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物価と流通：1995年の動きを中心に

知念肇

(1)はじめに

バブル経済の崩壊と平成不況をうけて、物価に対する国民の関心が高まってい

る。また、海外に年間1,500万人もの人が旅行に出掛けるようになり、海外に比

べての我が国の物価高が実感として伝えられるようになってきた。それに対し、

ダイエーの中内社長が物価を2000年までに現在の半分にすると宣言したり、西友

が西友物価指数を発表するなど、流通業者の積極的な物価問題への取り組みが話

題となっている。

単発的に安売りをするのではなく、安定的に低価格を維持しようと言う行動が

見られる。また、消費者ニーズへ的確に対応するために新たなシステムを作り上

げようという動きも多く見られるようになった。本稿においては、これらの昨今

の動きを外観した上で、我が国流通システムの現状について考察しようというも

のである。

(2)曰本の物価について

1995年は、日本の物価の高さが問題となった年といって良いだろう。例えば、

アメリカ競争力委員会は、次のように指摘したとされている｡(1)

「円高にもかかわらず日本の購買力は米国に比べて低下している。日米の生活

水準の格差は1993年、９４年と二年連続して拡大している。

国民一人当たりの国内総生産（ＧＤＰ）の94年の前年比伸び率は、日本は0.3

％と英国（３６％)、米国（3.0％）などに比べ際だって低く、先進７ケ国のなか

でも最低である。国内物価も米国より割高な水準にある。この結果、９２年には米
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国の85％にまで高まった日本の購買力は、９４年には再び809％に下がった｡」

円は高値を更新しているのになかなか物価が下がらない。官民エコノミストの

典型的な指摘を新聞より２例示そう。

まず、1994年の日米の内外価格差が182倍であるとの試算を発表した三菱総合

研究所の小野達也氏は以下の３点を指摘している｡(2)

①日本の物価水準は米・英・独・仏４カ国と比べて突出した水準にあり、内外価

格差は最近の円高により拡大傾向にある。また、生活必需品の物価が高いなど

日本特有の物価構造がある。

②日本の賃金は為替レートで換算すれば世界最高水準にあるが、物価の高さはそ

れを上回る。国民が豊かさを実感するためには、物価水準を下げる必要がある。

③物価水準の下落を具体的な目標として定めて、とりうる政策を明確にすること

が緊急の課題である。

一方通産省は、次のように指摘したとされている｡(3)

「通産省の試算によると、内外価格差が解消すれば消費者の購買力は約３割増

加することが分かった。是正に向けた取り組みとしては政府規制や取引慣行の見

直しのほか、商品の見栄を重視したり、過剰サービスを求める消費者の購買`慣習

を改善することが必要と指摘している。米国と日本の内外価格差をゼロにすると、

家賃の場合は日本の個人消費総額のうち8.8％の余剰が生じると試算。食料品で

は8.6％、教養・娯楽では６２％の余剰を生むことがわかった。同様に、消費財・

サービス全般にわたり内外価格差が無くなると仮定した場合、個人消費総額の７

割程度で同じ財・サービスを購入できると推計。この結果、残りの３割が消費者

余剰となり、購買力の増加につながるとしている｡」

以上の指摘でわかるとおり、わが国の物価水準は外国に比べて高いようである。

それ以上に問題とされるのが円高にも関わらず高いということである。議論の中

で頻繁に出てくる内外価格差とは何だろう。それを次に考えよう。
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(3)内外価格差とは

現代の日本経済の大きな問題が、内外価格差である。これは、円が高くなって

いるにもかかわらず、消費者は物価が下がったという実感がわかないことをどう

説明するかである。

内外価格差が一般的に認識されるのは、以下のような場合である｡(4)

①国内と海外で生産・提供されている同一の財・サービスの価格が、国内よりも

海外の方が低い。例えば海外のある都市のオフィス賃貸料が国内都市部のオフィ

ス賃貸料よりも低いといった場合がこれに該当する。

②海外で生産された同一の財が国内に輸入されると海外で販売されている場合に

比べて高い。例えば外国の高級ブランド品の価格が、円高局面においても国内

では下方硬直的な場合がこれに該当する。

③国内で生産された同一の財が国内に輸入されると海外で販売されている場合に

比べて高い。例えば国内の流通システムが海外に比べて非効率な場合には、そ

の分国内価格の方が海外での価格よりも割高になるという場合がこれに該当す

る。

このうち②③においては、流通段階の非効率が問題である可能性が高い。また、

わが国の人件費の高騰、公的規制の広範な存在等が関連する。

内外価格差を簡単に定義すれば、海外の物価水準に対する日本の物価水準の比

率ということになる。分かりやすく説明するために、ハンバーガーの例を考えて

みよう｡(5)

