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は じ め :こ

食料品特に生鮮食料品卸売市場における価格形

成過程での生産者主体性欠如,生産者・消費者間

の直接的な取引関係の断絶
1),価

格不安定性等は ,

生産構造,市場機構,法的規制などの諸要因に基

因 しており,消費者選好・ニーズの多様化に適応

じ得る生産者マーケティングによる生産物差別化

・品質調整など,両者間の直接的な相互作用 。人

間的な意思交流を阻害するシステムであることが

強 く指摘されている。この主体性欠如や直接的な

取引関係の断絶は,消費者欲求を充足させる生産

物品質 。内容を取引過程で十分に反映できず,そ

の不満が,産直流通をはじめとする様々の生産・

流通形態を成立 。発展させる動機ともなっている。

他方 ,食料品卸売市場 (一部の寡占的加工食品市

場を除く)に おける価格理論では,こ れら生産者

の主体性確立や消費者欲求に対応 し得る生産物異

質化などの不完全競争的要因は,そ の理論化過程

で必 らず しも十分に考慮され,組み込まれている

とは言えない。そこではコス ト構造を基軸とする

価格競争論が主体であり,現実との乖離は大きい。

特に非価格的要素の強い産直流通の展開,その市

場構造,競争形態を分析するには,価格競争主体

の価格理論だけでは十分な有効性を持ち得ないと

考える。

このように卸売市場流通,価格理論において ,

生産者 。消費者の主体性確立,取引関係の直接性 ,

品質差別化 (単なる,品質差による付加価値格差でな

く)な どを主因とする不完全競争的な構造は,現

行の経済効率性重視の主要流通システム (卸売市
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場,間屋・商社流通など)における有力な競争力要

因としては位置付けられていない。不完全競争は,

取引当事者少数化による数量支配 。価格競争型と

生産物品質調整・異質型の 2タ イプに分けられ

るが,卸売市場は相対的に前者に,産直流通は主

として後者に力点を置 くものと考えてよい。

非農産物生産・流通の分野では,生産者の主体

性は,生産者マーケティングを主体とする品質・

数量調整型の不完全競争的な市場行動,寡 。独占

的市場化が一般的である。 しかし,価格の調整機

能を超える硬直的な市場構造,有効競争条件を破

壊するほどの市場支配力の形成は,効率的な資源

配分機能を損うことになる。

原子的生産構造の優勢な農業分野では,その効

率性条件を保証する形態 。範囲内であれば,生産

者主体性の確立による市場不完全化は,も っと積

極的に考慮されてよいであろう。価格競争は,基

本的に重要な競争形態であり,それ らを軽視する

ことはできないが,こ れら非価格的な要因が,消

費者の特定の需要,選好行動を引き出す動機とも

なり,有力な競争要因となりうることも事実であ

る (卸売市場は,こ れらの価値を十分に把握・評価し,

反映できていないが)。

生産物品質調整的,差別化的な不完全競争形態

は,自然・風土的,地域的差異・特性を最大限 ,

有効に活用する形で,生産者から消費者への商品

提案 。主張をもっと明確に打ち出すマーケティン

グが,農林水産物において重要である。市場の不

完全化,非価格的な競争形態は,日 本的な特質 ,

地域的特性を需要者の視点から生か し,活用し,

その競争力を強化・補強するうえで, もっと強く



意識されるべき重要な市場行動の一形態と考えら

れる。

主要流通ルー トとしての卸売市場流通が,こ れ

らの要請に十分対応できない条件下で,産直流通

は,現代の多様な流通構造のなかにあって,こ の

生産者の主体性確立,取引関係の直接化,品質差

別化を基軸とする市場の不完全化を最 も有力な競

争力要因とすることのできる流通形態であると考

えられる。産直流通の品質差別化を中心とする不

完全競争を分析 し,類型化する前提として,産直

流通の定義,消費需要内容の多様性,取引関係明

確化のための財所有権の移転など 3点 について

検討を加えた。

産直流通の概念は, これまでの諸研究 。報告書

などの諸見解・定義をもとに,多少とも厳密 。明

確化するよう試みた。産直流通の定義としては
,

一般に卸売市場外流通の一形態,そ の代表的な流

通形態としての把握の仕方が有力である。 この定

義は,現行卸売市場流通の欠陥・不備を指摘 し,

克服すべき流通形態を考えるには有益な規定とい

える。 しか し,生産者の主体性,取引関係の差異 ,

財に対する欲求範囲の拡大・多面性など,消費需

要の変化にも対応する競争力要因を分析 し,その

流通形態を区分・類型化するには,流通の円滑化

・効率化基準,取引公正化原則に主として立却す

る卸売市場の諸欠陥を修正・解決するための概念

だけでは不十分であろう。小稿では,産直流通の

概念を,以上述べてきた取引者の主体性,そ の取

引構造,取引関係および財に対する欲求内容の多

面的展開に対応する生産物品質の差別化とを軸に

把握 したい。

消費・需要内容の多様性は,後に述べる財使用

価値の類別化によって,その概要を把握 した。実

際,使用価値の多様な分化と流通技術の飛躍的な

発展は,異業種参入をも誘発 し,各種の流通形態

の展開を促進 している。食料品の財としての使用

価値 =欲求充足機能の多様化は,社会 。経済の発

展,そ れにともなう自然・風土や文化的背景など

への理解の変化とも作用 し合って,消費者の需要

行動に直接的に深 く影響するようになっている。
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特に高度成長期の大衆消費社会の実現で,基礎的

