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|| 報告論文 11 

農産物流通における非対称価格伝達の

シミュレーション分析

流通主体に与える影響を中心に一

中島亨

(東京大学)

A Simulation Analysis of Asymmetric Price Transmission in a Farm Product Chain 

(Toru NAKAJIMA) 

I はじめに

農産物流通において，各流通段階における価格

形成や価格伝達の実証分析は，産業組織論や流通

論において重要な研究課題となっている。中でも，

川上(川下)の価格が上昇した場合と下落した場

合とで， ) 11下(川上)の価格調整度が異なるとい

う非対称価格伝達に関して，多くの実証分析が蓄

積されている(中島14]等を参照)0 Meyer and von 

CramorトTaubadel[3]で、は，マージンが減少(増加)

するような価格変化に対する調整の方が，マージ

ンが増加(減少)するような価格変化に対する調

整よりも急速に行われる場合を正(負)の非対称

価格伝達と呼んでおり(第 1図参照)，このような

非対称性が存在する要因として，市場支配力の存

在や，調整費用の非対称性の存在，探索費用の非

対称性，価格支持等の政策等を挙げている。これ

らの要因に関しては，産業組織論やゲーム理論，

流通論等のアプローチがあるが，諸経済理論を援

用した叙述的説明にとどまっており，厳密な浬論

展開が欠如している。

また， Meyer and von Cramon-Taubadel[3]は，非

対称価格伝達に関する多くの先行研究が，統計的

問題に焦点を当てており，経済学的意味について

の検討があまり行われてこなかったことを指摘す

る。すなわち，非対称性の推計手法や非対称性の

導出それ自体に関心が集まり，その背景にある経

済学的含意や，非対称性が存在することで何が問

題となるのか，といったことに関する考察が欠け

ているということである。さらに，同論文は，非

対称価格伝達の存在が流通主体に与える影特につ

いて，先行研究がほとんど検討してこなかったこ

とを指摘している。非対称価格伝達が市場の失敗

を意味するのであれば，それは経済的非効率が存

在することになり，経済厚生の損失をもたらすこ

とになる。中には， Zheng et al. [5]のように，非対

称、価格伝達が流通主体の厚生水準に与える影響を

分析したものもある。このような研究は，先行研

究で残された課題に取り組んだものとして，意義

のあるものである。ただし，非対称価格伝達は均

衡から事離した状態についての現象であり，均衡

を前提とした経済厚生の導出等の分析を行うこと

の是非は検討の余地があると思われる。

本稿の課題は，卸売価格から(農業経営者から

の農産物の)買取価格への価格伝達において，非

対称性の存在が，各流通主体の収益に与える影響

を分析することである。特に，非対称性が存在す

る場合としない場合とを比較し，農業経営者や流

通業者が得る(被る)超過利潤(損失)がどの程

度となるかをシミュレーション分析により明らか

にする。

以下，第H節では，卸売価格から買取価格への
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第 1図 卸売価格から買取価格への非対称価格伝達の概念図

注 1) Meyer and von Cramon-Taubadell3 Jを参考に，筆者作成。

2) 実線は価格上昇を，破線は価格下落を，点線は対称的価格伝達を表す。

非対称価格伝達を想定し，いくつかの仮定を設定

した後，農業経営者および流通企業の収益に関す

るシミュレーション分析を行う。第E節では，結

論を述べるとともに，政策的合意および今後の研

究課題について論じる。

E シミュレーション分析

1 仮定

本稿では，生産した農産物を農業経営者が流通

業者に販売し，流通業者はその農産物を卸売市場

で販売するという状況を考える。ここでは，卸売

価格が需要要因により外生的に決定され，流通業

者はそれを踏まえて買取価格を決定し，農業経営

者は固定生産費用を支払うと仮定する注 1)。具体

的には，tE[l，T]期の卸売価格を W" 買取価格を 1"
農業経営者の生産費用を c，(=c)とするH.:2)0 W

t
， 

λ cの初期値をそれぞれ 100とし W，は次のラ

ンダム・ウオーク過程に従うと仮定する法 3)。

Wt =Wl_l十円， e， ~N(O， I) (1) 

