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ハマチ養殖産地にみるブランド確立条件の解明

田坂行男＊

Study　on　the　Terms　of　Brand　Formation　in　Young　Yellowtail　Aq脆aculture

Yukio　Tasaka＊

Abstraet：　In　ad（lition　to　the　production　of　high　quality　fish，aquaculture

farmers　have　to　possess　flexibility　both　in　the　production　and　marketing．In

this　study，we　clεlrified　the　business　terms　used　by　midd！emen　in　yellowtail

aquaculture．Their　most　important　terms　are“Stability　of　supp1ジand“Sta

bility　of　wholesale　price”．They　have　other　terms　suchεls　‘‘price　level”，

“Firm　flesh”，and“Size　uniformitジ．

On　the　other　hand，we　judge　ye！lowtail　aquacu1七ure　in　Japan，and　made　clear

several　problems。Main　points　are　as　follows．

・Theycannotproduceabusinessbrandbasedonagoodnurseryonly．
・ln　Japan，many　aquaculture　areas　have　problems　based　on　the　lack　of　feed

uniformity，method　of　feed　supply，and　lack　of　technical　uniformity、

・There　are　two　types　of　brand　concept．The　first　is　brand　for　consumers，and

the　second　is　for　distributers　including　middlemen　in　wHolesale－markets．

Aquaculture　farmers　must　have　differing　strategies　in　order　to　gεlin　brand

powe「・

In　Japan，people　have　different　tas七es　and　between　areas　differences　in

prefered　flavors　and　eating　styles。Therefore，aquaculture　farmers　must　have

target　market　for　both　production　and　selling七he　product．
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1．緒　　言

　食生活の成熟化と経済の低成長時代の到来は，食料品小売業界での競争を激化させている。

例えば，食事の摂取方法が多様化するとその機会に応じて買い求める食品の購入基準は変化す

るようになり，販売される商品種類が多様化すると同時に商品間の差別化のあり方が重要となっ

てきている。また，家族構成員のそれぞれが違う時間に違う物を食べる傾向の強まり（いわ

ゆる「個食化」）や女性の社会進出の高まりは簡便性食品に対する需要を拡大しており，従来

までの商品形態に変化をもたらしている。さらに，景気の低迷は，販売価格の値引きや安価

な価格帯の商品をより多く品揃えしていく販売姿勢を一般化させたが，一方では消費者の本物

指向や健康指向，品質を重視した商品選択行動に着目した品揃え政策，商品開拓政策を採用

することで販売力強化を図る場合も散見される。

　同様の傾向は水産物を含む生鮮産品の小売場面においても観察することができる。ただし，

生鮮産品市場の動向を見据えるにあたっては，「食生活の成熟化」という視点と「経済の低成

長，景気低迷」という視点に加えて，さらに「産地と流通関連産業との関係変化」という視

点を加える必要がある。すなわち，食生活の成熟化に伴って，消費者の食品に対する需要は

多様化すると同時に必要絶対量を満たして総需要量の伸び率は頭打ちの状態になり，「買い手

市場」の傾向が強まっている。また，スーパーマーケット主導のもとで進行している流通革

命は流通過程の再編を加速化させ，従来までの産地と流通との関係を変えようとしている。

従来まで専門小売業者の領域であった鮮魚小売においてさえスーパーマーケットの販売比率は

70％に達しており，スーパーマーケットの生産現場に対する発言力は強まる一方である。こ

のため，漁業者の経費に利益を上乗せして産地仲買人へ販売し，産地仲買人は出荷経費に自

らの利益を上乗せして消費地へ出荷する「利益の上乗せ方式」で取引価格が決まる市場環境

は変わりつつある。

　また，従来の漁獲するだけの発想に立つ限り，水産業の国民経済に占めるシェアは益々低

下する可能性が強い。国内水産業は，自らが持っている経営諸資源を最大限活用して流通・

加工・小売分野への関心を強めることで流通関連産業との新しい関わり方を検討するとともに，

場合によっては流通過程内で取り組まれている付加価値を高める様々な取り組みの一部を取り

組むなどの努力を払う必要がある。

　最近，各地で見られるようになった水産物におけるブランド確立に向けた取り組みは，こ

うした生産・販売環境の変化を背景1；生じた生産者意識の変化を具現化したものといえる。す

なわち，我が国の水産物輸入量は，円安の進展や国内景気の低迷長期化などを背景としてや

や頭打ちの状況にあるものの，基本的には増大傾向にある。人件費や流通諸経費の高さ，あ

るいは流通機構上の特徴を背景としたコストアップ要因の存在を考えれば，たとえ業界が改善

する方向で取り組みつつあるとはいえ，輸入品と価格面で対抗していくことは一朝一夕にでき

ることではない。今後国内市場において輸入品と競争していくためには，流通関連産業との

取引面や物流環境への対応力強化など取引価格以外の面で輸入品にない固有な価値を形成する

とともに，流通過程に対する認識を高め，かつそれに係わっていくことが重要なのであり，

ブランド確立のための取り組みはその手段として位置づけられている。

　ただし，水産物のブランド化への取り組みは緒についたばかりであり，明確な定義もない。

歴史的には第2章2節で整理するように漁場条件の優位さや漁獲時期等を背景とした「肉質の
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良さ」がブランドを形成してきた経緯があり，現在でも高品質だけを前面にかざしてブラン

ドの確立を目指す事例は多い。ただし，食生活の成熟化や小売環境の変化が著しい今日，肉

質が良くても必ずしもブランドが確立するとは限らず，それ以外の物流や取引面など経済的条

件をどこまで具備した産地であるかがブランド確立の上で重要となっている。また，消費者

が覚えやすい商品名を命名してその普及に取り組むことだけをブランド化事業と認識している

産地や，加工など付加価値を付けることをブランド化事業と認識している産地など，産地に

よってブランド化に対する捉え方，考え方はまちまちである。その原因は，冒頭述べたよう

に水産物においてはブランドに関する定義がなく，水産物という商品がもつ特殊性や一般性に

対する整理が行われていないことに起因する。

　このため，国内の産地がブランドを確立していこうとしても，そのために必要となる条件

が不明確であり，整備すべき課題の見極めもできない状況にある。輸入水産物の増加や地先

資源量の不安定さ，あるいは経営の悪化や合併を基本とした系統組織の体質強化などの問題が

散見される今日にあって，国内の漁業地域を振興していくためには水産物のブランド確立に関

する研究は急務である。

　水産物のブランド化に関する研究を推進していくにあたっては，すでに研究蓄積がなされ

ている他の分野，例えば工業分野や農業分野での研究視点をあてはめて概念も含めて整理・検

討していくことが考えられる。勿論，水産物は農産物同様，工業製品と異なる特質が多いた

め，工業製品に関して行われているブランドの整理視点や製品差別化論をそのまま適用するこ

とは適切ではない。ただし，水産物においても工業製品や農産物と同じ視点で捉えることが
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できる側面もある。今後水産物においては，工業分野や農産物における研究視点や製品差別

化論を参考に，独自の製品差別化論とブランド概念の構築が求められる。

　そこで本研究では，まず第2章において，工業及び農業分野における経済的視点に立った

ブランド研究のうち参考となる視点のレビューを行い，水産物におけるブランド研究に必要な

視点について検討を行う。それを受けて，その研究視点を水産物にあてはめることの有効性

を事前調査を通じて検討し，消費地及び産地に対する最終的な評価項目を設定する。その際，

水産物の特異性から水産物のブランド化において加味しなければならない点に関する整理を行

う。次いで，第2章において整理された分析視点を基に，第3章，及び第4章において，代

表的な養殖魚であるハマチを事例として，養殖魚におけるブランドの確立要因を，特に物流・

取引条件など経済的諸要因に的を絞って解明する（図1．）。

　なお，本研究は平成9年度「科学技術振興調整費（重点基礎研究）」により実施したもので

ある。

2．農林水産物におけるブランド化をめぐる取り組みと評価方法の検討

1）農産物にみる「ブランド」の機能と役割

　本章では，農産物分野におけるブランドに関する知見を整理した後，水産物，特に養殖魚

のブランドに関する要件を検討する。

　「ブランド」の機能や役割については，これまで工業製品を対象とした整理・検討が行わ

れてきた。そこでは，消費市場の飽和化に伴って製品差別化の方法が重要となり，製品の実

質的な差違をアピールすることに加えてブランドカを使った製品差別化に関する検討が多く行

われている。また，ブランドカを使った製品差別化に関する検討は，製造メーカーだけでは

なく，製品を販売する小売業の販売政策との関連から論じる場合が多い。この背景には，①

消費市場の飽和化に伴い，製造メーカーにおいても販売過程まで視野に入れた差別化政策の視

点が重要となってきていること，②大手小売資本が，販売競争を有利に展開するためにメー

カーを巻き込む中でプライベートブランド（P　B）戦略を展開しつつあり，「小売業の川上戦

略」がメーカーと小売業の新たな経済関係を形成しつつあるなど，産業構造の変化を伴った

最近の産業動向が存在する。

　池尾（1997）は，「ブランド」が持つ機能として　「識別の手段」，「信頼の印」，及び「独自に

有する意味」という3点に注目した。池尾の視点は，消費者が商品選択行動において認識さ

れる記号データに関するものであり，主な分析は商品に添付されている商標の効用に対して行

われている。

　一方，水野（1987）は，ブランド商品の要件は単にブランド，商標が商品に付けられている

だけでは必要かつ十分ではないとして，ブランド確立のためには，①特定のブランド，商標

として一見してわかる独自の包装がされていること，②品質が一定であり保証されていること，

③定価販売されていること，④全国的に強力に広告されていること，⑤強力な販売網を持つ

こと，の5つの条件が揃っていることがマーケティングの観点からも必要であるとした。水

野の指摘は，取引条件までも視野に入れてブランド商品の要件を論じたものである。それは，

商品取引という従来の商標の効用中心の捉え方からは整理できず，かつ産業構造が変化するに

伴って重要性が増している取引面の視点をはじめてブランド概念の中に導入したものとして注
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目される。

　こうした主に工業製品を対象としたブランド研究の進展に対して，生鮮商品である農産物

の場合は，産地間競争の激化を背景として差別化に対する要請が高まりを見せているものの，

概念整理自体は十分行われていない。例えば，現在までに行われている製品差別化やブラン

ド確立を目指した取り組みを類型化すれば次のようなタイプがあり，混沌とした状況がうかが

える。

　①すでに地域に存在している品目を積極的に商品化し，需要を拡大しようとするもの。

　②特定品目に関し，市場細分化に対応するかたちでマーケティングを展開するもの。

　③ギフト需要にターゲットを絞ったブランド化で，徹底した品質管理を背景に，高級感，

　　何らかのこだわりを前面に打ちだして需要の喚起を促そうというもの。

　④出荷時期の調整で他の産地商品と差別化を図るもの。

　⑤品種開発技術とその管理を背景に他の産地商品と差別化を図るもの。

　⑥パッケージやネーミングだけで差別化を図ろうとするもの。

　⑦伝統技術や歴史・文化などソフト的手段を利用して差別化を図ろうとするもの。

　こうした中，ブランド研究はいくつかの潮流を形成しつつあるが，その状況は次の2研究

の捉え方が参考となる。1つは，農産物におけるブランド確立への取り組みとして取り上げ

られることが多い地域農産加工品に関する高橋（1989）の研究である。その申で高橋は「地域

特産品販売におけるブランド戦略」という視点で農産物の「地域ブランド化」を取り上げ，

ブランドがもつ機能として，①品質に対する保証を含めた商品名，企業名，企業マーク等の

明示，②他の競争者の商品と区別する差別的優位性の確保，及び③商品本体の優位性だけで

はなくイメージによる心理的効用の確保，の3点に注目している。ただし，ここでの考察対

象は経営諸資源が十分整っていない中小加工メーカー，あるいは加工組織が生産する農産加工

品が中心であり，中小企業がいかにニッチャー（需要の変化等を背景として，既存市場の間

に形成される小市場を目指して販売拡大を図る企業家を指す）として市場を形成していくかと

いう点に収束されている。このため，分析では商品特性が異なる工業製品である農産加工品

と生鮮農産物とが混在した状態で分析が行われることになり，工業製品の製品差別化論がどこ

まで生鮮品にあてはまるかの議論には至っていない。これは，今日の農産物における差別化

議論が商品に着目して行なわれる以上に，その商品を生産している「地域」に着目した地域

振興との関わりの中で行われることが多いことが原因している。荒幡（1998）も指摘している

ように，農産物市場における製品差別化議論では，①工業製品において指摘される製品差別

化という視点よりは「他の産地との差別化」という側面が注目され，特産品による地域振興

論の視点が強いこと，②「高付加価値化」が包括的な広い概念として用いられていて，その

一部として「製品差別化」が用いられていているなど概念自体が曖昧という問題点があり，

今後の整理・検討が求められている。

　2つめは，農産物の「品質」に関わる研究の蓄積である。すなわち，農産物分野ではブラ

ンド確立という視点を前面に打ち出さないまでも，ブランド確立に関わる諸要素の研究が別途

行われており，今後これらの研究成果がブランド確立に向けた体系として構築されていくこと

が期待される。中でも農産物の「品質」をどのように捉えていくかの試みは，ブランド確立

を目指す産地が求めている高品質商品の必要条件と評価基準を具体的な数値として提案できる
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研究であり，今後ブランド確立に関わる研究への応用が求められる。例えば渡辺，石谷（1992）

