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曰米構造協議と流通制度改革の方向

伊波美智子

はじめに

西暦2000年に向け曰米関係の新次元を開くことを目指した「曰米構造協議」

は、1990年６月末に最終報告書を提出し１年に及ぶ熱い外交交渉に一応の終

止符を打った。

「曰米構造協議」は、年間500億ドル近くの対曰貿易赤字、包括通商法スー

パー301条による曰本の不公正貿易国の特定、対曰観の修正を迫るリビジョ

ニズム（曰本異質論）の台頭を背景に、1989年５月にブッシュ大統領が提案

したものである。英語ではStructurallmpedimenntslnitiative（SII）と

いい、正確に訳せば「構造障壁協議」である。曰米間の経済関係において障

壁となっている構造的な問題を話し合おうというものである。しかしながら、

この協議にのぞむ曰米双方の態度には大きな差がみられた。この交渉から具体

的な成果を引き出すことに積極的な米国に対し、曰本側は交渉ではなく、あくま

で話し合いであるという受け止め方である。これは、Structurallmpedimentsl

nitiativeという英語表現からImpediments（障壁）という語を取り除いて

｢構造協議」としたところにも現れている。

米国の対曰要求６項目は、日本の経済政策を産業優先から生活者優先、消

費者利益の確保に重点を移すよう要求したものであり、直接・間接に現行の

流通制度および流通機構の改革を迫るものである。これは、これまでの曰本

人の生活様式、企業の行動様式ひいては価値観や倫理観の変更をも迫るもの

であり、文化摩擦であるともいわれる。しかしながら、米国側は構造改善に

ついて突如として難題をもちかけてきたわけではない。米国側の要求項目は、

米国が指摘するように、すでに「前川リポート』（1986年４月）において提

言されていることである。
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生活者優先、消費者優先は市場経済における第一の政策目標であるが、こ

の経済民主主義の原則は、明治以来わが国においては産業優先政策の下にこ

れまで２次的に扱われてきた。日本型資本主義ともいうべき官僚指導型協調

体制、ないしは開発主義的市場経済システムはそれなりに成功を収め、日本

はアメリカに次ぐ経済大国となった。しかしながら、経済活動のグローパリ

ゼーションが進む中で欧米型資本主義と共通のルールを持つことが求められ

ている。日米構造協議とは、このような産業優先政策の是正、ひいては外圧

がなければ国内矛盾の解決はできないという日本の権力構造の体質自体を問

うものである。この意味で、日米構造協議（構造的障壁を取り除くための協

議）は日本側の構造改善に比重があるといってよい。

このような視点から本稿は米国の対曰要求項目を取り上げ、曰米構造協議

を契機として大きく変わろうとしている日本の流通システムについて、その

方向が構造協議がねらいとしている生活者利益に真に資するものとなるのか

という観点から、(1)構造協議の背景と概要、(2)構造協議にみる流通制度改革

の方向、(3)流通業界の現状・発展方向と流通政策の課題について検討する。

１曰米構造協議の背景と概要

(1)ＳＩＩの世界経済的背景

曰米構造協議は1989年７月のアルシュ・サミットの合間を縫って開かれた

宇野＝ブッシュ曰米首脳会談で合意したものであるが、その出発点は、アル

シュ・サミットに先立つ88年６月のトロント・サミットに求めることができ

るとされる。(1)

トロント・サミットでは、その経済宣言において「構造改革（Structural

Reform)」が取り上げられた。構造改革がマクロ経済政策を補充し、その有

効性を高め、堅実な成長の基礎を提供するものであるとされ、サミット参加

国の経済協調プロセスに組み入れるよう協調されたのである。この背景には、
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1985年９月のプラザ合意以降３年にわたる為替調整は国際収支の調整に一

定の役割を果たしたものの、貿易不均衡問題を通貨調整のみに委ねることは

根本的な問題解決にならないという共通の認識がある。

この問題をさかのぼれば、1960年以降顕著になったドルの供給過剰問題に

突き当たる。これは世界経済の基軸通貨であるドルを持つ米国と、第２次世

界大戦後急速な経済成長を遂げてきた国々との経済力調整問題でもある。し

たがって自由経済社会第２位の経済力を持つ日本が対米経済交渉の先陣に立

たされるのは当然であるといえる。

国際的な通貨調整は、1960年代のドル過剰がもたらした国際不均衡を是正

するために1973年にスミソニアン体制から変動為替相場制へ移行することに

よって調整されるかにみえた。しかしながら、依然としてドルの過大評価は

続き、1988年の米国の経常収支、貿易収支の赤字は年間約1,500億ドル、対

外債務は5,000億ドル近くに達した。この戦後最大の世界経済の不均衡状態

の原因としては、①米国の財政赤字の大幅な拡大、②その結果として発生す

るドルの過大評価と米国産品の価格競争力の喪失、③赤字を是正する手段と

して黒字国から赤字国（米国）へのファイナンス（資本投資）が選好された

こと、④結果として不均衡が長期間放置され、それが管理困難な水準にまで

膨張したこと、および⑤国際通貨システムがこうした経済政策運営のミスマッ

チを是正するのに何の効果ももち得なかったこと、などの要因が上げられる｡(2)

