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I．問題意識と課題

A．問 題 意 識

中国では野菜の価格高騰と価格の乱高下現象

が全国各地でみられるように，野菜供給量が不

安定，且つ不足している。これを意識した行動

として全国各地，特に中国内陸部の都市部では

2000年代前半から近郊野菜産地における農家

への財政的支援額の引き上げや農地保護制度な
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ど対応策が講じられて来た。しかし，10年以上

経過した現在でも都市近郊野菜産地の生産拡大

はみられず，その原因究明が課題となっている。

勿論，都市拡大に伴う農地の転用や都市と農

村の経済的格差による農村労働力の都市部への

移動は都市近郊野菜の生産拡大を阻害する重要

な要因であるが，野菜生産農家にとって何より

も問題視されているのは販路の安定的確保が困

難なことである。このことから，農家の安定的

販路確保の困難な理由を解明することは内陸部

における都市近郊野菜産地の生産拡大が困難で

ある要因解明の重要な一視点であると考える。

その際，注目されるのは地場流通野菜と競合的

関係を有する広域流通野菜である。

周知のように，中国における野菜流通は自由

流通であり，その中心となっているのは農産物

卸売市場である。農産物卸売市場流通は1988年

に中国政府が実施した「菜籃子工程」 から正

式に開始し，25年の歴史を持つ。この25年間に

おいて，野菜流通における農産物卸売市場の役

割は拡大傾向にあり，農産物卸売市場なしには

中国の野菜流通が成り立たないほど重要となっ

ている。この意味では中国における野菜の流通

再編は農産物卸売市場流通の再編であると言っ

ても過言ではない。

従来，都市部の農産物卸売市場を中心とする

野菜流通は殆ど地場流通であったが，急速な経

済発展に伴う人口の都市部への集中と所得増加

を背景とする都市部における野菜需要の急速な

拡大，そして「菜籃子工程」を代表とする中国

政府の生鮮食料品流通政策の推進によって野菜

の自由流通が更に発展した。このため，野菜生

産の気候的条件が最も優れている沿海部の野菜

生産が急速に発展し，沿海部を中心とする野菜

が都市部へ大量に搬入されるようになった。そ

して，25年を経過した今日における都市部の農

産物卸売市場流通は広域野菜流通が中心とな

り，地場野菜流通は広域野菜流通の補完的部分

に過ぎないほど，地場野菜の存在が軽視される

ようになっている。

つまり，中国の都市部では地場野菜流通が困

難になるほど農産物卸売市場を中心とした野菜

流通の大量化，全国的広域化が進展していると

考えられる。従って，都市部の農産物卸売市場

を中心とした野菜流通構造の形成とその動向を

解明することは都市近郊野菜産地のあり方を検

討する上で，非常に重要である。

B．先行研究の整理

中国の青果物流通に関する先行研究は多数に

存在するが，ここでは都市部の野菜流通に注目

した藤田ほか［5］，王［16］，宋［21］と曹［19］

による研究成果を取り上げて検討する。

a．農産物卸売業者を中心とする野菜流通に

関する研究

王［16］は北京市における農産物卸売市場を

中心とした野菜流通の大量化，全国的広域化に

注目し，その主な担い手として機能する大規模

な卸売業者の形成とその意義を検討した。大規

模な卸売業者は野菜流通の大量化，広域化に対

応するため，個人生産者農家或いは小規模な卸

売業者によって形成された。このような組織構

成の意義は小規模な流通業者に代わって野菜流

通の大量化，広域流通の担い手として機能する

ことにあると指摘した。

宋［21］は山東省のりんご産地を拠点に活動

する卸売業者の市場行動の変化を，その規模拡

大の関連から分析した。宋［21］はまず，りん

ご卸売業者の規模拡大要因はりんごの周年需要

拡大と大口需要者の増加であると指摘した。そ

の上で，りんご卸売業者は自身の規模拡大に

伴って，買付から販売まで事業を拡大させてい

ることを明らかにした。

b．小売業者を中心とした野菜流通に関する

研究

藤田ほか［5］は上海市におけるスーパーの商

品調達行動分析を通じて，スーパーを中心とし

た野菜流通ルートの形成とその仕組みを解明し

た。スーパーは商品品質と仕入価格の安さを追

求し，都市近郊の野菜産地から直接調達をして

いるが，仕入量の不足分を都市部の農産物卸売

市場から調達している。

曹［19］は沿海部におけるスーパーを中心と

した生シイタケ流通ルートの変化を分析した。

従来，生シイタケは生産農家から卸売業者経由

でスーパーへ流通していたが，スーパーは商品

品質の管理強化のため，生産農場を有する加工
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工場との直接的取引に切り替えたことを明らか

にした。

このように，先行研究を通じて，卸売業者と

小売業者それぞれを中心とした流通再編の動向

は解明されたが，以下の２点が問題として残さ

れている。１点目に，先行研究では卸売業者と

小売業者それぞれを中心に分析し，都市部にお

ける野菜流通の再編動向について検討されてい

るが，卸売業者と小売業者を含む野菜流通全体

の再編動向が検討されていない。２点目に，先

行研究では分析対象地域として取り上げられて

いるのは経済発展が進んでいる巨大都市である

北京や上海が中心となっており，経済発展が比

較的遅れている地方都市 について検討され

ていない。

C．研 究 課 題

以上を含めて，本研究ではフフホト市を事例

に，中国地方都市における農産物卸売市場を中

心とした野菜流通構造の形成過程を明らかにす

ることを課題とする。

まず， ．「中国における野菜生産流通の地域

的特徴と分析事例」と ．「フフホト市の野菜流

通における農産物卸売市場の役割拡大」では ．

「野菜流通の大量化，全国的広域化に伴う農産

物卸売市場の性格変化」以降の序論として以下

の内容を整理し，確認する。具体的には， ．

「中国における野菜生産流通の地域的特徴と分

析事例」で中国における野菜需給動向の特徴を

整理し，分析事例であるフフホト市の位置づけ

を確認する。 ．「フフホト市の野菜流通におけ

る農産物卸売市場の役割拡大」で分析事例対象

であるフフホト市の野菜流通における農産物卸

売市場の役割を確認し，域内野菜 のトンガヨ

卸売市場流通の実態を解明する。

続く ．「野菜流通の大量化，全国的広域化に

伴う農産物卸売市場の性格変化」で野菜流通の

大量化，全国的広域化に伴う農産物卸売市場に

おける域内野菜売場の縮小・域外野菜売場の拡

大要因は大規模な卸売業者を重視した農産物卸

売市場経営者の市場行動の結果であることを，

農産物卸売市場経営者の市場行動分析を通じて

解明する。

．「卸売専業業者による野菜卸売市場流通の

大量化，全国的広域化の展開」で卸売専業業者

による野菜流通の大量化，全国的広域化の要因

は卸売専業業者自身の規模拡大に伴う仕入需要

拡大であることを，卸売専業業者の商品調達行

動分析を通じて解明する。

．「大規模小売業者による域外野菜の需要，

割合拡大」で野菜小売流通の変化とその要因を，

野菜小売業者の商品調達行動分析を通じて解明

する。すなわち，野菜小売流通における域外野

菜の割合拡大要因は域外野菜を優先して調達す

る大規模小売業者の増加，店舗展開であること

を解明する。

最後の ．「要約と結論」では各章の分析結果

を要約し，中国地方都市の農産物卸売市場を中

心とする野菜流通構造の形成過程を解明する。

II．中国における野菜生産流通の地域的特徴と

分析事例

A．本章の課題

本章の課題は中国における野菜生産流通の地

域的特徴を整理し，分析事例であるフフホト市

の位置づけを確認することである。なお，統計

データが不十分なため，統計データと聞取調査

を併せて用いる。具体的にはまず，中国におけ

る野菜生産流通の地域的特徴を，沿海部と内陸

部の比較分析を通じて検討する。次に，分析事

例であるフフホト市の位置づけを確認する。最

後に，以上の内容を要約する。

B．中国における野菜生産流通の地域的特徴

a．中国における野菜需要の地域的特徴

表１は中国における野菜需給動向の変化を，

人口数と年間所得の２点から整理した。同表で

みる内陸部とは2000年に中国政府が実施した

西部大開発政策の対象地域であり，「内陸部＝西

部地区」である。すなわち，内陸部には図１で

みるように，５つの自治区（内蒙古自治区，広

西自治区，チベット自治区，寧夏自治区と新疆

自治区），６つの省（四川省，貴州省，雲南省，

陝西省，甘粛省と青海省），一つの市（重慶市）

が含まれる。

表１からまず，人口数をみると内陸部は1990

年の3.2億人から2000年の3.6億人，2009年

の3.7億人と増加している。一方，沿海部の人
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口数も1990年の8.1億人，2000年の9.1億人，

2009年の9.5億人と増加している。このことか

ら，全国人口数に占める内陸部の割合は1990～

2009年において28％と変化せずに横ばいで推

移している。次に，内陸部の一人当たり年間所

得は1990年の703元から2000年の2,822元，

2009年の7,920元と増加し，2000年と2009年

はそれぞれ1990年の約４倍と約11倍になって

いるが，沿海部ほどではない。沿海部の一人当

たり年間所得は1990年の939元から2000年の

4,324元，2009年の12,079元と増加し，2000年

と2009年はそれぞれ1990年の約５倍と約13

倍になっている。

b．中国における野菜生産の地域的特徴

表２は中国における野菜生産動向を示してい

る。同表でみるように，内陸部の野菜面積は

1990年に2,454万ム であったが，前掲表１で

みたように内陸部の人口増加並びに所得増加の

影響を受け，2000年の3610万ム，2009年の

8,043万ムに拡大している。また，一人当たりの

野菜生産面積も1990年～2000年の間に0.1

ム/人と横ばいで推移していたから2009年の

0.2ム/人と２倍に増加している。しかし，人口

増加の影響を受け，一人当たりの年間野菜生産

量が2000年の262kgからわずかに増加し，

2007年の277kgになっているが，依然として

全国平均値の423kgより146kg少ない。これ

に比べて，沿海部では気候的条件がよく，野菜

の商品化もより早い段階から始まっていたこと

から野菜の生産性が高く，一人当たり生産面積

は内陸部と同じく0.2ムとなっているが，一人

あたり生産量は469kgであり，全国平均値より

46kg多くなっている。このことから，沿海部で

生産された野菜が内陸部へ大量に搬入されてい

ると考えられる。

C．フフホト市の位置づけと概要

a．フフホト市の概要と特徴

本研究の分析事例地域であるフフホト市は内

表1 中国における野菜需要の展開と地域的特徴

人口 年間所得

全国合計

（万人）

うち，内陸部

（万人）

沿海部

（万人）

内陸部

（元/人）

沿海部

（元/人）

1990年 113,047 32,200［28］ 80,847［72］ 703 939

2000年 126,228 35,531［28］ 90,697［72］ 2,822（４) 4,324（５)

2009年 131,661 36,730［28］ 94,931［72］ 7,920（11) 12,079（13)

資料：『中国統計年鑑』，『中国農業年鑑』各年。

注１：［ ］は全国人口に占める割合。

注２：( ）は1990年の倍数を示している。

表2 中国における野菜生産の地域的特徴

野菜生産面積 平均面積 一人当たり生産量

内陸部
（万ム）

沿海部
（万ム）

内陸部
（ム/人）

沿海部
（ム/人）

（kg/人）
うち，内陸部
（kg/人）

沿海部
（kg/人）

1990年 2,454［26］ 7,054 0.1 0.1 － － －

2000年 3,610［24］ 11,627 0.1 0.1 403 262 468

2009年 8,043［29］ 19,578 0.2 0.2 423 277 469

資料：『中国統計年鑑』，『中国農業年鑑』各年。

注１：「＊」は2007年のデータである。

注２：［ ］は全国野菜生産面積に占める割合を示す。

注３：2007年の野菜生産面積は内陸部7,100万ム，沿海部18,893万ムである。

注４：一人当たり生産量＝(生産量－輸出量＋輸入量）/総人口。

注５：「－」は該当データが存在しないことを意味する。
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陸部に位置する内蒙古自治区の区都であり，北

京市より約500kmを離れ（図１参照），京蔵高

速公路 など高速道路や全国を結ぶ重要な鉄

道がフフホト市を経由していることから，交通

条件に恵まれていると言える。2010年の人口は

287万人，うち約180万人は都市部に集中して

いる。年間野菜消費量は約7.3万 t，うち80％を

占める5.8万 tは山東省や河北省など沿海部を

中心とする域外野菜となっており，内陸部自給

率の平均値である65％（内陸部一人当たり野菜

生産量/中国一人当たり野菜生産量）に比べて

20％と非常に少ない。このことから，フフホト

市の野菜生産停滞は比較的深刻であると言え

る。

b．フフホト市における野菜の需給動向と特

徴

表３はフフホト市における野菜の需給動向を

示している。同表でみる域外野菜とはフフホト

市行政区域以外において生産された野菜を指

し，域内野菜とはフフホト市行政区域内におい

て生産された野菜を指している。

表３から分かるように，まず人口数は経済発

表3 フフホト市における野菜の需給動向

人口 所得 野菜消費量

うち，域内野菜 域外野菜

（万人） (元/年･人) （万 t/年）

生産量

（万 t/年）
主な出荷時期

(万 t/年)

