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(農政経済研究第21集， 1998) 

<論文>

市場体系論の系譜と地場流通研究

The Basic Viewpoint of the Regional Distribution 

in Relation to the Theory on Wholesale Market System 

1 .問題の所在と研究課題

「プラザ合意」以降の円高基調、規制緩和

を柱とする国際的な経済構造調整政策が進め

られるなかで、わが国の食料品流通、とりわ

け卸売市場流通をその基幹的形態とする青果

物の流通再編は極めて顕著である九それら

は、圏内生産の縮小後退と卸売段階での価格

主導力の確保を目的とした産地マーケティン

グ戦略の変化、内外価格差を背景に急増する

輸入青果物の多国籍佑・周年他、消費生活の

変イじに伴う小売業態の多様化とチェーンシス

テムをとるスーパーの急進などの形で、川上

・川下の両サイドからJlI中の卸売市場に対し

てその機能変化を迫っている。

現在の青果物卸売市場における変他は、お

よそ次のように特徴づけられる。ぞれは、①

従来青果物流通の大半を担っていた卸売市場

流通(経由率)が1980年代半ばを契機に後退

傾向を辿っていること、②時期を同じくして

中央卸売市場、なかでも東京・大阪など大都

市に位置する大規模拠点市場に流通が集中し

ていること、③その結果として、対極に位置

する多くの中小規模の卸売市場において転送

への依存が強まっていること、④委託集荷・

セリ取引の原則が形骸化するなど卸売市場の

取引方式が大きく変イじしたこと、⑤卸売市場

流通の担い手としての卸売業者・仲卸業者の

経営悪イじが深刻イじしていることである九

キーワード:市場体系(WholesaleMarket System) 

広域流通 (WideRange Distribution) 

地場流通 (RegionalDistribution) 

藤田武弘

青果物卸売市場に関する研究は、わが国に

おける農業生産構造の零細・分散性と消費構

造の零細・多様性に規定された卸売市場流通

シェアの高さを背景に、中央卸売市場法の制

定(1923年)以来、精力的に研究が進められ

てきた分野である。木立真直によれば、戦後、

とりわけ1970年代以降の研究の新たな方法論

的展開は、近代経済学の価格理論に基礎をお

く競争構造分析の導入とマルクス経済学に依

拠する流通構造分析としての市場体系論の提

示を土台として拓かれ、とくに後者について

は実態把握の深化に伴って集散市場体系論、

全国広域市場体系論、分散均衡市場体系論と

して発展的に継承され、現時点では集配セン

ター化論ないし垂直的統合化論が卸売市場研

究の一つの到達点であると位置づけられる九

これら市場体系論においては、個別卸売市

場のみの分析にとどまらず、卸売市場間相互

の競合・補完関係を射程に入れた構造的分析

方法が重視されてきた。しかし、従来の卸売

市場研究を管見するかぎり、そこには次の 3

つの問題が課題として残されているのではな

いかと考えられる。

ぞれは第 1に、川中段階に位置する卸売市

場の存立を、相互に関連の深い川上(産地・

供給サイド)から川下(小売・需要サイド)

に至る一体的な流通構造との関わりで分析す

るという視点からの研究が必ずしも充分に行

われていないという問題である。とりわけ、

青果物流通をめぐる環境変イじが顕著に進行す

る1980年代半ば以降における卸売市場の現段

階的性格を分析する場合には、これらの視点

を踏まえたアプローチが必要不可欠であると
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いえよう 4)。