λについては t-1期における卸売価格的 Iの

変化に応じて変化するものとし，その符号は同ー

とする。また，1，は一定率で調整され Wt_lの変

化に伴う λの調整率を aE[O，I]で表し，特に W'_l

の上昇(下落)に伴う λの調整率を〆 (α) と

表す。したがって，1，は次式のように表せる。

j， =jトl+a土(Wt-1-W'_2) (2) 

ただし a"は〆または。を意味する。

a+および〆の大きさの違いにより，価格伝達

の非対称性の有無を表すことができる。すなわち，

a->a+ (a+>a-) であれば正(負)の非対称価

格伝達を表し(第 1図参照)，〆=〆であれば対

称的な価格伝達を表す。

農業経営者および流通企業の I期の収益は，そ

れぞれ， λ-c，W， -j， と表される。 T期までの収

益のサンフ。ル平均をそれぞれ Ms' Mbとすると，

これらは次式のように表される。

Ms埼(λ -c)，Mb均一例

2 シミュレーション結果

前項の仮定に基づき MsおよびMbに関してモ

ンテカノレロ・シミュレーションを行う。その際，T

が 100の場合と 500の場合について検討する込山。

これは，相対的に短期の収益左長期の収益を比較

するためである。また，パラメータ。については，

正の非対称価格伝達を表すピ a の組み合わせ

として， (α+ ，a-) = (0.4，0.6)， (0.1，0.9)を，負の非対

称価格伝達を表すものとして，(a+，a-)=(0.6，0.4)， 

(0.9，0.1)を，対称的価格伝達を表すものとして，

(a+ ，。一)= (0.5，0.5)， (0.9，0.9)を検討する。非対称性

が存在する場合 a+と。の.'ljt離が大きいほど非
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第 1表 シミュレーション分析結果

流通企業 農業経営者

a+ a T Mb s.d. 日1m ロ1ax C唱int 凡1s s.d ロun 町lax

100 -15.47 3.21 -27.06 -4.57 18.4 15.52 3.15 4.11 29.33 
0.9 0.1 

500 ー79.31 7.10 -105.69 情 50.69 15.2 79.32 7.05 54.10 105.82 

100 -3.85 2.94 -14.73 7.81 39.5 3.89 2.86 -6.20 15.50 
0.6 0.4 

500 ー19.83 6.42 -43.60 3.48 23.2 19.82 6.41 -3.46 42.45 

100 -0.01 2.93 司 10.45 9.89 100.0 -0.01 2.84 -10.06 9.63 
0.5 0.5 

500 -0.06 6.45 -25.72 24.69 100.0 -0.06 6.41 司25.56 24.51 

100 -0.01 0.64 -2.63 2.51 100.0 -0.04 5.02 -20.45 19.10 
0.9 0.9 

500 0.00 1.33 -4.61 5.02 100.0 0.01 11.64 -40.11 43.69 

100 3.86 2.92 -7.13 14.06 38.3 -3.89 2.83 -15.68 6.17 
0.4 0.6 

500 19.85 6.49 -8.31 46.76 22.8 -19.81 6.45 -47.90 6.13 

100 15.50 3.22 4.71 29.03 18.1 -15.44 3.13 -28.11 -5.01 
0.1 0.9 

500 79.29 7.12 54.81 109.01 15.3 ー79.23 7.10 ー106.88 -53.33 

資料.シミュレーション結果より。

注 1)s.d.， rnin， rnaxはそれぞれ標準偏差，最小値，最大値を表す。

2) coint.は，W，とJ;が共和分関係となる割合(%)を示す。

対称性が強いことを意味する。また，対称、的な価

格伝達の場合，。の大きさの違いは調整度の違い

を表している。各Tおよび(a+，a-)の組み合わせ

に関して， 10，000回のモンテカノレロ・シミュレー

ションを行った註5)。その結果を第 1表に示す。

第 1表から，正の非対称価格伝達が存在する場

合 (a->a+)，Mh>Oかつ Ms<Oとなっており，

流通企業には超過利潤が発生しているが，農業経

営者には超過損失が発生していることが明らかと

なった。また，(a+，a-)=(0.1，0.9)のときの方が，

(a+， a-) =(0.4，0.6)のときよりも Mb，Msともに絶

対値で大きくなっており，非対称性が強い方が超

過利潤および超過損失が大きくなることも示され

た。さらに，Tを比較すると ，T=500のときの Mb，

Msは，T=100のときよりも約 5倍絶対値で大き

くなっている。これは，期間が 5倍になると 1期

間当たりの収益効果が 5倍になることを示してお

り，非対称性が存在することにより，期間の増加

にともない 1期間当たりの収益効果が増幅され

ることを示している。

期間の増加にともない収益効果が増幅する理由

は，次のように考えることができる。正の非対称

価格伝達が存在する場合，1，はW，の上昇に対して

よりも，下落に対して，より大きく調整されるた

め，任意のt (三2) について，初期値よりも小さ

い値に確率収束すると考えられる。一方，W，は(1)

