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(農政経済研究第20集;1997) 

<論文>

近畿地方における鉢物流通の構造と特徴

百】eStructure and Characteristic of Pot Flower Distribution in Kinki District 

はじめに

物質的・経済的豊かさから精神的・文イじ的

豊かさへと国民の価値観に変イじがみられるな

かで、わが国の花き消費は近年著しく拡大し

てきた。これに伴って花き生産もこれまで順

調に増大しており、過去10年間に作付面積ベ

ースで1.5培、生産額ベースでは2.0倍になっ

ている。このような生産と消費の両面にわた

る拡大傾向に対応し、花き流通の効率イじ・合

理イじを図るため、近年各地において中央卸売

市場での花き部の新設や花き地方卸売市場の

整備が行われ、卸売市場の大型化が進んでい

る。

大都市・大阪においても1993年から94年に

かけて既設の花き地方卸売市場の統合整備が

行われ、泉大津市と大阪市に拠点的な花き地

方卸売市場が新設された。鉢物に関しては市

場整備前においても取扱いのある主な地方卸

売市場は4市場しか存在せず、新設の 2市場

にはそれぞれ 1市場(1社)が入場したにす

ぎない。そのため、市場整備による取扱規模

の大型化はみられなかったが、大規模小売業

者の小売シェア拡大を中心として、近年鉢物

の流通構造が大きく変化している。

そこで、本稿では主に近畿地方を対象とし

て実施した聞き取り調査およびアンケート調

キーワード:鉢物 (Pot Flower) 

流通 (Pistribution)

需要構造 (SupplyStructure) 

供給構造 (DemandStructure) 

内藤重之・藤本高志

査の分析を中心として、鉢物の流通構造の実

態と近年における変イじを明らかにし、今後に

おける生産者の対応方策を検討することにし

たい。

主な調査の概要は以下のとおりである。第

1は鉢物の消費に関する調査であり、 1993年

10月に奈良県花と緑の県民フェア来場者 375

人を対象とするアンケート調査(以下「消費

者調査 1Jとする)、 1996年 11月に大阪府

農林水産フェステイパル来場者 296人に対す

るアンケート調査(以下「消費者調査IIJと

する)をそれぞれ行った。

第2は鉢物の流通に関する調査であり、卸

売業者、問屋、仲卸業者、小売業者に対する

聞き取り調査およびアンケート調査を 1993

年から何年にかけて実施した 110

なお、ここで鉢物とは鉢(ポット)に植え

られ、ぞのまま観賞に供する花き類のことを

さし、草花類、 1 ラン類、観葉植物類、花木類

などを含むが、花壇などに栽植し観賞するこ

とを目的とする花壇用苗物は含まないことを

予め断っておきたい 210

1 .鉢物需要の動向と消費者の購買行動

1.鉢物の用途別消費量

生活に潤いと安らぎを求める機運が高まる

なかで、わが国の鉢物需要はこれまで順調に

拡大してきた。とりわけバブル経済といわれ

好景気にわいた時期には貸鉢を含む業務用、

贈答用など高級な鉢物の消費が著しく拡大し

た。しかし、バブル経済の崩壊とその後の長
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引く不況の影響を受け、これらの消費は停滞

から減退に転じている。

その一方で、家庭用・個人用の消費は拡大

傾向を続けており、総務庁『家計調査年報』

によると、年間 1世帯当たりの「園芸品・同

用品J3)への支出金額は1991年の7，218円から

92年 7，770円(前年対比108%)、 93年 8，273
円(同107%)、例年8，527円(同103%)、 95年
8，938円(同105%)へと年々増加している。

その結果、鉢物の流通に関する各調査から

推計すると、近畿における鉢物の最終消費形

態別金額割合は家庭用・個人用が 7割強と大

部分を占めるのに対して、業務用および大口

需要は 3割弱となっている。

そこで、消費者調査 Iより用途別に年間 1

世帯当たりの鉢物購入金額をみると、家庭用

が 7，968円で85%を占めるのに対して、贈答

用はシンビジウム、デンドロビウム、デンフ

アレ等の洋ラン類とシクラメンに品目が限ら

れており、購入金額もし412円(15%)と少な

い。また、同調査より鉢物購入金額の動向を

みると、 3年前と比較して家庭用が「増えた」

とする回答カS75%を占めるのに対して、贈答

用が「増えた」とするものは40%である。さ

らに、今後の意向をみても家庭用を「増やす」

カS65%であるのに対して、贈答用を「増やす」

は38%と低い。

このように、鉢物の需要は業務用が停滞な

いしは減少する一方で、家庭用・個人用なか

んずく家庭内消費用が増加しており、この傾

向は今後ますます強まるものと考えられる。

2.消費者の鉢物購買行動

このように、家庭内で消費される鉢物が増

加する状況のもとで、所得が鉢物消費に及ぼ

す影響が年々小さくなる一方、価格がそれに

及ぼす影響が年々大きくなっている叫。この

ことは、鉢物が高級財から日常財になりつつ

あるとともに、消費者が価格に対して敏感に

なってきていることを物語っている。これは

小売業者への調査において、 5年前と比較し

て「価格」に対する顧客の反応が「敏感にな

った」とする回答が69%を占めていることか
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らも明らかである。

しかし、価格のみが鉢物の購買を規定する

要因ではない。同調査によると、小売屈の62
%が 「品質」に対して顧客が「敏感になった」

と回答しており、消費者調査 Iでも「品質が

悪くても価格が安ければ買う」の割合が19%
であるのに対して、 「安くても品質が悪いと

買わない」は72%を占めている。これらのこ

とから、近年では購入機会の増加に伴って品

質を重視する消費者が多くなっていることが

わかる。

また、消費者調査 Iでは「同じ種類を繰り

返し購入する」という回答が19%であるのに

対して、 「種類を変えて鉢物を購入する」は

67%を占めており、消費品目の多様化傾向が

うかがえる。

ところで、消費者調査IIより鉢物の購入先

についてみたものが図 1である。これによる

と、園芸センタ一、園芸小売届、ホームセン

ターでの購入が多 ~'o 鉢物の購入先は従来で

は園芸小売庖や生花小売屈など小規模・零細

な花き専門小売屈にほぼ限定されていたが、

近年では消費品目の多様化、低価格志向を反

映して、園芸センターやホームセンターなど、

低価格販売を行う大規模小売屈での購入が増

図 l 消費者の鉢物購入先(大阪府和泉市)

