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はじめに

青果物卸売市場のセ リ取引制度は,大正12年の

中央卸売市場法で導入1)さ れて以来今日まで,わ

が国卸売市場における取引方法の根幹をなしてき

た。市場の制度・運営等については,そ の後の数

々の施策・政令による改善が行なわれたものの,

セ リ取引方式の基本は1971年 の卸売市場法へと受

け継がれてきた。セ リ取引中心の商的流通を基本

的機能とする卸売市場は,71年 の法改正後国, 自

治体の補助金増加,積極的な推進姿勢もあって ,

その整備・建設は急速に進んだ。特に中央卸売市

場の整備・設置は70年に28都市,59市場(青果・水

産合計)だ ったが,83年 7月 現在では全体で55都

市,90市場,青果物中央卸売市場は54都市,73市

場となっている。品種,品 目,品質,形状等に規

格性の乏しい青果物の効率的で迅速な大量流通機

構として,個別生産物ごとの現物点検と公開の比

較評価を基本とするセ リ取引は,卸売市場制度に

定着 してきた。

大量流通体制の確立を最重点課題とする卸売市

場制度の整備,産地の大型化,出荷体制の整備,

規格統一の進展さらに仲卸・小売業の構造変化と

格差拡大等によって,市場取引は従来の多規格・

小ロット流通から規格化 。大ロット,銘柄定着化

の下での大量流通へと展開してきた。経済の高度

成長,そ の後の安定成長化とともに進展したこれ

ら取引主体,取引対象における様々の変化は,流

通・市場取引の基点となる取引方法=セ リ取引に

も重大な影響を与えつつある。

セ リ取引の基本的な性質は,一般に公開性と競

争性に求められる。しかしこれらの性質は,現実
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の卸売市場の不完全競争的な市場構造の下で,そ

の役割が歪められる傾向にある。競争 性 の 原 則

は,一部有力な取引者同志の慣れ合いや相互依存

関係の強化によって崩される。また公開性の条件

もセ リ取引の前提であるが,取引主体の不均一化

による市場分化は,部分的な市場支配力の形成を

通 して市場の寡占化,独 占的要素を強め,そ の機

能 し得る範囲を狡められる。

現行卸売市場の諸欠陥は,セ リ取引原 則 の否

定,不完全競争構造にその原因を求めるのが一般

的である。小論では卸売市場の諸問題,特に価格

形成に関する諸問題を,そ の中心的な役割をはた

すセ リ取引の基本的な性質との関係において検討

する。その際セ リ取引の 2つ の前提一公開性と競

争性―から派生的に導かれる機能についても考察

する。それら諸前提,諸機能が,セ リ取引の経済

的結果としての卸売市場の諸問題に対 していかな

る責任があり,ま た新たな流通市場の動向にどの

ような対応が可能であり,変容を追られているか

を,主として競争条件との関連で検討したい。

1.セ リ取引に関する批判とその整理

青果物卸売市場の諸機能のうち商的流通機能 ,

特に価格形成機能についてはセ リ取引方式が特殊

な価値実現形態であることから,そ の補完的な法

規制とともに様々の疑間点,欠陥が指摘されてき

た。ここでは主として個別の具体的市場における

セ リ取引について指摘されてきた問題点を,斉藤

一夫氏の市場の要素について整理し,そ の要点を

明確にすることに努める。

斉藤一夫
2)氏 は,福田敬太郎

3)氏の市場構成要

素に 2要素を加えて 5要素を市場取引の基本要素
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としておられる。これらは「売手,買手,取引対