は，個々の青果物の品質には，一般的食品と同じ品質構成要素に分解して考えることができ

るとして，数種類の野菜を事例として，流通業者が取り引きにあたって行う品質評価に関す

るポイントの整理を行い，いくつかの重要な点を指摘している。

　1つは商品を購入する消費者は購入時の特性だけを見ているが，商品を取り引きしている

流通業者は，販売時点の特性だけではなくその商品がどのように変化するかという点を問題に

しているという指摘である。そこでは流通業者の取引リスクを小さくするために廃棄率を重視

しており，その結果がこうした仕入時の行動をもたらすとする。この点は，品質評価にあたっ

て消費者と流通業者とが異なる視点を持つことを指摘したものとして重要である。

　2つめは，利用方法が変われば商品に求める品質要素も変わるという指摘である。例えば，

加工用トマトの場合には，生食用では問題にならなかった「歩留まり」，「粘性」，付加特性の

中の「経済性」，あるいは「質の均一性」，「選別精度」，「量目の正確さ」などが重要な要素と

なってくる。これは品質構成要素やその重要性のウェイトづけは用途によって変わることもあ

りうる点を指摘したものであり，水産物分野での品質評価基準を検討していく上で有益な視点

といえよう。

　また，3つめの指摘は2点目の指摘と密接に関連しているが，青果物は品目によって重要

な品質要素は異なるという指摘である。これは，品質構成要素のうち「嗜好特性」の数項目

と二次特性のうちの「品質の安定性」，「付加価値」，及び「その他」について評価を行った結

果明らかになったものであり，品目間で品質評価に関する比較を行う際には注意が必要である

ことを指摘している。なお，品質構成要素のうち二次特性を構成する「付加価値」は①価格，

②質の均一性，及び③量目の正確さの3点から形成され，「その他」の二次特性項目としては

①出荷量の多寡，②生産の安定性，③品種，及び④産地（立地環境）の4点が指摘されてい

る。品質構成要素のうち二次特性要素の検討及び評価は，水産物において広義の晶質評価を

行う際にも有効であると考えられる＊1。

　商品の品質評価に関しては，さらに仲卸業者の品質評価指標＊2を使って階層構造（A　H　P）

分析を行った山本（1994）の成果がある。この研究は，スプレーカーネーションを事例として

卸売価格と品質との関係を分析したものであり，とかく主観的になりやすい品質に対する評価

項目を客観的なデータとして表現し，かつ，その結果を価格との関係で捉えるなど，今後の

ブランド研究に求められる視点を示した貴重な研究と言えよう。

2）水産物におけるブランドとは何か

　我が国の水産物産地では，消費の成熟化や地先の漁業資源の不安定性に加えて，輸入品の

増加やTACの導入という背景もあって，販売面への関心が高まっている。多くの産地が地

零1渡辺・石谷は，これらの調査結果を基礎として，多くの品質構成要素からなる「品質」を高品質化するための技

　術的切り口として，①呈味成分・組織的構造等からみた高品質化，②栄養価からみた高品質化，③安全性からみ

　た高品質化，④流通安全性，保存性からみた高品質化，⑤均一性からみた高品質化，⑥品質の多様性からみた高

　品質化，⑦特殊目的を満足させる高品質化，⑧加工品の品質からみた高品質化，⑨加工・調整技術による高品質

　化，の9点を指摘している。

“2山本が設定したスプレーカーネーションの品質を測る指標は，①切り花長，②節間長，③切り花重など17点であ

　る。またこの研究は，単位の異なる複数の数値を同時に解析できるA　H　P分析の長所を用いた研究としても参考

　になる。
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域活性化に絡めて取り組みつつある「高品質の追求1や「商品が持つ付加価値の向上」，ある

いは「ブランド化（銘柄確立）」は漁獲することだけに関心を持ってきた漁業関係者がようや

く販売面に対しても関心を強めつつあることの反映である。そこでは他産地の漁獲物に対して

いかに差別化を図るかが関心事となっていることが特徴である。ただし，水産物の場合，・各

地で様々な取り組みが見られるものの，「高品質」や「付加価値向上」とは具体的にどのよう

なことを指しているのか，どのような条件があれば「ブランド」と呼ぶことができるのか，

また水産物以外の商品と比較してどのような点が水産物の特徴となっているのか等についての

整理はされていない。実際には，十分に概念整理が行われないまま各地がそれぞれの考えに

基づいて言葉を使っている状況にある。

　本来，商品が持つ一「高品質」や「付加価値向上」，あるいは「ブランド確立」などの差別化

要素は互いに密接に関連しながらも異なる概念であり，明確に区分して考えることが重要であ

る。ここでは，まずこれらの概念整理を行った後，水産物におけるブランド化をどのように

捉えていけばよいかを検討したい。

　このうち差別化手段の一つである「高品質」とは「その商品の品質が科学的に見て優れて

いること」を指し，その評価は色、臭気、旨味、弾力、鮮度等の商品属性から構成される。

また「高品質」とは一般にその商品固体が有する絶対価値を示すことが多いため， 天然魚で

あればその価値を形成した漁場条件（例えば海流，海水温度，漁場豊度など），養殖魚であれ

ば養殖環境（給餌方法，餌組成等を含む）がその形成条件として重視される。また，実際の

評価者は経時的に変化した商品に対して評価することになる最終消費者や取り扱う流通業者で

あることが多いため，「高品質」の概念の中には商品の持つ評価諸属性（具体的には色、臭気、

旨味、弾力、鮮度等）を支えるための技術（具体的には漁獲技術や貯蔵・流通技術等）も形

成条件としてあわせて重視されることが多い。ただし，その場合でも主たる関心は生産され

た商品がいかに質的に優れているかという科学的領域に限定されており、生産された生産物が

実際に経済的にいくらで評価されるか（具体的には取引価格の高低）という効果の部分を評

価する視点は弱い。

　しかし，品質が良くても高い価格で取引されるとは限らないのが現実である。例えば，養

殖魚の場合，他産地や同業他者の商品との差別化を図るために価格の高い良質の餌を与えて良

い肉質の商品を生産したとしても，最終消費者にその商品情報が的確に伝わり，かつ消費者

がその商品価値を認めなければ，その商品はその他のハマチと同じ価格で取引される結果とな

る。実際には，①商品が濡れているためにラベルの添付がしにくかったり，②流通途上の商

品分荷や商品形態の変化などが原因となり個別の商品情報が消費者に十分伝達されにくかった

り，③消費者に品質評価のための知識が十分備わっていないこと等が原因して商品の特性が流

通末端まで屈かない場合が多い。また，消費者に品質に対する評価知識が十分なくて，産地

の出荷力や量目の安定など消費者とは異なる視点を加えて仕入れを行っている流通業者の評価

が商品選択上の目安となっている場合にも生産努力が価格に反映しないことが多い。その際の

価格は需給状況を基本にしつつも流通業者にとって扱い易いか否か（具体的には総合的に見て

取引リスクが大きいか小さいかの判断）が価格水準に与える影響の度合いは高くなる。この

結果，生産者においては，良い肉質の商品を生産するために単位面積あたりの投入尾数を少

なくしたり，良質の餌を給餌することは生産コストの上昇をもたらすだけであるとの考え方が
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一般的となり，優良産地の形成を遅らせる原因にもなっている。

　ここで「水産物の高品質」と「水産物のブランド」との関係を整理すれば，まず水産物に

おいては「高品質」はブランド形成のための一要素であり、品質が悪ければブランドは確立

しないという点があげられよう。しかし，たとえ高品質であっても流通業者が仕入れる際に

求める仕入れ条件を産地側が具備していなければ商品は流通しにくくなり，ブランドは確立し

難くくなる。勿論，高品質故に消費者の購入意欲が強ければ，たとえ流通業者にとって仕入

れ難い側面があっても消費者の購入意欲に相殺されてブランドが確立する可能性はある。

　次に，もう一つの差別化手段である「付加価値」とは，一般的に「採取・養殖した漁獲物

を商品素材として，これを高次加工の技術を施して高額商品化し，市場で高い価格や利潤を

実現すること」（秋谷，ig89）である。ただしこの定義によれば，秋谷（1989）が指摘している

ように「付加価値向上」が「商品の高次化」とほぼ同義となってしまい，付加価値向上の議

論が専ら経営・設備・技術・生産性に関することに限られてしまうことになり，加工はしない

が高鮮度で流通される活魚などは付加価値商品としての範疇からは外れることになる。秋谷の

指摘は，消費生活が変化する中で「付加価値」が意味することも変化することを示したもの

であり，付加価値に関する定義問題を検討する際に有益である。すなわち，従来までであれ

ば「付加価値向上＝商品の高次化」という捉え方で十分整理はできたであろうが，国民生活

の高度化に伴って高鮮度商品に対する要望が強まりつつある現在，それを実現するために登場

した高鮮度輸送システムや鮮度保持技術は付加価値向上のための有力な手段であり，たとえ

「低次加工品」であっても付加価値商品としての定義に含まれるものとして整理すべきであろ

う。この点は，秋谷が指摘して以降盛んになってきた農業分野での「有機栽培」や「無農薬

栽培」、水産養殖分野における「沖合養殖」や「低密度養殖」なども今後付加価値の範疇に含

まれてしかるべき事項であり，付加価値に関する定義の検討にあたり視野に入れておくべき点

である。

　ここで「水産物の付加価値向上」と「水産物のブランド化」との関係を整理すれば，2つ

の接点がある。1つは「どちらの取り組みも地域産物の市場競争力を高めるために差別化要

素を求める活動である」ことであり，2つめは「（工業製品一般の場合）優れた加工技術の存

在は商品差別化の根元的な部分を形成しており，ブランドはその差別化要素を具現化した商品

を消費者に知らしめる手段として使われている」ことである。2点めは水産加工品について

も該当する点であり，工業製品一般に関する整理を水産物にあてはめて整理することは問題は

ない。優れた水産加工技術がブランドの形成に果たす役割は大きい（中部，1996）。ただし前述

したように，水産物の場合，高次加工品でなくても漁獲された水産物をそのままの状態で消

費者の手に届けることが価値あることであると認識されており，この点を視野に入れておくべ

きである。また，水産物の場合，加工すると日持ちの長い加工品と同類の扱いとなってしま

い，高額商品として流通するケースが少なくなることも加工品がブランド化議論に含まれにく

い背景となっている。いずれにしても，高鮮度水産物を付加価値商品として整理する視点が

今日求められており，特にここで調査対象とした養殖ハマチは，タイと並んで活魚として取

り引きされることが多い魚種であるだけに，このような視点での論点の整理は重要である。
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表1。天然魚におけるブランド事例
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魚　　種 地域・海域 背　　景　　　　　概　　要

タイ，タコ， 兵庫県明石 地先の漁場条件の良さを背景として確立されたもの
ハモ で，日本で最も古い水産物でのブランド品といえる。

ただし，特定のブランド名は与えられてはおらず，
「明石産」で差別化される。

アジ，サバ 大分県佐賀関漁協・ 豊後水道は流れが急であるために，この海域に生息し
ているサバ，アジなどは身が厚いうえに身が締まり，
脂身も美味との評価が高い。関漁協で水揚げされて
いるために「関アジ」「関サバ」の名前で取引されて
いる。大分県が進めている一村一品運動の対象とし
ても指定され，地域観光資源としての評価も確立して
いる。

ア　　　　ジ 長崎県（民問） 五島灘の西彼杵半島寄りの海域だけに生息する黄色
みを帯びた瀬付きアジを「ごんあじ」と命名し，ブラ
ンド化を図る。250グラム以上の大型を条件とす
る。

ア　　　　ジ 山　口県萩沖 山口県漁連は，暖流と寒流が交わる山口県萩沖の瀬
（岩盤）に棲み付くアジを「萩の瀬付きあじ」と命名
し，ブランド化を図る。

ア　　　　ジ 五島・対馬海域 日本遠洋旋網漁協に所属する大型巻網船が5～8月
にかけて五島，対馬海域で漁獲する脂乗りの良いアジ
を「旬（とき）あじ」と命名した。輸入アジや高級
魚化したものとの差別化を図ることを目的としてい
る。

