調整乳ほど価格が高

くなる 15)。パッケージは負値であり，他のパッケージ

と比べて PVCは価指を低く抑えることができる O 外

国メーカー，プレミアムミルク，有機認証は，それぞ

れ0.791，0.580， 0.301であり，価格を上昇させるこ

とがわかった。また，有機認証を受けたプレミアムミ

ルクであるならば，。司881と著しく高く，外国メー

カーを上回る価格水準となることが確認できた。

これらのことから，商品中に含まれるタンパク質が

多いほど，価格が高くなることがみてとれた。食品安

全性に関して，賞味期授が長いロングライフミルクほ

ど，価格が低くなることがわかった。また，外国メー

カー，プレミアムミルク，有機認証に関して，牛乳の

価格が高くなる要因であることが確認できた。

次に，最も当てはまりの良好であった推定結果③の

パラメータを用いて，牛乳の推定価格を導出した。ま

表 5 臼本における牛乳の品質データ

M社 NtJ: N t:l: Ki足場 Tl上 T社

ENE(kcal!l∞ml) 68.5 66.5 72.0 71.0 64.0 69.0 
PRO (g/lOO ml) 3.4 3.3 3.2 3.4 3.2 3.3 
EXP (日数) 15 15 15 13 5 5 
TYPE 。O 1 O O 。
ORG O 。。O l O 

J主:牛乳の種類 (TYPE)tこ関しておき空宇しを 1，牛乳をOとした。
また，有機認該 (ORG)は，有機認証を1，そのf也を Oとし
た。

(元l100mJ)

5.0 

た，食品安全性確保のための品質向上の取り組みが進

む日本の牛乳の品質データから，中国市場で品質評価

を行った場合に期待される仮想的な価格水準を導出し

た16)。なお，日本における牛乳の品質データ 17)および

推定価格は，それぞれ表 5，閤 3である O

大手乳業メーカーおよび地方乳業メーカーに関し

て，推定価格が 1元/100ml 以下に分布している。

また，プレミアムミルクでは，儲格は1.4~2.8 元/100

mlの範囲にみられ，主に 2.0元/100ml前後で多く推

定されている。外聞メーカーの推定価格では，概ね

2.5元/100mlに分布しているのがみてとれる。 B本

における牛乳の品質データについて，タンパク質は

3.2 ~3.4 g/100 mlで，鮮度を示す賞味期限は大手乳業

メーカーや外国メーカーと比べて著しく短いら~15 日

であった。これらを代入して求めた仮想的な価搭水準

は， 2.8~3.9 元/100 mlと最も高くなることがわかっ

た。こうしたことから，外国メーカーは，大手乳業

メーカーや地方乳業メーカーが通常販売する牛乳商品

(通常品)の 50%以上割高であることがわかった。加

えて，大手乳業メーカーや地方乳業メーカーの通常品

とプレミアムミルクには，品質格差による価格のこ様

化が確認された。また，鮮度を重視する日本の品質で

あるならば，他の外国メーカーやプレミアムミルクよ

りもさらに高価格になることがみてとれた。

V.結論

本研究では，牛乳の価格形成に関する品質をヘド

ニック法から数量的に実証分析した。また，食品安全

性篠保のための品質向上の取り組みが進む日本の牛乳
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の品質データから，中国市場で品質評価を行った場合

に期待される仮想的な価格水準を導出した。得られた

主な知見は，次のとおりである O

分析結果に関して，商品中に含まれるタンパク質が

多いほど，価格が高くなることがわかった。食品安全

性に関して，鮮度を示す賞味期眼は，長い日数である

ほど価格ーがf正下する。タト国メーカー， プレミアムミル

ク，有機認証は，それぞれ価格を大きく上昇させるこ

とがわかった。特に，外国メーカーであるならば，よ

り高い価格となることがみてとれた。しかし，有機認

証を受けたプレミアムミルクであるならば，外国メー

カー以上に高い価格水準となることが確認できたO

市場価格に関して，外国メーカーは，大手乳業メー

カーや地方乳業メーカーの通常品の 50%以上割高で

あることがわかっ t.:.o また，中国国内では，通常品と

プレミアムミルクの品質格差による価格の二板化が進

んでいる O こうした二極化は，需要拡大に伴う量的確

保，および食品安全性を含めた品質向上を同時に実施

されてきた結果であると推察される。加えて，中国の

乳業メーカーは，低価格な商品を増加させつつ，高品

質で高{面格な商品も提供しているものの，その中間的

な品質は殆ど確認することができなかった。また，鮮

度を重視する高品質な臼本の牛乳であるならば，他の

タト国メーカーやプレミアムミルクよりもf而+各カすさらに

高くなることが確認された。 中国では，長期間保存が

可能なロングライフミルクが主流になっており，賞味

期限が短く，鮮度を重視する商品を提供することで，

さらに牛乳の価格が高くなることが示唆される。

こうしたことから，これまで以上に，食品安全性に

対するニーズが高まれば，消費者の信頼を得る上で高

品質・高付加価値化が進むだけでなく，牛乳消費拡大

を背景とする企業間競争から，品質格差による価格の

こ極化が進行することが推察される O また，低価格な

商品に対しでも，価格水準の維持だ、けで、なく，全体的

な品質向上が重要で、あることが示唆される O

(注)

