
１．は じ め に

現在わが国の農業においては，多くの地域で六次産
業化や地域ブランドへの取り組みが行われており，農
家は農産物や加工品に付加価値をつけ，他の農産物や
加工品との差別化を図ろうとしている．
中国においても，農産物の高付加価値化に積極的に

取り組んでおり，農産物の付加価値を高めることで，
農村の活性化を試みる地域が多く見られる．
そこで本論文では，中国農産物の高付加価値化の事

例として，２０１０年に天津市非物質文化遺産に登録され
た「沙巣大根」を取り上げ，その沙巣大根の高付加価
値化の現状を分析するとともに，更なる沙巣大根の高
付加価値化に向けた展望について考察することとし
た．

２．沙巣大根の概略

２．１ 沙巣大根とは
沙巣大根は，天津原産の品種である．根の半分以上
が地上に出ているのが特徴であり，全体的に濃い緑色
をしている．葉を除いた沙巣大根の大きさは，縦１５
cm，横５cm 程度である．沙巣大根は，甘みがあり，
生で食べるのにも適している．

２．２ 沙巣大根の栽培地
沙巣大根は，中国天津市西青区辛口鎮で栽培されて
いる．その中で最も栽培が盛んなところが小沙巣村で
ある．小沙巣村は，北京から南東約１５０km に位置し，
天津市中心部からは，南西約３０km の距離にある．
２００８年の小沙巣村全体の面積は２，５００ムー（約１７０ha）
であり，人口は２，４９２人，農家戸数は９２６戸である．

２．３ 沙巣大根に関する歴史
沙巣大根の歴史は，明朝時代から始まる．その概要
は，表１の通りである．
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２．４ 沙巣大根の栽培方法
沙巣大根を栽培する方法は，主に３種類ある．露地
栽培，ビニールハウス栽培及び保温ビニールハウス栽
培である．ビニールハウス栽培は，木材と竹を用いて
骨組みを作り，ビニールシートで覆い栽培する方法で
ある．保温ビニールハウス栽培は，保温材をビニール
シートの上にかぶせて冬の寒さに耐えられるようにす
る方法である．
後述する曙光合作社では，この保温ビニールハウス

栽培に改良を加え，新たな栽培方法を確立した．鋼材
を用いて骨組みを作り，保温材を従来の草から不織布
に変え，手作業で行っていた保温材の出し入れを全自
動にした．この新しい栽培方法を高級式保温ビニール
ハウス栽培（以下「高級式栽培」）と呼び，以前から
の栽培方法である簡易式保温ビニールハウス栽培（以
下「簡易式栽培」）と区別している．
露地栽培及びビニールハウス栽培の播種は，８月上

旬から中旬で，収穫は１２月前後であるのに対して，高
級式栽培及び簡易式栽培は，８月中旬から下旬にかけ
て播種し，収穫は元旦から旧正月にかけてである．

３．小沙巣村の合作社における沙巣大根高付加価値化

への取り組み

本章では，沙巣大根栽培が最も盛んな小沙巣村で沙
巣大根を取り扱う合作社のうち，沙巣大根栽培面積が
村全体の沙巣大根栽培面積の約半分を占めている天津
市曙光沙巣大根専門合作社（以下「曙光合作社」）と
インターネットによる沙巣大根の販売を先駆的に行っ
た天津市沃美農産品保鮮配送専門合作社（以下「沃美
合作社」）における沙巣大根の高付加価値化への取り
組みについて紹介する．二社の結果を比較して示した
のが，表２である．
ここで特に強調しておきたいのは，以下の５点であ

る．

第一に，曙光合作社と沃美合作社の一人当たりの沙
巣大根売上高である．曙光合作社は，アルバイト・パ
ートを雇い，沙巣大根を包装，出荷しているが，沃美
合作社よりも約６万元（７２万円）多く売り上げている
ことが分かった．その理由としては，大規模経営で安
定した供給が可能なため，販売先の要望に応えた多様
な等級分けを行い，品質に見合った価格で販売してい
ることが挙げられる．
第二に，最高級品についてである．最高級品を扱っ
ているのは，曙光合作社である．曙光合作社では，最
高級品のために厳格な基準を設定している．販売先も
政府や税関，高級ホテルなどに限定している．中国で
は一種のステータスとして，より高級なもの，より豪
華なものを購入する傾向があり，特に政府や税関，高
級ホテルに泊まる宿泊客ではこの傾向が顕著である．
この点を考慮し，沙巣大根の包装を豪華にし，価格も
安価にならないよう設定した最高級品を２０１０年から発
売開始した．この結果，初年度で最高級品は全体販売
の１０％を占めるようになった（図１，図２）．

