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(農政経済研究第22集， 2∞0)
<論文>

花き卸売市場における取引方式および情報システムの現状と課題

Problems of Transaction Method and Information System 

in Wholesale Market of Flowers and Ornamental Plants 

はじめに

花きは1923年に制定された「中央卸売市場

法」では対象とされず、その流通は長い間、

民間資本による多数の小規模・零細な花き卸

売市場によって基幹的部分が担われてきた。

しかし、 1971年に公布された「卸売市場法」

と1973年の同法施行規則の一部改定によって

新たに政令指定品目に追加され、計画的な市

場整備の対象となった。これ以降、既設市場

の統合整備による中央卸売市場花き部の設置

と拠点的な花き地方卸売市場の新設が全国各

地で進んでいる。このような動きは花き卸売

市場の整備推進が重点課題とされた1986年の

第4次卸売市場整備計画の策定以降とりわけ

顕著であり、近年になって卸売市場の大型化

が活発になっている。

旧来の花き卸売市場では卸売業者から売買

参加者へ直接販売されるのが一般的な形態で

あった。ところが、市場整備によって新たに

設置された卸売市場には基本的に仲卸制度が

導入されており、 1998年度には中央卸売市場

取扱金額の28.7%が仲卸業者を経由するよう

になっている110

このような卸売市場の大型佑とバブル経済

崩壊以降の消費構造の変イじなどに対応して、

近年、卸売市場の「川上」や「川下」でも大
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きな変化がみられる。「川上」についてみる

と、-切花類では農協・連合会による共選共販

体制の整備が急速に進み、鉢物類、花壇用苗

物類(以下、「花壇苗」とする)では生産者の

規模拡大と共同輸送が進展している。一方、

i )'1下」においても切花類ではスーパーを中

心とする量販屈が「パック花」の販売を本格

化させつつあるとともに、鉢物類、花壇苗で

はホームセンターと大型花き専門屈である園

芸センターが台頭している。

ところで、青果物や水産物といった生鮮食

料品部門における市場外流通の増大や消費低

迷などによる市場取扱金額の減退傾向、卸売

市場における取引原則の形骸化などを背景と

して、 1999年7月に「卸売市場法」が改定さ

れた。その主な内容は①中央卸売市場関係業

者の経営体質の強他、②取引規制の緩和、③

卸売市場の再編の円滑化などである。このう

ち取引規制の緩和についてみると、まず「中

央卸売市場における売買取引は公正かっ効率

的でなければならない」とした上で、セリ取

引原則を緩和し、これまで例外扱いであった

相対取引を公認するだけでなく、卸売業者が

自己の計算による卸売(買付)をすることが

できるように規制緩和している。さらに、商

物一致にかかわる規制も条件付きながら緩和

し、開設区域内に限って市場外にある生鮮食

料品等の卸売ができることとし、商物分離を

容認している。

このような取引ルールの変更は卸売市場の

大型イむなどによって近年急速に進んでいる花

き流通の再編にいっそう拍車をかけるものと

考えられる。



数である商品のセリにおいて、セリ成立後に

残数がある場合、これを落札価格と同じ価格

で他のセリ参加者が購入する、いわゆる「マ

リ買いj を瞬時に処理できるようになってい

ることである。これによって、荷口が大きい

商品についてはセリ取引の効率化に多大な成

果をあげている。ただし、切花類では共選共

販が急速に進展し、鉢物類、花壇苗でも生産

者の経営規模拡大が進んでいるとはいえ、花

きは商品アイテム数が膨大であること、零細

農家による個人出荷の荷が依然として多いこ

とから、現在もなお小口での出荷が圧倒的部

分を占めている。そのため、機械セリ方式導

入のメリットはセリ取引時間の短縮もさるこ

とながら、現状ではむしろセリ取引の公開性、

公正性、公平性が著しく高まった点に求めら

れるべきであろう。従来の花き卸売市場では

産地と卸売業者、あるいは買参入と卸売業者

との個人的な結びつきが取引価格に大きな影

響を及ぼしており、閉鎖的・前近代的な商習

慣が支配的であったとされる。事実、大阪府

内整備市場の買参入会に対するヒアリング調

査でも「従来の卸売市場では弱小な小売業者

は買参入としてセリに参加し、最高価格を提

示してもほとんど相手にされなかった」こと

が多くの買参入から指摘された 2)。しかし、機

械セリ方式ではセリ取引価格、購入者名(実

際には買参入番号)、購入数量が電光表示盤な

どに表示されるため、セリ取引の公開性が極

めて高いだけでなく、売買参加権さえ取得す

れば、誰でも容易にセリに参加し、仕入規模

や経験年数などに関係なく、公正かっ公平に

取引ができるようになったのである。

そこで、本稿では花き卸売市場における取

引方式の現状とその変化、ならびに取引方式

に大きな影響を与える情報システム化の進展

状況について解明し、今後における花き卸売

市場の展開方向を検討する。

1 .花き卸売市場における取引方式の変容
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セリ取引比率の低下とその要因

花き卸売市場における取引方式の最近の動

向として注意すべき点は、青果物や水産物ほ

どではないにしろ、セリ取引の割合が急速に

低下する一方で、先取りや予約相対取引の割

合が高まっていることである。図 1は全国の

中央卸売市場におけるセリ取引(入札を含む)

比率の動向について示したものである。これ

によると、花きのセリ取引比率は1980年代後

2. 

