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玉葱産地の寡占力の推定と検定

松田號

1．聞題の所在と課題の限定

2．分析の理論的枠組み

　1）分析方法

　2）競争性の推定モデル

　3）推定値に関する検定方法

　4）産地聞の協澗に関する検定方法

3．競争性の推定と検定

　1）推測的変動と甫場感応弾性の推定

　2）推測的変動推定値に関する仮説検定

　3）座地点の協調に関する仮説検建

4．結論と含意

1．問題の所在と課題の限定

　輸送機関の発達と輸送網の整備，情報化の進展等を背景に，野菜の生産・流通

は広域化し，北海道，東北，九州等の遠隔地を中心に大型野菜塵地が成立してき

た。その一方で，かって大消費地に近いという立地上の利点を背景として成立し

ていた旧来の都市近郊産地は，高度経済成長以降の都市化の進展に伴って縮小し

てきた。また，野菜生薩出荷安定法（1966年可決実施）の下で成立した野菜指定

産地制度は，結果的に塵地を行政上選籾し，その集中化を助長してきたといわれ

る（註1）。このように，野菜産地が少数の大型産地と多数の申小規模塵地とに分解

し，多くの野菜の生産・嵩荷は比較的少数の灌地に集中している（註2）。そして市

場のシェア分布からは，季節性を伴った寡占的或いは独占的な市揚構造が推察さ

れる。

　しかし，野菜市場がこうした不完全競争的な特徴をもつにもかかわらず，野菜
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市場を対象とした従来の経済分析は，完全競争の下で各産地がprlce弍akerとして

行動しているという仮定を暗黙裡に概いて行われたものが大部分である（例えば，

永木（1977），松原他（1985），丸山・金1－U（1985），上路（1986）（註3））．分析客体が

価格受容的な肴動（pric研taking　be銭avめのをとっているという仮定によって分析

は簡便化されるが，現実に対する近似として1ミ鵜こ妥当なわけではない（Appe！bau照

（1982））。むしろ，不均等な市場シェアの分布を示す野菓市場を，先験的に完全競

争市場へ近似することは不適当であると考えられる。既往の研究の中でも，金山

（！991）は野菜市場における不完全競争的要素の存窪に注漬し，不完全競争市場の

枠組みで分析を展開している（註4）。しかし，欝菜市場の競争性そのものに焦点を

当て，それを定憂心に把握することによって，産地が寡占力（註5）を行使している

かどうか，即ち寡占的なシェアのメリットを享受しているかどうかについて検証

した研究は皆無である。

　そこで本稿では，生食向け玉葱（以下，単に玉葱と呼ぶ）を対象として，市場

における産地（註6）の行動について，その競争性を計量的に推定することにより，

寡占的な市場構造（註7）の下で野菜産地は果たして寡占力を行使しているのかどう

かを明らかにする。

　玉葱を分析対象としたのは，主として次のような理由による。第1に，1入当た

り年聞購入数童において指定野菜中だいこん，キャベツに次ぐ地位を占める，わ

が国の代表的生食用野菜である。第2に，繊荷量のシェア分薦の不均等度（相対的

集中渡）を反映するハーフィンダール指数，絶対的集中度を表す上位4漿累積シェ

アが共に指定野菜中ばれいしょに次ぐ値を示しており，主要野菜の中でも市場の

集中度が特に高い野菜である（表1＞。そして第3に，一般に貯蔵性に乏しい野菜

の中にあって，比較的長期間貯蔵可能であり，貯蔵施設が整備されれば，貯蔵コ

ストをかけることによって，どの産地でも夜襲出荷が技術的に可能である。この

ため，野菜一般にみられる作季・作型の前進による早出しに煽えて，貯蔵により

出荷を調整することで市場対応を行うことができる。府県の玉葱の冷蔵量が北海

道の作況によって変動する（註8）という事実は，府県の産地が大規模産地である北

海道の生産・出荷を意識した出荷行動をとっていることの表れであり，明らかに

完全競争の仮定から謡離した現象である。これらの点から，野菜産地による寡占

力行使の有無を検証するための分析対象として，玉葱が適していると考えられる。

　各中央卸売市場（以下，単に市場と呼ぶ）におけるハーフインダール出帆の年

間推移（1992年）（図1）をみると，北海道が1～3月，10～12月に90％以上のシェア

を占める札幌市場，仙台窯場，東京市場では，北海道の出荷董の年間推移を反映

した動きを示し，これとは逆に，兵庫県が周年的に高いシェアを占める大阪市場，

尼崎市場では，北海道のシェアが低くなる5～8月に高い値を示している。また，

　　　　　　　　　　　　　　　　一2一
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年間を通じて独占的なシェアを占める産地のない福岡市場では，相対的にフラッ