アメリカの対日貿易赤字の是正策としては、1960年代以降繊維、鉄鋼、

カラーＴＶ、自動車、半導体と個別品目をターゲットにした交渉で輸出自主

規制措置がとられてきた。また、ＧＡＴＴ（関税貿易一般協定）の多国間交渉

(ラウンド）やＯＥＣＤ（経済協力開発機構）の場を中心に曰本市場の開放要

求が求められ、関税障壁の撤廃が進められてきた。しかしながら、このよう

な努力や円高にもかかわらず、対曰貿易の不均衡是正は多少改善されたとは

いえ、まだ均衡にはほど遠い。

一方、1985年のプラザ合意以降の急激な円高の進行は円の対外資産価値を
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高め、国内の土地高騰と相俟ってジャパンマネーが短期間のうちに洪水の如

く海外へ流れだし、諸外国のひんしゅくを買う結果となっている。とくに対

外投資は曰本企業の米国進出、証券投資に加え、折からのM&A旋風にのっ

てコロンビア映画やロックフェラー社の株式51％取得をはじめ、各地の不動

産や経営不振に陥った大学などが次々に曰本企業に買収されるに及んで感情

的な対日制裁論と結び付き、第二のパールハーバーと呼ばれるほど曰米関係

はギクシャクしたものとなっている。

このような動きはプラザ合意によりドル安・円高が容認されたことにもよ

るが、基本的には現在の国際通貨システムがドル安に歯止めをかけられない

どころか、その原因となっている米国の巨額な双子の赤字（財政赤字と貿易

赤字）の解消に何ら役立たないところにある。したがって、先にも述べたよ

うに、ここに1988年のトロント・サミットにおいて経済政策協調がうたわれ、

参加国の構造改革の推進が取り上げられる背景がある。日米構造協議は２国

間の貿易不均衡問題を解決する新しい方策として世界が注目しているのであ

る。

(2)SIIの発端と米国側のねらい

1989年４月28曰、ＵＳＴＲ（米国通商代表部）は包括通商法スーパー301条

適用対象国として曰本を含む36カ国・地域の貿易障壁を公表し、日本の貿易

障壁については７分野34項目が指摘された。そして５月26曰、ＵＳＴＲはスー

パー301条による通商自由化優先国として、日本、インド、ブラジルを特定

した。日本に対しては具体的に、人工衛星、スーパーコンピュータ、木材の

３分野が交渉課題としてあげられたが、ステートメントの最後に、日本につ

いては特に301条の枠外で構造問題の協議をすすめることが示された。

同曰、これとは別に日本に対する配慮からブッシュ大統領はステートメン

トを発表し、国務長官、財務長官、通商代表とで高級レベルの委員会を作る

よう指示した。この交渉でブッシュ大統領は、曰本との貿易収支調整、不正

入札、市場割当て、グループによる不買行為、などを包含する問題を交渉の
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テーブルに載せ、とくに流通機構、価格メカニズムに焦点を当てたいとして

いる。ただし、不公正貿易`慣行の調査と解消を目的としたスーパー301条と

は切りはなして交渉にのぞみたいとしている。これがStructurallmpediments

lnitiative（構造障壁協議）である。

このようなアメリカ側の動きに対し、曰本側は「制裁措置を前提とした301

条にもとずく交渉には応じられない」としながらも、日米摩擦の激化と90年

11月に迫った米国の中間選挙を前に「曰米双方の理解を深めるのが第一」と

の姿勢で、協議のスタートに合意したのであった。

SII提案後の主な曰程は下記の通りである。

1989年

５月２６曰 ブッシュ大統領ＳＩＩを提案

６月13～14曰曰米次官級協議（伊東）

７月14曰アルシュサミットの首脳会談（ブッシュー

宇野）で協議開催に合意

９月１日曰米首脳会談（ブッシュー海部、ワシントン）

９月４曰～５日 第１回構造協議（東京）

１０月18曰より10曰間内外価格差共同調査（東京、大阪、ニュー

ヨーク、シカゴ）

１１月６～７曰 第２回構造協議（ワシントン）

１１月８曰 通産省『曰米共同価格調査」結果発表

１２月27曰OECD事務局「対曰審査報告』

（構造調整の推進を促す）

1990年

１月19曰 政府・与党内外価格差対策推進本部、６本

の柱､５２項目の内外価i洛差是正対策を発表

２月６日 米国大統領『経済報告」及び『年次報告』

２月22～23曰 第３回構造協議（東京）
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３月２～３日 日米首脳会談（ブッシュー海部、パームス

