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序論一一課題と視点、

検討課題は，食料消費需要の変化に対応した食材供給企業の農開が，食料品流通の既往の構

造にいかなる局面において，どのような影響を及ぽすかであり，その役割と機能を分析，整理

することにある。

課題の趣冨は，近年国畏の食生活において，生鮮素材を購入し，家庭内で加工，処理し，家

族として食事するといった内食型から，一種の外食型に急速にその比重を増してきている。異

体的にいうならば，家庭の食事にしても殆んど手を加えることなく食卓に提供できる加工食品

の種類と量とが増え，加えて食事そのものを家賠外の各種j吉舗等で摂取するといった如くであ

る。さらにこの外食機会の利用は単に料理飲食脂等にとどまらず，各種の給食を含めれば，そ

の数と範囲はかなりに及び，さらに弁当・夕食宅配の利用もこれに加わる。これら食生活の変

化の意味するところは，別の側面から見れば I食材」の供給方式を一種の分業として多彩な形

をとらせていることである。

論述に当り，まず「食材」について，商品として消費を開発するために，業務用として調達

される生鮮農産物という一誌の定義をしておきたい。もともと食料農産物の流通は，端的にいっ

て生産者から消費者への直接の取引きに始まり，社会経済の発達につれて次第に拡大し，遂に

は制度化されて，今日の卸売市場中軸の流通機構を形成するに至った。当然そこには流通を業

務とする卸売，仲卸および小売各段階の業者，企業が介在するようになったが，今日の態様は

この流通過程に食品加工業者，外食業者が加わったということである。食品加工，外食提供と

いった業務は，卸売市場中軸の流通過程における食料農産物の取扱い方を異にしており，一般

にそれは加工，調理を行うための素材をそれぞれの企業業態に即して仕入れることである。

すなわち，従来の食料農産物の流通は生産者の生産物を消費者に受渡すことにあり，卸売市

場は家庭で調理，加工するための生の農産物を取扱うことであった。今日の事態は，この中間

段階に加工用及び外食用に農産物を扱う業態が入り込み，そこで加工，調理された材料を消費

者が購入するかたちが急速に増加したことを意味する。いいかえると，流通過程で扱われる農

産物が，最終需要段階で加工される場合と生のままの場合とが併存するようになった。問題は

加工される場合で，それが加工食品であろうと，外食用に調理されメニューとして提供されよ

うと，そこに企業の意志が入り込み，新たな「商品」を生み出すということである。この扱い

方をされる農産物をここでは「食材j と呼ぶ、ことにする。

この点は，卸売市場の流通機能に相当の影響を与える要素と考えられる。その影響は，加工

及び外食がそれぞれ多彩な企業的業務の許で行われるだけに，単純ではない。最終消費者が小

売庄から食料農産物を購入するといった流通における受動的な構造とは違って，既往の流通機

能に食料素材としての農産物の生産，供給そのものについて企業特有の仕入れ条件，注文ない

しは要請を直接的に提示することとなる。同時にこの動向が顕著になればなるほど，これらが

提起する問題は既往の食料農産物の流通をこの面から合理化せんとする力を加えてゆくであろ

う。課題に示したその役割と機能を経済的に分析，整理するというのは，かかる意味での食材

需要の新しい動向を担え，このEの変化が食料農産物の流通にいかなる作用を及ぼすかを検討

することである。

課題の検討は何よりも実証的でなければならない。しかしその圏難は最終消費段階における

食料消費様式の多様化に対応して，加工品ないし外食企業の提供メニューも複雑となり，これ
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と相応じて関係諸企業の業態も複雑多彩にわたることである。食材調達の異体的態様もまた同