サ　　　　バ 五島・対馬海域 日本遠洋旋網漁協に所属する大型巻網船が11～3
月の間に五島，対馬海域で漁獲する脂乗りの良い寒サ
バを「旬（とき）さば」と命名した。「ときあじ」同
様大衆魚のスタンスに立つ。

マイ　ワ　シ 大阪湾　（冬） 各地で漁獲されるが，特に冬に大阪湾付近で獲れるも
のが，脂がのって美味しいとされる。ただし特定のブ
ランド名は付けられていない。

マコガレイ 大分県日出海岸 マコガレイは常磐で漁獲される物を最上とするが，大
分県日出海岸で漁獲されるものは「城下ガレイ」と
呼ばれ，味の良さから珍重される。

アマダイ 若狭湾・相模湾 夏は三陸，冬は新潟など日本海での漁獲となるが，若
狭湾，相模湾の物の味が良いとされる。
特にひと塩の若狭湾産は「若狭グジ」として珍重さ
れる。

マアナゴ 羽田沖・加古川 江戸前のアナゴと呼ばれるのは羽田沖で漁獲された
物で，これを最高とする。関西では加古川周辺の物が
有名である。ただし特定のブランド名は付けられて
いない。

ア　　ワ　　ビ 房　総　半　島 クロアワビが高級品とされ，特に房州沖で漁獲される
「房州アワビ」は最高級品として取引されている。

カ　　　　キ 広　　島　　湾 カキの養殖の歴史は古く，広島湾で300年前から行
われていたという記録がある。その後全国で養殖さ
れるようになったが，広島カキは老舗の地位にある。
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　これらの点を念頭におきつつ水産物におけるブランドとは何か，またその確立要素とは何か

を検討する。現在水産物分野において，いわゆる「ブランド品」と呼ばれているものの特徴

を見れば，農産物と同様に地域の属性である「漁場条件」やその地域が持つ立地環境を時問

の中で価値あるものとする「季節性」（旬）という要素が決定する側面が強いことがわかる。

このことは，水産物におけるブランドの命名が従来天然魚に対してなされてきた歴史からみて

も分かる。表1は天然魚を対象とした「ブランド」の事例である。ただし，これらの事例は

「ブランド」を命名して販売促進を図っている事例だけではなく、特定の海域や特定の時期に

限って「この時期にこの漁場で漁獲される…　　はとても美味しい」という評価も含まれて

いる。従来水産物におけるブランドとはこうした評価の中から形作られ，今日に至っている

ものが多いからである。その点で，水産物では農産物同様，工業製品市場における製品差別

化というよりは「他の産地との差別化」という側面が強調される土壌があると言える。また，

そこでは味の良さがブランド確立の第一条件であり，その他の条件に関する視点は希薄である。

このことは天然魚を対象としたブランド確立は，実際にその魚を食べる最終需要者に向けたも

のであり，流通業者の取扱い促進を視野に入れたものとはなっていないことを指す。

　また，水産物の漁獲では，網や竿を使って活動してみないと実際にそこに魚がいるかどう

かは分からない点が他の産業にない特性となっている。商品が畑に作付けされ，実り具合が

確かめられ，出荷までにどの程度の時間をかければよいかがある程度予想できる農産物とは大

きな違いである。年々の豊不漁，回遊の変動，海水温度の変化などが背景となって生じる資

源変動等は水産物における出荷の不安定さの理由としてよく指摘されるところである。このた

め，取引契約を交わして新たな取引チャネルを作っていかなければならない状況下にあっても，

漁業者には厳しい取引条件に不慣れで調整力がなく，チャネルづくりが遅れる結果をもたらす

要因ともなっている。また，この産業特性が背景となって，他分野においてはブランド形成

上要求される「供給の安定性」や「価格の安定性」に関して，水産分野ではその限りでない

ことを所与の前提として認識する姿勢が漁業者サイド，取り引きサイドいずれにもあったこと

は否めない。

　ただし，近年市場の中でのシェアが高まりつつある養殖水産物についてはその限りではな

い。養殖業では天然魚ほど「漁場条件」や「季節性」に規定されることはなく，魚体サイズ

や肉質も餌料構成や給餌計画を通じて管理が可能な業種である。

　表2は養殖水産物を対象とした「ブランド確立」への取り組み事例を整理したものである。

養殖水産物においてブランド確立を目指した取り組みが最も多いのは今回の調査研究の対象と

したハマチであり，次いで東北地方の養殖ギンザケであった。養殖水産物は天然水産物より

も農産物に近い生産特性を有しており，販売先の要請に応じた商品づくりや最終消費者の嗜好

を視野に入れた生産体制の構築，取引価格の固定化もかなり可能な産業である。また，生け

費の中に販売対象となる魚が実際におり，出荷までにどの程度の時間をかければよいかが分か

るなど，「供給の安定性」や「品質の均一性（安定性）」を取引先にある程度保証できる産業

でもある。こうした養殖業が持つ産業としての強み、を生かすことがブランドを確立していく上

で求められる。ただし，現状では各養殖産地におけ為ブランド確立に向けての取り組みはま

だ途上である・ブランドを確立していくための必要条件も明らかになっておらず，その結果，

ブランドを確立するまで至っていない産地が多い。
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表2．養殖水産物におけるブランド事例
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魚　　種 地域・海域 背　　景　　　　　概　　要

ハ　　マ　　チ 鹿児島県東町 高品質ハマチを東町ブランドで販売。商品をパッキ

ングして高品質化を図るとともに，統一ロゴマークを

用いて他産地との差別化を図る。

ハ　　マ　　チ 愛媛県宇和島海域 愛媛県漁連のブランドとして「戸島ブランド」を開

発，四国急速冷凍のデリバリー網を使って販売網を確

保。

ハ　　マ　　チ 大　　分　　県 大分県漁連は豊後水道の潮流で身が締まった養殖ぶ

りを「豊の活ぶり」のブランドで差別化に着手。平

成13年のフィレ出荷を目標とする。

ハ　　マ　　チ 宮崎県串間市 「美人魚」のブランドでハマチを養殖。取引先の要

（民間企業） 望に応じた質感，脂肪率をもつ商品を養殖し，販売す

ることを強みとする。

ハ　マ　　チ 宮崎県北浦市 「ラ・ブリーひむか」のブランドでハマチ養殖を開

始。関西の荷受会社との事業提携を展開。

ハ　マ　　チ 九州各地（生協） 生活協同組合コープこうべは兵庫養殖漁業生産組合

と共同で自社ブランド「大いけす育ちぶり」を確立

した。大分，宮崎，長崎にある4ヶ所の養殖場では一

般の47倍の広さの生け篭で薄飼養殖を展開。

タ　　　　イ 熊　　本　　県 大手スーパーマーケットとタイアップしてタイ養殖

に着手。モイストペレットのみで育てた後出荷前1

ヶ月の間餌止めした後で販売することによって，油っ

ぽくない商品を実現。高品質で美味しいという売り

込みで高価格を実現。

ギンザケ 三　陸　地　方 宮城県漁連が「生産者の顔が見えるギンザケ」をキャッ

チフレーズに生産する「伊達のぎん」は，県漁連指定

のE　P飼料「ぎん太郎」のみを使用。出荷にあたっ

ては魚体，脂の乗り具合がチェックされ，4～8月ま

での限定期間内の計画出荷となっている。

ギンザケ 三　　　　　　陸 養殖ギンザケのブランドとして「ギンギン」を展開

（大手水産会社） してきたが，その後トラウト，マダイ，ハマチを加え，

4魚種の養殖魚ブランドとしてマーケテイング改革

を強化した。

ア　　　　ユ 栃　　木　　県 養殖アユを出荷前1ヶ月くらいの間流れの強い生費

に放ち，天然アユに近い身質を得ている。ブランド名

も「半天然アユ」とし，消費者から好評を得ている。
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3）小　　括

　本章では，工業製品や農産物における研究視点や製品差別化論を整理することによって，

水産物分野でブランドを確立していくために必要な視点を検討した。

　その結果，工業分野におけるブランド研究からは，

　①ブランド商品の要件は，単にブランド，商標が商品に付けられているだけでは必要かつ

　　十分ではないこと。

　②ブランド確立のためには，マーケティングの観点からみて，

　　a．一見してわかる独自包装の必要i生。

　　b．品質が一定で保証されていること。

　　c．定価販売されていること

　　d．全国的な広告活動（知名度）。

　　e．強力な販売網（安定供給要素）。

　という5つの条件が揃っていることが必要であること。

の2点がブランド確立上重要であり，水産物におけるブランド評価項目を設定する際にもその

有効性を検証することが求められる。

　また，農業分野におけるブランド研究からは，次の具体的な点がブランド評価項目を設定

する際の留意点として整理された。

　①消費者と流通業者とは品質評価において異なる視点を持っていること。

　②商品の利用方法によって求められる品質要素（歩留まり，粘性，経済性，質の均一性，

　　選別精度，量目の正確さ）も異なること。

　③品目によって品質構成要素は異なっていること。

　④品質の二次特性の捉え方はブランド確立のための条件として重要であること。

　⑤商品特性が大きく異なっている生鮮品と加工品を混同させた中でブランド論を展開するこ

　　とは意味がなく，避けること。

　⑥「他産地との差別化」という視点が強くなると地域振興のための特産品づくりという視

　　点が強くなりすぎ，商品特性に着目した差別化論を展開できなくなることも考えられるの

　　で，この点を十分配慮すること。

　⑦商品に添付されている商標とは異なり，流通過程内における取引諸条件の視点を加味した

　　評価項目を整理することがブランド研究を深めるために必要であること。

　このうち1点目と2点目，及び7点目は，ブランドを考える際に重要となる「品質」に対

する評価においては，とかく最終消費者が購入時にどのような要素を重視しているかに目がい

きがちであるが，実際には仲卸業者や小売業者（量販店を含む）など流通業者が品質に対し

て評価することで流通していたり，消費者とは異なる品質評価基準を持って仕入れを行ってい

る加工業者や業務需要家（外食産業等）が最終評価者であることが多いこと，そして品質評

価に関する評価事項を考える際にはこの点を十分配慮する必要があることを指している。

　また，3点目は，ブランド確立のために重要となる「品質」に関しては，品目別に品質評

価項目を設定することが必要であり，統一的な評価項目の設定は意味がないという指摘である。

これは，水産物におけるブランド確立条件の解明の際にも配慮すべき点である。

　そこで，本研究では，漁獲された後，水産物が商品となって流通していく際に重要な機能
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を担っている消費地仲卸業者に研究対象を絞って，ブランド品として商品が流通していくため

の経済的条件，及びブランド品を生産する産地として評価されるための経済的条件を明らかに

することとした。それは，農産物を対象とした研究視角にもあったように，水産物を取引の

対象とする消費地仲卸業者は，消費者が有していない品質評価基準も使って日々の仕入れ活動

を行っている可能性があると考えるからである。そして流通を担っている産業が重視する経済

条件を具備しなければ，たとえ良質の商品といえども商品化し難い市場環境があることをブラ

ンド研究の視点の中に入れる必要があるからである。

　消費地仲卸業者が重視する品質評価項目の設定にあたっては品質概念を広義にとることとし，

農産物において品質の規定要因との指摘があった「品質における二次特性」を構成する諸項

目を参考として設定することとした。具体的には①価格の安定性，②商品としての均一性，

③量目の正確さ，④出荷量の多寡（産地としての大きさ），⑤生産の安定性（供給の安定性）

の5点に着目することとし，さらに事前調査を行って最終的に第3章における経済的評価項目

を設定した。また，第4章における養殖産地に対する経済的評価項目は，消費地仲卸業者が

重視する評価項目との関連のもとに項目設定を行い，事前調査を通じて最終的に確定した。

なお，本研究では，ブランド確立のための経済的条件を明確にするために，あえて養殖ハマ

チに限って分析を行うこととした。

3．消費地流通業者の商品評価にみるブランド確立条件

1）評価方法

　需要成熟下において水産産地がブランドを確立していくためには，小売や外食産業などの

流通末端産業やこれらの産業に食材を供給している流通産業と安定取引できる取引システムを

構築していくことが必要であり，物流取引面，生産条件面，及び肉質面の3面に関する産地

課題を解明することが重要である。

　そこで，本章では，消費地中央卸売市場における買付けの当事者である仲買人が，売買対

象である養殖ハマチやその生産地に対してどのようなブランド形成のための評価軸を有してい

るか，またどのようなウエイトづけを行っているかを把握することを目的として調査を実施し

た。

　調査対象は東京都中央卸売市場のうち築地市場において買参権を有して養殖ハマチの買付を

行っている仲買人であり，対象数は6社である。平成9年9月に直接面接法による調査を個

別に実施した。

　調査では，予め仲買人2社及び関連団体に対する事前調査を実施し，先に述べた農産物に

おける5つの二次特性の養殖ハマチにおける有効性と，養殖ハマチが有する特異1生を背景とし

た新規評価項目を設定することの必要i生に関して検討を行った。その結果，7つの評価事項

を抽出した。産地に対する評価軸としては「安定して供給できる産地」，「価格が安定してい

る産地」の2点を，また商品に対する評価軸としては「販路特性から見て価格水準が適当」，

「身の締まり具合が良い」，「サイズが揃っている」，「脂の乗り具合が適当」，「肥満度（歩留ま

り）が良い」の5点を採用した。

　本調査では，対象仲買人から各評価事項に関する重視度を5段階で回答を求め，その後評

価事項別の相加平均を求めた（表3）。
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表3．　消費地市場仲買人の養殖ハマチ及び産地に対する評価重視度

