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農産物直売所における需給ミスマッチに関する一考察

一都市近郊中規模直売所を対象として一

吉田 晋一(近畿中国四国農業研究センター)

The Mismatch of Supply and Demand in Farmers' Market 

The Case of Middle-scale Farmers' Market in Suburban Areas 

Shinichi Yoshida (National Agricultural Research Center for Western Region) 

In this paper， we analyzed the demand and supply 

of middle-scale farmers' market by a case study 

using Point of Sale (POS) data and delivered slips. In 

this study we determined the remaining stock and 

stock-out of the farmers and then developed a 

method for，surmising proper demand when stock-

outs occur. First of all， we found that the farmers 

had a considerable amount of remaining stock and 

1.はじめに

近年，地産地消と食の安全への関心の高まりとと

もに，農産物直売所(以下，直売所)が増加，発展

している. 2005年農林業センサスによると直売所1)

は全国に約 1万 4千施設あり，年間利用者数は2億

3千万人に及ぶ.直売所の課題としては「品目数，

数量の確保」が挙げられているの.しかし一方で

は，残品が多量に発生している直売所も多く見られ

る.従って，直売所では品目数と数量が絶対的に不

足しているのではなく， 日々の需給調整が困難であ

ることに起因する需給ミスマッチが問題となってい

ると考えられる.

直売所に関する既往の研究では，組織のマネジメ

ント，消費者の特徴，生産者の出荷行動等を分析対

象としたものが多くある. しかし，直売所における

需要量と供給量に関する定量的な研究は十分に行わ

れていない.

そこで，本稿では，都市近郊中規模直売所Aを

対象として，特に日々の残品・欠品の発生状況に着

目して，需給の状況を定量的に把握し，需給ミスマッ

チの発生要因を分析する.さらに，需給ミスマッチ

の改善方策を検討する

stock -out. Second， by analysis of variance， we deter-

mined the cause of the occurrence of remaining 

stock and stock-out. The results revealed that sup-

ply exceeded demand in particular seasons， whereas 

on holidays the demand was greater than supply. 

These results suggest that it would be desirable for 

less shipment to be dispatched in the lean season 

and more shipments to be dispatched on holidays. 

(86 ) 

2 対象直売所の概要

本稿では，大阪府泉南地域にある直売所Aを対

象とした(表1).直売所Aは農業公園 Bの一角に

表 1. 直売所Aの概要

所在地 大阪府泉南地域

開業 2004年

年間売上高 約 2千万円

品目数 約 130品目

運営主体 農事組合法人C

出荷者数 約 30名 (3集落)

手数料率 13 ~ 18% 

出荷形態 持ち込み

残品処理 原則毎H引き取り

営業日 週 6日

営業時間
平日 :9 時~ 12時

土日祝日 9 時~ 15時

資料:POSデータ及び聞き取り調査により作成.

注:1)定休は月曜日目ただし月曜日が祝日の

場合は火曜日.

2)品目数は直売所A使用 POSシステムの

コードに準じる.

3)年間売上高，品目数，出荷者数は 2005

年から 2007年の平均的な値.
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図2. 品目類型別売上数，残品数，残品率 (2007年)

注:1)図 lと同様.

2)類型その他を除く.

ナλ科野菜 D トマト

2005年 2日06年 2007年 2005年 2006年 2007年

出荷期間
5月下~5月下~4月下~6月中~6月上~6月上~

11月中 11月下 11月中 10月中 12月下 10月下

出荷者数(人) 12 13 10 11 13 11 

売上数 1 2 21 9 15 

程問 ( 性売上金額 3 l 14 9 12 

出荷者数 7 8 20 11 8 16 

当該地域の特産品。集客力
夏場は特に日持ちがしな

備考 があり，直売所Aにおけ

る最重要品目と言える
し、

注:順位は出荷される約 130品目中の順位を示す

表 2.対象品目の概要

鰯欄売上数
(左目盛)

図 1. 月別売上数，残品数，残品率 (2007年，全品目)

注:売上数，残品数は積み上げグラフである

売上数と残品数の和が荷受数となる.