日本で買うと、１個130円するハンバーガーと、同じ品質、同じサービス内容

のものが、アメリカで１個１ドルで買えるとすると、他の商品のことを一切考え

なければ、130円は１ドルと等しいと言える。日本における130円とアメリカにお

ける１ドルは、ハンバーガーに対する購買力としては等しいと考えられる。

このことは、購買力平価が１ドル130円（＝130円÷１ドル）であると表される。
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一方、実際の為替レートが１ドル100円とすると、100円をアメリカにもってい

けばハンバーガーが１個買えるということで、日本で130円のものがアメリカで

は100円であるから、日本のハンバーガーの価格はアメリカの1.3倍（＝130円÷

100円）と計算される。

以上は、ハンバーガーの内外価格差である。これは、購買力平価130円／ドル

を実際の為替レート100円／ドルでわったものとしてとらえることができる。内

外価格差とは、購買力平価と実際の為替レートの乖離を示しているのである。

内外価格差の計算式は下記のようになる。

内外価格差の計算式

(日本の物価水準：円ベース）

アメリカの物価水準：ドルベース×為替レート：円／ドル

＝対米ドル購買力平価／為替レート

表１世界主要都市に対する東京の内外価格差（1994年11月）

資料：経済企画庁調べ

－３６０－

比較された都市
:対東京

購買力評価
Ａ

平均為替レート
Ｂ

内外価格差
Ａ／Ｂ

ニューヨー

ク
'５５円／ドル '０２円／ドル '５２

ロンドン ２３４円/ポンド '５７円/ポンド |､５０

パリ ２６．３円/フラン '８．４円/フラン 1４３

ベルリン ９０．７円/マルク ６３．０円/マルク '４４
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経済企画庁では、1988年以来、家計で購入される商品・サービスの個別価格調

査を行い、欧米主要都市（ニューヨーク、ロンドン、パリ、ベルリン）と比較し

た内外価格差の数字を公表している｡(6)

1994年11月時点での生計費の購買力平価をそれぞれの1994年の年平均為替レー

トでわると、東京の内外価格差は、ニューヨークに対して152倍、ロンドンに対

して150倍、パリに対して143倍、ベルリンに対して1.44倍となっている。

表２に見られるように欧米各都市に対する東京の内外価格差を費目別に見てみ

ると、特に食料品、被服・履物、エネルギー・水道、家賃の費目において内外価

格差が大きい。

内外価格差が拡大する要因としては、次の４つが考えられる｡(7)

①市場メカニズムの働きを阻害する要因が存在する。

②貿易財分野の高い生産性を反映した所得水準の高さ。

③円高の進展による価格調整の遅れ。

④市場為替レートが均衡レートから乖離している。

わが国の法律で定められた諸規制が健全な市場メカニズムの働きを阻害してい

るのではないか、またわが国企業の商慣行が企業の合理的行動を阻害しているの

ではないかといった指摘がアメリカを中心になされるようになってきた。

しかし、内外価格差の数字の評価においては、注意を要する。貿易財産業の生

産性が高く所得水準の高い国においては、人件費の高騰により非貿易財の生産性

が向上しにくい。その結果、為替レートが末端にいくほど反映されず、値段が高

くなる。貿易財とは製造業、非貿易財とは流通、サービスと考えるとわかりやす

いだろう。

海外から割安な商品が輸入され、それが国内に流通するにはある程度時間がか

かる。内外価格差の問題は国内の価格調整が急激な円高についていけなかった側

面もある。また、為替レートがわが国の経済力以上に高値で推移するなど、為替

レートに不安があり、なかなか市場価格に反映されなかったということもある。
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表２費目別の内外価格差の現状（1994年11月）