概要・評価事項＼重視度 A社 B社 C社 D社 E社 F社 平均

事
業
の
概
要

年間売上金額（億） ll．6 7．4 5．7 8．2 15．3 10．9 9．9

主　な　販売先

量販店

小売一

量販店

小売搬
（業務）

小売一般

（業務）

小売一般 量販店

業務

業務
小売一

評
　
価
　
項
　
目

供給量の安定性 5 4 5 4 4 5 4．5

価格の安定性 3 5 5 5 4 5 4．5

価格水準が適当 4 4 3 3 4 5 3．8

身の締まり具合 4 3 4 4 3 4 3．7

サイズの揃い 3 3 ・4 4 4 3 3．5

脂の乗り具合が適当 3 4 2 3 4 4 3．3

肥満度（歩留まり） 4 4 2 2 4 3 3．2

平　　　均 3．7 3．9 3．6 3．0 3．9 4．1 3．8

（注1）各評価事項の重視度は5段階評価で行った。
　　　51大変重視する、　　4：重視する、　3：やや重視する、
　　　2：さほど重視しない、1：重視しない
（注2）平成9年9月に東京都中央卸売市場築地市場の仲買人6社に対して
　　　行った聞き取り調査による。
（注3）年間売上金額は平成8年実績である。

2）評価結果

　築地市場において養殖ハマチを取り扱う仲買人が養殖ハマチの産地ないしはハマチ本体を評

価する際に最も重視しているは，「安定して供給できる産地」と「価格が安定している産地」

の2点であり，いずれも5段階評価で4．5点の高水準であった。このうち「安定して供給でき

る産地」に関しては6社のうち3社が「5点」（大変重視する）をつけ，他の3社も「4点」

（重視する）をつけるなど重要な評価項目となっている。また「価格が安定している産地」に

関じては6社のうち4社が「5点」をつけており，「安定して供給できる産地」同様に重視す

る仲買人が多い。ただし1社だけが「3点」をつけたため，平均は4．5点となった。

この2点に対する重視度が高いことは，ブランドを確立していく上で，産地は要請に応じた

魚体サイズを安定した数だけ出荷できることが求められ，それだけの生産規模を有することが

絶対条件であることを指している。また，商品の良し悪しもさることながら産地としての安

定性を重視する仲買人が多くなっている。このことは「魚体の品質さえよければそれをマー

ケットが評価し，その結果ブランドは確立する」という捉え方は成立しないことを意味して

おり，養殖ハマチにおけるブランド化を考えていくうえで重要な視点を提示している。なお，

今回の調査結果はハマチをよく摂取する，いわゆる「ハマチ文化圏」には含まれない東京地

区で実施したものであり，それが肉質よりも産地としての安定性を重視する結果をもたらした

可能性がある。この点はまだ検証されておらず，今後肉質評価に対して厳しいと言われる大

阪を含む関西圏において同様の調査を行い，地域i生の有無も含めて分析する必要がある。

　次いで重視度が高かったのは「（自らの）販路特性から見て価格水準が適当」という点であ

り，重視度は5段階評価で3．8点であった。「販路特性から見て価格水準が適当」とは，仲買人

が有している販売先の業種業態特性やその日に仕入先から要請されている買付価格と照らして
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妥当な商品であるか否かという視点である。この点を重視しているのはスーパーマーケットの

買付けを行っているA社，B社，E社と取扱金額が比較的多いF社である。販売先である小

売業や業務需要家（一般飲食店や集団給食など）はいずれも顧客属性を背景とした品揃え政

策や価格政策を有しており，それを基に仕入れを行っている。このためいくら品質が良くて

も使いこなせない価格のものは仕入れないことになり，仕入れでは仲買人に対して価格条件の

提示が行われる。この点で最も厳しい条件を課すのは仕入量が多くて仲買人に対してバイイン

グパワーを有しているスーパーマーケットであり，その代行買付を行う仲買人の当該項目に関

する重視度が高くなる背景となっている。仲買人は取引先から具体的な提示がなくても取引先

の業種業態特性を念頭に置いて，取引リスクが最小になるような仕入行動をとっており，そ

れが「販路特性から見て価格水準が適当か否か」という判断に反映している。なお，今回調

査を行った平成9年は，景気が低迷している中で養殖ハマチの市場価格が4月の960円を底と

して上昇に転じた時期にあたり，調査を実施した9月には1，300円台に上昇している　（築地市

場）。・今回の重視度3．8点はこうした需給環境下で形成されたものであり，やや高めに表れてい

る可能性がある。

　「身の絞まり具合」に対しては，6社のうち4社が「4点」（重視する）をつけたものの2

社がやや重視度が低い「3点」をつけたため，平均の重視度は3．7点にとどまった。「身の締ま

り具合」は産地から消費地までの輸送距離と輸送技術，それに〆め方によって左右される事

項である。首都圏では香川県漁連などが首都圏近郊で配送デポジットを有して活〆め商品とし

て大量に販売しているため，市場全体の評価としても身の絞まりに対しては評価が厳しく，

身が締まっていること自体は取引上当然であるとの評価も見られ，それが今回の調査で重視度

を低くした。

　「サイズの揃い」に対しては，6社のうち半数の3社が「4点」（重視する）をつけたもの

のその他の3社がやや重視度が低い「3点」をつけたため，平均の重視度は3．5点にとどまっ

た。「サイズの揃い」が意味することの中には，目切れがないことなど，産地の計量作業に

対する信頼性の点も含まれている。この点に関して評価得点がさほど高くないのは，養殖ハ

マチにおいては，すでに各産地とも卸売市場において及第点がとれる水準に達していて取引に

おける最低必要条件として認識されているものと考えられる。

　「脂の乗り具合」に対しては，仲買人聞の重視度に開きがある。6社のうち3社が「4点」

（重視する）をつけたものの2社がやや重視度が低い「3点」，1社があまり重視しない「2

点」をつけた。このため，全体からみた平均の重視度は3．3点にとどまった。　「脂の乗り具合」

については業務需要家への販売を行っている仲買人（B社，E社，及びF社）において重視

度合が高めになる傾向がある。また消費地調査及び後述する産地調査を通じて明らかになった

のは，「脂の乗り具合に対する嗜好」は地域1生があり，これがマーケティングの基礎となって

いるということである。すなわち，従来からハマチをよく食するハマチ文化圏の中心である

関西市場では脂肪含量の多いハマチを嗜好する傾向が強く，脂肪含量の少ない商品は値が出な

い傾向が強い。これに対して関東市場での代表的存在である築地市場では刺身商材において脂

肪含量の多いハマチは評価が低く，照り焼きなどの切り身サイズでは逆に脂肪含量の多いもの

が求められる傾向がある。このことは，産地でのブランド確立に向かってはどの市場を対象

としてどの程度の脂肪含量のあるハマチを養殖するかという基本的姿勢を明確に持つことが必
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要であることを指している。また，各地のブランド確立に向けた取り組みにおいてこうした

市場特性が十分認識されているか否かを確認することは，ブランド化事業に対する評価におい

て必要な視点である。

　「肥満度（歩留まり）が高いこと」に対しては，仲買人問の重視度に開きがある。6社の

うち3社が「4点」（重視する）をつけたものの1社がやや重視度が低い「3点」，2社があ

まり重視しない「2点」をつけた。このため，全体からみた平均の重視度は3．2点にとどまっ

た。　「肥満度」の高低は1本の魚体からどれくらいの切り身が取れるかを左右する指標でも

あり，スーパーマーケットに納入している仲買人は仕入れ商品や産地を選択する際にこの指標

を重視している。今回の調査ではA社，B社，及びE社がスーパーマーケットの代行買付を

行う仲買人であり，重視度に関して他社とは異なる指向が見られる。

　以上見てきたように，消費地仲買人はその販売先の需要特性を背景として，ハマチに対し

て異なる仕入れ二一ズを持っている。また，その二一ズが地域的に異なっていることも考え

られる。こうした状況を鑑み，養殖産地では今後消費地仲買人の持つ販売先の需要の違いに

着目して生産・販売活動を行うことが商品差別化のために必要となる。またそれがブランド確

立の上でも重要となる。

4、ハマチ養殖産地におけるブランド確立の取り組みと評価

1）評価方法

　本章では，ハマチ養殖産地においてブランド確立事業の中心的主体である漁業協同組合と県

漁連が，ブランドの確立を目指して，どのような生産条件をもつ漁場において，どのような

養殖生産に取り組んでいるか，またその結果いかなる生産・集荷・販売体制を展開しているか

を把握するとともに，商品の買い手である消費地市場仲買人がハマチ養殖産地ないしは商品で

あるハマチ本体に対して持つブランド確立条件との整合性，不整合性を検証する。

　調査対象は，漁場条件（地形とそれを背景とした潮流特性，海水温度など），生産規模，生

産組織の強弱，集出荷体制，加工事業への取り組み体制，販路開拓姿勢（マーケティング）

等の違いを参考にしつつ，6漁協，1県漁連を抽出した。なお，抽出にあたっては，すでに

マーケットにおいて「養殖ハマチのブランド先進事例」として認識されている数事例を含む

こととし，肉質以外の条件から評価した場合にこれらのブランド先進事例がどのように評価さ

れるかを比較検討するよう努めた。

　調査は，平成9年7月～8月の間に実施した。養殖産地に対する評価項目の設定にあたっ

ては，第3章で検証した消費地仲卸業者が養殖ハマチやその生産地に対して持つ評価項目と重

視度を念頭に2漁協に対する事前調査を実施した。また，養殖ハマチ産地が有する事情等を

背景として消費地仲卸業者の評価とは別に新規に評価項目を設定する必要があるかを検討した。

その結果，ハマチ養殖産地に対する評価項目として9つの点を設定した。そのうちブランド

を確立していくために求められる漁民組織力を示す評価項目として，①「餌の統一」，②「給

餌方法の統一」，③「組合員間に発生しやすい養殖技術力の差の平準化努力」，④「系統への

一元出荷」，⑤「経営規模格差を背景とした組合員意識の不一致の有無（また経営規模格差を

原因とした問題の発生を解決していく仕組みの有無）」の5点を採用した。

　このうち①から③までの評価項目は，1つの漁協が出荷する商品において同じ肉質のものが
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継続的に出荷できる体制が組まれているかを捉える指標である。また④「系統への一元出荷」

