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The basic trading rules of fruits and vegetables

under the current Wholesale Market Law have been

kept for more than seven decades without any

changes. However, in the drastic changes of

marketing environment such as the sharp upwards of

market-share of the Multiples and the apparent in-

creases of imports of agricultural products, the

organization and functions of the wholesale market

have come out unsuitabilities and inconsistencies with

the present situation.

It is needed not to add to exceptional articles, but to

make drastic reform of the Wholesale Market Law

from the point of view of equitable trading and

minimizing social cost of marketing.

Especially, the Article 37 restricts sell-trading of
wholesaler only to licensed distributer, and the Article
44 aims to limit buy-trading of jobbers only from
wholesalers in the market. These articles obstruct
Wholesale Market suiting for present marketing situa-
tion so that the distributers are restricted their selec-
tions of marketing channels.

Then, this paper purposes to clarify current mean-
ings and defects of this Article, and to analyze the ex-

pansion the formal channel by relieving restrictions on
the jobber's trading in wholesale market to stabilizing
of wholesale quantities and prices of fruits and
vegetables.

1. 課 題 と方 法

中央 卸売市場は生鮮食料品の公正な価格発見 とその

効率的な集分荷機能を担 う中核的流通機関 として発展

して きた. 現在 にお いて も, 中央卸売市場を中核機 関

とす る流通経路は依然 と して生鮮食料品の主要なチ ャ

ネルを形成 している. 中央卸売市場の組織 と運営は,

「卸売 市場法 」に よ って種 々の規制 が加 え られ てお

り, その主要 な構成主 体で あ る卸売 業者 と仲卸業 者

は, それぞれ法的 に決め られた制約条件の下で取引 し

なければ ならない. 「卸売市場法」 は, これ らの流通

主体に対 して市場施設 内での恒常的な営業権を与え,

公正かつ効率的 な流通 システムのル ールを保守 して き

た. この法の下 に, 中央卸売市場は生活必需品であ る

生鮮食 料品 の物流拠 点 と して機能 を発揮 す る ととも

に, 優れた立地条件 と施設を確保 し, 需給実勢を反映

した公正な価格発 見を行 う取引 の場 と して, 重要な役

割を果た して きたのである.

ところが, 近年の生鮮食料品の流通環境の激 しい変

化に よって, 生産者(主 産地)と 小売業者, 特に量販

店 とが直結す る市場外流通の割合が増大傾向にあ る.

これは卸売市場が大 きく変化す る流通環境への対応力

を確保 していない ことを意味 してい る. 特に, 卸売市

場の主要な買出人(仲 卸業者か ら商品を購入す る小売

業者な どの流通業者)の 構成変化が, 従来の卸売市場

に対す る需 要特性を変貌 させてお り, これが現行の卸

売市場制度では対応で きない状況を生 じさせてい る.

それは, 小売段階におけ る零細小売店の減少傾向 と,

量販店な どの大 口需要者の地位向上, 及びその需要特

性であ る(1)確実な予定数量確保 と(2)安定価格 での仕入

れ, (3)多様な品揃え要求, へ の対応 の問題 であ る.

卸売市場法が抜本的に改正 されずに, 場 内業者の対

応を困難に し, 生鮮食料品 の卸売市場流通が不可避的

に後退 してい くことは, かけが えのない都市の物流施

設 と しての卸売市場の遊休化を もた ら し, 好 ましい方

向 とは言えないであ ろ う. そ こで, 現行 の卸売市場制
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度を改正 し, 機能強化を図 る方策を検討す ることが重

要 とな る.

流通事情の変 化に対す る卸売 市場 の対応力の強化に

は, 流通経路 と取 引ル ールの見直 しが鍵 であ る. なぜ

な らば, 「卸 売市場法」 の取 引に関す る規制条項 は,

「中央卸売市場 法」制 定当時 の流通状 態を改革す るた

めに, 卸売業者 お よび仲卸業者 の取 引行動 に厳 しい制

約を加えた ものであ り, 現行 法で もその基 本は変 わ っ

ていない. 近年激 しく変化 してきた流通環境 の中で,

現行の卸売市場 の取 引ルールに よって規定 され る流通

経路が最適であるか を再検討す る必要性 が生 じてきて

い るか らである.

一般に, 流通経 路 とは, 「あ る製品 お よびその所有

権を生産 か ら消費 まで移動 させ るために利用 され る全

て の活 動(機 能)を 遂 行 す る制 度 体 の集 合 か らな

る」1)と定義 されてい る. すなわ ち流通経路 の形態 は,

(1)流通の継起的段階 間の連鎖性 と, (2)各流通段階 の構

成者数に よって決定 され る. 生鮮食料 品につ いては卸

売市場 を経 由す る流通経路を決定づ ける「卸売市場法」

の次の2つ の条項が, 重要 な役割 を果 た している.

第37条 卸売業者 の卸売相手方 の制限

第44条 仲卸業者 の市場外仕入 の禁止2)

本稿では, これ らに よって形成 された状 況を, 「市

場法 に よる流通経路 の限定」 と定義 し, 卸売業者 と仲

卸業者 の関係を研究対象 として, 買 出人 の求 める需要

特性 に適合す るため の改善策 を提示す ることを 目的 と

す る.

そこで, 本稿 の具体的課題は, (1)卸 売市場法第37

条, 44条 の制定 の経緯 と果た してきた役割 を明らか に

する こと, (2)近 年 の需要特性 の変化が仲卸業者 にど

の ような問題を生 じさせてい るが, これ らの条項が持

つ問題点 を摘出す ること, (3)こ れ らへ の改善策 を提

示 するこ とであ り, 主 と して青果物 を念頭にお いて検

討 す る. 接近 方法 と して, (1), (2)で は既存 の文 献

・資料および聞き取 り調査で得られた情報 をもとに, 事

実関係を整理 し, 経 済学的に評価す る. (3)で は, 仲

卸業 者の買出人への対 応上必要 とす る制度的改善方向

を検討す る.