プリングス）

日米非公式レベル協議（ニューヨーク）

日米蔵相会談（ロスアンゼルス）

USTR、スーパー301条適用対象で曰本の貿

易障壁35項目を発表

第４回構造協議（ワシントン）

中間報告書発表

USTR、構造協議中間報告を評価し、スーパー

301条の対曰適用を見送る

日米非公式レベル協議（ハワイ）

通産省、大店法運用適性化通達、３０曰から

実施

曰米外相会談

公正取引委員会『流通・取引慣行等と競争

政策に関する検討委員会報告」公表

第５回構造協議（東京)、最終評価

最終報告書公表

経企庁『公共投資基本計画』

３月20～21日

３月23日

３月30曰

４月２～５日

４月６日

４月28曰

５月23曰～24日

５月24曰

６月15曰

６月22日

６月25～28曰

６月28曰

６月28曰

(3)構造協議の経過

構造協議は、９０年９月に第１回協議を開き、以後２カ月おきに会合を持ち、

約１年かけて結論を出すことになった。そして、1990年７月のヒューストン

サミットに間に合わせる形で６月末の５回目の協議で一応の決着をみ、日米

双方において改善策についての最終報告書を作成・公表して終わった。以後

状況監視のため次官級レベルの会合を初年度は３回、次年度から年２回開き、

毎年春に報告書を作成・プレス発表を行い、３年後に見直し作業をすること
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になっている。以下、５回にわたる構造協議の状況を概略する。

(ｱ)第１回協議（1989年９月４～５日、東京）

８９年７月のアルシュサミットにおける宇野一プッシュ会談における合意を

受けて、曰米間の経済摩擦にかかわる構造障壁を除去するための第１回目の

会合が９月４，５曰の２曰間、東京で開かれた。

構造協議の初日のテーマは、「曰本の構造問題」について米国側が、①貯

蓄・投資バランス、②土地利用政策、③流通システム、④価格メカニズム、

⑤企業の系列関係、⑥排他的取引慣行の６分野について具体的な問題点を指

摘し、これに曰本側が反論、説明するという形で行われた。

２曰目の会合では、「米国の構造問題」として、①貯蓄・投資パターン、

②企業の投資活動と生産力、③企業行動、④政府規制関連、⑤輸出振興、⑥

研究開発（R&D）関連、⑦労働力の訓練・教育の７分野を曰本側が取り上

げ、米国側がこれに応答した。

２曰間にわたる会合では米国側の積極姿勢が目立ち、SIIを持ち出した米国

と不承不承協議の席に着いた曰本側の思惑の違いが第１回協議からあらわに

なった。結果的に双方の議論はかみあわず、米国議会や世論を意識して具体

的成果を求める米国代表団は、国内調整などを理由に煮えきらない態度で時

間稼ぎに終始する曰本政府の態度に対し、いらだちと懸念を露骨に表明した。

(ｲ)第２回協議（1989年11月６～７曰、ワシントン）

第２回協議では第１回協議の結果を踏まえ、さらに突っ込んだ討議が行わ

れた。しかしながら、構造問題はかなり浮き彫りになったとはいうものの、

指摘事項の具体的取扱いについて大きな親展はみられず、米国側のいら立ち

はっのった。

(ｳ)第３回協議（1990年２月22～23曰、東京）

自民党が圧勝した衆院選後の２月の第３回協議においては、米国側から、

公共投資を中期的にＧＮＰ比10％にすること、一定期間後の大店法の廃止、独
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禁法の改正･強化など240項目にのぼる対曰改善要求案が提示され、４月の中

間報告までに回答を出すよう強硬に迫った。

これに対し曰本側は、来年度予算案、税制改正案に盛り込んだ構造対策関

連措置や52項目の内外価格差対策などこれまでの対応状況を説明したが、米

国側は「消極的な対応」と受け止め、強い不満を表明した。

また、１０月に行われた内外価格差共同調査の結果が報告された。これによ

ると、７３銘柄のうち、医薬品・自動車用プラグをはじめ58銘柄が米国での販

売価格に比べて高く、曰本市場では輸入品が高くなっているという主張は裏

づけられた。しかし、曰本製品の低価格輸出は否定された。

(ｴ)第４回協議（1990年４月２～５曰、ワシントン）

２月末の第３回協議、３月の曰米首脳会談、非公式事務レベル折衝そして

曰米蔵相会談（ブレディー橋本）をうけて第４回協議がワシントンで開かれ

た。

中間報告において日本側が発表した改善策は次の通りである。

①貯蓄・投資パターン……住宅など８分野の社会資本整備計画の拡大と

総合的な公共投資10カ年計画の作成

②土地利用……大都市圏の市街化区域内農地への課税見直しと、住宅・

宅地供給促進のための法案及び土地税制の総合的な見直し法案の国

会への提出

③流通……大店法の規制を３段階で大幅緩和（５月の大店法運用改善、

次期通常国会における提出を目指した法律改正、３年後に特定地域

での規制撤廃を含めた抜本的見直し）

④排他的取引慣行……違法カルテルに対する課懲金の引き上げなど、９１

年度中をめどにした独禁法の改正と運用強化

⑤系列関係……系列取引への監視強化と、不公正取引を招く株式持ち合

いの制限

⑥価格メカニズム……政府・与党内外価格差対策推進本部において決定

された６本の柱、５２項目の対策の実施
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海部首相は、曰本側が約束した措置について「国益を推進するために必要