1.機械セリの導入によるセリ取引の変容

花きは外観が非常に重要で、あることや規格

統一が困難であることから、卸売市場の取引

では現物セリが重視され、セリ取引の割合が

非常に高いことを特徴としてきた。しかし、

1980年代後半以降、花き卸売市場の統合整備

が活発化しており、それに伴って出現した大

規模市場では極めて商品アイテム数が多いこ

とを特徴とする花きのセリ取引と搬送・搬出

に長時間を要するようになっている。そのた

め、近年に整備された花き卸売市場に入場す

る卸売業者の多くは機械セリ方式の導入とセ

リ以外の取引の積極的活用によってこれに対

応している。

わが国の花き卸売市場における機械セリシ

ステムは、東京都中央卸売市場大田市場の卸

売業者0社によって岡市場開場時の1990年に

導入されたのが最初であるが、現在では大規

模市場の卸売業者を中心として10数社に導入

されているとみられる。一般に、花き卸売市

場に導入されている機械セリシステムは、電

光表示盤あるいはマルチスクリーンを伴う複

数のセリ台(セリレーン)と多数の買参入端

末機から構成されており、一連のコンビュー

ターシステムとも連動している。セリはセリ

上げ方式よりも時聞が多少なりとも短縮でき

るセリ下げ方式を採用するところが多く、仲

卸業者や売買参加者は電光表示盤などのいわ

ゆる「セリ時計」が購入希望価格になったと

ころで買参入端末機上の「セリレーン口数キ

ー」を押すなどして、最高値をつけた買参入

が競り落とすことができる仕組みになってい

る。

ところで、花き卸売市場に導入されている

機械セリ方式の特徴の 1つは、販売口数が複
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図 1 中央卸売市場におけるセリ取引比率の推移

資料:農林水産省「卸売市場の現状と課題J(各年次)および同

「卸売市場データ集J(各年次)により作成。

注:入札を含む。

半頃までは99%前後と極めて高い数値を示し

てきたが、 1980年代末葉以降、急速に低下し、

1998年度には74.4%1こまで落ち込んでいる。

このようなセリ取引比率の低下を招来した

背景には、切花部門における共選共販の進展

と鉢物部門における大規模企業経営の成立に

伴って信頼性の高い規格品の出荷が増大した

ことにより、現物セリの必要性が低下すると

ともに、予約型取引が可能になったことが挙

げられる。そして、花き卸売市場においてセ

リ取引比率を低下させた直接的な要因として

は概ね以下の点が指摘できる。

第 1に、「オーノレ買参入制度」のもとで、仲

卸業者はセリ取引では買出入に対して販売可

能な価格で必要数量を確保することが困難で

あるだけでなく、セリの開始時間を待ってい

ては商品の陳列や配送が聞に合わないためで

ある。仲卸業者の販売方法は庖頭販売と注文

販売に大別できるが、注文販売の場合、仲卸

業者は得意先から注文された特定品目・品種

の特定等階級の商品をセリ取引によって調達

しようとすると、他の買参入よりも高い価格

を提示しなければならず、マージンの確保が

困難となるばかりか、予定数量を確保するこ

とも難しい。そのため、先取りや予約相対取

引など予約型の取引によって安定した価格で

予定数量を確保する傾向が強い。とりわけ他

の卸売市場への転送や売買参加が困難な遠隔

地の問屋や小売業者への販売の場合、セリ開

始時間を待っていては転送先や販売先におい

て当日販売が困難となるため、その対応とし

て先取りを利用するのが一般的である 3)。ま

た、庖頭販売の場合でも主に仲卸業者から仕

入を行う買出入は開庖前に効率よく商品を仕

入れようとする傾向が強いため、早朝から仲

卸庖舗に商品を陳列する必要があり、仲卸業

者は品揃えのために一定数量を先取りによっ

て調達せざるを得なくなっている。

第 2に、大規模小売業者が近年急速にシェ

アを高めており、これらが卸売業者や仲卸業

者、花束加工業者に対して計画的な販売を要

請するためである。大規模小売業者は一般に

定価販売を原則とし、特売日に安くするとい

う販売戦略を採っており、仕入数量や価格を

切花類では主に花束加工業者との、鉢物類・

花壇苗では卸売業者や仲卸業者との事前交渉

によって決定している。卸売業者は仲卸業者

への販売はもちろんのこと、専門小売業者へ

の販売が停滞あるいは縮小するなかで、取扱

高を維持・拡大するためには大規模小売業者

や花束加工業者への販売を伸ばす必要があ

り、先取りや予約相対取引を積極的に活用す

ることによってこれらに対応しているのであ

る。

第 3に、産地や輸入業者の出荷行動が変化

するなかで、卸売業者にとって安定価格での
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販売が集荷力確保の必須条件となってきてい