2. 卸 売業 者 の 第三 者 販 売 の 禁 止 及 び 仲 卸 業 者

の市 場 外 仕 入 れ の 禁 止 の 目的 とそ の 影 響

現行 の 「卸売 市場法 」は昭和46年(1971)に 制定 さ

れ たが, 従来 の 「中央 卸売市場法」か らの主要な変更

点 は, 仲買人 の名 称を仲卸業者 と改めた こ と3), 及び

地方卸売市場 を法的に位 置づけた ことであ る. また,

売 買取 引に関す る多 くの諸条文に, 但 し書 き条項が挿

入され た とい う変化はあ るが, その基本部分は 「中央

卸売市場法」 と本質的に同一であ る. 卸売業者の第三

者 販売 の禁止 と仲卸業者 の当該卸売市場外仕入の禁止

条項 も 「中央卸 売市場 法」を引 き継いだ ものであ る.

「中央卸売市場 法」制定 当時においては, 都市部の食

料物価 の低廉化 と安定 的供給 が大 きな課題であ った.

これ は次 の ような経緯 に よる. 当時は 日本の経済状況

が 第一 次大戦 の影響 に よ って好 景気 が生 じた こ とか

ら, 都市部 において商工業 を中心 とした労働者が急増

し, 農村か ら都 市へ と人 口が集中す る傾 向に あった.

ところが, 腐敗性 の高い生鮮 食料品を迅速に遠距離輸

送 できる物流技 術や交通網 が未整備であ ったため, 産

地か ら都市部 に十分 な供給 が行われず, 物価騰貴が生

じるに至 った4). これに よ り労働者 を主 とす る低所 得

者層 の食生活 を圧迫 したため, 都市 部の食料物価問題

が政 治問題化 したのである.

大正 中期 の青果物等 の流通経路 は, それぞれ明確な

機能分担 がなされ ていない中間業者 に よって形成 され

てお り5), 取引方法 は問屋毎 に設定 されて お り, 全国

的 に一定 していなか った. 青果物 の需給 バ ランスは容

図1. 青 果 物 の流 通 経 路(大 正 中期)

松田延 一著 『農産物 流通機 構の推 移 と流通費用』(1988)よ り引用

初出 農林省, 事 務局 「大阪 二於 ケル疏菜果実 ニカンスル調査」(1923)
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易に確保 できず, 流通の効率性 も低 か った. また, 取

引価格 の形成 も不透明であ った(図1参 照).

そ こでこの青果物の需給対策 と流通機能 の効率化,

近代化を求めて, 中央卸売市場 を中核 とす る制度が整

備 され, 中央卸売 市場 が全国 の主要都市 に新設 され

た. その 目的は, 以下の六点に要約 で きる6).

(1)生産者に対す る信用ある販路 の提供

(2)小売業者, 特に先に整備 しつつあった各地 の公

設小売市場 に対す る安定 した仕入れ の場 の提供

(3)生鮮食料品の価格の安定化

(4)流通経費の削減に よる生鮮食料品価格 の低廉化

(5)生鮮食料品の衛生管理 お よび鮮度保持

(6)都市機能の維 持向上

中央卸 売市場 制度 の特徴 は次 の二 点 であ る. 第一

は, 取引内容, 特 に取 引方 法の規制 である. 従来, 中

間流通業者 として問屋 が 自らの計算 に基づ いて行われ

ていた個別の取 引方 法を, 委託販売, セ リ ・入札売 り

に限定 し, 同時に差 別的取扱 いの禁止, 即 日入荷即 日

上場, 取引価格の公表, 定率手数料制 などの諸原則を

定 めた こ とであ る. 第二 は, 流通経 路 の一元化 であ

る. これは流通段階数 と各流通段階間 の連結の在 り方

を特定化 した側面 と, 一都市一市場 を原則 とす ること

に よ り, 各中央卸売市場 のサー ビスを提供す る地域を

特定化 した側面 とであ る7). これ らによ って青果物の

流通経路は図2の ように整然 とした形に整備 された.

ここで問題 とす る, (1)卸売業者 に対す る第三者販売

の禁止, お よび(2)仲卸業者 に対す る産地か らの直接仕

入れや産地商人か らの間接仕入れ を含む市場外仕入れ

の禁止, の条項が卸売市場法 の中 に位置づけ られた理

由は, (1)卸売市場 の集荷機能 を委託手数料商人であ る

卸売業者 のみに特定す る ことに よって, 出荷者に安全

な販路 を提供す るこ と, および, (2)卸売業者お よび仲

買人の機能分担 を明確 に し, 取引上 の地位を確立す る

ことに よって, 卸売市場 の存立基盤 の確保を図ろ うと

した ことである. 問屋兼仲買人が独 自に運営 していた

従来の流通 機構, す なわ ち問屋制 の流通では, 出荷者

と問屋 との取引 にお いて, 市況情報が問屋側に集中な

い しは大 き く偏在 していた. そ のため 出荷者 には交渉

力が弱 いか, 全 くな い場合が多 く, 問屋 の裁量に よる

一方的 な価格決定方法に よっていたために
, 需給関係

と商品価値を反映 した公正な価格に よる取引を安定的

に行 うことは期待 出来なか った. さらに, 出荷者 との

取引を継続 させ る問屋の戦略 と して, 代金決済を次期

の出荷 期 まで引 き延 ばす とい う, "ひ もつ き制"な ど

が用い られ る場合 もあ った8).

この ような実情 に対 して, 「中央 卸売市場法 」に よ

る卸売業者の第三者販売 と仲買人に よる市場外仕入の

禁止の効果は, 中央卸売市場を経 由す る流通経路を単

純化 し, 開設者の管理 ・監督を容易にす る効果があ っ

た と評価で きる. すなわち, この流通経路を限定す る

ことに よって, 卸売市場内での セ リ取引 ・入札取引の

公開性を容易にす る効果があ ったのであ る.

同時に, 当 日入荷量の全量上場お よび定率手数料制

が定め られた ことか ら, 卸売業者が上場数量の操作に

よる価格形成への関与はで きず, 独 占的利潤の取得が

出来ない よ うに された. そのため, 卸売業者の取引量

や利益 は他 律的に決定 され るが9), 卸売市場 の取引制

度が有効に機能 し, 中央卸売市場の取引が正常に維持

され るためには, 卸売業者, 仲卸業者(仲 買人)双 方

の経営を健全に維持す る必要があ る. そのためには,

卸売業者の取引量が出来 るだけ安定的に確保 されなけ

ればな らず, 逆に仲卸業者(仲 買人), 売買参加者の

担 う機能を卸売業者が侵害 してはな らない. 仲卸業者

(仲買人)が 生産者か ら直接仕入れを行 うこと, お よ

び卸売業者が第三者販売を行 うことに よって, 互いの

活動を阻害す ることが禁 止 されたのは, そのためであ

ると解釈で きる10).