トに推移している。

　このような季節性を伴った市場シェアの集中，シェアの不均等の存在が，各市

場における各産地の競争性に反映されているかどうかを，競争性を月次的に推定

することによって検証する。

2．分析の理論的枠組み

1）分析方法

　玉葱を生産する農家は原子的に多数存在しているが，市場への出荷の意志決定

を実際に行っている開荷団体，集出荷業者等の出荷主体，或いはそれらの集合体

としての産地は，市場においてもはや原子論的な競争を展開しているとはみなし

えず，市場の価格形成に対して無視しえない影響を及ぼしていると考えられる。

つまり，個別経営の行動様式は原子的な競争構造に強く規定されているが，その

一方で，禺荷主体は卸売市場に直面してマーケティング活動を統合し，その際に

不完全競争の条件を形成しているのである（註9）。そこで本稿では，このような玉

葱の供給の現状を踏まえて，供給側を①生産主体（農家），②出荷主体（出荷団

体，集出荷業者等），③産地（出荷主体の集合体）の3段階に区分して考える。こ

のように3段階に分けて考えるのは，玉葱の場合，生産者である農家が市場へ個入

で出荷するのはむしろ稀で，出荷団体，集野饗業者等に販売を委託するのが一般

的であり，また産地内の節制団体は全くばらばらに行動しているのではなく，都

道府県の経済連を単位とする系統共販が行われるなど，産地としてある程度まと

まった形で市場に直面している（註10）と考えられるからである。

　まず，市場への出荷董の意志決定主体である出荷主体は，農家から販売の委託

を受け，販売総額から集出荷費用（註11）を差し引いた農家への支払総額を最大化

すべく各市場への仕向け量を決定すると仮：定する。本稿の分析では，この農家へ

の支払総額を出祷主体の「利潤」として議諭を進める。また，各出蕎主体に直爾

する農家は原子的に多数存在し，各機家は出荷主体によって支払われる生産者受

取価格を所与として行動しているものとする。つまり，市場ノ∈｛1，．．．認のにおけ

る玉葱の卸売価格（以下，単に価格と呼るミ）をρパ註12），玉葱に対する総需要量を

島，産地ノ∈｛1，．．．，〃｝から市場ノへの供給：量（出荷量）を4，ノ，産地ノ内の繊祷主体

力∈｛1，．．．，層から市場ノへの出荷量（供給量）を砺，その際の集出荷費用をκ好，

出荷主体力の廃棄量をφ力，出荷主体みに販売を委託している生産主体8∈≡｛i，．．．謬｝

の明荷主体みに対する委託量を指ゐ，生産主体8の生産費用をκ右，撮荷主体那こよ

　　　　　　　　　　　　　　　　一4一



って支払われる生産者受取価格をρムとすると，

　　　　　　濯　　　　4，ノ躍Σ為ノ　　　　　　　　　　　　　　　　　（産地ノの総出荷量決定）
　　　　　　躰1

　　　　れ　　　　　　　　　　　　り
　　　　澱為ノ十φノ、＝Σア帥　　　　　　　　　　　　　（出荷主体力の総出荷量決定）
　　　　　　　　　　辞1　　　　ぶ三

　　　　4κ〃／礁好＝ρ！十あノ（びρノ／び為ノ）　　（出荷主体力の市場ノへの出荷童決定）

　　　　4κ右／砂。ヵ篇ρ塩　　　　　　　　（坐痙主体8の出荷主体カへの委託量決定）

という関係が成り立つ．また，生産主体8は産地内の複数の出荷主体に委託しうる

から，生産主体8の総委託最を為とすると，

　　　　　　〃
　　　　F・嘱ア・・

となる。但し，生産主体8は，出荷主体みによって支払われる生塵者受取価格

　　　　　　れ　　　　　　　　　　　　　　　　　り
　　　　ρ塩川潟（ρゴ為ノーκカノ）／Σアψ

　　　　　　　　　　　　　　炉1　　　　　　タ玉

を所与として出荷主体カへの委託量を決定しているとする。

　このような仮定の下で，卸売市場における産地の競争性の指標として，自己の

戦略変数（strategic　variable）（註13）の変化に対する競争相手の反応についての

予想である推測的変動（conjectural　variatlon）と，自己の戦略変数の変化に対す

る（自己を含む）市場全体の反応についての予想を弾力性のタームで表した市場感

応弾性（conjectuml　elasdc耗y）の推定により分析を行う。

　推測的変動の統計的推定は，岩田（1971，1974a），lwata（1974b）の板硝子産業を対

象とした一連の研究によって理論フレームワークが与えられ，その後例えば

Bresnahan（198ユb），Dixiも（1988）によって自動車産業に，　Porもer（1983）によって鉄

道業に，S毎1！er　and　Favaro（1984），Ge！fand　and　Spi玉ler（1987）によって銀行業

に，Su珊ner（1981），Appelba覧王匪1（1982），Sullivan（1985）によってゴム，繊維，たば

こ，機械産業に適用されるなど，種々の産業の不完全競争性の分析に用いられた。

農業関係では，Schroeter（1988），Azza皿and　PagoulatosG990），Koontzθご∂ノ．

（1993）が食肉パッカーに，Gollop　aad　Roberts（1979），Lopez（1984），｝lo！loway

（1991），Schroeもer　and　Azza用G991），Lopez　aad　You（1993）カく食晶力rlユニ無業に，

Karp　and　Perloff（1989）が輸出米市場に，また鈴木（1991a，1991b，1992，1994），

Suzuki四8ノ．（1993，1994）が生乳市場に，それぞれ応用している。尚，推二二変

動の実証分析へのその他の適用例については，GerosM（1988），BreSRahanG989）

によって詳細なサーヴェイが与えられている。

　これらの研究ではいずれも，供給（または需要）の意志決定主体を直接の分析

客体としているのに対し，本稿は，穣数の出荷主体（集患荷についての意志決定
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主体）から成り立つ産地を分析対象とするため，産地内の出荷主体が完全に協調

し，産地としての共同利潤を最大化すべく行動していると仮定して，患祷主体の

集合体としての産地の市場における競争性を推定，検定する。

2）推定モデル

　市場ノにおける市場需要の価格弾力性をηノ，産地∫から市場ノへ出荷する際の限

界集鐵荷費朋を砺とすると，短期利潤最大化の1階の条件から，市場ノにおける産

地ノの推測的変動γ，ノ，市場感応弾性θσはそれぞれ，

　　　　γ，戸，、虹二血』一1，　　　　　　　　（2－1）
　　　　　　　　　　ρノ　　　　　　　　　　　　　σ’ノ

　　　　θ，戸η、虹二翫，　ノ（≡｛1，＿，。｝，ノ臼1，．．．，紛　　　（2－2）

　　　　　　　　　　ρノ

と表され，産地ノが市場ノにおいてprice楠akerとして行動するとき（γ，ノ，θ，ノ）＝

（一1，0），完全独占（完全協調）のとき（γ，ノ，o∫ノ）篇（（ρノ／4〃）一1，1）であるから，

γ，ノ，θ，ノの値域は，

　　　　｛（γ，∫，0，ノ）1－1≦≡γ，ノ≦（ρノ／｛7，ノ）一1・o≦o’・≦1｝

となる。また，短期利潤最大化の2階の条件は，

　　　漁（恥・ノ）建一晒∂叶）幻く・　　㈹

と表される。

　ところで，玉葱が同質的であるといっても，実際には岡時期，同市場において

産地間に価格差が存在している。そこで，ここでは以下のように考える。産地ノの

市場ノにおけるシェアのノρ∫が短期において一定であるとすると，産地ノの玉葱の

市場ノにおける価格ρ，ノは，ムノを短期的一定値（註14）として

　　　　ρ，ノ＝竺ノ㌔ノρゴ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（2－4）

と表すことができる。従って短期において，

　　　　η∫＝＝（4ρノ／4ρノ）（ρ∫／0ノ）繍（げ0ノ／♂ρ，∫）（ρ，ノ／ρノ）

であるから，それぞれ（2－1），（2－2），（2－3）より，

　　　　　　　　馳・，血　　　　　　　　　　　　　　一1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（2－1’　）　　　　γ’ノ＝η∫
　　　　　　　　　ρ’ノ　　σ’ノ

