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農産物流通チャネルとしての直売所の存在意義
市場外流通と市場流通の補完関係から

奥 山 千 晶

Raison d'etre of Direct Sales Stores
 as an Agricultural-product-marketing Channel:

From the Perspective That Direct Sales Stores Complement
Market Distribution

In recent years, construction of new sales channels are required to make up for the traditional distribution based 
on stable supply and stable production by the large production areas because of systematic change of supply and 
demand of agricultural products such as agricultural reduction in scale of demand. Direct sales of agricultural products  
by farmers are expected as a corrective to the market distribution. Several researchers already recommend farmers to 
participate in small scale sales and to increase their proceeds before market distribution.

However, although the existing research has argued about correcting the distribution system with development 
of a direct sales store, they do not think that market distribution and direct sales can complement each other as sales 
channels for agricultural products. Therefore, they do not fully argue about the mutually complementary relation of 
market distribution and direct sales stores aside from theorizing about other industries. Then, in this paper, through 
the theory about complementary relation between the market distribution and distribution market outside in other 
industries, I propose the reason for existing of direct sales stores as an agricultural-product-marketing channel. It is to 
sale of agricultural products with character of Shopping Goods. With a case study, I examine a series of mechanisms 
that farmers employ to establish competitive superiority by sale of agricultural products through direct sales. It is not 
possible that farmers build this competitive superiority through market distribution. Furthermore, such a mechanism 
also clarifies the effect of preventing an agricultural decline because small-scale farmers with the competitive 
superiority grow up to be leaders of agriculture.
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Ⅰ．はじめに

　本稿は、農産物流通チャネルとしての直売所1の
存在意義を明らかにするということを目的としてい
る。具体的には、第１に、農産物流通チャネルにお
いて直売所が他産業における直営店2と類似する構
造を持つ存在である点、第２に、直売所は直営店と
同様に買回品的製品販売のチャネルとして有効であ
るという点を明確にしたい。つまり、直売所は市場
流通のデメリットを補完する役割を持つチャネルで
あり、市場流通チャネルでは得られない生産者自身

の競争力向上につながる情報獲得機能の一端となる
ことを明らかにするものである。
　生産者部会を設置して、主要品目を中心とした計
画的な生産を行い、市場に大量出荷をしている産地
がある一方で、近年、農業従事者の経営規模の小規
模化が問題視されている産地もある。従来、農産物
の供給においては、大型産地による安定生産・安定
供給を基盤とした市場体系を実現するための仕組み
づくりを農業協同組合および農林水産省が画一的に
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行ってきた。しかし、新規就農者の減少や農業従事
者の高齢化、さらに将来の転用を期待した農作放棄
地の増加などが原因で、農業経営が縮小している産
地が増加している。農業従事者および産地における
小規模化がますます進む現状にあるなかで、従来の
計画的大規模生産と市場流通を基盤とした仕組みの
ままでは、小規模化の進行を阻止することは困難で
あり、日本の農業規模のさらなる衰退に対応できな
いことが予想されている。そこで今後は従来の共同
出荷のシステムと並行して、その機能を補完するよ
うな販売チャネルを構築することが重要な課題であ
ると考える。
　本稿では、直売所の販売チャネルとしての補完機
能に着目し、市場競争において劣位に置かれていた
農業従事者にとって、直売所において消費者に自ら
の農産物について訴えていくことが市場競争力の構
築につながっていることを明らかにしていく。さら
にそのようなメカニズムは、小規模農業従事者が農
業の担い手として農業の衰退を阻止する役割を持つ
ことを可能にするという効果も明らかにする。
　構成は以下のとおりである。第Ⅱ節では、直売所
が市場流通との補完関係を持ったチャネルであると
いう視点が既存研究では漏れているということを指
摘した上で、他産業における直営店と市場流通との
補完関係に基づき、農産物流通チャネルとしての直
売所の存在意義について議論し、本研究の視座を明
らかにする。第Ⅲ節では、事例研究と研究すべき対
象について議論し、第Ⅳ節では、事例とした「から
り直売所」について述べていく。「からり直売所」
は愛媛県の道の駅「内子フレッシュパークからり」
に併設する直売所である。第Ⅴ節では事例を受けて
の考察を行う。直売所の流通機能およびその市場流
通に対する補完機能を議論したうえで、「からり直
売所」独自の形態である「からり専業農家」の増加
を手掛かりに、農業経営の小規模化という問題に対
する示唆を見出す。第Ⅵ節では、本研究の貢献と今
後の研究課題を明らかにする。

