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I.序
近年,日 本 の流通 の変化 が指摘 されて い る。バ ブル経済 の崩壊 ,種 々の規制緩和 ,市 場開放 や
情報化 の進展な ど,市 場 の制度的条件 の変化 に伴 い,流 通構造 に変化 が生 じてい る。変化 のひ と
つ は,流 通 にお ける主導権 をめ ぐるものである。 メーカー主導型 か ら小売主導型 へ の構造変化 が
指摘 され始 めて い る。経済学 にお いて は,伝 統的 に,流 通 の問題 をあまり検討 して来 なか った経
緯 もあ り,こ うした変化 に取 り組 む研究 が少 ない ように思われ る。 この小論 で は,メ ーカーか ら
小売 へ のパ ワー 0シ フ トが もた らす変化 を,理論 と実証の両面 か ら確認 した い。

Ⅱ。小売市場 の垂 直的構造

小売市場 の競争構造 は,垂 直的関係 が あ る こ と,業 態間競争 が行 われ ること,立 地要 因 の影響
が強 い ことな どに特徴 があ る。 これ らの うち,最 近 の市場動向 として,垂 直的関係 の変化 が指摘
されて い る。
つメー
我 が 国 の流通 において は,高 度経済成長 時代 か ら今 日に至 るまで,大 きな市場 シェアをも
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カーが その市場 支配力 を背景 に,競 争相 手 へ の価格 先 導や流通 経路 に対 す る リー ダ ニ シ

ップ を行

使 して きた と考 え られ て い る。中小小 売商 を系 列化 し,卸 売段 階 を垂 直統合 す る こ とで,メ ー カー
は市場 にお ける地 位 を優位 な もの として きた。
ところが ,内 外価格 差 の動 向 ,規 制緩和 の進行 ,消 費者行動 の変化 な どの
諸 条件 に対 応 す る過

程で,流 通における主導権を誰が握るかについて変イ
し
が生じてきた。とりわけ,大 手流通企業は
PB(プ ライベ ー ト・ブラン ド)の 開発や物流 システムの革新 な どによって,メ ーカー に対す る発
,

言力 を増 し,従 来 の系列経路 を見直す動 きが 出 てきた。経済学者 による研究 で も,例 えば

,西 村

清彦 (1996)で は,マ クロ経済分析 に基 づいて このよ うな変化 が指摘 されてい る。
主導権 の移動 は,流 通 の成果 に も反映 され る。流通業者間 の価格競争の進行 が
,流 通経路 を通
じて拡大 し,現 象的 には様 々 な製品価格 の低下 として表れ てい る。と りわけ
,系 列 に属 さないデ

ィ

スカ ウ ン トス トアには,い わゆる「価格破壊」 を先導 してきた ような面 が ある
。
以下の考察 では,垂 直的関係 を単純化 して,生 産者 と小売業 者 とい う 2者 に焦点 を絞 ることと
す る。生産 者 ″ が生産 した財 は,小 売業者 Rに 卸売価格

"で 取引

され,小 売業者 はその財 を消

費者 に 夕 で販売するとい う流通過程 を想定す る。最終 的 な需要 には次 の逆需要 関数 を
仮定す る。
夕=α 一 ισ

の み>0

生産 者 ″ は,次 の費 用関数 を もつ もの と仮 定 す る。

̀(″

)=″

σ>o

生産 者 ″ の利 潤 は次 の よ うにな る。
名И=ω σ σσ
小 売業者

Rの 利 潤 は次式 で与 え られ る。
徳 =(α ― ια)σ ― ωσ

(4)

生産 者 も小 売業 者 もそれ ぞれ 1社 のみで あ り,取 引 の結果 は両者 の
力 関係 に依存 す る。次 の ケー
ス を考 え よ う。
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(i)生 産者 による価格先導
(4)式

よ り,価 格追随者 である小 売業者

Rの 利潤最大化 のための一 階の条件 は次 のようになる。

"=2"
(3)式

(5)