象としての商品,取引の行われる場としての時間

と空間, その他の技術的・制度的取引手段」
4)の

5つである。 売手には生産者と荷受会社 (し たが

ってセリ人も)が含まれる。買手は市場内の仲卸業

者と売買参加者にその他の小売業者である。取引

対象は青果物であるが,物 自体と生産サービス,

卸売会社サービスなどを分離すべきことが鈴木忠

和氏
5)に よって提唱されている。各氏の価格モデ

ルの取扱いにおいて荷受会社サービスの対価とし

て手数料が分離されている。技術的・制度的な取

引手段は,本来経済学的には均衡価格の決定のた

めに考案された予備的模索行動等を意味するが ,

ここではセ リ取引の形式,運営等に関する法規制

も含む。時間は厳密な価格理論における静学・動

学の時間概念と,実際のセ リ取引におけるマーシ

ャル的な超短期 (日 別),短期の時間概念が含まれ

る。空間は卸売市場に関する具体的・抽象的概念

を指すが,主として現実のセ リ取引の場としての

前者を意味する。これら5要素についての諸批判

のなかからセ リ取引・価格に関する問題を整理・

要約する。

売手の問題は, 生産者・荷受会社 (セ リ人)の
経営構造や市場行動の変化がセ リ取引に与える影

響として提起されている。生産者は集荷・出荷組

織の確立とともに,品種選択,生産規制,技術的

統一,規格化,出荷調整等を通じて販売力を強化

し,市場出荷に際しては地域的・時期的な市場選

択と荷受会社の選別は厳しくなり,価格形成特に

セ リ取引の運営や水準について発言力を強め,間

接的ながらも価格に対 して能動的に行動する傾向

を強めている。この傾向は価格形成力の強い市場

・荷受会社よりも相対的に弱い市場に対 して強い

とされる。一方荷受会社間の構造的な格差拡大・

不均一化の進展は,大手荷受会社の価格による全

国卸売価格の主導的・指標的な役割を 指 摘 され

る。このような有力産地,主導的卸売会社の大量

流通体制の確立過程における拾頭は,青果物市場

特に個別の具体的市場におけるセ リ取引の場にお

いて,取引者多数,価格所与の原則に立つ完全競

争的な構造を崩す要因とされる。

セ リ人については情報の完全性の条件である市

場全体の需給関係に関する認識 。判断能力,生産

物の質的価値の評価能力やセ リ誘導能力6)に
関す

る不信が指摘される。これらは商品価値を正確に

把握し実現する市場機能の根幹に関する問題とし

て重視される。そうした評価・判断という基本的

機能が大部分主観的 。経験的な直感に依存し,十
分な客観的データや裏付けを欠7)く ところにも,

不明朗さと情実の混入によるセ リ取引の歪曲と価

格の不公正を指摘される原因となる。完全競争の

条件である情報の完全性を欠 くことに基因する間

題である。

買手についてもセリ人と同様,情報の完全性の

不備や取引者多数原則の欠如が指摘される。仲卸

業者,売買参加者の需給関係の把握・判断力や商

品の選別・価値評価能力の不足が,卸売市場の需

給調整能力の欠如,公正で安定的なセ リ価格の形

成を阻害する一因とされる。買手における情報の

不完全性によって生ずる問題である。買手業者間

の経営構造の著 しい格差は,多数性・価格所与の

条件を損ね,セ リ取引の公平性,公正8)さ
を奪う

要因とされる。特に大手仲卸業者の全国的・広域

的な分荷能力,販売網を背景とする強力な販売力

は,セ リ取引における中小仲卸・買参人に対する

支配力の強化・発揮の要因となる。セ リ価格は,

大手仲卸に主導・誘導
9)さ

れ,一括セ リ落 され

て,他の中小の買手はそのセリ価格を追認しその

価格で荷を小口分割してもらうケースがあり,そ

の競争性と公正さに疑間がもたれている。大国需

要者としての大規模小売業者の拾頭は,先取り,

直接取引,残品処理などに従来の流通秩序と異な

る形態を与えている。有力大手小売業の先取りに

対 しては,そ れが区域内配送であっても仲卸業者

は対応せざるをえない状況にあり,荷受会社も黙

認的な姿勢をとっているとされる。また大手小売

業者と産地間の直接取引の仲介役を,荷受会社が

果すケースもある10)。 これらはセ リ取引に上場さ

れる入荷量の変動をもたらし,需給関係を歪め,

完全競争の多数性・価格所与の条件を崩し,セ リ
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価格の需給均衡価格,公正な価格の形成を不可能  の誘導技術,雰囲気造りや競争的な集団・集中取

にし,セ リ取引を形骸化させるものと指 摘 され  引による買手間の興奮・沈滞が,個人の冷静な価

る。                      値評価や正確な判断を失わせ,公正な価格形成の

卸売市場の制度的な取引手段としては荷受会社  障害となる15)も のとされる。これはセ リ人・買手

の市場内での買受行為の禁止,区域内第 3者販売  間の人間的な結びつきによる情実の作用,買手間

禁止や仲卸業者の集荷行為の原則的禁止など様  々 の有利な価格でのセ リ落しのための駆引などとと

の法的規制があるが,セ リ取引とその価格形成に  もに取引当事間の一方的な反応あるいは相互反応

より直接的な影響を与えるものとして周知の荷受  的な行動であり,市場が独立の取引者の多数を原

会社の委託集荷,受託拒否禁止,差別禁止,全量  則とする完全競争条件の下にないことを示してお

上場,即 日販売,定率手数料制などの諸原則・制  り,価格の公正さを保証しないとする批判が多い。

度がある。これら諸規制は,荷受会社の差益商的   セ リ人が比較的強い関係のある産地に満足させ

な性格を否定 し,集荷・販売両調整能力を奪い,  る価格を出したい場合や残品処理をめぐって,無
会社収益のセ リ取引による直接的なコントロール  理のきく仲卸・買参人にその水準でのセ リ落 しを

