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第６回新市場基本コンセプト懇談会議事録（要旨） 

 

日時：平成１３年１２月１７日（月） 

        午後１時３０分～ 

会場：築地市場 東京都第４会議室 

 

 

１ 講演  

 

講師：上原征彦 新市場基本コンセプト懇談会座長（明治学院大学 教授） 

 

 今回は「これからの市場業者の役割と機能のあり方」というテーマで、上原座長から講演がなされ

た。 

 

Ⅰ 「卸売市場」の存立基盤 

   日本の卸売市場の特徴は、 

・ 原則セリ取引であり、さらに産地市場と消費地市場の両方でセリを行うこと 

※ヨーロッパでは、産地市場でセリ取引を行い価格が形成される。したがって、消費地市場

では流通費や加工費などを産地価格に上乗せして販売している。 

・ 取引は卸と仲卸の間で行われ、そこに産地が入り込む余地がないということ 

・ 原則として、集荷した全量を取引するということ 

が上げられるが、これまで卸売市場法の原則を変えずに、卸売市場が存立できた理由として

は以下のことが考えられる。 

 

（１） 流通過程における鮮度の劣化 

日本人は、鮮度と品質を重視することから、流通過程での品質の劣化を踏まえ、再度消費地

でも価格評価を行う必要性があった。 

 

（２） 売り手市場と生産者の小規模性 

・ 卸売市場は、需給バランスで価格を客観的に評価し、必然的に流通量も調整できる仕組みで

あるが、売り手に対して買い手の数が絶対的に多いことから、評価の低い物も概ね捌けると

いう利点がある。したがって、市場では原則、在庫がないことになり、その意味では、相応

の合理性を持っている。 

・ 生産者は、それぞれの規模が小さいことから、最終消費者を想定して、様々な需要を開拓す

るなどのマーケティングを展開する余裕がなく、これまで、それを市場流通に委ねてきた。 

生鮮流通における最大の弱点はマーケティングにある。 

 

（３） 量的需給マッチング（質的需給マッチングの脆弱性） 

・ せりを行うということは、需要量と供給量のバランスにより価格が決まるマッチングであり、

供給不足であった時代を背景に、これまでの卸売市場の取引は、量的需給マッチングが中心

であった。 

この需給マッチングが有効であったのは､消費の個性化や多様化が進んでいない時代であり､ 

今後は、質的需給マッチングが重要となる。 

     

Ⅱ 生鮮流通の変化 

卸売市場が存立基盤を確保できたのは、７０年代の半ばまでであり、それ以降、スーパーや

コンビニがシェアを上げ、８０年代の半ばには中小専業店が急速に減少したことから、その

存立基盤が変わってきた。今後は人口の減少と高齢社会の進展に伴い、需要減少の流通体系

へと変化することが考えられる。 

 

（１） 鮮度維持技術の高度化 

冷凍技術や保冷技術の発達により、産地で水揚げされた鮮度のままで輸送することができる

ようになった。このことから、産地と消費地の両方でせりをする必要はなく、鮮度に関して

は、どこで価格形成されても構わないということが可能性として出てくる。 
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（２） 生産者の大規模化と買い手市場化 

・ 産地が大型化し、漁協や農協が独自の販売ルートを築く動きが活発になり、スーパーと巨大

生産者が結びつく可能性がある。それが現実に産直という形となって現れている。 

・ 消費の多様化、個性化が進むと、一品種当たりの需要量は少なくなり、生産者や流通業者は

細かい対応をしていかざるを得なくなる。また、洋風化や高度加工化が進むなど、需要が多

様化し、従来よりも買い手が力を持つ傾向が進む。 

 