るためである。切花類では共選共販の進展と

農協の広域合併、産地問競争の激化、卸売市

場の統合整備などに伴って、多くの単位農協

や農協連合会が出荷先卸売業者の集約化を図

っており、輸入業者でも輸入条件の悪化によ

って収益性が低下するもとで、切花類の輸入

を縮小したり、出荷先卸売業者の集約化や小

売業者等への直接販売を志向したりするなど

の動きをみせている。また、鉢物類、花壇百

でも全国的な生産の広がり、大規模生産者の

出現や共同輸送の進展、輸送網の進展と輸送

技術の発展などに伴って、地方都市の卸売業

者であっても直接集荷が可能になりつつある

が、その一方で市場整備に伴う大規模市場の

出現によって市場開競争が激化している。そ

の結果、出荷者の提示する希望価格を実現で

きない卸売業者は数量的にも品質的にも安定

した集荷が困難となりつつある。このような

傾向は小規模な卸売業者や地方都市の卸売業

者においてより顕著であるが、大都市の大規

模市場に入場する大規模卸売業者でさえ、出

荷者の希望する価格を実現できなければ、銘

柄産地・生産者の上位等級品が安定的に集荷

できないといった事態がみられる。そのため、

多くの卸売業者は事前に価格交渉が可能な予

約型取引の比率を高めることによって取引価

格を一定以上に保ち、集荷力を確保しようと

しているのである。

これらの要因は程度の差こそあれ、青果物

の場合とほぼ同様である 4)が、これらに加え

て花き特有の事情が存在している。大規模花

き卸売市場では広いセリ室において非常に多

くの買参入に対して、自動セリ機を導入した

多数のセリ台を用いて同時並行で固定セリが

行われており、買参入はセリ時に品質を見極

めることが困難で、あるだけでなく、 1人ある

いは少人数ではすべてのセリに参加すること

が極めて困難となっている。さらに、花きの

場合、専門小売業者といえどもチェーン展開

を図る多庖舗経営型の大規模業者があり、し

かもそれらは結婚式場や宴会場の装飾などの

業務用や贈答用を主に取り扱っていることか

ら、事前注文に応じた規格品の大量仕入とと

もに、多品目・多品種の仕入を必要とする。

そのため、卸売業者に対して先取りや予約相

対取引を要請するのである。

以上のことから明らかなように、先取りや

予約相対取引の対象となる商品は希少品や極

めて高品質なものなど一部には小規模生産者

による個人出荷の荷も含まれているが、大半

は共選共販の商品や大規模生産者の出荷品で

あり、買い手は仲卸業者や花束加工業者、量

販庖、大規模花き専門業者などの大口需要者

が中心である。また、セリ取引ではどの商品

がいくらで誰に販売されたかが明瞭であり、

とりわけ機械セリ方式ではそれが電光表示盤

やマルチスクリーンなどに表示されるために

一目瞭然であるが、先取りや予約相対取引で

は一般に情報開示がなされないことから、そ

れが不明瞭である。そのため、圧倒的多数を

占める小規模・零細な専門小売業者からは、

機械セリ方式の導入については大いに歓迎さ

れているものの、先取りや予約相対取引の増

大は反発を招いている。このことが如実に示

すように、大規模出荷者と大口需要者を主体

とした不透明な取引の増大は、機械セリ方式

の導入によって改善された取引の公開性、公

正性、公平性を相殺しかねないという問題を

はらんでいるのである。

II.花き卸売市場とそれを取り巻く情報シス

テムの進展状況

1.産地・卸売市場開の情報伝達手段

花き卸売市場では商品アイテム数が膨大で

あり、しかも依然として小口での取引が大半

を占めているため、精算業務は膨大なものと

なっている。また、近年、切花類では青果物

と同様に農協共販が進展しており、農協にお

ける個々の生産者への精算業務も非常に煩雑

なものとなっている。さらに、前述のとおり

近年では先取りや予約相対取引が増加してお

り、販売する品物の内容をいち早く仲卸業者

や買出入に知らせ、販売促進に役立てるため

に、出荷者や卸売業者にとって事前の出荷情

報が重要な意味をもつようになっている。
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情報を早期に把握することができ、いち早く

その販売への対応が可能になることである。

そして、産地サイドではこのことによって安

定価格での販売が期待できるヘ

このような青果物の通信ネットワークを花

きに応用したものが「花き流通情報システムJ

(フローラシステム)である。卸売業者から

販売情報を農協連合会へ送信する「花き売立

仕切情報システム (FLORA-I)j は1990

年から稼働しており、産地の出荷情報を卸売

業者に伝達する「花き出荷情報システム (FL 
ORA-II)jも1993年から稼働している。し

かし、(財)食品需給研究センター『卸売市場

整備基本方針策定調査報告書~ (1995年 3月)

によると、フローラシステムの普及率は中央

卸売市場では73.7%とかなり高率になってい

るものの、地方卸売市場では35.7%にすぎず、

また農協連合会、単位農協でもそれぞれ44.4

%、 33.3%にとどまっている(表 1)。しかも、

それを「積極的に活用している」とする回答

は卸売業者サイドでは47.1%、産地サイドで

も50.0%と半数程度にとどまっているのが現

状である。

このように、 ドレスシステムを利用した産

地と卸売市場との情報システム化は花きより

も青果物の方が普及しているといえよう。し

かし、近年の市場整備によって新設された花

き卸売市場では機械セリ方式の採用とも関連

して、卸売市場ごとには高度な情報システム

従来から出荷情報や売立・住切情報など産

地と卸売市場との聞の情報連絡には郵便や電

話、ファックスが利用され、多くの入手と通

信費を要してきた。しかし、近年ではコンピ

ューターの普及とその活用によって、情報伝

達と事務処理の迅速化、精度の向上、通信費

の削減等が図られている。

産地と卸売市場との聞の情報システムで最

も普及しているのは、 1983年から稼働してい

る「青果物売立仕切情報システムj(ベジフル

システム)である。これは、 NTTのコンビ

ュークーを中継点として、専用回線を使用し

て卸売市場における販売結果を卸売業者から

農協連合会へ送信するシステムであり、現在

ではほとんどの農協連合会で採用されてい

るロこれによって、卸売業者サイドでは売立

連絡の省力化と仕切書送付の簡略化が図ら

れ、その結果として人件費の節減が可能とな

っている。他方、産地サイドでは仕切情報の

再入力が不必要になり、大幅な省力化が可能

となるとともに、卸売市場での販売結果の迅

速な入手によって翌日の出荷対応を検討でき

るようになり、出荷調整にも大きな成果をあ

げている。

また、これとは逆方向に産地の出荷情報を

卸売業者に伝送する「青果物出荷情報システ

ムj も1989年から稼働している。このシステ

ム導入の意義は卸売業者サイドでは荷受情報

の処理が省力化できるだけでなく、事前出荷

震
際
限
院

F
F
4
7
5
d

卸売業者と産地のフローラシステム導入状況
(単位:%) 