様であり，初期的研究(1)としては研究対象をいずれに求むべきかの判断に迷うところである。し

かも事態の進展は近年とみに急速であり，競争構造の擾雑さがこれに加わっている。こうした

点を考慮して，本研究では，まず食材を生鮮食料農産物のうち特に野菜類に限定し，これを扱

う加工，外食企業のなかで主軸的タイプとみられる食品加工過程に焦点をあて 3つの事例を

選び，その態様を食材供給という視角から接近することにした。第II章がこれにあたる。

それに先立ち，研究の規点、と問題概要を指摘したい。食材供給という視角を重視する意味は，

食料農産物流通市場の合理化に関してこれを取りあげようとする態度に起因する。流通・市場

に関する研究は，一般に消費者の望む商品をつくり，適所，適時に消費者に引渡す全過程を対

象とする。こうした状況の発克と実現を巣す諸活動は流通機能と呼ばれ，それを具体的に担当

するのが流通組織である。農産物については，周知のとおり生産者による収穫・出荷と消費者

の購買・消費との聞には，何よりも鮮震を損わないための時間の短縮と措置が要求される。か

かる迅速な商品の流通と適正な価格形成を主眼とした流通機構が卸売市場であり，殊に生鮮農

産物の消費需要の充足と貯蔵能性の低いそれについての価格安定機能を発揮させるために設立

されたものである。

近年，その機能に影響を与える事態が形成された。いわゆる量販践の卸売市場への進出であ

る。その上に，問題とする外食・食品加工企業の展開と影響は，これを追うかたちで急速に拡

大した。これら諸企業の卸売市場利用は，既往の流通機能において，供給・出荷慨に新たな対

応を要求するというのが問題となるのである。悶みに現実の野菜類は，全国総流通霊のおよそ

9部までがこの卸売市場を経由して流通していること，後で詳細に述べるところであるが，そ

のことはまた，かかる新規参入の食品関連諸企業の野菜類仕入れが卸売市場の和用を前提にし

ていることを説明する。しかしながら，問題の趣旨は，関連諸企業による野菜類の仕入れに独

自の企業的要請がある場合，既往の流通構造はそれを適切に受容する機能をもつかどうかであ

る。供給・出持側の対誌が十分でなければ，諸企業の卸売市場利用はそれだけ制約されること

になるほか，これに代わるべき新たな流通方式が考題、されねばならない。必要とする食材が入

手できなければ，企業活動が損われるからである。

第 I主主は，こうした問題の背景を概観し，殊にこれを変化させる契機となった，いわゆる

販屈の卸売市場参入をとりあげ，流通機能の変化の局龍と経済的意味を分析的に整理する。第

II章で扱う外食・食品加工企業の参入とは異った問題性をもつことをまず明らかにする必要が

あるためである。

第 1，II章の論述は，したがって以下の視点から接近することとなろう。

1.食材 野菜類の生産から流通・加工そして配給，消費に至る流れの変化と，これに

関連する経済主体及びその椙互間の連携事構

2.食材の最終消費者の需要の性格と，流通各設階における食材加工の程度

3.食材流通の各段階を制御する経済主体の性格とその機能

4. それぞれの業態において，食材謂達の方法を規定する条件

等の発見と整理，問題についての分析，これである。
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1 .食材流通のタイプと食材の供給・需要

食材供給の在り方を検討する基本的な場面は，最終消費段階における食生活の実態であり，

そこにおける食材需要の態様を整理することから始められる。これを別の側面からみれば，農

業生産者=供給興が当面する需要は最終消費者の需要ではなく，それに派生された需要であ

る。すなわち派生需要とは，農業者が生産する素材(としての野菜類)と，流通の中関段階で

付加された財とサービスとの合成物にほかならない。その意味で問題とする派生需要の変化と

は，この素材需要自体の変化と，付加価値に対する需要の変化とが合成されたものである。と

ころで本研究では，その対象を生鮮野菜類に限定する。卸売市場流通における変化を検討する

に最適であるからである。そこで，問題の状況を端的に表現するならば，既往の卸売市場を経

由する野菜類供給はいわば直接的素材の需要に対応したものであった。そして現在の変化はこ

れに加えて，主として流通，加工，サービス部門の社会的分業化，企業新規参入を介しての付

加価値に対する需要のそれに大きく依存している，ということである。

1.食材流通のタイプ

食生活については，①食材，②食事方法，③加工・保存方法，そしてこれらの@購買態度等

についての検討を必要とする(九食生活の変化はその時代における，食事に対する価値観の変化

に支えられており，食生活に関連する各種企業はこの価値観の把握に基づいて経営方針を定め

ることになる。これがマーケティング論でいわれるコンセプトの枠組の規定に関する問題であ

る。現実の食生活の変化，その多様性等を規定することは容易な業ではない。しかし，食材が

求められる場合ないし業態に着冒すれば，全国ベ}スでは概ね以下の特徴を描き出すことがで

きょう。

1.食生活の場は家庭内会と，家庭外食に大別される。さらに食生活の場として明瞭でな

い食事摂取の手段(例えば惣菜，食事宅配といったいわゆるマ}ジナル・インダストリー(3))

があり，食事様式の多様化と重層化とがかなり進展している。『家計調査~ (全閣，全世帯)

によれば(表1)，昭和59年度で加工品及び外食費の全食料費支出に占める割合はそれぞれ

45.7%と15.9%であり，合わせて61.6%がいわゆる外食型の食事であった。外食費には小遣

い，宿泊・旅費，社員食堂等利用の補助等を含む支出が計上されておらず，実質はこの数値

を大きく上回るものとされる。すなわち野菜類を含む食費支出は内食 4対外食 6の都合と

なった。

2.家計の食材調達，購入という点からみれば，内食では家庭内での加工，調理を前提に

した生の食材のそれであり，多くは専門小売庖，大型小売居舗等で調達される。これに対し

て，外食では食事全般にかかわるメニューの工夫，食材購入，加工・調理そして食後の後片

づけといった財及びサ}ビスのすべてを購入することになる。加工食品はこれに類似するが

家庭内での調理サービスを，また惣菜・食事宅配や保温持ち帰り弁当等の利用は同様に内食

サ}ビスの一部または全部の購入という意味をもっ。すなわち外食型食事様式は家事におけ

る食事サ}ピスの代行機能を果たしているといえよう。

3.家庭内食用の食材それ自体にも，生の素材にとどまらず，いわゆる前処理野菜，レト

ルト食品，冷凍野菜等の利用がとみに急増した。あく抜き，ゆで，カットされた野菜やサラ

ダ・パーの利用のほか，ホット・デリカテッセンあるいはつめ合せの料理セット，電子レン



表 1 食料費支出の費目別構成
(%) 