。日常財への普及的需要は充足され,それらの消

費経験,多種新商品開発などが,よ り多面的な消

費需要を形成 してきた。

小稿では,品質差別化 。生産者マーケティング

の基礎条件としての食料品の欲求充足機能を,最

も基礎的・物質的な水準から,精神的,文化的な

段階まで多岐に区分できると仮定する。これらを

現時点で 4区 分 し,で きる限 りそれ らとの関連

で,産直流通の競争力要因と競争構造の概略的な

把握・類型化を試みることにする。

取引関係の直接 。間接性を明確にするための概

念として,商業論・経済学における流通機能・市

場競争の諸概念のなかでも,先に述べた財所有権

移転の様式に注目して,各種産直流通における生

産者・消費者間の取引過程における行動の違いを

明らかにする 1手段としたい。

産直流通の類型化は,以上のように産直概念の

規定に用いた当事者の取引構造 (取引規模)と 取

引関係を主要な基準とし,こ れに食料財の欲求充

足機能を考慮 して,流通 。需要構造の多様な展開

を少 しでも統一的な視点 。尺度によって把握・区

分するよう試みた。ただ単純化された基準・尺度

による類型化は,特定産直形態の本来の意義を無

視 し,捨象する危険ももっている。小稿では,最

終的な市場競争力の検討のための基礎的枠組みの

把握に主たる関心を置いたので,そ の危険をおか

す可能性のあることをことわっておきたい。

産直流通の類型の概略は,次下の通りである。

大別すれば,原基的な流通形態としての産直,生

協・農協など非営利の民間組織を主体とする典型

的産直 ,商 業的組織が主体の準産直的形態の 3

タイプに区分される。原基的・典型的産直では ,

直接的な交換・取引関係の,準産直的形態では間

接的な取引関係の性格が強いことを示す。典型的

産直には,先に挙げた生協・農協組織主体の I型

と,公的組織が介在 したりする個別配送型産直の

Ⅱ型とを含む。

取引構造 (取引主体の総体的な規模ではなく,食料

品産直取引の規模)に は,各産直間での明確な区分
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を認め難い。 しか し, これ ら取引関係,生産者・