明朝時代 小沙巣村が形成された．

清朝時代 沙巣大根の名がつけられ，沈家，白家が沙巣
大根の輸出販売を行うようになった．

１９４９年 沈家，白家は輸出販売を止め，天津の貿易会
社が輸出販売を引き継いだ．

１９７０年 周恩来総理が朝鮮を訪問したとき，沙巣大根
の種を朝鮮に贈った．

１９９９年 貿易会社が解散し，沙巣大根は，国外販売か
ら国内販売へ移行した．

２０１０年 天津市非物質文化遺産に登録された．

表１ 沙巣大根に関する歴史

資料：聞き取り調査より筆者作成．

（１箱に沙巣大根２個入り） 資料：筆者撮影

図１ 曙光合作社の沙巣大根最高級品箱

資料：筆者撮影

図２ 沙巣大根
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曙光合作社 沃美合作社
社長 李 樹光 郭 芝振
設立 ２００７年９月 ２００７年３月
事業の種類 沙巣大根等の栽培，指導及び販売

（集荷，包装，出荷を含む）
沙巣大根等の栽培，指導及び販売
（集荷，包装，出荷を含む）

社員数 ２４人 ６人
会員農家数 約３１０戸 約３０戸
契約面積 １３００～１４００ムー（約８７～９３ha） １００ムー（約７ha）
生産量 ６，５００～７，０００t ５００ｔ
沙巣大根売上高 約１億１，０００万元（１３億３，０００万円） 約５７０万元（６，９００万円）
一人当たりの沙巣大根売上高 約１４万元（１７０万円） 約８万６，０００元（１０４万円）
沙巣大根生産費用
（１ムーあたり）