閤芸センター

園芸Jト売底

ホームセンター

生花11、市古

即売会直売所

ス-)'Iー コンビニ

生産者等

生協

通信販売

デパート

i硝入なし

無記入

o 10 20 30 40 50 % 

資料:アンケー 卜調査 (1996年11月3日、大阪府農林
水産フェステイパル来場者 296名に実施)によ
り作成。

注:調査対象者のうち、過去 1年間に鉢物を購入し

たことのあるものの割合を示す。
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量し

加しているのである。

n.鉢物の生産・出荷の動向と供給特性

1.鉢物の生産および出荷の動向

1 )鉢物生産の動向

表 1は過去10年間における鉢物生産の推移

を示したものであるが、需要の拡大を背景と

して鉢物の生産はこれまで堅調に推移してき

た。作付面積では1984年のし304haから94年

のし841haへと1.4倍に、生産額では1984年

の 601億円から94年の 1，135億円へと1.9倍

に増大している。とりわけ1988""91年には前

年対比 7""12%増(生産額ベース)と著しい

伸ぴを示した。 1992""93年にはバブル経済崩

壊の影響を受け、作付面積が増加しているに

もかかわらず、生産額は横這いとなったが、

1994年には前年対比12%増と再び顕著な伸び

を示している。

このような生産拡大は主に経営 1戸当たり

の規模拡大によってもたらされたものといえ

よう。花きはわが国農業のなかでは数少ない

成長部門であるため、新規就農者や他部門か

らの転換など新規参入者が多くみられる。し

かし、鉢物生産は高度な技術と多大な初期投

資を必要とすることから、新規参入は容易で

表 1 鉢物生産の推移
(単位:a、百万円)

年次 E十 施設 露地
作 1984 130.448 96.536 33.912 
付 1989 165.766 127.434 38.332 

実 面 1993 182.649 153.537 29. 112 
積 1994 184.100 155.400 28.700 
生 1984 60.081 54. 907 5. 174 

数 産 1989 84.138 77.805 6. 333 
客員 1993 100.899 95.862 5. 037 

1994 113. 500 
作 1984 100 (100) 100 (74.0) 100 (26.0) 
付 1989 127 (100) 132 (76.9) 113 (23.1) 

比 面 1993 140 (100) 159 (84.1) 86 (15.9) 
積 1994 141 (100) 161 (84.4) 85 (15.6) 
生 1984 100 (100) 100 (91. 4) 100 ( 8.6) 

率 産 1989 140 (100) 142 (92.5) 122 ( 7.5) 
額 1993 168 (100) 175 (95.0) 97 ( 5.0) 

1994 189 (100) 一(ー) (二L
資料:農林水産省「花き類の生産状況等調査J(1984年、

1989年)および日本花普及センター「フラワーデ

ータブックJ(1993年、 1994年)により作成。

はなく、鉢物生産農家は切り花や花壇用苗物

を生産する農家ほどには増加していないとい

えよう 5)。

これに対して、経営規模の拡大は顕著であ

る。農林水産省『平成5年農業構造動態調査

報告書一花き部門構造一』によると、過去5
年間に栽培面積を「増加した」農家の割合は

34%であり、 「減少した」の18%を大幅に上

回っている。とりわけ施設栽培を主体とする

農家においてこの傾向は顕著であり、施設栽

培のみの農家では「増加した」の割合が46%

を占めており、なかでも栽培面積50a以上層

ではその割合は72%に達している。

ところで、鉢物生産の特徴として注目すべ

き点は高度集約的な商品生産が展開されてい

ることである。前掲表 1からも明らかなよう

に、施設栽培の割合が著しく高く、しかもガ

ラス室やプラスチックハウスに暖房機や複合

環境制御装置を設置するなど、多額の資本を

投入している経営が多い 6)。これは鉢物の需

要が高品質伯、周年佑(早期化)、多様化を伴

いながら増大してきたことに対応した結果で

あるといえよう。

さらに、近年では育苗過程においてセル成

型苗の導入や購入苗の利用が進んでおり、か

ん水作業でも自動かん水施設や底面給水施設

の導入が進展しつつある 7)。これによって、

省力イじが図られているだけでなく、作業が単

純イじされ、雇用労働の導入が容易になってい

る。その結果、経営規模の拡大が進み、企業

的経営が成立しているのである。

2 )鉢物産地の特徴とその動向

表2は鉢物産地の地域性について示したも

のである。これからわかるように、鉢物は大

都市近郊に産地が集中していることを特徴と

してきた。地域別の生産額をみると、 1984年

には関東・東山、東海がそれぞれ全国シェア

の41%、30%を占めており、この 2地域にお

いてわが国鉢物生産の 7割が占められていた

のである。

近年では冬季温暖または夏季冷涼な地域を

中心として遠隔産地でも生産が増加しており、

過去10年間に九州、卜沖縄(13%→15%)、東北
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表2 鉢物生産額の地域別動向
(単位:億円〉

1984年 1994年
全 国 601 (100.0) 1. 135 (100.0) 
北海道 5 ( 0.8) 12 ( 1. 1) 

東 ~t 20 ( 3. 2) 49. ( 4.3) 

関東・東山 244 ( 40.6) 397 ( 35.0) 

~t 陸 3 ( O. 5) 40 ( 3. 5) 

東 海 178 (29.6) 352 ( 31.0) 

近 畿 30 ( 4. 9) 33 ( 2.9) 

中国・四国 43 ( 7. 2) 83 ( 7. 3) 