3. 仲 卸 業 者 の 販 売環 境 の 変 化 とそ の 影 響

(1) 仲卸業者 の販売環境 の変化 と買出人の仕入れ行

動戦略の分類

仲卸業者が直面す る近年の環境変化をみ ると, 最大

の変化は小売段 階の構造 変化, 特に, 量販店な ど大 口

需要 者の地 位向上に伴 う諸条件の変化であ る. これに

図2. 青果物の流通経路(中 央卸売市場法制定以降)
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表1. 量販店の卸売市場からの青果物仕入先金額割合
単位:%

よる仲卸業者 の販売条件に直接影響を及ぼす ものは以

下 の諸点 にまとめ られ る.

第一は, 量販店の卸売市場への仕入れ依存の大 きさ

である. 量販店は仕入金額の過半を 中央卸売市場に依

存 してお り, 仲卸業者か らの仕入れ比率が大 きい(表

1参 照). 小売段 階におけ る専 門小売店 の シェア減少

傾 向か ら, 仲卸業者は量販店へ の適切 な対応が経営上

の最重要課題 となっている.

第二 は, 量販店 の 日々の仕 入れ需 要 の硬 直性 であ

る. 量販店 では チ ェー ンス トア形態 を とってお り, 各

店舗の販売方法 を平準化 させ, 本部 に よる各店舗 の販

売管理 を基本戦略 と している. そ のため, 事前に計画

された販 売価格 か ら, 各店舗 が必 要量 を本部 に発注

し, 各店舗 の積み上げ方式 によって把握 された総必要

量を本部 のバ イヤーが一括 して仕入れ る. そ のため,

チ ェー ンス トアは市況 に よって数量調節 をす るこ とが

困難であ り, 一定数量 の確保 お よび安定 した仕入れ価

格を仲卸業者 に求め ているのである12).

第三は, 取引交渉時点 の早期化 である. 従来小売段

階で支配 的地位 にあった伝統的 な一般小売店 の仕入れ

においては, 仲卸業者 がセ リを通 して仕入れ た後, 取

引数量, 価 格をめ ぐって相対交渉 を して仕入れ るケー

スが一般的であ った. これ に対 して仲卸業者 の量販店

との取引では, 仲卸業者 の仕 入れ 以前 に様 々な取 引条

件について, 交渉 を済 ませるケースが一般的 となって

い る. あ る実態調査 に よると, 通常 の商 品の場合, 数

量については80%弱 の仲卸業者 が, 価格 については50

%以 上の仲卸業者が, 納品当 日以前 に契約 を締結 し,

さらに, イベ ン ト商 品についてはそれ以上 の仲卸業者

が, 多 くは1週 間以上 も前に, 事前 の契約 を行 ってい

ることが明 らかになってい る(表2参 照).

前述 した ように, 仲卸業者 は従来型の零細小売店を

中心 とした販売 か ら, 量販店 な どの大 口需要者への販

売に移 行す る必要性 が生 じてお り, それ に伴 って, 仲

卸業者 の リス ク負担 は大 き くな って いる と考 え られ

る. ところが, 仲卸業者 が買出人 と結ぶ契約 内容は多

様であ り, それぞれの取 引条件 に よって仲卸業者に必

要 とな る リス ク負担 が異 なっているため一括 して取 り

扱えない.

そ こで, 買出人の仕入戦略 の違 いか ら, 仲卸業者 と

結ぶ契約の タイ プ分 けを し, 契約 のタイプ毎 に仲卸業

者に及ぼす影 響を整理す る.

近年の買出人の仕入戦略 は, 長期的 な計画性 の有無

と, 価格重視型か, 数量確保 重視型 かに よって, 表3

の よ うに区別で きる.

すなわち, 特売品を 目的 としたチ ェー ンス トアある

いは ディス カウン ト ・ス トアの仕 入行動 は低価格戦略

を とってい るため, 販売市場 では仕 入れ においても価

表2. 量販店との契約時点別仲卸業者数割合

単位:%

表3. 買出人 の仕入行動戦略の分類

(4)
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格が最 も重視 され る. これ らの うちチ ェー ン ・ス トア

の特売品ではチ ラシな どで事 前に販売価格 を決定 して

いるため, 特売対象品 目の計画的な仕 入れ価格 と数量

が必要 とな る.

次 に食品加工業者や外食産 業では, 安定的 な生産が

お よび食材確保が重視 され るため, 数量確保 が最重要

視 され る. これ らは, 大 口需要者 とな る場合 が多 い

が, 零細な外食産業の場合, 長期 的計 画性 は重視 され

ず, 市況に応 じた品揃えを指向す る.

通常品仕入れを 目的 としたチ ェー ン ・ス トア と従来

型 の一般零細小売店では, 一定品 目数 の品揃 え と一定

数量確保を求めてい るため, 数量 お よび価格 とも重要

視 され るが, 特にチ ェーンス トアでは各店舗 の必要量

を確保す る必要性が優先 され ることか ら, 計画性 が重

視 され る11).

(2) 買 出人の仕入れ戦略に よる仲卸業者 の リスク負

担 の相違

前述 の買 出人の仕入れ戦略の うち長期 的計画性 が強

く重視 され る場合には, 仲卸業者 と買出人の契約 が納

品以前 に行われ, 強 く重視 されない場 合には, 仲卸業

者 が自らの裁量で仕入れた後に行われ る. そ こで, こ

れ らの6パ ターンの うち, 長期的計画性が強 く重 視 さ

れないケースは従来型の零細小売業者対応を代表 させ

ることとし, それ以外の ケースについて仲 卸業者 が買

出人 に販売す る条件を契約時点 と受注内容に よって区

別す る と, 仲卸業者の販売取引行動パ ターンは次の1)

～4)よ うに分類 できる13).

