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はじめに
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水産物流通は非効率？

水産物流通の特徴と価格構造（平成22年度水産白書）
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「非効率」とは

資源配分の無駄

• 不完全競争

どのように非効率性を計測するか

• プライス・コスト・マージン

（「生産費調査」などを利用）

漁業は統計が揃っていない

⇒代替的な手法が必要！
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非対称価格伝達（APT）

流通過程における投入価格から産出価格への
垂直的な価格伝達において、投入価格の変化
によりマージンが増加した場合と減少した場合
とで、産出価格の調整速度が異なること
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松井ら(2011)

消費地価格

例：

産地価格



報告内容

非対称価格伝達のモデル

非対称価格伝達の計測

分析

• 水産物市場・流通の構造変化

• 魚種・商品の特性

考察・まとめ（今後の課題？）

• 市場・流通の構造変化（実証）／魚種・商品の特
性／データ・方法／効率性
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モデル
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回帰分析

意味のない相関

• 英語の勉強をすると、数学の成績が良くな
る？

見せかけの相関

• Granger and Newbold (1974)
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見せかけの相関

random walk (with drift and trend)

見せかけの相関

• 変数 と が random walk に従う場合、変数
を で回帰した結果は、見せかけの相関を持
つ場合がある（⇒共和分検定）
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共和分検定

超一致性

• 回帰式の誤差項 がランダムウォークに従わ
ないならば、それらは超一致性を持ち、見せ
かけの相関とはならない

test equation
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M-TARモデル

M-TARモデルでは、共和分検定を次式を用い
ておこなう

ただし、 はヘビサイド指示関数であり、閾値
（ ）により、2つのレジームに分割される
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モデルの利用

M-TARモデルを用い、この の大きさを比較す
ることにより、投入価格が上昇した場合と下
落した場合とで、産出価格の調整速度が異な
るかどうかをみる

⇒仕入価格が上昇しても、価格転嫁がすみ
やかにおこなわれずマージンが減少するの
に対し、仕入価格が下落すると、販売価格が
すみやかに調整されマージンが増加しない。
（負の価格伝達：川下側の価格支配力）
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計測・分析
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水産物市場・流通

水産物卸売市場では、卸売業者が生産者を
代表して、仲卸業者が小売業者や消費者を
代表して、セリを原則とした取引がおこなわれ
てきた

かつては、組織化されていない零細な漁業生
産者と生業的な小売業者を両端におき、それ
らを結びつける卸売資本により市場機構が担
われてきた
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水産物市場・流通（続き）

供給サイドでは商社化した大手水産会社の、
需要サイドでは大規模小売店や外食産業の
パワーが強まり、そのような構図は崩れ去っ
た

また、中小漁業者も業種ごとに組織化が進み、
養殖魚をはじめとし、系統組織の経済力も一
定の高まりをみせた
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実証分析（クロマグロ（冷凍）を例に）

1960年代のマグロ大口買付業者の出現により、
船ごと相対取引で買い取る「一船買い」取引が
普及

1970年頃には一船買い取引が定着し、1980年
代から1990年代には、買付業者の寡占的な市
場が形成される

一方で、1990年代には買付業者の独立や新規
参入が相次ぐ

2000年頃から、量販店の台頭や養殖マグロの生
産が増加
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結果（クロマグロ（冷凍））

松井ら(2011)
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ローリング・ウィンドウ法
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クロマグロ（冷凍）
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Nakajima et al. (2011)



実証分析（マグロ類の比較）

生鮮クロマグロ

• 寿司・和食店中心（小規模）

• 特に寿司屋にとっては「必需品」

冷凍メバチ

• スーパーマーケット中心（大規模）

• 刺身盛り合わせなど（代替財が存在）
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クロマグロ（生鮮）

21政策研セミナー2015.10.23



メバチ（冷凍）
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その他の魚種

マイワシ／マアジ／スルメイカ／カツオ／サ
ンマ／マダイ

阪井ら(2012)

First     ：1976～1993
Second：1994～2009
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魚種・商品の特性

マアジ・スルメイカ

• 公平な取引？（非検出）

マイワシ・カツオ

• 大規模小売店の影響？ （正のAPT／非検出
→負のAPT）

サンマ

• 季節性（＋生産調整？） （正のAPT）

24政策研セミナー2015.10.23



魚種・商品の特性（続き）

マダイ

• 養殖の零細性／マーケットが飽和（負のAPT）

小売⇔消費者

• サンマのみ川上側に価格支配力（正のAPT）
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岩手・宮城・福島の水産物
（冷凍スルメイカ）
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岩手・宮城・福島の水産物
（開干イカ）

27政策研セミナー2015.10.23

-1.2
-1

-0.8
-0.6
-0.4
-0.2

0
0.2
0.4
0.6
0.8

1 11 21 31 41

significant |rho2| - |rho1|



岩手・宮城・福島の水産物
（煮イカ）
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考察・まとめ
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考察・まとめ（市場・流通の構造変化）

市場・流通構造の変化が実証的に示された

• 大手水産会社の影響

• 大規模小売店や外食産業の影響

（価格支配力が、川上から川下へ変化）
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考察・まとめ（魚種・商品の特性）

流通・取引の構造（慣行）

• 大規模流通／専門流通

代替関係

季節性（＋生産調整？）

加工

⇒市場構造と商品差別化？
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考察・まとめ（データ・方法）

価格データのみを使っても、一定の分析が可
能（そう）

とはいえ・・・

データの種類（魚種／段階／費用）が少ない

統計の削減（⇒より困難に）

⇒「個票データ」（特に費用）を利用できる立
場の方に期待

（そもそも、「規模問題」の分析には必須！）
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考察・まとめ（効率性）

魚種（商品形態）ごとに、大きな違いがある

⇒個別の議論が必要

一般に（資源配分の面で）非効率的な可能性

• ただし、中間流通の価格支配力は強くない

（大規模小売店との関係では、市場構造と商品
差別化？⇒中間流通の方向性？）

（規模・販路拡大、商品開発・差別化の伴わな
い）単純な「中抜き」は、社会的にみて効率的
か？
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どうもありがとうございました
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