であり、国際社会の一員として負うべき責務である」として、円滑な実施に

向けて国民の協力を求める談話を発表、米ホワイトハウスは声明の中で、曰

本側の中間報告を「きわめて積極的」と高く評価した。

㈱第５回協議（1990年６月25～28曰、東京）

６月15曰の日米外相会談（ベーカーー中山）で米国が対曰重点関心項目と

してあげた５項目（公共投資、フォローアップ、特許、対曰直接投資、独占

禁止法）について、曰本側は国内の調整作業をすすめた。しかしながら調整

ははかどらず、曰米構造協議の最終報告書をとりまとめるための第５回会合

は予想通り難航した。このため、６月25,26日の２日間の予定を28日まで延

長した結果、海部首相の政治決断をいれ、ほぼ米国側の要求に沿う形で合意

にこぎつけ、５回にわたる構造協議は幕を閉じた。

第１回協議、中間報告書及び最終報告書を比較すると、米国側の要求項目

がより具体的になり、視点がより明確になってきたことがわかる。構造改善

について曰本政府がなすべき実効性のある構造改善のポイントはどこなのか、

ということがはっきりしたのである。これは見方を変えれば、曰本市場の構

造的弱点でもある。この点については、流通政策に関し次節で分析・検討す
る。

２構造障壁協議にみる流通制度改革の方向

「曰米構造協議」は曰米間の貿易不均衡是正と相互の経済融合（equaL

footing）を目指すもので、これまでの経済摩擦交渉とはまったく異なる手

法、すなわち「内政干渉」とまでいわれるほどお互いのいわば懐に飛び込ん

で摩擦の解消を図ろうというものである。この構造障壁協議は90年代の曰本

の流通政策を規定するものであり、構造障壁協議が決着した1990年は、日本

の市場構造大変革を予期させる、まさに「第２の流通革命元年」といってよ
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力〕ろう。

本節においては、今回の構造障壁協議で曰本の流通制度及び流通政策がど

う変わっていくのかという点について、「日米構造協議・最終報告」におけ

る曰本側の改善策を中心に考察する。

(1)構造障壁協議の焦点（協議スタート時）

国際化時代といわれる今日、企業の経済活動舞台はグローバル化し、曰本

企業も世界各国に進出している。「国際化」の考え方には２通りある。一つ

は外に向かって出ていく国際化、いわゆる海外進出である。もう一つは国内

市場の開放、すなわち内なる国際化であり、外国製品、外国企業を受け入れ

ることである。ポーダーレスエコノミーの時代、この２つの方向への発展は

バランスよく進められてしかるべきである。しかし残念ながら、これまで曰

本は前者については積極的であったが、後者については閉鎖的であったとい

わざるを得ない。外に対して閉鎖的であるのは政府の経済政策のみならず、

企業活動および消費者行動にも共通していえることである。

構造障壁協議を提唱した米国側の意図はこの日本市場の閉鎖'性を突き崩す

ことにある。自他共に認める世界一開かれた市場を持つ米国にとって、今や

日本はカナダに次ぐ貿易相手国である。しかし一方は黒字債権国であり、片

や赤字債務国となれば、曰本に対し、対等に開かれた市場を求めることは、

公平性の点からいってきわめて当然のことである。

1989年５月の大統領声明にもあるように、米国側は閉鎖`性の象徴として、

価格メカニズムと流通機構に焦点をあて、これらを突破口にして日本市場の

開放要求を進めることとした。価格メカニズムについては、曰米共同で内外

価格差の実施を調査することにより、次ぎの２点について日本市場の非合理

性を追求し、曰本の消費者を見方にできると判断したためであろう。第１点

は、食料品・政府規制の許認可料金など、外国品及び外国企業の参入が妨げ

られている分野における政府の保護規制措置。そして第２は、輸出価格を国
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内価格より低く設定する輸出メーカーの価格戦略である。１０月に行われた共