　　　　θ，戸η、虹：コ』　　　　　　　　　　　（2－2’）
　　　　　　　　　」0’ノ

　　　総（1＋・・ノ）帥蜘）巨ナ）幻く・　　（剛

となる。

　γ，ノ，θ，ノの値は，霜露ノの市場ノにおける行動について，その競争と協調の度

合いを表す指標であり，節3節でこれらの値を統計的に推定，検定する。

　　　　　　　　　　　　　　　　一6一



3）推定値に関する検定方法

　ηノ，窃ノ，γ1ノ，θ，ノの推定値をそれぞれη㌻，o＾，ノ，γ＾，ノ，θ＾，とすると，

（2－1ノ）より，

　　　　ジ，戸η・、一三一1
　　　　　　　　　　ρ’ノ　　　　　　　　　　　　　　4σ

である。需要関数と集出荷蒋変費用関数の誤差項が正規分布に従って分布してい

るとすれば，各パラメータの推定値も正規分布に従うから，市場需要の価格弾力

性の推定値η＾ノと限界集出荷費用の推定値〆，ノもまた正規分布に従う。また，ρ，ノ，

4σ1ρゴは外生変数のみの関数で（註15）非確率変数であるから，

　　　　為ノ鷲ηゴ，

　　　　島一⊥（0’ノーρり）　∀ノ∈u，＿，。｝，ノ∈｛L＿，副
　　　　　　　ρσのノ

とおくと，為ノ，あノ，…，脇ノは相互に独立にそれぞれ正規分布〃（μ0ノ，σ0／2），・・

㍉ノV（μ。乃σ。ノ2）に従うことになる。但しここで，

　　　　　　　　　　　　　　　　　2　　　　　　　　　　　　　2＿　　　　μ0ノ灘η∫，　　　σ0∫一σηノ，

　　　　μ，戸一L（‘σ一ρ’ノ）∀ノ，ノ
　　　　　　　ρ∫ノ4ノノ

　　　　・’・2一〔青〕㌦・’・2∀・・ノ

であり，σηノ2，σ。，ノ2はそれぞれη㌧，o＾11の分敬とする。

　（2－iノ），（2－5）よりγ，ノ‘ま，

　　　　γ，ノ鱗μ0ノμ，ノー1

と表すことができる。

　ここで，γ，ノがある特慮の値γ㍉ノに等しいとする仮説

　　　　ノノ0：γ，ノ鷲γ＊，∫

を，対立仮説

　　　　ノノ董：γノノ：≠：γ＊1ノ

に対し検定することを考えると，（2－6）よりこの仮説検定は，仮説

　　　　∬。、μ。、一ユ±⊥＿◎

　　　　　　　　　　　μσ

を，対立仮説

　　　　〃，：μ。、一ム旦≠o

　　　　　　　　　　　μ’ノ

に対して検定することと岡値である。そこで，

　　　　　　　　＿ム±⊥
　　　　τ8ノ灘為ノ
　　　　　　　　　　　！∫∫

（2－5）

（2－6）

（2－7）

（2－8）

（2－9）

なる統計量τσを定義すると，1〃，ノは漸近的に正規分布駅1／両∫，σ，∫2／μ，ノつ

　　　　　　　　　　　　　　　　一7一



に従い（註16），また，仮定により溢）ノは正規分布〃（μ0ノ，σ0／2）に従うから，結局

τ，ノは漸近的に正規分布

　　　　ノV〔μoノー（γ＊1ノ十D／μ，ノ，σo／2十（γ＊，ノ十i）σ，ノ2／μ，ノ4〕　　（2－10）

に従うことになる。標本が十分大きければ，（2一一9），（2－10）よりτ1∫の漸近的分散

σ。、∫2 ﾍ，

　　　　σ＾。1／2一σ＾。ノ2＋（γ塞，∫十1）σ＾σ2〃，ノ

によって近似できる。但しここで．，

　　　　　＾　　2＿　　＾　　2
　　　　σ　0ノ　一σ　ηノ

　　　　・・’・2一〔煮〕も・・σ2∀・・ノ

である。従って，仮説（2－7）が正しければ，

　　　　オ躍τ∫ノ／σ＾，，ノ

は近似的に標準正規分布ノV（0，1）に従う。対立仮説が（2－8）であるから両側検定を

行えばよい。

4）産地聞の協調に関する検定方法

　産地間の協調の中で，考えられうる最も極端なものは完全協調，即ち当該市場

に出荷している全産地の共同利潤の最大化が行われる場合であり，この場合（γ，∫，

θ，ノ）鷹（（ρノ／41ノ）一1，1）となる。しかし，共同利潤を最大化する場合には，産地

間における資源と収益の完全なpoolingと利潤の再分配（side　pay醗ent）が必要であ

り（註17），現実に麓地聞でこのようなpoolin慕やs圭de　pa躍entが行われているとは

考えにくい。従って現実的な見地から，麗地閥に協調が存在するとすれば，それ

はpooiingを伴わない比較的緩い形態の協調（註18），或いは暗黙の協調と考えるの

が自然であろう。pooling，　side　pa隅entを伴わない協調の場合，各産地は自己の

利潤がなるべく大きくなるように他産地と交渉するか，或いは交渉が行われない

場合でも，各産地が互いに納得ずくの反応的態度を他産地に示しつつ自己の利潤

を最大化する（註19）ことになる。

　図2は，市場ノが産地玉と灌地2による複占の場合の，市場ノにおける両塵地の等利

潤三線（iso－profit　curves）と契約曲線（contract　c姐rve）を描いたものである。

等利潤曲線はそれぞれ軸に近いほど大きな利潤を表し，爾産地の等利潤曲線の接

点の軌跡が契約曲線目ノとなる。poolirlg，　side　pay醗eBtを伴わない協調の場合タ

爾産地の交渉或いは暗黙の協調により，曲線乙むノ上の点で両産地の出荷量4！ノ，

42ノが均衡することになる（註20）。

　これを一…般化して，市揚ノにおける麓地ノの短期の利潤をπ，∫とすると，π海ノ縁

≠ノ孟∈i｛1，．。．，〃Dを一定としたときのπ1ノの制約付き最大化の必要条件は，ゐ〃
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をLagrangjan関数，λ〃∫をLagrangiaR未定乗数として，

　　　　諭’一諭L灘剛課’　∀∫

と表され，これは，

　　　　∂π1ノ／∂σ！ノ　∂π2ノ／∂41ノ　・…　　∂π再／∂σ1∫

　　　　∂π1ノ／∂42ノ∂π2ゴ／∂σ2ノ…・∂π。ノ／∂42ノ

　　　　　　：　　　　　　　　　　　　：　　　　　　　　　　　　　　　　　：　　　　　　＝躍0　　　　　　　　（2－11）

　　　　∂π1ノ／∂σ。ノ∂π2ノ／∂σ。ノ…・∂π“ノ／∂4。ノ

と：同値である。（2－11）は，市場ノにおける〃産地間の契約超曲面（contract　hyper－

surface）であり，均衡点において（2－U）が満たされていれば，市場ノにおいて薩

地間に協調が存在している可能性があることになる。そして，角と4σ／島はρノに

対して先決的に決まる，即ち外生変数のみの関数であるから，ここでの協調とは，

価格ρノと市場シェア4，ノ／ρ∫が指定されるような形の協調（協定）である。

　ここで，π，ノ＝ρ，ノのノー浩∫より，

　　　　諭’一・1ノ絵：ヲ’・諭’糸舞、（4・・黒ノ’・）一紫

　　　　　　　一箪一筆・・∈｛1・…・〃｝∀…　　　（2－12）

　　　　諭’一・’・＋努努一・’・∀・　　　（2－13）

　（2－12），（2－13）を（2一玉1）に代入して（註21），

　　　　∂π1ノ／∂σ1ノ・・　∂π。ノ／∂ワ1ノ

∂π1／／∂σ。ノ・・　∂π。ノ／∂4。ノ

　　伽＋砦努一・・ノー

　　　　　」2しし＿虹
　　　　　ηノ　ρゴ

　　　　　　み　＝（η∫ρノ）『ηH（ρ，∫4，ゴ）

　　　　　　’＝1

　　　1切、虹コしし佐一
　　　　　　　ρ1ゴ　　　　　　　　　　σ1ノ

　　×　　　　　　　：

　　　　　　　1　　　　　　・・

10一

　　＿色ム血乙
　　　ηノ　ρゴ

《・牽 香v㌃．一砺

1

1一ηノ｛軸“血
　　　　ρηノ　　　　　　　4ηノ



ここで，（2－5）より，

　　　1一，、虹ユ・」左一　　　1
　　　　　　　　ρ1／　　　　　　　　　　　41∫

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　吐・」五　　　　　　　　1　　　　　　・・　1一ηノ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ρηノ　　4ηゴ

　　　　　　1一μoノμ1ノ　・・　　　1

　　　　　　　　1　　　　・・　1一μoノμηノ

　　　　　　　　　　　　　リ　　　　　　　　　　　　　　　　　　け
　　　　　漏（一1）πμoノ”一呈（Hμ5∫）〔μoノーΣ（1／μfノ）〕

　　　　　　　　　　　　’謀1　　　　　　　　　　　’需1

であり，μo∫≠0，μ，ノ≠0　∀ノであるから，仮説

　　　　　　　び　　　　μoノー一Σ（圭／μ，ノ）躍。

　　　　　　　’＝1

可能性を調べることができる。

　従って，

　　　　　　　　　ハ　　　　τゴ＝為ノーΣ｝（1〃1ノ）

　　　　　　　　’憎1

なる統計：量τノを定義すれば，τノは漸近的に正規分野

　　　　　　　　ガ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　み
　　　　ノV〔μGノーΣ（1／μ，ノ），σo／2十Σ（σ，ゴ2／μ，ノ4）〕