1990年 191 1,010 1.6 1【60】 ７月～９月［90］ 0.6

2000年 244 2,539 3.7 1.5【40】 ７月～９月［85］ 2.2

2010年 287 16,624 7.3 1.5【20】 ７月～９月［70］ 5.8

資料：『フフホト市経済統計年鑑』各年。

注１：「＊」は聞取調査（2011年11月）。

注２：【 】はフフホト市の野菜消費量に占める域内野菜生産量の割合を示す。

注３：［ ］は７月～10月間のフフホト市の野菜消費量に占める域内野菜生産量の割合を示す。

図1 分析対象地域（フフホト市）の立地場所

資料：www.sohu.com。
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展に伴う人口の都市部への集中の影響を受け，

1990年の191万人から2000年の244万人，

2010年の287万人と増加している。次に，年間

所得は1990年に1,010元であったが，急速な経

済発展に伴い，2000年の2,539元，2010年の

16,624元に増加している。このように，人口増

加と所得増加の影響を受けてフフホト市の野菜

需要が夏だけに集中していた状況から冬季にま

で拡大した。その結果，年間野菜消費量は1990

年の1.6万 tから2000年の3.7万 t，2010年の

7.3万 tと大きく増加している。

このような野菜需要拡大に対応するため，フ

フホト市政府は野菜生産農家に対する１ムあた

りの補助金を1990年の3,000元/年から2007

年の7,000～12,000元 に引き上げると共に，

農地保護制度 の実施・管理を強化した。だが，

年間野菜生産量は1990年の１万 tから2000年

の1.5万 tとわずか0.5万 t増加したものの，

2010年現在でもその生産量は変わらず，横ばい

で推移している。このため，域外野菜搬入量は

年々増加し続け，1990年の0.6万 tから2000

年の2.2万 t，2010年の5.8万 tになっている。

こうした域外野菜の大量搬入・域内野菜生産の

停滞の影響を受け，フフホト市年間野菜消費量

に占める域内野菜の割合は1990年の60％か

ら，2000年の40％，2010年のわずか20％に縮

小している。また，域内野菜の主な出荷時期と

なる７月～9月においてもフフホト市野菜消費

量に占める域内野菜生産量の割合は1990年の

90％から縮小し，2000年の85％，2010年の70％

になっている。

D．小 括

本章の課題は中国における野菜生産流通の地

域的特徴を整理し，分析事例であるフフホト市

の位置づけを確認することであった。

１点目に，中国における野菜需給動向の特徴

を，沿海部と内陸部の比較分析を通じて検討し

た。内陸部の野菜生産量は少なく，年間消費量

の35％を沿海部に依存している。２点目に，フ

フホト市における野菜需給動向の特徴を整理

し，その位置づけを確認した。フフホト市の年

間野菜消費量は大きく拡大している。このよう

な需要拡大に対応するため，フフホト市政府に

よって農地保護制度や農家への補助金支給額の

引き上げなど対応策が講じられてきた。しかし，

フフホト市の年間野菜生産量はわずか増加した

ものの，年間野菜消費量に占める域内野菜の割

合は依然として20％と少なく，しかも縮小傾向

にあることから，フフホト市は内陸部の中でも

野菜生産停滞が比較的深刻な地域であると言え

る。

III．フフホト市の野菜流通における農産物卸

売市場の役割拡大

A．本章の課題

本章の課題はフフホト市の野菜流通における

農産物卸売市場の役割を確認し，その特徴を整

理することである。具体的にはまず，フフホト

市の野菜流通におけるトンガヨ卸売市場の位置

づけを確認し，トンガヨ卸売市場を中心とした

野菜流通の特徴を整理する。次に，域内野菜の

農産物卸売市場流通の実態を解明する。最後に，

以上の内容を要約する。

B．野菜における農産物卸売市場流通の拡大と

トンガヨ卸売市場

a．フフホト市における農産物卸売市場の動

向とトンガヨ卸売市場の位置づけ

農産物卸売市場関係者の聞取調査によるとフ

フホト市における野菜消費量の殆ど（99％）は

農産物卸売市場を経由しており，野菜を取り扱

う農産物卸売市場はその建設順に，トンガヨ卸

売市場（1986年），恵東卸売市場（1999年），美

通卸売市場（2006年）と双樹卸売市場（2008年）

があげられる。

そのうち，農業部定点市場として位置づけら

れているのはトンガヨ卸売市場と美通卸売市場

であり，トンガヨ卸売市場と美通卸売市場の年

間取引量を合わせるとフフホト市における野菜

の卸売市場流通の95％以上を占める。その内，

美通卸売市場はフフホト市都市部で消費される

野菜の25％，果実のほぼすべてを占める重要な

消費地卸売市場である。トンガヨ卸売市場は本

研究で取り上げる調査事例であり，フフホト市

都市部で消費される野菜の75％ を取り扱う

重要な消費地卸売市場である。

トンガヨ卸売市場は1986年に，トンガヨ村委
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員会によって開設された郷鎮企業であり，農業

部定点市場としての歴史が一番古い24ヶ所農

産物卸売市場（1995年）の一つである。年間取

引額は約10億元，うち野菜は約3.2億元であ

る。

b．トンガヨ卸売市場を中心とした野菜流通

の特徴

図２はトンガヨ卸売市場を中心とした野菜流

通の特徴を示している。同図でみる卸売専業業

者とは農産物卸売市場において卸売を専門に行

う業者を指し，卸売のほか個人消費者にも販売

する業者を卸兼小売業者，卸売市場に野菜を売

りに来る野菜生産農家を販売農家とそれぞれ定

義した。

図２でみるように，まず域外野菜はすべて卸

売専業業者を通じてトンガヨ卸売市場に搬入さ

れ，しかもトンガヨ卸売市場流通に占める域外

野菜の割合は80％と大きい。次に，域内野菜は

販売農家と卸売専業業者によってトンガヨ卸売

市場に搬入され，トンガヨ卸売市場流通に占め

る割合は20％と少ない。最後に，トンガヨ卸売

市場における需要者（買い手）をみるとトンガ

ヨ卸売市場流通における小売店舗の割合が圧倒

的に多く，95％である。残りの５％は飲食店や

個人消費者などとなっている。

C．域内野菜の農産物卸売市場流通の実態

a．分析事例村の位置づけ

フフホト市は図３でみるように，その野菜耕

地面積の順序で賽罕区，土左旗，賽克托県，玉

泉区，林県，武川県，清水河県，新城区と回民

区の４つの区，４つの県と１つの旗からなって

いる 。調査事例村であるＡ村とＢ村はそれぞ

図2 トンガヨ卸売市場を中心とした野菜流通の特徴

資料：聞取調査（2011年11月）。

注：( ）は野菜卸売市場流通量に占める割合である。

図3 フフホト市の地域別野菜生産面積の動向

資料：『フフホト市経済統計年鑑』各年版。

注：野菜生産面積にはジャガイモ，スイカ，メロンが含まれていない。
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れ賽罕区と土左旗に位置している（図４参照）。

賽罕区の野菜耕地面積は７万ムであり，フフホ

ト市野菜耕地面積の約47％を占める。土左旗の

野菜耕地面積は３万ムであり，フフホト市野菜

耕地面積の20％を占める。

b．野菜生産農家の出荷販売行動の形成

１）Ａ村の事例分析

Ａ村はフフホト市都市部に隣接し，同市最大

の農産物卸売市場であるトンガヨ卸売市場から

約７km離れている。また，地場市場である恵東

卸売市場から約２km離れている。Ａ村の野菜

耕地面積は2,500ムであり，約800戸農家に

よって野菜生産が行われている。表４はＡ村に

おいて調査事例とした野菜生産農家の概況を示

している。同表から分かるように野菜耕地面積

は平均３ムで，すべて専業である。主な野菜生

産品目はキュウリやチンゲン菜，トマトなどと

なっている。

図５はＡ村における野菜生産農家の出荷販売

ルートを示している。同図でみるように，域内

野菜は主にトンガヨ卸売市場に出荷されてお

り，その割合はＡ村野菜生産量の95％を占め

る。残りの５％は近距離（約2～3km）の恵東

卸売市場に出荷されている。これは夏の繁忙期

につき，農作業に集中したいというのが主な理

由である。また，恵東卸売市場は都市部に隣接

しているとはいえ，地場流通が中心のため，小

売業者や飲食店などが集まらない。このため，

トンガヨ卸売市場に比べて価格が安くても，売

り手を見つかりにくい。これに対し，トンガヨ

卸売市場は都市部に位置し，しかも通年販売の

ため，小売業者や飲食店などが多く集まる。こ

図4 調査村の地理的特徴

資料：筆者作成。

注：黒点は主な野菜生産地域を指しており，黒点が多いほど耕地

面積に占める野菜の割合が大きいことを意味する。
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のため，農家は売場さえ確保できれば買い手を

見つけることは恵東卸売市場ほど困難ではな

い。このような状況において，Ａ村農家は販路

確保のため，トンガヨ卸売市場に出荷（買取販

売である，以下同様）せざるを得ない。

２）Ｂ村の事例分析

Ｂ村はフフホト市都市部から70km離れて

おり，野菜耕地面積は160～170ムである。Ｂ村

における野菜生産農家は約50戸であり，表５は

調査事例である７戸農家の概況を示している。

同表から分かるように，農家の農地面積の平均

は7.4ムであり，そのうち野菜は1.6ム，農業

純収入の76％を占めている。野菜生産はすべて

家族労働によって行われ，主な野菜品目はトマ

トとキュウリである。野菜生産農家はそのほか

に，トウモロコシや果物を生産している。

図６はＢ村を中心とした野菜流通ルートの特

徴を示している。同図でみるように，Ｂ村農家

はすべて卸売市場に出荷しているが，近距離の

郷鎮市場（察素旗卸売市場）への出荷割合は

10％であり，生産量の少ない秋に行われている。

Ｂ村農家のトンガヨ卸売市場出荷割合は90％

であり，主に生産量の多い夏と秋に行われてい

る。これは農家の野菜収穫が夏季と秋季に集中

しているのに対し，完全な地場流通的性格を持

つ郷鎮市場周辺では需要者が少なく，消費量も

少ないためである。また，郷鎮市場周辺の住民

は殆ど農家であり，夏季になると自家野菜が収

穫時期に入り，購入する必要がなくなるからで

ある。このため，Ｂ村農家は夏季と秋季に，遠

くに位置するフフホト市都市部の農産物卸売市

場に出荷せざるを得ないが，上述したＡ村農家

図5 Ａ村を中心とした野菜流通の特徴

資料：聞取調査（2009年１月）。

注：( ）はＡ村野菜販売量に占める割合。

表4 Ａ村における野菜生産農家の概況

農家 耕地面積（ム） 出荷先別割合(％)
借地代金

野菜

生産

家族

労働

雇用

労働 主な生産品目

農業純収入

にしめる野菜

の割合（％）番号
合計

うち

野菜［施設］ (元/ム・年) 開始 （人）（元/年）

卸売

市場
庭先

Ａ１ 1.5 1.5［1.5］ 3,300 2001年 2 － キュウリ チンゲン菜 100 30 70

Ａ２ 1.5 1.5［1.5］ 4,000 2006年 2 75 キュウリ チンゲン菜 100 20 80

Ａ３ 1.5 1.5［1.5］ 3,300 2001年 2 － キュウリ チンゲン菜 100 70 30

Ａ４ 2.0 2.0［1.5］ 5,300 2004年 2 － キュウリ チンゲン菜 100 25 75

Ａ５ 3.5 3.5［2.0］ 6,000 2003年 2 500 キュウリ チンゲン菜 セロリ 100 25 75

Ａ６ 4.0 4.0［2.0］ 6,500 2007年 2 －
キュウリ チンゲン菜 セロリ

ダイコン ホウレンソウ トマト
100 30 70

Ａ７ 4.0 4.0［3.0］ 5,000 2004年 2 250
キュウリ チンゲン菜 セロリ

ダイコン ホウレンソウ トマト
100 20 80

Ａ８ 4.0 4.0［2.0］ 7,500 2004年 2 300
キュウリ チンゲン菜 セロリ

ダイコン ホウレンソウ トマト
100 40 60

Ａ９ 4.0 4.0［2.0］ 7,500 2000年 2 －
キュウリ チンゲン菜 セロリ

ダイコン ホウレンソウ
100 35 65

Ａ10 4.0 4.0［2.0］ 8,000 1992年 2 －
キュウリ チンゲン菜 セロリ

ダイコン ホウレンソウ トマト
100 20 80

平均 3.0 3.0［1.9］ 5,600 2002年 2 113 － 100 31 69

資料：聞取調査（2009年１月）。

注１：15ム＝１ha。

注２：出荷先別平均値は施設面積の加重平均で計算した。

注３：借地代金は施設面積で計算され，露地は無料となっている。
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と同様の理由からトンガヨ市場に出荷してい