同価格調査では、第１の点は証明されたが、第２の点については否定されて

いる。

なお、海外に比べ曰本の諸物価が高いという指摘（内外価格差問題）につ

いては、急速な円高の進行にも原因がある。わが国の物価水準は1985年には

スイス、米国、カナダとほぼ同水準であったが、1988年には米国の1.6倍、

フランスの1.3倍になった。円高は本来物価を引き下げる働きをもつもので

あり、専門的な分析が待たれていたが、この問題については曰本銀行が論文

を発表し、内外価格差発生の要因として、①公的規制、②流通機構の生産性、

③輸出企業のプライシング態度、④消費者行動をあげている｡'３１

また、曰米共同価格差調査の結果や、政府・与党内外価格差対策本部が打

ち出した52項目の内外価格差対策などに米国側も納得したのか、内外価格差

問題は次第に焦点から外れ、最終報告書においては６番目の扱いとなってい

る。

これに対し、流通制度については大店法の撤廃と独占禁止法の改正・運用

強化をめぐって最後まで激しい論戦が続いた。流通制度の問題をとりあげる

ことについて米国側の利害が絡むポイントは２つある。ひとつは米国最大の

玩具チェーン店「トイザラス」の新潟進出を契機として、外国製品輸入拡大

の障壁となっている大型店の出店を規制している「大店法」を取り上げよう

とするものであり、他のひとつは外国人からすれば複雑で不明瞭な日本の取

引慣行である。米国側は、前者については「大店法」の撤廃、後者について

は独占禁止法の改正と運用強化を強く迫ったが、曰本側は国内の政治的なか

けひきもあり、最後までもつれた。

結果的には米国の主張する撤廃とまではいなかかったものの、大店法は３

段階で緩和されることになり、これをうけて大型店やショッピングセンター

の出店計画が活発になっている。

次ぎに、最終報告書における対曰要求６項目について、流通との関連を探
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ろう。

(2)対曰要求６項目と流通システム（最終報告）

仇貯蓄・投資バランス

米国側は総額430兆円にのぼる公共投資10カ年計画の提示を要求。イン

フレを懸念する大蔵省の反対で難航したが海部首相の政治決断で決着。流

通関連では、空港、港湾などの輸入インフラの整備が進められる。

け)土地政策

都市地域、とくに東京など大都市地域の高地価・高家賃が外国企業の進

出を阻害しているという面もあるが、最終報告書で期待されているのは

「風が吹けば桶屋が儲かる」式の地価抑制による住宅需要の増大が輸入機

会の拡大につながるということである。また、都市地域の地価や家賃が下

がれば店舗の増床による輸入品売り場の拡大も期待される。

け)流通制度

基本認識として「日本の流通につき、一層の効率化、アクセスの確保、

物理的基盤の整備等を推進していくことを通じ、国民の消費生活の充実を

図っていくことが重要」とし、具体的には、輸入関係インフラの整備、輸

入関係手続の迅速化・適性化、規制緩和、商慣行の改善、輸入促進策など

５項目をあげている。輸入拡大と外国企業の市場参入を容易にすることが

結果的に国民生活の充実になるといいたいのであろう。

とりわけ、規制緩和（大店法、景品と広告規制、酒類販売等に関する規

制）については報告書中もっとも多くのスペースをさいている。なかでも

大店法の扱いは大きく、米国側との協議でかなりのやりとりが行われ、具

体的な政策の提示を求められたことがうかがえる。

（ｴ)排他的取引慣行

消費者の利益を促進し、市場への外国企業を含めた新規参入機会を増大

させるために、①独占禁止法とその運用の強化、②行政指導等の政府慣行
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に関する一層の透明性・公正性の確保、③民間企業に対する透明かつ内外

無差別な調達活動の勧奨、④特許処理審査期間の短縮を含む特許審査処理

の促進、など４項目をあげ、公正で自由な競争の維持・促進を図ることと

している。

排他的取引慣行についても最終報告においては内容の大幅な書き換えと

前進がみられ、独占禁止法の運用強化等についてここでも米国側が曰本政

府の明確な対応を強く迫ったことがわかる。とくに、課徴金の引き上げや

損害賠償制度、談合の監視強化、また特許処理審査期間の短縮等について

は強硬で、これに対し曰本側は、独禁法の改正を次期通常国会に提出する

ことや特許処理審査期間を５年以内に24か月に短縮することなどを約束し

ている。

㈱系列関係

系列関係の存在はそれなりの経済合理性を有するともいえるが、同時に

対外的には反競争的、排他的な側面を持っていることも否定できない。外

国企業の対曰直接投資を促進するためにも、独禁法を厳正に運用すること

とし、このため「流通・取引慣行等と競争政策に関する検討委員会」を設

け、最終報告に間に合わせ６月21日に提言を得ている。なお、この提言に

おいては、独占禁止法上違法となる行為を列挙したガイドラインの作成と

個々の企業における法務部門を充実させることが望ましいとしている。

(力)価格メカニズム

内外価格差の是正は米国側の指摘を待つまでもなく曰本政府にとっても

異論のないところであり、その対応策として、①内外価格差の実態の把握

及び産業界、消費者への情報提供、②規制緩和及び独占禁止法の厳正な運

用、③輸入の促進及び生産性の向上、④適正な地価の形成、⑤公共料金の

適性化をあげている。

これらの措置に加え、大店法等流通に関する規制緩和、独占禁止法の運

用強化、社会資本の充実、適正な地価の形成等この最終報告でとくに指摘
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された問題について具体的措置を講じることにより、内外価格差の是正に