第2は、従来の研究においては、近代的流

通機構として整備拡充され、わが国の青果物

流通の基幹をなす中央卸売市場(広域大量流

通)を中心とする流通システムやその体系に

焦点を当てた分析は数多く見受けられるもの

の、現在でこそ補完的な役割に後退したとは

いえ、依然として地域における農業生産の存

立・展開にとって不可欠の役割を果たすと考

えられる地方卸売市場(地場流通)に主眼を

置いた研究は必ずしも充分に行われていない

という問題である。

第3は、従来の実証的研究においては、個

別卸売市場あるいは全国動向との関連で比較

分析するかぎりにおいての複数卸売市場を対

象とした分析が中心であり、一定の経済圏を

有する地域に位置する卸売市場群(中央卸売

市場、地方卸売市場)を相互に競合・補完関

係を有する総体的システムとして捉えた研究

はほとんどみられないという問題である。卸

売市場体系としては集散市場化の特徴が指摘

できるとしても、個々の地域で実際に機能す

る流通システムは必ずしも全国画一的な性格

を有するのではなく、むしろ地域における歴

史的、社会・経済的諸条件に規定されて多様

に構築されているのが実態であろう。

ところで第2の課題に関しては、輸入青果

物の攻勢が激イじするなか、近年になって地場

流通の活性佑、国産野菜供給力の維持・向上

を目的とした事業に注目が集められているこ

とは興味深い。例えば、農林水産省では組織

的な出荷体制が未整備な中山間・都市近郊の

小規模産地からの地元市場に対する出荷を後

押しすることを目的に、 1998年度から「国産

野菜流通体制整備特別対策事業」を実施した。

そこでは規格の簡素他、ばら出荷の推進、通

い容器の導入など産地の出荷労力・コスト削

減を図る一方で、量販庖ニーズに対応した野

菜選別・調製・包装用機器の導入を促進する

などの流通改善対策が重視されるとともに、

地場流通の活性化に対する生産・流通・消費

関係者の理解と協力の必要性が併せて指摘さ

れているのである九

そこで本小論では、従来の卸売市場研究

(市場体系論)がいかなる背景のもとで提起

され、理論的発展をみたのか、さらには先述

した課題との関わりで地方卸売市場の存立を

はじめとする地場流通研究がそのなかでどの

ような位置づけを与えられてきたのかに焦点

を当て、碩学の歩みを中心に跡つ、けることを

目的としたい。

II.広域大量流通の進展と市場体系論

1.転送構造の創出と「集散市場体系論」

高度経済成長期には、 3大都市圏への人口

集中を背景として、東京・大阪など大消費地

域に対する生鮮食料品の安値安定供給という

役割が卸売市場に求められた。 i農業基本法

(1961年)Jに基づいて実施された農業構造改

善事業の柱として、野菜・果樹・畜産部門に

おける生産の選択的拡大、主産地形成が行わ

れ、さらに閣議決定「生鮮食料品流通改善対

策要綱(1963年)Jの策定によって、生産と

流通の「近代佑」が図られることとなった。

また、 1966年の「野菜生産出荷安定法」の制

定によって、指定産地と指定消費地とを結ぶ

野菜流通の大型イじが推進された。

これらのことは、産地段階における大型化

・単一品目化、出荷段階における共同化を促

進し、流通の広域化を必然イじさせたと同時に

卸売市場段階においては少数の大規模中央卸

売市場への出荷集中、取扱量の増大をもたら

した。

このような状況に対して、すでに戦前から

戦後にかけての青果物市場体系の変他を構造

的に解明し、地方市場体系から全国市場体系

への移行を指摘していた美土路達雄6)は、高

度経済成長期における大都市中央卸売市場の

集散市場他及び転送を媒介とした地方市場の

包摂過程を全国市場体系の深化と捉え、それ

に伴う問題点・課題を指摘した九

さらに山口照雄は、美土路の市場体系論を

踏まえながら「集散市場体系論」を定式イじし

たB)。山口によれば、前述の流通近代佑・大

型化政策に支えられて増大した大都市中央卸
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売市場における過剰荷が、都市佑による地元