(備考）

１．食品には、酒類を含む。

２．「エネルギー・水道」には、下水道料金を含む。
３．品質・規格が厳密には一致しない場合には、個別品目の厳密な比較は困難な
場合があり、また、食料品については食習慣の違いがあることにも留意する
必要がある。

４．保険・医療、教育については、公的補助、社会補償制度等の制度的な違い等
が含まれていることに留意する必要がある。

出所：経済企画庁物価局

「生計費調査（1994年11月）による購買力平価及び内外価格差の概況」
1995年５月

－３６２－

費目
海外各都市に対する東京の内外価格

対ニューヨーク 対ロンドン 対パリ 対ベルリン

総合 １．５２ |､５０ |､４３ 1．４４

食料品 |､７５ 2．０１ |､９３ 2．０４

耐久財 |､４１ １．１４ |､０５ 0．９９

被服・履物 1．７６ |､７０ |､３０ |､３８

その他商品 |､４７ |､４２ |､２３ |､２２

エネルギー･水道 2．０３ |､７３ |､３３ |､０４

運輸・通信 |､３９ |・’８ |､３０ 1．２０

保険・医療 0．８６ 2.’９ '８１ 3．７２

教育 ０．９６ 0．６９ 2．３７ '２２

家賃 |､９７ |､６１ |､４１ |､３７

一般のサービス |・’８ 1．２３ 1．０８ |」６
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(4)価格破壊

価格が下がるという現象は、商品に価値自体が無くなった場合と価値は変わら

ず値段のみが下がる場合の二通り考えられよう。前者を値崩れとするなら後者は

流通革新と考えられる。

価格上昇が低下するディスインフレは、値崩れによるものか、流通革新による

ものか見極めなければならない。流通革新をいわゆる価格破壊と表現しているマ

スコミも多い。しかし、言うまでもないが破壊とは無くすことであり、一般的に

言う価格破壊とは流通革新による低価格化現象を誇張して表現したものと考えて

ほしい。

値崩れと価格破壊を概念的にとらえるならば次のようになろう。(8)図１の総需

要曲線と総供給曲線を参考に考えるならば、値崩れとは、景気後退期に伴う需給

ギャップの拡大によって引き起こされると考えられるので、需要曲線が左下方に

シフトすることになる。図の①の方向に移動する。

図１総供給・総需要曲線（概念図）

価格

① ②

の

数量

出所：経済企画庁編

『経済白書』（1995）大蔵省印刷局７１ページ
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一方、価格破壊とは、総供給曲線が右下方へシフトすることを意味する。図の

②の方向への移動である。このように供給曲線が移動するのは生産性の向上やコ

スト削減に起因すると考えられている。このことは、価格を引き下げる原資が生

じるということであり、消費者にとっては実質所得の増加を意味する。

経済白書は価格破壊という現象を供給曲線の右下方へのシフトと考え、以下の

ように説明している｡(9)

「こうした観点から価格破壊をとらえると、①生産性の上昇やコスト削減を武

器とした革新的な経営者の新規参入による低価格品の投入に加えて、②競争促進

が既存の国内流通業に対してマージン率の引き下げ圧力を強めていることを背景

に、価格引下げを通じて円高差益等をこれまで以上に流通業から消費者や製造業

に所得移転する行為とみなすことができる｡」

したがって、価格破壊を歓迎する雰囲気がわが国国内に広まった。

(5)規制緩和

価格破壊を認める世論の高まりに対し問題となったのがわが国の公的規制であ

る。すなわち、わが国政府により実施されている多くの公的規制が企業の自由な

活動を阻害し、そのことが価格破壊の進展を阻止しているとの意見が強くなって

きている。

公的規制は、経済的規制と社会的規制の二つに分けられる。経済的規制とは、

規模の経済などの「市場の失敗」を修正しようというものである。一方、「社会

的規制」とは、環境・安全・衛生などに関して主に消費者の保護を目的としたも

のと考えて良い。

公的規制の明確な定義は存在しないが、臨時行政改革推進審議会（第二次行革

審）の捉え方を参考とするなら、公的規制は以下のようなものである｡('0）

「公的規制は、一般に、国や地方公共団体が企業・国民の活動に対して特定の

政策目的の実現のために関与・介入するものを指す。それは、許認可等の手段に

－３６４－
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よる規制を典型とし、その他にも、許認可等に付随して、あるいはそれとは別個