川2001:31）。農産物は農業協同組合の定めた規格に
よって大きさ・重さ別に分類され、同じく農業協同
組合を通じて卸売業者や各地の量販店へと供給され
ている。しかし現在、大量生産を支えていた農業従
事者の高齢化が進んでいることや若者の新規就農者
の減少が相まって、農業規模が縮小している産地が
増加していることが問題視されている。そうした
中、従来の生産・出荷のシステムと現在の農業流通
を取り巻く現状との乖離は広がる一方である。実際
に青果物における卸売市場経由率は、減少傾向にあ
り、2003年から2008年の５年間で約６％減少してい
る（農林水産省 2010:13）。そこで、従来の計画的大
規模生産と市場流通を基盤とした流通システムが持
つ機能の改善が、今後の日本農業の斜陽を食い止め
るために重要な課題であるという認識が高まってい
る（堀田  2003:57）。

２．市場外流通としての直売所の役割
　近年の論稿においては、市場外流通が市場流通の
抱えるデメリットを是正することができるのではな
いかという主張が支持されている。そこで、市場外
流通の機能を持つチャネルとして注目されているの
が直売所である。堀田（2003:59）によれば、直売
所とは生産者と消費者が最も近接した流通経路であ
り、農産物の市場外流通のうち、最短の流通経路上
に存在する生産者による小売店舗と定義されている。
　直売所が注目されているのは、直売所での農産物
の販売が、生産者にとって、市場流通では得られな
い優位性につながる機能を持っていると考えられて
いるためである。具体的には、小ロットでも販売可
能である点、中間流通段階を通さないことによって
生産者手取りが増加する点などがある3。さらに、
消費者にとっても、生産者から直接購入すること
で、比較的安価で新鮮な農産品を見出すことができ
る点、生産者からの詳しい商品情報の取得が可能
である点などの利点がある（堀田  2003:57）。つま
り、直売所は生産者側・消費者側共にプラスの効果
があると言える。
　堀田の他、近年の直売所に関する論稿において、
櫻井・藤森・飯坂（1998:77）、藤田（2000:149）な
ども、こうした直売所の持つ優位性が、従来の市場
流通体系を基盤とした流通機構を改善する要素を
持ったチャネルとしての可能性があると指摘してい
る。

Ⅱ．既存研究からの知見と本研究の視座の提示

１．農産物流通の問題点
　これまでの農産物流通は、大規模農地における特
定品目の計画的大量生産を主軸として、それを市
場に効率的に流通させることで発展してきた（細
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　これらの研究は、生産者が直接に販売に関わると
いう直売所の特徴がもたらすプラスの影響が従来の
市場流通を是正していくという主張を行っている点
で共通している。それは、農業従事者が直売所によ
る販売を積極的に進めることさえしていれば現在抱
えている問題を解決できるという考えを秘めてい
る。しかし、実際には、従来の市場流通に対する需
要がなくなってしまったわけではない。むしろ、一
般的な農産物は説明が必要であるような複雑で高価
な製品ではなく最寄品であるため、他産業におけ
る同一の性質を持つ製品と同様に、市場外流通で
はなく、市場流通を選択するべき製品である（高
嶋  2002:44-48）。
　しかしながら既存研究では、中間流通の排除を軽
視することを助長しかねない議論展開が進められて
きた（桂  2001:8）。こうした議論においては、直売
所の発展を契機とした現状の流通機構の是正につい
ては議論されてきたものの、市場流通と市場外流通
が農産物販売チャネルの一翼として共存可能である
ということを前提とした両者の相互補完関係につい
ての議論は他産業におけるそれほど十分に成熟して
いない。そこで本研究では他産業における企業の
チャネル選択の理論を基に、市場外流通が持つデメ
リットを考慮したうえで、市場流通と共に農産物流
通を支えるチャネルとして直売所はどうあるべき
か、その存在意義を明確化していくこととする。