集荷圏の喪失と消費人口の急増により荷不足

が生じた地方都市の卸売市場に転送という形

で供給されることを通じて「集散市場体系」

が確立し、さらに地方都市の中核市場を中継

市場とし、末端地方市場へと転送されるとい

う重層転送体系の構築によって「集散市場体

系」が発展を遂げるとされているヘ

ところで、これら「集散市場体系」の進展

は、同時に、都市近郊産地など在来の小規模

産地が広域大量流通に対応するために育成さ

れた大型産地を中心とする産地間競争の激化

に巻き込まれ、その存立基盤を後退させてい

く過程にほかならない。したがって、地方市

場を主たる担い手とし、それら産地との固有

な結合関係を軸に展開した地場流通について

も、転送の増加に伴う自立的集荷機能の後退

と相まって、縮小局面を迎えることになるの

である。

2.集分荷圏の広域化と「全国広域市場

体系論」

1970年代のオイルショックを機に高度経済

成長は破綻を呈し、日本経済は低成長局面を

迎えるが、この時期は「卸売市場法」の制定

(1971年)とこれに基づく卸売市場整備基本方

針や卸売市場整備計画の策定によって、産業

構造の転換を背景に進展する地方都市の人口

集積に対応するべく中央卸売市場整備の全国

的進展がみられたことが特徴である。それに

伴い、大型出荷団体の販売戦略も従来型の大

都市中央卸売市場への一元的集中出荷から地

方都市の卸売市場を含む多元的出荷へと徐々

に転換した。その結果として、 「集散市場体

系論」において需給調整機能と価格形成機能

の集中化が指摘された 3大都市中央卸売市場

の取扱シェアが低下傾向を示したのである。

以上の状況を踏まえ、藤島虞二は「集散市

場体系論」に代位する市場体系論として「全

国広域市場体系論」を提起したヘ藤島は、

東北地方に位置する中央卸売市場の実証的分

析を通じて、これらの市場が全体として台頭

した要因を、転送を媒介とする集散市場イむの
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延長線上で捉えるのではなく、①中央卸売市

場一般における集荷圏の全国広域化、②中央

卸売市場一般における主要直接分荷圏の広域

他、の集分荷両面における広域化に求めたの

である11)。

このような「全国広域市場体系」の形成過

程で、全国的な流通の基軸は地方卸売市場流

通から中央卸売市場流通へと移行した。そし

て、そのもとでの中小規模卸売市場の役割は

集分荷両面において副次的役割に後退し、そ

れらによって担われる地場流通は中央卸売市

場を中心とした広域大量流通の間隙を埋める

ものとしてその補完性を強く性格づけられる

ことになる。

ill.広域大量流通の矛盾と地場流通

1.地場流通復権論の高揚

以上みたように、政策的に誘導された生産

・流通の大型化路線は、都市の発達に伴う消

費需要の集積に応えるという点で一定の合理

性を持ちつつ進められ、集散市場化が図られ

たへしかし、 1980年代になってこれら大型

化路線を通じて顕在化しつつあった産地段階

等における諸矛盾13)を克服し、広域大量流通

に対するアンチ・テーゼとして地場流通の復

権を唱える機運が高まっていく。例えば、卸

売市場論とは異なる研究領域からの地場流通

に関するアブローチとして、主には鈴木久栄、

西津栄一郎、吉田喜一郎、玉野井芳郎の研究

が代表的である。

鈴木は、地場流通の存在意義を「地場から

の供給率の低下による価格変動の拡大や地域

間価格差の拡大、及び価格の高位平準伯、省

エネルギー視点から見た流通コスト問題など

をできるだけ解消しようとすることにある。

そして経営的側面としては、転換畑による野

菜生産に兼業農家を含めた中・小産地の形成

とその生産物をスムーズに流通させることに

ある」と捉える一方で、地場流通を考える場

合には「その経営・経済学的側面での機能を

認識することはもちろんであるが、地場流通



明している。これは、大都市市場に直結した

集散市場体系のもとでの単一品目大量生産・

大量流通によって惹起した生産，流通，消費

の各部面における様々な問題の解決方向とし

て提示されているといってよい。また「定食

圏構想」に至っては、食料の「域産域消」を

基本として、地域社会と有機的に結合した人

間中心-生活優先型の地域農業の姿が描かれ、

地場流通の存在意義が一層強調されている。

さらに、吉田の「地域社会農業」論と多く

の共通項をもつものとして、玉野井の「地域

主義」思想においても、生鮮食料品流通の望

ましいあり方として「産消提携」を推進する

地場流通の存在意義が強調されていることも

指摘しておきたい1九

「分散均衡市場体系論」と地場流通

このような背景のもとで、御園喜博は従来

の「集散市場体系」の矛盾を克服し、今後の

青果物流通・市場に求められる新たな編成の

方向として、地場流通の独自で主体的な発展

を基調としながら、しかも他方で一定の範囲

.限度でかならず必要とされる大都市集中の

広域大量流通を正しく位置づけ、両者の相互

調和的な発展・併存を図りながら、全体とし

て総合的な釣り合いのとれた流通・市場の体

系(分散均衡市場体系)を創出することの必

要を提起している1ヘ
そして、これらを実現するための産地形成

のあり方は「少数品目や単品の専作大型産地

・大規模経営を育成するのではなく、むしろ

反対に多品目の複合的な周年生産経営・産地

を育成すること」であるとし、少量多品目生

産型の産地育成の必要性を説くへまた、そ

のような産地では、兼業農家や高齢者・婦人

等による中小零細規模の複合的生産もその一

環として位置づけられ、 「地域農業の総合的

再編」といった課題とも不可分の関係をもっ

とされる制。

ここでの地域農業の「再編」とは、中核農

家育成中心の個別経営の規模拡大路線とは対

極に位置し、中核農家の稀薄な農業地域をも

面として包括しうるものを指す。また、 「総

2 . 