1) 当該青果物 を卸 売市場か らセ リ取 引で仕入れ, こ

れを買出人 に相対取引で販売す る場合.

この取引形態は, 仲卸業者が零細な一般小売業 者に

販売する従来 の取引方法に対応 してい る.

この仲卸業者 の利潤Yは, 1単 位 あた り販売価 格

を ρs, 1単 位 あた り仕入価格をPb, 販売量をq, 仕

入販売 な どに伴 う経営費用を6(の とする と,

y=psq-Pbq-c(q)dc/dp>0

と表 せる. 仲卸業者 の販売価格は仕入価格に基づい

て決定 され るか ら, マークア ップ率をmと す ると,

仕 入価格 と販売価格 とは次の よ うな関係 として表せ

る.

ps=(1+m)Pb

仲卸業者 は取引数量を調整す ることに よって利潤最

大化を行 う. 十分競争状態が保たれたセ リ取引にお

いては, 仲卸業者 の個別取引数量 と仕入れ価格 との

間には関係がないか ら,

∂Pb/∂q=0

であ り, この とき数量に関す る一階の条件 よ り,

mPb=4c/dq

となる. 仲卸業者は1単 位あた りマージン(仕 入価

格 にマークア ップ率を乗 じた もの)と 限界経営費用

を一致 させ ることに よ り, 最大利潤を得 ることとな

る. この時, 仲卸業者は取引数量お よび マークア ッ

プ率を変化 させ ることがで き, 仲卸業者の 自由な裁

量, あるいは買 出人 との交渉に よって決定す ること

が できる. 販売価格については仲卸業者間の競争関

係 に影響を受け るが, 仲卸業者に とっては他の取引

行動パ ター ンと比較 して, 最 も自由なパ ター ンであ

る と言 える.

2) 当該青果物 を仕 入以前に買 出人の 申 し込 み価格 で

受注 し, 仲卸業者 の裁量で決定 した数量を セ リ取引

で仕入れ る場合.

これは購入価格を最優先 させた買 出人 の販売政策 に

基づ いた仕入行動に対す る仲卸業者 の対応 を示 して

いる. 現実 の取引 では, チ ェー ン ・ス トアの特売品

対応 に相 当す るケースに対応 している.

この仲卸業者 は契約販売価格 にお いて利潤が生 じる

と予想 され る場合, 買 出人か らの発注を受け入れ る.

この とき仕入価格 に先行 して販売価格が決定 され て

いるため, 仲卸業者 の裁量 に よるマー クア ップ率 は

適 用できない. 買出人か らの発注価格を 瓦 とす る

と, 仲卸業者 が買出人か らの発注 を受け入れ る条件

は.

Y=Psq-Pbq-c(q)≧0 dc/dq>0

よ り,

Ps-Pb≧c(q)/q

が成 り立 つ ことを予想す る場合 である. つま り, 単

位 当た りマージ ンが平均費 用 と同 じかそれを上 回る

場 合である.

セ リ仕 入れ において, 仲卸業者 は利潤最大化 を実現

す るように行動 する. この とき, 卸売市場 がセ リ取

引に よって競争状態 を十分確保 している と, この仲

卸業者 の個 別取引数量 が価格に影響 を及ぼ さず(∂

Pb/∂q=0), 仕 入価格 もセ リ取 引に よ り他 律的 に決

定 され るか ら, 市場価格をPbと する と, この仲卸

業者が調整で きるパ ラメータは仕入れ数量のみであ

る. この数量に関する仲卸 業者の利潤最大化の条件

は.

Ps-Pb=dc/dq

とな る.

この取引行動 パ ターンでは, 仲卸業者には, 事前の

販売契約時点において当該品 目の仕入価格(卸 売市

(5)
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場成立価格)を 予測す る能力お よび平均経 営費用を

より正確 に把握す る能力が必要 とな る. また仲卸業

者は仕入時点において, 他律的に決 まる仕入価格 の

動 向の中で, 最大利潤を獲得す るため, 仕 入れ数量

を調節す る余地が残 されてい るだけであ る.

3) 当該青果物を仕 入以前に買 出人か らの 申 し込み数

量 で受注契約 し, 卸売業者か らセ リ取 引で仕 入れ る

場合.

これは現実の取引において, 加工 業者 や外食産業 な

どの買 出人が数量確保を重視する仕入れ行動 に, 仲

卸業者が対応す る場合の取 引行動 に対応 している.

買 出人か らの発注数量をqと する と, 仲卸業者 が買

出人か らの発注を受け入れ る条件は,

Y=Psq-Pbq-c(q)≧0 dc/dq>0

より,

Ps-Pb≧c(q)/q

が成 り立つ こと, すなわち一単位あた りマージ ンが

確定的 な平均費用を上回 ることを予想す る場 合であ

る.

この取引契約を結んだ後, 卸売市場 が競争状態 を十

分確保 してい ると, 仕入価格は他律的に決定す るか

ら, セ リ取引に よる市場成立価 格をPbと す ると,

仲卸業者の利潤は,

Y=Psq-Pbq-c(q)≧0

と表 され, 仲卸業者は調節可能 なパ ラメー タを持 た

ない.

したが って, 販売価格 忍 の決定 に関 する交渉 の余

地が残 されてい るけれ ども, 仲 卸業者 の利潤 が最大

化 され るとは限 らない.

4) 当該青果物 を仕入 以前に買 出人か ら申 し込み数量

と申 し込み価格での取引契約を受注 し, 卸売業者か

らセ リ取引で仕入れ る場合.

現実的 には, チ ェーン ・ス トアの通常 品仕入対応 で

一般的 な取引方法であ る. この場合, 仲卸業者 が受

注を受け入れ るためには,

Y=Ps/q-Pb/q-c(q)≧0

Ps-Pb≧c(q)/q

を満たす必要があ る.

仕入市場 の競争状態が十分確保 されてい ると, 仕 入

価格 も他律的 に決定す るか ら, 仲卸業者は調整可能

なパラメータを持た ない. したが って, 仲卸業者 は

取引契約後, 最大利潤を獲得す るための調整 はでき

ないばか りか, 利潤が得 られない取引をす る場合 が

ある. 四つ の仲卸業者の取引行動パ ターンの うち最

もリス クが大 きい ケースであ る.