九州・沖縄 79 ( 13.1) 170 ( 15.0) 

l 位 愛知 143 愛知 352 

者日 2位 埼玉 78 埼玉 96 

3位 千葉 42 静岡 96 
j草 4位 福岡 36 福岡 58 

5位 東京 32 岐阜 54 

府 6位 静岡 20 三重 46 
7位 岐阜 19 茨城 41 

県 8位 神奈川 17 千葉 38 

91:立 群馬 17 鹿児島 38

別 10位 鹿児島 17 新潟 37 
11位 三重 16 長野 32 

Il国 12位 長野 13 栃木 30 

13位 広島 13 宮崎 29 
位 14位 栃木 11 神奈川 25

15位 茨城 10 群馬 25 
徳島 25 

資料:農林水産省『花き類の生産状況等調
査~ (1984年版)および日本花普及セ
ンター r96フラワーデータブ yク』

により作成。

(3.2%→4.3%)、北陸(0.5%→3.5%)がシ

ェアを高めている。一方、都市近郊地域であ

る関東・東山(41%→35%)および近畿 (4.9

%→2~9% )がシェアを低下させている。

ところで、近畿についてみると、都市近郊

地域であるにも関わらず、生産は非常に少な

く、 1994年の生産額は33億円、全国シェアの

2.9%を占めるにすぎない。

つぎに、鉢物産地の規模についてみると、

近年における生産拡大に伴って産地規模も増

大傾向を示しているが、市町村別収穫面積で

は断然トップである愛知県渥美町でさえ68ha

であり、その他の市町村はすべて30ha以下に

すぎない 8)。かつて太田弘氏は都市近郊地帯

における鉢物生産は「地域的に分散し、個別

的技術に依存しているため、集団産地という

より孤立分散的な形態をとるものが多いJ9)

と指摘したが、程度の差こそあれ、このよう

な状況は20年たった現在においても依然とし

て続いているといえよう。

3)鉢物出荷の特徴とその動向

前述したように、鉢物は輸送性が乏しいこ

とから、消費地の近郊において主に生産され

ているという特徴をもち、出荷先は自県内も

しくは近隣の都道府県を中心としている。表

3は鉢物の仕向先別出荷状況をみたものであ

るが、これによると1983年においては自県内

への出荷割合が46%と半数近くを占めており、

地域プロック外への出荷は24%にすぎず、し

かもその地域は限定されていた。近年ではモ

ータリゼーションの進展と輸送技術の進歩

(例えば、鉢物専用トラックや台車の普及)、

出荷形態の変イじなどによって出荷範囲が徐々

に広域佑しており、 1993年には自県外への出

荷割合は70%にまで拡大し、地域ブロックを

超えて出荷されるものの割合も31%に高まっ

ている。

ところで、出荷形態についてみると、鉢物

は孤立分散的な小規模産地において主に生産

されてきたため、これまで個人的対応による

出荷が行われてきたが、産地規模の拡大とと

もに、近年では経済連や単位農協、任意組合

による集出荷場の整備が各地で進められてお

り、共同出荷の割合が徐々に高まってきてい

る10)。しかし、そのほとんどが共同輸送の段

階にとどまっており、共同計算による共販を

行う産地はごく一部に限られているのが現状

である。

2.近畿における鉢物供給地域の動向

近畿における鉢物供給の特徴は他地域と比

較して域外からの供給割合が高いことである。

前掲表 3によると、全国に占める近畿の出荷

量シェアは1983年の6.4%から93年には3.7%

へと低下しているのに対して、近畿への仕向

先別構成比は12.2%から 13.3%に増大してい

る。つまり、近畿では全国平均を上回る勢い

で需要が高まっているにもかかわらず、供給

力は相対的に低下しており、流入超過傾向が

ますます強まっているのである。

それでは、近畿において消費される鉢物は
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表 3 鉢物の仕向先別出荷状況
(単位:千鉢、%)

仕向先別'構成比

出荷元 出荷量 関東 うち

地域名 計- 北海道 東北院j;F他
北陸 東海 近畿 耳-KL-14;ゐ県内

北海道 1.385 ( O. 8 ) 100.0 1「00「.0 100.0 100.0 
東北 7， 869 ( 4. 8 ) 100.0 40.7 57.9 0.3 1.0 40. 7 24.4 

一 関東 65. 250 ( 39. 4 ) 100.0 0.2 64. 2 27. 8 0.2 7.1 0; 5 0.0 92.0 44.2 

九 北陸 1， 166 ( O. 7 ) 100.0 100.0 100.0 100.0 

八 東海 55， 631 ( 33. 6 ) 100.0 4.8 18.1 7.8 2. 0 50. 9 14. 5 1.2 O. 8 50. 9 40. 8 

一 近畿 10. 591 ( 6. 4 ) 100.0 0.1 0.1 99.7 0.1 99. 7 37. 9 
年 中国・四国 7， 138 ( 4. 3 ) 100.0 0.3 0.2 0.0 8. 2 1 O~ 5 80， 7 O. 1 . 80. 7 57. 5 

九州・沖縄 16， 541 ( 10. 0 ) 100.0 3.1 0.6 O. 1 3.5 2.8 O. 7 89. 3 .89. 3 71. 7 
計 165.571 (100.0) 100.0 4.5 34. 5 13. 6 1. 5 20. 6 12. 2 4.0 9. 2 75. 6 45. 9 

北 海道 2， 797 ( 1. 3 ) 100.0 86，1 2.9 0.3 8.9 1.8寸 86.1 86.1 
東北 8， 524 ( 3. 8 ) 100.0 O. 2 53. 4 29. 5 13. 8 0.2 2.1 0.9 O. 0 53. 4 41. 2 

一 関東 82，211 (37.0) 100.0 0.0 1. 3 54. 7 35， 1 O. 1 5.3 3.3 0.0 O. 1 .89.8 22. 1 
九 北陸 1， 267 ( O. 6 ) 100.0 0.4 0.9 1.6 77.9 6.6 12. 5 O. 2 77. 9 64. 6 
九 東海 81， 539 ( 36. 7 ) 100.0 1. 8 2.5 17.4 7.2 3. 2 43. 2 17. 4 3. 2 4. 0 43. 2 24. 6 

一 近畿 8， 230 ( 3. 7 ) 100.0 2.2 0.9 0.1 0.6 95.7 0.3 O. 2 95. 7 23. 8 
年 中国・四国 12， 041 ( 5. 4 ) 100.0 0.0 1.4 0.2 0.0 6. 2 23. 9 67.3 O. 9 67. 3 44. 1 