る。

D．小 括

本章の課題はフフホト市の野菜流通における

農産物卸売市場の役割を確認し，その特徴を整

理することであった。

分析に先立ち，まずフフホト市における野菜

流通の殆ど（99％）は農産物卸売市場を経由し

ており，トンガヨ卸売市場はフフホト市都市部

における野菜消費量の75％を取り扱う重要な

農産物卸売市場であることを確認した。次に，

トンガヨ卸売市場を中心とする野菜流通の特徴

を整理した。トンガヨ卸売市場は域内野菜と域

外野菜の両方を取り扱っているが，域外野菜は

80％を占め，しかも拡大している。域内野菜の

割合は20％と少なく，しかも縮小している。こ

のことから，トンガヨ卸売市場は地場流通市場

から広域流通市場として性格が変化しているこ

とが確認された。最後に，域内野菜の農産物卸

売市場流通の実態を確認した。野菜生産農家に

は近距離の郷鎮市場とトンガヨ卸売市場出荷の

２つのルートがあるが，トンガヨ卸売市場流通

ルートは売場さえ確保できれば買い手を見つけ

ることは郷鎮市場ほど困難ではないことから，

域内野菜の主な流通ルートとなっている。

IV．野菜流通の大量化，全国的広域化に伴う農

産物卸売市場の性格変化

A．本章の課題

本章の課題はトンガヨ卸売市場経営者の市場

行動分析を通じて，農産物卸売市場における野

菜売場変化の実態を解明することである。具体

的にはまず，分析事例であるトンガヨ卸売市場

の運営特徴を確認する。次に，トンガヨ卸売市

場の野菜売場変化の実態を，トンガヨ卸売市場

経営者の市場行動分析を通じて解明する。最後

に，以上の内容を要約する。

表5 Ｂ村における野菜生産農家の概況

農家 耕地面積（ム) 野菜

生産

開始年

家族

労働

（人）

雇用

労働

（人）

野菜生産品目

主な野菜品目

農業純収入に

しめる

野菜の割合(％)番号 合計
うち，野菜［施設］うち，果実［施設］

Ｂ１ 7.0 0.7［0.7］ 4.0［0］ 2004年 2 0 トマト キュウリ 70

Ｂ２ 10.0 0.7［0.7］ 3.0［0］ 2003年 2 0 トマト キュウリ 60

Ｂ３ 5.0 1.4［1.4］ 2.0［0］ 2003年 2 0 トマト サンチュ キュウリ 100

Ｂ４ 9.0 1.4［1.4］ 4.0［0］ 2004年 2 0 トマト ホウレンソウ キュウリ 80

Ｂ５ 3.0 1.7［0.7］ 0.0［0］ 2004年 2 0 トマト ハクサイ キュウリ 95

Ｂ６ 10.0 2.0［0.7］ 2.5［0］ 2003年 2 0 トマト ハクサイ 70

Ｂ７ 8.0 3.0［1.5］ 3.0［0］ 2003年 2 0 トマト キュウリ 60

平均 7.4 1.6［1.0］ 2.6［0］ 2003年 2 0 － 76

資料：聞取調査（2009年１月）。

注：平均値は単純平均値である。

図6 Ｂ村を中心とした野菜流通の特徴

資料：聞取調査（2009年１月）。

注：( ）はＢ村野菜販売量に占める割合。
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B．トンガヨ卸売市場の運営収入の特徴と野菜

売場

既に言及したように，トンガヨ卸売市場はト

ンガヨ村委員会によって開設された郷鎮企業で

ある。このため，トンガヨ卸売市場の運営はす

べてトンガヨ村委員会によって行われ，取扱品

目は主に野菜，食肉，海産物，調味料となって

いる。

表６はトンガヨ卸売市場運営収入の変化を示

したものである。同表でみるように，トンガヨ

卸売市場全体の収入は1990年の100万元から

2000年の400万元，2010年の2,000万元と大き

く増加している 。その内，野菜収入は1990年

100万元から2000年の320万元，2010年の

1,200万元と急速に増加している。また，卸売市

場全体に占める野菜収入の割合は事業内容の多

様化による影響で1990年の100％から2000年

の80％，2010年の60％と縮小しているが，依然

としてトンガヨ卸売市場の主な収入源となって

いる。

C．トンガヨ卸売市場における野菜売場変化の

実態

a．トンガヨ卸売市場における野菜搬入業者

の諸類型と特徴

トンガヨ卸売市場における野菜は販売農家と

卸売専業業者によって搬入されている。更に，

表７でみるように卸売専業業者を域外野菜を中

心に取り扱う大規模な卸売専業業者と域内野菜

を中心に取り扱う小規模な卸売専業業者に分類

できる。表７はトンガヨ卸売市場における野菜

搬入業者の特徴を示している。同表でみるよう

に，まず大規模な卸売専業業者は一回の野菜搬

入量が最小でも１万kgと多く，大型トラック

で運搬している。大規模な卸売専業業者は通年

営業であり，域外野菜を中心に取り扱っている。

次に，小規模な卸売専業業者は一回の野菜搬入

量が500～750kgと少なく，小型三輪車で運搬

している。小規模な卸売専業業者の野菜搬入時

期は域内野菜の主な出荷時期である７月～9月

であり，域内野菜を中心に取り扱っている。最

後に，販売農家は一回の搬入量が250～300kg

と少なく，小型三輪車で運搬している。販売農

家の野菜搬入時期は主に７月～9月と短い。

表6 トンガヨ卸売市場の収入構成

単位：万元

市場収入

うち，野菜

入場料 売場利用料金

1990年 100 100［100］ 100【100】 －

2000年 400 320［ 80］ 320【100】 －

2010年 2,000 1,200［ 60］ 960【 80】 240【20】

資料：聞取調査（2011年11月）。

注１：［ ］内は市場全体の収入に占める割合（％）を示す。

注２：【 】内は野菜収入に占める割合（％）を示す。

注３：「－」は該当項目が存在しないことを意味する。

表7 トンガヨ卸売市場における野菜搬入業者の諸類型と特徴

大規模な卸売専業業者 小規模な卸売専業業者 販売農家

一回の持込量（kg) 10,000以上 500～750 250～300

野菜運搬道具 大型トラック 小型三輪車 小型三輪車

主な搬入時期 通年 7～9月 7～9月

主に取り扱う野菜区分 域外野菜 域内野菜 域内野菜

資料：聞取調査（2011年11月）。
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表８はトンガヨ卸売市場に搬入される野菜か

ら徴収する入場料に占める域外野菜と域内野菜

の構成を示している。同表でみるように，野菜

入場料の合計額は1990年の100万元から2000

年の320万元，2010年の960万元に増加してい

る。うち，域内野菜の入場料は野菜搬入量の増

加と物価上昇によって1990年の60万元から

2000年の128万元，2010年の192万元と増加し

ているが，域外野菜ほどではない。域外野菜は

経済発展に伴う人口の都市部への集中と野菜の

周年需要拡大の影響で大量に搬入され，域外野

菜の入場料は1990年の40万元から2000年の

192万元に増加し，域内野菜の入場料より64万

元多くなった。このため，トンガヨ卸売市場経

営者は域外野菜搬入・取引により有利な環境を

提供すべく，2000年以降は３回（2003年，2004

年，2008年）にわたり，売場改造を行った。

表8 トンガヨ卸売市場の野菜における入場料の構

成

単位：万元

入場料

合計 うち，域内野菜 域外野菜

1990年 100 60（60) 40（40)

2000年 320 128（40) 192（60)

2010年 960 192（20) 768（80)

資料：聞取調査（2011年11月）。

注：( ）は入場料合計額に占める割合（％）を示

す。

図7 トンガヨ卸売市場における野菜売場（取引場所）の変化

資料：聞取調査（2011年11月）。

注１： は利用目的が明確化されているものの，露天であり，建物（建築）ではない。

注２： は建築物であることを示す。

56 北海道大学大学院農学研究院邦文紀要 第33巻 第1号



b．トンガヨ卸売市場における野菜売場変化

とその要因

図７は2000年以降におけるトンガヨ卸売市

場野菜売場（取引場所）の変化を示している。

まず，2000年の売場状況をみると卸兼小売業者

専用の面積はわずか0.25万m と少なく，野菜

売場面積の合計値である5.25万m の５％未

満であった。そして，野菜搬入業者はトンガヨ

卸売市場経営者に入場料を支払えば野菜売場の

空き地を自由に選択（利用）できた。このため，

野菜売場に早く到着するほど販売により有利な

場所を選択することができ，野菜搬入業者の間

で売場獲得競争が行われていた。

更に，2003～2004年にかけて，トンガヨ卸売

市場経営者は事業内容の多様化を目的に，野菜

売場において６つの建物（水産，調理・加工品，

肉類，野菜配送センター，野菜卸兼小売）を建

設した。これによって，野菜搬入業者の利用で

きる野菜売場は小さくなり，売場確保がより困

難となった。このような売場確保をめぐる競争

においては，販売農家と小規模な卸売専業業者

はフフホト市行政区域内から来るため，早朝に

卸売市場に入場し，売場を確保することができ

る。また，販売農家と小規模な卸売専業業者の

運搬道具は小さな農業用の三輪車や四輪車が殆

どであり，大規模な卸売専業業者のように大き

な駐車スペース（売場）は必要ない。このため，

販売農家と小規模な卸売専業業者の売場確保は

大規模な卸売専業業者に比べて比較的容易であ

る。これに対し，卸売専業業者は主に山東省や

河北省など遠距離の沿海部から調達しているた

め，交通事情などによりトンガヨ卸売市場に到

着する時間調整に限界がある。更に，大規模な

卸売専業業者は大型トラックで運搬しているた

め，より大きな駐車スペース（売場）が必要で

ある。これが大規模な卸売専業業者の売場確保

に更なる困難をもたらした。

そこで，域内野菜の主な出荷時期である7～9

月にかけてトンガヨ卸売市場の野菜売場は早朝

に入場した販売農家と小規模な卸売専業業者に

よって混雑し，入場できない大規模な卸売専業

業者が現れた。このため，トンガヨ卸売市場経

営者は野菜搬入量が多く，しかも通年販売であ

る大規模な卸売専業業者の売場確保を優先し，

2008年に売場改造を行った。野菜売場改造後は

図７の2010年部分にみるように，大型トラック

が駐車できる固定売場（合計70ヶ所）を新設し

た。固定売場は月単位での貸し出しとなってい

るが，利用料金を支払えば誰でも利用できるよ

うになっている。しかし，販売農家と小規模な

卸売専業業者の規模は小さく，固定売場は大き

すぎる。これに対し，大規模な卸売専業業者は

野菜搬入量が多く，固定売場を利用すれば売場

確保するための心配を要しない。更に，雨や雪，

寒冷な天気から商品を守り，ロスを減らすこと

ができる利点がある。このため，殆どの大規模

な卸売専業業者は積極的に固定売場を借用して

いる 。

表９は大規模な卸売専業業者の借用している

固定売場と卸兼小売業者が借用している固定売

場の利用料金を比較したものである。大規模な

卸売専業業者と卸兼小売業者の固定売場利用料

金はその立地場所及び面積によって異なるが，

この表では１m あたりの平均値で示した。同表

からわかるように，大規模な卸売専業業者の年

間利用料金は１m あたり200元であるの対し，

卸兼小売業者の年間利用料金は1,000元と５倍

にもなっている。このことからも野菜売場の改

表9 固定売場利用料金の比較（2011年)

単位：元/m・年

大規模な卸売専業業者 卸兼小売業者

200 1,000

資料：聞取調査（2011年11月）。

図8 トンガヨ卸売市場の野菜売場（空きスペース）

の変化

資料：聞取調査（2011年11月）。
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造は大規模な卸売専業業者のためであったこと