３．直売所と直営店
　直売所がチャネルの一つとして成り立つためには
どうするべきか。ここでは、他産業における買回品
販売チャネルとしての直営店の存在意義に注目す
る。直売所は市場を通すことなく生産者が消費者に
直接自らが作った生産物を売る小売店舗である。ゆ
えに直営店と同じ性質を持っていると理解すること
ができ、直売所と市場流通との関係と直営店と市場
流通との関係は比較対照が可能であると考える。
　比較可能であれば農産物流通を支える一翼として

直売所がどうあるべきかについて考察する上での知

見を、他産業におけるチャネル選択の理論から得る

ことができる。また、直営店と市場流通の関係を分
析し、両者の相互補完関係に依拠した直営店の存在
意義を明らかにすることで、直売所の存在意義を見
出す糸口となると思われる。
　他産業では、直営店と市場流通との関係について

どのように捉えられているのか。他産業において、
直営店は、情報やサービスに対する依存の程度が高
い製品を販売する際に、市場流通におけるデメリッ
トを補完する機能を持つチャネルとして認識されて
いる。標準的な市場流通の場合、中間流通業者が介
することで効率的に多くの消費者に商品を売ること
ができるという特徴を持つ。その反面、商業者によ
る販売促進活動や競争行為は統制されることになる
ため、生産者は競合他社との違いを主張することが
難しい（石井他 2004:93）。例えば、ある企業におい
て、買回品と呼ばれる、複雑で説明が必要な製品や
高価な製品を取り扱っているとする。こうした製品
を取り扱っている場合、店頭での情報やサービスに
対する依存度が高くなるため、不特定多数の消費者
に向けたプロモーションよりも、ターゲットを絞っ
たプロモーションをすることが有効である（Kotler 
2003:351）。したがって、買回品を取り扱う企業に
おいて市場流通で販売することは適していないと考
えられる。そこで、こうした市場流通のデメリット
を補完するチャネルとして、市場外流通、つまり直
営店での販売が考えられている。
　直営店の場合、顧客数は限られるものの生産者自
らの意図に沿った販売活動を行うことができる（高
嶋 2008:276）。さらに、顧客に対して詳しい情報や
きめ細かなサービスを提供できることも直営店の強
みだろう。ただし直営店にもデメリットは存在す
る。直営店のデメリットとしては、第１に、直営店
では資本的に限界があるという点である。例えば、
販売数あるいはまた商品数の変化によって販売店舗
を増やしたり減らしたりしようとする際に、店舗の
開設に時間がかかってしまい、迅速な対応が難しく
柔軟なチャネル戦略を制約されてしまうことがあ
る。第２のデメリットは、品揃えが制約されるとい
う点である。直営店では自らの製品のみを取り扱う
ので、顧客の多様なニーズに答えられないために、
販売力低下につながってしまう可能性が高い。一
方、市場流通であれば、流通業者に依存する側面は
あるが販売店舗の増減はよりスムーズであるし、さ
まざまなメーカーの多様な商品を取り揃え、社会的
品揃えを実現することができる（高嶋 2008:277）。
直営店におけるデメリットは市場流通チャネルを選
択することで改善される。
　以上のことから、市場流通と直営店は互いのメ
リット・デメリットを相互に補完し合っている関係
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にあると考えられる。どちらがより優れているとい
うのではなく、企業は自社が取り扱う製品における
情報やサービスに対する依存の程度に応じて、市場
流通かそれとも市場外流通かを選んでいく必要があ
ると言える。