展開の合理性を経済性中心の考えだけから評

価するのではなく、農業を多面的に評価する

視点も重要であり、それらが総合化されたな

かで地場流通は展開され定着するものと思わ

れる。」と経済学的範曙にとどまらない総合

的視点の必要性を主張する1ヘ
また、西津は農産物の「地場消費」の重要

性という視点、から、地場流通復権の意義を次

のように指摘する。ぞれは、①食べ物という

ものの本来のあり方である、②鮮度や安全性

といった要求に応えうる、③輸送コスト・過

剰包装などの中間経費の節約が期待できる、

④多品目少量生産によって産地間競争から解

放され、農業所得が安定し連作障害等も回避

できる、結果として農家の主体性・自立性が

向上する、⑤消費者の地域農業に対する理解

が深まる、⑥環境への負荷の少ない物質循環

の一部を担うことができる、等である。つま

り、地場流通を復権させ「地場消費」を高め

ることで、生産者、消費者の利益に応えるこ

とはもちろん、産消提携によって地域農業へ

の理解を深め、かっ近年求められている「環

境にやさしい」農業にも対応可能であると捉
えている 15)。

ところで、これら西津の「地場消費」概念

のモデルとされているのは吉田喜一郎が主張

した「地域社会農業」並びに「定食圏構想」

である。吉田によれば「地域社会農業」とは、

「地域住民の生存を保障するとともに、環境

と文化を守り、地域に定住する生活者として

の農家の生活向上、並びに地域社会存立のた

めの不可欠な基礎産業」という位置づけが与

えられる16)0 1980年段階に世に間われたもの

であるとはいえ、土地利用計画を地域計画の

柱にすえ、生活と経済とを不可分のシステム

として構築しようとする「地域社会農業」の

提案は‘現在なお大いに学ぶべき理念の一つ

であろう。

そして、吉田は iJ也域社会農業」論をさら

に具体的に展開し、農産物流通のあるべき姿

として「食糧農産物の「地域需給システム」

と「広域需給システム」との重層構造によっ

て、地域社会並びに都市社会に対する食糧農

産物の安定した需給関係を確立する。」と説

r

セ

1
4
3
i細遁
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合」の意味するところは、 「生産・加工(農