が再確認できる。

以上のように，トンガヨ卸売市場管理者によ

る野菜売場の改造・変化は大規模な卸売専業業

者の安定的な売場確保に導いたが，販売農家と

小規模な卸売専業業者の利用できる売場が少な

くなった。図８はトンガヨ卸売市場における空

きスペース（販売農家と小規模な卸売専業業者

の利用できる売場）の変化状況を示している。

同図でみるように，2000年には販売農家と小規

模な集荷業者が利用できる売場は野菜売場全体

の95％を占めていた。だが，トンガヨ卸売市場

管理者による売場改造につれて販売農家と小規

模な卸売専業業者が利用できる売場面積は縮小

し，2005年の約75％，2010年の約45％となっ

ている。

表10はトンガヨ卸売市場における野菜搬入

業者の動向を，業者数と野菜搬入量の２点から

整理した。まず，大規模な卸売専業業者数は

2000年の50～90業者から50～75業者にやや

減少しているが，売場固定化に伴う経営環境の

改善によって年間野菜搬入量は2000年の2.2

万 tから2010年の4.4万 tに大きく増加して

いる。次に，小規模な卸売専業業者数は2000年

の150～200業者から2010年の300～400業者

に増加したことで，小規模な卸売専業業者の野

菜搬入量は2000年の0.2万 tから2010年の

0.7万 tに増加している。最後に，販売農家数は

売場確保の困難に伴う庭先販売農家の増加と小

規模な卸売専業業者の増加につれて，2000年の

1,000～1,500業者から2010年の約400～500

業者に大きく減少し，販売農家の野菜搬入量も

2000年の1.3万 tから2010年の0.4万 tに減

少している。このように，トンガヨ卸売市場に

おける域内野菜売場の縮小に伴う売場確保の困

難により，トンガヨ卸売市場に搬入される域内

野菜量は2000年の1.4万 tから2010年の1.1

万 tに減少しているが，域外野菜売場が安定的

に確保されたことから，域外野菜取引量は大き

く拡大している。

D．小 括

本章の課題はトンガヨ卸売市場経営者の市場

行動分析を通じて，トンガヨ卸売市場における

域外野菜売場の拡大・域内野菜売場の実態を解

明することであった。

分析に先立ち，まずトンガヨ卸売市場の運営

はトンガヨ村委員会によって行われていること

を確認した。次に，トンガヨ卸売市場経営者が

域外野菜売場の拡大・確保を優先し，域内野菜

売場縮小の原因となったことを明らかにした。

トンガヨ卸売市場野菜売場の運営収入は主に入

場料から構成され，取引量が多くなるほど，徴

収できる金額も増加する。このため，トンガヨ

卸売市場経営者は野菜取引量の最大化を目的

に，取引量の多く，しかも通年販売である大規

模な卸売専業業者の経営活動が安定的に行われ

るように，野菜売場を改造した。その結果，大

規模な卸売専業業者の利用する野菜売場は安定

的に確保された。そして大規模な卸売専業業者

は域外野菜を中心に取り扱っているため，トン

表10 トンガヨ卸売市場における野菜搬入業者の動向

トンガヨ卸売市場年間野菜取引量

うち，大規模な卸売専業業者 小規模な卸売専業業者 販売農家

(万 t/年)
業者数

（人/日）
取引量
(万 t/年)

業者数
（人/日）

取引量
(万 t/年)

業者数
（人/日）

取引量
(万 t/年)

2000年 3.7（60) 50～90【50】 2.2［60］ 150～200【0】 0.2［ 5］ 1000～1500【0】 1.3［35］

2010年 5.5（80) 50～75【44】 4.4［80］ 300～400【0】 0.7［13］ 400～ 500【0】 0.4［ 7］

資料：聞取調査（2011年11月）。

注１：トンガヨ卸売市場の年間取引量は野菜搬入量である。

注２：販売農家と小規模卸売数は域内野菜の主な出荷時期となる7月～9月の平均値である。

注３：( ）は域外野菜の割合を示している。

注４：［ ］はトンガヨ卸売市場の年間取引量に占める割合を示す。

注５：【 】は常駐する業者数を示す。
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ガヨ卸売市場における域外野菜売場面積が拡大

した。他方，販売農家と小規模な卸売専業業者

の利用できる野菜売場が少なくなり，域内野菜

売場が縮小した。

V．卸売専業業者による野菜卸売市場流通の大

量化，全国的広域化の展開

A．本章の課題

本章の課題は野菜卸売専業業者の商品調達行

動分析を通じて，野菜卸売市場流通の大量化，

全国的広域化の実態を解明することである。具

体的にはまず，調査事例である卸売専業業者の

位置づけを確認する。次に，卸売専業業者の野

菜調達行動の変化に伴う野菜卸売市場流通の大

量化，全国的広域化の実態を解明する。最後に，

以上の内容を要約する。

B．調査事例の選択と概要

トンガヨ卸売市場管理者によれば，トンガヨ

卸売市場における常駐 の卸売専業業者は44

業者で，域外野菜の約90％がこれらの常駐する

卸売専業業者によって搬入されている 。ま

た，常駐する卸売専業業者のうち，年間を通じ

て１品目のみを取り扱う業者は10～11業者で

あり，残りの33～34業者は年間を通じて２品目

以上の複数品目を扱っている。そこで，本論文

では調査事例としてトンガヨ卸売市場に常駐す

る卸売専業業者の中から，調査当初において１

品目のみ取り扱う業者（業者番号1～5）と２品

目以上を取り扱う業者（業者番号6～10）から，

それぞれ５業者，合計10業者に対して聞取調査

を実施した。

表11は，聞取調査を実施した卸売専業業者の

概要を示している。まず，卸売専業業者の組織

構成はすべて家族，若しくは友人の２人以上で

組織されている 。組織構成員が家族の場合は

運営資金のすべてを家族で出資している。組織

構成員が友人の場合は運営資金を均等に出資し

ている。次に，野菜販売経験年数は1980年代，

1990年代，2000年代に始めた業者がそれぞれ２

業者，５業者と３業者である。続いて，卸売専

業業者の年間取扱量は最小でも1,095tと大き

く，仕入・運搬・販売の各過程を組織構成員で

賄うことは困難である。このため，運搬車両へ

の積み込みや積み下ろしなど簡単な業務は雇用

労働で行っている。雇用労働者数は1～5人と少

ないが，卸売専業業者の更なる規模拡大に伴い，

雇用者数は増加すると予測される。

最後に，取り扱う野菜品目数をみると年間を

通して１品目のみを取り扱う５業者（業者番号

1～5）は長期保存が可能な野菜品目を取り扱っ

ている 。これに対し，１回の仕入において

10～50品目と複数品目を取り扱う業者（業者番

号6～9）は鮮度の落ちやすい野菜品目を取り

扱っている。このことから，業者番号1～5を「単

一品目」業者，業者番号6～9を「複数品目」業

者とそれぞれ定義する。

業者番号10は１回の仕入において野菜品目

数が１品目或いは10～20品目となっており，長

表11 卸売専業業者の概要

組織構成 一回の仕入野菜品目業者
番号

野菜販売
開始年

年間取扱量
（t）

雇用人数
人数 関係 出資金割合 品目数 野菜名称

１ 2000年 3人 家族 － 1（1) 玉葱 1,095 ３人

２ 1992年 2人 家族 － 1（1) 玉葱 2,920 ５人

３ 1986年 5人 友人 均等 1（1) ニンニクの芽 3,042 ２人

４ 1986年 27人 友人 均等 1（1) 生姜 4,040 １人

５ 1996年 4人 友人 均等 1（1) ジャガイモ 7,300 ３人

６ 1992年 2人 家族 － 40～50（50) ミニトマト，ミニ白菜など 2,839 ４人

７ 1990年 2人 家族 － 20～30（30) トマト，キュウリなど 3,042 ３～５人

８ 2000年 2人 家族 － 70～80（80) トマト，キュウリなど 4,258 ５人

９ 1996年 2人 家族 － 10～30（30) トマト，キュウリなど 4,563 ５人

10 2002年 4人 友人 均等 1～20（20) サツマイモ，トマトなど 5,840 ３～４人

資料：聞取調査（2010年10月）。

注：( ）内は年間の野菜取扱品目数を示している。
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期保存が可能な品目と長期保存が困難な品目の

両方を取り扱っている。このことから業者番号

10は「単一品目」業者と「複数品目」業者の両

方の特性を持っていることがわかる。

以下では業者番号10を含め，野菜卸売専業業

者の野菜調達行動の変化とその要因を，野菜卸

売専業業者自身の規模拡大の関連から分析し，

明らかにする。

C．卸売専業業者自身の規模拡大に伴う野菜調

達行動の変化

a．野菜卸売専業業者の規模拡大の実態

表12は，調査対象の卸売専業業者における年

間野菜取扱量の変化を示している。同表でみる

ように，年間取扱量とその変化は業者によって

大きく異なるが，ここではその平均値に注目す

る。まず，「単一品目」業者の年間取扱量の平均

は野菜卸売開始当初の1,541tから2010年の

3,679tとなり，2.4倍に拡大している。次に，

「複数品目」業者の年間取扱量の平均は野菜卸

売開始当初の1,764tから2010年の3,676tと

なり，2.1倍に拡大している。最後に，業者番号

10の年間取扱量は野菜卸売開始当初の811tか

ら2010年の5,840tとなり，7.2倍に拡大して

いる。

このような卸売専業業者の規模拡大の背景に

は人口増加及び所得増加を伴う内陸部における

冬季野菜の需要拡大が挙げられるが，周年供給

できる遠隔地から調達する場合は１回の運搬コ

ストが高く，大量に運搬した方が有利である。

しかし，大量仕入を確保するには多くの運営資

金が必要であり，小規模な野菜商人若しくは出

稼ぎ労働者にとって容易ではない。そこで，表

13の資金調達方法をみると，４業者が長期間に

わたって営業を継続する中で遠距離からの大量

集荷・運搬に必要な運営資金を徐々に蓄積した。

残りの６業者は友人若しくは親戚と組織する形

で資金調達したことが確認できる 。

b．卸売専業業者の野菜調達行動の変化

１）卸売専業業者を中心とした野菜流通

ルートの特徴

図９は，卸売専業業者を中心とした野菜の流

通ルートを示している。同図の大規模小売業者

とは工商行政管理局において，会社として登録

されている小売業者を指す。工商行政管理局に

おいて個人として登録されている小売業者を小

規模小売業者とし，このような業者は家族経営

が中心となっているほか，固定した経営施設と

場所をもっている。また，集市貿易市場におけ

表12 卸売専業業者の野菜取扱量の増大

年間野菜取扱量（t)
業者
番号

倍数
野菜卸売開始当初

①
2010年
② ③＝②/①

１ 391［2000年］ 1,095 2.8

２ 2,738［1996年］ 2,920 1.1

３ 692［1988年］ 3,042 4.4

４ 236［1986年］ 4,040 17.1

５ 3,650［2001年］ 7,300 2.0

「単一品目」業者平均 1,541 3,679 2.4

６ 1,825［1992年］ 2,839 1.6

７ 1,825［1995年］ 3,042 1.7

８ 2,433［2000年］ 4,258 1.8

９ 973［1999年］ 4,563 4.7

「複数品目」業者平均 1,764 3,676 2.1

10 811［2002年］ 5,840 7.2

資料：聞取調査（2010年10月）。

注：［ ］は野菜卸売開始年を示している。
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る野菜小売業者は固定した経営施設と場所を

もっていないため ，工商行政管理局に登録さ

れていないが，家族経営が中心となっているた

め，小規模小売業者として取り扱う。

図９からわかるように，卸売専業業者は自ら

トンガヨ卸売市場に域外野菜を搬入している

が，１品目の場合は産地から集荷し，複数品目

の場合は後述するように，産地卸売市場や大都

市の集散地卸売市場など域外の農産物卸売市場

から調達している。卸売専業業者が産地から集

荷する場合はすべて産地在住の代理人 を経

由しているが，産地から集荷するメリットは単

価を産地周辺の卸売市場より約５％安くできる

ところにある 。しかし，この集荷方法は品目

数と集荷量が多くなるほど集荷・運搬・販売に

時間がかかり，鮮度が落ちるという欠点がある。

そのため，表11でみたように産地から集荷する

卸売専業業者は鮮度が落ちにくく，容易に長期

保存できるジャガイモや玉葱，ニンニクの芽，

生姜を取り扱っている。キュウリやトマトなど

鮮度が落ちやすい品目を取り扱う卸売専業業者

は，野菜調達に費やされる時間短縮のため，域

外の農産物卸売市場から調達している。農産物

卸売市場から調達すると生産者から直接調達す

るよりは単価が高くなるものの，野菜が大量に

集まるため，卸売専業業者は農産物卸売市場内

で仕入量を確保することができ，多くの地域や

農家を出回る必要がない。このため，農産物卸

売市場からの調達は農家からの直接調達に比べ

て，多くの地域を出回る必要がなくなった分だ

け，仕入過程にかかる時間が短縮され，鮮度低

下による損失を削減できるメリットがある。

卸売専業業者の販売先は図９でみるように卸

兼小売業者，小規模小売業者と大規模小売業者，

飲食店，域外移出の５つに分類できる。ここで

いう域外移出とはフフホト市行政区域以外へ流

通させることを指している。各販売先のうち，

卸売専業業者の年間取扱量に占める割合が最も

表13 卸売専業業者の資金調達方法

業者数 資金調達方法

4 運営資金を徐々に蓄積した

野菜の卸売をしていた友人と組織した（２業者)

