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卸売業者による他市場売買参加権取得の意義 

 

山　内　優　祐・坂　爪　浩　史
 

 
The Significance of Wholesalers, Acquisition of the Formal 

Buying Right for Another Wholesale Market 
 

Yusuke YAMAUCHI, Hiroshi SAKAZUME 
 

Summary 
 
　　As in the past, wholesalers that have a weak ability to collect fruit and vegetables have depended on the 
transfer from wholesalers and secondary wholesalers in another wholesale market that have a stronger abili-
ty. In recent years, however, more and more of these weak wholesalers are acquiring the formal buying right 
for a different, stronger, wholesale market. This paper aims to clarify the significance of wholesalersﾕ acquisi-
tion of such formal buying rights. The analysis yielded the following results. 
　　First, the institutional characteristics of such collecting with a formal buying right compared to transfer 
are i) the payment is through the official payment system of the wholesale market, ii) the cost of credit inves-
tigation and the risk of bill collection are shared by authorized buyer`s unions and a bill adjustment company, 
and iii) the incentive for payment by the deadline is provided by supply-side wholesalers to collection-side 
wholesalers. Second, the merits for supply-side wholesalers are i) reduced cost of credit investigation and 
lower risk of bill collection by using official payment systems of their wholesale markets, ii) swift bill collec-
tion, and iii) securing of collection-side wholesalers as stable buyers. Third, the merits for collection-side 
wholesalers are i) obtaining discretion for transportation, ii) reliable collection, iii) the ability to collect from 
many wholesalers and secondary wholesalers in the market, and iv) a certain part of the payment of charges 
is refunded as an incentive for full payment by the due date. 
　 These merits for both supply-side and collection-side wholesalers are leading more and more wholesalers 
to acquire the formal buying right for another wholesale market. 
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１．課 題 設 定 
  

　青果物卸売市場の卸売業者が集荷力を補う手段

としては従来，集荷力のある他市場からの転送集

荷が一般的であった．ところが近年，これに加え

て，他市場の売買参加権を取得するという動き（以

下，「卸買参」）が広がってきている．しかし，こ

の卸買参に関する先行研究は存在しておらず，転

送集荷との違いやメリット，その実態は未だ明ら

かになっていない. 

　そこで，本論文では卸買参について，転送との

違いに焦点をあてて分析し，その意義を明らかに

することを課題とする．そのためまず，売買参加

者制度ならびに転送と卸買参との制度的な違いを

整理する．次に，卸買参の全国的な状況について

確認する．さらに，卸買参の具体例を取り上げ，

卸買参が出荷側業者と集荷側卸売業者にもたらす

メリットを明らかにする．  

　分析の対象として，２つの事例を取り上げる． 

１つ目は，札幌市中央卸売市場の卸売業者である

札幌ホクレン青果と旭川市場の卸売業者であるキ

ョクイチが，東京都中央卸売市場の築地市場およ

び大田市場で売買参加権を取得した事例であり，

２つ目は，滝川地方卸売市場株式会社（以下，滝

川市場）が札幌市中央卸売市場で売買参加権を取

得した事例である．表１にこれらの卸売市場と卸 
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表１　各卸売市場と卸売業者が卸売市場流通に占 
　　める位置 

資料）卸売市場データ集25年度版
　　　北海道市場協会「道内卸売市場取扱実績」平成25年次版
　　　東京都中央卸売市場市場統計情報（年報）平成25年次版
註１）全て青果物のみの数値
註２）中央卸売市場と地方卸売市場の取扱金額は年度データ
　　　（2013年４月～2014年３月）
　　　各卸売市場と卸売業者の取扱金額は年次データ
　　　（2013年１月～12月）
註３）卸売市場総取扱金額は中央卸売市場と地方卸売市場の取扱 
　　　金額の合計値