以上 よ り, 仲卸業者の販売先 として, 従来の零 細一

般小売店 の割合が減少 し, 安定的な仕入れを指向す る

量販店 の取引割合が高 くな るにつれて, 仲卸業者 の自

由裁量 で設定 できる政策パ ラメータが減少 させ られ,

薄利大量販売 とい う取引に伴 うリスクが大 きくなる傾

向が強 まって いると言え る. 量販店側か らも, 大量 の

一定数量仕入れ, 安定的価格での仕入れの点か ら, こ

の仲卸業者に依存 しなければな らない とい う限界があ

り, 両者 の相互依存関係が存在 してい る.

(3) 仲卸業者の リスク回避策 と問題点

不確実性が大 きい販売条件が恒常化す る状況に対応

す るため に, 仲卸業者は必然的結果 として, リス ク回

避策 を求め ることとなる. この仲卸業者の近年の リス

ク回避行動に よる影響 と問題点は以下の通 りであ る.

第一 に, 仲卸業者 の販売圏の広域化であ る. 本来,

卸売市場は一定区域 内におけ る実需者への供給を 目的

として設置 されて きた. 当時の買 出人は大半が零細な

専門小売店で あ り, 個 々の需要量は小 さか ったため,

買出人が立地す る開設区域の卸売市場で対応可能であ

るこ とが想定 されて いた. ところが, (1)仲卸業者 は各

卸売市場が想定 して いた供給圏内における一 般小売店

の店舗数 の減少 と小売段階におけ る販売 シェアの減少

傾 向がみ られ, 新 しい販路を開拓す る必要が生 じた こ

と, また(2)量販店は チェーン展開 してい るため, 複数

店舗 で一括 して仕入れ る方式が一般化 してい る. この

一括仕入れ単位 とな るエ リアは卸売市場が想定す る供

給圏 を越 えて いること, に よって, 仲卸業者は開設 区

域外 の量販店に販売す るケース も生 じてい る(表4参

照). 卸売市場 は従 来, 一都市 を単 位 と した開設 区域

内におけ る零細 な一般小売店への供給が想定 されて配

置 された ものであ ったが, 現状では, 大規模 なチ ェー

表4. 中央卸売市場の仲卸売業者の販売先

(6)
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ン系列 を持 つ量販店 の仕入行動 の広域化に対応 して,

各卸売市場 の供給圏 の広域化が求め られ ているので あ

る. これ は 「卸売市場法」 の一都市一市場方針 の意義

の形骸化 の問題 である と捉 えられ る.

第二は, 仲卸業者 の市場外仕入れ の必要性 の増大 で

あ る. 仲卸業者 の量販店 への販売 にお いて, 様 々な取

引条件 が仕 入れ前 に事前契約 され るた め, 各仕入れ品

目について特定 の品質 ・等級別 の予定数量確保が最 も

重要 となる. ところが, 現行卸売市場制度 では, 卸売

業者 は受託拒否禁止 の原則 の下 で, 積極的 な入荷調整

は不可能 であ り, 個 々の出荷者 の 自由な出荷量 の判断

の結 果 として, 品 目毎 の 日々の入荷数量変動が激 しく,

仲卸業者 の安定 的な仕入れ数量確保が 困難 となってい

る. そのため, 量販店 への事前契約数量確保対策 のた

めの 「先取 り」, 多品 目品揃 え対策の ための 「市場外

仕入れ」を行 う必要性 が生 じているのである(表5参

照).

第三は, 市場価 格の不安定性 に よる仲卸業者 の リス

ク負担の問題である. 一般 小売店 は, 量販店 との競争

の激化, 後 継者難 な どか ら今後 も減少す る と見込 まれ

るため, 仲 卸業者 の販売 金額 に占める量販店 のシ ェア

が増大する ことは必至 であろ う. したがって, 前述 の

3)な い し4)の パ ター ンの, 仕入れ 以前 に数 量, 価

格を契約す る仲卸業者 の取 引方 法の割合 は今後 とも,

一層高 まると見 られ る. しか し, 現行法制 の枠 内では,

仲卸業者の対応は容易ではない. す なわち, 仲卸業者

の需要は量販店 との取 引の増 大に よって硬 直化 してい

るに もかかわ らず, 各市場 の入荷量 に関す る調整機能

は卸売業者に よって担 われているが, 大 きく関与 でき

ない. すなわち, 市場 入荷数量 は出荷者 の市場選択行

動に よって決定するため, 出荷者 の出荷戦略 に よって,

表5. 仲卸業 者の市 場外仕 入れ の有無

市場間格差が生 じ, 出荷戦略 の変 更に よって変動す る

ため, 入荷数量 の安定的確保は 困難 な もの とな ってい

る. 現行 の卸売 市場制 度は 物流 の効率 化 と中間流通

マージ ンの縮減化を 目的 と して仕組 まれ, 数量や価格

の 日次変 動を抑 制す る仕組 みは きわめ て不十分 で あ

る. この点が今や大 きな問題点 と して顕在化 している

のである.

以上 の仲卸業者 の行動 に対す る卸売市場制度 の不適

合性を改善す る対策 と して, 現行 の卸売市場制度 によ

る規制 の再検討が必要 となる. 特 に, 仲卸業者 の仕入

チ ャネルを規制す る卸売市場法第36条, 第44条 の検討

が必要 と判断 され る. これ らの条項は流通経路 を限定

す るため, 「卸売 市場法」制定 当時 の 目的 であ った仲

卸業者 の卸売業者 に対す る確実 な代金決済やせ り取引

の徹底 に対 して, 開設者 の管理 ・監督 を通 して容易 と

す る効果が あった. ところが, 現代 では流通業者 の契

約概念 の浸透 と取引方法 の多様化 によって, これ らを

目的 とした流通経路限定 は不要 となっている. 現状 で

は, これ らの条項 には但 し書 き条項が あ って, 部分的

に仲卸業者 の仕入活動 に対す る規制が緩やか になって

いるが, 原則的 には仲卸業者は, 卸売市場 の分荷機能

に特化 され てお り, 自らの経営活動 を通 して仕入れ チ

ャネルの選択が できない. そ のため に, 原則 として仲

卸業者 の集荷能 力は所属す る卸売市場 の卸売業者が持

つ集荷能 力に規定 され るこ ととなる. 仲卸業者 の自己

責任 に よる リス ク負担 が可 能な仕 入れ環 境 にな くて

は, 自 らの経営能 力拡大 に よる販売環境 への適応 のイ

ンセ ンテ ィブを失 い, 卸売市場全体 の販売能 力の維持

・発展 は困難 なもの となる.