九州・沖縄 25， 443 ( 11. 5 ) 100.0 0.0 O. 0 6.3 0.6 0.2 4.6 6.3 2. 5 79.4 79. 4 58. 7 
計 222，052 (100.0 ) 100.0 1.8 3. 4 28. 7 16. 3 1.718.913.3 5. 1 10. 7 6.9. 0 30. 3 

資料:農林水産省「花き類の生産状況等調査J(1983年、 1993年)により作成。
注: r出荷量Jの( )内は「計」を100とした場合の構成比を示す。

どこから供給されているのであろうか。この

点について農林水産省『花き類の生産状況等

調査』をもとに供給元の動向を数量ベースで

みると、 1983年には52%と半数強を近畿内で

まかなっており、他地域では東海からの出荷

が40%を占めるほかは、中国・四国(3.7%)、

九州・沖縄(2.3%)、関東・東山(1.7%)か

らの出荷がわずかにみられる程度であった。

しかし、 1993年では近畿内からの出荷割合が

27%に低下する一方で、東海からの出荷は48

%と半数近くに達し、中国・四国 (9.7%)、

関東・東山(9.2%)、九州・沖縄(5.4%)から

の出荷も大幅に増加している。さらに、 1983

年にはみられなかった北海道、東北、北陸か

らの出荷も若干ながらみられるようになって

いる。

このように、近畿では消費される鉢物の多

くを他地域からの供給に依存するようになっ

ており、その供給圏は近年ますます広域他、

遠隔化してきているのである。

ill.鉢物流通の特徴と小売構造の変化

1.流通構造の特徴

図2は近畿における鉢物の流通経路と流通

金額について、調査結果の分析を中心として

推定したものである 11)。

この図から明らかなように、鉢物流通の基

幹的部分を担っているのは卸売市場である。

「花きの流通は切り花の場合は90%以上、鉢

物では80%程度が花き卸売市場を経由してい

るJ1 2) といわれでおり、鉢物は切り花に比し

て卸売市場経由率が低いとはいえ、全国的に

市場流通を主体としている。

近畿において花きを取り扱う卸売市場につ

いてみると、中央却売市場には唯一、神戸市

中央卸売市場東部市場に花き部が設置されて

いるが、岡市場の花き取扱高は51億円程度で

あり、切り花を主たる取扱品目としているた

め、鉢物(花壇用苗物を含む)の取扱金額は

6.7億円にすぎない 13)。これに対して、近畿

には大規模市場を含む多数の花き地方卸売市

場が存在している。ところが、切り花を主に

取り扱う卸売市場(いわゆる生花市場)が多

く、鉢物を取り扱う地方卸売市場についてみ

ると、主なものは大阪府に 4市場(うち 1市

場は全国第 3位の鉢物取扱規模を誇る大規模

市場)、京都府、兵庫県、奈良県にそれぞれ
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図2 近畿地方における鉢物の流通経路と流通金額
開始され、産地形成をみた大阪近郊

では産地周辺に早くから問屋が誕生

していた。また、近畿では鉢物部門

において仲卸制度を導入する卸売市

場がなかったことから、大規模市場

の周辺にも問屋が形成されてきたと

いう歴史をもっ。

近畿地方 : 近畿以外

近年における市場流通量の増大に

伴って鉢物問屋の存在意義は相対的

に低下しているものの、これらは卸

売市場においては仲買的役割を果た

し、分荷機能の一部を担うとともに、

近畿以外の卸売市場や近郊産地の生

産者からも荷引を行い、卸売市場の

荷揃え機能を補完する役割を果たし

ており、依然として重要な位置を占

めているといえよう。

2 .小売段階における構造変他

資料:聞き取り調査およびアンケート調査(1994年11月~何年10月実施〉によ
り作成。

1 )大規模小売屈のシェア拡大

従来、鉢物の小売は園芸小売庖や

生花小売屈など、小規模・零細な花

き専門小売店にほぼ限られていたが、

近年における小売段階の動向として

注:1)数値は流通金額を示す(単位:億円)。
2)業務用は貸鉢を含む。

1市場が存在するのみである。

なお、 1993年から94年にかけて大阪府下に

おいて花き地方卸売市場の統合整備が行われ、

拠点的な 2つの地方卸売市場が新設されたが、

鉢物を取り扱う卸売市場については新市場に

それぞれ 1市場(1社)が入場したにすぎな

い。そのため、鉢物を取り扱う卸売市場数に

変わりはなく、各市場の鉢物取扱規模につい

ても大きな変化はみられない。すなわち、わ

が国有数の鉢物取扱規模を誇る既設の地方卸

売市場が近畿における市場流通量の約4割を

占め、地域流通の拠点としての機能を果たし、

7つの中小規模の卸売市場がこれを補完する

という鉢物の市場構造は市場整備後において

も変佑していないのである。

ところで、基幹的部分を卸売市場が担うも

のの、近畿における鉢物流通の特徴として忘

れてならないのが問屋の存在とその機能であ

る。古くから商業的農業としての鉢物生産が

注目されるのが、ホームセンターや園芸セン

ターといった大規模小売屈の小売シェア拡大

である。表4は小売屈における鉢物の販売動

向を示したものであるが、これによると小規

模小売庄の61%が「販売金額が減少した」と

回答しているのとは対照的に、大規模小売屈

では「販売金額が増加した」が63%を占めて

いる。しかも、これら大規模小売庄は大規模

表4 小売業者における鉢物の販売動向

( 3年前との比較)
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小売届舗法の規制緩和を契機として郊外を中