取扱金額 卸売市場全体に
（億円） 占める割（％）

31,721 100
中央卸売市場 19,178 60.46
地方卸売市場 12,543 39.54

東京都 大田市場 2,534 7.99
中央卸売市場 築地市場 792 2.5

602 1.9
札幌ホクレン青果 226 0.71
丸果札幌青果 376 1.19

149 0.47
21 0.07

キョクイチ
滝川市場

札幌市
中央卸売市場

卸売市場全体

資料）札幌市業務資料．

表３　札幌市中央卸売市場青果部における売買参 
　　加者承認要領 

改正後
（2015年４月１日改正）

承認対象

開設区域内に店舗を有
し青果物の販売を業と
している者のうち，小
売を専業としている者

開設区域内に店舗，事務所
等を有し青果物の販売を業
としている者

承認対象の
特例

開設区域外に店舗を有
し青果物の販売を業と
している者のうち，小
売を専業としている者
で札幌青果物商業協同
組合及び道央青果協組
合に所属している者

開設区域外に店舗，事務所
等を有し青果物の販売を業
としている者のうち，小売
を専業としている者で札幌
青果物商業協同組合及び道
央青果協組合に所属してい
る者

欠格条件の
特例 なし

他の卸売市場（道内に限る）
での取引経験が２年以上継
続し卸売の相手方として必
要な知識及び経験を有して
いると市長が認めた場合

改正前

表２　中央卸売市場売買参加者の内訳
　　（青果部，2013年度)

開設区域内 70.3
開設区域外 29.7
一般小売店 67.3
スーパー 9.3
生協 0.3
給食・外食納品業者 11.8
加工業者 2.5
地方市場等卸売業者 3.2
その他 5.8

資料）卸売市場データ集（2014年度版）． 

店舗の位置 
別割合 

業種別割合 

（単位：％） 

売業者が卸売市場流通に占める位置を示した．同

表から明らかなように，前者は集散市場体系論（註

１）において中継市場に位置づけられる地方都市

中央卸売市場の卸売業者が，拠点大都市市場に位

置づけられる東京都中央卸売市場で売買参加権を

取得した事例である．後者は同論において，末端

地方市場に位置付けられる地方卸売市場の卸売業

者が中継市場に位置づけられる地方都市中央卸売

市場で売買参加権を取得した事例である． 

２．　転送と卸買参の制度的違い 
 

　１）売買参加者制度と卸買参 

　売買参加権とは，仲卸業者と同様に卸売業者の

行う卸売に直接参加して，せりや相対によって物

品を買い受けることができる権利のことであり，

売買参加権を持つ業者を売買参加者と呼ぶ．表２

に示すように，店舗の位置別では，売買参加者の

約70％が開設区域内に位置しており，業種別では，

売買参加者の約67％を一般小売店，約９％をスー

パーが占めている． 

　売買参加権を取得するためには，「市場および

取扱品目の部類ごとに業務規程で定めるところに

より開設者の承認」を受けることが必要であると

されている（卸売市場法第36条）．札幌市中央卸

売市場青果部の場合，表３に示すように，承認対

象は「開設区域内に店舗，事務等を有し青果物の

販売を業としている者」とされるが，特例として，

開設区域外に店舗，事務所等を有している者であ

っても，開設者が指定する代払組合に所属してい

る者であれば，承認の対象と認められている．  

　また，2015年の売買参加者承認要領の改正によ

り，「他の卸売市場（道内に限る）での取引経験

が２年以上継続」している者であれば，特例とし

て承認を受けることが可能となった．これによっ

て，実質的に道内他市場の卸売業者や仲卸業者を

含む開設区域外の業者も売買参加者となる条件を

満たすことができるようになった． 

　２）転送と卸買参の制度的違い 

　転送と卸買参の制度的な違いは２つある.１つ

目は代金支払いの方法である. 転送の場合，図１

に示すように，代金の支払いは当該業者間で直接

行われ，その精算や決済業務は両業者の負担とな

る．代金支払いサイトについては業者間の契約次

第であり，10日の場合もあれば１か月の場合もあ

る．出荷側業者は代金を回収できない場合に備え

て取引金額に応じた保証金を集荷側業者から預か

るが，保証金を超える分の代金回収のリスクおよ

び個々の集荷側業者の利益率や保有資産などにつ 
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いての信用調査のコストは出荷側業者が負担する