３．直売所の市場流通への補完性
　前述したように直営店と直売所は市場外流通チャ
ネルとして類似した構造を持っている。そこで、他
産業におけるチャネル選択基準に農産物流通を当て
はめて考えると、直売所で取り扱うべき農産物は、
市場流通チャネルでは優位性が十分に発揮されない
ような農産物であると言うことができるのではない
か。つまり、一般的に共同出荷・共同選果・共同計
算のシステムには適さない、味や品質などにこだ
わった農産物や珍しい品種の農産物などを取り扱う
場合は、直売所で販売するほうが概して適している
と考える。直売所において生産者が販売に参加し、
顧客に対して詳しい情報やきめ細かなサービスを提
供することで、自らの生産したこだわりの農産物を
求める人に向けた合理的なプロモーションができ
る。この時に、市場流通を補完するチャネルとして
の直売所の存在意義を見出すことができるのではな
いか。
　このような観点を統合すれば、直売所の存在を農
業経営の小規模化の問題に対応するための市場流通
に対する代替性を持ったチャネルとして捉えるので
はなく、市場流通に対する補完機能、特に製品特性
に関する補完機能を持ったチャネルとして捉えてい
くべきであると考えられる。
　そこで、直接流通というチャネルを選択した農業
主体が、直売所の存在意義として買回品的性格を持
つ農産物の販売に尽力している事例を検討し、市場
流通チャネルを介した農産物の販売では得られな
かった市場における競争優位性を構築していること
が見出せればと考える。そこからは、既存の理論で
は見逃されていた、農産物流通における市場流通と
市場外流通の補完関係の明確化と、農産物流通チャ
ネルとしての直売所の存在意義へのインプリケー
ションが得られるものと思われる。

　本稿では１ケースによる事例分析を行う。事例研

１．直売所設置の経緯
　内子町は、愛媛県のほぼ中央部に位置する面積
２万9950㎢、人口１万8583人の町である（2012年２
月29日現在）4。元来、内子町の主産業は葉タバコと

Ⅲ．研究対象と研究方法

Ⅳ．事例研究

究は新たな理論の提示には有効な研究手法である
（大木  2011:104）。本稿は、一般的な市場流通と市
場外流通の補完関係の理論に基づいて、選択する
チャネルに適した製品を生産・販売していくことで
個々の農業従事者が市場競争力を構築していくとい
う新たなメカニズムを提示することが主目的であ
る。したがって、事例研究という手法が最適である
と考えた。
　既存研究の議論を踏まえれば、本研究で対象とす
べき事例としては、市場流通チャネルにおいて劣位
に置かれていた農業主体が、直接流通というチャネ
ルを選択し、買回品的性格を持つ農産物を直売所に
おいて販売することで、市場における競争優位性を
再構築した事例がふさわしい。このような事例とし
て、愛媛県喜多郡内子町にある道の駅「内子フレッ
シュパークからり」に併設されている農産物直売所
「からり直売所」を選んだ。
　高度経済成長期における全国的な第一次産業の衰
退が叫ばれる頃、この内子町も例外ではなく、農業
が町の主産業から衰退し、兼業農家および農作放棄
地の増加という問題を抱えていた。そこで、兼業農
家の副収入の増加を目的として設置された直売所に
おいて、内子町産の特産品に付加価値を付与するた
めの様々な活動を通して、からり専業農家という市
場競争力を持った農家が生まれた。
　データ等については、書籍などの文献、事例対象
の内部資料、そして事例対象への施設見学およびイ
ンタビュー、出荷者に対するアンケートに依拠して
いる。資料に関しては2011年２月11日に行った「内
子フレッシュパークからり」での施設見学において
配布された内部資料、そして公開されているホーム
ページのデータ等を利用した。なお、インタビュー
は、施設見学を行った2011年２月11日と同日に、株
式会社内子フレッシュパークからり代表取締役社長
である富永昌枝氏に、約２時間行った。アンケート
は、出荷に関する工夫や出荷している農産物の種類
について16人の農家の方にご協力いただいた。
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落葉果樹栽培であったが、高度経済成長期の第二次
産業の成長に伴って衰退していった。内子町の住
民たちが新たに主軸となる産業を模索するなかで、
1975（昭和50）年頃からそもそも主産業であった果
樹栽培を活かし、果樹の露天販売や観光農園に取り
組む農家が現れ始めた。さらに1972（昭和47）年か
ら始まった江戸時代から残る町並み保存事業が全国
的に注目を浴び始めると同時に、観光農業もより本
格化し、内子町の主産業は観光業へとシフトして
いった。
　一方で、農業は、担い手不足と農作放棄地の増加
という問題を解決する必要性を抱えていた。当時の
農業従事者のうち約８割が兼業農家であったため、
兼業農家の収入の増加につながる農業活性化に活路
を見出そうと、1986（昭和61）年に知的農村塾を有
志で開講した。その後、1992（昭和62）年には観光
農業での成功を受けた「フルーツパーク構想・基本
計画」を策定し、①農業にサービス業的視点を取り
入れること、②都市と農村との交流を図ること、③
農業の情報化・情報を利活用することという３点を
柱とした。この計画を基にして、その後、学習会や
座談会を開催し、内子町の農家に向けて合意形成・
参加意欲の醸成を図ることとなった。
　こうした取り組みのなかで内子町に農産物直売の
場ができたのは1994（平成２）年のことだった。売
ることを知らない農家が販売を体験するために実験
的な施設として「内の子市場」という直売所が開
設された。出荷に賛同した70数名の農家で運営がス
タートし、「内の子市場」を運営するなかで、課題
は生じたが、それを解決する継続的な取り組みは内