を不可能にし,価格メカニズムに基づく責任ある  求め借りを作ることがある。その借りは他の機会

需給調整,セ リ価格の水準維持と安定化機能を無  にその買手に穴埋めし借り・貸 し関係を清算する

力とするとされる。これら能力の欠如は,青果物  といわれる。これも有力な買手とセ リ人・荷受会

の腐敗性,貯蔵性の無さによる無在庫流通11)や
前  社との特定の関係が価格の公正さを失わせるケー

記セ リ人・買手の需給判断力の不十分さにもよる  スである。

が,上記法的諸規制が利潤追求に基づく完全競争   セ リ順位による価格差の発生や高価格の成立 し

の原理を否定 し価格メカニズムの貫徹を阻害する  易いセ リ順位があることも,一般的に認められて

結果,そ の主因を形成すると一般に指摘されるo  いる。これもセ リ人・荷受会社による特定産地優

セ リ取引は前記の通り公開,集団・集中,買手  遇を証明するセ リ技術の問題の 1つであり,そ の

間の競合を,基本的な形とする。セ リ取引の技術  未熟さ,不公平さを示し,公正な価格形成機能に

的要因によって生ずる卸売市場の問題は,集中・  対する不信を抱かせる一因となる。同一品質品の

集団性,買手の競合性の主として関与するものも  ロット別の価格格差もこれと同様の要因と疑間を

多い。それらには大ロット・大量流通品の効率的  指摘される。

取引の困難,売手・買手間の情実の作用,貸 し・  以上卸売市場の構成要素に関する問題点は,個

借 り
12)関

係,雰囲気相場の形成,駆引き13),銘
柄  別の具体的市場の不完全競争的な構造に由来する

。ロット別の価格格差14)の
不明確さなどが指摘さ  ものが多い。全国的,集計的な抽象的市場の水準

れる。本来セ リ取引は,規格化の低い小ロツト・  では,具体的市場の不完全競争要因は埋没し,完
多数品目の生産物と零細小規模の多数の買手・需  全競争的なあるいは原子論的な構造の色彩を濃く

要者とを集中的に接合する小ロット・大量流通に  する。しかし個別市場では,売手・買手間の特殊

おいて効率的とされる。規格化の進展 した大ロッ  な結合,そ の構造的な不均一による市場分化,取
卜・大量流通では,全量上場 。現物点検,集団的  引対象の異質化による商品分化,セ リ取引の制度

なセ リ取引は,大量の大ロット品を大手仲卸の一  的,技術的欠陥による財移動の不完全性・制限,

括セ リ落し後に買手の需要規模に合わせて小口分  セ リ人・買手の情報完全性の欠如などによって完

荷するため,大規模流通に求められる迅速性,効率  全競争的条件を欠 くことはすでに指摘した通りで

性が十分に達成できないという批判と価格の公正  ある。ここでは,上記の市場諸要素の不完全競争

さ,セ リ取引の形骸化に対する疑念がもたれる。  的要因によって生ずる卸売市場の機能的な問題点

セ リ取引における雰囲気相場の形成は,セ リ人  を要約する。セリ取引における取引主体の評価能
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力・需給判断力の不足は,正確・適正な商品価値