設置されている.農業公闘 Bは，幹線道路に面し

ていないが，市中心部から車で約 20分と近郊に位

置し，緑に囲まれた美しい景観の中にある. このた

め，休日には家族連れの来園者が多く見られる.直

売所Aの年間売上高は約 2千万円であり，中規模

直売所である.しかし，近年は，売上高が低迷傾向

にある.その一因として，近隣にある大型直売所と

の競合が指摘されている.なお，直売所Aでは，

残品は原則毎日引き取られている.また，品目毎に

年間一律の標準売価が設定され，各品目の価格の分

散は小さい.

直売所Aはインショップ等のチャネル展開を行っ

ていない.また，出荷者も卸売市場や他の直売所へ

はほとんど出荷していない.このように直売所Aは，

シンフ。ルなチャネル構造であるため，流通チャネル

としての直売所の特質をより明確に把握できると考

えられる. 表 3.残品率と欠品発生日数

ナス科野菜D トマト

2005年 2006年 2007年 2005年 2006年 2007年

残品率 0.37 0.22 0.35 0.27 。目25 0.34 

①荷受日数(日) 139 147 166 84 144 85 

②残品発生日数(日) 109 94 117 50 79 58 

③欠品発生日数(日) 17 15 37 27 57 25 

④伝票漏れ日数(日) 13 38 12 7 8 2 

③/① 0.12 0.10 0.22 0.32 0.40 0.29 

注:売上数が荷受数を超過する日数を伝票漏れ回数として

把握した

( 87) 

3. 需給状況の把握

(1)出荷量と残品・欠品の発生状況の把握

品目別に管理可能な POSシステムの販売記録と

納品伝票を照合した. これによって， 日々の荷受数

と売上数，両者の差である残品数を把握した.

まず， 2007年における全品目を対象として，需

給状況の概要を把握した.結果，加工品を含む全品

目の残品率的は 45%であった.また，残品率が最

高の月は 1月で 61%，最低の月は4月で 26%であっ

た(図 1). 品目類型別では，概して日持ちがする
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根菜類，穀類，加工品等で残品率が 50%前後と非

常に高かった 一方，概して日持ちがしない果菜類，

葉菜類でも残品率が 30%強と高かった(図 2).

以降では， より詳細な分析を行うため， 2005年

から 2007年におけるナス科野菜 Dとトマトを対象

とした 4) 両品目は，売上数，売上金額，出荷者数

が多く，直売所Aにおいて重要な品目である(表 2).

また，あまり日持ちがしないため，残品が問題とな

る.分析の結果，両品目の 2005年から 2007年にお

ける残品率は 22~ 37%であった.一方で，荷受け

があった日の1O~40%で欠品が発生していた.従っ

て，残品・欠品ともに非常に多く発生していること

が明らかになった(表 3).

(2)需要量の把握

売り切れた場合や荷受けがない場合には，もしも

商品が十分にあったとすればどれだけ売れるか，つ

まり需要がどれだけあるかが分からない.そこで，

売り切れた場合の需要量を推測する手法を考案し，

需要量を推測した.

まず，売れ残った日を抽出し，聞広後 1時間(直

売所Aでは 9時台)の売上数と l日の売上数の相

表 4. 9時台の売上数と 1日の売上数の相関分析

ナλ科野菜D ト7 ト

2005年 2006年 2007年 2005年 2006年 2007年

N 105 85 96 36 53 46 

Pearsonの
0.829** 0.872** 0.910** 0.876** 0.925*水 0.884**

相関係数

注:1)料は 1%水準で有意.

2)残品数が4点以上の日を抽出して対象とした

表 5. 単回帰分析結果

ナλ科野菜 D トマト

2005年 2006年 2007年 2005年 2006年 2007年

非標準 1.387*** 1.359*ネ*1.639*** 1.360*キ*1.769*** 1.998*** 

化係数 (15.062) (16.199) (21.213) (10.588) (17.393) (12.545) 

定数
14.869*** 15.192*** 6.260ネ*キ 6.103*** 3.281* 1.702 

(6.031) (4.689) (3.313) (3.512) (1.745) (0.679) 

adjR2 0.685 0.757 0.825 0.760 0.853 0.777 

注:1)従属変数が l日の売上数，独立変数が9時台の売

上数の単回帰分析.
2)括弧内はt{j直を示す また帥**はそれぞ

れ1%，5%， 10%でゼロと有意差を持つことを示

す.