消費者 間の財交換,意思・ ニーズおよびその他の

情報の伝 1達 ,その相互作用の関係などσ直接性に

ついては,各産直形態間でかな りの相違を認め う

る。

1.産直流通の概念

産直流通は,卸売市場や既存流通経路における

昭和 40年代の価格問題や不正・不良食料品 (生

鮮食料品の鮮度悪化・安全性への疑念なども含む)問

題を契機に拡大 した。この線上にある保健願望対

応的な産直流通は,農協 。生協組織や,百貨店な

ど商業的流通組織によって拡大的に展開 しつつあ

る。

産直流通は,生産 。需要側の変化,物的・商的

な流通機能の変化,情報流通の革新などによって ,

農業内外からの同種・異種流通主体の参入が相次

ぎ,近年,量的拡大とともに質的にも変容 し,競

争形態も多元化 してきた。生産段階・需要面の変

化は,取引目的や対象食料品の多面的な拡大を促

し,既存卸売市場流通にとらわれない様々の流通

経路を展開 し,新たな様相をみせ始めている。

この複雑・多様な様相をみせる食料品産直流通

にも,取引における人間と人間の関係や取引する

対象財への希望 。願望など,単純な要因に環元で

きる基本的要素が存在することに変わりない。業

態的な多様化を遂げている産直流通も,変化する

流通諸要素や取引目的・姿勢,市場行動などによ

ってその性格を規定される。 したがって多面的な

展開を遂げつつある産直流通の複雑で,激 しい競

争関係 。構造を明らかにするには,こ れら産直の

構成諸要素を,各経路に応 じて市場・流通機能の

基本的な視点から把握することが,その体系的な

理解に必要と考える。そこで産直流通の概念を ,

取引構造 (食料品取引の規模,市場構造),取引関係

としての財所有権移転の様式,生産物品質の差別

化を主たる基準として,そ の全体的な把握を試み

ることにしたい。

産直流通の概念・定義をする前に,その拡大の

契機となった卸売市場との関係をみておくことに

する。産直流通の概念
2)は

,当初,中間商業者あ

るいは商業機能の排除による生産者・消費者間の

直結取引形態という見解が有力であったとされる。

卸売市場の広域大量流通体制では,商的 。物的に

も多段階制をとり,流通上のロスが多 く,産直流

通はそれらを削減できると考えられた。

しかし,産直事業が実際の取り組みのなかから

中間商業機能を除外 し,生 。消直結取引を実現 し

ても,経費節減や価格抑制的な効果は,地場ある

いは小地域内・間産直など理想的な例を除けばあ

まり期待できず,逆に非効率的な結果を招 く事例

が数多 く現われたとされる
3)。

そのような経験を経て,産直流通は,「中央卸

売市場を経由せずセリ取引を原則としない流通方

式
4)」

として,ま た「現代の市場システムにおい

ては解決されないようなニーズの実現にとって必

要な市場外流通のタイプ
5)」

であるというように

定義されるのが一般的となっている。これらの定

義は,現在の主要流通経路 (特に生鮮食料品の)で

ある卸売市場流通の欠陥・諸問題を指摘し,否定

する立場から主張される見方である。

この定義によれば,産直と卸売市場の性格の違

いをかなり明確にするのに役立つことは確かであ

る。 しかし,こ うした定義だけで,現在の多様な

産直流通の全体像と,それら異種形態間の競争関

係を,総合的 。体系的に把握 し,それらのなかで

より有効な競争形態を探り出すには多少の不十分

さを残 している。

なぜなら卸売市場流通は,歴史的にみて生鮮食

料品流通にとっては,あ くまで も 1つ の形態に

すぎず,こ れら諸財の普遍的,根源的な流通シス

テムとして位置づけることはできないからである。

そういう意味で,現行卸売市場は,日 本のある歴

史的段階の条件下で生 じた最も重要な課題を,特

定の規制のもとで解決すべ く構築されたシステム

にすぎない。

その歴史的性格は,現行の制度や機能にも色濃

く反映,保持されている。市場設置当時の緊急の

課題は,欺満・虚偽・力関係などによる不正,不

平等取引に基づ く価格乱高下,非効率的流通など
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の排除にあったと考えられる。こうした不正・不