に行われる規制的な行政指導や価格支持等の制度的な関与などがある｡」

一般的には、国民や企業の自由な活動に任せたのでは、次のような問題が生じ

ると考えられる場合、公的規制が行われる｡('１）

①自由な活動に任せていては、安全の確保、環境の保全等が十分に図られなくな

るため、これを回避する目的で政府が何らかの規制を行う場合（外部不経済の

回避）・・・高圧ガス取締法、消防法等による安全規制、大気汚染防止法によ

る規制

②財やサービスを生産・提供する側の情報を消費者が十分に得ることが出来ない

ために被る不利益を解消する目的で、政府が何らかの規制を行う場合（情報の

不完全制による不利益の回避）・・・家庭用品品質表示法、消費生活用製品安

全法等商品の品質・安全に関する規制

③規模の経済が存在する場合、自由競争に任せていては最終的に市場が独占され、

価格決定やサービスの提供の面で消費者が不利益を被る結果となるので、こう

した事態を避けるため、政府が特定の事業者に参入を認める一方、価格やサー

ビスの提供等についても規制を行う場合（規模の利益が存在することによる不

利益の回避）・・・電気事業、ガス事業の規制

④幼稚産業の育成や衰退産業の円滑な構造転換等、産業の健全な育成を図るため、

政府が参入の規制等を行う場合（産業の健全な育成）

⑤農産物需給の調整と安定を図ることにより、消費者家計の安定と生産者の所得

の確保を行う場合（食料供給力の維持・確保と国土・環境保全等の農業・農村

の公益機能の発揮）

当初は、上記のような合理性が存在した規制も、以下のような場合、その実効

性を失うことがある｡('2）

①生産技術の進歩によって製品の安全性が高まり、従来の安全規制が適切なもの

でなくなる場合。

－３６５－
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②従来、財・サービスを提供するための施設・設備の構築に多大な費用を必要と