は産地として出荷できる魚体サイズ別尾数と今後の出荷ポテンシャルを漁協としてどこまで把

握できているかを捉える評価項目であり，この点が十分行えていない産地は消費地に対する営

業活動や日々の受発注業務に支障が生じ，産地としての評価は得られないことになる。⑤

「経営規模差」に関する評価項目は，経営規模が大きい養殖業者と小さい養殖業者が含まれて

いる産地では産地としてのまとまりを欠くことがあり，販路開拓をしていく上で支障をきたす

場合があるから採用したものである。

　次いで，養殖ハマチ産地における実情を浮き彫りにする評価項目として，⑥「ブランド確

立を目指したロゴマークの添付」，⑦「地域や消費者属性など販売ターゲットの明確化」，⑧

「販売目標に対する肉質の明確化」，及び⑨「加工要請に対する対応力」の4点を採用した。

　このうち⑥「ロゴマークの添付」については，取引時における差別化手段としての側面と

商品に対する保証責任の明確化という側面を持つ。これによって，産地は取引相手に対して

信用力を獲得できると同時に品質に対して保証していくことが求められる。また，⑦「ター

ゲットの明確化」は，前節の消費地市場の仲買人を対象とした調査結果においても指摘した

ように，販売する地域によって脂の乗り具合に対する評価が異なっていることと関連する評価

項目である。すなわち，脂の乗り具合が養殖ハマチに対する評価を左右するものであり，か

つその評価が地域によって違うのであれば，生産に先立って販売先を明確にしておく必要があ

る。消費者が「美味しい」という評価を下さない商品は小売店や仲買人にとっては取引リス

クのある商品であり，その地域においてブランド品とはなりえない。次の⑧「目標肉質の明

確化」はこの延長上にある産地課題である。ターゲットを明確にしたならば，次はターゲッ

トにあった肉質とはどのようなものか，またその肉質づくりを行っているか否かという評価が

求められてくる。

　最後に掲げた「加工対応力」は，近年養殖ハマチ産地において，ラウンド出荷だけではな

く取引先の要望に応じてフィレー加工して出荷するケースや，オリジナルなフィレー商品を生

産して出荷していくことでブランド確立に寄与しているケースが増えているために採用した評

価項目である。

　評価にあたっては，各産地における実施状況を3段階評価（実施している場合3点，実施

途上の場合2点，実施していない場合1点）で行い，漁民組織力を示す前記5点に関しては，

漁協別に5点の平均を求めた。また，各漁協別に評価項目9点の平均を求めた。

2）評価結果

　調査対象漁協における評価結果は表4の通りである。

（1）A漁業協同組合

　天草諸島に取り巻かれた内湾を漁場を有する組合であり，721名の組合員を有する　（平成9

年3月末現在）。漁船漁業中心の産地であったが，資源量の減少に伴って養殖比率が高まり，

昭和50年を境に養殖生産量が過半を占めるようになった。次男，三男が養殖に着業して養殖

事業を拡大していったため，現在では，ハマチ養殖による売上げが全体の8割以上を占める

養殖依存度の高い地域が形成された。ちなみに平成9年度の販売金額132億円のうちハマチの

売上げは全体の85％にあたる112億円であった。



54 田坂行男

表4．　養殖産地におけるブランド確立条件の評価点

確立条件＼漁協名 A漁協 B漁協 C漁協 D県漁連 E漁協 F漁協 G漁協

1．漁　民　組　織　力 2．4 2．0 1．2 一 3．0 2．8 1．6

①餌　の　統　一 3 3 1 ｝ 3 3 1

②給餌方法の統一 2 2 1 一 3 2 1

③系統への一元出荷 3 1 2 3 3 3 2

④経営規模差 2 2 1 一 3 3 2

⑤技術の平準化 2 2 1 一 3 3 2

2，ロゴマークの添付 3 1 1 3 1 3 2

3．ターゲットの明確化 2 1 1 1 3 3 2

4．目標肉質の明確化 3 2 1 1 3 2 3

5．加　工　対　応　力 3 1 1 3 2 3 1

総合的評価 2．6 1．7 1．1 2．0 2．7 2．8 1．8

（注1）各評価事項の重視度は3段階評価で行った。
　　　実施している場合3点；　実施途上の場合2点；　実施していない場合！点
（注2）平成9年7月～8月に行った聞き取り調査による。

　同地区でハマチ養殖試験が開始されたのは昭和41年であり，その後昭和44年に漁業者によ

る養殖事業が開始された。昭和53年以降にイワシの漁獲量が増えると，これを餌とした養殖

業が発展したが，当時は密殖しすぎて生態系のバランスが崩れるなどの問題が発生した。同

地区で本格的に養殖事業が展開していったのは，漁協ブランドで販売を行っていった1960年

前後からである。

　同地区が漁場としている海域の水温はB漁協やC漁協の漁場よりも5度近く低く，平均水温

は20度である。ブリにしては低すぎるので冬場の成長はほとんどない。このため，本来2年

かけると6～7キロになるところが成長が遅いため，3年かけて身の締まった5キロ物を養殖

する産地を目指した。

　昭和52年から県が生け簑台数の制限を開始し，現在の生け簑台数は8m×8m×8m基準

で2，200台である。この生け費台数は良い物を作るならば1万トンのポテンシャルを有すると

いわれているが，平成7年の販売実績は1万3，600トン，平成8年は1万1，700トンであり，す

でに独自ブランドを確立していくために必要となる年間出荷体制が組める産地に拡大した。

　商社，量販店に対して漁協が積極的に取り組んでいったことが供給量の増大，周年供給体

制，ひいてはブランド確立に結びついていった。今後はブランド確立，維持のために衛生管

理の強化が重要と認識している。評価事項に関する現状は以下の通りである。

①餌の統一

　漁協全体でE　P化を図り，密殖を防止することで歩留まりの向上を目指している。餌は

　モイストペレット中心で，飼料種類は統一されてお軌得点は「3点」である。生餌比

　率も統一の方向で取り組まれており，現在栄養剤の投与方法が一部異なる程度である。
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②給餌方法の統一

　給餌方法は完全には統一されておらず，得点は「2点」である。ただし，これは生産者

　が給餌面で工夫できる環境を一部に残していると解することもでき，実際には少しでも成

　長を早めるなど組合員間の競争が展開している。なお，給餌に関する情報は組合員に公

　開されており，各自が切磋琢磨できる場を提供している。

③養殖技術力の平準化努力

　餌は統ザされているが，』生産技術面においては養殖業者間の技術差が生じており、，養殖

　技術の平準化努力に関する得点は「2点」である。給餌方法に関する情報を公開したり，

　各自が競争を通じて技術の向上を図るなどの仕組みは作られているものの，2年で5キロ

　ものがつくれる人と3年かけて、5～6キロものをつぐる人など生産者間で技術差が生じつ

　つある。

　　組合では，営漁指導者5～6名，養殖指導者3名，薬剤師1名の計10名を置いて組合

　員の養殖技術水準の向上にあたっており，域内水産物の均一性向上が期待されている。

④系統への一元出荷

　系統出荷の姿勢で組合がまとまっており，得点は「3点」である。相場が良い時には組

　合員の一部が浜売りなど別の方法で個人売りを行うケースも考えられるが，大勢は系統出

　荷と考えて良い。組合では代金回収がスムrズに行えるので中央卸売市場を通じて販売す

　ることを原則としており，50社におよぶ量販店に対しても直接販売は行っていない。

　　量販店との取引を積極化したことがハマチ養殖事業拡大のきっかけとなったが，量販店

　との取引にあたっては荷受会社とリスクを負担し合う中で量販店の取引条件を満たし，取

　引を継続させている。ちなみに，量販店との取引条件及びそれに対する対応策は次の通

　りである。

　a．価格：夏場は荷受けと組合がリスクを負担し合う。

　b．荷姿：前日の10時までに注文を受けて，翌日中に取引相手先の配送デポジットに配達

　　する。出荷量の3分の1は航空便対応で年間1億6，000万円の輸送費がかかる。これま

　　では売価に上乗せすることが原則であり，それが認められてきた。京阪神圏，中京圏

　　にはトラック配送。

　c．納入時間の厳守：流通上のノウハウがないと対応できない条件。売上げ保証が必要で

　　あり，守らなければペナルティがある。ペナルティは荷受会社とシェアしている。

　組合では産地づくりがブランド確立のうえで必要不可欠であるとの認識から，高い系統比

率を堅持するために，餌やモジャコの共同購入や高い販売価格の実現を目指した取り組みを

行っている。中央卸売市場への出荷の大半は買付であり，指し値は効いている。ただし需

給が崩れているときはその限りではない。

⑤経営規模格差を背景とした組合員意識の不一致の有無

・生け簑台数は1人最高で42台（2名）1平均は10～20台前後であり，経営体間に若干の規

　模差が見られる。経営規模差に関する得点は「2点」である。ただし，経営規模の差が

　背景となって漁場管理など生産場面や販売面での対立等が発生しない限り，産地振興にお

　いて大きな問題とはならない。

　この結果，上記5点から構成される漁民組織力に関する総合評価点は「2。4点」である。・
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⑥ロゴマークの添付

　販売に際して「安全・安心・美味しい」，「歩留まりが良く変色しにくい」の2点が販売

　促進を図る際の強調点である。ロゴマークを添付して訴求を図っており，得点は「3点」

　である。また「生産者番号」を入れて品質面で何か問題があったときはリスクを負うこ

　とが唱われている。このためこのロゴマークが添付されている商品は無条件にその他のハ

　マチより100円高く取引された。ただし，産地間の技術差，肉質差が以前より小さくなっ

　た最近では，景気低迷に伴う需要減少もあってロゴマークの添付で価格差が生じることは

　なくなっている。

”⑦販売ターゲットの明確化

　商品がどこへ販売されているか把握している。特にフィレー加工品の販売先は決まっている。

　　また，年間を通じて3キロサイズあるいは7キロサイズを要求してくる地域があるなど

　地域による需要特性の違いを理解している。ただし，販売先の需要特性を念頭に商品を

　つくるという姿勢ではなく，生産者が生け篶に持っている様々なサイズのハマチを需要に

　合わせて仕分け，注文に応じているにとどまる。それは生産規模が大きい産地だから対

　応が可能であったのであり，決してマrケティング活動の結果がもたらしたものとは言え

　ない。よって，同組合が販売ターゲットを明確に持った生産を行っているか否かに関す

　る得点は「2点」である。

⑧販売目標に対する肉質の明確化

　養殖導入期において，限りなく寒ブリに近い身質をつくることを1つの目標として設定し

　ている。その後，この目標は積極的には否定されていない。よって，現在も目標となる

　肉質を明確に持っていると判断し，当該項目に関する得点は「3点」とした。ただし，

　組合と組合員が同様な認識の元で生産活動を実施しているか，また実際にどのような特性

　を持つ肉質が現在生産されているかについては，別途実施された科学的試験の結果を待ち

　たい。

⑨加工要請に対する対応力

・加工対応力に関する得点は「3点」である。これからは付加価値を付けないと売れない

　と判断して，昭和63年に簡易加工場を建設し，平成元年に稼働を開始した。設置当初は

　1日あたり処理量は300～500尾であったが，平成5年には施設を増設している。現在，

　年間販売金額llO億円のうち56億円がフィレーによる売上げであり，売上げ増加に寄与し

　ている。

・この結果，上記9点から構成される養殖ハマチのブランド化への取り組みとしての総合評

　価点は「2，6点」である。

（2）B漁業協同組合

　西南暖地の内湾1生漁場を有する組合であり，739名の組合員を有する（平成9年4月末現在）。

年問の平均水温が21度と比較的温かく，他産地に先駆けて海面養殖が始められた産地の1つ

である。また・近海でモジャコが捕れるために一番早く生け賛入れができることや，モジャ

コの採捕海域が湾の近くであるために漁場間の水温差が小さくてすぐに投餌できる（餌食いの

点で優れている）等の有利な条件があるために，同産地では15ヶ月の養殖期問で5キロまで
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成長させて出荷することができる。さらに，水深が80～120メートルと深く，赤潮の心配がな

いことも漁場の有利さとなっている。年間出荷量は60～70万尾に達し，5キロものが全体の

8割を占める大規模産地となっている。

　卸売市場を通じて量販店等へ出荷しているが，同産地は「（骨が細くて身が尾まで付いてい

るので）歩留まりが5％程度良い産地」，あるいは「全国で一番早く出荷してくる産地」との

評価を得ている。なお，以前には当該漁協の商品は新物価格が付くことがあったが，バブル

経済が崩壊した以降はこのような値付けは見られない。

　このように同漁協で養殖するハマチは特定の評価があり，他産地に対する差別化手段となっ

ている。しかしながら，まとまった生産量がありながらも独自のブランドは確立されていな

い。それは，生産面に関して産地内のまとまりがないこと，あるいはそれを要因とした組合

員間の養殖技術水準の差が存在し，同じ産地の中で肉質差が大きいこと等が原因しており，

同地区の経営課題となっている。

　現在，3年をかけてハマチからカンパチヘと魚種転換を図りつつあり，現在はカンパチが

出荷量の7割を占めるまでになっている。水温が高いこの地区にとって，カンパチは利益幅

が大きい商材であり，3キロ物を主体に販売している。評価事項に関する現状は以下の通り

である。

　①餌の統一

　以前は組合員よって異なる餌料を使ってきたが，現在は漁協指導のもとで同じ餌を使って

　おり，得点は「3点」である。3キロまでは生餌とドライペレットで対応しているが，

　それ以降は5キロサイズにするために生餌主体としている。

　②給餌方法の統一

　給餌方法は組合員によってまちまちであり，統一はとれていない。このため，組合員間

　で肉質差がある。ただし、餌の統一化によって類似した給餌方法になりつつあり得点は

　「2点」である。

　③養殖技術力の平準化努力

　組合員の間には養殖技術格差があるが，これを小さくしていく取り組みはない。ただし，

　養殖経営技術に関しては組合の指導があり，経営体間の格差是正に寄与している。例え

　ば，運転資金力に関する経営データは組合が管理しており，資金力が低下してくると組

　合による経営指導が行われる。また，経営努力が足りなければ支援策を打ち切るなどの

　厳しい姿勢をとっている。このような取組みは組合員の経営技術力の向上に役立っており，

　得点は「2点」である。

　④系統への一元出荷

　活魚出荷が主であるが，市場が遠いため個人による出荷はできない。他県漁連や民問会

　社への浜売りが行なわれ，活魚運搬船を使って大阪，東京方面に出荷されている。出荷

　された商品は取り扱い県漁連あるいは民間会社の名前で流通しており，当該漁協の名前は

　流通過程内において出ないことになる。ただし，漁場としている湾は養殖漁場としての

　知名度があるため，湾名を出しての訴求が行われている。浜売りに対して，組合員は組

　合からの消費地価格情報を使って取引に対応している。なお，野〆め商品は当該漁協の

　名前を添付して出荷しているが系統出荷比率は低く，得点は「1点」である。
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⑤経営規模格差を背景とした組合員意識の不一致の有無