　　　　　　　　’訟董　　　　　　　　　　　　　　　’＝1

に従うから，標本がナ分大きければ，τゴの漸近的分散στノは，

　　　　　　　　　　　み　　　　σ＾。ノ漏σ＾。∫2回目（σ＾，∫2〃、ノ4）

　　　　　　　　　　　’諏1

　　　　オ＝τノ／σ“τノ

き，仮説

　　　　〃。：1∠）i＝0

を，対立仮説

　　　　仏：口）1≠・0

に対して検定するのであるから，両側検定を行えばよい。

　　　　　　　　　　　　　　　一11一

（2一玉4）

の検定によって（2一玉1）が成り立つかどうか，即ち市場ノにおける〃産地間の協調の

によって近似することができる。故に，仮説（2－14）即ち仮説（2－11）が正しければ，

は近似的に標準正規分布ノV（0，1）に従う。（2－11）の左辺の行列式を1∠）1としたと



3．競争性の推定と検定

1）推測的変動と市場感応弾性の：羅監定

　市場需要の価格弾力性ηノの推定値η＾ゴと，塵地の短期限界集出荷費用砺の推

定値。＾，ノ（註22）から，推測的変動γσと痴話感応弾性0，∫の推定値γ＾，ノ，0＾，ノ

G∈｛1，．．．，10｝，ノ∈｛1，．．．，9｝）が推定される。（2－4’），（2－5’）より，γ＾，ノ，

θ＾ Cノはそれぞれ，

　　　　，・、戸，・、一“血ヨ，
　　　　　　　　　　　ρ’ノ　　　　　　　　　　　　　　の∫

　　　　θ＾，、一η＾、　’
　　　　　　　　　　　ρ’ノ

であり，短期利潤最大化の2階の条件は（2－3’）より，

　　　　万％：、（1十γ＾1ノ）0一簡・’・塗扮幻く・

となる。

　（3－1），（3－2）に従って，

推定値γ＾，ノとその標準誤差σγ，ノ，

（3－1）

（3－2）

（3－3）

　　　　　　　　　　　　γσとθ，ノを1992年について月毎に推定した。γ，ノの

　　　　　　　　　　　　　　　　0∫ノの推定値θ＾～ノとその標準誤差σθ，ゴ，及

び2階の微係数！π，ノ／44，ノ2の推定値の一部を表2に掲げる。尚σγσとσθ，ノは，

畑ata（1974b）に準拠して次のように算出した。γ1ノとθσの推定値の分散はそれ

ぞれ，

　　　　σγσ2一（ρノ／ρ1ノ《7，ノ）2〔σ。、∫2（σηβ＋η＾ノ2）

　　　　　　　　＋（‘’∫｝ρノノ）2σηノ2〕

　　　　σθσ2篇〔σ。，∫2（σηノ2＋η＾ノ2）＋（o＾，∫一ρ，∫）2σηノ2〕／ρ∫ノ2

で与えられる（註23）から，σ物ノとσθ，ノはそれぞれ，

　　　　σγσ冨（ρノ／ρ1ノ（7，ノ）〔σ。、ノ2（σηノ2＋ガノ2）

　　　　　　　　＋〈‘＾σ一ρ，ノ）2σηノ2〕i／2

　　　　σθ，汗〔σ。，ノ2（σηノ2＋ガノ2）＋（o＾、ノーρσ）％ηノ2〕レ2／ρσ

と表される。但しσ。σ，σηノはそれぞれ砺，ηノの推定値の標準誤差である。

　σ物ノとσθ1∫は十分小さく，γ1ノ，0，ノの推定結果は概ね良好である。短期利

潤最大化の2階の条件♂πσ／44，〆2く0，つまり（3－3）はほぼ満たされており，その

場合にはγ＾，∫，0＾，ノは，それぞれの理論上の値域〔一1，（4ノノ4，ノ）一1〕，〔◎，1〕内の

値をとっている。短期利潤最大化の仮定（3弓）が満たされていない箇所が僅かにあ

るが，このようなところでは価格が限界集出荷費用を下圃り，γ㌧かθ《弓は共に

それぞれの理論．ヒの値域の下限を下脇っている、，

　例えば，！月の東京都中央卸売市場における北海道についてみると，γ＾∫ノ瓢一

〇．9082，0＾∫ノ諜0．0902であるが，これはそれぞれ北海道の出荷童が！k琶増加し
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裂2　　推灘的変動と霧場懇応騰姓の推定結嬢（1gg2年）
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たとき他心地の出荷量の合計が0．9082kg減少し，北海道の出船里が1％増加したと

き総出荷量が0．0902％増加すると，産地としての北海道が（過去の経験等から）推

測しながら短期利潤最大化行動をとっているということを表している。

　γ，ノ及びその上限値（ρノ／のゴ）一1は，市場シェアの逆数ρノ／4，ノの大きさに左右さ

れる。そのため，産地の市場シェアの月次変動を反映して，γ＾σの月次変動の大

きいものが多く見られる。例えば，東京都申央卸売市場における北海道について，

98．18％のシェアを占める1月はγ＾1ノ＝一〇．9082（γ，ノ∈〔一1，0．0185〕）であるが，

シェアが0．05％に過ぎない7月はγ＾，ノ＝33．37iO（γ，ノ∈〔一1，1932．9919〕）である．

一方常にθ，ノ∈〔0，1｝であるから，シェアが異なる場合の競争性はθ＾，ノよって比

較できる。θ＾，ノで2階の条件を満たしているものは，（0，0．14）の区聞に存在し，

後で検定されるように0と有意差がある。従って各市場において各産地は，price－

takerと：はいえないがそれに近い行動をとっているとみなすことができ，完全競争

ではないものの，全体的にかなり競争的な市場構造が示唆される。このような結

果は主として，価格に対して葬弾力的な市場需要という需要側の要因と，価格と

限界集幽谷費用との乖離が小さいという供給側の要因とによってもたらされたも

のである。

2）推測的変動推定値に関する仮説検定

　ここでは，前節3）の検定方法に従って，推測的変動推定値γ＾σに関する仮説

検定を通じ，産地の市場シェアと鐵荷行動との関連について分析を試みる。

　まず推測的変動γ，ノが0である，即ち市場ノにおいて産地ノが他産地の出荷量を所

与として自己の最適li二1荷量を決定する酷sh非協力ゲーム（隔曲non－cooperative）

型の行動（註24）をとっているという仮説

　　　　ノノ。：　γ　f∫＝譜0　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（3－4）

を，対立仮説

　　　　ノノ1：γ，ノ≠0

に対して，次に，推測的変動γ，ゴが一1である，即ち立台ノにおいて産地ノがprice一

胎kerとして行動しているという仮説

　　　　ノノ。：γ’ノ＝・一1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （3－5）

を，対立仮説

　　　　ノノ韮：γ，ノ＝≠：一1

に対して検定した。これらの検定結果の一部をγ＾σ，σγ弓及び市場ノにおける産

地ノのシェアとともに表3に示す。

　仮説（3－5）については，オ醤τσ／σ＾冒ノが市場需要の価格弾力性の推定値η＾ノの

ト値に一致するので，η＾ノが不安定であった名古麗市場を除いて，全て5％水
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褒3　　雄輝的灘に欝する検定結果（1992隼）

凹田肺中央卸山間 イ由台市中央闇闇四四 覆聯中央卸輪回
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　　r／σ㌧　r／ゲ，　（％）

γ σア　舶：γ鰯0茄：γ●一1シェア
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翌3 一親曇一

札翻沖央餓蓬市場 仙台霧中央鰯襯 東瀟陣鱗
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一　〇．（X沿