平等,非効率取引の抑制 。排除は,市場構造の集

中化,取引・流通の法的規制,流通機能の円滑化

などの方向で実現された。

市場構造の集中化は,小規模散在型の問屋から

大規模化・少数化することで効率化を追求すると

ともに,不正行為への監督権の浸透をより容易に

することも目的にあったと考えられる。この集中

化は,競争構造の維持とのバランスを配慮 してい

たものとみられる。取引などに関する法的規制は,

欺満・隠匿などの不正行為による需給混乱,価格

不安定化,価格形成への悪影響を排除するために
,

差別取引禁止,即 日・全量上場などの諸原則とし

て実現 し機能 している。流通機能面では,公開原

則にたつセリ取引によって公正,公平性を維持 し,

経済合理性を追求するとともに,物流機能面では,

保管・貯蔵能力を奪うことで,供給調整を不能に

し,需給反映型の価格形成を目指した。

このように,現行卸売市場の性格は,市場設立

期の社会 。経済状況を強 く反映したもので,当時

の主要な流通主体の間屋の商的 。物的流通機能に

対 し,強い規制を与えることを意図 していた。

したがって,その欠陥 。問題点を指摘 し,否定

。修正 しあるいはそれの代替物を構築すれば,卸

売市場流通自体の多 くの欠陥を克服 。改善するこ

とができるとしても,生鮮食料品流通の基本的な

問題が解決されるとは限らない。歴史的に限定さ

れた諸問題を解決 し得たとしても,条件変化によ

って生ずる,生産者 。消費者双方の流通機能への

期待と欲求を充足させることができるとは限らな

いからである。新 しいニーズや条件のもとで成立

しつつある異業種産直流通との競争関係において

はなおさらであり,卸売市場的な問題に対処 し得

たとしても,それらとの関係において有効な競争

力を持ち得るとは限らない。

以上のような理由から,産直の定義は,新流通

経路の一つとして,現行卸売市場流通の諸問題を

視野に入れることも必要だが,新たに展開してい

る様々の事態をも同じ視野に入れることのできる

視点・基準から検討することが必要と考 られる。

市場流通の基本的機能は,商業論的には,生産

者 。消費者間の様々の条件による社会的・地理的

。時間的な乖離,懸隔を,商的 。物的に架橋する

機能である。その基本は,取引=財所有権の移転

である。現行卸売市場流通では,その所有権移転

が,多段階的に行われ,生産者 。消費者間の取引

関係は,間接的となる。価格決定におけるセ リ取

引での生産者の主体性欠如,無責任体制などの諸

問題の発生原因とされるのもこの点にある。産直

流通が,卸売市場流通に対する 1つの新 しい対抗

的システムとしての関係を与えられるのも, この

点に基因するところが大きい。間接化された財の

所有権移転では,取引内容や取引対象として財の

品質や数量に関する生産者・消費者間の意見・ニ

ーズの緊密な交流は期待できない。この取引をで

きる限り直接的に行うこと,その点に産直流通の

重要な意義があるものと考える。

したがって,こ こでは産直流通の定義を,生産

者・消費者双方の主張 (意思)。 ニーズ,その他

の情報を直接的に伝達 。実現するための,両者間

の直接的な財所有権移転による流通形態としてお

きたい。生産者 。消費者双方の当事者が,自 己の

主体性のもとに,直接,財の所有権を交換する流

通の形である。この直接的な交換関係によって ,

経済的な取引関係だけでなく,生産者の農業・生

産活動に対する思想・姿勢,目 的などの人間的・

精神的な内面をも,消費者が望めば知り得ること

になる。商社,間屋,卸売市場などの取引におい

ては実現困難な側面である。

産直の定義を仮にこのようにすると,両者が ,

財の所有権を,直接に自からの意思によって交換

・流通させるもの以外は,本来の産直的な流通形

態ではないとすることができる。例えば,中継問

屋や,卸売市場を回避 した小売業者などによる直

結的な流通では,生産物の所有権は,ま ず生産者

と中継問屋・小売業者間で移転されるのであり,

この定義による本来の意味の産直流通的な形態と

して位置づけられないことになる (中継問屋 。小

売業者にとっては産直だが)。
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2. 食料品の使用価値の多様性と産直流通の諸

類型

1)食料品の使用価値の多様性

流通対象としての食料品の使用価値 =欲求充足

機能は,高度経済成長下の大衆消費社会の時期に

おける量的な欲求充足主体の消費傾向と比較 して
,

最近の安定成長期においては,顕著な多様性をみ

せてきている。

この消費者の志向する欲求の分化傾向を示すた

め,市場競争の主要条件である取引主体の構造

(取引構造)と生産物の品質要因 (差別化)を軸に
,

食料財の欲求充足機能を 4つ に区分するよう試

みた。

1は ,基礎的な物質欲求を充足させる機能であ

る。食料財の基本的な生命生成 。維持機能である。

食料財としての農林水産物が,非農林水産物部門

の生産物と基本的に異なる機能 。役割である。食

料増産とその数量的な需要充足期には, これら基

礎的な財の十分な,安定的供給が重要な課題であ

る。それと平行的に,所得増大と需要層の分化に

ともなって,量産的な価格志向的 (低位の)な大

衆的食料だけでなく,近代的農法による量産的高

級品志向も当然生 じて くる。そうした銘柄志向 ,

量産的な高級品志向は,従来の効率性原理や高付

加価値追求的な姿勢に立却 した規格 。等級尺度・

基準による選別・評価 システムの線上にあるもの

である。 したがって次に述べる保健充足などの品

質基準による質的競争よりも,相対的には,コ ス

ト・価格競争が優先するような市場構造にある。

しか し,銘柄,高級品志向などに対応する質的差

別化による不完全競争的な構造の確立 しているこ

とは先に記 した通りである。この分野の財は卸売

市場など主要流通システムを主体とする。

2番 目は,保健欲求を充足させる機能である。

産業公害や,食品公害問題の発生など,基礎的エ

ネルギーや身体構成要素は供給されても,不正 ,

危険食品の横行で健康面の安全を保証されない事

態が生 じた。地域住民運動,消費者運動,生協活

動の高揚は,こ うした擬似食品,有害添加物追放

の大きな力・契機となり,生鮮食料品,その他の

食料品における保健欲求的な需要層の形成を促 し

た。大量生産的な加工食品や科学技術万能的な生

産過程にある農産物などの安全性,純正度を疑わ

せる食料品の流通を許す卸売市場に対する批判は,

一部有機農業者
6)や

消費者による新 しい流通経路

の形成動機 となった。

3つ 目に,生活時間における余暇の増大,家事

・食事の社会化現象の進展を反映して,食料財に

対 してもレジャー性,フ ァッション性
7),個

性化

などの諸志向がみられるようになってきた。これ

らはある程度大量生産可能な分野でありながら,

一方では社会的,文化的な関係のなかで個性を追

求 し,画一的な消費傾向からの脱却を試みる動き

でもある。これらの傾向を食料品のもつ社会的文

化性欲求への充足機能としておきたい。

最後に,近代的技術,農法に依存する大規模生

産的過程の生産物とは対局にある食料財の分野と

して,地域の自然・風土的特性を基礎に,伝統的

な生産過程や高度の技術を駆使し,食料品に人間

的,精神的な要素の相互交流関係や,豊かさを求

める動
8)き

である。

そこでは比較的小規模な生産が基本となって伝

統的な技術を重視 し,食文化や故郷文化への志向

を充す財の生産・流通が主体である。その最も洗

練された段階では,地域の自然・風土を生かしな

がら,日 本的な特質を表わす形式美的感覚,高い

技術に裏打ちされた豊かな人間性・精神性などの

総合的な発現形態としての本物・高級志向が存在

する。

その基礎には,近代的,機械的な画一性の強い

大規模生産に対する不信感も根強く存在するもの

と考えられる。比較的小規模で人間性の豊かな生

産過程において産み出される食料品を願望する意

識が,その根底に流れているものと考えられる。

食料品のもつこうした役割を,伝統的食文化や精

神性に対する欲求の充足機能としておきたい。た

だ,こ の食文化志向は,それ自体では特定の食料

品素材への有力な競争力要因を形成するとは限ら

ない。特定産地 。生産物が,競争力を形成するに
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は,食文化的需要による特定食料品素材への消費  を優先する姿勢の強いことを示す。 しかし,どの