し、自然独占となることが避けられないため、参入や料金等についての規制が

行われていた産業が、技術革新によって施設・設備にかかる費用が比較的低く

抑えられるようになったことに伴い、競争が可能となる場合。

③当初は産業の健全な育成発展のために行われていた規制が、一定レベルの発展

が達成された後も温存されているため、かえって産業の活力をそいでいる場合。

公的規制は許認可等を手段として実施されるのがほとんどである。平成６年３

月１日時点での許認可の件数は１万945件となっている。ちなみに許認可とは、

次のような用語を使用しているものである。

許可、認可、免許、特許、承認、認定、確認、免除、決定、証明、認証、解除、

公認、検認、試験、検査、検定、指定、登録、届出、申告、提出、報告、交付等

わが国においては、あらゆる産業分野において監督官庁があるのが普通で、そ

のことに関する議論がなされることも少なかった。

戦後のわが国の経済成長において、官庁が果たしてきた役割は評価すべき点も

多いが、最近ではその弊害もでてきた。

(6)曰米構造協議以降の規制緩和

1990年６月28日に出された日米構造問題協議の最終報告書によれば、今後日本

が探っていくべき措置として、「貯蓄・投資パターン」、「土地利用｣、「流通｣、

｢排他的取引慣行｣、「系列」及び「価格メカニズム」の６項目が示された。

流通に関する項目で、米国から指摘のあった問題の概要を示せば、次のように

なる｡('3）
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①価格メカニズム

日本では価格メカニズムが有効に機能していない。また、日本企業は、日本

市場での儲けを輸出価格の引き下げに振り向けている。このため、内外価格差

の問題が生じ、消費者利益が損なわれている。

②流通システム

政府規制と反競争的'慣行（流通系列化等）による流通上の障壁があるため、

米国企業の日本市場参入が困難であり、かつ、コスト高になっている。

③系列関係

日本では、企業間に系列関係（水平的系列、垂直的系列）が形成されており、

これらの系列企業グループでは、長期的取引関係が維持され、そのためにグルー

プ外からの参入が妨げられている。

また、株式の持ち合いが行われおり、企業買収・合併による外国企業の参入

が困難になっている。

④排他的取引慣行

日本では排他的取引慣行（入札談合、外国企業のボイコット等）が広く行わ

れており、これにより外国企業の参入が妨げられている。

⑤上記②～④に関し、一般消費者の利益を確保し、外国企業・製品の参入を促進

していくためには、独占禁止法の強力な運用、公正取引委員会の人員・予算の

増強が必要である。

アメリカ側の主張によれば、日本市場は公的規制と排他的商慣行のために外国

企業が活動しづらいだけでなく参入することも困難な市場ということになる。

日本政府は1995年３月に、1091項目の規制緩和計画を発表した。しかし、それ

にも関わらず、米国はさらに、流通、法務サービス、電気通信、農業、医療など

12分野にわたる要望を通達した。このような要望は、海外からだけでなく国内か

らもなされている。例えば、経団連は、金融業務の自由化、ガソリンスタンドの

給油のセルフサービス解禁など551項目の要望を出している。

－３６７－



琉球大学・経済研究（第52号）1996年９月

これに先だって、1995年７月27日に、行政改革委員会は、規制緩和の重点テー

マとして40項目を発表した。流通関連項目を示せば、以下のとおりである。

大規模小売店舗法、酒類小売販売業免許基準、みりん・料理用酒の食品小売業

での販売自由化、酒税見直し、たばこ小売り販売の自由化、化粧品・医薬品の再

販売価格維持制度指定品目の早期廃止、品目を限定した医薬品のコンビニエンス

ストア販売

これらの規制緩和に際しては、緩和・維持に関する議論がある。例えば、大店

法の緩和においては、大店法を廃止しても全ての中小小売業者が大打撃を受ける

わけではないという意見と、廃止が中心市街地の空洞化と雇用不安を起こすとの

意見がある。

いずれにせよ、米国側からは、日本市場が原則自由、例外規制という状況にな

らない限り、日本政府が公言している内需拡大、輸入促進、内外価格差の是正に

はつながらないとしている。

(7)規制緩和の効果

総務庁は、規制緩和についての報告書において、次のような効果を規制緩和に

期待されるとしている｡(M）

①新規事業の創出、事業拡大などによる経済の活性化

②競争の促進、価格設定の弾力化などによる消費者の選択の幅の拡大、サービス

の向上、内外価格差の是正・縮小

③国際的基準への調和や市場アクセスの改善などによる輸入の促進

④手続などの改善による国民負担の軽減

最近の規制緩和の効果を総務庁は以下のように評価している。
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〔１〕規制緩和：大店法の改正、運用基準の緩和

効果：９４年度の大規模店舗の三条申告件数は93年度より521件増え、１，９

２８件に増加した。閉店時刻の延長と年間休業日数を削減する緩和

措置（94年５月）により利便性が高まった。

〔２〕規制緩和：ビール製造免許に関する規制緩和

効果：９４年４月から最低製造数量基準が年間3,000ＫＬから60ＫＬに引き

下げられた。このためいわゆる「地ビール」の醸造ができるよう

になった。９５年６月時点で「地ビール」の製造免許を取得したの

が20社、うち９社は既に製造販売を行っている。

〔３〕規制緩和：携帯電話に関する規制緩和

効果：９４年４月から売り切り制が導入されたため、携帯電話と自動車電

話の加入者数が飛躍的に伸びた。売り切り制度導入以前の93年度

末の加入者は約213万人だったが、９４年度末には413万人となった。

新規参入メーカーも増え、機種の多様化、価格の低下が実現した。

〔４〕規制緩和：航空分野に関する規制緩和

効果：９４年４月に一定の幅で、航空各社が自由に運賃を設定できる新国

際航空運賃制度が導入された。最大で５割程度安く航空券が購入

できるようになった。

規制緩和に関しては、米国の経験が参考になる。７７～91年の期間、米国のＧＤ

Ｐは年平均２３％成長した。規制緩和部門の成長率は３５％と平均より高いが、規

制分野の成長率はわずか１５％となった｡''５１労働生産性についても規制緩和分野

では年平均097％と規制分野を大きく上回っている。雇用においても、２５％と

規制分野の２倍を越えている。
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表３米国における規制緩和程度別経済効果