表 1

計 |導入し|導入「 不明
ている いない

10億円億未満円 100.0 11. 1 77.8 11. 1 
卸 1O~50 100.0 34.8 56.5 8. 7 
7t E 50~100億円 100.0 86.7 13.3 
業 100億円以上 100.0 80.0 20.0 
者

地中央方卸卸売売市市場場
100.0 73. 7 26.3 
100.0 35. 7 55.4 8.9 

計 100.0 45.3 48.0 6. 7 

55億~円未満 100.0 66. 7 33.3 
10{l意円 100.0 45.5 36.4 18.2 

産 1O~30億円 100.0 41. 2 52.9 5.9 
30億円以上 100.0 57. 1 42.9 

地
農単位協農連合協会

100.0 33.3 47.2 19.4 
100.0 44.4 55.6 

計 100. 0 37.0 50. 0 13. 0 
，‘..、， d人....=-J.A""""r守、，、~ ー__，_，t::I ι4・，~ー争-+- ..__r___A'  ""鼻-~ ・円ト-.戸?守

告書J(1995年 3月)により作成。
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の導入が進んでいる。次に、その主要なもの

について述べていくことにしたい。

2.花き卸売市場における高度情報システ

ムの現状

新設の大規模市場を中心とする一部の花き

卸売市場では一連のコンビューターシステム

と接続された自動セリ機の導入によって、産

地からの情報をリアルタイムに管理し、販売

結果や代金精算を正確かっ迅速に処理で、きる

ようになっている。例えば、図 2に示すよう

に、大阪府内A市場では自動セリシステムお

よび物流システムと連動する市場情報管理シ

ステムを機能させており、コンヒQ ューターに

よって市場全体の a情報管理を行っている。ま

ず、物流システムについてみると、これは①

自動荷受システム、②立体自動倉庫システム、

③自動仕分システムに大別できる。①の自動

荷受システムは産地において商品情報を示す

荷受

~T場:i!lJJ
LF圃望

日間亨!

っ台骨till

ノ〈ーコードラベルが貼付された荷のバーコー

ド情報を荷受時に自動的に読み取り、入荷デ

ータを自動的に作成するシステムである。②

の立体自動倉庫システムは入荷処理後の商品

が積載された台車を立体倉庫に保管するシス

テムである。入庫する際に台車番号とそこに

積載された商品のバーコードが読み取られて

コンピューターに登録され、倉庫内に保管さ

れた荷はセリが終了した台車から順番に自動

的に搬出される仕組みになっている。③の自

動仕分システムはセリ終了後の商品に買い受

けた買参入の番号を自動的に印字し、買参入

グループごとに自動的に仕分けるシステムで

ある。また、自動セリシステムはセリを自動

的に行うだけでなく、競り落とされた価格、

買受人名、買受数量などが自動セリ機と直結

したコンピューターに自動的に入力されるた

め、物流だけでなく、仕切書の作成などその

後の事務処理が簡略化されるとともに、リア

ルタイムでの取引情報の提供が可能となって

セリ 照会・精算・統計

骨骨

図2 大阪府内A市場における「市場情報管理システム」

出所:奥野義博「大阪鶴見フラワーセンターのバーコード情報システムJWフレッシュフ}ドシステム』第 24巻第 13号、
1995年 11月、 p.55より引用。
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受人へ直送する、いわゆる商物分離を実施し