6 出稼ぎしていた友人と組織した （２業者)

野菜の小売をしていた親戚と組織した（２業者)

資料：聞取調査（2010年10月）。

図9 卸売専業業者を中心とした野菜の流通ルート

資料：聞取調査（2010年10月）。

注１：印「 」は流通経路が不明であることを意味する。

注２：割合は重量単位で計算され，卸売専業業者に占める割合を指している。

注３：販売先データは販売先が特定できる９業者に限っている。

注４：卸兼小売業者の取扱量を100とした場合，販売先となる小規模小売業者，飲食店と個人消費者は

それぞれ50％，35％，15％である。

61趙 麗明：中国地方都市における野菜卸売市場流通の構造再編



大きいのは卸兼小売業者の約60％である。それ

に続き，小規模小売業者が27％を占める。大規

模小売業者は５％と少ない。そして，割合が最

も小さいのは飲食店と域外移出のそれぞれ４％

である。

２）規模拡大に伴う野菜取扱品目数の二極化

――複数品目化・単一品目化――

表14は，卸売専業業者が取り扱う仕入野菜品

目数とその変化を示しており，野菜卸売開始当

初と2010年を比較している。まず，「単一品目」

業者平均をみると１回の仕入品目数は卸売開始

当初の5～9品目から１品目に絞られており，

「複数品目」業者平均は卸売開始当初の18～26

品目から35～48品目の約２倍に増えている。野

菜品目数が変化した理由について，野菜品目数

が減少した３業者（業者番号2～4）は，キュウ

リやトマトなどの野菜は腐敗しやすく，運搬途

中で雪や交通トラブルなどが起きた場合の損失

が大きいことを理由に，現在の長期保存が可能

な野菜品目に切り替えたと答えている。野菜品

目数が増加した５業者（業者番号6～10）は仕入

先農産物卸売市場における野菜品目が増えたた

めだと答えているが，卸売専業業者の規模拡大

がその背景にある。

つまり，規模拡大に伴うロスの削減対策とし

て，野菜品目数を減らした卸売専業業者は保存

しにくい野菜品目から長期保存できる野菜品目

に切り替えた。これに対して，野菜品目数を増

やした卸売専業業者は従来の１品目当たりの仕

入量を維持しながら，新しい品目を仕入れるこ

とによって表15でみるように各品目の販売時

間を維持し，対応している。

表15は，卸売専業業者の仕入間隔（仕入頻度）

を示したものである。まず，「単一品目」業者平

均をみると野菜卸売開始当初は５日間に１回で

あったが，2010年現在では３日間に１回とな

り，仕入間隔が短縮され，仕入頻度が高くなっ

ている。次に，「複数品目」業者平均をみると「単

一品目」業者平均と同じく，仕入間隔が4～5日

から3～4日と短縮され，仕入頻度が高くなって

いる。その主な理由は規模拡大によって資金繰

りが改善されたことである。聞取調査によると

卸売専業業者は規模が小さかった時には仕入

（在庫）商品を完売しないと次の納品準備をす

る運営資金がなかったため，現在より仕入間隔

が長かった。しかし，規模拡大してからは品切

れのないように，納品車が到着次第，次の納品

準備をしている。

表14 仕入野菜品目数とその変化

単位：品目数/一回

業者番号 野菜卸売開始当時 2010年

１ 1 （ 1) 1 （ 1)

２ 10～20（20) 1 （ 1)

３ 10～20（20) 1 （ 1)

４ 1～ 2（10) 1 （ 1)

５ 1 （ 1) 1 （ 1)

「単一品目」業者平均 5～ 9 1

６ 20～25（25) 40～50（50)

７ 10～20（20) 20～30（30)

８ 30～40（40) 70～80（80)

９ 10～20（20) 10～30（30)

「複数品目」業者平均 18～26 35～48

10 1 （10) 1，10～20（20)

資料：聞取調査（2010年10月）。

注：( ）内は年間仕入野菜品目数を示しており，単位は品目数/年

である。

62 北海道大学大学院農学研究院邦文紀要 第33巻 第1号



業者番号10の野菜品目数は１品目から，１と

10～20品目と増加している。これは業者番号10

が業務開始当初に，野菜の収穫時期において１

品目のみを産地の農家から集荷していたが，規

模の拡大につれて，１回に仕入れた野菜が短期

間（2～3日）で完売できなくなるケースが増え，

ロスが多くなった。このため，農産物卸売市場

から複数品目の調達を開始したが，依然として

気温が比較的低い９月～3月にかけては長期保

存が可能なサツマイモのみを，農家から直接調

達している。このことから，業者番号10は「複

数品目」業者と「単一品目」業者の中間業態と

して捉えられるが，業者番号10の更なる規模拡

大につれて，「複数品目」業者と「単一品目」業

者のどちらの方向で変化していくかについては

今後の課題として注目したい。

表16は，長期保存できる野菜品目が多数存在

するなかで，「単一品目」業者が現在の特定一品

目に選定した理由を示している。同表でみるよ

うに，５業者の内，２業者（業者番号1～2）は

トンガヨ卸売市場において当該野菜品目を取扱

う業者が少なかったことを理由に，現在の野菜

品目に選定した。残りの３業者（業者番号 ～5）

はトンガヨ卸売市場において当該品目を取扱う

業者が存在していなかったことを理由としてい

る。これは前述したように，フフホト市の気候

条件により，玉葱生産量が少なく ，更にニン

ニクの芽と生姜は全く生産できないためであ

る。また，ジャガイモは主にフフホト市都市部

から80km以上の遠隔地において生産されて

いるうえ，輸送のためには50kmほどの山道を

通る必要がある。そのため，農家個人ではフフ

表15 仕入間隔（仕入頻度) 単位：日

業者番号 野菜卸売開始当初 2010年

１ 7 2～3

２ 3～4 5

３ 6～7 3～4

４ 5～6 2～3

５ 2～3 1～2

「単一品目」業者平均 5 3

６ 3 4～5

７ 3 3

８ 4 4

９ 7～8 2

「複数品目」業者平均 4～5 3～4

10 4～5 2～3

資料：聞取調査（2010年10月）。

注１：単純平均値である。

注２：仕入間隔とは一回目の仕入から次の仕入までの間隔。

表16 卸売専業業者の特定一品目に選定した理由

業者番号 取扱品目 特定一品目に選定した理由

１ 玉葱 取扱業者が少なかった

２ 玉葱 取扱業者が少なかった

３ ニンニクの芽 取扱業者が存在していなかった

４ 生姜 取扱業者が存在していなかった

５ ジャガイモ 取扱業者が存在していなかった

資料：聞取調査（2010年10月）。
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ホト市都市部までの運搬・販売が難しく，トン

ガヨ卸売市場においてジャガイモ販売農家が殆

んど存在していなかった 。

これに比べて，キュウリやトマトなどの野菜

品目は日常生活において大量に消費され，フフ

ホト市近郊でも生産されている。そのため，ト

ンガヨ卸売市場では卸売専業業者，卸兼小売業

者に加え，キュウリやトマトなど生鮮野菜を取

り扱う販売農家が多く，業者間競争は激しいも

のである。つまり，卸売専業業者が特定品目に

選定した理由は激烈な業者間競争を避け，出来

る限りの利益確保・拡大するためである。

３）規模拡大に伴う集荷地域の変化

――遠隔化・複数化――

表17は，卸売専業業者の野菜調達先の変化に

ついて，トンガヨ卸売市場からの距離で示して

いる。同表からまず，仕入地域数をみると野菜

販売開始当初は10業者とも１ヶ所となってい

たが，2010年には５業者（業者番号１，２，５，

８，10）が２ヶ所以上の地域から調達するよう

になり，集荷地域が複数化している。特に，「単

一品目」業者の仕入地域数は平均して2.6ヶ所

であり，農産物卸売市場から調達する「複数品

目」業者の1.3ヶ所と比較して２倍になってい

る。次に，卸売専業業者の野菜調達先と販売先

との距離をみると業者によってバラつきはある

が，「単一品目」業者平均は卸売開始当初の6～

14kmから2010年の548～1,054kmと大きく

伸びている。これに対して，「複数品目」業者平

均は0～8kmから483～520kmへと伸びてい

表17 卸売専業業者の野菜調達先の変化 単位：km

野菜販売開始当初 2010年現在

業者番号 仕入地域

個数
距離［野菜調達先］

仕入地域

個数
距離［野菜調達先］

１ 1 10～20 ［内蒙古自治区・野菜産地］ 4 650～2000
［甘粛省・野菜産地；山東省・野菜産地］
［四川省・野菜産地；雲南省・野菜産地］

２ 1 0～ 5 ［内蒙古自治区・野菜産地］ 2 650～ 870［甘粛省・野菜産地；山東省・野菜産地］

３ 1 10～20 ［内蒙古自治区・野菜産地］ 1 650 ［山東省・野菜産地］

４ 1 10～20 ［内蒙古自治区・野菜産地］ 1 750 ［山東省・野菜産地］

５ 1 0～ 5 ［内蒙古自治区・野菜産地］ 5 40～1000
［寧夏回族自治区・野菜産地；内蒙古自治区・野菜産地］
［甘粛省・野菜産地；河北省・野菜産地；青海省・野菜産地］

「単一品目」業者平均 1 6～14 2.6 548～1054

６ 1 0～ 5 ［内蒙古自治区・野菜産地］ 1 400
［北京市・中央卸売市場］
［北京市・新発地農産物卸売市場］

７ 1 0～10 ［内蒙古自治区・野菜産地］ 1 380 ［河北省・保定農産物卸売市場］

８ 1 0～ 5 ［内蒙古自治区・野菜産地］ 2 400～550
［北京市・新発地農産物卸売市場］
［河北省・保定農産物卸売市場］

９ 1 0～10 ［内蒙古自治区・野菜産地］ 1 750 ［山東省・寿光農産物卸売市場］

「複数品目」業者平均 1 0～ 8 1.3 483～520

10 1 380 ［河北省・野菜産地］ 2 380～750
［山東省・野菜産地；山東省・寿光農産物卸売市場］
［河北省・野菜産地；河北省・保定農産物卸売市場］

資料：聞取調査（2010年10月）。

注１：距離とは野菜調達先から販売先までの距離を指している。

注２：地域とは省を単位にしている。

図10 卸売専業業者の野菜調達先が遠隔化・多数化した第一要因

資料：聞取調査（2010年10月）。
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るが，「単一品目」業者平均ほどではない。

図10は，卸売専業業者の野菜調達先が遠隔

化・複数化した第一要因を示している。同図か

らわかるように，通年野菜販売を可能にするた

めだと答えた業者は最も多く，７業者である。

これは内陸部における冬季の野菜生産が困難な

ためである。そこで，卸売専業業者は沿海部の

山東省や河北省，あるいは大都市の北京から調

達を開始した。調達先が農産物卸売市場の場合

はそれほど多くの地域から集荷する必要はない

が，産地から直接集荷する場合は多くの地域を

回る必要が生じる。この結果が前掲表17にみた

ように，野菜産地から集荷する卸売専業業者の

仕入地域数と距離が域外の農産物卸売市場から

仕入れる卸売専業業者に比べて，大きく増加し

ている。残り３業者のうち，２業者は取扱品目

の変更に伴って遠隔化したと答えている。そし

て，１業者は安い価格で仕入できることを理由

としている。これは産地卸売市場から直接に仕

入れた方が中継市場である北京の卸売市場から

仕入れるより単価が安く，運営資金の範囲内で

仕入量を最大限に確保するための行動である。

図11は，域内野菜の集荷販売を取り止めた８

業者の理由を示している。まず，回答数が最も

多かったのはフフホト市の野菜生産量が少ない

ことであり，８業者全員に選択されている。こ

れは卸売専業業者の規模拡大に伴って集荷段階

から一定規模の量的集積が重視されるように

なったが，域内産地の生産量は少なく，卸売専

業業者の大量な仕入需要・量的確保が困難なた

めである。そこで，前掲表17で確認できるよう

に，規模拡大した卸売専業業者は生産力の高い

沿海部の野菜産地や産地卸売市場，或いは全国

から出荷品が集まる大都市の集散地卸売市場か

ら調達を開始した。２番目に多いのは域内産地

の生産時期が短いことであり，４業者に選択さ

れている。最後に，２業者（業者番号７，９）

は域内野菜の形や鮮度など品質が域外野菜に劣

ることを取り上げている。

卸売専業業者が品質を重視するようになった

背景には経済発展に伴うスーパーなど大規模小

売店の進出があげられる。フフホト市における

大規模小売店の進出は2001年から始まり，大規

模小売店は低価格より高品質を優先し，商品調

達を行っている 。

D．小 括

本章の課題は野菜卸売専業業者の商品調達行

動分析を通じて，野菜卸売市場流通の大量化，

全国的広域化の実態を解明することである。

分析に先立ち，まず分析事例である卸売専業

業者はトンガヨ卸売市場に搬入される域外野菜

のすべてを担う重要な役割を果たしていること

を確認した。次に，卸売専業業者の規模拡大に

伴う商品調達行動の変化を分析した。卸売専業

業者の年間野菜取扱量はその卸売開始当初に比

べて平均値が150％増と大きく拡大している。

こうした規模拡大につれて，フフホト市近郊産

地の生産量が少なく，規模拡大した卸売専業業

者の仕入需要を満たさなくなった。このため，

卸売専業業者は域内産地からの調達を取り止

め，生産力の高い沿海部を中心とする大規模野

菜産地や産地卸売市場，或いは大都市の集散地

図11 卸売専業業者が域内野菜産地からの集荷を取り止めた理由

資料：聞取調査（2010年10月）。

注１：複数選択可。

注２：データは域内産地からの集荷を取り止めた９業者に限る。
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卸売市場からの調達を開始した。