の実現に十分な機能を果 しえないという意味で適

正な価格形成力の欠如として表われる。取引主体

の構造的不均一性,セ リ取引における相互依存的

関係,競争の不完全性などその形成や運営の不備

から生ずる問題は,均衡条件の実現による公正な

競争の維持を困難とする点で公正な価格の形成力

を欠 く。市場に関する法的規制や取引者の判断力

の不足は,財・情報の不完全性をもらし,卸売市

場の需給調整力の欠如や価格不安定化の要因とさ

れる。現物搬入,全量上場などの法規制とセ リ取

引の技術的な問題は,青果物市場流通の効率性を

損う要因として指摘される。

2.セ リ取引の基本的性質

現行卸売市場における商的,物的な流通機能上

の諸欠陥は,そ の中心的な機能としての価格形成

とりわけセ リ取引に問題があるとされる。その多

くは,卸売市場の完全競争条件の欠如,不完全競

争的な構造がその原点とされた。完全競争の下に

おいては,競争原理が有効に働き,経済合理性 ,

効率性が十分に追求され,価格メカニズムの調整

機能が発揮される結果,資源の公正で最適な配分

が保証されるとする。以下完全競争構造を基軸に

した卸売市場の価格分析と,不完全競争形態を配

慮したこれまでの分析を検討しながら,セ リ取引

のもつ基本的性質,機能について明かにしたい。

青果物の卸売市場についての価格理論的な研究

は,斉藤,鈴木,藤谷,今井,森,岸根の各氏に

よってなされてきた。このうち斉藤氏
16)の

研究は

市場一般の考察で終っている。しかし完全競争 ,

不完全競争の諸条件や,完全競争条件の現実市場

への適用方法としての時間,空間などの取扱いや

価格所与性の条件緩和などでは極めて 示 唆 に 富

む。鈴木氏の論文")は農産物市場における競争形

態をみたものであるが,卸売会社と生産者や卸売

会社間の集荷競争等に主たる関心があり,当面の

課題であるセ リ取引には直接関係するものではな

い。しかしセ リ取引の対象は,単に生産物自体の

他に付加された生産者のサービス,卸売会社の販

売手数料やサービスに分離考察すべく主張され,

セ リ取引モデルの作成に有益である。森氏は流通

の機能は,集中,分散=物的流通と価格安定,需

給調整機能を果すことを目指すものとしておられ

るが,卸売市場のセリ取引の基本的な機能なり,

性質については明確に示 しておられない。

藤谷教授18)は ,卸売市場の価格形成モデルを,

不完全競争的な市場構造を前提として組み立てら

れた。そのモデルは静学的な均衡理論を基礎に荷

受会社による価格形成行動を分析する も の で あ

る。卸売市場のセ リ価格の形成を,卸売会社の利

潤極大化行動との関係で把握する主体均衡分析的

な色彩が強い。しかし供給曲線が価格上昇に従っ

て右上がりの傾斜をもつモデルであり,供給量の

確定している日別セ リ価格の決定モデルではない

く,短期のモデルである。

今井教授19)は ,日 別セ リ価格の決定モデルを提

示 し,不完全競争を前提に限界費用,収入曲線を

用いて荷受会社の受託拒否行動の理論的説明を展

開しておられる。このモデルは,時間的経過を認

める需給調整モデルではなく,確定供給量と固定

的な (弾力的ではあるが)需要曲線間の価格決定モ

デルである。 しかし供給曲線が,そ の図では右上

がりとなり,日 別セ リ取引における供給行動とし

ては不可能な形となっている。この点線の供給曲

線は,荷受会社が,集荷費用をかけることによっ

て,供給曲線を動かす場合のモデルであるが,そ

うした供給調整的な集荷行動は日別セ リ価格には

導入出来ない。最終的には集荷調整は困難で,供

給曲線は垂直な直線とされる。

岸根教授の卸売市場 (セ リ取引)批判は, 日別

セ リ取引のモデルを中心に展開されている。現行

卸売市場の基本的欠陥を無原価・無在庫取引と特

殊で不完全競争的なセ リ取引にあるとして,セ リ

取引の不公正 (恣意性),価格の乱高下傾向,循環

変動性を指摘 し,そ のモデル20)を
図示された。岸

根教授の指摘される卸売市場の不完全競争的な性

格は,青果物の生産者が不特定多数であること,

その需要者も全国に散在する不特定多数から成り

立つが,市場にあっては限られた「特定の少数の
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卸売人と特定の少数の仲買人のみによって代表さ  価格は供給過剰状態 Slの時は Pl,過少供給 S2

れるきわめて狭小な不完全競争 市 場」
21)の

説明か  では P2と なり,一般財均衡価格よりもはるかに

らも明らかな通り取引参加者の少数性に求められ  乱高下が激しいと説明される。

る。セ リ取引を一言で表現すれば多数の需給者を   これらのモデルとその考え方を中心にセ リ取引

限られた少数の卸売人と仲卸・買参人で代表する  の基本的な性質について考察する。前記の通り藤

代議制価格形成
22)と して規定される。その点一般  谷氏のモデルは,青果物の典型的な卸売市場に関

消費財市場取引においては「需給曲線はともに価  する不完全競争的市場構造を前提する分 析 で あ

格の変化に対 して連続的に増減する “価格の連続  る。セ リ取引における生産者の競争性は抽象的市

関数''」
23)で あり,それ故に「どのような価格に対  場では顕著であるが,今井,岸根両教授は個別の

しても供給しうる生産者と需要 しうる消費者が必  具体的な卸売市場における競争制限的な日別セ リ

らずあるという広大かつ完全な自由競争 市 場」
24) 