たいと考えている。

このように、花き卸売市場では高度情報シ

ステムの整備が進められており、経理上や物

流上の合理化・効率化に大きな成果をあげて

いるだけでなく、取引方式にも大きな変化を

もたらしている。ただし、これはフローラシ

ステムを除けば各卸売市場や卸売業者ごとの

個別的な取組が中心であり、花き流通トータ

ルとしての情報システム化はこれからの課題

であるといえよう。

3. 花きの取引電子化に向けた公的条件整

備の進展状況

花き卸売市場では上述したように、バーコ

ードを利用した荷受、検品、取引、仕分シス

テムの導入が進められている。また、産地に

おいても近代的施設を備えた集出荷場で、はバ

ーコードシステムによって生産者から出荷さ

れた荷の荷受、検品、梱包、仕分などの作業

の省力化、集計や送り状作成などの事務作業

の効率化が図られている。しかしながら、商

品に貼付されるバーコードラベルの品種コー

ドは農林水産省が中心となって作成している

「日本花き取引コード」が基本的に利用され

ているものの、花きは品種の変遷が激しいこ

とから、各産地、卸売業者とも新品種につい

てはとりあえず独自の品種コードを使用して

いる場合が多い。しかも、産地において添付

されるバーコード情報には等階級、入り数な

ど様々な情報が含まれているが、これらの情

報も統一されたものではない。そのため、産

地のバーコード情報と卸売業者のそれとの聞

の互換性が図れず、卸売業者は荷受時に新た

に作成したバーコードを貼付し直しているの

が現状である。

このように、生産と流通に関わる業者や団

体が独自にシステム整備を行った場合や共通

で利用できるコードがない場合、流通の効率

化には限界があるだけでなく、システム整備

のための投資も割高になる。そこで、農林水

産省は生産から小売に至るまでの各流通段階

における生鮮品の取引を電子化するためのイ

いる。これらのシステムはフローラシステム

にも接続されており、農協連合会に対してオ

ンラインによる仕切情報の自動送信も行われ

ている。

また、近年に整備された花き卸売市場では

オンラインによって卸売業者と仲卸業者のコ

ンピューターを接続し、事前入荷情報や取引

情報をリアルタイムで照会するサービスを開

始するところが増えつつある。さらに、大規

模市場に入場する一部の卸売業者はインター

ネットを利用して、市況データなどを一般公

開するだけでなく、契約した特定の出荷者や

買参入に当日の仕切明細や買上明細のデータ

を配信するサービスを実施しているものもみ

られる。例えば、大規模な鉢物専門市場の卸

売業者である T社ではオンラインによって、

市場内に事務所を開設する仲卸業者や大口需

要者から予約相対取引の注文を受けるシステ

ムを稼動させており、最終的にはその対象を

すべての買参入に広げたいという意向をもっ

ている。一方、東京都中央卸売市場の大規模

卸売業者である F社ではオンラインによる特

定顧客向けの情報システムを起動させ、買上

情報、入荷情報、市況等の迅速かっ確実な提

供を行うことによって事務処理の合理化を図

っており、「卸売市場法」の改定に基づく東京

都の条例改定後には予約相対取引のオンライ

ン受発注を開始する考えである。それだけで

なく、「卸売市場法」で問題さえなければ、オ

ンライン・オークション(在宅セリ)を行い

たいとの意向もあり、将来的には閉鎖系シス

テム内で同社の仲介によって特定の出荷者と

買参入が直接取引できるシステムを構築した

いとも考えている。

さらに、上述の T社や既設市場の卸売業者

としてはわが国最大規模を誇る大阪府内C社

では映像セリをすでに実施している。現状の

ところ、両社とも市場内の出荷品をビデオカ

メラ等で撮り込み、大型モニターやマルチス

クリーンに映し出して見本セリを実施してい

るにすぎないが、将来的には液晶デジタルカ

メラとコンピューター通信等を用いて、生産

者のほ場で撮り込んだ商品の画像を映し出し

て見本セリを行い、競り落とされた商品を買

F
F
r
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ンフラ整備が必要であるとの認識から、(財)

食品流通構造改善促進機構を通じて、業者・

団体聞の取引を行う上で重要となる標準商品

コード、 ED 1 (電子データ交換)標準メッ

セージおよび商品関連情報データベースなど

の開発に着手している。これは「生鮮食品等

取引電子化基盤開発事業」として、 1997年度

から 5か年計画で取り組まれており、青果物

に引き続いて1999年度からは花きについても

EDI標準メッセージや標準商品コードを策

定するための実証試験が実施されている。な

お、同事業において開発が予定されている花

きEDI標準メッセージは、セリ取引や先取

り、予約相対取引などを行う場合に、出荷者、

卸売業者、仲卸業者、小売業者、運送業者な

どが必要となる出荷(入荷)予定情報、出荷

(入荷)確定情報、発注情報、仕切情報、請

求情報などである(図 3)。標準商品コードは

国際標準に準拠した13桁の識別コードであり

花きの場合、「日本花き取引コード」を基本と

する 5桁の「標準品名コード」が基幹となっ

ているが、商品を特定または識別するために、

等階級や栽培方法、産地名などを示す「商品

属性コード」がこれとは別に定められること

になっている。

ところで、農林水産省は同事業とは別に、

1998年度から 3か年計画で「生鮮流通ロジス

ティクス構築モデル事業」を実施している。

この事業の目的は卸売市場を中心とする情報

ネットワークを活用した効率的物流管理シス

テム(ロジスティクス)を構築する取組を支

援し、ハード面の市場整備とあわせて、産地

から卸売市場、小売に至るまでの生鮮流通全

般の効率化を促進させることである。この目

的を達成するために、①タイプ 1:産地 卸

売市場開(市場の集荷力強化を図るタイプ)、

②タイプII:卸売市場一小売間(小売支援機

能強化と市街地活性化を図るタイプ)、③タイ

プIII:産地 卸売市場一小売間(タイプ Iと

タイプEの複合タイプ)、④タイプN:卸売市

場間(卸売市場開ネットワーク構築タイプ)

の4タイプのシステム開発と実証実験が実施

されている。

花きでは1999年度に愛知県内の鉢物専門市

場がタイプ Iの対象モデル市場に選ばれ、バ

ーコード情報による生産地から買参入までの

「台車一貫物流システム」の構築、およびイ

ンターネットによる予約相対取引とその情報

を物流作業に反映した「多頻度集配送ロジス

ティクスモデル」の構築に向けたシステム開
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業 者

図 3 I生鮮食料品等取引電子化基盤開発事業」に
おいて策定予定の花き EDI標準メッセージ

資料:農林水産省資料より作成(ただし、第 1次パージョン試供版)。
注:( )内は予約相対・注文取引の場合のみのメッセ}ジを示す。
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発と実証実験が行われた 6)。