式のランダム・ウオークを仮定しているため，任

意の t (三2)について初期値に確率収束するはず

である。また，正の非対称価格伝達の場合のλの

確率極限をλplim+とすると kを任意の正数とし

て tをktまで延長した場合，初期値からの事離

100ーf::1im
+はk( 100 -J;p/，附)となる左考えられる

ので，

1 :;lim+ = lf//im+ + 100 (1 -k) (4) 

が成立する。 I期の流通企業のマージン (w，-J;) 
をmb.'と表すと mb.'は100-J;p/im+三 mdm+に確率

収束するので，kt期における流通企業のマージン

mb，k'の確率極限mfr+は， (4)式を利用して，

mf:γ?+=10∞0一1:;/開

=10∞0一4ゲf/'附一10∞0(1ト一k的) 

=k (100-λ〆附)

=伽f?m+

(5) 
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と表せる。 (5)式から，マージンの確率極限は，tに る。ランダム・ウオーク過程に従うような非定常

ついて一次同次であることがわかる。よって，Mb 時系列で、あっても，長期的に 2つの価格系列が連

の確率極限MfIrm+は次のように展開できる。 動している場合，そうした価格系列同士は共和分
• T 

M!，fim+ =土すmplirn+

U Tf=:d u ‘ 

_ 1 {山plim+ I 由 plim+ t 出 plim+、
T、山b，l 目 山b，2 山 b，T I 

=土(lmf?m++2mtljm++ ・+Emfl;m+)
T 't 

~ JHpl附 (6)
=士土主-'-(1+2+…十 T)