価格行動を分析された。どちらのモデルも生産者

が成立するとされる。これに対 して食料品市場で  と荷受会社,卸売会社と仲卸,買参業者の構造の

は, 先にみた通り「“価格に対 して非連続"と な  その相互依存的な取引関係を,市場分化を促す不

り,ためにそのときの価格形成は正 しく “限界対  完全競争的要因とされると共にセ リ価 格 の不 公

偶の法則の支配"を受け」
25)る ことになる。そこ  正,非適正,変動性の要因とされる。岸根教授は

では「究極的に 2組の卸売人と2組の仲買人の限  一般商品の場合,完全な競争的市場を形成すると

界対偶の駆引き (力 関係)に よって まったく恣意  されるが,それらの市場も具体的市場はすべて個

的に決まる価格形成となり,それは一般消費財の  別的,狭小な,非連続な市場で不完全 市 場 で あ

価格形成とは完全に異なる」
26)と いう こ とに な  る。むしろ青果物の卸売市場の価格形成は,セ リ

る。こうした代議制的な価格形成が現行卸売市場  取引において公開性を維持 し,一般商品のケース

の特徴である無原価・無在庫供給の下で行われれ  に比べ競争的である。たしかに生産物は同一等級

ば,第 1図にみる通り,価格に対して完全に非弾  でも品質は多様化 し,取引主体,取引方法も不完

力的な総供 給 曲線 (固定的総供給曲線,無原価無・  全で,市場分化を生じ部分的に寡占構造にあるこ

在庫供給曲線)27)Sと 需要曲線Dの交点で決まる。  とは否定できない。しかしそれは一般商品におけ

一般財の均衡価格を POと すれば, 青果物のセ リ  る寡占メーカーの支配する閉鎖的,個別的な市場

第 1図 流通経路に比べ,は るかに競争的,過当競争的構

造にある。セ リ取引におけるこの競争性と公開性

はその基本的特徴として指摘されているが,公開

性はさらにセ リ取引への取引者の参加の公開性と

セ リ取引の公開性となる。参加の公開性はセ リ取

引における買い手の競争性を保証 し強化する。こ

のセ リ参加の公開性とセリ取引の公開性は,青果

物の商品価値の評価において他の競争的買い手と

の間で現物点検を基本とする比較評価を可能とす

る。そこでは相対取引における商品価値の個別評

価を排除する。セ リ参加の公開性は,セ リ取引に

おける商品価値評価の社会的,一般的比較を可能

とする。評価行為は味覚,形状,銘柄,色状など

主観的基準によって偏向し,独断に陥入り易いと

すれば,セ リ取引の比較選別・評価機能はその偏

数量   Xl=S:
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(注)1)X:総 生産量,S:固 定的総供給量

出所 :岸根卓郎『食料計画と社会システムの設計」 (東洋経済新報社 ,

昭和53年 )P.53.
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向を是正する一助となろう。社会的品揃え機能を