4. 異業種参入による情報取引の展開

最近になって花き流通分野に異業種が高度

な電子取引システムを導入している。その代

表的な事例が中古車オークション業界最大手

のAN社が実施する衛星通信を利用した在宅

セリシステム「フラワー・サテライト・オー

クションJと、情報ベンチャー企業のws社

が鉄鋼業最大手の ss社と共同で開発したイ

ンクーネット利用の電子商取引システム「フ

ラワーワイズシステム」である。

「フラワー・サテライト・オークション」

は衛星を媒体にした画像情報をもとに、買参

入が事務所や庖舗に居ながらにして花きの取

引に参加できるテレビオークションシステム

であり、取引方式は「セリ取引Jと「予約相

対(注文取引)Jが用意されている。

「セリ取引」は花き卸売市場に導入されて

いる機械セリと同様の時計式のセリ下げ方式

であり、 AN社に産地側からファッスクまた

は電子メールで、送られてきた事前出荷情報は

前回の出荷時に同社の集出荷場(デポ)にお

いてデジタルカメラで撮影された商品の画像

とともに、デジタル衛星回線によって各地の

買参会員の端末に送られ、買参入は在宅のま

まセリに参加できるシステムになっている。

しかも、セリ開始前に衛星ファックスによっ

て予め出荷リストが送付されるだけでなく、

端末機のモニター上で商品の下見をすること

ができ、さらに「セリ指し値」や許容できる

卜守リ値」の登録、あるいは「先取り Jも可

能となっており、長時間端末機の前で待機し

なくてもセリに応札できる環境が整えられて

いる。

物流については事前出荷情報の内容に従っ

て出荷者が東京都中央卸売市場大田市場の近

くにあるAN社の集出荷場へセリ当日の夕方

から翌日の早朝までに出荷し、そこで検品・

仕分が行われた後、同社のチャーター便でセ

リ翌日の午前中に買受人の盾舗へ配達される

仕組みになっている 6)。

一方、「予約相対」は一般の卸売市場で行わ

れている予約相対取引と同様に、電話やファ

ックスを用いて受発注が行われるほか、 2目

前までに産地側から送られてきた事前出荷情

報をAN社が買参会員に発信し、買参会員は

端末の相対取引画面で商品情報を確認したう

えで、希望の商品を購入できる仕組みになっ

ている 7)。

なお、出荷者にかかる販売手数料率は8.5% 

であり、中央卸売市場における花きの委託手

数料率 (9.5%)よりも低く設定されている。

一方、買参会員は入会時の保証金のほか、衛

星チューナー内蔵の端末のリース料を含め、

月2.9万円の会費が必要である。

同システムは1997年 5月から相対取引を中

心とした試験取引が開始され、 1998年 1月よ

り本格的に在宅セリが行われているが、現在

ではセリ取引の比率が 7割に達している。

開始当初には出荷者は個人生産者や任意出

荷組合、輸入業者などに限られており、一部

を卸売市場から買い付けて集荷していたが、

現在では大規模産地の農協や連合会からの直

接集荷が可能となっている。

他方、買参会員は主に卸売市場の仲卸業者、

問屋、小売業者であるが、 2000年4月現在、

その数は240社に達しており、今なお毎月 10"-'

15社が新規会員になっているという。また、

その分布範囲も当初には関東に限られていた

が、現在では甲信越にまで広がっており、今

年中に東北から東海にまで拡大したいとの意

向である。

これらの結果、取扱金額も 1998年度には約

7億円であったものが、 1999年度には約20億

円と 3倍近くに拡大しており、今後の動向が

注目される。

一方、「フラワーワイズシステムJは複数の

売り手と買い手がインターネット上に集まり

ト注文取引」、「予約取引」、「一般取引J、「先

取取引」という独自の 4つの取引によって卸

売市場とほぼ同様の各種の取引を行うことが

できるシステムである。「注文取引」は買い手

が発信した注文情報をみた売り手がその注文

情報に応じて商品情報を出し、買い手は売り

手からきた情報のなかから条件のあったもの

を購入するという取引である。「予約取引」は
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場)-Jは小売業者や出荷者にとっては新しい仕

入・販売ルートの登場であり、大いに歓迎す

べきものであろう。しかも、ただ単に仕入や

販売の機会が増えるだけでなく、全国規模の

範囲で売り手と買い手が取引に参加すること

によって地域聞の価格格差が縮小し、安定価

格で、の販売や仕入に結びつく可能性があるう

えに、出荷者は希望価格での販売がある程度

可能であり、小売業者は在宅セリへの参加な

どによって卸売市場まで仕入に行く作業が軽

減で、きるといったメリットがある。

また、既存の卸売市場の業者にとっても「電

子取引市場」の利用方法知何では取扱規模の

拡大につながる可能性がある。例えば、産地

市場など集荷力が強いものの、分荷力に乏し

い卸売市場の卸売業者や仲卸業者が出荷者と

してこれらを利用することによって分荷先の

確保を図ったり、逆に消費地市場など分荷力

は強いものの、集荷力に乏しい卸売市場の卸

売業者が買参会員としてこれらを利用するこ

とによって荷揃えの確保を図ったりすること

が考えられる。

しかし、多くの卸売市場の業者にとっては

新しいライバノレの出現であり、「卸売市場法」

が改定され、取引に関する規制が大幅に緩和

されたとはいえ、中央卸売市場などでは開設

者の判断でどこまで在宅セリや商物分離が認

められるか不透明であることから、このよう

な「卸売市場法」に規制されない異業種の参

入に脅威を感じている業者も少なくない。

ill.取引方式と情報化をめぐる展望と課題

;
3
j
i
-
-

取引方式をめぐる展望と課題

花き卸売市場ではセリ取引時間の短縮と価

格の安定が重要な課題となっており、先取り

や予約相対取引といった予約型取引の推進や

情報システム化の進展はこれらを達成するう

えで最も有効な手段であるといえよう。また、

大都市の卸売市場では出荷された商品の保管

場所や駐車場の不足が問題となっているとこ

ろもあり、情報取引による商物分離や先取り

の推進はこれらを解決する手段の 1つでもあ

1. 