（年平均増減率、1977～91年、％）

雇用量

１９

２．１

２．５

１．２

物価

５．５

５．３

５．２

６．３

労働生産'性

０．３８

０．２８

０．９７

０２７

ＧＤＰ

２３

２．４

３．５

１５

全産業

非規制分野

規制緩和分野

規制分野

出所：『日本経済新聞』1995年７月12日

米国においては、規制緩和分野は、経済成長、雇用ならびにインフレの面から

見て、規制分野よりもよい結果を出している。技術進歩等の他の要因も考慮しな

くてはいけないが、原則自由、例外規制という経済政策の基本姿勢は米国に定着

しているようだ。

規制緩和の経済効果を理論的に理解しようとするなら、図７－２のようになろ

う。規制の撤廃．緩和により消費者便益が増大する。それは、移転部分と純増部

分がある。規制緩和前の需要に価格の下落幅をかけたもの、すなわちＡＣＰｍ

Ｐｏで囲まれる部分は、規制緩和以前に供給者側の利益となる部分であったもの

が消費者側に移転する部分である。

さらに価格が規制価格Ｐｍから競争価格Ｐ・に下落することにより、需要量が

ＸｍからＸ･に増加する。この需要の増大は、消費者の便益がＡＢＣの部分で純

増したと表される。
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図２規制緩和と経済厚生

Ｐ

Ｐ、

?!～
Ｐ。

し
Ｘｍ Ｘｃ Ｑ

(8)流通革新について

近年の価格破壊は、円高だけではなくと流通革新によりもたらされたと考えら

れる。流通革新を理論的、事例的に考察してみよう。

流通革新は、低価格販売による需要の拡大を伴ったものでなければいけない。

小売業における流通革新は、Ｍ､Ａエイデルマンによる考察がある｡('6）ここでは

今井賢一氏がエイデルマンの図を一部変更した図３を参考に考えよう｡('7）

横軸に売上金額、縦軸に単位当たりのグロス・マージン（総収入一仕入費用）

と経費をとる。グロス・マージン曲線は、マージンを下げて価格を安くすれば売

上金額が増加する関係を示している。経費率は、売上額の増大に従い固定費負担

が減少していくので、右下がりの曲線になっている。

ここで、グロスマージンＭＳで販売する小売業者は、長方形ＡＭＣＢの面積だ

けの利潤をあげることになる。いま、流通革新に成功した分マージンをＭ，Ｓ，

に引き下げ、低価格・低マージンの政策をとったとしよう。低価格が知れ渡るの
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にある程度の時間がかかるとすれば、一時的にＢＣＤＥの損失が発生する。しか

し、低価格が知れ渡り、需要がＳ’まで増加するならば、純利益を示す面積はＥ

Ｍ，Ｃ，Ｆで囲まれる部分になる。その面積は、流通革新前の純利益を上回るも

のとなっている。これは、流通革新により、消費者価格が下がると同時に小売業

者も利益をあげることができることを理論的に証明したものである。

実際、小売業者は、大量仕入れによ})バイイング・パワーを付けただけ、イヒ入

れ価格を安くし、それを値引きの原資として成長してきた。現在でも、小売業者

は、プライベート・ブランドの開発、開発輸入、製販同盟、共同輸入等の手段を

使って低価格の実現をめざしている。

イギリスのマークス・アンドスペンサーのように100％プライベート・ブラ

ンドを実現している小売業者もいる。ここで現実の小売業者の活動をみてみよう。

現在わが国の大手小売業は、流通系列や商慣行の壁をこわす方向に動いている。

それは、単に低価格を実現するためだけでなく、他社との差別化を図るためにも

必要と考えられている。

流通革新に最も力を入れているのが、大手小売業である。ジャスコは、経済連

図３流通革新のモデル

売上額に対する比率

「

-Ｊ

金額

出所：今井賢一『現代産業組織」（1985）岩波書店Ｐ２０５．
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との直接取引、欧米家具の直輸入、花卉の直輸入等の実施により低価格・高品質