ことになる． 

　一方，卸買参の場合，集荷側卸売業者は売買参

加者として，開設者の定める代金支払方法に従う

ことになる．具体的には，組合代払方式，精算会

社方式，組合代払い・精算会社併用式の３つであ

る（註２）．表４は中央卸売市場におけるこれら組

合代払・精算会社両方式の導入状況を示したもの

である．これによれば，ほとんどの市場はこれら

いずれか，もしくは両方を採用している（註３）． 

　これらの支払方法では，図２に示すように，出

荷側業者に代わって，代払組合や精算会社が代金

精算や決済業務を代行し，代金回収のリスクや信

用調査のコストの一部を負担する．代金は代払組

合や精算会社が出荷側業者に一括で支払い，個々

の売買参加者から集金を行う．売買参加者が所定

の期日（多くの場合３日後）までに代金を支払う

ことができない場合は，代払組合が代わりに支払

う．さらに，指定の猶予期間を過ぎても代金を支

払わない売買参加者は売り止めされ，買い上げが

できなくなる．また，倒産などによって，代金回

収が不可能となった分については，その売買参加

者の連帯保証人や，同じ代払組合の組合員が共同

負担する場合と，代払保証金（日平均買上金額の

７日分など）や完納奨励金の積立金の範囲までは

代払組合が負い，それを超える分については販売

側の卸売業者が負担するという場合とがある. い

ずれの場合も，卸売業者のリスクは大きく軽減さ

れている．売買参加者の信用調査は，売買参加者

の承認要領や代払組合の加入条件などに基づいて

当該市場の開設者や代払組合，精算会社によって

行われる． 

　２つ目の制度的な違いは完納奨励金である. 卸

買参の場合，集荷側卸売業者は売買参加者として，

代払組合や精算会社を通じて支払った代金の一部

を完納奨励金として受け取ることができる. 出荷

側の卸売業者や仲卸業者が支払う完納奨励金（代

金の1,000分の10が一般的）から，代払組合や精

算会社の経費や代金回収できない場合に備えて積

立金などが差し引かれる．このため，売買参加者

が最終的に受け取る完納奨励金は，一般的に代金 

23

図１　転送における代金決済

信用調査

代金

保証金

出
荷
側
卸
売
・
仲
卸
業
者

集
荷
側
卸
売
業
者

第４　組合代払・精算会社方式導入市場数 
　　（青果部） 

市場 組合 会社 
組合代払方式 
精算会社方式 12
併用式 4
小計 16

市場合計 
導入率 

資料）農林水産省流通課調べ（平成８年） 

（Ａ） 
（Ｂ)

（Ａ/Ｂ） 

54
12
4

70
72
97

190

5
195

図２　売買参加者の決済方式

註）決済方法の詳細については，各卸市場によって異なる．
　　例えば，完納奨励金から手数料や積立金を差し引く代
　払組合や精算会社も存在する．

代払

代金

信用調査

代払保証金

完納奨励金
－代払組合の経費

完納奨励金

ｂ）精算会社方式

代金

信用調査

完納奨励金
－精算会社の経費

完納奨励金

出資

信用調査

代払保証金

完納奨励金

出資

ｃ）組合代払い精算会社併用式

代払

完納奨励金
－精算会社の経費－精算会社の経費

出資

負担金
（運営費）

代金

負担金
（運営費）

代金
（一括支払） 

完納奨励金

－代払組合の経費

ａ）組合代払い方式

代金
（一括支払） 

代金
(一括支払)

卸
売
業
者
・
仲
卸
業
者

代
払
組
合

売
買
参
加
者

卸
売
業
者
・
仲
卸
業
者

精
算
会
社

売
買
参
加
者

卸
売
業
者
・
仲
卸
業
者

精
算
会
社

代
払
組
合

売
買
参
加
者
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の1,000分の５～７となっている. 一方，転送の場

合，代金の支払いにおいて，代払組合や精算会社

を利用しないため，完納奨励金は発生しない． 

３．卸買参の全国的状況とメリット
   

 