一　〇．00G

－　0．㏄0

－　O．OQG

葭阜嬢
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2

3

弓

5

6

7

8

9

10

1ユ
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岐）32三5

－0．4ユ93

－0．9謝

㌶）．8875

－0．欝98

？．1翻8

15．7993

4，（＞666

0．5322

0．4771

0．（鴻79

0．鰍）3

0．5緬6

6．4520

135379

一LO35　－1．282

0．61）3　　＿1．282

0．8躊5　　－L282

2．王14　　－L282

5．190　　＿1噛282

0．493　　－1．282

－L1勿　一L鷹
一1．205　　－1．282

0，0（カ

0．GCO

O．㏄G

O，583

3．992

2．552

16．683

16．07フ

3．426

0，268

0．103

0．〔XX｝

O，㏄0

α㎜
o．oco

O．㏄0
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0，㏄0

0．㏄O

O．（XX）

0．00Q

o．㎜
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O．000

0．（XP

α㎜
0，（XX）
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聾3　一観き一

名毛蟹市中央繍場 大販’市申央鰯髄嶋 福鰯沖央鰯肺燈

醗蟷　月 γ σγ　艇1ア脇0隅二γ｛覧シェア

　　τ／ゲ．τ／σ∩，　（％）

ア σ7　愚：γ魂扇：γ一1シェア

　　τ／ゲ，τ／ゲ，　（鴨）

γ σア　緬：γ聡0緬；γ伽1シェア

　　ず／σ【，r／6帽．　（％）

大阪府

Σ

2

3

4

5

6

7

8

9

！0

11

12

56．9758

詔5．165？

2，1087

0．1693

2，2go2

6．5199

2．6310

L5386

0．9753

碕7．8378

606．go別　475．1450

583。1240　456．SO別

45．4092

254．6657

　2．4431

　0．9189

　2．60佃

　6．（M72

　2．3810

　2、6662

　3．2571

駅）．麟一

一1，359　　－1．282　　0．G59　　　　2、2030

＿Σ，78　　一竃，382　　　G，O！2　　　　2．・釜605

－0．叙59　　一王，認2　　　1，018　　　　5，1907

一イ）、185　　－L282　　2，723　　　　0，5845

図〔｝．89i　　－1，382　　　0．δ64　　　　－G．5727

－1．111　　－1，2S2　　　0．331　　　　－0．85G3

－0甲928　　－1．282　　　0．769　　　　－1，i71S

－0，748　　一圭，282　　　0．467　　　－1．2569

－0．508　　一王．282　　G．339　　　　0、3344

－1．3D9　　－i．282　　　0，052　　　　0．4250

－1，279　　－1，2S2　　　0，006　　　　1．0436

－1．279　　－1．282　　　0．006　　　　0．5583

1．4930　　一主．512　　－2，＝｝03　　　1．〔｝36

1．6387　　一妄．561　－2，JG3　　‘），884

2，呂480　　－1，346　　－2．2G3　　0，585

0．76Gr7　　－0．797　　－2．203　　　主．33石

0．2331　　1，699　　－2．：X）3　　5．026

0．2G53　　0．丁20　　－2．203　　5，177

0．6245　　－0．357　　－2．303　　2，088

1．2809　　－0．278　　－2．二人）3　　　0，994

0．6鰍）　護）、5三4　－2．203　1，738

0．7495　　－4）．615　　－2．驚03　　　1．614

王．主021　　－1，082　　－2．203　　　1．（穿3

0．7542　　－0，771　－2．203　　1．S16

o．｛x某〕

0，e（X）

0，000

0．OQ〔｝

0．IX刃

G．（X刃

G．㏄o

o，Goo

O．㈱
o．㏄◎

0．㏄O

O．㏄G

兵繊県

ユ　　　一0．G336　　　　0．7563

2　　　　1．4658　　　　1．9283

3　　533．0122　　4王6暫3454

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1．2136　　　1．7313

一｛）．8468　　0．U99

℃．8？40　　α〔＞991

－0．9609　　　0．0315

－0．9596　　　0．0319

－0．8982　　　0．0798

0．工153　　　0．8721

0．95Q2　　　　三．5240

0．6312　　L貿お

0．C45　　－1．282　　3．404　　　一｛｝．9167

－0．762　　－L2S2　　L380　　　－0．9015

－L279　－1．282　0．（X｝7　　－0．8561

＿0，702　　－1．282　　　1．503　　　　－G．5744

6，6DO　一五．282　21．089　　甲0．9』婁29

6．977　－L282　㌶．〔〉≦1　－0．鰯

6．102　　－1．282　　52．725　　　－0，9660

9．392　　－1．282　　53．217　　　一《），9601

9．185　－L282　30．088　　－0．鱗2Q

－0．132　　－1．282　　　3．（X）S　　　一◎．9130

－0．624　－1．282　　工．792　　　綴）．9178

－0，496　　－1．232　　　2．（£1　　　－0．9235

O．03？9　　18．543　－2．203　47．485

0．（ン擁8　　16．418　　－2．203　　40，174

0．○駅55　　12．003　　－2．203　　37．931

0．1934　　　2．961　　－2．203　　　9．937

0．0261　　18．326　　－2．203　　64，670

0．02（耳　　12、580　　－2．：三〇3　　73，落32

0．0161　　7．605　　－2．203　　78，389

0。0185　U．05玉　轄2．2G3　π．総6

Q．0265　　17．057　　－2，コ03　　62．窪26

0．0396　　17．295　　－2．203　　44．436

0．0375　　17．157　　－2．203　　46，271

0．0349　1S．141　轡2．203　50．006

0。1161

2．3787

7．6529

33．（脳3

1α5三麟

4．9508

1．3026

1．醐

0，2777　－0，419　－4．054

0．脳8ξ　一2．850　一唾．054

2．2078　　－3．584　　嗣婁．054

9．4508　　－3．935　 －4．Q54

3．3625　鼎3．69？　一1．（嗣

L49Σ9　　－3．3？2　　一茎．054

0，5766　　－2．謝　　轍4．（脳

0．6736　－2，騎0　馴4，054

6．381

L餌8
G．693

0．000

0．12s

o．ooo

o．鈎o

O．㏄0

0、㎜
L（＞S8

2．脳1

2．樋O

　　　1
　　　2
　　　3
　　　4
　　　5
和歌山県6

　　　7
　　　8
　　　9
　　　10
　　　H
　　　12

2．9483　　　3．1003　　－G．957　　－1．282　　0．686

4．4910　　　4．3049　　一ユ．（＞48　　一ユ．282　　D．520

0．6772　　　1．3129　　－0．517　　－1r282　　　1．811

0．4093　　L10％　嗣〕．訂2　需1，282　2ユ90

0．3357　　ユ．（鴻35　一く），322　－1．282　2．525

α8762　　L5016　－0．獅　甲L28：～　O．999

L6819　　22025　“0．謝　一1．2S2　0．560

欄喋．7エ41　　　2骨9928　　－1．624　　－1．282　　2．5《9

2．7318　　　3．0鰍3　疲）．936　－L282　　0．387

8．7893　　　8．093ユ　一1，150　－1．282　　0．三47

　　一　　　　一　　　一　　　一　〇．coσ

　　一　　　　一　　　一　　　一　〇．（XX）

3．5316

4．1287

5．5865

L5ユ86

1L9127

ユ8．73奮3

2，7898

14．4335

4．2995

0．56ユ9

0．7573

L6王2ユ

2．（＞659　　－1．716　　－2．203　　0，SO6

2，3386　　一ユ．ア73　　－2．203　　0．707

2．9975　　－1．S68　　榊2．2G3　　　0．5S4

1．1452　　一三．328　　－2．203　　　1．575

5．8923　　－2．◎32　　－2．203　　　0．273

9．0746　　－2．G91　－2．203　　0．156

1，7587　　－1．6ユ9　－2．203　　0．733

7．ユ191　　－2．0α）　一2．2Q3　　0．192

2．4226　　一三．78？　　一2．203　　0．639

0．7工20　　－0．791　－2．203　　2．322

0．80…4　　一｛〉．948　　－2．203　　2．σ33

1尋1924　　－1，359　　－2．203　　　王．337

0．㏄O

O．DCO

O．（脚

0．（X刃