（３） ワンストップ・ショッピングの拡大 

・ 商品の販売には、関連購買（ワンストップ・ショッピング）が向いている業態と比較購買が

向いている業態があり、その差は、顧客が商品を探索する時間に関係がある。 

・ 比較購買の典型例はファッション品などであり、洋服を比較し、自分の好むものを選んでい

く購買方法であり、探索時間が長い典型である。 

・ 一方、食料品の場合は、魚屋で魚だけを購入するより、魚と水炊き用のスープ、箸など関連

するものを一緒に購入するほうが効率的であることから、スーパーなどのワンストップ・シ

ョッピングが発達した。 

・ スーパーが発展した理由は、単に価格が安いからというだけではなく、消費生活の多様化に

伴い、時間効率を重視した結果、多品目小売業態を選択するようになったためである。 

・ パッケージ化やブランド化が進めば進むほど、探索時間が短くなり、また商品の探索時間が

短縮すればするほど、消費者の商品知識が増え、関連購買を訴求させる効果がある。 

・ 専業店で生き延びる為には、酒屋であれば差別化されたワインや地酒を置くなど、情報量の

多い商品を扱い、付随サービスの程度を高めることにより商品の探索時間を長くし、専門店

化を図ることである。ただし、専門店が成立する数には限度がある。 

 

（４） 多品目小売業態とチェーンオペレーション 

・ チェーンオペレーションとは、例えば、ダイエーの本部は卸売業者、各店舗は小売業者に属

し、卸売機能と小売機能が一つの資本の中でドッキングしている形態であり、企業型チェー

ンとも呼ばれている。 

・ ボランタリーチェーンやフランチャイズチェーンを契約型チェーンと呼び、卸売機能と小売

機能が資本ではなく、契約により結びついている形態を言う。契約型チェーンは、小売業が

扱う商品やノウハウを卸売業者が握っているため、商品の探索時間を短縮させる業態におけ

る多店舗、拡大化を効率的かつ有利に展開することができる。 

・ チェーンオペレーション化を図っていながら日本の流通業が非効率な原因は、店舗を拡大す

ることを優先し、卸売機能を充実してこなかったことにある。 

 

（５） 中小専業店の衰退 

・ 日本で魚屋、八百屋、肉屋が潰れた原因は、スーパーが売っているものを同じように売ろう

としたからであり、消費者の探索時間を長くするような努力をしなかったことにある。 

・ スペインの魚屋は、パッケージ商品を絶対売らない。お客と話をしながら、お客のニーズに

合わせた魚の卸し方をしている。これは、探索時間を長くするひとつの手法である。 

 

（６） サプライチェーンの構築 

・ サプライチェーンとは、企業を越えたロジスティックスの効率化、流通の効率化であり、卸

売業者と小売業者がお互いに結びついて効率化しようということである。 

・ 末端の消費者情報が、卸売段階まで上がってくるのを待っていたのでは対応が遅れてしまう

ことから、情報を共有化し、生産から消費に至るすべての物流を効率的に構築する必要があ

る。 

・ 卸売市場も、こうしたサプライチェーンの中に入っていけるかどうかが、今後のシェアを高

めていくための重要なメルクマールになってくる。 

 

（７） マーケティングの発達 

・ セブンイレブンは、自ら弁当を企画するなど、顧客にあわせたサプライチェーンを築くこと

により成長してきており、そのマーケティングのコンセプトは、最終消費者にいかに近づく

かである。 



 3

・ 市場で言えば、仲卸が最終消費者にいかに近づくかということであり、仲卸単独で近づけな

ければ、他の業者と協力してでも近づく努力をすべきである。そういう努力をしている業者

が事実伸びてきている。 

 

Ⅲ 卸売市場の今後の方向 

 

（１） 一般流通との競争激化 

・ 日本の流通業は、卸売機能が弱いということは前述のとおりであるが、逆の見方をすれば、

卸売業界にマーケットチャンスがあるということになる。 

・ 菱食や雪印アクセス等の市場外流通業者は、日配網を持っていることから、スーパーマーケ

ットで扱っている食料品を一手に供給することも可能であり、その場合は当然、生鮮までを

取り込んだ流通戦略を考えるであろう。 

・ 生鮮といえども一般流通業者との競争がありえることを前提として、卸売市場も生鮮食料品

流通の一翼を担いながら、その中で競争力を強化していく必要がある。 

 