　１）卸買参の全国的状況 

　農林水産省の統計（前掲表２）によると，中央

卸売市場青果部の売買参加者のうち3.2％（12,884

人中212人）を「地方市場等卸売業者」が占めて

いる. この中には，仲卸業者や民間の流通センタ

ーの業者なども含まれているものの，卸買参の存

在を示すものと考えられる． 

　主要な中央卸売市場に聞き取り調査をしたとこ

ろ，売買参加権を取得している他市場の卸売業者

は，東京都中央卸売市場大田市場では４社以上，

同築地市場では18社以上，広島市中央卸売市場で

は３社（県内１，県外２），札幌市中央卸売市場

では１社（滝川市場），存在していることが分か

った（註４）． 

　卸買参を行うきかっけは各社様々である.中には，

築地市場のように，出荷側卸売業者が転送集荷を

行っている，もしくは行おうとしている卸売業者

に対し，当該市場の売買参加権取得を勧めるケー

スも存在する. 

　２）販売側卸売業者にとってのメリット 

　出荷側卸売業者にとって卸買参には以下の３つ

のメリットがある．１つ目は代金回収リスクと信

用調査のコストの削減である. 前節で明らかにし

たように，卸買参であれば代払組合や精算会社に，

出荷先である卸売業者の信用調査のコストや代金

回収リスクの一部を負担してもらうことができる． 

　２つ目は，代金回収の早期化である．転送の場

合，代金支払いサイトは業者間の契約によってさ

まざまであるが，一般的におよそ10日後である．

一方，卸買参では，代金支払の期日は，卸売業者

と精算会社・代払組合との間の契約によって決め

られ，一般的におよそ３日後と早い．さらに，売

買参加者の支払いが期日を過ぎる場合にも，代払

組合からの代払いによって集金できる．農林水産

省の調査によると中央卸売市場の青果卸売業者が

出荷者に対して支払う代金の決済サイトは平均で

3.2日である．この点からも，代金回収の早期化

は販売側卸売業者にとって重要であるといえる． 

　３つ目は，出荷の確実性が増し，集荷側の卸売

業者をより安定的，固定的な顧客として確保する

ことができることである. 卸売業者による転送は

第三者販売であり，基本的には出荷側卸売市場で

残品が生じる恐れがある場合に行なわれる行為で

ある．ゆえに，品物が不足している場合には，転

送よりも仲卸業者や売買参加者への出荷を優先し

なくてはならず，集荷側卸売業者の希望に沿った

出荷ができないこともあった．彼らに売買参加者，

つまり卸売市場の正式な一員となってもらうこと

で，品薄時でも計画的，安定的な出荷が可能とな

るため，彼らを顧客として確保しやすくなるので

ある． 

４．集荷側卸売業者にとってのメリット 
 

　１）札幌ホクレン青果の卸買参 

　　�　札幌ホクレン青果と卸買参の概要 

　札幌ホクレン青果は札幌市中央卸売市場青果部

の卸売業者である．同社は旭川市場の卸売業者で

あるキョクイチとの業務提携をきっかけに，卸買

参を開始することとなった．具体的には，2014年

10月に札幌ホクレン青果の名義で東京都中央卸売

市場築地市場の売買参加権を，キョクイチの名義

で同大田市場の売買参加権を取得，それぞれ市場

の代払組合に加入して卸買参を開始した．キョク

イチが道産品の販売拠点として運用している東京

事務所の一角に共同事務所を設置し，そこに駐在

している札幌ホクレン青果の職員が，築地・大田

両市場から売買参加権を行使して青果物を集荷し，

北海道まで共同輸送を行っている．この取り組み

の背景には，輸送費が高騰していることと，産地

が特定市場に集中的に出荷する傾向を強めており，

そのため北海道の卸売業者の集荷力が低下してき

ていることがある． 

　表５に示すように，札幌ホクレン青果の年間の

取扱金額は約250億円である（2015年度見込み）．

このうち，築地市場と大田市場からの集荷金額は，

卸買参以前は約１億円であったが，売買参加権取

得後には５億円と大きく増加しており，両市場か

らの集荷はほぼ100％売買参加権を行使した買い

上げに置き換えられた． 

　　�　卸買参のメリット 

　卸買参の１つ目のメリットは，輸送の裁量権を 
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表５　札幌ホクレン青果の集荷構造 
　　（2015年度見込） 