図表１　からり直売所販売額の推移 単位：千円

出所：「内子フレッシュパークからり」研究資料を基に筆者作成

子町の直売所の強みとなる仕組みの構築・醸成に貢
献し、その姿勢は現在の「からり直売所」にまで受
け継がれている。その中心となるのが「からり直売
所出荷者運営協議会」と「からりネット」である。
　「からり直売所出荷者運営協議会」は「内の子市場」
設立に合わせ、出荷する農家で構成されたものであ
る。当初、「内の子市場」に出荷する農家にとって
直売所の運営そのものが手さぐりの状態であったの
で、直売所の組織や人材育成を優先し、導入期の合
意形成や自発的な組織運営の仕組みづくりの場とし
て、「からり直売所出荷者運営協議会」が機能・活
躍した。何か問題があれば、みんなで話し合ったり、
お互いにアイディアを出し合ったりして、みんなで
直売所および内子町を盛り上げていこうという気持
ちが強まり、内子町の農家の団結力を高めた。
　「からりネット」は、生産者の情報や、売り上げ
の状況などを管理する情報ネットワークシステムで
ある。1996（平成４）年、「内の子市場」で得た課
題をもとに「からりネット」が作られた。「内の子
市場」の運営を通じて、農家は、出荷・引き取り・
生産に関して、①生産者名の明示、②正確で迅速な
精算、③自ら出荷した農産品および直売所全体の販
売状況の把握といった課題を感じた。そこで POS
システムによる販売管理情報を閲覧できるシステム
を作り出した。その結果、適宜な生産・出荷を可能
にし、「からりネット」は、所得の向上と効率的な
生産に貢献した。
　こうして「内の子市場」の売り上げは順調に推移
し、設立２年後の 1996（平成４）年には当初の約
２倍の販売額を挙げるまでに成長した。（図表１）
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２．内子町における直売所のさらなる発展
　その後、1997（平成５）年に「株式会社内子フ
レッシュパークからり」（第３セクター）が設立さ
れた。「内の子市場」は、特産物直売所「からり直
売所」へと名前を変え、道の駅「内子フレッシュ
パークからり」ではレストランやパン工房なども併
設している。なお、従来の「からり直売所出荷者運
営協議会」や「からりネット」は存続している。
　「からり直売所」では「からり直売所出荷者運営
協議会」が「株式会社内子フレッシュパークから
り」と農産物委託販売契約を結ぶ形で販売業務が行
われている。ただし、販売は「からり直売所出荷者
運営協議会」の会員である農家が当番制で行い、生
産者自らが利用者の動向を直接感じることを大切に
している。
　「からり直売所出荷者運営協議会」では、専門部
会で出荷品目や店舗レイアウトについて議論を行っ
たり、顧客来客数増のためのイベントを企画したり
するなど、「からり直売所」のみならず、内子町の
農業を盛り上げるために協力し合っている。
　2012年２月現在、「からり直売所」では協議会の
会員である430名の農家が800種類の特産品を出品し
ている5。年間74万人を超える利用者が利用し、道
の駅「内子フレッシュパークからり」の総売り上げ
のうち、３分の２近くの４億2,532万円が「からり
直売所」での売り上げとなっている（株式会社内子
フレッシュパークからり  2011:6）。