・同地区には88経営体が養殖を行っているが，近年では若干減少する傾向にあり，現在設

　置されている生け貴数は8m×8m×8m基準で493台である。1経営体あたり平均生け

　貴数は5台であり，他地域に比較して経営規模差はさほど大きくない。ただし，保有生

　け貸台数を制限して積極的に経営規模差を小さくしていく発想はもっておらず，得点は

　「2点」である。

　この結果，上記5点から構成される漁民組織力に関する総合評価点は「2．0点」である。

⑥ロゴマークの添付

　ハマチは浜買いの対象となっており，販売に際して自組合のロゴマークを添付されておら

　ず，得点は「1点」である。

⑦販売ターゲットの明確化

　浜売りした商品が他県漁連や民間会社の手によってどこへ販売されているかを把握してお

　らず，販売ターゲットを持っていない。このため，得点は「1点」である。

⑧販売目標に対する肉質の明確化

　高い水温と餌食いの面で有利な漁場であることを認識して，脂肪含量が比較的多いハマチ

　を養殖している。その点で目標とする身質がどのようなものであるかを明確にしていると

　言えよう。ただし，販売は取引先にまかされており，取引先の需要特性を知った上で生

　産をしているわけではないので，得点は「2点jである。

⑨加工要請に対する対応力

・加工場はなく，得点は「1点」である。必要に応じて民間加工会社に加工してもらって

　いる。将来的には欲しいが加工品に対してはダンピングがあるためあまりメリットはない

　と考えている。

　この結果，上記9点から構成される養殖ハマチのブランド化への取り組みとしての総合評

　価点は「1．7点」である。

（3）C漁業協同組合

　B組合と同じ西南暖地の内湾性漁場を有する組合であり，389名の組合員を有する　（平成9

年3月末現在）。年問の平均水温が21度と比較的温かいことや，餌食いの点で優れていること

などはB組合と同じであるが，湾奥部に位置するために水循環が悪く，多少不利な条件となっ

ている。

　養殖を行っている経営体数は29経営体であり，B組合に比較して少ない。また，経営体間

の経営規模差が極めて大きく，産地としての特徴となっている。また，個人取引中心の産地

であり，全出荷量のうち組合出荷は2割にとどまる。

　この地区で養殖が始められたのは昭和34年であり，県内でも他の産地に先駆けて実施され

ている。ただし，対象とする養殖魚が確立しておらず，現在でもハマチの他，マダイ，カン

パチ，フグ等が養殖されている。給餌施設などでも大手業者が先行して投資しており，小規

模業者は相対的に資金力のかからないトラフグ，カンパチにシフトする傾向がある。

　評価事項に関する現状は以下の通りである。



ハマチ養殖産地にみるブランド確立条件 59

①餌の統一

　餌の50パーセントは組合を経由し，残りは各自が餌メ［カーから購入している。ただし

　飼料の統一は行われておらず，得点は「1点」である。

②給餌方法の統一　一

　組合としては配合飼料6，生餌4の割合で給餌することを指導しているが，実際にはモ

　イストペレットを使う組合員が多く，組合の指導も貫徹されていない。給餌方法の統一

　はできておらず，得点は「1点」である。

③養殖技術力の平準化努力

　大手組合員の委託生産を行うことで中小規模業者の養殖技術が平準化されたり，水準が上

　昇することなどが期待されている。しかしながら，組合員間の技術格差は大きく，また

　組合として平準化に関して努力することは行われていない。養殖技術の平準化努力に関す

　る得点は「1点」である。

④系統への一元出荷

　当該漁協では，自分の屋号でブランドを形成している経営規模の大きい一部組合員が全生

　産量に占める比率が高い。このため地域内での系統出荷比率は低い。一方，その他の中

　小規模組合員は一尾づつ野〆めで出荷しており，関東，大阪の中央卸売市場において相

　対取引で売買されている。他県漁連などへの一部浜売りもあるが，全体の2割程度にと

　どまる。中小規模組合員の系統出荷比率は高い。そこで系統販売への一元化に関する得

　点は「2点」とした。

⑤経営規模格差を背景とした組合員意識の不一致の有無，

・同地区に設置されている生け貴数は8m×8mX8m基準で648台である。多く保有して

　いる組合員は100台（50万尾），少ない人で5台程度であり，組合員間の経営規模差が大

　きい。このため，経営規模差に関する得点は「1点」である。C漁協としては小さな経

　営体15～16社を集めて養殖事業を実施しているが，統一的なブランドはない。

　この結果，上記5点から構成される漁民組織力に関する総合評価点は「1．2点」である。

⑥ロゴマークの添付

　5～6年前，共販活動においてブランドを確立する試みが行われた。その際には，独自

　のシールを添付して他県漁連の手で出荷して取引価格の向上を目指した。また，生産者

　名を付けてブランド確立のための効果などを試算した。ただし，荷受会社の作業が雑に

　なったこともあってこの取り組みは2年でとん挫している。現在ロゴマークの添付は行わ

　れておらず，得点は「1点」である。

⑦販売ターゲットの明確化・経営規模が大きい1組合員は独自の販路を形成しており，販売

　対象地域，対象小売業態は自ずと認知されている。販売ターゲットは明確となっている

　と評価されよう。ただし，その他の中小養殖業者は販売先に関して十分な情報を得てお

　らず，この点は漁協も同様である。よって産地としては販売ターゲットを認識しておら

　ず（あるいは持っていない），得点は「1点」である。

⑧販売目標に対する肉質の明確化

・ハマチ養殖は2年物出荷であり∫資金回転の速さが有利となっている。漁協や組合員は，

　基本的には同湾内で作られるハマチは脂の乗りがよいこと，及び歩留まりが良いことが特
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　徴で，市場での評価は高いと認識している。また，脂の乗りがよいので刺身よりは照り

　焼きに向いているとの認識も持つ。ただし，肉質にあった出荷先を選択したり，販売先

　の需要特性に合わせて自らの生産方法を改善する（例えば販売先の需要特性に合わせた脂

　肪含量を実現するために餌の配合を変更する）等の発想はない。販売ターゲットを持っ

　ていないので，目標となる肉質をどうするかという考えもない。目標肉質の明確化に関

　する得点は「1点」である。

⑨加工要請に対する対応力

・当該漁協に加工場はなく，得点は「1点」である。

　この結果，上記9点から構成される養殖ハマチのブランド化への取り組みとしての総合評

　価点は「1．0点」である。

（4）D県漁業協同組合連合会

　D県では，県内産ブリは脂っぽく防腐剤臭い等の批判があったため，沖合養殖の検討が開

始された。平成4年に県のパイロット事業としてハマチ養殖の沖合展開事業がスタートし，

平成5年1月に，沖合2キロ，水深40メートルの漁場に16メートルの六角形型養殖生け簑

（1万尾収容）が設置された。沖合養殖には，波があるときや潮が速いときに捕りに行けない

こと，あるいは収穫時に手間がかかるなどの問題はあるが，産地としては高品質な商品を生

産することが優先された。

　生産は民間会社に委託され，一時は脂肪含量を管理するためにモイストペレットを使い，

パソコンを使って管理をしていた。また，販売は県漁連が担当した。

　平成5年度には県内で試食会を開催し，llメニューを出品した。消費者，市場仲買人から

は脂っぽくなく美味しいとの評価を得た。また，別途実施された県内主婦や仲買人を対象と

したアンケート調査でも身質に対する評価は高い。この高い評価を契機として，県漁連によ

るブランド確立に向けた取り組みが開始された。ポスター，チラシが作成され，県内市場仲

卸業者や6大都市を中心とした県外消費地市場に配布された。

　ただし，生け簑1台で出荷能力1万本では県外出荷できないと判断して県内中央卸売市場出

荷に限定して，県内需要を確保してブランドを確立しようと考えた（ただし活魚出荷）。県内

荷受会社からは取り扱い条件として周年供給すること，刺身を念頭においた3～4キロサイズ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　齢
のものを供給することの2点が提示された。

　しかし，県内市場は安価な近県産ハマチに席巻されていたため，県内産ハマチは県内の高

級料理店を中心に販売促進活動が展開された。一時は県内スーパーマーケットやホテルに対し

ても販路開拓活動が実施されたが，ハマチの訴求においてハマチ以外の魚種も揃えられないこ

とが競争力低下に結びついた。

　そこで，平成8年に生産委託先を大阪荷受会社の子会社に変更するとともに，40m×60m

の大型生け簑を導入して量の確保を行い，関西方面への販路拡大を図った。この背景には，

3～5万尾のストックがないと大都市市場でのブランド確立はできないとの判断がある。

　その際，生産の委託先からは，脂肪含量を少なくすると大阪では売れないので脂肪を多く

すること，及び魚体をさらに太くして肥満度17～18パーセント（従来は15程度）とすること，

の2点が受託条件として提示された。県漁連としては販売機能がないので業者に任せるしかな
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く，現在は大阪で評価が出ると言われる脂肪含量を目標に生産管理が行われている。

　ただし，これまで県内で評価されてきた商品に比べて脂肪含量が多い。県内では以前の肉

質を求める声が多く，現在の肉質に関する県内評価は以前に比べて低い。漁民組織力に関わ

る5項目を除くその他の評価事項に関する現状は以下の通りである。

①ロゴマークの添付

　包装はデザインを業者に依頼して県漁連で作成した。ロゴマークの添付が行われており得

　点は「3点」である。

②販売ターゲットの明確化

　　事業開始当初は，県民に商品を認知してもらい，次第に販路を拡大する戦略が採られた。

　県民の食べ物に対する嗜好性を前提とした肉質づくりが行われ，それに対する県民の評価

　　も高かった。この点から判断すればD県漁連は販売ターゲットを明確に持っており，得

　　点は「3点」である。ただし，その後ブランド確立のためには生産量を増やす必要が生

　　じ，またそれだけの量を販売していくために大消費地への販売が必然化していった。需

　要特性が県内と異なる市場を販売ターゲットとする戦略変更が行われ，相対的に需要量の

　　少ない県内市場は関西市場の「主」に対して「従」的な扱いとなった。また，現在大阪

　　とは需要特性が異なる首都圏業務需要への販売拡大が模索されており，販売ターゲットは

　無に等しい。よって販売ターゲットの明確化に関する得点は「1点」である。

③販売目標に対する肉質の明確化

　寒ブリよりも脂肪含量が多いことが良いと判断している。潮通しの良い沖合で限りなく天

　然に近い環境の下で作ることを目指している。具体的な基準値は作っていないが，運動

　量を多くして肉質が締まった魚体を作るように心がけ，大型生け篭を導入している。た

　　だし，販売ターゲットが定まっていないこともあって，本来の目標肉質の設定に至って

　　いない。よって，目標肉質の明確化に関する得点は「1点」である。

④加工要請に対する対応力

　　自社独自の対応はしていないが，出荷を委託している民間会社が全面的に加工対応をして

　　おり，得点は「3点」である。

　　この結果，上記4点から構成される養殖ハマチのブランド化への取り組みとしての総合評

　価点は「2，0点」である。

（5）E漁業協同組合

　宇和海の内湾を漁場を有する組合であり，284名の組合員を有する（平成9年3月末現在）。

魚類養殖及び真珠母貝養殖が漁業の中心であり，中でもハマチ2年魚とマダイの全売上金額に

占める比率はそれぞれ36．8％，25．1％であり，両者で60％以上を占めている。105人の組合員

が12メートル四方，10メートル四方の生け貴を合計900台使用しており，平等主義の原則に則っ

て生け貴管理が行われている。

　当該漁協では以前から共販出荷の姿勢が強く，系統外の取引が皆無であるといえるほど産地

としてのまとまりが強いことが特徴となっている。

　昭和46年から大阪市場中心の出荷をしており，現在は出荷比率の90パーセントまでが大阪

本場への出荷となっている。また，近年，大阪の荷受会社との間で活魚のブランド化を目指
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す取り組みをしている。荷受会社との連携によって，安定した品質の，かつサイズの揃った