約２，５００～３，０００元（３万～３万６，０００円） 約３，０００元（３万６，０００円）

栽培方法 会社の実験地では高級式栽培，それ以外は簡易式栽培 簡易式栽培
栽培における設置費用
（１ムーあたり）

簡易式栽培 ２万元（２４万円）
高級式栽培 １２万元（１４４万円）

簡易式栽培 ６，０００～７，０００元
（７万２，０００～８万４，０００円）

耐用年数 簡易式栽培 ５年
高級式栽培 １５年

簡易式栽培 ４～５年

栽培に関しての考え方 高級式栽培を推進 高級式栽培は行わない
等級分け 最高級品 ２００元（２，４００円）／箱（２個入り）

高級品 ８０元（９６０円）／箱（４個入り）
一般品 ４０～５０元（４８０～６００円）／箱（５kg）

高級品 １００元（１，２００円）／箱（４個入り）
一般品 ２５～８０元（３００円～９６０円）／箱（５kg）
バラ売り ３～４元（３６～４８円）／kg

等級の割合
（販売品に限る）

最高級品 １０％，高級品 ３０％
一般品 ６０％

高級品 １０％，一般品 ８０％
バラ売り １０％

販売先 天津市内 約４０％，天津市外 約６０％ 天津市内 約３０％，天津市外 約７０％
最高級品
高級品
一般品
バラ売り

銀行などの会社，政府，税関，高級ホテルに限定販売
スーパー，会社，個人，団体に販売
スーパー，会社，個人，団体に販売
なし

なし
会社に販売
スーパー，会社，個人，団体に販売
自由市場や生鮮食品市場に販売

販売方法 天津市外に代理所を設置して販売．天津市内
は本社が販売

�電話予約 � FAX �インターネットで販
売，又は天津市内外を問わず本社（接待所）
で販売

宣伝方法 �１１４（日本の電話番号「１０４」）全国電話検
索に登録

�４００フリーダイヤル開設

�展示会や博覧会に積極的に参加
�インターネットサイト，ブログ

会員との関係
入会金

情報の提供

合作社購入価格

購入後の還元

年末の祝儀

沙巣大根が売れ残った
場合の沙巣大根栽培費
用代補償

５００元（７，０００円）

あり

他地域の青大根価格の１～２角（１．２～２．４円）増し

曙光合作社が算定した価格から購入価格を差
し引き，その６０％を会員に還元

不明

不明

必要なし

あり

他地域の青大根価格の２角（２．４円）増し

なし

あり（お金やお米、油など）

沙巣大根栽培費用代として３，０００元（３６，０００円）を
農家に支払い，さらに沙巣大根を１元（１２円）／kg
で計算し，栽培費用代に加算して支払う．

栽培施設の設置 会社が社員を派遣し，会員農家の簡易栽培設置を行う 会員農家が自分で設置
会員に対する金融 なし あり
今後に対する社長の考え 高級式栽培を推進していきながら，最高級品

の販売拡大を行い，沙巣大根の高付加価値を
高めていきたい．また，沙巣大根加工にも積
極的に取り組んでいきたい．

研究所の技術提携をさらに堅固なものとし，
生産ロスを極力減らすようにして，さらに高
品質の沙巣大根栽培に力を入れていきたい．
販売においては，一般品の沙巣大根販売拡大
に重点を置いている．

これからの課題 �最高級品沙巣大根の売れ行き不安
�加工品の開発

�規模拡大に伴う経営の不安定化に対する懸念
�加工品の開発

表２ 曙光合作社と沃美合作社の比較

資料：聞き取り調査により筆者作成．
注１：数字は２０１０年現在．ただし，等級の割合の数字（曙光合作社）は，概数である．
注３：生産量は１ムーあたり５t と仮定して推計．
注４：１元＝１０角＝１２円として計算．
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第三に，栽培方法についての相違である．曙光合作
社では，自社の実験地で沙巣大根の高級式栽培を行っ
ている．高級式栽培の特徴は全自動の保温材巻取り機
を使う等省力化技術となっている点にある．曙光合作
社では，この高級式栽培の更なる拡大を考えている．
これに対し，沃美合作社は，栽培面積が小規模である
ため，省力化の必要がなく，全て簡易式栽培で栽培し
ている．どちらの栽培方法で栽培した沙巣大根が優れ
ているのかを示したデータはないので，方法の差に由
来する品質の差は不明であるが，ともかく曙光合作社
の販売戦略は高級式栽培か簡易式栽培かのいかんを問
わず最高級品の販売を拡大することにある．
第四に，加工又は廃棄に回される沙巣大根の問題で

ある．曙光合作社では，廃棄処分の沙巣大根を加工品
とすることで，沙巣大根の廃棄量を削減できると考え
ている．この結果，例えば大根油については試作品が
できている．加工品の販売については，できれば２０１２
年からの販売を考えている．一方，沃美合作社では，
加工品の開発を考えてはいるものの，曙光合作社ほど
の成果はでておらず，むしろ研究所との連携による生
鮮の沙巣大根の品質向上を重要視している．研究所と
の連携をさらに堅固なものとし，加工あるいは廃棄に
回さざるをえない沙巣大根を減らしていきたいと考え

ている．
第五に，沙巣大根の今後に関する展望の相違であ
る．どちらも更なる沙巣大根の高付加価値化を目指し
ていく方向性は同じだが，その方法が異なる．曙光合
作社では，最高級品の販売を拡大し，さらに価格の高
い沙巣大根を販売していくことを考えている．それに
対し，沃美合作社では，最も販売割合が高い一般品の
販売を拡大し，さらに多くの人に沙巣大根を食べても
らうことで，沙巣大根の価値を高めようとしている．

４．小沙巣村の沙巣大根栽培農家の実態調査

４．１ 実態調査の概要
本章では，小沙巣村において，合作社に加入してい
る沙巣大根農家と合作社に加入していない沙巣大根農
家について，２０１１年９月２６日～１０月１日に実態調査
（以下「本調査」）を行った結果を紹介する．調査を
行った農家は，合作社に加入している農家３戸，非加
入の農家５戸の合わせて８戸である．