３．ブランド産品の育成
　「からり直売所」がこのように拡大した背景には
直売所で売られている製品に買回品としての価値を
付与するための様々な取り組みを行い、消費者に内
子町の特産品の価値を認識させたことがある。
　第１に、施設内で売られているものすべてを内子
産のみに限定していることがある。レストランでも
「からり直売所」でも内子産のものしか売らないし、
使わないというこだわりがある。このことによって、
内子特産品のブランド化に貢献している。現在では、
「特定の農家の特定の農産品の出荷の有無を確認し
てからその商品を買いに訪れる利用者もいる」と株
式会社内子フレッシュパークからり代表取締役社長
の富永氏は言う。さらに、内子産のものであれば何
でも出品できるので、蛇の抜け殻や山で採った蔦な
どが出品されたこともあったそうだ。近年、直売所

に注目が集まるなかで、全国に約１万7,000店舗の
直売所が存在する（農林水産省  2010:7）。以前の調
査時（５年前）に比べて約3,000店舗増加した。顧
客の分散が危ぶまれるなかで、「内子フレッシュ
パークからり」に足を運ぶ顧客を増やすためにも、
内子町にしかない珍しい商品やこだわりの農産品を
揃えることで「からり直売所」を他の直売所と差別
化することに成功している。生産者の方に対するア
ンケートからも、「利用者にもっと喜んでもらえる
よう新しい品種にチャレンジしている」という回答
が多く寄せられた。
　また、「からり直売所」では特産品を使った加工
品の製造・販売にも力を入れている。加工品を作る
ことで内子ブランドをさらに多くの消費者に知って
もらうおうとしている。
　第２に、情報技術の積極的な利用で、利用者に安
心と安全をアピールして、内子産の農産物の商品価
値を高めていることが挙げられる。直売所を利用す
る顧客は、スーパーにはない珍しい農産品と出会う
ことの面白さはもちろん、生産者の顔が見えること
から得られる食品に対する安心感も求めている。そ
の安心感をより高めるため、「からり直売所」では、
品質管理について品質監査委員会の設置や定期的な
農薬・土壌分析などの厳しい規制体制を持っている。
さらにトレーサビリティシステムも導入している。
このシステムを利用すると、直売所利用者は店頭の
端末もしくは自宅のインターネットから生産者情報
や栽培履歴（農薬情報など）を閲覧できる。このト
レーサビリティシステムは、農業従事者にとっても、
前述の「からりネット」と並んで、効率的な生産管
理に便利なシステムである。お互いの顔が見える関
係は消費者のみならず、生産者にもプラスの影響を
与えていると言える。自らの農産物の価値を利用者
に認めてもらう喜びと、販売状況を共有するシステ
ムが農家の生産意欲と販売量増加のための創意工夫
を生み出している。

　内子町の農業は高度経済成長の煽りを受け、主産
業の座から徐々に衰退し、専業農家が減少した。そ
の結果、当時の農業従事者のうち８割が兼業農家と
なり、主産業も観光業に移り変わった。内子町にお
ける農業が劣位に置かれる中で、兼業農家の副収入

Ⅴ．事例からの考察
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の増加を起点とした農業活性化に向け、直売所を試
験的に導入した。農薬使用履歴の開示や独自の安全
基準の設置、市場には出回ってない品種の農産物
の提供などで他産地の農産物と差別化をしていっ
た。近年、消費者の食品安全への意識の高まりを受
け、減農薬や顔の見える流通に対する要望が増えて
いる（細川 2001:34）。このことが全国的な直売所の
目覚ましい発展の背景にあることを考慮するにして
も、「からり直売所」の行った買回品的性格を持っ
た農産物育成への取り組みが、消費者に「内子ブラ
ンド」を認識させることにつながっていることは事
例研究から判断することができる。
　「からり直売所」での販売および「からりネッ
ト」などを活用して得た消費者ニーズを参考にしな
がら、内子町の特産品に買回品的性格を付与するこ
とで、「からり直売所」全体で販売額を着実に伸ば
している。その結果、この「からり直売所」には、
「からり専業農家」という高い売上げを持つ農家が
多く存在することとなった。
　「からり専業農家」とは、生産する農産物を「か
らり直売所」でのみ販売し、さらに農業所得のみで
生計を立てている農家のことを言う。実際に、「か
らり直売所」に出荷している農家のうち８割が「か
らり直売所」のみに出荷している。「内の子市場」
は設立当初、兼業農家の副収入の増加を目指したも
のであった。しかし、内子町の農家は「からり直売
所」へ出荷・販売することから学習し、生産や販売
など自らの農業経営を改善した。その結果、多品種
少量生産で成果を挙げ、少品種大量生産の専業農家
に劣らない収入を得る農家が誕生するようになった
のである。図表２は「からり直売所」における販売