年
30 40 50 55 59 費百

食料費 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

主 食 35.8 22.3 13.2 13.0 13.0 

副食品 43.9 49.4 52.1 51.1 49.7 

し好食品 15.9 20.9 22.8 21. 3 21.4 

外 食 (A) 4.4 7.4 11. 9 14.7 15.9 

加工食品(B) 38.8 43.6 45.7 45.2 45.7 

ω+  (B) 43.3 50.9 57.8 59.9 61. 6 

(資料) 総理jず「家計調査(全国，全世帯)J 
(注) 外食費ωには旅舘，病院における食料費部分のほか，交際費名目での支出が

含まれていない。したがって実際の外食支出はこれよりもはるかに大きいもの

と考えられる。

{試算} l世帯当り月額外食費(全国，全世帯，昭和58年)

(円)

食 料 費 (A) 77.960 

外 食 費 (B) 11.593 

こづかいに占める食料費 (C) 8，430 

こづかいに占める外食費 (D) 6，534 

(A+C) (E) 86，390 

(B十D) (F) 18，127 

(E)/(F) (%) 21.0 

(引用) 後出，注(1)ー(3)(117頁)による

ジで加熱すればそのまま食事に供される冷凍食品(料理)などの消費もある。
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4.加えて，最終消費段階ではこのような食材利用における利便性，経済的合理性，家事

に代替する時嵩の選好などへの配意、だけでなく，食の安全性，健震性，自然性についても大

きな関心を払うに至った。無・低農薬野菜，有機栽培による野菜類の需要はもとより，句の

もの，完熟野菜等の関心の高まりがそれであり，さらにその延長ともみられる故郷・自然志

向といった生活価傭観に裏打ちされた地方特産品，伝統的食品への噌好は，宅配・郵送機関

の業務として新しい型の産地直送方式を著しく普及させている。

食生活の変化，食材調達の多様化，重層化の大筋をこのように理解すれば円近年の家躍内食

の棺対的縮少，外食型食事様式の流行は，大別してそれぞれ前者を最終消費に直結する野菜類

の需要，後者をそれに甚結しない，加工・調理された食材ないし食事メニューに対する需要と

することができょう。そのいずれもがともに多彩となり，重層的な利用が行われているのが現

実であり，しかもそれぞれの場面で関連する流通及び加工・サービス企業が介入することによっ

て，いっそう現存の食料農産物流通ではみられなかった新しい需要を創造しつつある。
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2.野菜流通機構と大規模生産

野菜顎流通機構の特色は，卸売市場法に基づく卸売市場のそれとして説明される。問題は，

前述した消費需要の新しい動向をこれがいかに受けとめているかである。ここではその機構と

機能の詳細を述べることではなしまず新しい需要に対して卸売市場のもつ供給体制がどのよ

うな係り合いを持つか，近年の特徴的な動きについて要約することにしよう。具体的事実はい

わゆる量販窟の流行一繁栄普及であり，その卸売市場参入に伴う野菜類流通の変化である。検

討の狙いは，最終消費に産結する野菜鎖流通組織としての量販屈の比重の高さであり，流通戦

略上これが最終消費者の需要創造を重視していることについてである。直観的にその特徴を表

現するならば，卸売市場流通を前提にした生産の大型化と，消費需要の大型化との対応{めという

ことである。

何よりもまず，現在の卸売市場は総流通量の凡そ90%を流通させており，その点でこの機構

のもつ社会的機能はよく発揮されている証左とみてよい(表 2)。この卸売市場の制度上の特質

は，組織上は少数・捜数の卸売業者を指定し，多数の許可制による買手慨相互関の公開競り取

引きを原則とし，この制度を実効化するため全量委託集荷，受託拒否の禁止，却日上場・販売，

場外取引の禁止そして販売委託手数料率の公定制を付加していること，周知の通りである。重

要な問題は，この卸売市場においては，市場入荷量の調整機能はしたがって卸売業者にではな

く，産地出持者側に委ねられていることとなる。

これを背景として，出荷者側では意地問競争を激化させる契機を持つことになり，個別経営

表 2 r里子菜j流通に占める卸売市場の地位

(%) 

(昭和58年) 卸売市場 中央卸売市場

流通総量字ト 14，0521
) 