売り手から発信された出荷情報のなかから買

い手が条件のあったものを購入する取引であ

り、買い手は売り手の情報に対してネット上

で交渉することも可能となっている。「一般取

引」は卸売市場におけるセリ・入札に最も近

い取引方式であり、売り手が発信した販売情

報に対して、買い手が応札登録時間内に応札

を行った後、システムのマッチング処理によ

って落札される仕組みになっている。なお、

売り手は販売下限価格を設定することがで

き、応札価格がこれを下回った場合には落札

されないようになっている。「先取取引」は価

格条件を再設定した「一般取引Jの残品や「一

般取引」に聞に合わなかった商品の販売情報

を売り手が発信し、買い手がそれに応札して

販売下限価格を上回れば、その場で落札され

る仕組みになっている。

同システムは1998年春から試験的に運営さ

れてきたが、 1999年12月から実用化段階に入

っており、「注文取引」と「予約取引Jはメン

テナンスや更新処理を行うためのクローズド

時聞を除いて常時取引ができ、「一般取引」は

月・水・金曜日の午後 6時'"'-'7時、「先取取

引Jは同日の午後 7時'"'-'8時にそれぞれ取引

ができるようになっている。

なお、売り手、買い手ともに入会金 5万円

と月会費 1万円が必要で、あるが、インターネ

ットが利用できる環境のパーソナルコンピュ

ーターさえあれば取引が可能であり、しかも

出荷者にかかる販売手数料は 6%と既存の花

き卸売市場における委託手数料率と比べてか

なり低率に設定されている。

現在のところ売り手は既存の卸売市場の卸

売業者、輸入業者、個人出荷者が主体であり、

買い手も卸売市場の卸売業者と仲卸業者に限

られている。そのため、主に卸売市場聞の転

送や卸売業者や仲卸業者の荷揃えの補完に利

用されているのが現状である。

今後においては物流システムの整備を図る

とともに、売り手の契約履行の信用度を点数

化したり、商品の画像情報を取り入れたりす

るなどして、買い手の範囲を量販庖を含む小

売業者にも広げていきたい意向である。

このような「電子取引市場(バーチャル市
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る。さらに、今後より発言力を増すであろう