VI．大規模小売業者による広域流通野菜の需

要，割合拡大

A．本章の課題

本章の課題は野菜小売業者の商品調達行動分

析を通じて，野菜小売流通における域外野菜と

域内野菜の需要動向の実態を解明することであ

る。具体的にはまず，実態確認として聞取り調

査に基づいて野菜小売業者の諸類型とその野菜

小売流通に占める割合を把握し，調査事例の位

置づけを確認する。次に，野菜小売業者の商品

調達行動分析を通じて，域内野菜と域外野菜の

需要動向を解明する。最後に，以上を要約する。

B．野菜小売業者の再編動向

a．小売野菜流通の特徴

フフホト市における野菜の小売市場流通は

1980年代半ばから始まり，現在はその殆どが農

産物卸売市場を経由している。図12はトンガヨ

卸売市場の年間野菜取引量に占める野菜小売業

者の割合を示している。ここで言う「大規模小

売店鋪」とは大規模小売業者が経営する店舗の

ことを指し，「小規模小売店舗」とは小規模小売

業者が経営する店舗のことを指す。また，集市

貿易市場における野菜小売業者が経営する場所

のことを小規模小売店舗として取り扱う。図12

から明らかなように，小規模小売店舗の割合が

一番大きく，90％を示している。その次に，大

規模小売店鋪で５％を占めている。割合が一番

小さいのは集市貿易市場で３％に過ぎず，小売

野菜流通の主役が集市貿易市場から小規模小売

店鋪へ完全に移行したことを確認できる。

図13はフフホト市における野菜小売店舗数

の推移を示しているが，ここでは工商行政管理

局に登録されているものに限っている。同図か

ら分かるように，1985年から2000年までの間

に，法制度に基づいて設立された野菜小売店舗

数は少なかったが，2000年以降になると，フフ

ホト市政府による「無許可」経営の禁止命令の

強化や都市住民の食品衛生意識の向上によっ

て，固定店舗を持つ小売業者が急増した。その

結果として2010年３月現在の野菜小売店鋪数

は1700ヶ所に達している。そして野菜を取り扱

うスーパーやデパートも，都市住民の食品衛生

意識の向上による需要拡大の影響で，2005年の

20店舗から2010年の46店舗に増加している。

だが，小規模小売店鋪は規模が小さく，出店し

やすい。そのため，小規模小売店舗数の急速な

増加を背景に，大規模小売店鋪の小売店舗数全

体に占める割合は2005年の６％から2010年の

３％に縮小している。一方，大規模小売店鋪は

店舗数の伸びが遅いものの，野菜取扱量が大き

いため，小売野菜流通に占める割合（重量）は

2000年の０％から2010年の５％に拡大してい

る。

b．調査事例

調査事例は図12を参考に，小規模小売店舗を

10ヶ所，大規模小売店舗を６ヶ所，集市貿易市

場における小売業者を３ヶ所選定した。図14は

フフホト市における農産物卸売市場及び調査し

た小売店舗の立地関係（場所）を示している。

同図でみるように，調査事例はすべてフフホト

図12 トンガヨ卸売市場の年間野菜取引

量に占める小売業者の割合

資料：聞取調査（2010年３月）。

図13 フフホト市における野菜小売店舗の動向

資料：聞取調査（2010年３月）。
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市の都市部に位置している。

C．大規模小売業者の増加に伴う野菜の需要変

化

a．大規模小売店舗とその野菜売場

１）調査事例とその位置づけ

表18はフフホト市における野菜を取り扱う

主な大規模小売店舗の進出状況を示している。

同表でみるように，フフホト市における大規模

小売店舗の進出は2001年からであり，最初に進

出したのは北京華聯と上海聯華，小百花連鎖超

市である。それから維多利（2003年），麗都連鎖

超市（2003年），王府井（2004年），美特好超市

（2005年），海亮広場（2009年）がそれぞれ進

出した。特に，上海聯華超市と小百花連鎖超市

は，この地域への進出が早く，比較的小規模な

店舗を中心に，毎年２店舗ほど出店し続けてお

り，急速にその店舗網を拡大している。

なお，本研究で分析事例として取り上げるの

は表18で示している８社のうち，フフホト市都

市部に立地する６店舗（各社１店舗ずつ）であ

図14 フフホト市における農産物卸売市場及び調査した小

売店舗の立地関係（場所）

資料：筆者作成。

注：「 」は調査事例となる小規模小売店舗を指す。

「●」は調査事例となる大規模小売店舗を指す。

表18 フフホト市における主な大規模小売店舗の進出状況 単位：店

デパート スーパー
出店年数

北京華聯 王府井 海亮 維多利 上海聯華 美特好超市 小百花連鎖超市 麗都連鎖超市

2001年 1 1 1（1)

2002年 1 5

2003年 1 3［2］ 1 1

2004年 1 1 2 1

2005年 1 1 2 1

2006年 1［1］ 3 2

2007年 2

2008年 6［1］ 1 5

2009年 1 3 1（1)

2010年 1 1 2

合計 3 1 1 4［1］ 19［3］ 2 21（2) 3

資料：聞取調査（2010年３月）。

注１：［ ］内は野菜を取扱っていない店舗数を示す。

注２：各大規模小売店鋪の本社は順番に北京市，北京市，浙江省・諸 市，内蒙古自治区・フフホト市，上

海市，山西省・太原市，内蒙古自治区・フフホト市，内蒙古自治区・フフホト市にある。
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る。

２）大規模小売店舗の野菜売場とその運営

本研究で取り上げる野菜は生鮮食品であるた

め，腐敗しやすく鮮度も落ちやすいことから，

保存期間が短く，管理が難しいなどの商品特性

がある。また，毎日の価格変動が激しいため，

価格変動のリスクが大きい。そこで大規模小売

店舗は，こうした野菜販売の欠点を避け，一定

の安定収入を確保するために，野菜売場を個人

に貸し出し，外部委託している。その際，レジ

計算（代金の受取）と包装に貼るシールは共同

であるが，仕入―包装―販売の各段階は野菜売

場を借用する個人業者が個々で行っている。ま

た，個人業者の仕入れる野菜に対して，店舗側

は原則として関与せず，個人業者が独立採算で

行っている。

表19は大規模小売店舗における野菜売場の

賃貸状況を示している。まず各店舗の野菜売場

面積をみると，２m から40m と大きく異な

り，年間野菜売上高も24万元から320万元と差

が大きい。次に売場使用料金をみると，年間野

菜売上高が一番少ない２店舗は「定額」方式を

取り，残りの４店舗は「変動＋定額」方式を取っ

ている。ここで言う「変動」方式とは売場使用

料金を野菜売場借用業者の野菜売上高と連動さ

せ，売上高が高くなるほど賃貸料金も一定の割

合で高くなる方式である。逆に，売上高が低く

なると賃貸料金も低くなるため，店舗側に不利

となる。このため，店舗側は「変動」方式のこ

のような欠点を避けるため，野菜売場借用業者

に対し，月ごとの目標売上高 を設け，目標に

達しなかった場合は表19に示すように，売上高

の不足分に応じて処罰金を徴収する。この目標

売上高が「定額」に該当する。これら「定額」

方式と「変動＋定額」方式は双方とも店舗側の

利益を確保するためのものであり，生鮮食料品

販売に伴う各種問題のすべてを野菜売場借用業

者に負担させるような仕組みとなっている。店

舗側と野菜売場借用業者間の売場使用契約は１

年ごとに更新され，毎月の売上金は店舗５を除

き，翌月上旬に賃貸業者の口座に振り込まれる。

店舗５のみ10日間を単位に決済し，月３回にわ

たって野菜売場借用業者の口座に振り込まれる

ようになっている。

このように，大規模小売店舗による野菜売場

の運営は，商業施設（場所）を貸し出すことに

よって一定の賃貸収入を得る賃貸業者と性質的

に同じである。そして，野菜売場を借用する個

人業者は，収入額の一定分を家賃として支払い，

仕入れから販売の各過程を自己の意思で運営

し，独立採算を行う野菜小売業者である。以下

ではデパートやスーパーなどの大規模小売店鋪

の売場を借りて経営を行う野菜小売業者を小売

業者Ａタイプとし，それ以外の野菜小売業者を

小売業者Ｂタイプとする。

以下では小売業者Ａタイプと小売業者Ｂタイ

プを含めて，野菜小売業者の商品調達行動を分

析し，域内野菜と域外野菜の選択要因を明らか

にする。

b．野菜小売業者の仕入先選択要因

１）調査事例の概要

表20は調査事例となる野菜小売業者の概要

を示している。まず，経営者構成をみると「１

人」が半数を占め，残りの半数は夫婦を主体と

した家族経営となっているが，小売業者Ａタイ

プのうち，４業者が労働者を雇用している。一

表19 大規模小売店舗における野菜売場の賃貸状況

売場使用料金店舗

番号

野菜売場面積

（m）

年間野菜売上

（万元）

年間野菜取扱量

（t）

処罰金

（未達成売上金％）

契約

期間

決済

期間定額(元/年) 変動(売上額％)