資料）札幌ホクレン青果に対する聴き取り調査， 
　　札幌市業務資料．

億円 （％） 

取扱金額 250 100

道内産地 145 58

道内市場 15 6

道外産地 35 14

道外市場 55 22

うち築地市場と大田市場 5 2

表６　品目ごとの主として取り扱っている産地や 
　　品種数の変化 

転送集荷時代 卸買参開始以降 
和歌山県産に加え， 
愛媛県と静岡県産 
転送時代の産地に加え， 
茨城県関城産 
渋柿の出荷終了後に， 
福岡・岐阜・奈良・静岡県産 
の富有柿や愛宕柿，次郎柿 

資料）札幌ホクレン青果に対する聴き取り調査． 

みかん 和歌山県産中心 

梨 

渋柿（新潟県， 
山形県産）のみ 

柿 

表７　滝川市場の分荷構造 

分荷先 割合（％） 
滝川市周辺の量販店 50
個人経営の青果店など 10

札幌市周辺の量販店の集配センター 20
札幌市中央卸売市場の仲卸業者 20

資料) 滝川市場に対する聴き取り調査． 

持つことができることである．転送の場合，出荷

側の業者が青果物を輸送する責任をもつのが一般

的な商習慣である．一方，卸買参の場合，売買参

加者として仕入れたものを自社の判断で輸送する

ことになる．売買参加権によって，キョクイチと

共同で複数の業者から買い上げた青果物をトラッ

クに積載し，北海道まで一括輸送することが可能

となった．転送では注文を行うことができないほ

ど少量のものでも，自社で用意したトラックの空

いているスペースに積み込めるため，集荷が可能

となり，集荷の選択肢が広がった． 

　２つ目のメリットは集荷の確実性向上である．

転送は前述したように，転送元卸売市場の入荷状

況によっては，必ずしも希望が叶うわけではない．

例えば,ある産地を指定して注文しても，実際に

送られてくる青果物の産地は日によってまちまち

であることも多かった．一方，卸買参であれば，

売買参加者として仲卸業者と同じ立場で出荷側卸

売業者の卸売に直接参加でき，天候不良などによ

る品薄時でも，市場外の業者より優先的に仕入れ

ることが可能となったのである．具体的には表６

に示すように，卸買参によって，みかんや梨，柿

において主として取り扱っている産地や品種数が

増加した. これらはいずれも，転送集荷時代には

安定的に集荷できていなかった産品である． 

　３つ目のメリットは，代払組合や精算会社によ

る信用補完によって仕入元業者の拡大が容易とな

ることである．札幌ホクレン青果はこれまで取引

経験がなかった有力な仲卸業者などからも集荷す

ることが可能となった．転送から卸買参への移行

にともなって築地・大田両市場における仕入元業

者数はそれぞれ４社から８社，３社から５社へと

約２倍に増加している. 

　４つ目のメリットは完納奨励金である. 売買参

加権を行使した集荷金額は約５億円（前掲表５）

であり，その1,000分の５，約250万円が完納奨励

金として新たな収入となった．同社の場合，既存

の事務所の一角に拠点を構えたので，卸買参によ

り発生した追加コストは小さく，さらに完納奨励

金によって東京に駐在する職員の人件費の一部が

補填できているのである． 

　２）滝川市場の卸買参 

　　�　滝川市場と卸買参の概要 

　滝川市場は2015年６月に札幌市中央卸売市場青

果部で売買参加権を取得した. 札幌市中央卸売市

場では組合代払い・精算会社併用式を採用してい

るため代払組合に加入している. 滝川市場の年間

青果物扱金額は約20億円であり，表７に示すよう

に分荷先の約50％を滝川市周辺の量販店が占めて

いる. 