1)何ら (2008)は， 1979年以前では乳業発撲を指示する政策

は事実上ないと言及している。 1980年から 90年代では，供

給サイドの政策支援が行われ，生産基盤が整備されてき

た。

2 )現在では，商品を流通する段階で，乳業メーカーがメラミ

ン成分を含む品質検査を行い，流通業者に検査説明沓:を発

行する必要がある。また，メラミン混入事件後，政治当局

の検査機構が会ての乳業メーカーに対してサンプル検ままを

行っている。このように，食品安会性および品質検査にlお

して，メラミン混入苦手{牛後，食品安全性を含む品質検査が

厳しく実施されている。

3 )今回の市場開資では， ドイツ産やニュージーランド夜の総

入品，オランダや日本などの外悶メーカーによる中国産牛

字しが多数確認することができた。

4 )扶ら (2010)は， 2008年のメラミン混入事件以降，大迷子li

では地元乳業メーカーの販売m:i立大きく場加し，大手乳業

メーカーを飴めとする他地域の乳業メーカーを敬遠する傾

向がみられているとしている。

5 )本研究では，中国における液体妨を対象とする。液体妨

は，守二妨 (milk)， Caなどミネラルを添加した王苦手手強化妨

(fortified milk) ，β1.1床妨 (flavoredmilk) ，合乳伏料 (milk

beverage)などの4{重士見カずみられるものの，分~布?には守二

妨，営手宇強化妨の 2つを用いることとする。なお，低脂肪

宇しゃ無脂肪乳は分析対象に含まれていない。

6 )中盤|において，エネルギー表示は KJ(キロ・ジュール)で

ある O そこで，カロリ-'1灸t-r-を千子った。なお， 1 KJは0.239

kcalである。

7)殺菌方法によって 2種類の牛乳に区日Ijされる。一つは，主

に低温{呆持殺菌法 (LTLTi:iミ)による低 j品1止めj~I二乳

(pasteurized milk) である。もう一つは，超高温短lI~j' 1m殺

露iit，(UHTi去) を!tjいたi成夜FI二まし (sterilizedmilk)であ

る。なお，今邸の市J)j;)'JJJ:l'fでは， f出品1St闘牛乳はまtl味期限

が 5~7 日殺皮と短く，地方乳業メーカーの商品のみ確認で

きた。 また， fll'i:l'lFド手しは 30~365 Elと'!'tl味j羽I製均す長く， ロ

ングライフミ 1レクカ竺iミiJtCとなってし、る。ロングライフミル

クは，大手乳業メーカー，地方乳業メーカー，輸入を含む

タトi主iメーカーでlfY.りt及われている。

8 )中国では，レンガl\~や枕型のテトラパック (Tetra Pak ;ァ

ルミ箔が幸子宮5内にコーテイングされた長期j保存f有志L~ 'tHm ，

PVC (ポリ様化ピニー lレ)，プラスチックボトル，紙パック

などのパッケージがみられる O

9 )今岱のTli場調査での生産メーカーによる磁:日にIlkJして，大

手乳業メーカー 291'1:，地方乳業メーカー 23科，プレミア

ムミルク 101'1二，タト悶メーカー 13f'!:であった。

10) ~Jf:ら (2010) によると， 2007 年の中 1~]大手乳;業メーカ -4

主1:(安工|二・ {J上手IJ.光明・三鹿)における市場占有率 (CR4)

は， 44.96%であった。 2008年9}lのメラミン混入事件後に

三成が破産したことから，:;'~il二. fif手IJ.光明の 3社を大手

乳業メーカーとして，本研究で扱っている。

11) プレミアムミルク(向瑞妨)は， "1.1隠!大手乳業メーカーで

あるきZFドは「符合あ;Jを， 1~ 利では「金tU~J，光明では rf尤
倍jを提供している。これらは，特定地域や自社i直営牧場

で特別に育てられた乳牛から製造されている。さらに，食

IR3安全性の問題が発生した場合，乳牛まで特定化できるよ

うに電子管理が行われている。

12)有機認、読に関して，南京国杯有机食品以i正中心 (Organic

Food D巴velopmentCenter ; OFDC)や中汲隼変有机食品i人

近中心 (ChinaOrganic Food Certification Center; COFCC) 

などの有機認証を受けている商品が確認できた。なお，中

国における有機認誌にiおして，林 (2010) を参照。

13)パッケージについて，レンガ型や枕型のテトラパック，プ

ラスチックボトル，紙パックなどのダミ一変数も加えて推

定したものの，係数の符号や統計約に手rJli:ではなかった。
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したがって，統計約に存窓であり，符号も巡切であった

PVCのみを変数として，分析モデルに加えている。

14)ヘドニック関数112は，梶JlI(1997)，栗原・田中 (2004)，

木南ら (2009)を参考にして，雨対数線形とした。なお，

説明変数の選択は，決定係数や符号条件を考慮し， t11直がI

以下の変数が表れないまで減らす変数減少y去を用いた。こ

の潔白として， Amemiya (1994)では， t 1疫が l以上の変

数を採用することで，自由&11基lE済み決定係数が上昇する

としているためである。こうした変数選択は，問中・児玉

(2002)，栗原・留中 (2004)でも{変われている。

15)中国では， Caなどミネラルを添加]した読ま室乳は，牛乳より

も側絡が高く，係数の符号は適切で、ある。

16)市場調査で得られたデータを推定結果③のパラメータに代

入し，牛乳の推定価格を導出した。また，日本の品質デー

タについても何様に，推定結来③のパラメータに代人し，

中国[11坊で品質評価を行った場合に期待される仮怨的な制li

傍水準を推定した。

17)中原市場で主流となっているロングライフミルクと災なっ

て，日本の牛乳は鮮!交を示すl'tl味JtJJr浪が著しく短くなって

いる。そこで，食I弘安全性健保のための品質向上の取り去11

みが進む牛乳として，鮮疫を丞視する日本のや宇しを取り上

げた。日本の牛乳は，会問販売を行っている大手乳業メー

カー 311，日本初の有機認証を受けた牛乳を販売する乳業

メーカー 1社の品質データを用いている。なお，日本の品

質データは， 2010 if 10月に収集したものである。
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