もち,完全な競争的構造をもつ市場 。流通経路に

おいてその評価機能は一層発揮される。

セ リ取引の公開性,取引における買手の集団的

な参加は,多品目・小ロットの青果物の取引数を

著 しく減少・削減させる。この取引数単純化の機

能は具体的市場における品種多数,規格不統一な

零細・小規模取引において最高度に発揮される。

取引数の単純化は,そ のメリットが生産物と買い

手の移動費用より大きければ流通費用の節約とし

て結果する。

セリ取引の基本的性質についてそれを直接に対

象とした研究は少い。ここでは諸研究者の青果物

の価格形成に関する研究から,セ リ取引の競争性

と公開性を基本的特質とした。その公開性から多

品目,多品質商品の価値の比較選別・評価機能 ,

多数・小ロット生産物の取引数の単純化機能をセ

リ取引の基本的機能として挙げたい。

3.セ リ取引の性質と諸問題の検討

セ リ取引の基本的な性質として,完全競争的な

性質,取引の公開性,取引の単純化,商品価値の比

較評価の可能性を挙げた。これに対してセ リ取引

の経済的な結果あるいは欠陥は,完全競争条件の

欠如を基本的な視点として,前記の通り様々の観

点から指摘された。それらは先に需給調整能力の

欠如,価格不安定性,適正価格水準の実現能力へ

の不信,公正な価格形成力の欠如,流通効率性の

欠如として要約 した。ここではセ リ取引によって

生ずるこれら諸問題をセ リの基本的性質とつき合

わせながら,こ れら諸欠陥がセ リ取引の特質に由

来する必然的な結果であるのか,あ るいは誤解や

偏見に基づ く批判によるものかを検討する。

セ リ取引によっては適正な価格の実現が不可能

であり,生産者の卸売市場への不信を招 く一因に

もなっているとされる。しかし現行セ リ取引の商

品価値の比較評価機能とそのシステムは,不十分

ながらもその役割を果 していると考える。確かに

相対取引のような個別の非競争的な取引において

は取引者の冷静・適確な評価能力が周囲の雰囲気

に左右されることなく比較的十分に発揮され易い

とされる。特にセリ取引の買い付け集荷や指し値

委託の増加は,それらの価格水準クリアーのため

にセリ人による相場の盛 り上げとそれによる雰囲

気相場の形成を生じ易 くなる。逆に過剰下におい

ては他人の気配を見て必要以上に価格を下げると

いう批判は否定 し得ない面をもつであろう。しか

し青果物の多品目・小ロット生産物の価値評価・

価値実現における個別評価の偏向・不十分さを,

集団的競争の社会化平均化への比較作用で是正す

るセリ取引方式のもつ意義は,適正価格実現の面

でも小さくなく,人間の個別能力の限界を多少と

もカバーする機能をもつものと考えられる。

公正な価格形成を歪める要因としては,少数取

引者間における主観的・恣意的な取引,先取り転

送・配送,荷受会社による直接取引仲介が挙られ ,

均衡需給関係の破壊,一物一価不成立等の結果を

もたらすとされる。これら諸々の現象は完全競争

の条件としての取引主体,取引対象,取引方法な

どにおける不完全競争的な要因の増大 。強化と共

に強まり公正なセ リ取引に影響を与える。取引主

体の不完全性は,そ の少数性や規模格差の拡大な

どによって強まる。取引主体が少数であることは

セ リ取引においてセ リ人や仲卸,買参人の主観や

恣意性が,セ リ価格形成に直接的な作用を与え,

客観的な価値基準による価値実現が難 しくなる。

セ リ人と仲卸業者,買参人との間の貸 し,借 り,

清算などの慣れ合い取引は,少数取引者間におけ

るセ リ取引の基本的性質における競争性の欠如を

もたらし,岸根教授の指摘される限界対偶による

力関係や情実による駆引きに支配されることとな

る。完全競争における取引者個々の間の独立性が

失われ,そ の相互依存性による価格への能動的な

働きかけが強くなり,セ リ価格の客観的な公正さ

が疑われるのは仕方のないところであろう。

荷受会社,仲卸・買参人や小売業者の規模格差

拡大も完全競争による公正さを失う要 因 と され

る。大手荷受会社,仲卸業者,小売業 者 の存 在

は,そ の市場支配力の行使を通してセ リ価格を積

極的に主導・誘導することによって,セ リ取引本
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来の競争性を弱め完全競争における価格所与の原  価格に対して非連続であり限界対偶の法則の支配