市場経由量と 12.283 6.980 

シェアー 87.7 50.9 

(昭45) 100.0 

流通総量 (50) 113.7 

(58) 131. 9 

(昭45) 100.0 100.02
) 

市場経由量 (50) 122.5 118.4 

(58) 141. 4 157.2 

(昭45) 81.5 37.82
) 

シェアー (50) 87.9 43.4 

(57) 86.8 51. 0 

(資料) 農水省食品流通局市場諜 f卸売市場の現状と

課題.1(60年 9月)

注1) 得られる資料の範箇で市場開取引等の重複分を

除いて推計したものであるが，その把握が極めて

困難なことに留意する必要がある

2) 昭和43年基準である
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の野菜専作化はもとより，地域単位での特定生産物の主産地，大型産地の形成が著しく促進さ

れた。当然野菜消費需要の伸長がその背景にあるが，これを含め野菜指定産地制度はこれを政

策面から大型産地形成の経済性を助長するところとなった。結果として卸売市場におけるこれ

ら大型産地の市場対応力は強化され，それがまた市場取引きにおける価格形成機能にもかなり

の影響力を与えつつある，と指摘されている。また大型産地の場合，輸送手段の大型化と予冷

措置，保冷車の利用が普及し，規模の経済による流通費の軽減と鮮度保持能力の向上による商

品取引上の競争力を強化させてきた。実務的にいいかえるならば，高品質保持商品の卸売市場

の競り開始直前での計画的な大量搬入は，銘柄産地たる地位を継持するに極めて効果的となっ

た{針。大消費地卸売市場でかかる銘柄産地がプライス・リーダーの機能を果すほか，見本競りが

主流となって，全体として流通効率を高めさせているが，ともあれ，大型産地の形成は，社会

的機能の点からは必要な持期，時間に必要量だけの特定青果物の出荷を促進したということに

おいて，広域・遠隔地消費地市場への供給能力がそれだけ増強されたことを意味する(表 3)。

表 3 東京都中央卸売市場への野菜の産地別入荷量割合の推移

(昭和，年) 35 40 45 50 55 

入荷量計(万トン) 107 133 159 177 181 

構成
近郊 産 地 56 45 40 34 34 

中間産地 18 24 30 29 28 
比

遠縞産地 26 31 30 37 38 
一一一一一一一一一一

(資料) 昭和60年度「農業白書J139頁，原資料は f東京都中央卸売市場年報」

注)近郊は埼玉，千葉，東京，神奈川

中間は福島，茨城，栃木，群馬，山梨

遠隔は，上記以外

(%) 

59 

190 

30 

27 

43 

野菜供給体制の大型化は，銘柄産品の「見本ぜり」取引きの実現を軸にして，建値市場と分

散市場との分化を伴いながら全国市場を形成させたが，伺時に問題もそこに生じさせた。単品

専作化は各種の連作障害を引きおこし，また特定産地の作柄変動による供給力の変化はそれが

集中しているだけに，市場価格変動を増幅させるなどがある。また重層的な市場構造の形成は

青果物の転送を促しエネルギーの社会的浪費問題として指摘されるに至っている。さらに市場

開供給調整に不可欠な各種情報が一般に供給側で個別独立的に扱われ勝ちであり，大産地聞の

双務交換機構が整備され難いという実態もそこにある{η。

ところで，もともと青果物卸売市場は地域流通の拠点としての地方市場に重要な役割を認め

つつ，さらに流通，消費上の機能が集積した大都市域に「卸売の中核的拠点」とならしむべし

中央卸売市場を積極的に開設させたものである。流通の地域的分化は先に述べたとおり，流通

技術の発達と商品能性の改善，大規模産地形成と生産組織の大型化等に伴いいっそう機能上の

効率を高めることのできる中央卸売市場の活動を活発化した(表 4，表 5)。これが条件となっ

て大型小売居及び外食産業の発展は促進されたものとみてよい。

こうした新規展開をみた諸企業の野菜類仕入れ行動は，とうぜん一般消費者家計の購買行動

とは異なる。その特色は言にしていえば，商圏にある不特定多数の消費者の求めに応じて
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表 4 野菜の中央卸売市場の集荷先別取扱状況

取扱 高 左 の 集 荷先別割合 (%) 