産物の地場加工など)・流通・消費の各過程

を一貫して、それら相互間の有機的な連繋=

結びつきを図るということであり、より具体

的にいえば、農業生産構造・生産過程と、農

産物の流通・市場構造、流通過程(流通対応

とか市場対応など)の二つの分野、二つの側

面を、相互に関連づけ有機的に結びつけて、

両者を一体とした」ものであるが、そこでは

地場流通(地域内消費との強い結びつき)の

存在が重要視されているのである。

以上のように御園が提起した地場流通論

(広域大量流通に対するアンチ・テーゼ)は、

広域大量流通の進展のなかで地場流通が何ら

かの機能的な変質を迫られつつも、依然とし

て小規模産地と密接に結びついた独自の役割

を果たしているということへの基礎的認識を

土台に、その後の実証的研究へと継承される。

例えば藤島他は、広域流通によって消えつ

つある自生的な「地場流通」を主体とした小

規模野菜産地を維持・育成するための流通の

システム佑(I地域流通」の形成)の必要性

を強調し、近畿・中園地方における事例を分

析しながら、地域流通システムの具体的形成

方策、地場流通の今日的意義と問題点を指摘

する21)。そして、そこでは広域流通、狭域流

通それぞれにおいて実現可能なメリット 22)を

相互に取り入れることのできる地域流通シス

テム形成のための具体的方式として、①「農

協経由の生産・小売直結」他方式、②「産地セ

ンター」化方式、③「出荷先卸売市場固定」

化方式、④「生産者ク、ループ聞の連携」化方

式の4つが定式化されている。

また、生産・流通構造の地域性や歴史性を

背景に展開する地場流通が実際に担う機能・

役割を評価し、産地との共存関係にみる存在

意義を明確化しようとする小野雅之の研究も

特筆される問。小野は、従来の研究において

あまり重視されることのなかった大都市地域

における地場流通研究の必要性を論じている

が、そこでは商業的農業の先進地であり、か

っ都市近郊農業の典型的な発達をみた大阪に

おいて、農民的流通の担い手であった野市に

由来する地方卸売市場と並んで、中央卸売市

場が依然重要な地場野菜の集荷拠点として機

能していることが実証されている。

N.スーパー主導型市場編成と地場流通

1980年代半ば以降、 「プラザ合意」を機と

する経済構造調整政策のもとでの円高と市場

開放政策による農産物輸入拡大、さらには日

米構造協議に基づく流通規制緩和策の推進等

のなかで、卸売市場をめぐる流通環境は極め

て著しい変佑をみせる。とりわけ、川下にお

ける在来の専門小売庖(八百屋、果物屋等)

の縮小・後退と大規模小売企業(スーパー)

の伸長、チェーン展開という小売業態の変化

が著しく進展するもとで、その川中(卸売市

場等)に対する影響力が強まっていくことは

重要である。

このような背景のもとで、従来必ずしも充

分に分析されることのなかった卸売市場を取

りまく流通環境(外部的与件)の変他、とく

にチェーンスーパーをはじめとする大口需要

者の仕入行動との関わりで、卸売市場の機能

・性格を捉えようとする研究が隆盛をみせる。

その端緒的な研究は三国英実によって拓かれ

ることになるが、そこでは小売業態の主流と

なったスーパー資本が、既存の中央卸売市場

が本来有する公共的性格を疎外し、卸売市場

をスーパーの仕入形態に順応した「集配セン

ター」化しつつある傾向が指摘されている刻。

これらの指摘をより深イじさせたのが豊田隆

の研究である25)。豊田は、スーパーへのPO
S普及による果実流通の垂直的統合化(イン

テグレーション)の進展を通じて、卸売市場

における価格形成がセリ取引に代表される従

来の競争的性格から予約取引・相対取引等の

管理価格的性格に移行しつつあり、あわせて

仲卸業者がスーパーの仕入代行業者化してい

ると指摘する。

川下ピおいて支配的な地位を確立したスー

パー(外部的与件)を、青果物流通再編の主

導者(イニシエーター)とみるこれらの研究

は、卸売市場体系論の理論的発展に新たな峰

を築くものである。さらに、近年では、磯田
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宏26)や坂爪浩史zη』こよって、スーパーによる