（２） 卸売業者の変化（販売代行から仕入代行へ） 

・ 仕入代行とは顧客のために仕入れ、顧客とほぼ同じ品揃えをすることであり、販売代行とは

仕入先のために売り、仕入先の通りの品揃えをすることであるが、近年の卸売業者は、販売

代行から仕入代行に変化してきている。 

・ サプライチェーンを構築するには、できる限り末端に近づいていかざるを得ないことから、

販売代行から仕入代行になる必要がある。 

・ 卸売業者は多品目販売、一方の小売業者も多品目販売であるが、その中間の仲卸業者が魚種

別に専門化されていることから、末端への近づき方が弱くなっている。今後は、卸売業者と

仲卸業者が組んで、集団で末端へ近づく努力をする必要がある。 

 

（３） 中小専業店の新展開への対応 

・ 人口の都市回帰が起こっており、中小専業店がスーパーと差別化した展開ができれば、中小

専業店がもう一回復活する可能性がある。 

・ それには、大型スーパーに対抗できるよう、仲卸業者が中小専業店に対して、探索時間を長

くするといった専門店化に向けた商品の品揃えや指導、育成ができるかが鍵である。 

 

（４） 多品目小売業態に向けての流通施設整備 

・ 生鮮の流通センターには効率的にスーパーの各店舗に配送できる施設整備が必要であり、将

来的にこの機能を持つ可能性があるのは卸売業者である。 

 

（５） キャッシュアンドキャリーへの脱皮 

・ 小さな小売業や料飲店等が業務用として買いに来る、いわゆるキャッシュアンドキャリーを

卸売市場において本格的に進めるためには、品揃えを豊富にすることと、商品をスーパーの

ように陳列し、簡単に商品を選択できるようにすることが重要である。 

 

（６） コア・コンピタンスとしての生鮮の取り扱い 

・ 生鮮は、卸売市場におけるコア・コンピタンス（主力商品、中心業務）である。生鮮の知識

があるからこそ加工業務にも進出できるのである。 

・ 加工の高度化や差別化が進んだ場合、生鮮のノウハウを活用した加工品を売りにできるのが

築地の強みであり、また、そういう方向になっていくのではないか。 

 

 

２ 質疑 

 

【委員】  方向としては、座長のお話を十分理解できるのですが、卸と仲卸の境目がなければとい

う前提での議論ですので。 

【座長】  あってもいいのですが、現在のように規制する必要はないだろうと思います。 

【委員】  それが、どうなるかによって変わってきますが、何らかの方向で、間違いなく変化があ

ると思いますから、方向としては、座長がご指摘された点について、依存はありません。 
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【座長】  ヨーロッパの消費地市場の特徴は、仲卸と卸を分けていません。ヨーロッパの産地卸で、