分区 (金百万額円) 伸(%)び 生産者
任生意産組者合統農協出荷系 荷産地業者出 商社 卸他売市業場者卸他売市業場者 その他 言十

年度 個 人

全
56 1，122 100.0 13.0 10.4 58.2 11.3 1.6 0.6 2.7 2.2 100.0 

57 1，109 98.8 13.3 10.5 59.9 9.7 1.3 0.7 2.9 1.8 100.0 
国

58 1，321 117.7 12.7 10.5 58.6 11.0 1.9 0.8 2.8 1.8 100.0 

大都市

56 742 100.0 8.9 9.6 67.4 9.7 1.4 0.3 0.8 1.9 100.0 

57 741 99.9 10.2 9.3 68.8 8.0 0.8 0.3 1.1 1.5 100.0 

58 876 118.0 9.7 9.0 67.2 9.5 1.5 0.5 1.1 1.5 100.0 

56 380 100.0 21.2 12.0 40.0 14.5 1.9 1.2 6.5 2.7 100.0 

都市中 57 368 96.8 19.7 12.8 42.2 13.0 2.3 1.3 6.3 2.4 100.0 

58 444 116.8 18.6 13.5 41. 7 14.1 2.5 1.3 6.0 2.4 100.0 

(資料) 表 2，に同じ。農水省，食品流通局市場課調べ

表 5 野菜の地方卸売市場の集荷先別取扱状況

取 扱 高 左 の 集 荷 先 l1U 害4 ぷ口与

金 額 伸び 生産者 商人又
任意組合

農協系 転送受
その他 計

年度 (百万円) (%) 個人 は商社 統出荷 中央卸売左以外

56 856 100.0 30.8 18.5 12.8 24.6 7.4 5.1 0.8 100.0 

57 868 101.4 32.0 17.8 11.9 24.5 7.3 5.1 1.4 100.0 

58 984 115.0 31. 0 18.0 11.6 25.0 7.6 5.3 1.5 100.0 

(資料) 表 4，に同じ

多種類，定価格，定量販売を確保するための，多品目，定価格，定量仕入れという原則に基づ

くそれである。そして企業が組織化され大規模化し，或いはチェーン底舗の展開をみるにつれ

て，その仕入れ行動は呂日でありながら，特定品Eへの大量かつ集中仕入れとなって表面化し

た。これがいわゆる生産の大規模化に対比される，消費の大規模化である。次の如くである。

3.消費の大規模化と量販i苫

外食部門のそれは後輩に譲るとして，ここでは卸売市場への量販底の参入の影響を整理して

おきたい(針。

量販屈の畏聞は購買金額で把えた消費家計の購賓庖選択の実態によく反映される。野菜類の

購入先・ j吉舗別割合は(表 6)，昭和39年度小売庖75.2%，スーパー9.7%であったものが，昭

和59年度ではそれぞれ38.5%，51.5%とこの20年間に逆転した。この背景には「流通の新しい

波」と呼ばれる，販売競争における量販屈の成功がある。ワンストップ・ショッピングという

買物の利便性，特定した商圏にある消費者需要の分析と情報に基づく品揃え， POSシステムの

導入門そして荷品の開発と創造を温いとする差刻化政策の重視等がそれであり r顧客の求め

る品物を，正当な値段で売る」ことを実現し得たためといわれる。ことにこの成功は，小売業



表6 野菜類の購入先別割合

年次
詔和39年 44 49 購入先

専門小売庖 75.2 68.3 63.6 

ス ーパー (A) 9.7 20.4 28.0 

百 貨 1吉 (B) 0.7 1.2 1.3 

生 協 (ο 1.1 1.9 2.4 

行 商 9.5 6.4 

そ の 他 3.9 1.9 4.7 

量販庖(A十B+C) 11.5 23.5 31. 7 

(資料) 総理庁『全国消費実態調査報告.1(各年度版)より 51用，加工

(注)1 .外食支出は含まれない

2 .購入先とは，

o小売 J苫…下記を除く一般の小売店，専門庖，月賦販売庖

77 

(単位:%)