者の選好を引き出す,い わゆる不完全化を必要と  ような流通形態も,安全性,健康志向的な欲求を

する。                      無視することは,自 からの立場を苦 しくするもの

以上,食料品のもつ欲求充足機能 =使用価値を  であり,特に産直流通に関しては,それらの区分

仮説的に 4区分 した。このなかで基礎的な物質  を明確にすることは困難である。

欲求は,所得の増大,消費水準の高まりとともに,   縦軸では,流通主体間の取引における人間的関

一般的に充足され,飽和状態に達 した。 しかし食  係の密度の違いを示す。産直流通の定義で,その

料品のもつ保健的な使用価値は,消費者側でも生  基本とした取引関係,財所有権の移転の形式を区

産者段階でも一般的には未だ十分に認識されてい  分する指標である。交点より下では,食料品の生

ないし,ま た生産 。経営,流通技術的な発展,水  産者 。消費者間の取引,所有権移転が,直接的に

準 も不十分な段階にある。一部の市場 (生協組織  当事者間で行われる程度,密度の濃いことを示す。

など)を 除けば,食料品としての使用価値が交換  反対にこれより上では,取引関係が両当事者にと

価値として十分に認識されていない。資本主義的  っては,よ り間接的になることを示 している。

な大規模生産,広域流通体制下にあって経済合理   産直流通は,社会 。経済的な変化によって多様

性 。効率性追求が優先する傾向にあり,一般流通  な展開を逐げつつある。消費 。需要面の質的変化 ,

経路では十分に普及 していない。         輸送技術の改良,流通ネットワークの全国的展開 ,

最近になって,医科学,栄養学などの分析技術  特に個別集配送網の広域的確立,金融網の全国的

の進歩によって,食料品のもつ保健的な使用価値  オンライン化の完成,商品情報伝達手段・ システ

も注目を集めるようになってきている。需要構造  ムなどの発達によって,その多様な展開のための

の変化も徐々にではあるが進行 しつつあり,生産  技術的な条件を与えた。また,近代的な科学・技

段階,一般の卸 。小売段階でもそれらへの対応が  術の発展とその生産物の無機質的な性格,画一性

散見されるようになっている。以下では,これら  の強化や,自然排除的な管理的都市社会の確立 ,

財の欲求充足機能と,先 に規定 した産直流通の概  都市生活の進展,強化は,都市居住者による農業

念などをもとに,その類型化を行っておきたい。  生産や食料,食生活への見直しの動機を与えても

2)産直流通の諸類型             いる。

産直の流通形態の類型化は,先にみた概念と,    このような諸条件の変化を背景に,産直流通の

その構成要素としての取引規模の構造と取引関係  形態を 4区分することにする。

を主体に行う。ただ食料品の取引規模の構造は,   第 1は ,農産物・食料品流通の原始的な形 と

必 らずしもその取引主体の構造を示 しているとは  しての朝市・振り売 り方式を含む原基的な産直形

限らない。これらに,上にみた食料品の財として  態である。第 2は ,生産者個人あるいは農協な

の質的な性向などを補助的に使用したい。      どの産地販売組織と消費者組織 (生協組織を典型と

図 1に 示すように,経済学的な意味での市場  して)の産直流通で,典型的産直 I型 とする。第 3

競争論における取引主体の取引構造 (取引規模) は,産地あるいは消費地の公的組織などに媒介さ

を,横軸の指標としてとることにする。交点より  れる産直で,こ れを典型的産直のⅡ型とする。第

右側では,そ の左側におけるよりも取引規模が大  4に ,小売業を中心とする商業者を主体に,最近

きいか,経済的な合理性,効率性に重点のあるこ  著 しい拡大を逐げている物流業などの介在による

とを示す。極論的に言えば,右側は,左側と同じ  産直で,こ れを準産直型と仮称することにする。

ように安全性などに留意 したくとも,経済効率性   第 1の 原基的な産直流通では,取引主体はほ

優先を余儀なくされることを示 し,左側は,効率  とんどの場合,生産者・消費者双方 とも個人が多

性を追求 しなが らも,相対的に生命・生活基準
5) ぃ。流通の始発と終点である生産・供給と最終需
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第 1図 食料品の一般・産直流通の諸類型