と考えられる大規模産地・生産者あるいは大

規模小売業者や花束加工業者などの大口需要

者への対応として、予約型取引の推進が不可

欠であろう。これらのことから、今回の「卸

売市場法」の改定による規制緩和とも相まっ

て、セリ取引比率の低下傾向は今後とも避け

られないと考えられる。

しかしながら、花きでは青果物などと比べ

て、依然として小規模な出荷者や売買参加者

が多いことから、花き卸売市場ではこれらに

充分に配慮した対応が必要であろう。従来、

東京都中央卸売市場では「花き部における販

売開始時刻以前の卸売に関する許可要領」に

よって先取りは卸売業者ごとに当日入荷した

同一品目、同一等級の30%以内に規制されて

おり、大阪府内の地方卸売市場のなかにも同

様にセリ以外の取引を同一出荷者の同一品目

.等級の50%以内に制限している卸売業者が

みられる。中央卸売市場だけでなく、地方卸

売市場といえども社会装置の 1っとして公的

役割が大きい卸売市場では、このようにセリ

以外の取引の上限を設定し、できる限りセリ

を中心とした取引を行うことによって、公平

性、公正性、公開性を確保していくことがよ

り強く求められているといえよう。とりわけ

希少な商品や品薄時には先取りをより厳しく

制限し、セリ取引を原則とすることが不公平

感を取り除くうえで重要であろう。

また、今回改定された「卸売市場法Jでは、

セリ取引だけでなく、先取りや予約相対取引

についても数量と価格を公開していくことが

規定されたが、これは取引の不透明性を払拭

するうえで不可欠で、あるといえよう。

2. 情報システム化による流通合理化の展

望と課題

これまでの花き流通分野における情報シス

テムの整備は各業者・団体ごとの個別的な対

応による、いわゆるパーソナル・システムの

整備が中心であったことから、流通段階ごと

に情報の互換性がなく、流通の効率化に限界

があり、しかも各業者とも多額の設備投資が

必要で、あった 8)。そのため、本格的な情報シス

テムの導入は資本力のある一部の大規模卸売

業者とごく少数の出荷団体にほぼ限られてお

り、多額の設備投資によってシステム整備を

行った卸売業者は豊富な情報収集・提供力を

生かした営業展開が可能となっている。その

結果、システム整備が可能な大規模卸売業者

とそれが不可能な中小規模の卸売業者との集

荷力格差がよりいっそう拡大する傾向がみら

れるc

今後、取引電子化に向けた公的な条件整備

が進めば、これまでのような多額の設備投資

を行わなくても情報システムの整備が可能と

なり、資本力の劣る卸売業者でも整備しやす

くなると考えられる。しかも、産地と卸売業

者を中心とした市場関係者が連携して、これ

を普及させることができれば、図 4に示すよ

うな「総合花き市場流通システム」とも言う

べき情報システムを利用した産地から卸売市

場、売買参加者までの一貫流通システムの構

築が実現でき、大幅な流通の効率化・合理化

が可能になるであろう。とりわけ映像セリに

代表される情報取引の導入は施設規模の限ら

れた卸売市場であっても商物分離によって大

量の荷の取扱を可能にするなど、中小規模市

場の卸売業者にとってもメリットがあると考

えられる。

しかしその反面、情報システム化の進展は

市場外流通を拡大させたり、集荷力の強い一

部の大規模な卸売業者への荷の集中を助長さ

せたりすることによって、多数の卸売市場を

衰退させる可能性が高い。さらに、仲卸業者

の業務を縮小し9)、今でさえ低い仲卸業者経

由率をいっそう低下させるおそれがあるだけ

でなく、小規模な産地・生産者や小売業者を

排除する可能性も否定できない。

まとめ

以上のように、花き卸売市場では青果物の

場合と同様に、大規模市場を中心としてセリ

取引比率が低下する一方で、予約型取引の比

率が上昇している。また、自動セリシステム

の採用とも関連して、大規模な花き卸売市場
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の概念図

出所:奥野義博「大阪鶴見フラワ}センターのバーコード情報システムJWフレッシュフードシステム』第 24巻第 13号、

1995年 11月、 p.59より修正して引用。

「総合花き市場流通システム」図4

産地・生産者、小売業者などの階層分解を促

進する可能性が高く、生産者を含めた中小業

者の保護という観点からすると、卸売市場の

公的役割を後退させかねないという問題を包

含していることを見逃してはならない。

ヨ
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書
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注 1)農林水産省『卸売市場データ集11 (1999 

年版)による。

2) このような実態に関して、飯津理一郎も

小売業者に対するヒアリング調査結果から

r~先輩の小売商が買いに入らないうちは

買いに入れない』など、とても近代的とは

言えない関係が卸売市場内には存在してい

た」と指摘している(飯津理一郎「花存の

流通構造と価格形成 花井小売業の構造的

『変革』と小売価格低下の方向性を中心に

一J~流通11 No. 8、1995年、 p.107)c
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では情報システムの導入が進んでいる。この

ような予約型取引の推進と情報システム化の

進展は、経理および物流の合理化・効率化、

あるいは取引価格の安定化という花き業界、

なかんずく花き卸売市場が抱える重大な課題

の解決に大きく寄与することは間違いない。

そればかりか、「卸売市場法Jに規制されない

異業種による「電子取引市場Jが出現したり、

インターネットを利用した「電子産直」が広

がりをみせたりするなど、情報システムを活

用した市場外流通の拡大が懸念される状況の

なかで、卸売業者や仲卸業者が取扱規模の維

持・拡大を図るためには、取引方式の弾力的

な運用と情報システムの整備によるサービス

の向上が不可欠になっているといえよう。

しかしその一方で、、予約型取引の拡大と情

報システム化の進展は、卸売業者や仲卸業者、
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3)地方都市の小規模な花き卸売市場では昼

市ないしはタ市であるところが多いため、

先取りによって転送された荷は当日の上場

が可能である場合が少なくない。

4)青果物卸売市場におけるセリ取引比率の

低下要因については、小林茂典「セリ原則

の崩壊過程」日本農業市場学会編『現代卸

売市場論』筑波書房、 1999年、 pp.137-140

を参照されたい。

5)佐藤和憲『青果物流通チャネルの多様化

と産地のマーケティング戦略』養賢堂、 19

98年、 p.130、白川雄三『農業情報システ

ム論』中央経済社、 1998年、 pp.157-158お

よび細川允史『変貌する青果物卸売市場一

現代卸売市場体系論 』筑波書房、 1993年、

pp.51-55を参照。

6) (財)食品流通構造改善推進機構「平成11

年度生鮮流通ロジスティクス構築モデル事

業報告書J(2000年 3月)による。

7) AN社の集出荷揚までの輸送費は出荷者

負担、そこから買受人までの配送費は買受

人負担となっている。

8)長岡求によると、東京都中央卸売市場大

田市場花き部の卸売業者である F社が過去

10年間で情報系に投資した総額は約10億円

に達するという(農村文化社『月刊はなみ

どり』第73号、 p46)。
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9) このような動きに対して、同一市場の仲

卸業者が共同して、情報システムを整備し、

業務拡大を図ろうとする取組も一方でみら

れる。大阪府内の整備市場である A市場の

仲卸業者7社が共同出資する側A市場仲卸

情報センターの取組がそれである。 2000年

1月9日付の日本農業新聞によると、同セ

ンターは地方の小売業者との取引拡大を主

な目的として、テレビ電話とインターネッ

トを利用することによって、小売業者など

にセリ実況映像や市況情報、産地・小売情

報、予約相対情報などを提供し、相対取引

を進める事業を「卸売市場法j の改定に基

づく大阪府の条例改定を待って実施する予

定である。ただし、このような取組を可能

とする背景には岡市場が集・分荷力とも非

常に恵まれた西日本最大の拠点的な花き卸

売市場であるということがあり、他の卸売

市場が参考にする場合にはこの点を考慮す

る必要がある。しかも、このような大規模

卸売市場における取組は地方都市にある卸

売市場の卸売業者や仲卸業者との競争を激

化させる可能性をはらんでいることも看過

できない。

(筆者.大阪府立農林技術センター)
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