1 t 

lmt?m+(T+1)T 

T t 2 
m ・plim+

=弓-'-(T+1) 
'2t 

このことから， Mff附はTについての 1次関数で

あることが明らかである注 6)。したがって，期聞

が5倍になると 1期間当たりの収益が 5倍になり，

期間の増加にともない 1期間当たりの収益効果が

増幅されることになる注7)。

次に，負の非対称価格伝達が存在する場合

(a+ >a一)についてみると，五の非対称価格伝達

が存在する場合とは逆に，Mb <0かつ Ms>0とな

っており，農業経営者に超過利潤が発生している

が，流通企業には超過損失が発生していることが

判明した。また，異なる(〆，〆)の組み合わせに

ついて比較すると，非対称性が強い方が超過利潤

および超過損失が大きくなることが示されている。

この点は，正の非対称価格伝達の場合と同様であ

る。さらに，T=500のときの Mb' Msが，T=lOO 

のときと比較して約 5倍絶対値で大きくなってい

ることも，lEの非対称価格伝達の場合と同じであ

る。以上から，正の非対称価格伝達と負の非対称

価格伝達では各流通主体の収益の符号が異なるが，

収益に与える効果(大きさ)は等しいということ

が明らかとなった。

一方，非対称性が存在しない場合，すなわち，

対称的な価格伝達が行われる場合 (a+=a-)，Mb 

および Msはほぼ0となり，農業経営者にも流通

企業にも超過利潤または超過損失が発生しないこ

とが示された。これは Tや。の大きさによらず

成立する。

続いて，価格系列の共和分関係について検討す

関係にあるといわれる (Engleand Granger[ 11参照)。

Mbにおける W，と λについて，共和分関係が成立

するか否かを判定するため， Engle-Grangerによる

共和分検定を行った注 8)。第 1表の coint.は， 10，000 

回のシミュレーションのうち，価格系列同士が共

和分関係となった割合を示している。この結果か

ら，以下のことが明らかとなった。

まず，非対称性が存在しない場合，。の値によ

らず W，と/，の共和分関係が常に成立しているが，

非対称性が存在する場合，共和分関係が成立する

確率が低くなっている。これは，上述の確率収束

の議論と関連し，非対称性が存在することで，価

格系列同士の連動性が低くなることによるものと

考えられる。

次に， (α+ ，a-)の組み合わせについて，共和分

関係が成立する確率を比較すると a+とGーの差

が大きいほど，すなわち，非対称性が強いほど，

共和分の確率が低くなっている。これは，非対称

性が強くなるほど価格系列が羊離し，それらの連

動性が低くなることによるものと考えられる。上

述の正の非対称価格伝達が存在する場合の W，と

λの例で考えると，非対称性が強い場合の方が W，

の上昇に対してλが上昇しにくく， W，の下手喜に対

して/，は大きく調整されるため //km+と初期値

の革離がより大きくなると考えられる。 W，が初期

値に確率収束する以上， W，と λの講離は非対称性

が強いほど大きくなるといえる。

さらに Tの大きさで共和分の確率を比較する

と，対称的な価格伝達の場合 Tの大きさによっ

て共和分の確率は不変(ともに 100%) だが，非

対称性が存在する場合 Tが大きい方が共和分の

確率が低くなっている。これは，非対称性が存在

する場合，対象期聞が長いほど価格が連動する可

能性が低くなることによるものと考えられる。こ

れは， (6)式によって示されたことと一致する。

最後に，共和分関係の有無による Mbの違いに

ついて検討する。第 2表は，Mbのシミュレーシ

ョン結果について，共和分関係がある場合とない

場合に区別して示したものである。これによると，
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第 2表 共和分関係と流通企業の収益