0，0CG

α㏄O
o．㏄◎

O．㏄O

O．（X沿

0．㏄O

o．㏄◎

G．（㎜

香li膿

＿2．7089

　2．（麟8

＿152819

　　一　　　一　　　一　〇．（獄）　　O．0創5

　　一　　　一　　　一　　〇．（XX）　　む．4？05

　　一　　　　　　一　　　　　　一　　　〇，（罵0　　　　冨），7126

　　一　　　　　　一　　　　　　一　　　〇，00〔）　　　一〇，3ユ65

3，5〔｝74　　－1．351　　－1．2S2　　　0．186　　　　－Q．6578

3．5863　－0．330　＿L2S2　0．　IS3　　一｛｝．　g獅

12．ユσ91－L訂1－L蹴　 α王％　　＿LOσ20

　　一　　　一　　　一　〇．（㎜　　。o。1鋤

　　一　　　一　　　一　〇．（切　　 0，嚇
　　一　　　一　　　一　〇，㏄0　　磯）．翻

　　一　　　一　　　一　〇．（籾　　 0．郷3

　　一　　　皿　　　一　〇．（欺）　　0．3857

0．4865　　－0．133　　－2．203　　　3．064

0．242S　　　1．9G2　　－2．203　　　5．306

0．13ユ6　　5畢Q37　－2．203　　10，917

0．3124　　　1．OO8　　－2．2G3　　　4．741

0．1626　　　3．270　　－2，203　　　6．304

0。0550　　　1．926　　－2．203　　10．999

0．1328　－0，0エ6　－2．203　　4．238

0．6153　　　0．209　　－2，203　　　0．974

0．9843　　一工．079　　－2．203　　　0．9D1

0．鰍　　0，蹴5　－2，203　3．〔溺

0．5980　　－0．484　　－2、203　　　三，≡賦3

0，6408　　－0．6〔》8　　－2．203　　　1，946

一〇．？814

－0．ア993

《）．8030

－0．4018

15509

0．2252

α3舘6

0．13｛2

－0．7576

－0．7782

O。0552　　10．303　　－4．Q54

0．0513　　9．792　　－4，（溺

0．G5Q3　　9．9？9　＿4．〔嗣

O．ユ510　　2．569　　－4，Q54

0．6360　　－2．461　　－4，054

0．3065　　－0．739　　一噂4．064

0．33≦エ　齢し（駕　4．0き1

0，3100　｝0．605　4．〔嗣

0．0637　　7．101　－4．G64

0．0578　　7．950　－4．054

26．765

π．三71

27．305

9．782

2．567

5．151

4．59ま

0．㏄0

0．QOO

4．069

19．5・茎8

22．196

佐買県

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1ユ

12

5，3317

0．1353

－L3562

4〕．4653

1L8181

4．9611　　－1．079　　－1．2S2

0．9719　　－0．ユ46　　－L2S2

0，3302　　－2．811　　－1．282

0．4806　0．853　＿L282

10，0922　　－1．181　　－1．282

o．（罵o

o．〔x刃

O．OCO

O．OCO

O，407

0．876

3．2翁

1．騒4

0．169

0．㏄◎

G．（XP

αOGO

22．8696

31．1613

2．592I

O．1717

岐〕．5｛舛2

＿1．6367

一王，〔》桝9

｝0實8679　　－2．110　　－2．2Q3

玉4．6204　　－2．134　　－2．2G3

三．6372　　－1．589　　－2，2G3

0．5366　　－0．32亙　　一2．203

0．2027　2，587　柳2．203

0．4697　　－2．713　　－2．203

G．5766　　－0．ま76　　－2．203

0．147

0．1工9

0．oco

O．935

2．5二三

5．4（澱

L569

0，麟5

0．㏄C

O．OCO

O．000

0，（㎜

L7375

2，2141

1．互808

－o．5溺1

－0．88〔獲

4｝，91工6

－0．9038

－0，9G鶉

一〇．8773

緩）．7796

＿0．7319

一｛），厨15

O．6800　　－2，571　　－4．054

0．7988　　－2．791　－4．G64

0．5425　　－2。ユ92　　－4．0瀦

O．1Uユ　4．聯　頑．0麟

0．O紛1　16．（埼6　－4．（扇

0．0226　　12．933　　→．Q54

0．0263　　7．582　　屑．054

0．0248　　10．283　－4．054

0、0312　　三3，103　　－4．（親

0．Q554　三〇．766　蝿．0溺

。．〔＞659　9、509　－4．（泓

0．〔＞894　　　6．747　　－4．054

2．626

2．2㍗

3．2訂

工5．…㎜

53．9σ7

65，12王

47．899

55．723

48．773

23．弱9

£5．291

三9，顕8

註Σ）シェア（％〉は，各月，各産地の博戯市場における出蒋抵シェアである。

註2＞仮説検定は，仮説茄：γ、戸0，∬。：γり＝一1を、それぞ才脚立仮説払：γ’ノ零Q，品：γ’四一王に対して検定したものである。

註3）一は，データの上で出蒋がなかったことを表す。

謎蜘表頭の記号では，γ，，，τ，，の添｝：1ノが省かれている。
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準で棄却された。つまり，この仮説検定の結果に限っていえば，市場において産

地がprice－takerとして行動していると：いう，従来の計量分析において一一般に設定

されてきた仮定は，正確には現実に妥当しない．しかし前小節でみたように，θ＾

ノノはprice－taker（0σ・＝0）から完全協認（θu＝1）象での領域において，かなり

　price－takerに近い値を示していることから，ここでの検定と併せて，　「市場に

おいて産地はprice－takerとは明らかに異なるが，相対的にかなりprice－takerに

近い行動をとっている」ということが確認できる、，

　また，仮説（3－4）の検定結果についてみてみると，短期利潤最大化の2階の条件

（3－3）が満たされている場合には，γ＾uとオと：の間に，

　　　　一1〈γ＾∫ノ〈0のとき：亡＞0，0＜γ＾1ノ〈（島／の∫）一1のと：き：オ〈0

という関係が成り立つ。≠の値は外生変数脅ノ，4，ノ，ρノ，内生変数η＾∫，o＾1ノ，

及びその分散σηノ2，σ。，ノ2の値によって決まるので，塵地の市場シェアの∫／ρノの

みによってはその変動を正確に判断することはできないが，オの値を決定するこ

れらの変数の中では一般に市揚シェアの季節変動が顕著であることから，市場シ

ェアとオとの関連を中心にみていく。例えば1～3月，9～12月の各市場における北

海道，年間を通じての大阪市場における兵庫県，4～12月の福岡市場における佐賀

県は，ある程度大きなシェアを占めており，このような場合にはオは正の大きな

値を示し，仮説（3一のはイ蓼意水準1％で棄却される。即ち，γ，ノは0よりも小さく，

θ，ノは市場シェアσ，ノ／ρノよりも小さい可能性が高いことになる。逆に，例えば東

京市場における和歌山県は，そのシェアが非常に小さく，このような場合には‘

は絶対値の大きな憶病をとり，仮説（3畷）は有意水準1％で棄却される。即ち，γσ

は0よりも大きく，θfノは市場シェア4，ゴ／0ノよりも大きい可能性が高いことになる。

そして市場シェアが大きくはないが極端に小さくはないところに‘の絶対値の小

さいものが多くみられ，このような場合には仮説（3－4）は有意水準5％でも棄却さ

れない。以上をまとめると次のようになる。相対的に，

　　　　市場シェアが大きい場合：一1〈γ，∫〈o，o〈01ノ〈σ，ノ／ρノ

　　　　市場シェアが小さい場合：o＜γ＾，ノ〈（ρノ／σ，ノ）一1，のノ／ρノ〈θ，ノ〈1

である可能性が存在する．

　ここで1っ注意しなければならないのは，図3に例を示したように，塵地の市場

シェアが小さくなるほど，価格受容行動（price－takerとしての行動）と甑sh非協カ

ゲーム型の行動との差が稽対的に小さくなるということである。なぜなら，

　　　　価格受容行動の場合：

　　　　　　　　（γ，ノ，0，ノ）差（γ㌦，0σ，ノ）篇（一1，の

　　　　甑sh非協カゲーム型の行動の場合：

　　　　　　　　（γ，ノ，0，ノ）…（ゾ∫ノ，θ”σ）篇（0，σ∫ノ／0ノ）
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わ市場シェアσ1ノ／0ノ＝0．8の場合

　推測的変動γ1／

　o

　－1

　布場感応弾挫θ，ノ

　o

　o

ロ）市場シェアのノ／ρ∫需。。01の場台

　推測的変動γ，ノ

　o　　　〃

　一1　　0

　市場感応弾性θ，ノ

　o　　　〃

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　O．8

O．25

　1

　γ

　99

　’ノ

　’〆

θσ

　O　　　O．01　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1

園3　　市場シェアと推測的変動，市場感応弾性との関係

註）0：緬格受容行動，ル：踊sh非協カゲーム型の行動，翻：完全協調
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　　　　完全協調（完全独占）の場合：