努めるとともに、以後のフォローアップとして曰米共同で価格調査を継続

し議論することとしている。

(3)対曰要求事項の絞り込み

以上のように、当初米国側は曰本市場の閉鎖性の象徴として、価格メカニ

ズムと流通制度をあげてきたが、討議を続けていくうちに次第に焦点は次の

３点に絞られてきた。すなわち、第１に大幅な公共投資の拡大、第２に大店

法の撤廃を筆頭とする政府規制分野の自由化、そして第３に独禁法の運用強

化である。これらの３点は具体的な投資額や法律の改正を伴うので実行結果

を目に見える形で具体的に示すことができるという点で共通している。同時

にこれらは米国側が次に出してくる要求アクションの布石でもある。公共投

資については、公共事業の入札に関し国内事業者の談合を廃し外国企業の参

加を要求してくるであろう。大店法の規制緩和については、トイザラスをは

じめとする外国流通資本の日本市場参入である。流通業の次ぎは、金融業、

サービス業などと市場開放要求が相次ぐであろう。第３に欧米型の市場競争

ルールを独占禁止法の厳しい監視の下に実施してこれら外国資本の曰本進出

を容易にするというシナリオである。

このようにみてくると、今後は建設業界と流通業界が台風の目になること

が明らかになってくる。しかも、両者は非常に共通している部分が多いとい

う点も興味深い。建設業界、流通業界はいずれも零細から大手まで事業者が

乱立する業界であり、談合や曰本的商’慣習の存在など制度的に外国企業が入

り込みにくい体質をもっている。また、両者ともハイテク技術を駆使するな

ど非常に先端的で近代的な事業者がいる反面、零細で遅れている部分を温存

している分野でもある。同時に両者ともに現在十分に大きな市場であるとと

もに、豊かな社会建設を標傍する日本経済において将来にわたる成長可能性

を持ったビッグ・マーケットである。また、これまで両者とも不況時には過
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剰労働力を吸収するなど、失業のバッファーとしても機能してきたが、近年

の人手不足から零細事業者の淘汰が進んでいるという点についても共通して

いる。

すでに曰本企業は、米国をはじめとする諸外国において製造業の進出のみ

ならず公共事業の入札、流通業進出を経験済みである。建設業界、流通業界

をはじめとして、幼稚産業の保護という名目の下にひとりわが国が外国事業

者を締め出すということはもはやできない、というのが現実である。

３流通業界の現状・発展方向と流通政策の課題

一生活者優先へのEi第転換

日本側の抵抗にもかかわらず、フォローアップという形で実質的な構造障

壁協議を継続することに合意し、日米構造協議はひとまず終了した｡かなり

の部分を政治的裁量に委ねる形で決着した構造障壁協議は、その実施に向け

てこれから曰曰摩擦（国内調整）というハードルを乗り越えていかなければ

ならない。

本節においては、曰本の流通構造の特徴を『商業統計」の推移からみると

ともに、流通業界変化の方向と流通政策の課題について、通産省の『90年代

の流通ビジョン」（1989年）を中心にまとめた。

(1)曰本の流通構造の特徴と流通業界の現状

わが国の流通構造の特徴としては、規模の零細性、高い店舗密度、流通径

路の多段階性が指摘される。しかし、近年これらの特徴は、消費者行動や社

会環境の変化、新業態の小売業の進出など競争構造の変化により、著しく変

わりつつある。

①小売構造

1988年の商業統計によれば、小売商店数は、約162万店である。従業者規
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模別の商店数の構成をみると、従業者１～２人規模は540％、３～４人規模