要 (者 )が直接的に結合する。 したがって取引規

模は小さく,どちらかの内包する流通機能の範囲

内で取引は完結する。生産物の所有権移転は,こ

れら当事者間で,自 己の手で直接に行われる。

この点,卸売市場では,荷受会社の代表と買参

人との間でセリ取引され,生産者・最終需要者と

は全 く異なる人格によって遂行されるのとは著 し

い相違である。この産直形態では,取引の場にお

いて供給 。需要やその他に関する情報を,直接的

交換関係のなかで流通させることが可能である。

人間的,精神的な交流をも可能にする。この取引

の直接性は,先に述べた食料財のもつ精神的,伝

統的食文化などへの欲求を充足させるうえで,重

要な要因を成 している。

具体的には,代表的な形として生鮮青果物,魚

貝類など各種食料品の朝市・振り売り方式,一般

直売市場で,現在でもそれらが代表的な形である

が,最近では生鮮青果物や魚貝類のレジャー型流

通の代表として観光農園,貸農園,オ ーナー方式

などもみられる。取引関係の直接性という面では

同類である。ただ観光農園等と観光業者間で取引

の完了 している場合は, この形に含むべきではな

システム

取
引
構
造

取引関係
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いと考えられる。

さらに最近拡大 しつつある宅配便などによる生

産者 。消費者個人間の直接的取引は,商的流通は

直接的であるが,物流機能は業者に依存 しており,

この産直形態に含めない。商的流通と物的流通の

両機能が,生産者個人と消費者個人の間の直接的

取引過程において同時に充足されるケースを基本

とする形態である。

その取引対象としての食料品の性質は,一般生

産農家,食品加工業者などの供給するものが多い

ため,次に述べる典型的産直が主として対象とす

る保健的欲求を十分に充すものが多いとは言えな

い。現状では,省 。無農薬や有機農業的な栽培技

術によるもの,純正度の高い加工食品など健康志

向を充足させるものとは限らない。その意味では ,

産直類型化の一要素である生命 。生活的な面を考

慮 した,消費者の保健欲求を充たすような財が ,

意識的,優先的に取引対象になっているとは言え

ない。 しか し,先に記 した直接的な精神的交流志

向,完熟 。生鮮性などの自然性志向,価格志向 ,

生産者確認志向を満足させることで,小規模なが

ら独自の市場空間を形成 し,それらが他流通形態

に対する競争力の役割を果 している。

第 2の 典型的産直流通 I型は,そ の成立の当

初から現行大量流通の要である卸売市場の欠陥 。

問題を指摘 し,その克服を目指 し,さ らにより優

れた流通形態を摸索 してきた。単なる卸売市場の

批判にとどまらず,食料品の品質の優良性,価格

。流通効率の追求も重視されるが,主体が協同組

織であり明確な目的意識をもち,現代の生産 。流

通過程全般における基本的な問題を追求する姿勢

をもつことに他形態との違いがある。

取引主体は,生産者個人あるいは産地組識 (商

業者組識を除く任意組合,農・漁業協同組合など)と

消費者の任意組識や協同組識 (生活協同組合など,

商業組識を除く)が多い。取引関係は,個人と組

識,組識と組識の間で多 く成立するため,生産者

個人と最終消費者双方が,直接的な交換形態をと

ることは一部 に限られる (個人と任意組識・グルー

プなど)。 両者の交換過程のなかに別人格の組識

が介在するため,間接的な取引を余義なくされる。

その意味で産直流通の原基的な形態をとらない。

しか し,取引過程に介在する組識は,生産者・

消費者の代表としての性格を持ち,組合員の要求

・意思を直接汲み上げる形で運営されるケースが

多い。組識とその構成員は,かなり特定された関

係にある (特 に無店舗組識など)。 そのため,取引

においては,生産者 。消費者個人の意思・ニーズ

は,間接的にではあっても取引に反映される。財

の所有権移転は間接的でも,組識が差益原則をと

らないため,商業者的なマージンが介在せず,双

方の意思は直接的に流通することが可能である。

食料品としての性質は,卸売市場への対抗的経

路として形成された経緯から,安全性,純正度の

健康志向や生鮮性,完熟性などの自然性志向のよ

うに保健的な使用価値を重視する姿勢をもつ。生

産技術的には,農産物では省・無農薬農業,有機

農業栽培による安全性,自然性追求の姿勢が強い。

加工食品等では,原材料の純粋性要求,加工過程

での危険な調整剤の排除を求める無添加食品の尊

重などが強い。

これら保健的需要を充足させる選別 。評価基準 ,

尺度は,現行卸売市場の流通システムには組み込

まれていなかった。卸売市場および一般的な流通

では,経済合理性,効率性追求を基準としており,

近代的農法・技術に依存する生産物を優先的に流

通させるシステムであった。このような流通の体

制 。特質が,少数で弱い立場の消費者の需要,欲

求をほとんど無視してきたのは事実である。

これに対 して,こ の産直形態は,消費者の健康

欲求を充すような財を,直接的な取引形態を基盤

に積極的に取扱う姿勢・行動基準を明確にもつこ

とで,卸売市場流通に対するその市場の不完全化

を実現 している。 しかし,こ れまで卸売市場,一

般小売業で取扱うことの出来なかった財の性質を ,

あまりに市場システムから独立 したものと考える

のは危険であろう。その意味で ,こ の産直形態に

おける食料財を,非市場的な要素として,現行卸

売市場流通から隔離された競争形態であるとする

のは好ましくない。
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現代の資本主義経済では,商品として対象にな