４．２ 各個別農家の状況
本調査の曙光合作社加入農家および合作社非加入農
家の沙巣大根経営状況を示したものが，表３，表４，
表５及び表６である．

農家
番号 性 別 年 齢 沙巣大根栽培面積

（a）
２０１０年沙巣大根価格

（円／kg）
沙巣大根の単収
（kg／１０a）

沙巣大根の収穫量
（t）

１ 男性 ４０歳代 ４０ ４８～７２ ３，７５０ １５

２ 男性 ４０歳代 ２３～２７ ７２ ７，５００～１０，７００ １７～２９

３ 女性 ３０歳代 ２０ 大１）５６弱，小２）５６ ７，５００ １５

農家
番号

沙巣大根における収
入１）（千円）�

１０a 当たり沙巣大根
生産費用（千円／１０a）

沙巣大根生産費用２）

（千円）�
沙巣大根栽培の利益
（千円）�－�

沙巣大根栽培方法
（高級式、簡易式）

１ ７２０～１，０８０ ９０ ３６０ ３６０～７２０ 高級式

２ １，２２４～２，０８８ ３６～５４ ８３～１４６ １，０７８～２，００５ 簡易式

３ ８４０ １２ ２４ ８１６ 大３）高級式，小４）簡易式

表３ 曙光合作社加入農家の沙巣大根経営状況

資料：聞き取り調査より筆者作成．
注１：大は３番農家が沙巣大根を栽培する２つの農地のうち大きい方の農地で合作社と契約している．
注２：小は３番農家が沙巣大根を栽培する２つの農地のうち小さい方の農地で合作社と契約していない．

表４ 曙光合作社加入農家の沙巣大根経営状況

資料：聞き取り調査より筆者作成．
注１：沙巣大根栽培面積，２０１０年沙巣大根価格より筆者推計．
注２：沙巣大根栽培面積，１０a 当たりの沙巣大根生産費用より筆者推計．
注３：大は３番農家が沙巣大根を栽培する２つの農地のうち大きい方の農地で合作社と契約している．
注４：小は３番農家が沙巣大根を栽培する２つの農地のうち小さい方の農地で合作社と契約していない．

４０ 前川 友太・大隈 満



曙光合作社加入農家は，農家番号１～３番であり，
合作社非加入農家は，農家番号４～８番である．３番
農家は，沙巣大根を栽培している農地が２ヶ所あり，
面積が大きい方についてだけ合作社と契約している
が，本調査では，合作社加入農家と合作社非加入農家
を区別するため，３番農家を合作社加入農家とした．
本調査の結果，判明したことは，主に４点である．
第一に，農家の大半が合作社への加入・非加入に関

わらず，沙巣大根の高付加価値化に成功していること
である．天津の青首大根が０．５～２．０元（６～２４円）／
kg，他地域の青大根が０．３５～３．４元（４．２～４０．８円）／kg

で販売されているのに対し，一部の農家を除いて，各
農家の沙巣大根価格は４８円／kg 以上である．最も価
格が高いものは，１２０円／kg と，青首大根の販売価格
の５倍以上，他地域の青大根販売価格の約３倍以上の
差をつけている．
第二に，単に合作社と契約を結んで生産するだけで

なく，一種の仲介販売に手を出している農家が存在し
ていることである．即ち，４番農家は，大口の顧客に
対応するため，他の農家が栽培した沙巣大根も購入
し，自身が栽培した沙巣大根と一緒に販売している．
第三に，例外的ではあるが，農家の中には，沙巣大

根の付加価値の高さに注目していない者がいることで
ある．それは，５番農家であり，単価が６円／kg と
極端に低い．その理由は第一に，この農家の沙巣大根
の販売先が価格の安い生鮮市場や自由市場だけである
こと，第二に，沙巣大根に対する農家自身の意識の低
いことである．
第四に，沙巣大根の単収，沙巣大根生産費用のバラ
つきにおいて，合作社加入農家と合作社非加入農家の
間に大きな差はないことである．
以上から，現在のところ合作社に加入しているか否
かということが，必ずしも沙巣大根の高付加価値化の
決定的な理由にはなっていないことが判明した．しか
し，他方で非加入農家は４番農家のように流通関係に
まで手を伸ばす者もいれば５番農家のように高付加価
値化に無関心な者もいるというように農家の姿勢にば
らつきがみられることも指摘できる．
なお，農家の合作社に加入するのかどうかの判断基
準をまとめたのが表７である．