　卸買参の背景には，量販店対応を目的として，

約30年前から札幌市中央卸売市場の卸売業者であ

る丸果札幌青果（以下，札幌丸果）からの転送に

大きく依存してきたことが挙げられる. 具体的に

は，図３に示すように，札幌丸果から滝川市への

第三者販売（そのほぼ全量が滝川市場への転送）

の金額は2001年には３億円前後であったが，2009

年には４億円を超え，近年では約５億円となって

いる．滝川市場の総取扱高は微減傾向にあるため， 
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図３　札幌市中央卸売市場から滝川市場への第三 
　　者販売と滝川市場取扱高に占める割合の推移
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資料：北海道市場協会「道内卸売市場取扱実績」各年次版札幌市業務資料．
　註：１）第三者販売実績は年度，滝川市場取扱実績は年． 

札幌丸果からの転送依存度は上昇し，2009年から

は20％以上に達している.  

　このように転送を主たる集荷手段としてきたの

は，量販店対応のためには合理的であるからであ

る. 転送ならば，「特定の等階級（SMサイズの秀
優品），そこそこの価格，そろったパッケージン

グ（同一産地）」という量販店の需要を満たす青

果物だけを集荷できる.また同社の場合，先取転

送によって札幌市中央卸売市場との同日上場を実

現することで，鮮度の良い青果物を量販店に販売

することが可能となっていることも大きな理由で

あった． 

　　�　卸買参のメリット 

　滝川市場における卸買参のメリットは，第１に

完納奨励金である. 前述の通り，札幌市中央卸売

市場からの転送集荷額は約５億円であるが，この

ほぼ100％を売買参加権を行使した買い上げに置

き換えている．滝川市場が加入する代払組合にお

ける完納奨励金の実質受け取り割合は1,000分の

７であるため，年間315万円の完納奨励金を取得

できた．同社の場合，札幌に職員は駐在しておら

ず，卸買参による追加コストは発生していない.  

　第２は，集荷の確実性の向上である．滝川市場

は札幌丸果との長年の取引関係によって，ある程

度小口なものも含めて転送集荷時代から希望する

青果物のおよそ80％を確保できていた．それでも，

売買参加権取得によって集荷の確実性をより高め

ることが出来たのである． 

　ただし，同社の場合，卸買参によって，仕入れ

先の拡大はいまだみられず，今のところ，利用し

ているのは札幌丸果のほか，年商約70億円の比較

的大手の仲卸業者１社のみである．その理由とし

ては，卸買参に移行してから日が浅いこともある

が，仲卸業者からでは上場前に先取りできず，鮮

度面でメリットがないからである．それでも，札

幌市場のセリ価格が下落した場合や，仲卸業者が

有利な相対価格で買い受けた場合など，有利な集

荷が行える場合には仲卸業者から集荷を行ってい

る． 

　また，仕入れた青果物の輸送については，買参

以前から自社で輸送システムを構築していた．具

体的には表８に示すように，滝川市場はチャータ

ー便と自社便の２便体制をとり，札幌発のチャー

ター便では往路に札幌市中央卸売市場から転送品

を積載し，復路に滝川市場から札幌市周辺の集配

センターや仲卸業者へ商品を配送する．滝川発の

自社便では，往路に札幌市周辺の集配センターや

仲卸業者へ配送し，復路にチャーター便が積載で

きなかった転送品や仲卸業者や場外問屋からの集

荷品を積載している．このように両便とも，滝川

から札幌へ向かうトラックを有効活用できる理由

は，夏場は産地市場的な機能によって周辺産地の

青果物（砂川市のトマトや深川市のキュウリ，軟

白ネギなど）を，冬場は札幌市中央卸売市場で扱

いの少ない産地の青果物を集荷し，札幌市周辺の

量販店や仲卸業者に対して販売しているからであ

る（註５）． 

５.　総　　　括
 

 