販売額 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010
～ 10 万円 55 47 75 77 89 67 67 75
～ 50 万円 75 78 69 97 129 137 143 136
～ 100 万円 24 41 54 65 68 77 71 62
～ 200 万円 10 28 37 46 62 63 62 70
～ 300 万円 6 16 13 24 24 25 28 26
～ 500 万円 5 9 17 21 21 23 24 28
～ 700 万円 1 4 9 7 7 8 12 7
700 万円～ 3 4 7 10 9 6 4

図表２　販売額別農家数 単位：戸

出所：「内子フレッシュパークからり」研究資料を基に筆者作成

額別農家数を示す表である。
　日本の販売農家6１世帯当たりの農業所得は、約
104万円である（総務省統計局  2012:7-4）。それに
対し、「からり直売所」の出荷者のうち年間販売
額が100万円を超えている農家の割合は約33％であ
る。さらに直売所設立当初と比べると、その比率は
20%増加している。「からり専業農家」の存在から、
「からり直売所」において、農家は直売所に出荷す
ることで市場流通では得られなかった市場競争力を
得ることができたと思われる。
　さらに「からり専業農家」の存在から、直売所を
始点とした農業の担い手および地域単位の大規模農
業団体への成長の可能性を見出すことができる。
　農林水産省が農業活性化のために現在掲げる担い
手政策は農地集約・大規模化を中心とした政策であ
る。それは従来、農産物生産のコアとなる経営資源
は大規模農地であると考えられているからである。
しかし、日本は中山間地域が国土の大部分を占めて
おり、中山間地域では大規模農地は望めない状況に
ある。中山間地域における農業の小規模化は進む一
方である。
　本稿では「からり専業農家」を取り上げた。小規
模農家の経営において、直売所で販売をすることが
大規模農地に代わる代替経営資源としてのマーケ
ティング能力を取得することにつながっており、小
規模農家でも市場競争能力を身につけることができ
るということを示した。さらに、「からり直売所」
では「からりネット」の利用や、販売への積極的な
参加で利用者と接することで得た消費者情報をもと
に小規模でも効率的な生産が可能になっていた。つ
まり、日本の中山間地域においても農業の担い手に
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なれる可能性が「からり直売所」の事例から見出せ
る。
　ただし、中間流通を排除した流通方法では、生産
者にとっては、流通機能の負担分が増える可能性が
ある。確かに、市場流通では生産者は流通機能を負
担しないが、直売所に出荷する時には、生産者は価
格設定、集荷、在庫管理等を負担することとなる。
しかし、直売所において買回品的性格を持つ農産品
の販売に関わることは、消費者情報の取り込みに役
立ち、利用者のニーズに合わせた生産・販売をする
こととなり、効率的な経営につながっていた。流通
機能の負担が増加するにしても代わりに直売所で得
るもの、つまり遂時的情報収集と学習に基づくマー
ケティング能力こそ小規模農家にとっては重要な要
素であると考える。
　直売所での農産物の販売を通して小規模でありな
がらも地域農業を担う専業農家を育成することで、
今後、小規模農家の集合であった直売所が大規模主
体に優る市場競争力を持つ団体になる可能性もある。
大規模農家の育成は現行の政策で実現されるとして、
直売所の存在は、現実性を持った農業の衰退阻止の
ための糸口として示唆を与えるものと思える。