　　　　　　　　（γ酌。、ノ）三（ジ∫，ノ，o露’σ）灘（（0／／のノ）一1，1）

であるから，

　　　　r（・’・㈲ξ繰1一（、、／ゐ一1

　　　　θ（4，ノ／ρゴ）謡諦：「「論）

としたとき，八のノ／ρ∫），θ（4σノρノ）は共にのノ／ρ；∈（o，1）の単調増加関数であり，

また，

　　　　4，ノ／ρ∫→oのとき，／「（4，ノ／ρ∫）一→o，θ（4々〃ノ）→o

　　　　のノ／ρノ→1のとき，ズ（砺／ρノ）→◎◎，θ（のノ／ρノ）→◎◎

である。従って，産地の市場シェアが小さくなるほど，価格受容行動から完全協

調までの領域において，Nash非協カゲーム型の行動は相対的に価格受容行動に近

づき，完全協調から遠ざかる。そして市場シェアが限りなく0に近づくとき，Nash

非二二ゲーム型の行動は極限的に価格受容行動に一致：し，市場シェアが限りなく

1に近づくとき，極限的に完全独占に一致する。よって，市場シェアが葬常に小さ

いときには，仮説（3－4）が棄却されなかったとしても，即ち飴sh非協カゲーム型の

行動の可能性が存窪するとしても，「price蘭akerとは明らかに異なるが，相対的に

かなり沿rice－t櫨erに近い行動をとっている」という分析に矛盾するものではない。

　先に述べたように，オの値には市場シェアの他に，価格，工場需要の価格弾力

性推定値，限界三二三三三二定値，及び推定値の分散も影響を及ぼすが，ここで

の市場シェアと歪との対応関係に対する考察から，市場における産地の行動はそ

の市場シェアに強く規定されることが推察される。

3）産地聞の協調に関する仮説検定

　ここでは，各市場における産地聞の協調の可能性について検証するため，前節

4）の検定方法に従って，仮説

　　　　ノノ。　：　1　ρ　i　斌0　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（3－6）

を，対立仮説

　　　　払一∠）1≠0

に対して検定した。

　各市場について，ぎ冨τノ／σ＾τノの値と北海道のシェアを月別に表ξに示す。1～

5月，9～12月には全ての市場において仮説（3－6）は有意水準1％で棄却される。特

に1月，1G～12月の札幌市場における北海道，1月の凝潟市場における北海道は10

0％のシェアを占めており，この場合仮説（3－6）は独占利潤最大化の仮説となる
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表4　産地1；llの協調に関する検定結果（1992年〉
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註）》産地間協調の仮説が有意水準5％で棄却されないことを表す。



が，検定結果にみられるように，きは非常に大きな正の値を示しており，有意水

準0．1％でも棄却される。従って，ここでの検定結果からも，独占産地による独占

利潤最大化行動は認められない。

　一方，6～8月については幾つかの市場で，仮説（3－6）が肩意水準5％でも棄却さ

れず，価格と市揚シェアを指定するような形の協調（協定）が産地聞に荏在する

という可能性が否定できない。そして表4に示されるように，仮説（3－6）が棄却さ

れないのは，いずれも北海道の市場シェアが微小，或いは0の場合である。つまり，

本稿の推測的変動の推定精度の範囲内では，これらの月，市場において府県の座

地間に交渉による協調或いは交渉を伴わない暗黙の協調が存在する可能性が示唆

される。また，北海道産の玉葱が市場からほとんど姿を消し，府県の産地が出荷

の中心となっている月には，仮説（3－6）が棄却される場合でも，オの値は岡一市場

の他の月よりも相対的に小さくなっている。つまり，北海道の市場シェアが大き

いほど，面面闇の協調が存在する可能性，即ち各産地の出荷量が契約超曲面上で

均衡する可能性が相対的に低くなる傾向があるということが推察される。逆に府

娯の産地が中心に出荷している場合には，各庭地のシェアが比較的小さく，シェ

ア分布そのものが競争的であるので，出荷量の均衡点が契約超曲面上にある可能

性，即ち各産地が価格と市場シェアに関して互いに納得ずくの反応的態度を他淺

地に暗黙裡に示しながら，自己の利潤を最大化している可能性が出てくる。

4．結論と含意

　市場で卸売りされる野菜のかなりの割合は，比較的少数の産地によって供給さ

れる。主要野菜の申でも，玉葱の生産・出荷は特に少数の産地に集中し，その市

場シェアは季節性を伴った寡占的ないし独占的な分布を示している。このような

玉葱市場を対象として，市場における産地の競争性を客観的，数量的に捉え，大

型玉葱産地が果たして寡占力，独占力を有するのかどうかについて明らかにする

ことが本稿の課題であった。そこで市場の競争構造分析への第1次接近として，推

測的変動と市場感応弾性の測定によって，市場における産地の競争性を推定，検

定した。以上の推定結果と検定結果から，次のような含意が得られる。

　まず，市場において大きなシェアを占める産地（以下，大規模産地と呼ぶ）の

行動について得られた推定結果は，産地間競争の見地から，既存大産地による一

種の参入阻止行動（註25）及びシェア拡大行動（註窯6）の現象形態として捉えること

ができる。つまり，ある市場においてある産地がたとえ独占的なシェアを占めて

いたとしても，外岡を含めて潜在的に参入可能な他崖地が常に存在するため，独

占産地が独占利潤を最大化するような繊祷量を選択して，価格が他産地にその最

　　　　　　　　　　　　　　　　一23一



低利潤率を与えるような，

　　　　他産地の短期乎均総懸荷費用＋参入のための平均費驚

よりも高い水準になると，他産地に当該市場への参入の誘因を与えることになる。

また，既存他産地にとって当該市場における利潤率が他市場における利潤率より

も高くなれば，既存他塵地に当該市場におけるシェア拡大の誘因を与えることに

なる。このことは，相場が上がると特に質入玉葱のシェアが拡大するという現状

にも表れている。そこで，年産塘に対するそのような誘因を生じさせないような

競争的な出荷水準によって，自己の目標シェアと目標価格水準を達成している（註

27）という見方ができる。産地聞競争が主産地による市場シェアの拡大競争として

現れ（註28），産地が低出荷最，高価格，高利潤という独占または寡占のメリット

を享受できない（註29），即ち独占力または寡占力を発揮できない，という産地間

競争の現状を定量的に裏付ける推定結果であるといえよう。

　一方，市場において小さなシェアしか占めない産地（以下，小規模産地と呼ぶ）

については，検定の結果，Nash非協力ゲーム型の行動，乃至それより・b他産地を

強く意識した行動をとっていることが示唆された。このことは次のように解釈で

きよう。つまり，情報化の進展によって，他産地の作況等に関する情報はすぐに

知ることができるから，小規模産地は大規模産地の出荷量を意識せざるをえない。

例えば，府県の産地が収量変動の大きい北海道の作況に応じて貯蔵量を決定する

という事実は，大規模産地を意識した小規模産地による市場対応の1つといえよう。

市場感応弾性が小さく，price弍akerに近い行動をとっていても，自aの市場シェ

アが微小であるために，価格形成に大きな影響を及ぼす大規模産地の行動に対す

る意識は強くならざるをえない。

　また，産地間の協調の存在に関する仮説検定では，北海道の市場シェアが大き

くなるほど，各産地の出荷量が契約超曲面上で均衡する可能性が小さくなること

が示唆されたが，このことは大規模産地がその市場シェアのメリットを発揮して

いない，即ち寡占力を行使して低出荷量，高価格を実現しているのではなく，む

しろ比較的競争的な価格が達成されているという現状を反映している。

　推定結果，検定結果に対する以上の考察から，玉葱市場に関して，明らかに完

全競争市場ではないものの，大規模産地による市場シェアの維持・拡大行動と，

大規模産地の行動を強く意識した小規模産地による市場対応の結果，市場シェア

の集申，シェア分布の不均等といった不完全競争的な要素を必ずしも反映しない，

比較的競争的な価格水準が達成されているという特徴を抽出することができる。

つまり，一見寡占的な市場構造を呈してはいても，潜在的に参入可能な他産地が

常に存在するため，市場シェアの維持・拡大のためには，大規模産地といえども

結果的にprice－taker的な行動を余儀なくされ，一方小規模産地は，市場シェアが
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微小であるために大規模産地の行動を強く意識せざるをえないのである。