3)残品数が4点以上の日を抽出して対象とした.

関分析を行った.結果， 9時台の売上数と 1日の売

上数には 0.9前後の非常に強い相闘があった(表 4). 

従って， 9時台の売上数から，売り切れた場合でも

1日の需要量を推測できると考えられる.そこで，

9時台の売上数を独立変数， 1日の売上数を従属変

数として単回帰分析を行い，立ち上がりモデルとし

た(表5).得られたモデルは決定係数が比較的高く，

良好なモデルで、あるといえる.

( 88) 

得られたモデ、ルを用いて，出荷期間中の需要量を

推測した(図 3). まず， 10時以降に売れ切れた日

と伝票漏れが確認された日について，立ち上がりモ

デルを用いて，需要量を推測した.一方，売れ残っ

た日については，売上数と需要量が一致していると

考えられるため，売上数を需要量とした.最後に，

荷受けがない日と 10時までに売り切れた日につい

ては，売れ残った日と立ち上がりモテ、ルから得られ

た需要量からトレンド直線 5)を用いて推測した.

結果，主に「旬j以外の時期に推測した需要量が

実際の売上数を超過していた.また，出荷期間中の

需要量は売上数の 103~ 137%であった(表 6). 需

要量の超過部分は，販売機会の損失を意味する.一

方，年間残品率が 22~ 37%であったことから，対

象品目では欠品が発生しているものの，年間の総供

給量は不足していないといえる.

図 3. 需要量推測の手順

表 6.需要量推測結果

ナス科野菜D トマト

2005年 2006年 2007年 2005年 2006年 2007年

①出荷期間(週) 27 27 31 19 30 20 

(z需要量(推測値)が売
9 16 13 13 18 13 

上数を超過する週(週)

⑫①  0.33 0.59 0.42 0.68 0.60 0.65 

需要量(推測値)/売上数 1.05 1.08 1.03 1.37 1.19 1.31 
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4. 需給ミスマッチの要因

以下では， 2007年のナス科野菜 Dのデータを用

いて，需給ミスマッチの要因を検討した.なお，

2007年のナス科野菜Dの98%は，前述の標準売価

に設定されていた.従って，価格による需給調整は

機能しておらず，需要と供給の変動が，残品・欠品

の発生に直結していると考えられる

(1)需給変動によるミスマッチ

需要と供給の変動は，傾向変動，周期変動，不規

則変動に分解できる 6) このうち，傾向変動は 3年

間のデータしか得られなかったこと， 3年間のデー

タからは顕著な傾向は観測されなかったことから，

本稿では分析対象としない.

周期変動としては，季節変動と平日・休日による

変動が考えられる 7) そこで，上路 [2Jを参考に

繰り返しのない二元配置分散分析によって，供給量

(荷受;数)と前節で推測した需要量の週間変動(季

節変動)と日間変動(曜日間の変動)の存在を判定

し，各変動の寄与率的を計測した(表 7).

分析の結果，需要，供給ともに週間変動と日間変

動は存在していると言える.需給の変動の大きさを

比較すると，週間変動では，需要量の変動に比べ供

給量の変動の方が大きい. 日間変動では供給量の変

動に比べ需要量の変動の方が大きい.

そこで，旬と旬以外 9) 平日と休日の需要量と供

給量の平均値を比較した.まず，季節変動について

は，句の需要量は旬以外の 2.2倍なのに対して，供

給量は 3.4倍であった.即ち，需要に比べ供給は旬

に集中している. このため，旬には残品が，旬以外

には欠品が生じる傾向がある.一方，平日・休日に

よる変動については，休日の需要量は平日の 2.1倍

なのに対して，供給量は1.4倍であった.即ち，供

給に比べ，需要が休日に集中している. このため，

平日には残品が，休日には欠品が生じる傾向がある.

(2)出荷者に関わるミスマッチ

直売所において， リピーターが決まった出荷者

の商品を購入する行動が指摘されている 聞き取

り調査から，直売所Aにおいてもこのような行動

が確認された.従って，特定の出荷者の商品が高

い確率で残品となるために，残品が発生している

可能性がある

そこで，出荷者毎に日別残品率を把握した(表 8). 