則を崩す条件の 1つ となる。また大手仲卸業者に  をまぬがれない。そこでは市場支配力の強い業者

よる域外への先取り転送,域内有力小売業者への  による商品ほど,そ の取引は個別化された流通経

先取 り配送,荷受会社による産地・大手小売業者  路内で閉鎖的に非競争的に行われ,売手・買手間

間の直接取引仲介,仲卸業者による輸入業者から  での強い駆引きが展開される。両者の力関係が取

の直荷引などセ リ取引の場に上場されることなく  引の内容・方向・水準を決定し,セ リ取引におけ

市場外に搬出されあるいは市場内に搬入される青  るほど主観的評価の偏 り,恣意性を矯正する機会

果物量は公式統計よりははるかに多いとされる。  は乏 しく,市場支配力の強い者による価格主導性

公正な価格を,完全競争条件の下で全供給量と総  の発揮,誘導の機会は多い。セ リ取引の前提条件

需要量との一致点で決定されることを原則とすれ  としての青果物卸売市場の構造は,市場・商品が

ば,全供給量のなかからの先取 り,直荷引による  分化 し,不完全で,生産者 。中間業者の構造は部

上場数量の減少は,市場の均衡的な需給関係を崩  分的寡占の状態の下にあるといえるが,セ リ取引

しセ リ価格の公正な実現を不可能とする要因とな  の基本的特質としての公開性,競争性は,そ うし

る。公正な価格の概念を取引者多数,価格所与の  た状況下で形成されるセ リ価格を,一般商品のそ

条件下での取引者相互の独立性を前提としての,  れと比べれば,相対的に競争構造を維持 しながら

供給量の人為的な操作のなし得ない市場で成立す  公正な価格を実現 し易いシステムと結論づけるこ

る均衡価格とすれば,先取 りなどによる供給量の  とができよう。

削減はセ リ取引による公正な価格の成立を妨げる   セ リ取引が青果物流通の効率性を阻害する要因

ことになる。生産物自体の分化,情報の不完全性  として,現物市場搬入,現物点検,大 ロット・大

などによる取引対象の不完全性や,取引者の格差  量取引の困難が挙げられる。現物の全量市場搬入

拡大と市場支配力の差によって,生産物の質的差  と現物点検は,青果物の規格不 統 一, 品種, 品

違とセ リ取引で実現される価値との間の関係の妥  日,品質の多様性・複雑さに対応 した もの で あ

当性・公正さに疑間がもたれている。これら取引  る。これらは現行卸売市場の特殊性を形成するも

主体,取引対象,取引方法における不 完 全 要 因  のではあってもセ リ取引の基本的な条 件 で は な

は,セ リ取引の形骸を進行させ,公正な価格の現  ぃが,質的にも量的にも多様な需要構造をもつ買

実を不可能にする原因とされる。         ぃ手に対 して規格不統一で質的・量的に複雑・多

しかしこの疑間や不信感は以上のように均衡条  様な構成の零細・小日荷の生産物の大量取引にお

件の充足をもって公正な価格が実現される完全競  いてセ リ取引の公開 。競争性を原則とする集中的

争の条件とセ リ取引を対照する時に極立ってみえ  な取引形態は,そ の基本的機能としての商品価値

るが,他の取引方法との比較ではその優位性も認  の比較選別・評価機能や取引数最小化機能が最も

め得る。セ リ取引は具体的市場では取引者少数で  発揮され易い。零細 。多様な需給構造の下でセ リ

競争性に乏しく,セ リ人や仲卸・買参人の主観的  取引はその流通機能を十分に発揮する。略言すれ

評価・取引が横行しその価格は恣意的 と され る  ばセ リ取引において流通効率性が最も発揮される

が,一般商品の通常の相対・契約取引ではその傾  のは小ロット・大量取引においてである。換言す

向は青果物市場よりもはるかに強いと考 え られ  ればセ リ取引の流通効率性の低さの要因として大

る。一般商品市場では青果物よりも市場 。商品の  ロット.大量取引の困難を挙げることができる。

分化が進んでおり,供給・需要の寡占・部分寡占   生産・流通段階の構造的変化,特に流通規模の

は通常の形態である。その中間卸売段階の市場に  大型化・寡占化は,荷口単位の大型化をともない

おける相対・契約取引は,青果物取引よりもさら  小ロット・大量取引のメリットを消滅させる。大

に個別化し,少数の取引者間で行われ,需給量は  産地 。大規模流通業者の取引は,大 ロット・大量
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流通のスケール・メリットを追求する。規格統一

の進んだ大口 。大量取引はセリ取引の比較選別・

評価機能や取引数減少の機能を低下させる。市場

搬入 。現物点検は重要性を失い,セ リ取引形態も

その地位を低下させる。

中小零細な産地・生産物と買い手にとってセ リ

取引のもつ公開,集中的な取引形態と比較評価・

取引数最小化の機能は,そ の流通効率化に依然と

して重要な役割を果すことになる。

卸売市場におけるセ リ取引の需給調整能力の欠

如,価格不安定の要因は,市場が完全競争状態に

ないためとする見解が多い。ここでは市場均衡化

の条件は充されており,超短期の市場価格の乱高

下,超過需要・供給の発生は,動学的な調整過程

を経て均衡価格・均衡需給に到達することと,青

果物の生理的特質である需給の価格非弾性は前提

とされており,改めて検討することはしない。

消費者が適切な満足をえられると予想する需要

と,生産者が適正な利潤を保証すると予想する供

給量との一致点で決まる予想価格と,実際の需要

量と供給量とで決まる実現価格とが一致する点で

均衡価格・需給が成立すると定義される。均衡価

格・均衡需給関係の成立には,適正な予想価格 ,

予想需給と現実に実現される価格・需給量につい

て完全競争条件のうち情報の完全性と市場要素の

移動の完全性が重要な要因となる。

セ リ取引の需給調整能力の不足,価格不安定・

乱高下は,こ の情報と市場要素の退・出入の不完

全性のために,適正な予想需給量による予想価格

に対して実際需給量による実現価格の間に生じる

過剰・過少,乖離を,日 別・短期の時間経過にお

いて十分に調整 しえないことによる。予想価格・

予想需給量に関する判断や実際需給 。価格に対す

るデータ収集・認識能力は,市場・取引の情報伝

達機能に左右される。

青果物の個別卸売市場特にセ リ取引における情

報伝達機能は,取引の公開性と集団的競争形態を

基盤として財の内容・性質に関する比較選別 。評

価機能,量的な需給判断力について生ずるかもし

れない個別のセ リ人・買手の能力の問題に形式的

な便宜を与えうるものと考えられる。厳密な基準

に照せばその能力には不完全な面もあるが,他の

相対取引など一般的取引形態における分 散 的 競

争,閉鎖的取引,選別・評価・需給判断の個別性

に比べ,セ リ取引の情報伝達力は相対的に優れて

いるとみてよいであろう。

その意味でセ リ取引は,適正な予想価格に市場

価格が一致する均衡関係の成立に有用な情報をセ

リ人・買手に提供するのに都合がよい。日別セリ

取引のような超短期においても,売手・買手間の

情報流通は,他の取引方法よりも迅速で,予想価

格に対する市場価格の高騰・下落傾向と過少供給

・超過需要,超過供給などの需給構造の質的・量

的なアンバランスを素早 く感知することができる

であろう。

情報流通が不完全ながらも比較的迅速に流通す

るのに対 して,市場要素の退出入 。移動の能力は

法規制と青果物の生理的特質によって 制 限 され

る。完全競争市場では取引主体とそれにともなう

取引対象および諸資源が静学的に移動 し,予想需

給量を越える超過需給量も,市場の乱高下,それ

にともなう市場需給量の急激な増減を経験するこ

となく一挙に均衡に到達 しうる。現実市場の需要

固定的,供給非弾力的な日別セ リ取引では,前 日

までの経験による予想価格に基づく市場需給量の

状態にしたがって価格調整的な市場となる。

第 2図では予想価格 Plを想定 して,そ の価格

が生産者にとって正常利潤を保証する満足なもの

であれば予想される供給量 qlを与えるSi Slの 供

給曲線になる。実際入荷量が qlと なれば均衡価

格は Plに需給均衡点 Elに よって決定される。

入荷量が q2で超過供給では供給曲線は S2S2と

なり,セ リ価格は P2に低下する。予 想 価 格 を

Plと した生産者には不満が残 るが,生産者には

日別セ リ取引という超短期の時間経過のなかで供

給量を調整する能力・方法は全く与えられていな

い。生産者の満足する予想的な価格とセ リ価格の

一致をうるための調整法としては,荷受会社と仲

卸業者,買参人に微力で消極的方法であるが残さ

れている。荷受会社は,事前の買取集荷その他の
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第 2図 現行卸売市場の日別セリ価格の決定     以上適正 と想定 された予想供給量に対 して過剰
S〔 S2