が26.1％、５～９人規模が13.2％となっており、従業者10人未満の商店数が93.3

％を占めている。

しかしながら、店舗総数は年々減少している（1982年172万店、1985年163

万店、1988年162万店)。これは乾物、菓子パン、野菜、果実などいわゆる業

種店で１～２人規模の商店数の減少（1982年104万店、1985年94万店、１９８８

年87万店）によるところが大きい。

また、店舗当たりの従業者数、販売額のいずれでみても、日本の値はアメ

リカ、西ドイツ、イギリスに比べ小さく、小売店舗の密度を人口1,000人当

たりの小売店舗数でみると、日本は、イギリスや西ドイツの実に２倍以上、

アメリカの２倍弱の値をとっている｡'４１

－方、消費者のライフスタイルの変化等に応じて、コンビニエンスストア、

専門量販店、通信販売等が急成長しており、ディカウントストアやロードサ

イドストアといった新業態店の進出も著しい。

②卸売構造

商業統計（1988年）によれば、曰本の卸売業の商店数は約43.6万店である。

従業者規模別の商店数の構成比をみると、従業者１～２人規模が21.8％、３

～４人規模が25.2％、５～９人規模が279％となっており、従業者10人未満

の比較的小規模な商店数の構成比は749％となっている。

卸売構造の特徴としては、小売店舗密度と同様に、卸売店舗密度も高い値

をとること、また、全体的な傾向としては、他の諸国にくらべて卸し売りは

多段階であることが上げられる｡(5)卸売店舗密度の高さは、小売店舗密度の

高さの反映であり、同時に卸売業の多段階性を生じることになる。

また、零細小売店舗数の減少をうけて、これらの小売店と取引関係にある

零細卸売店も減少しており、なかには小売業への転向もみられる。

このほか、製造業が卸機能を代替したり小売業が製造段階と直結するなど

流通径路は短絡化の傾向にあり、また物流業が卸売業の分野に参入してくる
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など、卸売業界は厳しい状況にある。

(2)流通業界変化の方向

流通業界は今、新業態・新事業への進出といった、いわゆる「業際化」の

進展、輸入の増加、流通業の海外進出といった「国際化｣、またPosシステ

ムの導入やオンラインネットワークの構築など「情報化」の急速な進展を背

景に急速に構造変化が進みつつある。1989年４月から導入された消費税も長

期的には体力の差となり、構造変化の流れを促進するであろう。

また、流通を規定する消費者の生活の変化として、サービス化・高級化が

いっそう進展し安心や健康、時間節約といったソフト面を重視する「高消費

社会」が出現し、人口の高齢化、労働時間の短縮、女性の社会進出などによ

り、価値観・ライフスタイルの多様化が進むことが見込まれる。

このような環境変化を考慮に入れ、「90年代の流通ビジョン」は以下のよ

うに流通業界の将来を展望している｡(6)

まず小売業については、次の５つをあげている。

①総合的生活提案を行う業態……百貨店､量販店

②低価格販売を志向する業態……スーパーマーケット、ディスカウントストア

③専門性を追及する業態……専門店、一般小売店

④利便性を追及する業態……コンビニエンスストア、通信販売、訪問販売

等の無店舗販売

⑤快適な買物空間としての商業集積……既存商店街､新しい商業集積（ショッ

ピングセンター)、ロードサイドストア

また、卸売業については、①情報化志向型卸売業、②輸入志向型卸売業、

③総合的マーチヤンダイジング卸売業、④小売支援サービス卸売業の４つを

あげている。

このように『ビジョン」においては、我が国の流通は、いまダイナミック

な構造変化のプロセスにあるとして、「流通業が積極的な企業家精神に基づ
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いて自主的な活動を展開し、この方向をさらに進めていくことが望ましい」

としている。

(3)流通政策の目標と課題

『90年代流通ビジョン」においては、流通政策の任務として①競争メカニ

ズムが有効に機能するように競争環境を整備すること、②意欲ある中小流通

業の活力を引き出し構造改善を進めるように競争メカニズムを補完すること、

そして③公共財としての流通基盤施設の整備を積極的に進めることにより、

流通業の持つ機能を十分に発揮させるような環境を整えることとしている。

また、経済社会政策の目標として①真に豊かな消費生活の実現、②国際経

済社会の発展への貢献、③活力ある地域経済社会の建設への寄与、④魅力あ

る流通業の経営資源の確保をあげている。

さらに、これらの４つの目標を実現するために次のような９つの課題を達

成する必要があるとしている。

①流通システムの合理化……制度・慣行の見直し（大型店の出店・酒・米

等の販売など流通に係る諸規制の緩和、返品制・リベート制・建値制

などの商慣行の改善、輸入総代理店制度の再検討など）及び流通機構

の効率化（情報化の推進、物流の高度化及びこれに必要な人材の確保・

育成）

②構造改善の推進……中小小売業の体質強化（低利融資制度、情報ネット

ワーク化を促進するための支援策等)、卸売業の体質強化（機能強化、

組織化、企画開発機能の発揮に対する支援等)、およびこれら施策の

推進

③商店街の活性化と「街づくり会社構想」……商店街の活性化（リーダー

の若返りと人材教育)、「街づくり会社構想」（地域の中小商業者及び

市町村等地方公共団体への積極的な支援)、新商業集積の計画的整備

（融資を含む支援措置等）
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④製品輸入の拡大……「ワールド・ショッピング・システム構想」の推進