結果，ほぼ全ての出荷者が，出荷量の全量が売れ残っ

( 89 ) 

表 7. 需要量と供給量の分散分析表 (2007年，ナス

科野菜D)

要因 平方和 自由度 分散 分散比 寄与率

週間変動 44，056 20 2202.789 10.427ホ* 0.47 

需要 日間変動 28，964 5 5792.829 27.421*' 0.30 

誤差変動 211.255 21，126 100 

全変動 94，145 125 

週間変動 180，448 20 9022.377 34.977料 0.84 

日間変動 8，638 5 1727.589 6.697帥 0.04 
供給

誤差変動 25，795 100 257.952 

全変動 214，881 125 

注:1)出荷期間のうち祝日等がある週を除いて分析を行っ

た

2) F (20，100;0.01)=2.067であり， F (5，100;0.01)=3.206 

である.
3)料はF

O
.
01
範囲て守有意であることを示す.

表 8. 日別出荷者別残品率 (2007年，ナス科野菜 D)

出荷者

a b d e g h 

日別 最大値 1.00 0.95 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

残品率最d司直 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

年間残品率 0.34 0.25 0.51 0.46 0.43 0.23 0.42 0.43 

①出荷臼数(日 62 161 54 87 22 33 93 23 

②高残品率日数(日 2 5 10 15 3 14 4 

42① 0.03 0.03 0.19 0.17 0.14 0.15 0.15 0.17 

注・1)高残品率日数とは，各自において，出荷者中でもっ

とも残品率が高く，なおかつ同日の平均残品率よ
り20ポイント以上残品率が高い日の日数を示す.

2)ナス科野菜Dの年間出荷量が直売所全体の同出荷

量の 1%に満たない出荷者を除く

3) 目別残品率1.00とは出荷量全量が売れ残ったこと

を意味する 日別残品率 0.00とは出荷量全量が売

れたことを意味する.

た日と全量が売り切れた日を経験しており，各日に

おいて最も残品率が高い出荷者は一定ではなかっ

た. しかし各日において最も残品率が高かった頻

度は，出荷者毎に差があった.従って，出荷者によ

る要因は，残品発生に影響があるものの，絶対的な

要因ではないことが示唆された.

5.需給ミスマッチの改善方策の検討

以下では，直売所Aにおける具体的対応を基に，

需給ミスマッチの改善方策について検討する.

(1)季節変動に対する方策

需要に比べ，供給が旬に集中していることに対し



[ 90，J 農林業問題研究(第 174号・ 2009年6月)

制
権

塁2

Fト
E 

降、¥
酬
型車
迫
容 1

匝ト A 

巴

4ま
まミ
咽
海
軍

露。

j(62%) 

b(25唱)

g(23目)

o 2 
出荷日数比(休日出荷日数/平日出荷日数)

出荷者

.a(34%) 

Ob(25弛)

.c(10弛)

・d(51百)
Oe(46喝)

務1(43唱)

。g(23目)
総h(42%)

"'i(43%) 

"'j(62%) 

図4. 平日・休日別出荷日数と出荷量の比較(2007年、

ナス科野菜D)

注 円の大きさは各出荷者の販売量を示す.

括弧内の値は各出荷者の残品率を示す.

ては，出荷の長期化・分散化が対策として挙げられ

る.ナス科野菜Dでは 2007年に出荷者bがノ、ウス

栽培によって出荷の早期化を行った.また， トマト

では 2006年に出荷者jが出荷の延長を行った.こ

のように出荷を長期化・分散化することによって，

需給ミスマッチを改善することが可能であると考え

られる 10)

(2)平日・休日による変動に対する対策

平日・休日の出荷日数の比と一日あたり出荷量の

比は出荷者ごとにばらつきがあった(図4).従って，

一部の出荷者については，休日に出荷日数と出荷量

を現状よりも集中させる余地はあると考えられる.

出荷を休日により集中させることによって，需給ミ

スマッチを改善することができると考えられる.ま

たこれによって，各出荷者の残品率を低下させ，売

上を増加させることができると考えられる.