心に出屈が相次いでいる。とりわけホームセ

ンターは急速にチェーン展開しており、屋内

売場面積500rrf以上の庖舗だけをみても、全

国の庖舗数は1990年にはし440屈であったも

のが、 95年には 2，377屈(90年対比165%)に

まで増加している 14)。また、卸売業者や問屋

に対する調査でもほとんどの業者が大規模小

売庖への販売の増加を認めており、この傾向

は今後とも続くであろうと指摘している。

これらのことから、現在のところ大規模小

売屈の小売シェアは金額ベースでは 3割強程

度であると考えられるが、数量ベースでは 4

割強から 5割弱に達しているとみられ、今後

この割合はさらに高まるものと予想される。

2 )低価格他の進展

消費者の低価格志向と大規模小売屈の伸展

などによって、近年鉢物の小売価格が低下し

ている。表5によると、シクラメン 5号鉢の

仕入単価、販売単価、マージン率ともに小規

模小売店に比して大規模小売屈の方が低い。

すなわち、大規模小売屈の多くは比較的低価

格で仕入れた商品を低価格で販売する、いわ

ゆる薄利多兎戦略を採用しているのである。

とりわけホームセンターは園芸植物を園芸資

材その他の商品の販売を促進するための客寄

せ商品やサービス品として位置づけていると

ころが多く、廉価販売を行っている。

また、大規模小売店ではこのような日常的

な廉価販売だけでなく、特売日にさらに値引

きを行うことによって集客を図るものが多い。

小売業者への調査によると、小規模小売店で

は「販売価格を仕入価格や時期によって変動

させる」という回答が74%を占めるのに対し

表5 小売業者におけるシクラメン 5号鉢の仕

入・販売単価とマージン率
(単位:円、%)

回 平均 平均
主巨変ヨ 仕入 販売 マージン

数 単価 単価 率
生花小売庖 49 1. 161 2. 213 44. 9 
園芸小売庖 73 1. 097 1. 970 43.2 
大規1身J¥.舟苫 20 746 1. 190 34. 7 
資料:表4に閉じ。

て、大規模小売庖では「定価格販売を原則と

するが特売日に安くする」が50%を占め、と

りわけこの割合は園芸センターにおいて高い

のである。

このような大規模小売庖の低価格販売によ

る価格競争の激佑によって、各小売店ともマ

ージン率を下げざるをえない状況となってい

る。表 6によると、小売屈が販売価格を設定

する際に基準とするマージン率は 3年前と比

較して 3%ほど低下しているのである。

以上のような大規模小売屈の小売シェア拡

大と低価格化の進展が鉢物の流通構造変化の

主因であるといえよう。以下では流通の各段

階における鉢物取扱の現状とその変化につい

てみていくことにしたい。

表6 小売業者が鉢物の販売価格を設定

する際に基準とするマージン率
(単位:%) 

回答数 現在 3年前

生花小売庖 49 42. 9 47. 2 
園芸小売庖 73 43.0 46. 1 
大規模小売庖 20 31.9 34. 8 
資料:表4に同じ。

N.各流通段階における鉢物の取扱状況

1.卸売市場における鉢物の集分荷構造と

取引の変化

1 )集荷構造

鉢物の集荷構造の特徴は個人生産者からの

集荷を主体としており、荷口が零細なことで

ある。大規模卸売市場は集荷力が大きいこと

から、全量を出荷者の持ち込みによって集荷

しているが、中小規模市場では出荷者の持ち

込みのほか、卸売業者が自社のトラックや運

送業者への委託により巡回集荷することで、

鉢物の集荷を行っている。しかし、共同計算

による共販の荷はごく一部に限られており、

ほとんどが個人販売である。つまり、共選共

販体制による荷口の大型化はみられず、将来

的にもこのような零細な集荷構造が続くであ
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表 7 卸売市場における取引方法別販売金額割合
(単位:%) 

1994年 1991年

計 | セリ |予約半日|先取り
取引 対取引

計 |セリ |予約相|先取り
取引 対取引

大規模市場 100 87 10 3 100 90 7 3 

中規模市場 100 74 14 12 100 89 3 7 
小規模市場 100 90 8 2 100 96 4 。

計 100 81 12 8 100 90 5 5 
資料:聞き取り調査(1992年5---7月および1995年5---7月実施)により作成。
注: r大規模市場J. r中規模市場J. r小規模市場」の区分は鉢物の取扱規模により、

該当する卸売市場は以下のとおりである。
大規模市場:大阪花き園芸地方卸売市場
中規模市場:大阪鶴見花き地方卸売市場、大阪泉大津花き地方卸売市場、南大

阪植物流通センタ一、姫路生花地方卸売市場、京都府南部総合地
方卸売市場

小規模市場:神戸市中央卸売市場、奈良県花き植木農業協同組合

ろうと市場関係者はみている。

ただし近年、大規模産地を中心に集出荷場

の整備が進められており、荷口は個人ながら、

共同輸送による入荷が増加している。

また、近年における鉢物需要の増大に伴っ

て、中小規模市場の卸売業者は集荷活動を強

化するものが多く、かつては近畿や東海に限

られていた巡回範囲が現在では関東方面へと

広がっている。その結果、中小規模市場の集

荷形態としては巡回集荷の割合が70%を超え

るまでになっている。

このように、出荷団体による集出荷施設の

整備と共同輸送の伸展、卸売業者による集荷

活動の強化によって、都市近郊産地の有利性

は低下しており、卸売市場における鉢物の集

荷範囲はますます広域化してきている。

2 )分荷構造

花き卸売市場における分荷構造の特徴は市

場規模の零細性などから、仲卸部門が未発達

なことであり、鉢物についても例外ではない。

大規模市場は西日本における鉢物の集散機能

を果たしており、大阪府内外の問屋や他府県

の卸売市場への分荷割合が4割程度に達して

いるが、中小規模市場では小規模な小売庖へ

の販売を主体としてきた。

しかし、小売段階において大規模小売屈が

伸展していることや 2つの整備市場に近畿で

は初めて鉢物を取り扱う仲卸業者(計5社)