農家
番号 性 別 年 齢 沙巣大根栽培面積

（a）
２０１０年沙巣大根価格

（円／kg）
沙巣大根の単収
（kg／１０a）

沙巣大根の収穫量
（t）

４ 女性 ６０歳代 ３７ ６０ ７，５００～９，０００ ２８～３３

５ 男性，女性 ３０歳代 ２７ ６ 不明 不明

６ 女性 ６０歳代 ２０ 不明 ３，０００ ６

７ 女性 ４０歳代 ４０ ７２～１２０ ７，５００ ３０

８ 女性 ６０歳代 ２０～２７ ５６ ７，５００ １５～２０

農家
番号

沙巣大根における収
入１）（千円）�

１０a 当たり沙巣大根
生産費用（千円／１０a）

沙巣大根生産費用２）

（千円）�
沙巣大根栽培の利益
（千円）�－�

沙巣大根栽培方法
（高級式、簡易式）

４ １，６８０～１，９８０ １８０ ６６６ １，０１４～１，３１４ 簡易式

５ 不明 １８ ４９ 不明 簡易式

６ 不明 ６０ １２０ 不明 簡易式

７ ２，１６０～３，６００ １８ ７２ ２，０８８～３，５２８ 簡易式

８ ８４０～１，１２０ １０８ ２１６～２９２ ５４８～９０４ 簡易式

表５ 合作社非加入農家の沙巣大根経営状況

資料：聞き取り調査より筆者作成．

表６ 合作社非加入農家の沙巣大根経営状況

資料：聞き取り調査より筆者作成．
注１：沙巣大根栽培面積，２０１０年沙巣大根販売価格より筆者推計．
注２：沙巣大根栽培面積，１０a 当たりの沙巣大根生産費用より筆者推計．
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５．消費者の沙巣大根に対するアンケート調査

５．１ アンケート調査の概要
沙巣大根に対する意識を調査するため，２０１１年９月

２５日～１０月１日に天津大学校内，天津大学四季村，及
び天津科潤農業科技株式会社で消費者に対し，アンケ
ート調査を行った．

５．２ アンケート調査
対象者の基本属性は，表８のとおりである．調査対
象者の大半が天津市の居住者であることにこの調査の
限界があるが，とりあえず天津市民の沙巣大根に対す

る認識を理解する上での参考として提供したい．
沙巣大根に関するアンケートの結果は，図３，図４，

図５，図６，図７及び図８のとおりである．

生産や利益に関すること 農薬や化学肥料の一括購入が可能であり安い

合作社の対応に関すること
自分で市場に持っていき，販売する必要がない．
沙巣大根が売れ残った際は，会社が補償してくれる．
旧正月のときには，合作社から油やお米などの祝儀が配られる．

栽培方法に関すること
高級式栽培は，保温材である草わらを準備する必要がない．
高級式栽培にはバイプがあり，水やりが大変便利である．

合作社に対する不信感と無理解
合作社というものを信用できない．
合作社というのを理解していない．

人間関係の煩わしさ
沙巣大根を栽培していない人が指図するため入らない．
加入するには合作社の人と仲良くならねばならない．

性
別

男性 １２

職

業

天津大学職員 １５

女性 ３２ 天津大学教員 ８

年

齢

２０代 ７ パート，アルバイト ６

３０代 １２ 会社員 ３

４０代 １３ 公務員 ２

５０代 １０ 退職者 ２

６０代 １ その他 ３

無回答 １ 居
住
区

天津市区 ４１

家
族
状
況（
本
人
含
む
）

１人 １ 西青区 ３

２人 １２

３人 ２８

４人 ２

５人 １

表７ 合作社加入，非加入の理由

�合作社加入の理由

�合作社非加入の理由

資料：聞き取り調査より筆者作成．

表８ アンケート対象者の基本属性

（人） （人）

資料：アンケート調査より筆者作成． 図７ 図６よりその購入場所を選んだ理由

図４ 沙巣大根購入について図３ 沙巣大根の認知度

図５ 沙巣大根の食べ方 図６ 沙巣大根の購入場所
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アンケート調査から以下の３点が明らかになった．
第一に，対象者の９割以上が沙巣大根を知ってお

り，購入したことがあると回答していることである．
第二に，沙巣大根の食べ方としては，沙巣大根を

「生で食べる」と回答した対象者が約８割を占めた．
第三に，沙巣大根の購入場所としては，「野菜市場」

が最も多く，理由としては，「家から近い」からであ
るということが分かった．野菜市場では，一般に安価
で野菜が販売されているので，天津市民はあまり高級
品を買わず，安価な沙巣大根を購入していることにな
る．