されない財は数少い。安全,純正,自 然・健康志

向などを充足する食料品 (特に生鮮食料品)は ,現

行卸売市場の評価基準,商的,物的な効率性基準

からみて適合 しないだけのことである。一定の条

件変化によって,それらを流通させるための経済

性を保証されれば,そのシステムに組み込むこと

が可能となる。それら取引対象としての食料品は ,

質的な不完全市場,差別化による競争力は形成 し

ても,非市場的な要素として強い競争力と独立性

を獲得 しているのではない。

しかし,そ の産直形態は,各種産直流通のなか

でも特異な存在意義をもつ。取引対象は,市場的

要素として他流通ルー トの対象財との競争に曝さ

れるが,その流通主体の目的・姿勢は,市場的な

要素・性格を否定する。単に食料品の交換関係と

してのみ産直流通を把握せず,その交換関係を人

間的,精神的なものまで含む総合的関係へと拡充

・深化 し,当事者間の相互理解,相互補強的関係

の形成に重要な意義を見い出している
6)。

日本農

業,地域農業生産の在り方などへの強い関心,そ

れらの維持への,取 り組み姿勢がそれを示す。こ

れらは,卸売市場や他流通経路への対抗力や独特

の競争形態を形作るが,こ の点については別の機

会に検討する。

第 3の産直形態は,典型的産直のⅡ型である。

取引主体は,生産者個人あるいは産地組織 (任意

組合,農・漁・林業組合などで, 商業者とその組織は

除く)と 消費者個人あるいは消費者組合 (商業者

とその組織を除く)であり,両者の間に公的組織

(行政,財団など)が介在する場合がある。公的組

織が介在す るケースでは,第 2の典型的産直と

同様,生産者個人と消費者個人の直接的な取引関

係はあまり期待できない。公的組織が介在 しない

場合 (個別直送型産直),商的機能は当事者間で直

接に行われ,完了する。物流は,近接地域内で直

接行われるケース以外は業者に依存する。このケ

ースは,第 4の形態で も類似のものがあるが ,

それは商業者が介在するため内容を異にする。

この産直流通は,農・漁・山村などその地域に

居住する生産者が,自 からの手でその地域のもつ

特質 ,利点 などを生 し,地域振興に役立てる 1

手段 としての役割ももつ。 したがって食料財生産

の目的・姿勢 も様々の内容を持ち得る。地域農山

漁村の文化や伝統に意義を見い出すケース,恵ま

れた自然・風土を消費者に提供 しようとするケー

ス,地域的特産品による健康や食生活の充実への

貢献を目指すケースなど多様である。

食料財の性質は,伝統的技術,故郷食文化的な

色彩の強いもの,手造り製法による純正志向,完

熟・生鮮性などの自然志向を充す生産物を提供す

る生産者の生産姿勢 。人間性の伝わるようなもの

など,高級,本物欲求を充足させるものが多い。

第 4の準産直は,数 タイプに分けることがで

きる。1つ は商業者が流通過程の主体となり,生

産者およびその組織と直接取引をする形態である。

他は,生産者 。消費者個人が,直接的に商取引を

して,物流は業者に任せる方法と,生産者が物流

業者・サービス業者に販売 した後,それ ら物流業

者から消費者が購入する形である。前者は,典型

的産直の Ⅱ型の 1つ としてすでに取 り挙げた。

後者は,宅配流通,小包流通として拡大 している。

商業者,宅配・郵便業者主体の産直取引は,卸

売市場外流通であり,その意味では産直流通に近

い形態をとっている。 しか し,こ れ ら流通主体

(百貨店,ス ーパー,産地問屋,消費地問屋などの商業

者,物流業者,郵便業者など)と 生産者とその組織 ,

産地商業者 らとの間で,財の所有権移転は完了 し

ている。生産者 。消費者間の直接的な取引関係を

産直の基本とすれば,商業・物流業者介在型の卸

売市場排除的な流通は,典型的な産直形態とは言

えない。そこでは,生産者 。消費者のニーズや様々

の情報や利害関係が,商 。物流業者によって修正

。中断され,直接的に表現・伝達されない形にな

っている。

食料品としての性質は,需要層が広範囲にわた

り,流通主体も低成長期のパイを求めて積極的に

対応 しているため,極めて多彩である。基礎的物

質への需要から,付加価値性の高い手造り高級品 ,

ブランド品,さ らには保健欲求的な財,伝統・食
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文化追求的なものまで,それぞれの特定の需要層  い点も指摘できるであろう。この点,今後類型化