54 59 

50.5 38.5 

41.2 51.5 

1.5 1.9 

3.4 5.0 

3.5 3.0 

46.1 58.4 

Oスーパー…単一経営の下て'100m'以上の売場溜穏を有し，その1/2でセルフ・サ}ピス方式を採用し

ているj吉

O百貨庖…衣，食， {主にわたる各種の品物を繍えて販売しており，常時50人以上の従業員のいる活

O生 協…組合員の出資によってつくられている生協や，会社・官公庁が職員のために設けている

購買部

Oその他…問屋，駅，劇場などの売底，露庖商及び行商， E言動員長売等

務を業種としてでなく業態として把え，チェーン・システムの導入により，品揃え幅は狭いが

単品当りの取扱量は大量となる，マス・セーノレによるスケーJレ・メリットを追求したことを見

逃すわけにはいかない。当然そこに野菜類仕入れ態度の特色が播き出されることになる。

もともと，卸売市場での小売業(この場合専門小売届，俗にいう八百屋)の野菜類仕入れ原

則は，日日の競り鏑格の変動を見極めながら，品目，数量等を弾力的に調節し，消費者に適品

を奨めることであった。この原則は消費者との対面販売を前提としており，この相対売りは浩

費者に生の調理素材を提供し，調理方法を説明し，価格変動の理由について説明しながら代替

的な食材を教える等を伴っている。しかし量販屈の場合は，先ず広域的商菌を前提にして不特

定多数の消費者のもつ多様な欲求を充足する小売機能を果すことで成立する。消費者を顧客と

して惹きつけるための戦略はまず貿回品について出費者の欲求を充たすことであり，したがっ

て多様な品揃え，間一品目でも多様な品質をもっ食材の提供，多岐にわたる調理方法に応じら

れる野菜類の販売等が基本となる。また小売価格の短日間の変動は競争j吉舗に客を逃がすこと

になるため，特に野菜類仕入れには一定の戦術が不可欠となる。既に述べた「多品目，定価格，

定量仕入れ」がこれであり，その多くは特定した大手仲卸業者との契約による代行仕入れ体制

が採用され，量販屈は仲館業者にカセット発注と呼ばれる仕入発注が行われている (10)。

卸売市場で取引された野薬類が仲卸業，小売業，その他翼参入(業務用等)にどのように分

荷されているかを示す公式の統計は把握されていない。部分的な調査によれば，量販店の取引

量はかなりの比重を占める(表 7及び表 8)。仲卸業者を経由して分荷されている事実を考慮に

入れるとき，量販屈は最終消費者に対する野菜類の供給経路としては最大のものとみなすこと
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表 7 量販庖の野菜の仕入先別構成

仕入先

中央卸売市場

(卸売業者)

(仲卸業者)

地方卸売市場

卸売市場以外

(場外問屋)

(産地出荷業者)

(生産者・任意組合)

(経済連・園芸連)

(全農集配センター)

(輸入商社)

(直輸入)

計

割合(%)

51.6 

25.1 

23.3 

100.0 

(10.8) 

(40.8) 

(7.2) 

(6.0) 

(1.8) 

(3.6) 

(3.1) 

(1. 4) 

(0.2) 

(資料) 樹食品需給研究センター「卸売市場環境動向

調査報告書J(昭59.3)

表 8 中央卸売市場の仲卸業者の仕入先及び販売先

(青果部(%)

卸 て7或E= 業 者 89.6 

仕入先別lそ れ 以 外 10.4 

計 100.0 

般小売庖 46.7 

販売の I大規模小売庖 32.1 

相手先別 地方大口業者 15.1 

その 他 6.1 

計 100.0 

(資料) 全国中央卸売市場協会「仲卸業者の動態調査

に関する報告J(60/3) 

ができょう。すなわち，これまでの卸売市場中軸の野菜類流通の基本的特徴であった全国に分

散する専門小売業への配荷の仕組みは，大きなパイプを有する量販庖への配荷という流れに

とって代った。

4.卸売市場機能の変化

量販店の卸売市場参入は，かくしてその仕入れの機構を通じて，卸売市場における競り取引

きに影響を与えるところとなる。その詳細は他の論述に譲るとして，当菌 2点の問題を指捕し

ておきたい。その第 1は，最寄品としての野菜類は，大規模産地による大規模出荷物がしかも

銘柄品を中軸に評価されているかぎり，量販窟の卸売市場からの仕入れは充足されるはずであ
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る。問題はこの卸売市場では定価格，定量仕入れを求める量販屈の行動と必ずしも相容れない