せりを行うのは生産者組合です。消費者市場は卸ですから、せりの原則がなかったから卸と仲卸の区

別がなかったのだと思います。メルカマドリッドでは、大きな卸が仕入れてきて、小さな２次卸が相

対で買ってきます。そうしますと、卸と仲卸の機能が２つに分かれるということもありますし、一緒

になるということもあります。 

【委員】  基本的に消費者を主体としたマーケティングということを言われるのですが、市場では、

特に鮮魚では消費者が欲しい魚が必ず手にはいるかという保証がないのです。私たちは常に消費者に

魚を見て、鮮度や品質についていいものを提供したいと思っております。しかし、現実には生産に左

右されてしまう面があります。そこで、先程の質的需給マッチングや量的需給マッチングというお話

もありましたが、市場の中では多品種な商品がありまして、明らかに質的なものを求めている方と量

的の価格形成に左右される量販店の二面性が錯綜しています。こういうものをどういう形で考えたら

いいのかという問題があります。またセリ問題ですが、質的な問題では量販店と小売店、料飲店等広

範囲にお客様がいらっしゃいます。量販店の方では、品質というものをかなり追求しております。消

費地で値が付くようなものが築地に集まった場合、前回のお話にもあった商品の比較や評価という

個々の物の価値が産地主導でお客様に納得が得られるかどうかという面もあります。一方でセリを行

っていればいいということでもないのではないかと思います。昔、築地では産地からきたものが全部

せりにかけられて、値段がついたという話は聞いたことがありましたが、産地側にしても、常に築地

がこうですからといって、通る時代でもないと思います。この辺をどう解決していけばいいのでしょ

うか。 

【座長】  産地での需要供給量と築地での需要供給量が異なるからではないのですか。産地では量

はあるが、築地では量が少なかったというではないのですか。 

【委員】  需給の面でそういうことはあったかと思います。また品質の問題もあります。Ａの産地

の物が、産地では少量だからいい物だと評価もありますが、絶対的な評価ではなく、相対的な評価で

す。ＢやＣの産地では量は多く獲れているから、浜値も安いのです。しかし、築地では、浜値が安く

ても、品質がいいから評価が上がるということもありますし、Ａの産地のように、浜値が高くても品

質の評価が低いために、築地では安くなるということで、産地同士の物の比較が物が集まる消費地市

場だからできると思います。 

【座長】  将来も築地ではそのような役割を担っていくとお思いですか。 

【委員】  大手の量販店でも、商物分離という話は出ています。ただ、量販店と言いましても、全

て量を多く扱うとは限らないと思います。多様化という面で小売店よりも少量で集めているという店

もあります。この辺の難しい問題もあります。 

【座長】  そういう問題は、全国の魚の情報が一カ所に集まればなくなるのではないのですか。 

【委員】  情報ではなかなか解決できないと思います。物を見ないとわからないと思います。昔の

ように、情報がない時代で物を見ないとわからない場合と今のように、情報が過度に流れてくる時代

では、実際に物を見る場合とその情報に従う場合では物が異なる時がよくあります。消費者の方は物

を食べないと品質はわからないと思いますが、私たちは物を見ただけで判断できます。つまり、お客

様は信用だけ買って行かれます。市場の使命というわけではないですが、そういうこともきちんと仕

向けていくことも大切だと思います。 

【委員】  １０年後を考えた場合に、今の魚の評価、目利きの部分はデジタル化等いろいろな形で

相当変化していくと思います。産地と消費地の両方で競らなくてもいいのではないかという話があり

ましたが、私もそういう考え方があるのだと思いました。しかし、魚の脂肪分や色、活き、鮮度等の

部分は数値化されていくこともあると思います。双方向でそれができる可能性が出てくると思います。

こうなった場合の商物分離は強くなってくると思います。 

【座長】  この複雑な目利きの問題等は卸売市場の方しかできないのですか。量販店の方ではでき

ないのですか。 

【委員】  量販店のバイヤーも物を見て買って行かれますから、一概に私たちだけができるという 

問題ではないと思います。また料飲店の特別にこだわった方ではなくても、日本人は魚に対する鮮度

等のこだわりがありますから、量販店も大量に物が流れるということだけを考えているわけではない

と思います。 

【座長】  ビジネスの仕方では、差益商人型ビジネスモデルというものがありまして、価格の変動

を見ながら、ビジネスをしていき、価格は自ら決定しないで、市場メカニズムに依拠するということ

です。一方、価格は自ら決めていくという考え方もあります。決める場合でも、ある程度常識的な決

め方があります。例えば、グリコのポッキーのようなものは、グリコ主導で価格を決めていると思い

ます。品質評価ができたら、価格は輸送費の見合いで決めて、当日の荷の量の変動を見て、量が少な
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くても、高めの価格で販売しようということをプロがセリをしなくても値決めができないのですか。 