　野菜産地の集中化の典型例である玉葱について得られた本稿の分析結果から，

他の岡質的とみなせる野菜の市場についても，不完全競争市場でありながら，産

地は相対的にprice鴫akcrに近い出荷行動をとり，比較的競争的な価格水準が達成

されていることが推i察できよう。

〈註）

（註1）武藤（1985），　ノ」、林（1986）。

（註2）小林（1986）は，主要野菜33品目を対象として，1970年置1984年における産地

の集中化について，供給変動との関係に注｝ヨしながら分析している。そして，産

地の集申化は主として昭和40年代に進展し，昭和50奪代に入ってからは多くの野

菜品臼において麗地の移動が相対的に鈍化していること，また産地の大焼模化，

集中化に伴って，野菜の供給変動が小さくなる傾向があることを指摘している。

（註3）但し上路（ig86）第6章では，座地内の競争度をa　prioriに設定して，パラメ

トリック2次計画法を展開し，野菜塵地の出荷計画を作威している。

（言注4）金山（！991）では，野菜串場における不完全競争的要因のうち，特に財の非

岡質性（下品麟における産地間の品質格差）の存在に着臼して需要・供給分析を

行っている。これに対して，本稿では市場の競争性に焦点を絞るので，分析に際

して玉葱を同質的な財とみなし，産地閾の熱風格差は捨象する。

（註5）本稿において，産地が「寡占力（0！igopoly　power）を有する」とは，価格受

容的な行動から乖離した利潤最大化行動をとることである（Appelba膿（1982））。そ

して「独占力（撒onopoiy　power）を有する」とは，その極端な場合，つまり産地が

独占利潤を最大化する場合である。

（註6）本稿では，都道府県レベル（輸入玉葱については国レベル）を産地とする。

これは第2節で述べるように，都道府県内における経済連を中心とした韻荷主体問

の協調の存在に注目し，それを考慮に入れたフレームワークの下で分析を行うた

めである。

（註7）金亘」（199玉），P．1。

（註8）ノ」、翻隼（1983－1984），pp．555－556。

（註9）斉藤（1986），p。29。

（註10）麻野（1987）は，　「販売意志の統一された生痩砂留強」として産地を定義し

ている（麻野（1987），p．23）。第1章の註で述べたように，本稿では都道府梁レベ

ルを産地としているが，麻野氏の定義に照らし合わせれば，　「主に都道府察の経

　　　　　　　　　　　　　　　　一25一



済連を中心として，ある程度販売意志が統…された出荷主体の集麟」として本稿

における産地を定義できよう。ここで「ある程度」としたのは，経済連の下に藤1

地（都道府県）内の出荷主体の販売意志が完全に統一されているわけではなく，

産地内の出荷主体間には協調と競争が混在しており，産地内の販売意志の統一の

程度は，このような産地内の協調と競争の度合い，即ち産地内の競争性の程度に

よって異なると考えるからである。

（註11）集繊荷費用繍集出荷から市場で取引されるまでに要する経費

　　　　　　　　　一販売代金以外の入金額（出荷奨励金等）

　　　集出荷から市場で取引されるまでに要する経費

　　　　　　　　＝卸売手数料＋卸売代金送金料＋出荷運送料＋上部団体手数料

　　　　　　　　　＋集出荷経費＋負擦金。

（註12）本稿では，玉葱が同質的（ho田。齢neous）な財であると仮定して以下の分析

を行う。尚，三富差甥の下での推測的変動については，K翻ien　and　Schwar℃z

（1981），pp．201－209。また，その実証分析（銀行業の分析）への適用については，

S妻）iller　a籍d　Favaro（1984），　Gelfalld　and　Spil！er（1987）。

（註13）本稿における各麓地の戦略変数は，その出荷董とする。

（註14）岩田（1974a），　Iwata（1974b）は，ここでの短期的一定値！σを構成比係数

（co即osition　coefficient）と呼んでいる（岩田（1974a），p．190，lwata（1974b），

P．956）。

（註15）γσ≠一1のとき市場ノにおける産地ノのシェア41／／島は，

　　　血Lηし‘皿e
　　　　Oノ　　ρノ1一トγ，ノ

であるから，これを〃戯曲について集計し，ρノについて解くと，

　　　　角一噛転／〔噛翫＋！

となり，ρノは3変数ηノ，01ノ，γ，ノによって表される。不完全競争市場において，

価格ρノは独立変数ではなく，市場総需要彙4ノと岡時に決定される内生変数である

が，3変数ηノ，砺，γ，ノが一定あるいは外生的に決定されるならば，ρノをρノに対

する先決変数として扱うことができる。従って，（2－4）よりρ，ノは島に対して先決

的に決まる。また，（2一墨，）に（2畷）を代入してのノ／ρノについて解くと，

　　　血一　　　　　　　　一　　　　ρ、一η’ム、ρ、（甘γの

であるから，市場シェアのノ／島は9ノに対して先決約に与えられる。

（讃三16）岩田（！9’74a），p．玉97，　Iwata（至974b），ひp．959－960。

（註17）Fellner（ユ949）（ノ…1～言詞），pp．98－104，　曇｝［1墜（1974a），茎）。202，　玉田ata（！974b）5p．
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960。

（註18）Fellner（1949）（≠β無爵），P．104。

（註19）岩田（1974a），p．208。またFel！ner（1949）は，これを折衝なき交渉（広義の

交渉）の結果として虞発的調整，即ち準協定（quasi－agreαnent）と呼んでいる。

（註20）産地1と産地2が完全協調である場合の均衡点，つまり両産地の共同利潤が

最大化される点は，‘乙’上の五点で定まる。

（註21）「ここでの行列式の展開については，岩田（1974a），p。204。

（註22）ηノと01ノの推定方法及び推定結果については，松田・黒河（1995）を参照さ

れたい。

（註23）ここでのσγ，ノ2とσ01／2の導出は，iwata（1974b），p．958のσγ，ノ2の導幽過

程に従った。

（註24）Hashimoも。（圭985），p．21，川口・鈴木（1993），p．76，川口・鈴木（1994），p．24，

川棚他（1994），p．11王。尚，市場ノにおいて全ての産地が醜sh非協カゲーム型の行動

をとると仮定したものがCoum航田odelであり，このモデルにおいて達成される均

衡がCoumot一型ash均衡である。

（註25）参入阻止の理論については，｝iodi墓lia掘（1958），13ain（1968）（邦訳），pp．266－

293，　Syios－LabiRi（1969）（謝～言尺），PP．49－50。

（註26）産地の市場シェアが拡大するほど，荷受会社に対する取引交渉力が増大し，

荷主交付金，荷主前渡金等のプレミアムを獲得しやすくなる（堀田（1974），p．81）。

また，シェア拡大に伴う出荷量の増大によって，取引面，流逓過程での規模の経

済が追求される結果，市場における価格交渉力が強化され，マーケティングコス

トが節約される（斉藤（玉986），pp．42－43）。

（註27）畜田（1978）は，市場における独占的なシェアをバックに，荷受会社に冒標

単価を提示し，せりの中でそれを婁現させている大型野菜産地の経済連の事例を

挙げている（吉田（1978），Pp．31－32）。

（註28）堀匠1（1974），p，81。

（註29）戸旺i（1989），罫）．319。
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