流通機能を持つことである。そこには大量取引き(による緬格交渉)による規模の経済は制度

上の制約から作用しない構造をもっている。仕入代行機関である仲部業が仕入れ発注を充足す

るとき，日日単位で一定量の入荷量に対して必要品目ごとに定量(大量)仕入れが強行される

こと自体，市場(競り)価格の高騰・急落は避け難く，乱高下させる条件を持っている。また

大規模産地の出荷物には，量販脂の求める多種多様の規格，品質，等級等について細分化され

た需要(仕入れ)に相応するものだけが出持されているとはいい難く，殊に品質面と規格(例

えばMサイズ中心のファースト・トマト)のそれによる差別化戦略を充足することは容易では

ない。

第2は，野菜類の「賀」面の調達の問題である。量販底の野菜類仕入れは，今日顧客たる消

費者の消費選好を重視する。端的にはそれは本物志向，簡便性，合理化志向，娯楽性，安全・

自然・健康性志向等の貿的な要求となって表れているが，大規模生産物の出荷はそれとは異っ

た原則によっている。単品大量生産は完熟野菜，有機農産物，低・無農薬野菜，句のもの，高

栄養価のものや，いわば新しい食味と価値を持つ中国野菜，西洋野菜等の生産とは馴染まない

からである。殊に，このような出回量の寡ない商品の需要を充足するための量販店の仕入れで

も買回品(一般大衆向けのレギュラー野菜)と同様に，定量，定価格，継続仕入れの原則が貫

かれるから，競り儲格の乱高下は第 1の場合よりも激しくなる条件をもっている。

量販j高の卸売市場参入は，一般にチェーン組織の発達によって，特定市場で臣大な影響力を

発揮するばかりでなく，それが全国市場に波及しているのが実態である。卸売市場流通にとっ

て，卸売会社や仲卸業者が受身で発言力を失い，市場本来の役割分担も，流通機能も十分に発

揮していないという批判(11)も流行している。第 1第2いずれの場面も大規模生産体制の見直し

の問題であり，市場需要に必ずしも適しない商品の大量流通をいかに調整するかといった極め

て重大な課題の指摘である。第2は，これと表裏の関係にあるが，消費地の情報を必ずしも反

映しない生産，流通という実態から来る問題である。

生産面からの対応問題を措く(12)としても部売市場機能については，まず取引方法の法的規制

の改善が問題対策の重要な柱となるであろう。予約棺対取引の導入は，卸苑市場藤則である競

り取引きとは摩擦を生じ易く，その実行も撞めて難かしい条件を持つが，一部ではその効果的

な対応もみられつつある(13)。しかしここでの問題は，早急な改善が期待できない場面での量販

庖儲からする対応策についてである。いわゆる「自主流通ネットワーク」の動き(14)であり，そ

の特徴は市場外流通を強化することのほか，当然のこととして生産者またはその団体との聞の

契約取出きの実践を求めるようになることにある。この動向はかつての産直運動とは異なる，

穣極的な流通機能を果たすものとして見過すことのできない力をもっている。

自主流通ネットワーク形成の努力は，その重要な影響の崩詣では，量販j苫が地域流通の担い

手として新しいチャネルを育成し，生産から販売までを一つの企業意志のもとに統合し管理す

ることによって，各種の差別化政策により，営業利益を取得する具体的手段を創り出すことを

意味する。この事態の反面には，取引きの椙手傑たる生産者，産地が既往の流通組織(たとえ

ば系統販売)利用との比較を通じて，それが生産者として生産管理上，販売上，経営計画上の

安定，改善，向上の利益がある，と判断したときにのみ成立することを指摘しておかねばなら

ない。量販店，生産者の双務的関係はそれぞれの立場における利益に基づいて成立し，これが

契約の形を採ることでいっそう強化されるということである。
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新しい事態，量販屈における市場外流通の成立は，組織力は弱いが生産に意欲的な農家のい