６．考察とまとめ

以上の調査から，中国における高付加価値型農業に
ついて，沙巣大根の事例に即して考察する．
第一に，沙巣大根の栽培技術そのものは，個別農家

でも合作社でもそれほど大きな違いはない．簡易式と
高級式の栽培方法を比べた場合，高級式は曙光合作社
だけが実験的に取り組んでいるものであり，しかも，
高級式によって生産された沙巣大根そのものが，品質
的に「高級」で付加価値がつきやすいということは実
証されていない．また，合作社の沙巣大根といって
も，生産しているのは農家であり，その技術は非加入
農家と今のところ大きな差がないと言ってよい．
第二に，沙巣大根の販売は，個別農家又は合作社に

よって行われているが，いずれの場合も，高価格で売
ることが出来ている．したがって，合作社に加入する
ことは，必ずしも高付加価値化の絶対条件にはなって
いない．個別農家も，意欲次第で高付加価値化が実現
できるのである．しかも，合作社を越える利益を実現
することすら可能である．４番農家及び７番農家の例が
それに当たる．
しかしながら，第三に，個別農家の意識が低い場合

には，高付加価値化は実現していない．５番農家の例
がそれに当たる．合作社に入っていれば，このような
事態は起きないから，その意味では合作社は，高付加
価値化を確実に達成することができる手段としての役
割を果たしているということが言える．
第四に，沙巣大根の品質そのものが高付加価値化を

実現しているというよりも，高級感を演出するための
イメージ作りが大きな役割を果たしているということ
である．特に贈答用箱入り沙巣大根は，箱のデザイン
や入れ方が大きな役割を果たしており，その意味で，
合作社による販売は，合作社のイメージそのものがア
ップすれば，個別農家よりも容易に，より多くの沙巣
大根を高値で売る可能性を秘めていると言えよう．
第五に，アンケートの対象者のサンプル数が少ない

ことを念頭に置きつつも，そこに現れた傾向から見る
と，天津市内の消費者は，沙巣大根をそれほど高付加
価値の農産物として認めていないように見える．その
理由としては，天津市内の消費者は沙巣大根をよく知
っており，また買ったこともあるが，購入場所はスー
パーや市場が中心であること，そこでは購入価格はそ
れほど高いものではないことが推測できる． だから
こそ，合作社は天津市外への販売の方に力を入れてお
り，このことは表２の販売先の割合からも裏付けられ
ている．また，合作社への面接調査でも，高付加価値
化を実現するには，天津市内も含めて広い購買層を確
保するか，沙巣大根を珍しいと考える市外の消費者や
特別な販売先をさらに売り先として開拓する必要があ
るとしていた．したがって，今後は，沙巣大根を高付
加価値の農産物として評価してくれる購買層を見定め
たうえでの販売が重要である．

摘 要

中国では，農産物の高付加価値化に積極的に取り組
んでおり，農産物の付加価値を高めることで，農村の
活性化を試みる地域が多々見られる．
天津市西青区辛口鎮小沙巣村では，高付加価値な農
産物として沙巣大根が挙げられる．
中国における高付加価値型農業について，この沙巣
大根の事例に即して検討すると，次の点を指摘するこ
とが出来る．
第一に，沙巣大根の栽培技術そのものは，個別農家
でも合作社でもそれほど大きな違いはない．
第二に，沙巣大根は，個別農家又は合作社のいずれ
の場合でも，高価格で売ることが出来ている．
第三に，個別農家の意識が低い場合には，沙巣大根
の高付加価値化は実現していない．合作社に入ってい
れば，このような事態は起きないから，その意味では
合作社は，高付加価値化を確実に達成することができ
る手段としての役割を果たしているということが言え
る．
第四に，沙巣大根の品質そのものが高付加価値化を
実現しているというよりも，沙巣大根の特徴や歴史的
背景，また高級感を演出するためのイメージ作りとい
うことが，高付加価値化に大きな役割を果たしてい
る．
第五に，沙巣大根に対する消費者の認識は，天津市
内と天津市外で相当に異なり，天津市内よりは天津市
外の消費者の評価が高い．従って，沙巣大根を高付加
価値型の農産物として評価してくれる購買層を見定め
た上での販売が重要である．
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