と(4)式 から,生産者 ″ の最適産出量が求められる。

′=」?生

0

ん=塾 二
夕
響

(7)

この とき,価格 は,

となる。

(li)小 売業者 によ る価格先導
(3)式

よ り,価格追随者 である生産 者 ″ の利潤最大化 のための一 階 の条件 は次 の ようになる。

(8)

紗=θ
(4)式

と(8)式 か ら,小 売業者

Rの 最適販売量が求め られ る。

0

′=t許
この とき,価 格 は,

肥=」年■
ρ
夕―

α
Ol

となる。
以下の命題 を得 る。
命題

生産 者 一小売業者 の間 の垂直的関係 にお いて,価格 主導権 をどち らが担 当す るか により次

の不等号関係 を得 る。
施
肥
夕 <夕
に
′ >グ
ただ し,記 号

屁 は生産者主導

,こ は小 売業者 主導 を示す。
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Ⅲ .量 販店の進 出と小売価 格

本節 では,全 国 デー タか ら,大 型小売店 の進出 と小売価格変動 の関連性 を考察す る。 ある都市
の物価水準 が他 の都市 と比べて どの程度 に高 いかの指標 は,消 費者物価地域差 指数 で知 る こ とが
で きる。 まず,全 国 レベル での物価水準 の変動 を,市 場集中度 ,費 用要因,需 要要因 によって ど
の程度説明で きるかを試 みる。小売価格 に関す る実証研究 としては,田 村正 紀 (1986)や 桑原秀
史 (1988)が ある。両者 とも価格決定 の要因 として,需 要条件 ,費 用条件 ,市 場集中か ら説明変
数 を選 び小売価格 の変動 を説明 しようとす るもので あるが,本 節 で も同様 のアプ ローチ を採用す
る。
ところで,地 理 的市場 に 目を転 じれば,地 域市場 の範囲 は,ど の範囲顧客 によって その店舗 が
購買行動 の対象 として選択 されて い るかによ り決定 され,具 体的 に￨ま ,業 態,取 扱商品,立 地条
件等 の要素 を考慮 して検討す る必要 が ある。一応 の 目安 としては,大 都市の場 合 を除 き,行政 区
画 としての市 ない しそれ よ りもやや広 い程度 の範囲が考 えられ よう。 ここでは考察 を県庁所在都
市 の範囲 に限定 して進 めるが,こ れ はわが国 の人 口の大半 が集中 してい る都市 を代表す るだけで
な く,大 型小 売店 が立地す る傾向 の強 い小売中心地であることによる。
分析対象 は 1994年 である。分析 に用 いた変数 について と くに必要 と思われ るい くつか の指標 の
定義 を指摘 してお こう。

① 消費者物価地域差指数 (y)¨ .価格変動の指数 としては,全 国を 100と する消費者物価地域
差指数

(家 賃を除 く総合)を 利用 した。測定単位は指数 ×10。

資料 は総理府統計局『消費者物

価指数年報』である。
② 所得地域格差

(Л V)"・

全国平均を 100と する課税対象個人所得。資料は東洋経済『地域経済

総覧』による。
これは,小 売費用の地域変動を制御するために導入されている。測定単
③ 住宅地地価 に∠)¨ 。
位は 100円 。 これらの変数は,小 売業において固定費用を形成するので,小 売価格変動 と正順
関係をもつことが予想される。資料は,東 洋経済『地域経済総覧』
。
④ 小売業内 4社 集中度 に&)¨ 。(上 位 4社 売上高/小 売売上高)× 100(%)で 定義 される。市
場集中原理が成 り立つ とするならば,一 般的に集中度が高 まると価格が高 くなることが期待 さ
れ る。資料 は,通 産省 『商業統計表 』,商 業界 『 日本 スーパ ーマー ケ ッ ト名鑑』,ス トアーズ社
『百貨店調査年鑑』。
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⑤ 量販店業態内 4社 集中度 (CS4)"°