そ こで次節 では卸売市場法第37条 および第44条 を分

析 し, 現行制度 の改善策 を検討す る.

4. 仲 卸 業 者 の取 引規 制 の緩 和 とそ の効 果

(1) 取 引規制 と流通経路 の関係

仲卸業者 の リス ク負担 は, 買 出人へ の契約済み の販

売価 格 に対す る仕入 価格 の不安定 性 として考 え られ

る. 従来, 農産物価格 の年次変動 お よび季節変動 の安

定化 問題 については, 比較的多 くの研 究がなされ てき

たが, 週 次変動 や 日次変動の研究は少ない14). 仲卸業

者 の販売契約 は, 通常商 品で納 品期 日の約1～2週 間,

特売 品で約1ヶ 月以前 と早期化 している. そ こで, 仲

卸業者 の取 引上重要 である卸売市場価 格の, 日次変動

の安定化 問題 を採 り上 げる.

卸売市場制度 は, 卸売業者 お よび仲 卸業者 に対す る

取 引規制 を中核 内容 としているが, 本稿では, 仲卸業

(7)
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者に対す る重要 な取 引規制 であ り, 価格 の 日次変動に

も重要 な関係を持 っている卸売業者 の第三者販売 の禁

止(第36, 37条), 仲卸業者 の市場外仕入れ の禁止(第

44条)と その例外規定 とを検討 し, 実需者, 特 に量販

店な どが強 く要望 している一定数量 の確保 と卸売市場

価格 の安定化 に対 し, どの ような改善策 が可能 である

かを考察す る.

これ ら卸売市場法第36, 37お よび44条 は, 仲卸業者

を中心 に考 える と, (1)仲卸業者が生産者(出 荷者)か

ら直接 仕入れ る ことの禁止 と, (2)仲卸業者 の所属す る

当該卸 売市場 以外 の卸売市場か らの仕入れ の禁止(す

なわち卸売業者 の他市場 の仲卸業者 ・売買参加者へ の

販売の禁止)の 二側面 の規制 として捉 え られ る. そこ

で, 仲卸業者 に対 する これ らの二 つの規制 の有無 を想

定す ることに よ り, 次の4タ イ プの流通経路 が導かれ

る.

第一は出荷者か らの直接仕 入れが禁 止され, 他市場

か らの仕入れ も禁止 されてい る場 合である(Type A).

第二は直接仕入れが許可 されてお り, 他市場 か らの

仕入れが禁止 されてい る場 合である(Type B).

第三は直接 仕入れは禁止 され るが, 他市場 か らの仕

入れが認め られ る場 合であ る(Type C).

第四は仲卸業者の出荷者 か らの直接仕 入れが許 可さ

れ てお り, 他市場か らの仕入れ も許 可 されている場合

である(Type D).

それぞれの タイ プの流通経 路の概念図を下に示す.

Type A出 荷者か らの直接仕入れ, 他市場か らの仕

入れ とも禁止 されてい る場合

Type B出 荷者か らの直接仕入 れが可能 で, 他市場

か らの仕入れが禁止 されてい る場 合

Type C出 荷者か らの直接仕入 れが規制 され てい る

が, 他市場 か らの仕入れが可能 な場 合

Type D出 荷者 か らの直接仕 入れが可能 で, 他市場

か らの仕入れ も可能 な場合

まずType Aに つ いてみ る と, これ は現行 の 「卸売

市場法」 の仲卸業者 に対 する規制 の原則に当た る15).

したがって, 仲卸業者 は当該卸売市場 の卸売業者か ら

しか仕入れ る ことが出来 ないため, 量 販店 等の事前契

約 のため の, 「先取 り」 とか 「市場外 仕入れ」 とか の

便法や違法行為 が常態化 されるのであ る.

Type Bは, 現実的 に も部分 的には存在す る経路 で

ある. す なわ ち, 卸売市場法44条 の但 し書 き条項 にお

いて, 開設者 が仲卸業者 の直荷 引きを認 めた場合 に相

当す る. 現状 では, 仲卸業者 が当該卸売市場 の卸売業

者 か ら買い入れ る ことが困難 であ り, 開設者 が当該卸

売市場 の秩序 を乱す おそれ がない と認 めた場合 に限っ

て, 業務 規定 に従 って可能 とされ ている. これ が仲卸

業者が当該卸売市場 の卸売業者か ら仕 入れ られ るかに

関わ らず, 自由に出荷者 か ら仕 入れ る ことが出来 るよ

うに変更 された場 合, 生産者 に よる販路開拓お よび仲

卸業者に よる仕入先 開拓 に よ り, 仲卸業者の仕入価格

・数量 ともに安定 化 させ る効果があ ると考え られ る.

Type Dは, 市場 法第37条, 44条 とも自由化が想定

され る場 合であ る. この場 合, 仲卸業者 は仕入れ可能

な流通チ ャネルが増 え るため, 取 引条件に見合 った販

売先を探索す ることが可能 とな り, 仕入価格 ・数量 と

も安定化す ることが期待で きる.

ところがType Bお よびType Dは, 現状 の 「卸売

市場法」に よる卸売業者に対 する規制下 では, 取扱 高

を縮減 させ, 収益性を低下 させ る可能性があ り, 卸売

業者の 自由な経営環境を確保す る必要性が生 じる. す

(8)
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なわち, 卸売業者の定率手数料制お よび受 託拒否 の禁

止の制度的緩和 の方 向であ るが, それでは卸売市場 の

公共 的位置づけを阻害す ることとな る. そ こで卸売 市

場 自体 の位置づけ の変更は長期的な課題 として検討 の

余地 はあるが, ここでは卸売市場の従来の公共性の確

保を前提 とした上 での検討を 目的 とす るため, 考察か

ら排 除す る.