商品を安定して供給することを荷受会社に保証する見返りとして，需要が伸びない時は他産地

より優先的に荷を扱ってもらったり，量販店に特売要請を出してもらい需要を喚起してもらう

などの策を講じてもらうこともある。大阪の荷受会社との連携事業において，、大阪市場の需

要特1生にあった魚体を作り，刺身需要に対応できる2年物を中心とした出荷を行っている。

　また，大阪市場への出荷時期を1～5月中旬までとし，夏場に漁場に成魚がいない状況を

作っている。消費地への周年供給体制は養殖生産量の絶対数を増やすことと並んでブランド確

立条件の1つと考える大規模産地が多い中で，この点は当該漁協の特徴となっている。また，

夏は密殖を避けて生け貴を外湾に置き，冬場に内湾に移動させる。これによって品質が高ま

り，弊死率の低下に結びついている。

　また，同一品質の物を特定期間に限ってではあるが大量に出荷できるため，荷受会社及び

消費地仲卸業者との間に信頼関係ができている。荷受会社は出荷計画をつめるために1年に3

～4回はE漁協を訪問するが，E漁協としても1ヶ月1回は情報交換のために大阪に出向いて

いる。量販店も荷受会社に出向いて情報交換を行っており，産地から末端小売業者まで意志

疎通が図られている。

　関西の量販店のうちの1社がポスターを貼って消費者への商品訴求を行っているが，一般的

には消費者は当該漁協の名前を知らない。しかし，流通業者はE漁協及びその商品を十分認

知しており，量販店が当該漁協の商品を指定してくる場合もある。E漁協の名前は消費者ま

では届いていないが，小売業者を含む流通業者の取引においてはその取引リスクの小ささから

ブランド品として認識されている。

　評価事項に関する現状は以下の通りである。

　①餌の統一

　　組合員が使う餌は全て組合が供給しており，餌の統一ができているので得点は「3点」

　　である。きめの細かい肉質を実現するためにオオナゴ，サバ，イワシを給餌しており，

　　モイストペレットはほとんど使わない。

　②給餌方法の統一

　給餌も各組合員が統一した方法を採っており，得点は「3点」である。これにより，組

　　合員間の肉質差はあまりなく，取り扱う者にとってのリスクは小さい。

③養殖技術力の平準化努力

　　漁協を挙げて養殖技術の普及に尽力しており，組合員間の製品格差は小さい。また組合

　　内に研究施設を設置するなど，技術の向上を図っている。養殖技術の平準化努力に関す

　　る得点は「3点」である。

④系統への一元出荷

　　モジャコを自家栽捕して自分の手で成魚まで育てる。系統出荷を重視しており，個人売

　　りは禁止されている。7～8人が班をつくって7～8，000尾単位で活魚船1隻を作り，荷受

　会社の配送子会社の配送デポジットに活魚船で搬入されている。出荷に際して厳密な選別

　作業を行っているので品質に対する評価が高く，同じ価格であればE漁協の商品が選ばれ

　　ることが多い。このように，共同して出荷にあたり高い価格実現を確保していく姿勢が

　見られ，得点は「3点」である。
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⑤経営規模格差を背景とした組合員意識の不一致の有無

・養殖漁家1人に与えられる生け貴台数が決められている。経営規模は同じで，定期的に

　生け貴の場所に関してくじ引きを行なって入れ替えを行うなど平等主義を実践している。

　このため，経営規模の大小によって利害が発生して組合活動に支障をきたすなどの可能性

　は低く，生産と出荷の安定性が確保されている。よって経営規模差に関する得点は「3

　点」である。

・この結果，上記5点から構成される漁民組織力に関する総合評価点は「3．0点」である。

⑥ロゴマークの添付

　消費者に対するブランド確立は考えておらず，商品にロゴマークは添付していない。よっ

　て得点は「1点」である。

⑦販売ターゲットの明確化

　以前から関西市場の刺身需要をターゲットとしており，その姿勢は明確である。よって

　販売ターゲットが明確化しているかに関する評価事項についての得点は「3点」である。

⑧販売目標に対する肉質の明確化

　関西地方の量販店向けとしてサイズを3～3．2キロに設定している。また関西向けの刺身商

　材としてきめの細かい肉質を計画的に作っている。また，肉質を評価する競り人の言葉

　を生産者に直接伝え改良・維持に役立てている。目標とする肉質の明確化に関する得点は

　「3点」である。

⑨加工要請に対する対応力

・大阪の荷受会社との連携事業に関わる販売政策において加工事業を必要としていない。た

　だし，加工事業が必要であると認めるときは速やかに対応できるだけの経済的，また技

　術的ポテンシャルを有している。ここでは以上の点を加味して得点を「2点」とした。

・この結果，上記9点から構成される養殖ハマチのブランド化への取り組みとしての総合評

　価点は「2．7点」である。

（6）F漁業協同組合

　宇和海を漁場を有する組合であり，213名の組合員を有する　（平成9年3月末現在）・漁船

漁業中心の地域であったが，昭和51年に養殖魚類の出荷を行う地元民間会社に販売活動を依

頼するかたちでハマチ養殖への取り組みを開始し，53年から販売を開始した。着業にあたっ

ては消費宣伝事業の県補助金を受けて県漁連が窓口になった。当時養殖事業に着業した組合員

は7名であり1人5，000尾を池入れしたが，その後経営体数は増加の一途を辿った。養殖経営

体のピークは昭和59年であり，現在のハマチ養殖経営体は78経営体である。生け貴は10m×1

0m×5m基準で624台あり，平等主義に則り1人8台と定められている。

　養殖場は3地区に分かれているが，各地に部会がもたれており，必要に応じて役員が相談

のために会合を持ち問題の解決にあたってきた。

　出荷は共同出荷が原則であり，個人出荷は禁止されている。現在の出荷形態は県漁連が定

めるブランド品として県漁連の手によって名古屋の荷受会社を経由して販売されている。名古

屋市場では歩留まりが良い（肥満度が高い）との評価があり，4キロ物中心の出荷が行われ

ている。サイズ選別は県漁連が担当しており，ブランド確立のために徹底して行われている。
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販売価格は随時販売会議を持って決められており，品質に関する指定は生餌が残っていないよ

うに出荷前5日には餌止めする以外は特に指定されていない。

　なお，F漁協としては，県漁連を通すと必然化する7パーセントの市場手数料を回避する

方法として，県漁連に出さずに直売していくことも検討している。その場合，以前から関係

のあった出荷力を持つ地元民問会社との提携問題が検討課題の1つとなっている。

評価事項に関する現状は以下の通りである。

①餌の統一

　餌は県漁連が仲介して船を配船して供給している。商品価値のあるものを作るために価格

　の高い餌を生産者に押しつけると製品価格が下落した時に困ることになるので，組合とし

　てはあまり押しつけないようにしているという。しかし，実際は餌の統一化が図られて

　おり，その結果，肉質の均一化が実現されている。生餌中心の時の肉質は生産者によっ

　てかなり個人差があったが，ドライペレット9割，生餌1割の現在では個人差はなくなっ

　ている。よって肉質の均一化を実現するための1条件である餌の統一に関する得点は

　「3点」である。

②給餌方法の統一

　　1つの生け費に3，000尾以上入れない密殖防止指導が組合によって行われているが，実際

　にはより多く池入れが行われている可能性があり，自ずと給餌方法の統一化も難しい側面

　がある。よって現状から判断して得点は「2点」とした。

③養殖技術力の平準化努力

　漁協を挙げて養殖技術の普及に尽力しており，組合員問の製品格差は小さい。よって養

　殖技術の平準化努力に関する得点は「3点」である。

④系統への一元出荷

　モジャコを仕入れるときから組合が管理しており，生産から出荷まで平等主義の原則を基

　底に据えている。出荷にあたっても共同して出荷にあたり高い価格実現を確保していく姿

　勢が見られ，得点は「3点」である。

⑤経営規模格差を背景とした組合員意識の不一致の有無

　・平等主義がとられており，生け貴の保有台数は一人8台に限定されている。この点はE

　漁協の考え方と同じである。このため，経営規模の大小によって利害が発生して組合活

　動に支障をきたすなどの可能性は低く，生産と出荷の安定性が確保されている。よって

　経営規模差に関する得点は「3点」である。

　・この結果，上記5点から構成される漁民組織力に関する総合評価点は「2．8点」である。

⑥ロゴマークの添付

　県漁連の名前とともに当該漁協のロゴマークが添付されており，得点は「3点」である。

⑦販売ターゲットの明確化

　名古屋市場という地域を限定した中での供給体制が組まれており，販売ターゲットは明確

　である。よって得点は「3点」である。

⑧販売目標に対する肉質の明確化

　名古屋市場という地域的ターゲッティングはできているが，名古屋市場の需要特性をどの

　ように認識し，どのように肉質形成を図っていくかという点に至ると不明な点がある。
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　現在まではいかに短期間に4キロ物を作るかだけが目標となっており，肉質に関する目標，

　それを実現するための条件設定はされていない。よって，目標となる肉質の明確化に関

　する得点は「2点」である。

⑨加工要請に対する対応力

・年問20万尾の加工処理ができる施設を保有するが，現在周年稼働で14～15万尾の実績で

　ある。やや価格が高い飼料を使ったハマチをフィレー用として使っている。加工対応力

　に関する得点は「3点」

　この結果，上記9点から構成される養殖ハマチのブランド化への取り組みとしての総合評

　価点は「2．8点」である。

（7）G漁業協同組合

　豊後水道に面した漁場を有する組合であり，158名の組合員を有する　（平成9年3月末現在）。

魚類養殖の伸びが要因となって年間販売実績は増加基調にあり，平成9年度には対前年比176

％の49億4，600万円となった。そのうちハマチ販売金額は39億5，400万円であり，全販売金額の

80％を占めている。この背景には，平成6年度から続いていたハマチ相場の下落低迷が平成

9年一転して急上昇し1キロあたり1，200円台の高値が付いたこともあるが，ハマチ養殖に対

する強く依存した同地区の特徴でもある。

　この地区では，昭和20年代までは延縄漁業，フグ漁，立て縄など漁船漁業中心の地域であ

り，養殖が導入されたのは30年代に入ってからである。同地区の海域は水温の低さと豊後水

道の潮の速さが特徴であり，養殖に関して優れた漁場条件をもつ。寒ブリに近いハマチが養

殖できる産地として評価があり，特に寒ブリに馴れ親しみ，肉質評価に対しても厳しいとい

われる北陸地方においての評価が高い。周年供給を行っているが，出荷最盛期は12～5月で

あり，この期間に出荷量全体の8割を出荷している。

　平成期に入ってブランド確立への取り組みを強化するために，評価を得ている北陸地方と中

京圏を中心として，肉質向上を目指した品評会の開催や，生け〆め商品や活魚など商品形態

の多様化等に取り組んでいるが，資金不足も原因してマーケットにおけるブランド確立までに

は至っていない。前述したF漁業協同組合のハマチに比較しても劣らない肉質を持ちながらブ

ランド確立が遅れている背景には，産地規模が小さいことに加えて漁民組織力の弱さが原因し

ている。評価事項に関する現状は以下の通りである。

　①餌の統一

　　品質改善に努力しているが，餌は統一されておらず，得点は「1点」である。各漁家が

　　それぞれ飼料メーカーから仕入れている。その結果，生産者によって脂肪が多かったり

　少なかったりする状況が発生する。販売促進のためのパンフレットを作って販売拡大を図っ

　　た際にも脂肪含量に関する基準は作成しておらず，不統一であった。この点は今も変わっ

　　ていない。ただし生餌主体からモイストペレット主体に移行していることは各漁家共通の

　傾向であり，今後類似した餌構成になってくることも考えられる。

　②給餌方法の統一

　給餌方法も餌同様に統一されておらず，得点は「1点」である。
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③養殖技術力の平準化努力