6. おわりに

本稿では，都市近郊中規模直売所を対象として，

需給状況を定量的に把握し，需給ミスマッチの発生

要因と改善方策を検討することを目的とした.

分析結果から，対象直売所では，残品・欠品が非

常に多く発生していることが明らかになった.なお，

対象とした直売所Aは，残品・欠品の発生が比較

的多い直売所であると考えられる 11) その要因と

( 90 ) 

しては，価格の変動が小さいことと農業公園内にあ

る等の立地条件から需要が休日により集中している

ことが考えられる.

このような残品・欠品の発生は，季節，平日・休

日による需給変動によることが明らかになった.す

なわち，消費者行動を基本条件とする需要は，季節

変動が比較的小さく，立地条件にもよるが，平日・

休日による変動が大きい.一方，栽培上の特性を基

本条件とする供給は，季節変動が大きく，各出荷者

により調整されてはいるが，基本的に平日・休日の

変動が小さい. このような需給の変動は，直売所に

おける需給ミスマッチの基本的な発生構造であると

考えられる.他方，出荷者に関わる需給ミスマッチ

の存在が示唆された.

また，対象直売所における対応をもとに，需給ミ

スマッチの改善方策として，出荷の長期化・分散化

と出荷の休日への集中を提示した.

本稿では検討できなかったが，さらに需給ミス

マッチを改善するためには，本稿で明らかにした直

売所における需給ミスマッチの発生構造といった

チャネルの特質を踏まえて，地域全体として多様な

流通チャネルを適切に組み合わせることが重要であ

ると考えられる 12) これについては，今後の課題

としたい.

[付記]本稿は，科学研究費補助金(若手研究(ス

タートアップ)課題番号 20880037) による研究成

果の一部である.

注 1) 2005年農林業センサスでは， I産地直売所Jとし

て定義されている.

2) 農林水産省大臣官房統計部「平成 19年農産物地産

地消等実態調査J(2008) によると，直売所の

64.8% (最多)が課題として「地場農産物の品目数，

数量の確保」を挙げている.

3) 荷受数に占める残品数の割合を意味する.

4) 品目類型別の分析では，往々にして，ある品目が

売り切れていても，同じ類型の他の品目が売れ残

るため，欠品の実態が把握できない.なお，ナス

科野菜Dについては，地域固有の品目であるため，

情報保護の観点から具体的な品目名を伏せる目

5) 具体的には，文献 [lJを参考に，グラフ上で欠損

値の前後の値を直線で結び，その中間点を補正値

とした.

6) 月別データや旬別データを用いる時系列分析では，
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一般に時系列変動を傾向変動，循環変動，季節変動， 横浜市都筑区における一直売所の残品率は 18%で

不規則変動の 4要素に分解する.しかし，本論文 あった.ただし文献 [3]， [4Jは90年代半ばに

では日別データを用いることから，文献 [lJを参

考に傾向変動，周期変動，不規則変動に整理した.

7)休日は土曜日，日曜日に加え祝日が含まれる.従っ

て，厳密な周期で変動していないが， ここでは便

宜上，周期変動として整理した.

8) 寄与率は次式によって計算される

九=私一冗x(W-1)}/ St 

九={Srv"x(6-1)川
Pω:週間変動の寄与率， Pd:日間変動の寄与率，

St:全変動，ら:週間変動，V，:残差分散，

Sd・日間変動，W:週数

9)供給量が特に多い 7/7から 9/2を句とした.

10)ただし，各農家の所得への影響は別途検討が必要

である.

11)文献 [3Jによれば，広島県旧三和町の一直売所で

は月平均で野菜の残品率は低いときでさえ約 10%，

高いときには40%近くに達していた.一方で，本稿

で対象とした直売所Aにおける月平均の野菜の残品

率は 20~58%で、あった また，文献 [4Jによれば，

( 91 ) 

発表されたものであることに注意する必要がある.

12)例えば，休日に需要が集中していることに対して，

卸売市場出荷者が市場休市日である日隠日に直売

所へ出荷することや，平日に需要が見込まれる学

校給食向けへ販路を拡大する等が考えられる.
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