a+ 。 T 共和分 非共和分

100 -13.92 ー15.82
0.9 0.1 

500 -77.37 ー79.65

100 -2.66 -4.63 
0.6 0.4 

500 ー15.46 -21.15 

100 -0.01 
0.5 0.5 

500 -0.06 

100 -0.01 
0.9 0.9 

500 0.00 

100 2.66 4.60 
0.4 0.6 

500 15.59 21.11 

100 13.77 15.88 
0.1 0.9 

500 77.28 79.66 

資料.シミュレーション結果より。

対称的な価格伝達の場合はすべてのシミュレーシ

ョンで共和分関係が存在するため比較できないが，

非対称性が存在する場合，共和分関係がある場合

は，共和分関係がない場合よりもやや絶対値が小

さくなっている。平均値の差について t検定を行

ったところ，すべての〆，。一 ， Tの組み合わせ

について，共和分関係がある場合とない場合の平

均値に差がないという帰無仮説は， 1%水準で棄

却された。よって，統計的には有意に差があると

いえる。この結果の解釈も，上述の議論を援用す

ることで明らかとなる。正の非対称価格伝達が存

在する場合の W，と1，の例でいえば W，と1，の季

離すなわち mb.'であるから，両価格の;jfE離が大き

いほどmfjm+は大きくなり ，M:'附も大きくなる。

したがって，共和分関係にある場合よりも，共和

分関係にない場合の方が Mbが大きくなるとい

う結果は合理的である。

注 1)ここでは，卸売市場は完全競争市場であるこ

とを仮定している。また，現実的には生産費用

は一定ではないが，一般的に賃金や原材料費等

の要素価格は，卸売価格と比較して変動が小さ

く，卸売価格と連動していない場合が多い。こ

こでは簡単化のため生産費用を一定と仮定し，

その制約のもとで、分析を行った。仮に生産費用

が卸売価格と連動している場合，W，と1，の分析

結果を適用できるが，卸売価格と独立した価格

変動を示す場合の分析は今後の課題である。

注 2)すべて単位当たり価格である。 W，および1，は

正常利潤を含む諸費用を除いた価格とし，完全

競争市場においては W(=五=cを仮定する。

注 3)時系列データは非定常過程となるものが多い

ため (Greene[2]，p.631)，本稿では非定常過程を

代表するものとして，ランダム・ウオークを仮

定した。一方，実際の卸売価格には規則j性が存

在することも多い。たとえば，季節性等の規則

性を導入することで，より実態に即した価格変

動について検討することができると考えられる。

しかし，常に特定の規則性が現実的に妥当であ

るかどうかは不確実であり，規則性の表現方法

の選択についても問題として残る。本稿では，

時系列分析として，データ生成過程における制

約が少なく汎用的なランダム・ウオークを仮定

することとし，規則性の導入等のより現実に近

いとされるデータ生成方法の検討は，今後の課

題としたい。

注4)ここでは時間の単位を特に指定しておらず，

100や 500はそれぞれ相対的に短期，長期の期

間を表している。なお，実証分析では月次デー

タや週次データが利用されることが多く，これ

らの数値は多くの実証分析で使用されるサンプ

ル数と同等で、ある。

注 5)統計ソフトウェアは Stataを使用した。

注 6) ただし，実際はmt';m+=0であるため， (6)式

のように近似できる，とした方が正確で、ある。

注7)なお，この結論は W，がランダム・ウオーク過

稜に従うという仮定の上に成立するものである。

よって， W，が他のデータ生成過程に従う場合，

収益効果も当然変化し得る。しかし，注 3で述

べたように，ランダム・ウオークという時系列

分析における一般的な仮定に基づく分析である

ことの意義は認められると考える。

注 8) w，を1，で OLS回帰した残差系列の定常性を

検定することで共和分検定を行った。なお，Ms 

の場合はcが定数であり，非定常過程ではなく，

共和分の概念に適合しないため，W，とλについ

てのみ共和分検定を行った。



皿結論

本稿の分析から，要因がいかなるものであるか

にかかわらず，非対称価格伝達の存在は流通過程

における隣接する流通主体に対照的な収益効果を

もたらすことが明らかとなった。すなわち，本稿

で示した一定の仮定を満たす場合，流通企業に超

過利潤(損失)をもたらす非対称価格伝達は，農

業経営者に超過損失(利潤)をもたらすことが示

された。また，これは共和分関係としての長期的

関係が存在する場合においても成立することが確

認された。

さらに，共和分関係が存在する場合，共和分関

係が存在しない場合よりも収益に対する効果が小

さいことが明らかとなった。このことは，非対称

価格伝達の存在が流通主体の収益に与える効果が，

共和分関係の存在により軽減されることを意味す

る。ただし，共和分関係の有無による収益効果の
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ョン分析によりこの点を明らかにしたことに本稿

の意義が見出せる。

非対称価格伝達の存在が各流通主体の収益に直

接的な影響を及ぼすことが明らかになったことで，

非対称価格伝達に関する実証分析の必要性が確認

されたといえる。特に， 日本の農産物を対象とし

た非対称価絡伝達の実証分析は非常に限定的であ

り，今後の研究の蓄積が期待される。同時に，非

対称価格伝達が存在する流通過程には，競争政策

あるいは流通政策上のアプローチが必要となる場

合もあるため，当該流通過程の実態把握も重要な

課題である。

本稿のシミュレーション分析では，非対称価格

伝達と市場支配力の関連性が示唆されたが，それ

は厳密な理論展開に基づくものではない。動学的

最適化等の経済理論による非対称価格伝達のメカ

ニズム解明が，残された重要な課題として挙げら

れる。

違いが統計的に有意に存在することが示されたも 〔付記〕本研究は科研費 (22・4266)の助成合受け

のの，その差は非対称価格伝達の存在やその累積 たものである。

効果と比較すると小さいものであり，非対称価格

伝達の問題を検討することは，価格伝達分析と同 [引用文献]

じかそれ以上に重要性があることが確認、されたと

いえる。

また，分析結果から，非対称価格伝達の存在と，

価格費用マージンとしての市場支配力に関連性が

あることが指摘できる。非対称価格伝達は，短期

的視点では価格の調整速度の非対称性を示すだけ

のものであり，市場支配力とは無関係で、ある。し

かし，長期的視点では，非対称価格伝達の存在が

超過利潤あるいは超過損失を累積させ，長期均衡

において 0とは異なる価格費用マージン，すなわ

ち市場支配力をもたらすことになる。つまり-_

定期間非対称価格伝達が存在することは，市場支

配力の存在につながることを示唆している。これ

は，均衡概念上の市場支配力について，均衡から

恭離した状態における現象である非対称価格伝達

の議論で説明することの可能性を示唆しており，

市場支配力を非対称価格伝達の要因とする先行研

究の考え方と整合的である。ただし，叙述的な説

明に終始する先行研究とは異なり，シミュレーシ
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