仕入方式・論理、それに伴う産地の生産・出荷

構造や卸売業者・仲卸業者の機能的変容の実

態など、必ずしも充分に実証されてこなかっ

た部分についても光が当てられつつある。

また、細川允史は、①取引における情報シ

ステムの進展、②予約型取引の拡大、③集散

市場化の強まり、④商物分離の進展、⑤需要

者側における階層分解の進展、⑥卸売業者・

仲卸業者の役割の変他、⑦市場流通・市場外

流通の区別の希薄佑等の流通再編の今日的状

況を踏まえ、 「情報主導型総合市場体系論」

を提起したお)。そして、そこから導かれる卸

売市場の流通センター化の方向では、中央卸

売市場の公設制・公共性など卸売市場制度の

あり方そのものが聞い直されている。

ところで、これらスーパーの仕入行動にお

いては、大量一括購入によるスケールメリッ

トの発揮が期待されているが、近年の出店ラ

ッシュに伴う過当競争の激佑のなかで一元的

な仕入方式の見直しが図られようとしている

ことは注目される則。そして、その経過のな

かで高鮮度の差別化商品である地場野菜確保

に対する小売サイドからの要請が強まり、結

果として近在に産地を擁する消費地市場にお

ける地場流通機能の存在がにわかにクローズ

アップされつつあることは重要である。これ

については、坂爪他が南大阪地域におけるス

ーパー・専門小売屈の生鮮食品調達構造の分

析を通じて、地場産品に対する需要量が大き

いチェーンスーパーほど卸売市場における価

格交渉力が大きく、かっ多元的な仕入チャネ

ルを確保しており、したがって地場産品の調

達における専門小売屈の優位性を否定してい

ることは興味深い30)。

おわりに

以上のことから分かるように、従来の卸売

市場研究(市場体系論)における地場流通研

究は、全国的な流通の基軸が地方卸売市場か

ら中央卸売市場へと移行し、地場流通に対し

て補完的性格が求められていく過程で、「集散

市場体系」に対崎する新たな流通編成の方向

として提起された「分散均衡市場体系」論と

それを受けて深められた一連の実証的研究を

通じて蓄積されてきた。

いま、多様な市場外流通の進展など流通チ

ャネルの多元化が進行するなかにあって、そ

れらの中核に位置し、かつ地域における生鮮

食料品の安定供給を担うという点で都市の構

成要素として不可欠な公的役割が期待される

卸売市場のあり方をめぐって、現行卸売市場

法の見直しをはじめ、卸売市場制度そのもの

の是非に関わる議論すらなされ始めている31)。

しかし、残念なことにそこからは、輸入農産

物の増加など流通の枠組みが急速に国際的色

彩を強めつつあるなかで、国内農業・産地の

持続性をいかに堅持するかという生産振興の

課題と関わって、卸売市場はどうあるべきか

という方向性は必ずしもみえてこない。

農産物輸入の急増を背景とした価格低迷が

続くなか、中山聞や都市近郊のみならず専作

型大産地においても基幹的農業従事者の高齢

化や後継者不足の進行は深刻であり、日本農

業はその存続そのものが憂慮される状況を迎

えている。また同時に、昨今のコメ関税化導

入に際して行われた拙速な議論に象徴される

ように、一部の農産物輸出国と農業・食料関

連多国籍企業の利益本位で、輸入国に国内生

産の縮小と完全な輸入自由イじを求めるWTO
農業協定の論理を与件とし続けるのか、食料

主権を回復し、食料自給率を向上させる途を

選択するのか日本農政の進路が鋭く間われる

局面でもある。

このような現状のもと、園内生産の底辺を

なす小規模・零細産地における生産の存続と

関わりの深い地場流通やその主たる担い手と

して役割を果たす地方卸売市場等の存立構造

を解明することを通じて、規制緩和による民

間活力の導入・公的関与の撤退という一元的

な卸売市場「機能強佑」の方向性の是非を検

討するととは、研究上の意義にとどまらず極

めて現実的な政策課題の一つであると考えら

れるのである。
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注1)食品流通再編の現段階的特徴について

は、三国英実「食品流通問題の現段階」

同編『現代流通論 l今日の食品流通』

大月書店、 1995年、 pp.1-32.が参考に

なる。

2)産地・供給サイドが卸売市場に対して

どのような要請を強めているのかにつ

いては、木立真直「青果物流通の変容

と農協マーケテインク、の課題J 11農林

業問題研究』第121号、 1995年、 pp.11

-19、『地域農業と農協(別冊号)一卸売

市場問題の焦点と問題打開の方向一』

(社)農業開発研修センタ一、 1996年等

が参考になる。

また、卸売業者の経営悪佑の実態に

ついては、細川允史「青果物卸売市場の

今日的特徴と課題」日本農業市場学会

編『農業市場の国際的展開』筑波書房、

1997年、 pp.246-250.を参照のこと。

3)木立真直「農産物流通の諸問題」阿部

真也他編著『流通研究の現状と課題』

ミネルヴァ書房、 1995年、 pp.353-366o

4)同様の視点から体系的分析を試みた近

年の労作として次の研究を参照のこと。

堀田忠夫『産地生産流通論』大明堂、

1995年。小野雅之・小林宏至編著『流

通再編と卸売市場」筑波書房、 1997年。

5)同様な主旨のものとして、県内4カ所

のスーパーに地場野菜専門の販売コー

ナーを設置し、あわせて女性や高齢者

の生産者グループによる計画出荷を組

織イじするなどの長野県の取り組み(地

域流通野菜システム化事業、 1997年6

月----)や、地場産青果物のブランドイ七

を目的に「認定制度」を新設し、 Aコ

ープの地場産コーナ一、 JA直売所の

設置などを通じて県内市場でのシェア

拡大を図ろうとする愛媛経済連の取り

組み (1997年6月----)がみられる。

6)美土路達雄「そさいの市場体系と共販」

近藤康男編『農業構造の変他と農協」

東洋経済新報社、 1962年。

7)美土路達雄「青果物の市場体系とその

動向」農林漁業金融公庫『長期金融』
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22号、農林統計協会、 1968年。