そ こで, 市場成立価格の安定化 と仲卸業者の契約 数

量確保 に資す る有力 な代替策 と してType Cが あげ ら

れ る. このタイプでは, 卸売市場の公共性を失わず,

卸売業者 と仲卸業者 に関す る現行取引規制を部分的に

緩和す るこ とによって, 価格の安定化に効果的である

ことを検討す る. そ こで, 仲卸業者の仕入れ先を卸売

業者 に限定 した上 で, 仕入れ先が当該卸売市場に限定

され るか(Type A), 他 の卸売市場 も許可 されている

か(Type C)を 比較す る. 二つの卸売市場のみがあ り

(市場1, 市場2), Type Cで は異な る卸売市場に属

する卸売業者 と仲卸業者 との取引に要す る費用が, 同

一市場 に属す る業者 間による取引 と同水準であ る場 合

について, 需要 曲線 と短期的な供給曲線を図示す ると,

図3の ようになる.

Type Cで は, 二つ の市場 の需要曲線が合わ さった

一つの市場 として機能す るため
, 需要の価格弾力性が

大 きくな り, 一定期 間の平均価格 に変化はないが, 市

場価格 の 日次的分散 は低下す ることが期待で きる. す

なわち, 仲卸業者か ら見てType CはType Aよ りも

確率有意 である と言 え, 卸売価格 の 日次変動が安定化

す ると言える16). その結果, Type Cは 仲卸業者の仕

入れ価 格の変動 に よる危険負担 コス トが低 く見積 られ

るか ら, 仲卸業者 の販売価格が低下す ることも期待 さ

れ る.

現実の卸売市場制度 を見 る と, Type Cに 近似 した

図3. タイプ別市場成立価格

取 引形態, すなわ ち仲卸業者が費用 を伴わず に複数 の

卸売市場か ら仕入れ るこ とが可能 な卸売市場制度 は,

オ ランダの複数卸売市場 をオ ンライ ンで結 んだ卸売市

場制度 である17). 同市場制度では複数市場連結 同時 セ

リを採用 してお り, セ リ市場 での買受人 は, 費用 をか

けず に 自分 のいる市場 のセ リ状況 と同時 に, オ ンライ

ンで結 ばれ他市場 の動 向を知 り, 希望す る市場 の荷 を

せ り落 とす ことが出来 る. ただ し, これ を成立 させ る

条件 として, 各市場間 を結ぶ時計 セ リ方式 の ような機

械 セ リ設備 の整備, 規格 の全 国統一化, お よび市場 間

でのセ リ時刻 の統一 が必要 となる. 今 日の 日本の よう

に通信 ネ ッ トワー クが高度 に発展 した状況 を踏 まえる

と, この複数市場連結 同時 セ リ方式 の導 入は容易にな

ってい ると判断され る.

これが意 味す る ことは, 第一 に, 取 引総数最 小化 の

理論 の有効性 に関わる問題 である. 卸 売市場 法第37,

44条 の変 更に よって, 取 引総数 が増加す るに もかかわ

らず, 社会的公正が確保 され ることであ る18). 取 引総

数最小化の理論 には, (1)取 引先探索 ・選択 の費用の

問題, (2)配 送費 用の問題 が包含 され ているが, これ

らの コス トが十分 に小 さく, 同一段 階に位置 す る流通

主体が同一の条件 でない場 合, 取 引総 数が増 加 して も

効率的 とな りうるのである. 従 って, 上記の条件 が整

備 され ると, 配送 費用に格差 が生 じない範 囲で, 同一

の市場 として機能 するのである.

第二に, 卸売市場制 度の行政 責任 主義か ら業者 責任

主義へ の移 行の問題 であ る19). 卸売市場 制度は, 「中

央卸売市場 法」制 定以降, 生鮮食料 品の流通 は, 一貫

して行政の管理 ・監督 がな され て きた, すなわち, 仲

卸業者に対 して市場施設 内における営業権 を承認 され

たが, 行政に よる管理 を容易にす るために取 引規制が ,

加え られ, 「法に よって限定 された流 通経路」 が形 成

されて きたのである. ところが, 契約観念が浸透 し,

信用が重視 され る今 日の社会状況では, 業者責任に よ

る自由な取引に よって効率性, 利便性が重視で きる状

況にあ り, 「市場法 に よる流通経路 の限定」 の意義 が

認め られな くな ってい る. さらに, 取引規制を加え る

ことに よって形成 された仲卸制度 自体について も抜本

的な再検討が必要 とな ってい るのであ る.

5. む すび

本論文の 目的は, 青果物流通をめ ぐる情勢変化を踏

まえて, それに対応 し うる卸売市場制度 の改善策を仲

卸業者の取引規制条項に限定 して提示す ることであ っ

た. すなわち, 近年におけ る小売段階の構造変化, 特

(9)
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に量販店の仕入れエイ ジェン ト化 した仲卸業 者の一定

数量確保お よび仕入価格 の安定 化要 求に寄与 で きる改

善策を提示す ることであ った. そのため, 流通経路 を

規定 してい る 「卸売市場 法」第37条, 44条 について,

(1)こ れ らの条項 の成立 の経緯 と果 た して きた役割

を明 らかにする こと, (2)現 在 これ らの条項 が持つ 問

題点を摘出 し, 改善策 を提示す る ことを課題 として検

討 した.

2. 卸売業者 の第三者販売 の禁止 お よび仲卸業者 の

市場外仕入れの禁止 の 目的 とそ の影響 において, 先 の

二つの条項 は, (i)卸売市場を経 由す る流通経路 を単純

化す ることに よって, 開設者が卸売市場 内部 の取引 を

管理 ・監督 しやす い状況 を作 り上げ, 出荷者 に安全 な

販路を提供 できた こ と, (ii)卸売業者 と仲卸売者 ・売買

参加者の機能分担 を明らか に し, 互 いに機能 を侵害 し

あわない ことに よって, 卸売市場 の健全 な運営を維持

できた こと, ただ し(iii)中央卸売市場設立 の 目的 の一つ

であ った価格 の安定化 にはあ ま り効果的 では なか った

ことを示 した.