２ 2 24 23 14,000 － １年 １月

５ 12 27 91 10,000 － １年 10日

10 20 31 122 6 6 １年 １月

17 20 180 475 15 15 １年 １月

18 30 200 548 15 15 １年 １月

19 40 320 730 14 5 １年 １月

資料：聞取調査（2010年３月）。

注：店舗番号は表20と連動している。

68 北海道大学大学院農学研究院邦文紀要 第33巻 第1号



方，小売業者Ｂタイプは労働者を雇用していな

い。次に経営場所をみると，小売業者Ａタイプ

は言うまでもなく大規模小売店鋪の野菜売場を

借用しており，固定した屋根付きの売場を持っ

ている。小売業者Ｂタイプは13業者のうち，３

業者（店舗番号12，14，15）は施設がなく，露

天販売をしているほか，残りの10業者は固定し

た屋根付きの売場を持っている。また，各小売

業者の野菜売場面積は，1.5m から90m とバ

ラツキが大きい。さらに，年間野菜取扱量につ

いても，金額で言うと８万元から320万元，重

量で言うと22tから730tになっており，バラ

ツキが大きい 。その平均値をみると小売業者

Ａタイプは21m であり，小売業者Ｂタイプの

15m より６m 多いが，年間野菜取扱量（金額）

は小売業者Ａタイプが129万元で，小売業者Ｂ

タイプの29万元より遥かに多く，4.4倍になっ

ている。そして，年間の面積当たりの売上高を

みると小売業者Ａタイプが61,865元/m で，小

売業者Ｂタイプの平均値である19,277元/m

の3.2倍となっている。年間野菜取扱量（重量）

の平均値は小売業者Ａタイプが332tで，小売

業者Ｂタイプの126tと比べて2.6倍となって

いる。平均単価は小売業者Ａタイプが3.89元/

kgで，小売業者Ｂタイプの2.30元/kgより

1.59元/kgも高く，小売業者Ｂタイプの1.7倍

となっている。

２）仕入先選択とその要因

表21は野菜小売業者の仕入先卸売市場と取

引相手別割合を示している。同表から，まず小

売業者の仕入量に占める各仕入先卸売市場の割

合をみると，トンガヨ卸売市場は81.9％を占め

ており，フフホト市都市部において重要な卸売

市場であることを再確認できる。それに続くの

は美通卸売市場と恵東卸売市場であり，それぞ

れ10.2％と7.3％を占めている。割合が最も小

さいのは自由市場で，僅か0.5％である。次に，

小売業者の取引相手別割合をみると，卸売専業

表20 野菜小売業者の概要

売場面積（m） 年間野菜取扱量 面積当たり売上高 平均単価
経営者構成 雇用者

店舗番号 屋根付き 野菜 (万元) （t） (元/m) （元/kg）

人数 関係 （人） 合計 ① ② ③ ④＝②/① ⑤＝①/③

１ 1 － 0 40 40 1.5 8 22 54,667 3.73

2 2 家族 0 － － 2 9 23 45,625 4.06

３ 4 家族 0 35 35 1.5 11 43 73,333 2.56

４ 2 家族 0 65 65 20 16 76 8,200 2.16

5 2 家族 0 － － 12 27 91 22,500 2.96

６ 1 － 0 16 16 6 27 114 45,667 2.40

７ 1 － 0 45 45 20 27 114 13,700 2.40

８ 2 家族 0 8 8 8 29 120 36,500 2.43

９ 2 家族 0 8 8 8 31 120 38,750 2.58

10 1 － 3 － － 20 31 122 15,500 2.55

11 2 家族 0 30 18 9 31 129 34,444 2.40

12 1 － 0 7.5 0 7.5 33 144 43,867 2.28

13 2 家族 0 40 28 10 37 160 36,500 2.28

14 1 － 0 7.5 0 7.5 37 168 48,667 2.17

15 1 － 0 7.5 0 7.5 40 177 53,600 2.27

16 2 家族 0 100 100 90 51 250 5,678 2.04

17 1 － 7 － － 20 180 475 90,000 3.79

18 1 － 6 － － 30 200 548 66,667 3.65

19 1 － 15 － － 40 320 730 80,000 4.38

小売業者Ａタイプの加重平均値 － － 5 － － 21 128.7 331.5 61,865 3.89

小売業者Ｂタイプの加重平均値 － － 0 － － 15 29 125.9 19,277 2.30

資料：聞取調査（2010年３月）。

注１：「＊」は小売業者Ａタイプを指す。

注２：聞取調査は野菜小売業者の経営面積を中心に行ったため，大規模小売店舗の売場面積を調査の

対象としていない。
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業者の割合が69.3％と最も大きいが，そのうち

の50.6％を小売業者Ａタイプが占めている。卸

兼小売業者の割合は22.0％で，そのうち小売業

者Ｂタイプの占める割合が大きく18.3％であ

る。販売農家の割合が最も小さく8.7％で，その

殆どを小売業者Ｂタイプが占めている。

ａ）仕入先卸売市場の選択とその要因

図15はトンガヨ卸売市場から野菜調達を

行っている14ヶ所の小売業者によるトンガヨ

卸売市場の選択要因を示している。なお，各項

目は他の卸売市場と比較した時の評価を示して

いる。同図でみるように，まずトンガヨ卸売市

場の「品揃えが豊富である」ことが仕入先選択

要因として12の小売業者に取りあげられてい

る。この背景として，小売業者の急速な増加に

よるシェア拡大競争が激化する中で，１人でも

多くの顧客を獲得するために，小売店舗におけ

る野菜品目の豊富さが何よりも重視されるよう

になっていることが考えられる。また，価格よ

り品質という消費者志向の変化に伴い，「品質が

高い」ことが「品揃えが豊富である」ことに続

く２番目に多い選択要因となっている。さらに，

「価格が安い」が最も少なく，１業者のみであ

る。このことからも，消費者志向が価格より品

質を重視するように変化していることを再確認

表21 野菜小売業者の仕入先卸売市場と取引相手別割合 単位：％

卸売専業業者 卸兼小売業者 販売農家

小売業者

Ａタイプ

小売業者

Ｂタイプ

小売業者

Ａタイプ

小売業者

Ｂタイプ

小売業者

Ａタイプ

小売業者

Ｂタイプ

合計⑴

トンガヨ卸売市場 61.8 50.3 11.5 16.3 2.4 13.8 3.8 0.0 3.8 81.9

美通卸売市場 4.6 0.3 4.2 4.5 1.3 3.2 1.1 0.1 1.1 10.2

恵東卸売市場 2.9 0.0 2.9 0.7 0.0 0.7 3.7 0.0 3.7 7.3

自由市場 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.5

合計⑵ 69.3 50.6 18.7 22.0 3.7 18.3 8.7 0.1 8.6 100.0

資料：聞取調査（2010年３月）。

注１：割合は仕入量（重量）に占める割合。

注２：合計⑴は卸売市場別割合の合計，合計⑵は取引相手別割合の合計。

図15 トンガヨ卸売市場の選択要因

資料：聞取調査（2010年３月）。

注１：複数選択可。

注２：データはトンガヨ卸売市場から仕入れる14

業者に限っている。

図16 トンガヨ卸売市場を中心とした野菜の流通ルート

資料：聞取調査（2010年３月）。
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できる。そして，経済発展に伴い，私有の運搬

機械がより普及したことで，仕入先と店舗の「距

離が近い」ことは重視されなくなっている。

ｂ）取引相手の選択とその要因

図16はトンガヨ卸売市場を中心とした野菜

の流通ルートを示している。同図でみるように，

小売業者の農産物卸売市場における取引相手は

３種類ある。そのうち，トンガヨ卸売市場に野

菜を持ち込んでいるのは卸売専業業者と販売農

家であり，卸兼小売業者は卸売専業業者と販売

農家から調達している 。卸売専業業者は域外

野菜を中心に取り扱い，販売農家はすべてフフ

ホト市における野菜生産農家である。

表22は卸売市場における野菜取扱業者の野

菜販売上の特徴を示している。卸売専業業者，

卸兼小売業者と販売農家はすべて，卸売を行っ

ている。しかし，卸売専業業者と販売農家は箱

（もしくは袋，以下同様）単位でしか販売しな

いのが特徴的で，その分，販売価格が卸兼小売

業者より約５％安くなっている。それに対して，

卸兼小売業者は卸売だけでなく，個人消費者向

けにも販売しているため，需要者のニーズに合

わせて箱単位のほか，バラ売りもしている。ま

た，取扱品目数は，卸売専業業者が１品目もし

くは20～30品目程度で，卸兼小売業者が30～

40品目程度である。販売農家の取り扱う野菜品

目数は最も少なく，1～2品目である。ちなみに，

卸兼小売業者の販売する野菜は，卸売専業業者

と販売農家から調達しているため，品質的には

差がない。

そこで，小売業者は仕入価格を抑えるために

箱単位で仕入れる野菜はできるだけ販売農家か

卸売専業業者から調達している。そして取扱量

が少なく，箱単位に達しない野菜は仕入単価が

高くても箱単位以下の少量で仕入れている。そ

の理由は，販売量の少ない野菜を箱単位で大量

に仕入れると仕入当日に完売できない結果，次

の日になると鮮度が落ち，価格を下げても売り

切れず処分となるため，高単価で少量に仕入れ

た方が低単価で大量に仕入れるよりも有利とな

るからである。これが小売業者の卸兼小売業者

から仕入れる主な要因である 。

表23は規模別野菜小売業者の取引相手別割

合を示している。規模については小売業者の年

間野菜取扱量（仕入量）によって50tごとに分

類した。同表でみるように，50t未満である小売

業者の仕入量に占める卸兼小売業者の割合が最

も大きく91％であるが，野菜取扱量の増加につ

れて小さくなり，250t以上になると０％となっ

ている。その背景には箱単位以下で仕入れる野

菜品目が少なくなるためと考えられる。

販売農家と卸売専業業者間の選択は夏季に限

られているが，表23でみるように，小売業者Ａ

タイプの年間仕入量を100％とした場合，卸売

専業業者の割合が圧倒的に多く93.1％である。

また，夏季においても卸売専業業者が91.8％と

圧倒的に大きな割合を占め，小売業者Ａタイプ

の主な取引相手となっていることがわかる。そ

れに対して，小売業者Ｂタイプの場合は年間仕

入量のうち，卸売専業業者が40.9％と販売農家

の18.9％に比べて約２倍になっている。だが，

夏季に限ってみると卸売専業業者は少なく

9.5％であるのに対し，販売農家が59.1％と大

きく重要な取引相手となっていることがわか

る。夏季は遠方流通が難しく，価格も高いため，

Ｂタイプは販売農家からの仕入を増やすことが

合理的なためと考えられる。

表24は小売業者の仕入先取引相手の選択要

因，つまり野菜小売業者Ａタイプの主な仕入相

手となる卸売専業業者の第一選択要因と，小売

業者Ｂタイプの夏季における主な仕入相手とな

る販売農家の第一選択要因を示している。同表

表22 卸売市場における野菜取扱業者の野菜販売上の特徴

卸売専業業者 卸兼小売業者 販売農家

取扱品目数 1，20～30 30～40 1～2

箱(もしくは袋) ○ ○ ○

バラ売り ○

資料：聞取調査（2010年３月）。
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でみるように，小売業者Ａタイプは６業者とも

価格の安さより質の高さを優先している。その

理由は小売業者Ａタイプの販売単価は表20で

みたように，小売業者Ｂタイプより平均1.59

元/kg高くなっているため，高価格に見合う品

質の高いものを売場に並べないといけないから

である。そこで，野菜を売場に陳列する前に，

簡単な加工・包装を行い，鮮度が落ち難くなる

よう，また消費者が調理しやすいように工夫し

ている。この加工・包装においては，仕入野菜

の形や鮮度などの品質が悪いほど手間がかかる

と共に，品質の劣化と腐敗によるロスも多くな

る。

つまり，小売業者Ａタイプにとって，仕入段

階の野菜が規格化されているほど販売にかかる

手間が少なく，ロスも少なくなる。このような

需要を一番満たすことができる取引相手は卸売

専業業者である。卸売専業業者は主に沿海部の

山東省や隣接する河北省などの大型産地市場か

ら調達しており，選別と包装を済ませてからト

ンガヨ卸売市場に持ち込んでいる。一方，販売

農家の野菜は鮮度が優れているものの，収穫し

表23 規模別野菜小売業者の取引相手別割合 単位：％

取引相手年間野菜取扱量

（t）

該当

小売業者数
合計

卸兼小売業者 販売農家 卸売専業業者

0～ 50未満 4［1］ 91 6 3 100

50～100未満 3［1］ 78 8 15 100

100～150未満 3［1］ 37 22 41 100

150～200未満 5 37 20 43 100

200～250未満 0 － － － 100

250～300未満 1 0 31 69 100

300～450未満 0 － － － 100

450～500未満 1［1］ 0 0 100 100

500～550未満 1［1］ 0 0 100 100

550～700未満 0 － － － 100

700～750未満 1［1］ 0 0 100 100

小売業者Ａタイプ 6 6.8【 7.9】 0.1【 0.3】 93.1【91.8】 100【100】

小売業者Ｂタイプ 13 40.2【31.4】 18.9【59.1】 40.9【 9.5】 100【100】

資料：聞取調査（2010年３月）。

注１：－は該当データがないことを意味する。

注２：割合は仕入量（重量）に占める加重平均値である。

注３：【 】内は夏場の野菜仕入量に占める割合である。

注４：［ ］内は該当する小売業者Ａタイプの数を示している。

表24 小売業者の仕入先取引相手の選択要因

選択要因業者数

合計 単価が安い 品質がよい その他

小売業者Ａタイプが卸売専業業者から調達する第一要因 6 0 6 0

小売業者Ｂタイプが販売農家から調達する第一要因 10 9 0 1

資料：聞取調査（2010年３月）。

注：野菜小売業者Ｂタイプの業者数は野菜小売業者Ｂタイプに分類される13業者のうち，卸兼小売業

者のみから仕入する３業者を除く10業者に限っている。
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たまま大小サイズを区分せずに段ボールに入れ