8)山口照雄『野菜の流通と値段のしく

み』農山漁村文化協会、 1974年。

9) i集散市場体系論」に関しては、その

後いくつかの批判が出されている。木

立の整理によれば、①集散市場概念の

不明確さ、②転送に関する理解の一面

性、重層転送のメカニズムとその実態

把握の不充分さ、③市場体系形成のイ

ニシヱーターの性格が妥当ではない等

が指摘されている(木立前掲3)論文を

参照)。

10)藤島寅二『青果物卸売市場流通の新展

開』農林統計協会、 1986年。

11)大阪市中央卸売市場本場を事例に、流

通の「分散=集中」化が進展するもと

での相対的な地位低下、直接分荷圏の

拡大傾向とその特徴を分析したものと

して、藤島康二・佐藤和憲・小野雅之

「青果物流通における大阪市中央卸売

市場本場の位置の変化J 11農林業問題

研究」第86号、 1987年、 pp.26-34を参

照のこと。

12)細川允史は、 「集散市場体系論」への

学問的批判はともかく、集散市場イじが

政策的に指向されたことは、卸売市場

法、卸売市場整備基本方針等の主旨か

らみて間違いないであろうとしている

(細川『変貌する青果物卸売市場一現代

卸売市場体系論一』筑波書房、 1993年、

p.138.)。
13)例えば、産地段階における矛盾は「野

菜生産出荷安定法」の産地指定要件

(作付面積、指定消費地域出荷率、共同

出荷率)との関わりで、大型産地が単

一品目への専作化を余儀なくされたこ

とに起因する。つまり、これによって

専作化による産地間競争に対応困難な

都市近郊をはじめとする零細規模の多

品目複合型産地が淘汰され、自生的な

地場流通が後退したと同時に、大型産

地においても連作障害による地力減退

が生じた。さらに連作障害を押さえ込

む目的から農薬・イじ学肥料への依存を



強めるといった悪循環のなかで、生産

者自身の健康阻害への不安が増幅する

などの問題が指摘されている。

また、卸売段階において主導力を高め

つつあるスーパー資本の包装・調製・

規格への要請が産地段階に転嫁される

ことも多く、予冷施設等への投資拡大

や選別強化に伴う出荷経費の増大、加

えて早朝出荷のための労働強イじなど農

家経営が大きく圧迫されるといった事

態も進行している。

14)鈴木久栄「地場流通の課題と展開方向」

河野敏明・森昭編著『野菜の産地再編

と市場対応」明文書房、 1984年、 pp.73

-92. 

15)西津栄一郎「農産物の地場消費一現状・

運動・展望一JIi'農総研季報No.8.111990 

年、 pp.1-27.