3. 仲卸業者 の販売環境 の変化 とそ の影響 にお いて,

近年の小売段階 の構造に大 きな変化があ るが, 仲卸業

者は, (i)今日においても最 も小売業者 の重要 な仕入先

として位置 づけ られ ていること, (ii)硬直的 な需要を持

つ量販店へ の対応 のために, 一定数量確保が重要視 し

てい ること, (iii)従来 よ りも早期 に販売契約が締結 され

る傾 向があることを示 した. そ こで, 仲卸業者が買出

人 と結ぶ販売契約 のタイ プ毎の特徴を検討す ることに

よって, 従来 の一般小売店への対応 と比較 して, 量販

店 との取引 の場合 には仲卸業者が 自由に設定で きるパ

ラメータが大 き く限定 され, それだけ取引 リス クが高

まること, また仲卸業者 では担い きれ ないほ どの リス

ク負担 が増大 して いることを示 した. この リスク負担

を回避す るために, 仲卸業者は, (i)卸売市場 の供給圏

を越 えた商圏を持つ必要性が生 じてい ること, (ii)市場

外仕 入れ の必要性が増大 してい ること. お よび(iii)市場

価格の 日次的 な不安定性に よる仲卸業者の リスク負担

の問題 が顕在化 してい ることを示 した.

4. 仲卸業者 の取引規制の緩和 とその効果では, 顕

在化する問題へ の対応策 と して, これ まで限定 されて

きた流通経路に一定の幅を持たせ ることに よって問題

を改善できることを示 した. す なわ ち, 仲卸業者に対

して, 産地か らの直接仕入れは規制す るが, 当該市場

以外 の卸売市場か らの仕入れの許可す ること, 換言す

る と, 卸売業者に対 して, 当該市場以外の仲卸業者お

よび売買参加者へ の販売の許可であ る. この場合, 卸

売業者 と仲卸業者 は互 いに担 う流通機能 を阻害す るこ

とが な く, 実需者へ の対応が改善 できるのである. 改

善 の効果 と して, (i)各卸売市場へ の 日々の上場量の不

安定性 によって生 じている数量確保 の困難性を, 仲卸

業者 の行動 によってよ り一層克服す ることが可能であ

ること, (ii)各卸売市場の成立価格の 日次的な不安定性

が仲卸段階 の行動に よって一層安定化 出来 ることがあ

げ られ る. ただ し, これを支え る前提条件は, 異な る

卸売市場に属す る卸売業者 と仲卸業者 の取引に要す る

費用が, 同一市場に属す る業者間に よる取引 と同水準

であ ることであ る. これには現存す る例 と して, オ ラ

ンダの卸売市場で採用 されてい る複数市場連結同時セ

リが示唆的であ り, 日本において も同取引方式の導入

に よって, 仲卸業者の数量確保の改善, 卸売市場価格

安定化への寄与が期待で きることを示 した.

現段階 の社会状況 お よび流通事情 か ら見 る と, 「市

場法に よる流通経路の限定」の意義が不明確 とな って

お り, 大 き く取引規制が加え られて形成 された仲卸制

度 自体の再検討が必要 とな ってい る. すなわち, 仲卸

業者の行政主導制か ら業者責任制への移行が必要 とな

ってい るのであ る.

本稿では卸売市場法第36条 お よび第44条 を緩和 す る

ことに よって, 卸売市場の公共的 目的を阻害せずに,

仲卸業者の 自らの調整 に よって, 集荷量の不安定性や

仕入価格の不安定性を克服で きること, 仲卸業者 の体

質改善に繋が り, 結果 として卸売市場 の提供 するサー

ビスの質を向上 させる ことが期待 で きる ことを明 らか

に した.

注1) バックリン著田村正紀訳 『流通経路構造論』千倉書房

(1977)P8参 照.

2) 仲卸業者は仕入れ物品の販売先については, 法的制限

を受けない. 仕入れについては制限されているが, そ

の点を規定 した卸売市場法第44条には以下の但 し書き

条項が付け加えられている. 「ただ し, 第2号 に掲げ

る行為については, 仲卸業者がその許可に係わる取扱

品目の部類に属する生鮮食料品等を当該中央卸売市場

の卸売業者から買入ることが困難な場合であって, 農

林水産省令で定める基準に従い業務規定で定めるとこ

ろにより, 開設者が当該中央卸売市場における取引の

秩序を乱すおそれがないと認めたときは, この限 りで

ない.

(1)その許可に係わる取扱品目の部類に属する生鮮食料

品等について販売の依託の引受けをすること.

(2)その許可に係わる取扱品目の部類に属する生鮮食料

品等を当該中央卸売市場の卸売業者以外の者から買

い入れて販売すること」(卸売市場法第44条第1号,

(10)
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2号)

3) 昭和46年 の中央卸売市場法 の改正に よる仲卸業者の法

的地位の確立 については, 例 えば, 開設50周 年記念誌

編纂委 員会 『神戸市 中央卸売市場本場開設50周 年記念

誌』(1984)p126参 照. 本稿 では, 「卸売 市場法」制

定以降を仲卸業者, それ以前 を仲買人, 双方を指す場

合には仲卸業者(仲 買人)と 表記 した.

4) 中村勝 著 『市場 が語 る日本 の近代』そ しえて(1980)

p196, 同著 『近代市場制度成立史論』多賀 出版(1981)

P200参 照.

5) 勝賀 瀬質著 『青果物流 通の実態 』農産漁 村文化協 会

(1965)p84.

6) 山本 博信 著 『新 ・生鮮 食料 品 の流 通』 大 成 出版 社

(1986)P73, 中村勝著 『近代市場制度成立 史論 』多

賀出版(1981)参 照.

7) 宮本又 次, 作道洋太郎編 『中央卸売市場』創元社(1964)

P17参 照. なお, 一都市一市場方針については, 現行

卸売市場法 においても, 第12条 に定め られてい る. 「農

林水産大 臣は, 中央卸売市場整備計画の適正かつ円滑

な実施 を図るため必要があ ると認め るときは, あ らか

じめ卸売市場審議会の意見を きいて, 中央卸売市場整

備計画 で定め られた中央卸売市場を開設す ることが必

要 と認め られ る都市の区域の全部又は一部を管轄 する

地方公共団体又は当該都市の周辺の地域を管轄す る地

方公共 団体に対 し, 中央卸売市場法の開設を促進 し,
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