を目指している。

ダイエーは、ＰＢパソコン等も好調であるが、将来は100％プライベート・ブ

ランドを目指している。化粧品に関しても美容部員を自社要請し、低価格の原資

とする予定である。

ＣＧＣジャパン、ＩＧＡジャパン等のチェーン店は、世界的なネットワークを

利用したＰＢ商品により、差別化を図ろうとしている。一方、従来ＰＢ商品には

消極的であった百貨店もＰＢスーツの開発等に力を入れるようになってきた。東

武百貨店ではネクタイの産地と直接契約し、卸段階をを省くことで小売価格の３

割程度の中間マージンを省いている。このシステムでは、情報機能を百貨店が提

供し、物流機能を宅配便が代行する。小売業主体の製販同盟として注目されてい

る。

プライベート・ブランドに対する取り組みは、全面的に取り入れようとする大

手小売業者と品揃えの拡大に結びつけ、自社の弱い部分を補おうとする中小チェー

ン店がある。百貨店は従来強かった部分の防衛にプライベート・ブランドを活用

する動きにある。海外旅行や通信販売等で選択枝の広がった消費者を自らに引き

つけるためにも重要な戦略となっている。

近年流通業者が積極的に取り組んでいるプライベート・ブランドは、以下のよ

うに分類できる｡('8）

①レギュラー・タイプ・・・ナショナル・ブランドと同等の品質を目指す。

②ジェネリックス・・・より低価格のノーブランド商品。

③プレミアムＰＢ・・・ナショナル・ブランドを越える品質をもち、価格競

争力がある。

一般に不況期は価格弾力性が大きいので、レギュラー・タイプやジェネリック・

タイプのＰＢの導入が有効とされる。しかし、長期的な視野に立てば、プレミア

ムＰＢの開発が不可欠となる。
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(9)廉価販売のコンセプト

９０年代中期は、価格破壊という言葉がはやったように、メーカー及び流通業者

問で価格を下げなければ売れないと言う共通認識ができあがった。そのためには

自社内の改革だけではなく、企業間の業務上での改革も必要とされる。

よって、複数企業にまたがる協力関係が結ばれるようになってきた。いわゆる

戦略的同盟である。戦略的同盟は以下の３つに分類される｡(19）

①製販同盟

②配販同盟

③販販同盟

製販同盟とは、製造業者と小売業者が協力関係を結ぶものである。米国におけ

るウォール・マートとＰ＆Ｇの同盟が知られている。配販同盟とは総合商社のよ

うな強力な卸機能をもった会社と小売業者の協力関係である。ダイエーと丸紅が

協力しガソリン販売に乗り出すようなケースが想定される。販販同盟とは小売業

者が国内及び海外の同業者と協力関係を結ぶものである。例えば、地方の有力小

売業が共同仕入機構であるニチリウ・グループを結成し、ＰＢの開発や輸入を共

同で行っているケースがある。

これらの行動の基礎となるコンセプトがＥＤＬＰ（EverydayLowPrice）で

ある。一時的な特売ではなく、安定的な廉価販売を目指そうというものと理解さ

れる。そのためには徹底したロー・コスト・オペレーションが要求される。

ＥＣＲ（EffectiveConsumerResponse）及びＱＲ（QuickResponse）は、効

率的な消費者対応を目指したものである。ＥＣＲは食品及び雑貨において唱えら

れた言葉で、ＱＲはアパレルであるが基本的には同じ考えである。（図４）

これは、店頭のＰＯＳ情報を流通と製造が共有することにより、素早い柔軟な

消費者対応を可能に使用というものである。店頭情報がダイレクトに製造業者に

届くので、従来の見込み生産から計画生産に切り替えられる。また、アパレルに

おいては見込み生産から注文生産に近い形で期間中の需要に対応できるようになっ
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ている。これは製造過程での無駄を省き、売筋の確保、死筋のカットによる生産