が入場したことから、近年鉢物の分荷構造に

変化がみられる。現在のところ却売業者の分

荷金額割合は他市場の卸売業者 6%、問屋16
%、場内仲卸業者 4%、小規模小売店44%、

大規模小売届21%、大口需要者10%であり、

依然として小規模小売店への販売を主体とし

ている。しかし、ほとんどの市場関係者が大

規模小売庖への分荷の増加を指摘している点

は注目される。

なお、整備市場における仲却業者への分荷

割合は 1.......2割程度にすぎないが、その販売

先は小規模小売屈が65%、大規模小売庖が34
%であり、卸売業者と比較して大規模小売庖

への販売割合が高い。とりわけ取扱規模の大

きい仲卸業者においてホームセンターへの販

売割合が高くなっている点は見逃せない。

3 )取引方法

表 7に示すように、卸売業者への調査によ

ると、鉢物の市場取扱金額に占めるセリ取引

の割合は1992年には90%であったものが、 95
年には81%に減少し、予約相対取引や先取り

の割合が増加している。市場関係者によると、

相対取引を行うのは主に大規模小売屈であり、

増加傾向にあるというのが一致した見解であ

る。このことは、小売業者への調査において、

相対取引を行う小売屈の割合が小規模な園芸

小売庖や生花小売屈ではそれぞれ10%、15%
にすぎないのに対して、大規模小売屈では50
%に達していることからも明らかである。

とりわけ中小規模市場のなかには大規模小
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売庖への販売割合が過半に達しており、これ

らの仕入代行が重要な機能となっているもの

がみられる。そこでは大規模小売店からの事

前注文に応じて集荷を行い、セリ以外の取引

を活用することによって販売し、各店舗への

配達または配送により納入している。この事

例は卸売業者の経営展開にとっても大規模小

売庖への販売が重要性を増していることを物

語っており、予約相対取引や先取りを積極的

に導入することによって、大規模小売庖から

の受注に対応しているのである。

また、整備市場では業務規定などによって

先取りは場内の仲卸業者のみに原則として認

められているが、仲卸業者はこの特権を活か

して仕入金額の30%を先取りによって調達し

ており、予約相対取引を含めると、セリ以外

の取引による仕入割合は42%に達している。

このように、仲却業者は必要とする鉢物の 4

割強をセリ以外の取引によって仕入れており、

今後大規模小売庖との取引が増加すると、そ

の割合はさらに高まるであろうと指摘してい

る。

2 .問屋における鉢物の取扱実態と機能

問屋における鉢物の調達先をみると、卸売

市場カ1578%を占めるものの、その過半を東海

や関東など近畿以外の卸売市場から調達して

おり、しかも生産者からの直接荷引きの割合

も20%となっている。このように、問屋は卸

売市場の荷揃え機能を補完する役割を担って

いるといえる。

一方、分荷機能についてみると、従来では

もっぱら多品目(多品種)少量仕入れを特徴

とする零細な花き専門小売庖と業務用を中心

とする大口需要者へ販売してきた。しかし、

これらの低迷と大規模小売店の小売シェア拡

大に伴って問屋の機能が変化しつつある。問

屋への調査結果では、販売総額に占める大規

模小売庖への販売割合は23%になっており、

今後の販売見込みについても「増えると思

う」が54%であるのに対して、 「減ると思

う」は 8%にすぎない。また、小売業者への

調査によると、問屋と業務提携するものの割

合は小規模小売店では13%にすぎないのに対

して、大規模小売店では46%に達している。

ここで業務提携とは小売店が仕入を行う品目

および数量について問屋に指示を出し、これ

をもとに問屋が小売庖の仕入を代行すること

を意味しており、問屋の業務として大規模小

売店の仕入代行という機能が新たに加わりつ

つある。

ところで、問屋は相対取引によって商品の

販売を行っているが、調査結果によると販売

価格を設定する際に基準とするマークアップ

率は 3年前には26%であったものが、現在で

は22%に低下している。これは価格に対する

要求が厳しい大規模小売店のシェア拡大に伴

って、問屋でも掛け値率の低下を余儀なくさ

れているためである。

3 .小売屈における鉢物の仕入・販売行動

小売業者への調査より花きを取り扱う小売

店の庖舗組織をみると、小規模小売店では単

独屈が多いのに対して、大規模小売庖ではチ

ェーン届組織が多く、しかも本庖・本部によ

る一括仕入(庖舗独自の裁量による仕入を一

部認めているものを含む)の割合が85%に達

している。つまり、大規模小売屈の仕入行動

は一括大量仕入を特徴とする。そのため、大

規模小売屈が鉢物の全量を卸売市場からセリ

取引によって調達しようとすると、自らの仕

入行動によって価格の乱高下を招くおそれが

ある。この理由から、小規模小売店が主に卸

売市場からセリ取引によって仕入を行ってい

るのに対して、大規模小売屈は予約相対取引

や先取りを積極的に活用しているのである。

また、大規模小売屈の仕入行動の特徴として、

問屋・仲卸業者からも36%と相当量を調達し

ていることが挙げられるが、これは仕入先を

分散させて安定した仕入を実現することとあ

わせて、ホームセシターなどでは鉢物の仕入

業務に熟練した社員が少ないため、それを専

門とする問屋や仲卸業者に仕入を委託してい

るのである。

なお、生産者からの直接仕入の割合は現在

のところ数%にすぎないが、今後重視する仕
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表 8 鉢物仕入における小売業者の価格変動への対応

回答数

価格が高い場合 生花小売庖 49 
園芸小売庖 73 
大規模小売庖 20 

価格が低い場合 生花小売庖 49 
園芸小売庖 73 
大規模小売庖 20 

資料:表4に同じ。

入先として「生産者」とする回答が小規模小

売屈では31%であるのに対して、大規模小売

屈では53%と過半数に達している点が注目さ

れる 13)。前述のとおり、生産者側でも大規模

企業経営が成立するなど、計画的な生産・出

荷が進展してきていることから、今後市場外

流通の割合が高まるであろうと予想される。

ところで、表8は価格変動による小売庖の

仕入行動の変化について示したものである。

これによると、心づもりしていた品目の価格

が高かった場合、 「定量を佐入れる」とする

割合は生花小売屈と園芸小売屈ではそれぞれ

28%、46%であるのに対して、大規模小売庖

では58%と高い。逆に、価格が安い場合には、

「量を増やして仕入れる」の割合は生花小売

屈と園芸小売庖ではそれぞれ59%、42%であ

るのに対して、大規模小売店では63%と高い。

このような大規模小売屈の鉢物仕入行動は量

販庖における野菜の仕入行動が「価格上昇時

には若干仕入量を変動させるが、下落時には

定量を仕入れるJ15)のとは対照的である。こ

れは、日々の消費量がある程度限られており、

しかも日持ちのしない野菜の場合、仕入量が

多いとロス率が高くなるが、日持ちのする鉢

物では薄利多売方式や特売日に安くするとい

う方法によってロス率を低くできるためであ
る16)。

一方、販売価格については先に触れたとお

り、 「販売価格を仕入価格や時期により変動

させる」小売屈の割合は生花小売庖と園芸小

売屈ではそれぞれ72%、74%に達する。これ

に対して大規模小売屈ではその割合は31%と

低く、 「定価販売を原則とするJ(19%)もし

くは「定価格販売を原則とするが特売日に安

(単位:%) 