/量販店売上高)× 100(%)で 定義

(量 販上位 4社 売上高

する。資料 は商業界 『日本 スーパーマーケ ット名鑑』で,不 明な店舗 の売上高 に関 しては当該
店舗 の売場面積 と従業員数 を調べ,そ れらに関わ る単位当 り売上高 を乗 じ,両 数値 の平均 によつ
て算出 した。

yを 被説明変数 とする回帰 による推定結果 をまとめると次のようになる。

〃
一

表 1 回帰分析の結果
秀洗
Cο 夕

0.6167

943.2496

0.5113

0.0113

‑0。 1982

(55.030)

(2.731)

(4.230)

(‑1.161)

964.5974

0.4569

0.0089

‑0.4395

(3.243)

(‑2.354)

(49.646)

(2.525)

0.6254

働 πsム =定 数項

なお表 の中で,Pは 自由度調整済決定係数,括 弧内 は ′値 である。Caを 含 む回帰 では各係数 の推
定値 は,′ 値 による検定 ,F値 に よる検定 ともに,5%の 水準 で有意 である。推定結果 か ら以下 の
ことがわか る。

(1)所 得 と価格水準 は有意 な正順関係 にある。
(2)地価 と価格指数 も期待 された通 り有意 な正順 関係 にある ことが確認 された。
(3)小 売業 における市場集中 は,価 格 の上 昇 に対 してマ イナスに効 いてい る。
(4)と りわけ,量 販業形態 にあつては大型量販店 による市場集中 は,価 格指数 と有意 なマ イナ
スの関係 が ある ことが わか る。
上述の諸研究 では小売市場集 中 に関す る諸変数 について統計的 に有意 な結果 は得 られてい ない
が,1994年 デー タ に関す る本稿 の分析 では,地域小売市場 レベル において は量販店 の集中・ 進出
の程度 が地域小売価格 に影響 を与 えてい る ことがはつきりと見 い出せた。従来 の研究 と異 なる こ
・ス
の結果 の理 由 としては,1980年 代後半 か ら 1990年 代半 ばにかけての期間 に,デ ィスカウン ト
トアや専門量販店 の成長 ,メ ーカー主導型 か ら小 売 主導型 へ の流通 チャネルの移行 ,さ らに規制
緩和等 によって流通構造 に変化 が起 きた ことが考 えられ る。
大店法 の規制緩和 によつて,中 小小売商 に代 わ つて,量 販系 の大手流通企業 が小売市場 の主要
な部分 を占める ようにな り,メ ーカーに対す る大手流通企業 の対抗力 の増大 が期待 され るが,(4)
の点 は この予想 と整合的で あ る。
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Ⅳ 。結

び

本稿 で,得 られた結果 をまとめると次 のよ うになろう。
第 1に ,生 産者 か ら小売業者 へ の価格主導権 の移動 に伴 い,イ ヽ
売価格の低 下 す る可能性が示

唆

された。
第 2に ,地 域小売市場 レベル の分析 において は,大 型小 売店 の市場集 中が,地 域小売
価格 の上
昇 にマ イナスの効果 を与 えて い る こ とが わかった。
本稿 で分析 で きたのは,流 通構造の変化 の一面 に過 ぎず,構造変化 の内容 は多層 に渡 るもので
あろう。流通の成果 を伝 える諸変数の動 向 について も実証 を進 める必要がある これ らは
。
今後 に
残 され る課題 で ある。
ところで,地 域的な話題 に 目を転 じる と,静 岡市 ではその物価高 が
議論 されてい る。原因のひ
とつ として,「 静岡方式」と呼 ばれていた参入規 制 が指摘 されてい るが
,全 国的な流通構造 の変化
を念頭 に,地域市場 へ の大型小 売店進出の規制 を考 え直す必要があるで あろう
。
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