　本論文で明らかにしたことは以下の通りである． 

　第１に，転送と卸買参の制度的な違いを整理し，

①転送では業者間で直接決済されるが，卸買参で

は卸売市場が有する決済制度によって代金が支払

われること，②卸買参では代払組合および精算会

社が代金回収リスク，信用調査コストおよび代金 

表８　滝川市場による札幌ー滝川間の輸送体系 
〈チャーター便〉 〈自　社　便〉 

am4:00 滝川市場着，荷下ろし 

am8:00 滝川市場で上場 
（午前） 

市場・場外問屋から集荷 
pm6:00 滝川市場着，荷下ろし 

資料：滝川市場における聞き取り調査． 
註：チャーター便は青果・水産各１台，自社便は４ｔ車１台． 

（午後） 

（深夜） 札幌市場で転送品積載 

時　刻 

札幌市内量販店や札幌市場仲卸に販売（共通） 

滝川市場で青果物を積載，出発（共通） 
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精算・決済業務のコスト等の一部を負担している

こと，③卸買参の場合，完納奨励金が発生すると

いう３点であることを明らかにした． 

　第２に，出荷側卸売業者にとって，卸買参には

①代払組合や精算会社を利用した決済により，集

荷側卸売業者に対する信用調査のコストや代金回

収のリスクを軽減できること，②販売代金を早期

に回収できること，③出荷の確実性を向上させ，

集荷側卸売業者を安定的，固定的な顧客として確

保できることという３つのメリットがあることを

明らかにした． 

　第３に，集荷側卸売業者にとって、卸買参には

①輸送の裁量権を持つことができること，②集荷

の確実性が向上すること，③代払組合や精算会社

によって信用が補完されることで，集荷元業者の

拡大が容易となること，④完納奨励金を受け取れ

ること等のメリットがあることを明らかにした． 

　以上のように，卸買参には転送では得られない

メリットが出荷側・集荷側両卸売市場の卸売業者

にあり，そのため，卸買参が広がっているのであ

る． 

 
註 
（註１） 山口（1974）は，市場間の集荷力の差を要因

として，拠点大都市市場（東京・大阪中央卸売市場）

の過剰荷が地方都市の中核市場を中継市場（地方都

市中央卸売市場）として，末端地方市場（地方卸売

市場）へと転送されるという集散市場体系を定式化

し，主として転送の送り手となる拠点大都市市場と

主としてその受け手となる中継市場や末端地方市場

との間に従属関係があることを示した． 

（註２） 組合代払方式は，卸売業者と代払組合（売買

参加者や小売商で構成する組合）とが取引協約を結

び，代払組合が組合員の卸売業者への代金支払の代

行をし，組合員から代金を回収する方式である．精

算会社方式は，独立した精算会社を設立し，そこに

代金の決済業務を委託する方式である．精算会社の

出資者は，市場関係者（卸売業者，仲卸業者や売買

参加者又はその所属代払組合，開設者，金融機関そ

の他）であり，その運営費は，完納奨励金や出資者

からの負担金によって賄われる．組合代払い・精算

会社併用式とは，代金の精算や決済業務は精算会社

が行い，代払組合が代金を回収する方式である． 

（註３） 卸売市場法において，売買参加者の代金支払

いの方法は明記されておらず，開設者が定める業務

規程において規定されることになっている（卸売市

場法第９条）. そのため，これらの決済方式のいず

れを採用している卸売市場の売買参加者であっても，

その全てが当該決済方式によって代金を支払ってい

るとは限らない. 

（註４） 福岡市中央卸売市場は「なし」，名古屋市・

仙台市中央卸売市場は「把握していない」との回答

であった． 

（註５） 具体的には，山形県産の柿や山梨県産の桃，

熊本県産のみかんなどである．これらの産地は札幌

市中央卸売市場の卸売業者も転送を含め集荷は行っ

ているものの，歴史的な経緯から１番手の産地とし

ては評価されにくい．一方，滝川市場では，これら

の産地を主として取り扱っており１番手の産地とし

て札幌よりも高く評価するため，札幌市中央卸売市

場よりも集荷量が多い．ゆえに，これらの青果物を

大量に集荷したい仲卸業者は滝川市場から購入して

いるのである． 
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