回答割合

計 l仕入量をl定 量 を l仕入量をlわから
減らす仕入れる増やすない

100 
100 
100 
100 
100 
100 

65 28 7 
48 46 6 
37 58 5 

41 59 。
55 42 3 
37 63 。

くするJ(50%)というように、基本的には一

定価格での販売を行っている。

このように、大規模小売屈は高値時におい

ても定量の仕入を行い、定価格で販売するこ

とによって、その庖に行けば求めるものが必

ずあり、一定の価格で購入できるという消費

者の期待に応えるとともに、安値時には仕入

量を増やし、特売日等に安売りを行うことに

よって集客を図っているのである。

まとめにかえて

以上、近畿における鉢物の消費・流通の構

造とその動向について実証的に分析してきた

が、その結果を要約すれば以下のとおりであ

る。

鉢物の消費は高級品を中心とする業務用・

贈答用と大衆品を中心とする家庭内消費用に

大別できるが、近年の消費拡大は家庭内消費

用を中心としており、消費の日常化に伴って

価格・品質に対する消費者の評価が厳しくな

ってきているとともに、消費品目の多様イじが

進んでいる。

流通の基幹的部分を担う卸売市場の集分荷

構造に着目すると、これまでは集荷面、分荷

面ともに零細であり、取引方法もセリ取引を

主体としてきた。

しかしながら近年、小売段階では消費者の

購買行動に適合したホームセンターや園芸セ

ンターといった大規模小売屈が急速に小売シ

ェアを高めており、低価格化が進んでいる。

そして、このような小売段階における大規模

小売店の伸展が流通段階のより i}II上」にま

で影響を及ぼしている。つまり、卸売市場で
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は分荷の大型イじとともに、予約相対取引と先

取り比率の上昇がみられ、仲卸業者や問屋で

は大規模小売店の仕入代行が重要な機能とな

りつつある。

これらの動きは青果物の流通がスーパーを

中心とする量販庖主導によって再編されてき

たのと同様であり、今後は市場外流通の増大

が予想される 1710

このように、大規模小売店主導によって鉢

物の流通が変イじする状況の下で、鉢物生産者

の対応方策について、マーケティング戦略を

中心として検討してみたい。

これまで、鉢物生産者の多くは小規模小売

庖への販売を対象として、多品目少量生産を

行い、卸売市場や問屋に対して個人的な対応

による出荷を行ってきたが、以上のような消

費・流通面の変他に対する今後の課題を整理

すると以下のようになろう。

第 1に、業務用や贈答用の需要が停滞ない

しは減少するなかで、過度の高級品生産を改

め、品質のよい大衆向け商品をいかに均一的

に生産するかという課題である。

第2に、大規模小売屈が小売シェアを拡大

し、卸売市場では時間前取引が増加するなか

で、出荷ロットをいかに拡大していくかとい

う課題である。

第3に、小売段階、問屋・仲卸段階におい

て低価格佑が進行するなかで、販売価格の停

滞もしくは低下による収益性の悪化をいかに

回避するかという課題である。

すなわち一言するならば、生産者には高品

質商品の低コスト大量生産・出荷体制の確立

と有利販売の実現が求められているといえよ

つ。
これらの課題に対する生産者レベルの対応

方策として重要なことは、以下の諸点である。

第 1に、経営規模を拡大することである。

しかしながら、鉢物生産は都市近郊地域を主

体としており、経営規模の外延的な拡大は容

易ではない。また、すでに資本・労働ともに

集約的な経営を行っており、内包的な規模拡

大についても困難な経営が多い。

そこで第 2に、労働配分や施設利用の適正

佑が図れる程度に、生産品目数を絞ることで

ある。これによって、高品質生産と品目当た

りの出荷ロットの拡大を同時に達成すること

ができる。

第3に、マーケティングの対象を絞ること

である。すなわち、特定の需要者に対応した

鉢物を生産し、特定の需要者と取引すること

によって、製品差別佑と低コストイじを同時に

実現することができるのである。

第4に、生産・出荷情報の発信機能と市場

.小売情報の受信機能を強化することである。

これによって、卸売市場での相対取引や小売

屈との直接取引に代表される市場外流通への

対応が可能になるなど、多様な販売が実現さ

れよう。

産地レベルの対応方策としては、生産技術

を公開し、互いに技術情報を交換することに

よって、産地全体として技術水準を高めるこ

とが重要であろう。

また、小規模生産者は生産・出荷過程の組

織化・共同化を図ることが重要である。鉢物

は品目・品種数が非常に多く、しかも個人に

よる生産技術の格差が大きい。また、佐立方

法や荷姿にも個人的特徴が大きしこれが製

品差別佑につながっていることも少なくない。

これらのことから、新興産地以外では共選共

販を行うことは困難であろうし、仮に行えた

としても生産者の意欲を減退させる結果とな

りかねない。そこで、強制力をもたない緩や

かな組織佑を図るべきであろう。すなわち、

出荷面では共同集出荷場を整備するとともに、

生産面では先に述べたとおり個人的には生産

品目数を絞り専門イじする一方で、各自が生産

する品目や鉢の大きさなどの分担を行い、産

地としては多様佑・多品目化するのである。

これらによって、卸売業者による巡回集荷の

対象産地になることや共同輸送を行うことが

可能となり、出荷労働の軽減と輸送コストの

低減が実現されるだけでなく、卸売市場での

相対取引や小売業者との直接取引への対応が

容易になり、価格交渉力も強イじされるなど、

有利販売が達成されるであろう。

なお、大都市圏に点在する小規模生産者は

これらが困難であり、従来どおり個人的対応

による多品目少量生産を余儀なくされるであ
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ろう。そのため、これまで以上に立地条件の