16)吉田喜一郎『定食圏型農業の実践」家

の光協会、 1983年。

17)玉野井芳郎「地域主義と生鮮食料品流

通」玉野井芳郎著作集③『地域主義か

らの出発』学陽書房、 1990年。

18)御園喜博・宮村光重編『これからの青

果物流通」家の光協会、 1981年。

19)御園喜博「農産物流通の新編成』日本

経済評論社、 1988年。

20)御園喜博『地域農業の総合的再編』農

林統計協会、 1989年。

21)藤島慶二・山本勝成編『小規模野菜産

地のための地域流通システム』富民協

会、 1992年。

なお、本書において「地場流通、地域

流通」の概念は次のように定義されて

いる。地場流通とは「①流通範囲の視

点から定義すると、現在では地場流通

とは、流通の拠点(卸売市場等)となる

地点を中心に通常半径50""60kmほどの

範囲内の産地で生産され、当該流通拠

点を経てその範囲内の小売庖等へ仕向

けられる野菜の流通である。…この範

囲内であれば各地の中央卸売市場をそ

れぞれの流通拠点に「地元(地場)で生

産された野菜が地元(地場)で消費され

64 

る」という関係が成り立つ…②流通の

担い手(流通主体)、とりわけ出荷の

担い手の視点から定義すると、地場流

通とは生産者個人や生産者グループ、

あるいはこれらに小規模集出荷業者が

加わったところの多数の小規模出荷者

によって主に担われている流通である。

換言すれば、単位農協や農協連合会が

野菜出荷の共同化をまだ積極的に進め

ていなかったころの、 1960年代前半以

前にごく一般的にみられた「自生的」

な流通である。…」

地域流通とは「①流通範囲の視点、か

ら定義すれば、地域流通とは地場流通

と同じ範囲内での流通である。…②流

通の担い手の視点から定義すれば、地

域流通とは広域流通と同様に主に単位

農協や農協連合会あるいは類似の出荷

組織が共同出荷を担っている流通であ

る。換言すれば、農協等が主体的に地

方自治体の支援も受けつつ、地元産地

の育成あるいは供給と価格の安定化を

目的にシステム化を進めている流通で

ある。ぞれゆえ、同じ狭域流通とはい

え地場流通とは異なって、地域流通で

は組織的・計画的な取引が可能である0

.・・」

以上のように藤島の考え方は、流通

圏域に加えて流通主体を勘案すること

によって「地場流通、地域流通」の機

能的区分を試みたものであり「地域流

通」の展開する圏域は、必ずしも「地

場流通」のそれより広域であるとは限

らない。むしろ、組織的・計画的な「地

域流通」よりも広範に展開する自生的

な「地場流通」の存在も認めているの

である。そして、このような基準で両

者を区分した理由として「生産者と消

費者の利益を増す方向で小規模野菜産

地を維持・育成するために、地域流通

システムを形成するための方策を解明

し、その具体策を提示すること」であ

ると述べている。

22)広域流通のメリットとして、①量的・



質的需給調整機能の向上、②定時・定

質・定量取引の進展、③価格の安定化

・平準イじの進展、④適地適作(産地移

動)による生産性の向上、⑤ロット取

引(一括大量取引)の進展、⑥厳選し

た規格に応じた価格形成、⑦多くの品

目における取引の周年佑、⑧取扱品目

の多様化が挙げられ、一方の狭域流通

のメリットとして、①顔が見える流通

である、②鮮度の維持が容易である、

③旬のものが出回る、④適熟晶の取引

が可能である、⑤輸送による品質の劣

イじが少ない、⑥流通コストの削減が可

能である、⑦域外産地に対する牽制に

なる、等が指摘されている。

23)小野雅之「大消費地における地場野菜

流通の構造と特質に関する研究J Ii山

形大学紀要(農学).Jl11巻3号、 1992年。

24)三国英実「青果物集配センターの形成

と卸売市場の再編成過程」湯沢誠編

r農業問題の市場論的研究』御茶の水書

房、 1979年。また、第4次卸売市場整

備基本方針を踏まえて、卸売市場の総

合食品センター化の方向について論究

したものに、三国「卸売市場流通再編

の基本動向とその性格J Ii農産物市場

研究』第23号、 1986年がある。

25)豊田隆「果樹農業の展望』農林統計協

会、 1990年。

26)磯田宏「統合佑・多元化にむかう国産

果実流通と産地再編についての若干の

考察J Ii佐賀大学経済学部地域経済研

究センタ一年報』創刊号、 1990年。
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27)坂爪浩史「青果物市場・流通の構造変

動に関する研究一大規模小売企業によ

る再編の論理一J Ii南九州大学園芸学

部研究報告』第24号、 1994年。

28)細川前掲12)著書。

29)スケールメリットを発揮できる大量購

入(一括仕入)の象徴であった大手スー

パー・ダイエーにおいても、多様な消

費者ニーズへの対応を目的として地場

産品など地域特性を生かした柔軟な仕

入方式への転換を遂げつつある(1997

年 6月"')。

30)坂爪浩史・細野賢治・小野雅之・藤田

武弘「スーパー・専門小売屈の生鮮食

品調達構造一南大阪地域を対象とした

階層別・業態別分析一J Ii農業市場研

究』第5巻第2号(通巻44号)、 1997年。

なお、それらのことは「市場の階層が

劣位になるにしたがって、需要者の階

層も劣位になる、いいかえれば上位需

要者の獲得はできない」とした細川の

「情報主導型総合市場体系モデ、ル」に

一定の修正を迫るものである。

31)生鮮食品等流通問題研究会『卸売市場

の新しい展開と活性化に向けて一中間

論点整理一.Jl1998年8月。ここでは、

①市場取引原則(セリ・入札方式)の見

直し、②卸・仲卸業者の経営体質強化、

③市場再編成の推進が検討の柱とされ

ている。

(筆者.大阪府立大学農学部)
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