るため，小売業者Ａタイプの仕入条件をとても

満たさない。また，販売農家の取り扱う野菜品

目が少ないことも小売業者Ａタイプが販売農家

から調達しない一因となっている 。このた

め，野菜小売業者Ａタイプは一年中，卸売専業

業者から調達している。更に，野菜小売業者Ａ

タイプが増加していることから，域内野菜出荷

時期となる7～9月でも域外野菜搬入量が増加

し，2000年の59％から2010年の80％に拡大し

ている。

一方，小売業者Ｂタイプは夏季において，主

に販売農家から調達しているが，その理由は販

売農家の野菜価格が安く，鮮度もよいからであ

る。そもそも小売業者Ｂタイプは仕入れから陳

列まで加工・包装を行わず，仕入れた箱のまま，

野菜売場に並べている。消費者は鮮度にこだわ

り，一食分しか購入しないケースが増えている

が，こうした場合は形が若干悪くても鮮度さえ

よければ単価が安いものを購入する。そのため，

小売業者Ｂタイプはわざわざ単価の高い卸売専

業業者から仕入れる必要がなく，鮮度がよく単

価も安い販売農家から調達しているのであ

る 。このような理由から，小売業者Ｂタイプ

は鮮度がよく，単価も安い販売農家を夏季の主

な仕入相手として選択している。一方，卸売専

業業者の野菜は大きさと形による規格化がよ

く，小売業者Ｂタイプの需要を一部満たしてい

るため，夏季以外の主な仕入相手となっている。

D．小 括

本章の課題は野菜小売業者の商品調達行動分

析を通じて，野菜小売流通における域外野菜と

域内野菜の需要動向の実態を解明することで

あった。

分析に先立ち，まず分析事例対象となる大規

模小売業者と小規模小売業者の位置づけを確認

した。野菜小売流通における主役は小規模小売

業者であり，取扱量の割合は93％である。大規

模小売業者は小売野菜流通の５％を占め，数値

自体は小さいものの，急速に拡大している。次

に，大規模小売業者（小売業者Ａタイプ）と小

規模小売業者（小売業者Ｂタイプ）による域内

野菜と域外野菜の需要動向を分析した。大規模

小売業者は価格が高くてもよい品質の商品を提

供するという目的で，価格より品質を優先し，

一年中において規格化された大規模産地野菜を

中心に取り扱う卸売専業業者から調達してい

る。このため，大規模小売店舗の急速な増加に

伴って周年の大規模産地野菜の需要量が拡大し

ている。小規模小売業者は鮮度と言った品質を

重視しつつも，安い価格で商品を提供できるこ

とを第一目的に，小規模な近郊産地野菜を優先

して調達している。

VII．要約と結論

A．各章の要約

以上の各章では本研究の中心課題である中国

地方都市における農産物卸売市場を中心とする

野菜流通構造の形成過程の解明に向けて，以下

の内容を確認，解明した。

．「中国における野菜生産流通の地域的特徴

と分析事例」では中国における野菜生産流通の

特徴を整理し，分析事例であるフフホト市の位

置づけを確認した。内陸部の野菜生産量は全国

の29％と少なく，年間野菜消費量の35％を沿海

部から調達している。分析事例であるフフホト

市の年間野菜消費量に占める域内野菜の割合は

20％であり，内陸部の中でも野菜生産停滞が深

刻で，域外野菜への依存度が比較的高い地域で

ある。

．「フフホト市の野菜流通における農産物卸

売市場の役割拡大」では分析事例地域であるフ

フホト市都市部における野菜流通量の75％を

占めるトンガヨ卸売市場の特徴を解明した。す

なわち，トンガヨ卸売市場は従来の地場流通市

場から広域流通市場に性格変化した。他方，ト

ンガヨ卸売市場は需要量が多く，売り手を見つ

けやすいという理由からフフホト市における野

菜生産農家の主な出荷先農産物卸売市場となっ

ている。

．「野菜流通の大量化，全国的広域化に伴う

農産物卸売市場の性格変化」ではトンガヨ卸売

市場経営者の市場行動分析を通じて，トンガヨ

卸売市場における域外野菜売場面積の安定的確

保（拡大）・域内野菜売場面積縮小の実態を解明

した。トンガヨ卸売市場経営者は野菜取引量の
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最大化を目的として，大規模な卸売専業業者の

営業が展開しやすいように，野菜売場整備を

行った。その結果，大規模な卸売専業業者を通

じて搬入される域外野菜の売場が安定的に確保

され，販売農家と小規模な卸売専業業者を通じ

て搬入される域内野菜の売場が縮小した。

．「卸売専業業者による野菜卸売市場流通の

大量化，全国的広域化の展開」ではトンガヨ卸

売市場における野菜卸売専業業者の商品調達行

動分析を通じて，卸売専業業者の商品調達先が

従来の域内産地から沿海部を中心とする域外産

地や産地卸売市場，或いは全国から出荷品が集

まる大都市の集散地卸売市場に切り替わったこ

とを解明した。すなわち，域内産地の生産量が

少なく，規模拡大した卸売専業業者の仕入需要

を満たさなくなったため，卸売専業業者は生産

力の高い沿海部の野菜産地や産地卸売市場，或

いは全国から出荷品が集まる大都市の集散地卸

売市場からの調達に切り替えた。

．「大規模小売業者による域外野菜の需要，

割合拡大」ではフフホト市における野菜小売業

者の商品調達行動分析を通じて，域内野菜と域

外野菜の需要動向の実態を解明した。つまり，

域内野菜は単価が安く，鮮度もよいという理由

から小規模小売業者が優先的に調達している。

これに対し，域外野菜は単価が高いものの，大

きさや形など規格化がよく，大規模小売業者の

仕入需要を最も満たしている。このため，大規

模小売店舗の増加につれて，野菜小売流通に占

める域外野菜の割合が拡大している。

B．結 論

以上のように，トンガヨ卸売市場経営者の市

場行動分析を通じて，農産物卸売市場経営者は

広域流通野菜を取り扱う卸売専業業者を重視し

た市場行動を取っていることが解明された。そ

して，卸売専業業者の商品調達行動分析を通じ

て，卸売専業業者は大規模な野菜産地や産地卸

売市場，或いは大都市の集散地卸売市場への依

存が高くなっていることが解明された。更に，

野菜小売業者の商品調達行動分析を通じて，広

域流通野菜が大規模小売業者の仕入需要を最も

満たすため，大規模小売業者の増加・店舗展開

につれて，広域流通野菜を取り扱う卸売専業業

者への依存が高まっていることが解明された。

このことから，中国地方都市における野菜流

通構造は図17でみるように，卸売専業業者の規

模拡大と大規模小売業者の増加による域外野菜

依存度の高度化・域外野菜搬入量の増加→農産

物卸売市場経営者の卸売専業業者の重視・依存

の高度化→卸売専業業者の更なる規模拡大とい

う循環の中で形成されている。つまり，大規模

野菜産地や産地卸売市場，或いは大都市の集散

地卸売市場依存を高度化する方向で，中国地方

都市における野菜流通構造は従来の地場流通野

菜を中心とした流通ルートから今日の広域流通

野菜を中心とした流通ルートに再編されつつあ

ることが解明された。

注

「菜籃子工程」とは中国政府によって実施さ

れた政策名称であり，野菜をはじめとする生

鮮食品の生産拡大，流通の円滑化がその主な

政策内容となっている。

中国では大都市と呼ばれる４つの直轄市（北

京，上海，天津，重慶）があり，これ以外の

都市を地方都市と呼ぶこととした。直轄市の

合計人口数は約8,442万人であるが，残り

12.6億人の内，約40％が地方都市と呼ばれ

図17 中国地方都市における野菜流通構造の形成過程

資料：筆者作成。
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る283ヶ所の都市に集中している。

後述するように，域内野菜とはフフホト市行

政区域内において生産された野菜を指し，フ

フホト市行政区域以外において生産された

野菜を域外野菜と呼ぶこととした。

１ha＝15ム

京藏高速公路とは北京市とラサ市（西藏自治

区の区都）を結ぶ重要な国道であり，河北省，

内蒙古自治区，寧夏自治区，甘粛省と青海省

の２つの自治区，３つの省を経由している。

施設状況によって支給額が異なる。

農地保護制度とは農地の農外転用を制限す

る法制度の一種であり，中国政府或いは地方

政府によって管理，実施されている。

美通卸売市場とトンガヨ卸売市場を経由す

る野菜量を合わせて100とした場合である。

旗は郷鎮と県の間の行政単位であり，区と同

等である。

物価の上昇も運営収入増加の一因である。

トンガヨ卸売市場管理者への聞取調査によ

ると固定売場はすべて貸し出し状態となっ

ているため，固定売場がない卸売専業業者は

約25業者いる。

常駐の卸売専業業者とはトンガヨ卸売市場

において一年を通じて野菜販売を行う業者

を指している。

上述の常駐44業者以外に，夏季において卸

売業務を営む40～50の卸売専業業者がいる

が，トンガヨ卸売市場の年間野菜取引量に占

める割合は10～15％と少ない。

業者番号４は1986年に野菜販売を開始した

が，2000年に，10組合計27人の卸売専業業

者及び販売農家によって新しい組織として

設立され，フフホト市に搬入される生姜のす

べてを占めている。利益・損失は出資金割合

で分配・負担する。そして，組織内部では仕

入，販売と会計の３部門に分かれ，組織構成

員全員で役割分担している。

ニンニクの芽は生鮮野菜に含まれるが，単価

（卸売）がジャガイモの6～10倍（調査当時）

と非常に高い。そのため，産地業者は冷蔵保

存設備を利用し，ロス分の削減，更に通年販

売を可能にした。冷蔵保存設備の導入によっ

て最長６ヶ月間の保存が可能である。そのた

め，ニンニクの芽を長期保存できる野菜品目

に分類した。

組織構成員が不安定なため，現在の組織構成

員と設立当時の構成員が異なる場合がある。

工商行政管理局において法人として登録す

るには固定した経営施設と場所が絶対的な

条件となっている。

卸売専業業者の話によると一つの産地或い

は村においていくつかの代理人がおり，代理

人の報酬は取引量（集荷金額若しくは重量）

に応じて支払われる。また，１人の代理人も

多くの業者と取引している。

卸売専業業者の話によると農家が野菜を卸

売市場に持ち込むためには運搬車両への荷

積み・運搬・販売など手間がかかるほか，運

搬コストもかかるため，周辺の卸売市場より

若干安くても出荷する。

聞取調査によると域内の玉葱生産面積は

3～5haで，10数戸農家によって行われてい

る。

聞取調査によればとジャガイモ生産農家は

主に産地在住の集荷商人に販売している。

趙［28］を参照。

目標売上高は毎月異なる。

要因として，野菜のほか，飲食料品と日常雑

貨も販売する店舗が多いことが考えられる。

トンガヨ卸売市場における野菜卸売専業業

者数は約60～70軒である。このうち，常駐

する卸売専業業者が44軒であり，トンガヨ

卸売市場の年間野菜取引量（重量）の70％を

占める。販売農家数は夏の多い時には一日に

おいて300～400軒程度である。卸兼小売業

者数は150軒程度である。

その他卸兼小売業者から野菜を調達する野

菜小売業者のうち，１業者（店舗番号５）は

親戚という理由で箱単位以上の野菜も卸兼

小売業者から仕入れている。もう一人の小売

業者（店舗番号13）は品質がよいということ

から箱単位以上の野菜も卸兼小売業者から

調達している。その理由は卸兼小売業者の野

菜は箱をあけて中身を見ることができるの

で，比較的腐敗などの少ない野菜を仕入でき
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るからである。

販売農家からの調達は販売農家の野菜品質

が卸売専業業者の野菜に比べて非常に良い

場合，若しくは卸売専業業者からの調達が不

可能な場合（主に完売した場合）に限られて

いる。

夏季においても，販売農家からの調達が不可

能な場合は卸売専業業者から調達している。

主なケースとして，地元で生産していない野

菜（例えば生姜），もしくは農家の野菜が完

売した場合が挙げられる。

追 記

本論文は中国・天津市哲学社会科学研究規格

資助項目（代表者：曹昱亮，課題番号TJGL12-

056）による研究成果の一部である。
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Summary

 

Structural changes of vegetable circula-

tion has taken place in China. The trend
 

that vegetables circulation mainly on the
 

agricultural wholesale market basis is now
 

developing to the mode of large scale and
 

national wide area circulation. So, more
 

and more vegetables are moving into the city
 

through the wide area circulation channel.

On the contrary,urban faubourgs’s vegetable
 

production and circulation is becoming more
 

and more difficult. That is to say it is
 

assumed that large-scale vegetable circula-

tion are oppressing and hindering the urban
 

faubourgs’s small scale vegetable production
 

and circulation.

Although there are a lot of study on the
 

analysis of the Chinese vegetables circula-

tion, there still exist two problems. The
 

first is that the previous study analyzed the
 

problem from the aspect of wholesalers’or
 

retailers’merchandise purchasing behaviors
 

separately, they did not analyze or discuss

 

the development trend of vegetable circula-

tion system itself which including the main
 

circulation bodies such as wholesalers and
 

retailers. The second is that the previous
 

research are mainly focus on the coastal
 

areas or big cities like Beijing,Shanghai and
 

they didn’t focus on the problem in the eco-

nomically backwards provinces in western of
 

China.

This paper takes huhhot city as an exam-

ple. It analyses the expansion process of
 

China’s local urban vegetable circulation
 

structure. The analysis results is that the
 

structure of China’s local urban vegetable
 

circulation is changing from the mode mainly
 

on the local vegetables circulation to the
 

mode mainly on wide area vegetables circula-

tion. This means that China’s local urban
 

vegetable consumption is becoming increas-

ingly dependent on large-scale vegetables
 

origin,origin wholesale market and the city
 

transit wholesale market.
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