　本稿では、直営店と直売所が類似した特徴を持っ
ているという点からかんがみ、他産業において市場
流通と市場外流通が相互補完関係にあるということ
に基づいて、直売所の市場流通補完チャネルとして
の存在意義を明らかにしようとした。「からり直売
所」について分析した結果、直売所というチャネル
を選択し、消費者に自らの農産物について訴えてい
くことで、生産者は市場流通では得られなかった市
場競争力を得ることができるということが明らかに
なった。さらに、直売所での販売において市場競争
力を得た小規模農業経営者が農業の担い手になり得
る可能性を示唆した。
　既存研究では、直売所の存在意義、とりわけ市場
流通にかかわる存在意義が明確に議論されてこな
かった。本稿では農産物流通における直売所につい
て、中間流通段階廃止によるメリットのみに特化す
るのではなく、直売所での販売製品の特徴や品揃え
が市場流通の補完機能としての役割を持ち、ひいて
は農業従事者の市場競争力獲得につながるという点

Ⅵ．おわりに

謝辞

を見出し、直売所の存在意義を示した。
　ただ、本研究は、先端事例１ケースによる議論で
あるため、その一般性にはまだ課題が残る。
　特に「からり専業農家」のような農家が他の直売
所でも育成しうるかに関してはさらなる調査が必要
である。なぜなら全ての直売所において「からり直
売所」のように生産者が積極的に販売に関わってい
るわけではないからだ。例えば、農業協同組合の運
営する直売所は大ロットの生産ができない農家のた
めの農産物販売場所という役割であるため、その運
営は農業協同組合が代わりにやっているところが多
く、基本的に全量買い取りであり、経営代替の仕組
みは市場流通と変わらない。
　加えて、生産者による直売所経営が発展している
地域において、農業協同組合との関係はどうなって
いるのかについても今後調べていく必要がある。な
ぜならチャネルを選択していくうえで、直売所と市
場流通のチャネル選択が柔軟にできる環境が整って
いることが重要だからだ。
　地域復興を共通の目標にすることで生まれる一体
感は農家同士の協力を軸とした直売所の運営に欠か
せない要素である。直売所の運営を起点としたひと
つひとつの地域の興隆が大規模農業団体の育成に寄
与し、今後段階的に全国的に農業が復興していくこ
とを期待する。

　本研究に際し、代表取締役社長富永昌枝氏をはじ
め、株式会社内子フレッシュパークからりの方々、
またからり直売所の出荷農家の方々から多大なるご
協力を戴きました。さらに、本稿の執筆に当たり、
３名の匿名レフェリーの先生方から大変貴重なコメ
ントを戴きました。ここに記して感謝申し上げます。
　また、研究を進めるにあたって、広島市立大学の
大東和武司先生、二村英夫先生、潮﨑智美先生、並
びに小樽商科大学大学院ビジネススクールの猪口純
路先生から様々なご指導を戴きました。心より厚く
御礼申し上げます。

１　農林水産省によると生産者が自ら生産した農産物（農
産物加工品を含む。）を生産者又は生産者のグループが、

注
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地域内外の消費者に対面で販売する目的で開設した場所
又は施設のことを産地直売所といい、既存研究において
は農産物直売所、ファーマーズマーケットなどと様々な
呼称が用いられているが、共に対象は同一である。本稿
においては「直売所」に統一して論じることとする。
２　農家における直接流通である直売所と他産業における
直売店舗とを区別するため、本稿では他産業における直営
店舗のことを「直営店」に統一して論じることとする。
３　2011年12月２日、JA全農ひろしま農産課・真志田氏
に対して行ったインタビュー調査に基づく。
４　現在の内子町は2005（平成17）年１月１日に、旧内子
町、旧五十崎町、旧小田町の３町が合併して誕生した。
それまでの内子町は面積121.17㎢の町で、38.49㎢の旧五十
崎町と139.84㎢の旧小田町が合併し、今の形になった。
５　2012年２月11日に行った株式会社内子フレッシュパーク
からり代表取締役社長富永昌枝氏へのインタビュー調査に
基づく。
６　「販売農家」とは経営耕地面積が30アール以上または
調査期間前１年間における農産物販売金額が50万円以上
の農家を指す。
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