　規模の大型化に伴い，組合を中心に養殖技術の普及事業が行われている。この取り組み

　によって組合員間の養殖技術が今までよりも平準化することが期待されており，得点は

　「2点」である。

④系統への一元出荷

　系統による出荷が比較的高いもののその他の出荷形態もあり，得点は「2点」である。

　出荷先としては6～7割が相対取引で中央卸売市場へ出荷されている。また，出荷形態

　に着目すると6割が活魚船で中京圏，首都圏へ，3割が筏で氷〆めした後に船で近隣の

　地方中核都市まで配送し，そこで民間物流業者へ販売している。しかし出荷に際して取

　引先からは取引条件として3．5キロサイズ（2年もの）を指定されており，誤差が0．3キロ

　を超えると取引が中止される。この民間会社ではG組合の産地名を商品名として使ってお

　り，多少なりとも同産地の名前は消費者へ発信されている。ただし，それは民間会社の

　商品名であり，G組合のブランド商品ではない。また，産地が小さいので同産地では独

　自に船を仕立てることができず，物流上のハンディとなっている。なお，比較的経営規

　模が大きい養殖業者は運搬船を保有して近距離市場への直接搬入やフィレー加工業者へ販

　売している事例もあり，価格面で有利な取引を行っている。

　県漁連から販売契約締結の要請があるが，系統販売に対してどのように対応していくか

　はまだ結論を得ていない。

⑤経営規模格差を背景とした組合員意識の不一致の有無

・地区内での生け貴台数は240台である。以前は30台所有している人がいる一方で3～4台

　しか保有していない組合員が多いなど，組合員間の生産規模格差が大きかった。その後，

　小規模であると経営安定化が図れないことや経営規模を拡大したいとの意向を持つ漁業者

　が多くなってきたために，5年前に1人15台に決められた。現在は移行期間にあたるた

　め，得点は「2点」である。

・この結果，上記5点から構成される漁民組織力に関する総合評価点は「1．6点」である。

⑥ロゴマークの添付

　販売先の民間会社がG組合の産地名を商品名として使っているが，G組合としては独自の

　ロゴマークの添付を行っていない。実勢としてはG組合の知名度向上に役立っているとと

　もに，本来のブランドマークが持つ経済効果も一部享受していると考えられるので得点は

　「2点」である。

⑦販売ターゲットの明確化

　自組合の漁場条件で生産できる肉質特性を十分配慮した上で，販売先を評価の高い北陸地

　方と中京圏に絞り込む姿勢を持っている。地域的には販売ターゲットが明確になっている

　と判断される。ただし，販売形態についてはまだ試行錯誤の状況であり，課題が多い。

　よって得点は「2点」である。

⑧販売目標に対する肉質の明確化

　海域の水温と潮の速さから，寒ブリに近いハマチが養殖できる産地として評価があり，

　その強みを重視している。寒ブリに近い肉質を作ることを目標に据えており，目標が明

　確であるので得点は「3点」である。



ハマチ養殖産地にみるブランド確立条件 67

⑨加工要請に対する対応力

・加工施設はなく，対応能力はないので得点は「1点」である。

　この結果，上記9点から構成される養殖ハマチのブランド化への取り組みとしての総合評

　価点は「1．8点」である。

3）ブランド確立に向けての取り組みに対する評価

　各養殖産地では生産体制や販売に対する姿勢が異なり，それがブランド確立の成功・不成功

をもたらしている。養殖産地における生産・販売状況に関する聞き取り調査の結果を表にまと

めた。調査ではブランド確立のための条件（ただし漁場条件を除く）として9項目を設定し，

3段階評価を行った。

　最もブランド確立の要件を満たしているのは「F漁協」（E県）で総合的評価点は2．8点（3

点満点）であった。次いで高い得点を得たのは「E漁協」（E県，総合的評価点2，7点）と

「A漁協」（K県，総合的評価点2．6点）の2漁協である。このうち「E漁協」は漁民組織力に

関する評価点が3点で7事例中最も高い評価を得たが，ブランド確立の条件といわれているロ

ゴタイプマークの添付を商品に施していないことや，活魚取引を重視する姿勢が強い関西市場

に対応しているために加工機能の設置を重視してこなかったことが背景となって総合的評価点

を下げる結果となった。ただし同漁協はその他のブランド確立上の要件は満たしている。ま

た，大阪市場での刺身向け商材として最も値がつく3キロサイズを主力商品としており，大

阪市中央卸売市場本場の荷受会杜と提携して出荷時期を限定（非周年）しつつ安定的な販路

を確保している。関西市場ではE漁協の商品はいわばブランド品として扱われており，「消費

者に向けてのブランド」とは異なる「流通業者に向けてのブランド」が存在することの証左

となっている。

　B漁協とC漁協は共通の生産条件を持ちながら，B漁協は漁民組織として生産方法のまとま

りがあって（評価点2．0点）同じ肉質のハマチを作る条件を揃えつつあるが，販売面を他社に

一任しており，市場でのブランドは確立していない（総合的評価点1．7点）。C漁協は生産量は

多いものの生産者間で経営規模差が大きく，まとまりにくい産地である（評価点L2点）。漁民

組織としてのまとまりや，販売先を想定して生産・出荷体制の強化に取り組む等の姿勢がブラ

ンド確立上不可欠であることを示す好例である（総合的評価点1．2点）。

　D県漁連は沖合養殖によってブランド魚の生産に着手した事例であり，特定のブランド名を

命名としている。ただし，生産された商品の脂肪含量と販売先が求める脂肪含量が異なり，

ブランド確立に失敗した。漁場適地が狭隆であることから生産量が十分ないこともブランド確

立に不利に影響した。

　G漁協は，豊後水道の潮の流れが急な海域にある島の漁協である。今日ブランド魚の好例

として指摘されることが多い「関アジ」「関サバ」と類似した漁場環境を持つ。このため，同

地区で養殖されたハマチはF漁協のハマチと並んで高品質魚との評価を得ている。ただし，

漁民組織力が弱く，均一な商品を一元出荷できない状況にあり，ブランド確立には至ってい

ない。（総合的評価1．8点）
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5．ブランド確立のために養殖産地に求められる必要条件

　今回の調査を通じて，養殖ハマチを流通末端業者に販売している消費地中央卸売市場の仲

卸業者は，供給量の安定性，価格の安定1生，販売可能な価格水準等を産地及び流通業者に対

する要請事項として期待していることが明らかになった。このことは，商品の品質が良いこ

と，あるいは特徴ある肉質であること等は産地に対する評価を高める要素ではあるが，物流・

取引面の条件に対応できる産地でなければ評価を確たるものにはできないことを指している。

商品のブランド確立のためには，品質が良いことに加えて物流・取引条件の整備が必要条件で

ある。

　また，漁協別総合評価の結果から，ブランド確立のために養殖産地に求められる必要条件，

及びブランド確立のために配慮すべき事項は次のように整理される。

1）ブランド確立のための必要条件

①商品の品質が良いこと。

　品質が悪ければブランドは確立しない。ただし，漁場条件が優良で良い商品がつくれる

　産地であってもその他の条件も具備していなければブランドを確立することはできない。

②漁民組織力の強さ

　ブランド化に成功している漁協における共通要因として指摘できるのは「漁民組織力の強

　さ」であり，ブランド確立において問題がある産地は逆に漁民組織力が弱い産地である・

　特に「餌の統一」は地域において均一な商品を安定的に供給できる能力を有しているか

　どうかを決定する事項であり，漁民組織力が弱ければこれを実現することはできない。

　消費地仲卸業者は産地評価の視点として産地としての「安定性」を重視していることか

　らも分かるように，この条件を満たすことができることがブランドを確立できる産地の必

　要条件であり，漁民組織力を強めることが最も重要と言えよう。

　　また，漁民組織力の一指標である「系統への一元出荷」も，ブランド化に成功してい

　る漁協における共通要因となっている。これは，消費地仲卸業者が産地に求める　「供給

　量の安定性」，すなわち，いつでも求める量が確保できる産地であることと関連している。

　ただし，消費地仲卸業者としては商品がまとまって確保できることだけを求めており，

　必ずしも系統共販である必要はない。

　　また，漁民組織力の一指標である「養殖技術の平準化」も，ブランド確立上重要な要

　素であるが，まだ必要不可欠の条件にはなっていない。この条件は将来にわたって産地

　の振興を図っていく際に重要な要素になると考えられる。

③販売ターゲットの明確化と目標となる肉質の確定

　どのような養殖生産を行うかは販売先の嗜好や食べ方の違いを認識することが重要である。

　養殖ハマチのブランド確立にあたってはこのような地域別需要の違いを念頭において，販

　売ターゲットをどこに置き，それに合わせて目標となる肉質を明確に認識し，その実現

　に向けて生産活動に具体的に結びつけていくことはブランド確立上重要である。ブランド

　化に成功している漁協では，このような取り組みが程度の差こそあれ認められる。しか

　し，他の漁協に比較してブランド化に成功していると考えられる漁協であっても，この

　ような取り組みがやや弱いところもみられる。これを，このような取り組みを行えばさ
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　らにブランドが確立されると認識するのか，ブランド確立にあたりこれらの取り組みは必

　ずしも必要条件ではないと認識するのかについては議論の残るところではある。消費地仲

　卸業者や小売業における養殖魚販売時においてまだそこまでの差別化要素を求めていない

　と捉えることもできる問題であり，今後流通の担い手の行動も視野に入れた研究の蓄積が

　必要である。

④「消費者に向けたブランド」の形成を目指すか，「流通業者に向けたブランド」の形成を

　目指すのか，方向性を明確にすることの必要性

　ブランドには，「消費者に向けてのブランド」と「流通業者に向けてのブランド」とがあ

　る。このうち「消費者に向けてのブランド」とは最終消費者の高い評価を得るために商

　品開拓を行うものであり，また最終消費者での知名度を高めるために消費者をターゲッ・ト

　とした広告宣伝活動が重要となる。これに対して「流通業者に向けてのブランド」とは，

　養殖ハマチを扱う流通業者からみて魅力的な商品を生産・販売していくものである。一部

　では「消費者に向けてのブランド形成」と同様の戦略が展開されるが，消費者は何ら関

　心を持たない取引条件，安定供給力，商品の荷揃え力（主にサイズ），商品の均質さなど

　も構成要素となってくる。今回の事例調査において取り上げたE漁協は「流通業者に向

　けてのブランド形成」を手がけ，成功している事例である。いずれの取り組みも有効で

　あるが，どちらをターゲットにするかでマーケティング方法や経営資源（人，物，資金，

　情報等〉の投下領域がやや異なってくるため，ターゲットを明確しないで中途半端な姿

　勢で臨むと，限りある経営資源の不効率な投下を招く。

　　また，「消費者に向けてのブランド」，「流通業者に向けてのブランド」どちらの方向を

　目指すにしても，養殖産地はブランド確立のために消費地荷受会社，仲卸業者，その他

　関連業種との情報交流を密にして，将来的には産地一流通一末端諸産業が一連のフードシ

　ステムを作り，取引上の翻齪を補い合う仕組みを組み立てる姿勢が相互に求められる・

2）ブランド確立のために養殖産地が配慮すべき事項

①産地規模の大型化問題

　生産者が他産地に対する競争力を強めることを目的として指向する産地の大型化も供給量

　の安定性を目指したものであり，量の確保とともに様々なサイズ注文に対応できることが

　消費地仲買人の産地に対する評価向上に結びついている。また，産地規模が小さいと独

　自の販路開拓体制を組むことができず，外部者に販売を一任するなどブランドの確立は難

　　しくなる。これらの点からみて，ブランド確立にあたってはある程度の産地規模がある

　ことが必要条件となろう。

　　ただし，産地の大型化を図って周年供給体制を実現することが産地競争上不可欠である

　との認識に立つ生産者が多いのに対して，消費地仲卸業者あるいは消費地荷受会社は必ず

　しも周年供給が取引の条件として認識していない場合があり，産地と消費地との間にやや

　認識の不整合が認められる。例えば，関西市場に出荷しているE漁協では，期間を限定

　しての出荷体制を組む中でもブランド品としての評価を荷受会社から受けており，必ずし

　も周年供給できる産地であることがブランド確立のための必要条件とは言えない。
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②「ロゴマークの添付」について

　「ロゴマークの添付」は商品差別化の基本的な手段として取り扱われているが，添付に

　よってブランドが確立するわけではない。また，ある程度の生産量をもつ産地でなけれ

　ば，供給時に欠品が発生して産地評価が低下するなど経済効果は発生しにくい。さらに，

　「ロゴマークの添付」は生産者自らが販路開拓に取り組んでいくことが条件であり，出荷

　業者に販売を依頼する場合は，集出荷力を持つ出荷業者のロゴマークが添付されることが

　一般的である。

　現在ロゴマークを添付している商品であっても，店頭においては外されていることが多

　い。産地名まで店頭に届くのは販売促進を目指した特定販売週問などごく一部の期間に過

　ぎない。このことは，養殖ハマチ産地がブランド確立を目指して消費者アピールの強化

　を意識していても実際には消費者にはほとんどブランドは届いておらず，流通過程内部で

　の「標識」にとどまっていることを意味している。ロゴマークの添付については，先に

　挙げた「消費者に向けたブランド」・の形成を目指すか，「流通業者に向けたブランド」の

　形成を目指すのか，という問題と関連した販売政策であり，今日の産地では中途半端さ

　がみられる。

③産地の「加工対応力」について

　「加工対応力」に関しては，加工施設を必要としない方法でブランドをつくり販路を確

　立している事例があることが示しているように，ブランド確立上必要不可欠の条件ではな

　い。勿論，産地としては加工施設を有していた方が様々な需要に対応できるので市場競

　争力は高まろうが，加工施設を持つか否かは販売ターゲットの捉え方と，共に販売チャ

　ネルを組織する取引相手との事業連携の中で決定されると考える。
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