（コンピュータによる情報処理ネットワークと国際宅配便システムを

利用した通信販売事業)、制度等の見直し（輸入検査に係る手続の迅

速化と輸入インフラの整備、規制緩和など）、多様な輸入チャネルの

確保（情報の提供、共同化の支援など)、アクセスの場の提供（「国

際的総合流通センター構想」の推進)、輸入への取り組み意欲の高揚、

我が国の流通に対する理解の促進、政府間ベースの共同プロジェクト

など

⑤グローパリゼーションの促進……海外事業展開の円滑な促進、海外流通

業の円滑な進出、国際交流の促進など

⑥消費者の利便性の向上……消費者の選択の拡大（商品情報の消費者への

円滑な提供)、キャッショレスショッピング（クレジットカード、プ

リペイドカード、ＩＣカード等）の推進、無店舗販売の健全な育成

（トラブル防止の施策等)、消費者の発言力の強化(消費者対応セクショ

ンの充実等）

⑦ハイクォリティライフの創造と「ハイ・マート2000構想」……生活提案

型小売業の育成（情報提供、人材育成、店舗改装に対する融資措置等)、

新しい商業サービス複合集積の形成（｢ハイ・マート2000構想」の推

進）など

⑧人材の確保・育成……人材の有効活用、優秀な人材の確保と育成のため

に産業全体としてのイメージ向上を図ることなど

⑨労働環境の整備……労働条件の水準の向上、労働時間の短縮など

⑩その他……各種統計調査、流通関連統計の整備・充実など

激変の時代とは新規事業者の市場参入と同時に退出も多く、市場の新陳代

謝が活発に行われるということである。これからの小売業は総合大型店上位

企業の寡占化がすすむ一方で、そのスキマを埋める形で小規模の専門店や零
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細店も生き残っていくであろう。生活者の欲求の満足と利便性の向上のため

には、多様な流通形態が存在することこそ必要だからである。

おわりに

政府規制の緩和と独占禁止法の運用強化を２本の柱として、米国側は今後

とも種々の分野にわたって市場開放要求を突き付けてくるであろう。大店法

の撤廃は米国にとって貿易不均衡の解消にはならないという指摘は多い。こ

の点は米国側も百も承知であろう。むしろ、短期的な効果は期待できないと

ころから、米国側は次なる市場開放要求の布石として大店法を持ち出したと

みるべきである。すでに金融市場の開放について米国側は報復的措置を準備

して曰本市場の開放要求を出す準備に入っている。コメ、医薬品、サービス

業など日本市場はまだ堅くガードされている。

曰米構造協議において米国側は、フェアな経済競争の前提である市場開放

を求めているのであり、具体的に大店法の撤廃を持ち出すことによって、市

場開放に対する曰本政府の姿勢をみようとしているのである。このような米

国側の真のねらいを見抜くことなしに個別的対応に追われていては大局を見

失うことになる。問題は経済大国である日本の市場開放度の低さなのであり、

本来ならば大国にふさわしく自ら市場を開放していかねばならない。同時に、

国民が豊かさを実感できるよう生活環境を整備するなど、生活者主体の政策

が求められているのである。これは『前川リポート」（1986年４月）や『経

済運営５カ年計画」（1988年５月）等をはじめとする各種審議会の答申でも

指摘されていることである。しかしながら、国内の利害調整に時間がかかり

すぎ、国内の利害対立を「外圧」によって解決する日本政府の政策遂行パター

ンは基本的には変わらないものと思われる。

曰本の小売業界の自由な発展を歪めてしまった(７１という指摘もきかれる

｢大規模小売店舗法」については、規制緩和のスケジュールは示されたとは
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いえ、その実施には今後になお大きな課題を抱えている。大店法は消費者利

益の確保を第一の目標に掲げているとはいえ、これまでは中小企業者の保護

が前面に出されて運用されてきたというのが実態であり、実質的には先発大

規模店の既得権擁護になっているというのが現実である。

消費者利益の確保、生活者優先という政策目標が、大店法の運用過程にお

いて、地元商店街の反対の前に掻き消されてきたという経験を今回の大店法

論議で生かすことができるかどうかは消費者の声にかかっている。これまで

の産業優先政策の結果、企業だけが豊かになり大多数の国民は豊かさを実感

し得ないという現実を是正するためには企業側に痛みを伴うこともある得る。

世論調査の結果１８１においては、曰本の経済構造の改革と一層の市場開放を

強く求める米国側の主張を肯定的に受け止める人が47.4％と否定的にみてい

る人（39.5％）を上回った。また、日本の対応では、程度の差はあれ、前向

きに対応する必要があるとした人が859％にのぼり、その理由として「生活

の質の向上など、曰本自身のため」と考えている。

激動の変革期にある流通業界において革新の芽を摘むような規制は思い切っ

て廃止に踏み切るべきであろう。そのうえで無秩序な開発行為については都

市計画の規制の網をかぶせ、零細業者の転廃業や生活問題には別の角度から

対策を講じることも必要である。一方で、意欲ある中小企業者を援助し育成

する施策を推進することは当然である。大資本、大企業、大型店の権力の濫

用、過度の市場集中の問題については独占禁止法を運用することで十分監視

できるのであり、特別な法律は必要ない。

独占禁止法はもちろん、大店法においても真っ先にうたわれている消費者

利益の確保、国民生活の福祉と向上をいまこそ正面に据え直す政策が求めら

れている。これらの諸政策が骨抜きにならないよう見守ることは消費者、生

活者としての、また国際化時代の国民としての義務でもある。
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