相対ができるというのはそういう条件があるからではないのですか。 

【委員】  鮮魚に関してはセリ自体が形骸化されています。せりをするにしても、私たちの読みの

世界で、現物評価は比較評価ですから、量が多ければ高い値は出ません。大量販売するものには卸値

に対して利幅を多く乗せて売ることはできないですし、マグロのように解体した時の状態によって変

わってくるものもあると思います。 

【委員】  青果と水産では大分扱っている物や内容が異なります。お話にあったサプライチェーン

についても考え方は違ってくるのではないかと思います。共通の部分で言えば、セリの問題での特殊

な部分は青果においてもあります。例えば、秋の松茸等の特産品や今頃、出回るたけのこ等の旬や走

りの物は価格がありません。そのため、私達が価格を付けないと値が付かないのです。需要と供給の

バランスがとれない状況になって、価格の変動が激しいものがいくつかあります。その中で料飲店や

量販店からの需要、贈答用の需要等さまざまな需要があって、価格は大きく変動します。そういうも

のを除きますと、青果は規格化されたものが多いですから、一般流通に近くなります。ただ、関東と

関西では食文化が異なりますから、同じ産地で生産された物でも、関東と関西では評価が変わってき

ますし、そういうような地域的な差はあります。 

【座長】  地域的な差というものは、卸売市場の方がよく知っているのですか。 

【委員】  知っていると思います。 

【委員】  青果ではブランド化と言いますか、産地や組合も大規模になり、ブランド化が進んでい

るのかと思いますが、お客様の要望を聞いていますと、必ずしもブランド化されたものへの要望が強

いだけではなく、最近は実際の量販店の売場を見ても、地場野菜等のきめの細かい流通と言いますか、 

点を結ぶような流通への要求があります。仲卸経由でお客様の要望として上がってきている一つ一つ

のことを結びつけていくことも大事な荷受の仕事と思います。今、量販店はそういう部分の仕入を生

産者との直接取引で進めているという部分もあります。しかし、実際の売場の声を聞いてみますと、

それが上手く機能しているかといいますと、機能している例の方が少ないと思います。量的な数量の

調整、そのスペースの売場確保等を考えますと、そのコーナーでの売上の確保ということを当然、量

販店側は考えますから、点を結んだ生産者でそれができるかと言いますと問題はあると思います。そ

のあたりの形として、仲卸や卸が間に入ることは意義のあることと思います。ブランド化や量的なこ

と等のきめ細かな仕事をしていくことも卸売市場として大事な役割だと思います。 

【座長】  きめ細かな仕事とおっしゃいましたけれど、その時のお客はどういうところを想定され

ていますか。 

【委員】  ある部分では一店舗の八百屋もありますし、数店舗の量販店もあります。あるいは大手

のチェーンであっても、全部が同じ売場づくりではなくて、その地域にあった店づくりをしています

ので、一店舗、一店舗の要望になってきますから、それをどこまで幅広い範囲で応えられるか、ある 

限定した産地だけではなくて、拡大した範囲の中で応えられる力を持っているということが大切だと

思います。 

【委員】  荷受と外食、スーパーへの取引が仲卸機能を飛ばして行われていますが、そこの部分と

も仲卸がタイアップして行わなければならないと思います。仲卸自身もタイアップできるような体力

をつけなければならないのですが、集団化ということも一つの選択肢だと思います。特に仲卸という

のは、魚種別がかなり多いため、集団化といってもマグロだけでも仲卸全体の３割程度あります。そ

れを集団化していくといってもなかなか難しい問題だと思います。そのところをいかに選択していく

かが問題になると思います。年間 1,000 万円台の仲卸もいれば、数十億という仲卸もいます。それも 

難しい問題であると思います。また産地についての話もありましたが、マグロに関して言えば、セリ

重視の取引が主体の魚種です。品質に関する評価もありますし、価格形成機能も果たしていると思い

ます。差益商人ではないですが、そういう要素も持っているのかと思います。 

【委員】  今までの大きな流れの中で、量販と言いますか、大きな流通に携わっている市場外流通 

というものは、売りやすいものを扱っており、売りやすいように巧妙に動いていくということです。 

消費者ニーズを本当に消費者が創っているのかどうか疑問に思うことがあります。消費者が本当にニ

ーズを創っているのではなくて、メディアを通して大企業に踊らされているような部分はないのだろ

うかと思います。本当に流通というものがニーズによって動くのであればいいのですが、何か作為を

持った形で、大企業や大きな物流等の思惑の中で流通形態や食文化が動いていることに対して危惧を 

感じています。細かい部分においても、市場の業者が自分の知識を活かして買い手に対して配慮する

といった努力をなさっています｡このことをもっと食文化や生鮮食料品流通に反映できないのかと思い

ます。食に精通した方々の考えが消費者に伝わっていくような専門店ということは､良いことだと思い

ます。専門の方々の目利きによって消費者にこういうものを食べてほしいという思いが食文化につな
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がっていくのだと思います。前回、外資が日本に入ってきて、日本の流通を席巻しているという話が