供給が生じた場合の市場の過剰処理とセ リ取引の

関係をみたものであるが,いずれの方法も,そ の

日別セ リ取引における需給調整能力は極く限られ

たものである。転送等による過剰処理も部分的・

地域的な過剰,他地域の不足下においてその効力

が発揮され価格維持が可能だが,一般的な過剰に

はほとんど効力をもたない。

逆に過少供給 (q3)の ケースで先取り転送すれ

ば価格は P3と なリセ リ価格は高騰する。

前に記したように現行卸売市場,セ リ取引にお

いては情報伝達は,比較的に迅速,効率的に機能

するのに対して,需給調整能力は完全競争的な市

場要素のように自由な移動は期待しえない。しか

しこの移動の不完全による需給調整力の欠如は,

市場・セ リ取引が構造的に完全競争的な構造をも

たないことに原因があるのではない。むしろ不完

全部分寡占的な構造にあっても,取引主体や対象

の不完全さを償うほどの競争的な構造にあるとい

える。
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手段で入荷量の多少の調整を行うが,入荷した日

別のセ リ段階ではその直接の仲卸業者による転送

か,セ リ過程での貸し・借 り的な関係を利用した

押 しつけ販売か,事後的な残品処理に頼らざるを

得ない。仲卸経由の転送は,予想価格 Plを実現

する供給量 qlを超える過剰量 ql q2を すべて区

域外へ移出できれば,セ リ取引は一応 均 衡 状 態

Elで価格を決める。入荷 した実際の供給量 q2の

帳簿上の価格は Pl,均衡点は El′ となる。 この

転送が仲卸業者の経営戦略上不可欠で硬直的なも

のであれば, 日々の需給を調整する力は弾力性を

欠き,セ リ価格の安定化に寄与 しないであろう。

セ リ取引後の転送は,転送を受ける市場の価格が

転送業者の仕入価格と運送者およびマージンを補

償 しなければ,当市場の価格 Plを維持する需給

調整には役立たない。セ リ取引における押 しつけ

販売は,実現する価格に保証がない。日常の仲卸

・買参人との依存関係,貸 し借 り関係の強さによ

って荷受会社の無理強いの効 く範囲が 決 め られ

る。しかし超過量を正常のセ リ取引きで処理する

(E2)よ りも, 生産者の意向に近い El′
′
などの

多少とも高い水準を保つことができる。残品処理

は正常のセ リ取引では生産者の希望に応えられな

い過剰品か不良品のケースであり,前者は通常の

セ リ取引分の価格 Plあ るいは P2を維持するた

めに荷受会社が負担する。

まとめ

セ リ取引は,取引者,取引行為および取引対象

の情報などの公開性と多数取引者の競争性をその

基本的特質とする。経済学的に '原理的には取引

過程,価格形成において,単独者の人為的な操作

性を避けること,商品情報に関する完全性一市場

価格,指 し値,財の性質などについての一と,取

引当事者の多様性を前提とする取引行為であり,

完全競争的な市場構造,形態に近いと規定 した。

しかし現実の卸売市場は生産物の分化,市場の

分化によって不完全化が進み,一般商品の流通経

路に比べはるかに競争的であるが,部分的な供給

・需要寡占の状態にあり不完全競争的な市場構造

をもつ。青果物卸売市場における不完全競争的な

市場のセ リ価格は,現行市場の諸問題の根源と指

摘されている。その主要な問題について,適正価

格形成力の欠如,公正価格形成力の不足,価格の

不安定性 (乱高下),需給調整力の欠如,流通の非

効率性などとして要約した。

D
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セリ取引の基本的特質である公開性と競争性か

ら比較評価機能と取引数単純化機能が 付 加 され

た。これらの諸機能・特質は,卸売市場の諸問題

のうち,卸売価格の適正問題については,評価の社

会化を通じて有効に作用 し,他の取引方式による

価格形成に比べ,劣 らないと考えられた。公正な

価格形成については,現実の卸売市場の不完全競

争構造がセ リ取引の競争性を歪め,必 らずしも保

証されない。需給調整力の欠如に関しては,セ リ

取引の機能は有効に機能 し得ないと結論づけた。

しかし流通の効率化については,多品目・小ロッ

ト流通が主流の現行卸売市場においては,セ リ取

引の取引数単純化の機能が有効に作用していると

考えられる。 しかしこの点については規格統一・

ロットの大型化によって役割は低下すると考えら

れる。現行のセリ取引による価格安定 化 の 機 能

は,卸売市場の法的規制によってその供給量の調

整が困難であり,荷受会社,仲卸業者による小規

模の調整機能がみとられるにすぎない。
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