優位性を活かした販売を行うことが必要とな

るが、その 1つの方法として消費者への直売

を挙げることができる。その際には買い手に

栽培管理のポイントをアドバイスするなど、

「鉢物栽培のプロ」としての経験を生かし、

大規模小売庖等にはみられないサービスを行

うことが販路の確保と有利販売にとって重要

である。

そして、このような生産者と消費者とのコ

ミュニケーションは消費者に鉢物本来の良さ

を認識させ、需要拡大につながるとともに、

「都市型農業」の典型である鉢物生産に対す

る地域住民の理解を深め、生産者の意欲向上

にも結びつくという点で意義深いものである

といえよう。

注 1)これらの調査の実施時期、対象および

方法は以下のとおりである。

①卸売業者調査:1993年5""7月および

95年5""7月、近畿地方において鉢物の

年間取扱金額が 5億円を超える中央卸売

市場および地方卸売市場の卸売業者(8 

市場、 9業者)、聞き取り調査。

②問屋調査:1994年11"" 12月、近畿地方

において主に鉢物を取り扱う問屋、聞き

取り調査およびアンケート調査(配布数

23、回収数13、回収率57%)。

③仲卸業者調査:1995年9""10月、大阪

泉大津花き地方卸売市場および大阪鶴見

花き地方卸売市場において鉢物を取り扱

う仲卸業者(5社)、聞き取り調査。

④小売業者調査:1994年11""12月、京阪

神地方および奈良県において鉢物を取り

扱う小売業者、聞き取り調査およびアン

ケート調査(配布数692、回収数142、回

収率21%)。

2)近畿地方における花壇用苗物の流通に

ついては、内藤重之・藤本高志「花壇苗

流通の特徴と生産者の販売対応一近畿地

方における実証分析ー」農業市場研究，

第44号(掲載予定)を参照されたい。

3)これには鉢物のほか、花壇用苗物、園

芸資材等を含む点に注意が必要である。
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4)藤本高志・木矢由美子「鉢物の消費動

向の解明」奈良県農業試験場研究報告第

27号， 1996年， p.9""15。

5)農林水産省『花き類の生産状況等調査」

によると、花壇用苗物を生産する農家を

含めた生産農家数は1984年の10，018戸か

ら93年の 11，473戸 (84年対比115%)へ

と増加しているものの、同『花き生産出

荷量統計調査』が主産県調査から全国調

査へ移行した1990年以降における鉢物生

産農家のみの推移をみると、 90年、 94年

ともに11，300戸であり、増加数の多くは

花壇用苗物を主に生産する農家であると

考えられる。

6)農林水産省『平成 5年産農業構造動態

調査報告書一花き部門構造一』によると、

鉢物農家における施設の所有率は以下の

とおりである。ビニールハウス86%、ガ

ラス室44%、プラスチックハウス26%、

暖房機74%、複合環境制御施設12%。

7)向上より自動かん水施設と底面給水施

設の所有率はそれぞれ29%、14%である。

8)前掲『平成6年産花き生産出荷統計』。

9)前掲『平成 5年産農業構造動態調査報

告書一花き部門構造一』によると、共同

出荷を行う農家の割合は20.5%である。

10)太田弘『花井の生産と流通』明文書房，

1976年， p.15o 

11)推定方法は以下のとおりである。

①生産者の出荷先別金額割合は前掲『平

成5年農業構造動態調査報告書一花き部

門構造一』、同『平成6年産花き生産出

荷統計』による。ただし、近畿の鉢物生

産額は統計では33億円となっているが、

ここでは38""40億円とした。

②卸売市場の集荷元および分荷先別金額

は卸売業者 9社、仲卸業者 5社への調査

結果による。

③問屋および小売業者の仕入元別金額は

上記②より得られる卸売市場からの仕入

金額をベースに、小売業者調査の有効回

答から得られる仕入元別金額割合を用い

て推定した。

④問屋および小売業者の販売先別金額は
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上記③より得られる仕入金額に有効回答

から得られるロス率とマークアップ率を

乗じて販売金額とし、さらに有効回答か

ら得られる販売先別金額割合を用いて推

計した。

12)花き産業研究会編『日本の花き産業』

地球社， 1991年， p.10o 

13)日本花き卸売市場協会『平成 7年花き

市場流通調査概要』。

14)日本ホームセンター研究所『ホームセ

ンター名鑑1996J1。

15)山下雄三「量販店参入による卸売価格

形成の変佑」鈴木忠和編『野菜経済の大

規模イ凶楽瀞書房， 1988年， p.252o 

16)小売業者への調査からロス率をみると、

生花小売庖と園芸小売庖ではそれぞれ21

%、 18%であるのに対して、大規模小売

屈では 9%と低い。

17)量販屈による青果物流通再編の論理に

ついては、坂爪浩史「青果物市場・流通

の構造変化に関する研究J [j南九州大学

園芸学部研究報告』第24号， 1994年， p. 

249-302を参照されたい。また、青果物

における市場外流通の実態については、

森祐二『リポート青果物の市場外流通』

家の光協会， 1992年に詳しい。

[付記]本稿は農林水産省地域重要新技術開

発促進事業「主要花きの高品質安定供給シス

テムと産地振興方策の確立」の一部をまとめ

たものである。調査・研究を行うにあたって

は和歌山県農業試験場の辻和良氏、京都府農

業総合研究所の天野久氏をはじめ、近畿各府

県の農業試験研究機関の経営および花き担当

研究員の方々、中国農業試験場の経営担当研

究員の方々に貴重な助言をいただいた。また、

実態調査に際しては鉢物の流通に携わってお

られるたいへん多くの方々にご協力いただい

た。記して感謝の意を表したい。

(筆者・大阪府立農林技術センター)

(筆者:奈良県農業誤験場)
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