ありましたが、日本の流通として外資に対抗できるようなきめの細かいものを重視するような食文化

に育てていくことも大切ではないかと思います。その育てていくことも市場機能の中に織り込んで行

く必要があるのではないかと思います。 

【委員】  魚や野菜もお客様に買っていただかないと話にならないと思います。いかにたくさんか

ってもらえるかということだと思います。日本人は刺身や生ものが好きですが、刺身が子供たちの給

食のおかずや弁当のおかずに果たしてなるのかという部分があります。そうなりますと、加工という

ことが考えられます。量販店で聞く話の中でも築地の魚がおいしいということはわかっていますが、

量販店で購入する魚は安くてまずいということもわかっています。それでも量販店で刺身を買うとい

うことは、おいしい方がいいというのはわかるけれどそこまで買う必要がないという感覚がまだまだ

多いのかと思います。つまり、いかにコストを下げて、安い魚を提供できるのかという根本的な部分

になってくるのかと思います。場内の物流にかかる経費をいかにして下げることができるのか、また

リードタイム等の物流の流れや品質保持等の保管・管理機能をいかに充実させていくのかといった、

いかに買ってもらうのかということをもっと考える必要があるのではないかと思います。 

【座長】  豊洲に行ったら、どこを修正すべきかということです。豊洲に行ったら何が問題になる

のかということです。そういうアイデアについて、何かありますか。 

【委員】  場外流通を圧倒するような物流のスピードアップと品質管理だと思います。あいまい状

況でこんなものでいいかというような物を造ってしまうと、１０年、２０年後に簡単に逆転を許して

しまうと思います。 

【委員】  現在の市場の物流において、非効率な部分は確かにあります。そういうものが効率化さ

れて、どれだけコストを下げていけるのかということを今まで議論されていなかったと思います。品

物についてのただの流通についての話ししかしてこなかったと思います。価格というものは、流通コ

ストによって左右される部分もかなりあるわけです。需要と供給の均衡の問題も一つありますが、流

通コストをこれからどれだけ下げていけるかどうか、新市場に移転した場合に要求される部分だと思

います。 

【座長】  流通コストが下げられる能力があるかどうかということが、今後、市場が生き延びてい

くための重要な条件になってきます。今でも、市場は集積のためのコストよりも安くなっているかも

しれません。そこを具体的にしていく必要はあると思います。１０年後、２０年後のことは考えにく

いということはあるかもしれません。そう思わせる要因は２、３あると思います。それは今、やって

いれば大丈夫だから、考えにくいというのが一つです。二つ目は変わると思うのだけれど、どういう

方向かわからないということです。三つ目はどうせだめになるのだから、考えてもだめだということ

です。つまり、現状の認識の中で、市場業界は市場の機能があまり衰退しているとは思っていないの

ですか。 

【委員】  川下サイドの形態が変わってきている中で、市場業者がやっていることは従来のままで

あるということは言えると思います。またそれに対応して、私達がやっていることは変わってきてい

るとは思いますが、劇的に変化しているとは思えません。 

【座長】  今の状況で、ビジネスがやりにくいということはないでしょうか。卸から見れば、業務

に関しての規制や手数料の値上げをしたいけれど、自由化されていないということはないのですか。 

また仮に自由化された時に、今のままで、他の一般企業との競争に戦っていけるというのであれば、 

機能は十分です。その競争の中で、流通コストの問題もあります。今後、大丈夫ですか。卸売市場と

いう集積のメリットのあるところを与えられていて、それに見合うコストを取られるという前提の下

で、その競争に勝てば、市場はかなり魅力的であると思います。 

 

２．第６回懇談会の開催について 
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