数量の無駄を無くすものである。（図５）

これらは、卸段階もしくはチェーンのデイストリビューシヨン・センター段階

の作業効率もアップする。すでに店舗が確定しているのでバラ・ピッキングが可

能であり、これは在庫効率を向上させる。また、計画的な配送が可能になり、配

送効率が向上する。小売段階においても売れ筋の確保が容易になり、販売機会の

ロスを防ぐことができる。情報が共有されている場合は、検品等の作業がいらな

くなり、店舗内の作業効率が向上する。

上記のように、製造から小売りまでの各段階にまたがる流通全体のローコスト・

オペレーションにより廉価販売を安定的に行おうという認識がわが国の流通業界

でも一般的になろうとしている。逆に、このようなしっかりとしたコンセプトが

確立できていないデイスカウンターは、淘汰の危機に瀕している。

図４情報の流れ

（１）従来

卸段階

チェーン本部 小売店舗メーカー

､二,二、’
(2)ＥＣＲ及びＱＲ

卸段階

チェーン本部 小売店舗メーカー

戸

ｒ
ｌ－
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図５作業効率（メーカー）

（１）従来

注文

工程↓

①→②→③→完成品

(2)ＱＲ

注文

工程↓

①→②→③→完成品
Ｉ注｜

｜一見込→’一文→｜※ＰＯＳデータ
｜生産｜生Ｉに基づく
※ｌ産Ｉ

←一見込生産一→１
０

(IC）おわりに

1995年の前半までは、価格破壊が進展していくなかで、我が国の物価高が国民

の不満として明確にされた時期であった。また、産業界においても、物価高への

対応が求められ、各業界に価格を下げなければ物は売れないとの共通認識が出来

上がったのである。

その後、規制緩和がようやく実施されるようになり、1995年の後半からは、従

来の`慣習にとらわれない新たなシステム作りが志向されるようになった。その初

めは、ＰＢ商品開発への取り組みであった。従来のメーカー、卸との関係を打ち

破り、独自の商品開発、または商品調達に小売業が乗り出したのは、大きな変化

であった。

小売業の動きに触発され、メーカー、卸の新たな対応も出てきた。それが、製

販同盟、及びＥＣＲやＱＲの導入である。従来であれば、政府規制や業界の自主

規制等で競争はある程度緩和され、新たなシステムを作らなくても存続は可能で

あったが、規制緩和の下での競争促進政策を政府がとる環境においては、企業は

現実に対応した新たなシステムを構築しなくては生き残れないとの認識をはっき

りと持つようになってきたのである。

今回の不況は、我が国の流通システムに大きな変化をもたらすきっかけになっ

たようである。それが、どの程度の規模の変化なのか、また今後の我が国の流通

システムの在り方等については、今後の課題とさせていただきたい。
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（注）

(1)「日本経済新聞』1995年８月３日

(2)『日本経済新聞」1995年９月７日

(3)『日本経済新聞』1995年７月４日

(4)通商産業省『通商白書」（1995）138ページ。

(5)石田祐幸「内外価格差の是正・縮小に向けて」『公正取引ＩＮＣ､538（1995）１２ページ。

参照のこと。

(6)経済企画庁物価局「生計費調査（1994年11月）による購買力平価及び内外価格差の概況」

1995年５月

(7)経済企画庁物価局編『内外価格差の是正・縮小に向けて』（1995）大蔵省印刷局９ペー

ジ参照。

(8)経済企画庁編『平成７年版経済白書」（1995）大蔵省印刷局７１ページ参照。

(9)同上７２ページ。

(１０）総務庁編『規制緩和推進の現況』（1995）大蔵省印刷局１ページ。

(１１）同上４ページ。

(12）同上５ページ。

03）公正取引委員会事務局『流通取引の公正化と日米構造問題協議」（1993）大蔵省印刷局

189ページ。

(14）総務庁編『規制緩和推進の現況』（1995）大蔵省印刷局123ページ。

(1，米国の比較結果を安易に日本に持ち込むことは出来ない。例えば、公正取引委員会の調

査によれば、日本では88年度末において、付加価値ベースの政府規制シェアが40.8％であ

るのに対し、米国では6.6％に過ぎない。従って、同様な調査をして、違うものになって

も不思議はない。『日本経済新聞』1995年７月12日参照

(１０Ｍ.Ａ・Ａｄｅｌｍａｎ，“ＴｈｅＡ＆PCase:ＡＳｔｕｄｙｉｎＡｐｐｌｉｅｄＥｃｏｎｏｍｉｃＴｈｅｏｒｙ,”

QuareterlyJournalofEconomics,Ｍａｙ1949．

(17）今井賢一『現代産業組織Ⅲ1985）岩波書店

(１３最近のＰＢについては、下記の本に詳しい。
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根本重之『プライベート・ブランド」（1995）中央経済社

(l9I野口智雄『価格破壊時代のＰＢ戦略』（1995）日本経済新聞社41ページ参照
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