を捕促でき,経済ベースに乗るものであれば,す  とそれをもとに行う競争力要因や競争形態を検討

べてその対象となり得る。この点,典型的な産直,  するに当リー層考慮すべき点である。

特に I型では,保健的需要を中心にした生命 。生   流通形態間の競争力要因や競争形態に関する比

活基準を充する財を主として取扱う明確な姿勢・  較 。検討は,今回詳 しく行わなかった。これらに

目的意識が見られるのに比べると,立場 。姿勢の  ついては,農業分野で従来あまり手をつけず放置

違いをみせている。                してぎた。足下にある様々の資源が,消費者には

有益で十分交換財となり得ること,消費者の需要

・9 ・′ ソ [L                
を換起 し得るものであることを,内部からでなく

小稿は,最近,拡大傾向にある産直流通を,市  むしろ外部からの働きかけで発堀されたという面

場競争論や商業論の流通機能などの視点から,で  がある。農業分野の生産と販売の姿勢,特に販売

きる限り単純な尺度によって,全体的に把握する  面については極めて受身的で,積極性を欠いてい

ことを試みようとしたものである。        る。こうした間隙をついて,大手小売業,産地・

しかし,こ れらの類型化基準は,あ まりに単純  消費地の間屋,商社,物流・サービス業など農業

化されており,現在の複雑で,多様に展開してい  内部の構造やメカニズムにはほとんど無関心なも

る流通現象を全体的に把握するには不十分な面も  のも,その販売に参入してきている。選択的,積

ある。特に流通技術,情報流通の分野の進展が著  極的なマーケティング経験 (一部先進的産地,農協

しく,それらとの関係での産直的な流通形態の展  を除いて)を もたない一般の農業者・農協が,い

開が顕著である。こうした諸要素によって構成さ  い点だけを喰い荒されて,利用価値がなくなれば

れる流通形態を,単純で,基本的な流通要因に還  見向きもされないという事態の起ることは十分に

元 して,全体像を把えるには極めて困難な面があ  予想される。このような点からも,農業側の生産

る。                       ・販売姿勢に,主体性の確立が求められるし,各

他面では,新 しい産直流通の展開は,社会的な  種流通形態の乱立するなかで,こ れらの点の分析

消費者行動,生活様式を反映 したものでもある。  が緊急の課題となっていると言えるであろう。

そうした消費者構造・行動の変化を把握するため

の 1手段として,取引対象 としての食料財に対   注

する消費者の欲求充足機能を区分し,概略的にで   1 飯沼二郎『産直―ムラとまちの連帯』(ダ イヤモ

はあるがその理解を試みた。 この財の使用価値の    ンド社,昭和 53年 ),御園喜博・宮村光重編『こ

多様性を,産直形態の類型化の補助手段としたが,    れからの青果物流動 (家の光協会,昭和56年),乗

この概念 も 1つ の試みにすぎないものであり, IL脱
lL露甦勇穐

',る

「 pti理
の連携」

食料品の消費内容の動向をもっと正確に,細かく   2)秋 谷重男『産地直結』(日 経新書),pp.24～ 44,

とらえるには検討の余地がある。            御園・宮村編,前掲書,高丘秀昭「農畜産物直送

類型化の基準を,取引構造 (規模)と取引関係    方式の現状と問題点」『農業と経済』(昭和45年 10

に単純化することで,かえって類型を複雑にして    月),pp.5～ 12,日 本生活協同組合連合会『生協

いる面もある。同一形態に近いものを異なる形態    の食料品・産直の取組みと食料問題に関する調査』

[菫驚図吻身ま[F埋盪 :野晏睦劣曇髯,徹
の物流業主体の個別配送型の産直などがその例で    年),岡部守『産直と農協』(日 本経済評論社,昭

ある。また産直類型の図示では,取引規模による    和53年 ),藤谷築次「農産物流通組織改善の課題

区分は,必らずしも明確な差違を形態間に与えな    と方向」『農業と経済』(1975年 9月 ),pp.5～ 11。
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3)秋谷,前掲書。

4)秋谷,同上書,東京都都民生活局『生鮮食品の

市場外流通に関する調査』(昭和 55年 )c

5)東京都都民生活局,同上書。

6)飯沼二郎 ;前掲書,緑川敬他 ;前掲書,日 本生

活協同組合連合会 。前掲書,梅沢昌太郎『食品の

マーケティング』(白桃書房,昭和 61年 )。

7)林一雄「農協主導型地場加工 :流通事業の発展

条件と課題」『農業と経済』(1983年 8月 ),pp.41

～47。

8)川 島利雄「「地場農業」の再生とその課題」『農

業と経済』(1983年 8月 ),pp.5～ 11,中村尚司

「農村経済の振興と農産物流通」『同上書』(同 ),

pp.12～ 18,保田茂「新しい産直の動向」『同上書』

(1985年 3月 ),pp.40～ 49,新井千明「産直活動

のなかで農村に求めているもの」『同上書』(同 ),

pp.50～ 57,乗本吉郎 ;前掲論文,津野林士「行

政主導型地場加工の成立条件」『同上書』(1983年 8

月),pp.34～ 40。

9)御園 。宮村編 ;前掲書,飯沼二郎 。前掲書,緑

川敬他・前掲書。

/受付 昭和 61年 9月 30日 ヽ

ヽ受理 昭和 61年 12月 10日 ノ
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