る地域で多く発見される。すなわち市場販売活動の充実を期待しながら，既存の販売組織に依

存することをためらう活発な農家や任意団体に向けて，量販庖側から積極的な働きかけが行わ

れている。またそうした農家がいなくても，消費需要を創造できると量販庖側で判断する品目

については， (限られた事例とはいえ)その生産条件に適した産地を発見，開拓し，そこの生産

者に新たな生産体制を組織化するための援助，指導が行われる場合もある。こうした新しい動

きは，一般に強力な組織力を持つ既成大型産地に対してよりも，販売組織が弱く産地としては

未開拓の地域で，量販j吉の働きかけによって，小規模であるが品質の秀れた品目を生産する産

地として育成されていることを決して見逃すわけにはいかないであろう。

5.加工食品，外食利用と卸売市場

野菜類の流通が，今自なお卸売市場を主軸とすること，付言を要しない事実である。だがそ

こで仕入れを行う新しい企業業態が注目されるに至った。問題は加工食品及び外食提供関連の

それの動向である。

家計調査年報による全国・世帯段賠での加工食品及び外食利用の実態については，既述(前

出，表 1)のとおり家庭内食 4，外食6の支出割合となっている。野菜類については，加工会

品についてのみ情報が得られる。すなわち，加工食品としての野菜類で近年伸長が著しいのは，

野菜冷凍食品と乾操野菜であり，昭和50年と59年との比較 (r家計諦査年報」による。食品需給

研究センター調査)では，それぞれ1.86倍， 1.62倍であって，この期間の加工野菜全体の伸び

1. 20倍を大きく上廻った(だだし重量でみたシェアーは59年でそれぞれ5.9%，5.7%)。またこ

のうち冷凍野菜については，昭和58年度で器内産8.6万トン・ 20億円，輸入品で149万トン・ 33

億円となり，輸入量・額において関内産を上回るばかりか，輪入の勢いはここ10年間に重量で

6倍，金額で 7倍の伸長をみせるに至った(表 9，表10)。

課題に則して論述するために，近年の外食及び加工食品産業部門の展開事情をここで詳細に

扱うことはさし控えたい。さしあたり，その特徴点のみを挙げれば，まず昭和59年度・産業連

関表による「外食産業の食材投入額J は4兆2千円の臣大な規模にあり{同，その業態別市場規

模としては「給食主体」と「料理・飲食庖」とでは凡そ 7対 3にわかれる (1へところでこの業

態での「経営コスト」中およそ34~45%が原材料費，また30%が人件費で，この 2 費用併せて

70%強を占めているというのが最大の特徴点であろう。検討しようとする生鮮野菜類は，その

食材費構成(17)の上では営業給食で6.4%前後，集団給食で13%にとどまるが，加工品を加えると

およそ 8~15%の割合となっている。こうした外食産業の営業費百構成の特徴から導かれる課

題は，第 1に「食材原料の仕入れの確保」の対策に集中的に現れており (18h 第2に食品卸売業

もまた，この対策にいかにして適切に対応するかといった指摘(19)を行っている。

ともあれ，加工食品と外食とでは当然それを取扱う業態も異なれば，食材調達方法したがっ

て加工方法も棺違する。農林水産省及び農政審議会等で検討される場合 r食品流通・食品加工・

外食産業等の部門を包括する総体としての食品産業」として概念されている(叫が，本研究は食

材調達の側面からそれぞれの業態を検討することにある。この視点からみれば，加工食品とは

何らかの製造工翠を経た食品として最終消費段階(家庭)で食事に供される商品のすべてを指

すものとすることができょう。これに対して，外食とはメニュー提供を主とし最終消費者が家

庭内食事に代えて，調理に関するすべての食材及びサービスを食事提供という場で購入するこ



81 

表 9 冷凍野菜の輸入捻移

区 分 昭和50年 51 52 53 54 55 56 57 58 

輸入 数量(トン) 24.954 52，032 63.869 81，293 117.624 140，756 150，248 157，067 149，762 

数量 指 数 100.0 208.5 255.9 325.8 471.4 564.1 602.1 629.4 600.2 

輸入 金額(百万円) 4，507 8.924 11，584 12.294 19，931 26，272 29，513 37.786 33.304 

金額 指 数 100.0 198.0 257.0 272.8 442.2 582.9 654.8 838.4 738.9 

資料:大蔵省「日本貿易月報」

表10 冷凍野菜の生産と輸入

数 量(トン) 金 額(百万円)
院 分

昭和56年 57 58 昭和56年 57 58 

R 類 1，394 1. 485 1，175 478 578 536 

麗 軸{ すき コ 一 ン 6.146 5，223 4，991 1，746 1，383 1.556 

カーネルコーン 3，103 4，751 3，131 960 1，561 971 

内 カ ボ チ ヤ 10，804 8，161 7，399 2，592 1，419 1，763 

フレンチフライポテト 30，292 34.470 37，446 6.551 7，883 8，385 

生 ノt レ イ シ ヨ 9，863 8，355 8，582 1，647 1.226 1，613 

ホ ウ レ ン ソ ウ 6，378 6，406 6，554 1，496 1.229 1，587 

産 そ の f也 野 菜 15，046 16，136 17，505 3，470 3.361 3，755 

d口'- 計 83，026 84，987 86.783 18，940 18.640 20.166 

スイートコーン 28，820 24，923 25，476 6，053 6，845 6.319 

輸 ノT レ イ シ ヨ 34.226 37.566 44.619 6，670 8.396 9曹467

校 豆 32，859 25，777 8，413 5，909 
入

そ の 他 斗仁ムコ 類 36，623 30，329 8，146 5，799 

1主Z孟主 そ の 他 聖王 菜 27，644 25.095 23，561 5，226 5，985 5.810 

JにEコh 計 150，247 157.067 149，762 29.513 37，786 33，304 

資料:鮒呂本冷凍食品協会調べ

(引用) 後出，注(1)ー③ (87頁)

とを指すといえよう。前者は豆腐，納豆，かまぼこ，漬物等の在来加工食品からレトルト食品，

シチュー縫詰，あるいは前処理済(例えばカット)野菜，惣菜等に至るまで多様である。後者

ではこれらを食材として利用しながらメニューの提供が行われるが，そこでも在来的，伝統的

な和風料理から洋風料理，あるいはスナック，オードブルまで各種各様であること(後出，注，

付図 2，参照)，周知のとおりである。

食材調達という視点は，ともあれ従来の流通機構に，新たに食品加工業，外食企業等の参入

が著しくなりその比重を増加させつつあるなかで，それぞれの食品原材料の調達，仕入れに，

それぞれの業態に応じて独自の要求の実現が問題となっていることである (2九双方に共通する

特色を指摘しよう。

まず，企業経営の立場からは，多くの雇用労働力を擁し，大小の加工国定施設を稼働させる

企業として効率的，安定的に経営を維持するためには，一方において素材である生鮮農産物に
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一定の品質，規格のものを，所要量だけ，必要な時期に，安価でかつ確実に確保する必要があ

る。この場合，第 2に，これら食品産業における諸経費のうち，平均的にみて人件費及び食材

料費は昭和57年度でそれぞれ23~40% ， 30~45% となり，食材料費の占める割合は大きしこ

の 2者で全体の80%を構成するといわれる。すなわち食材料費の節減またはその謂達上の効率

向上は経営安定にとって重要な要素である(表11，表12)。

当然こうした問題対策についてはそれぞれの企業業態ごとに，内部経営，全業開発，外部企

業との連携等多くの茜で自発的企業努力が払われることになるが，この点はさておくとしよう

(付函ム参照)。研究課題との関係でいえば，この問題対策上，既存の卸売市場流通機講がこ

れに適しているかどうかが関われる(表13)。既述のとおり，現行の卸売流通は広範囲な産地開

競争を通じて，高鮮度の野菜類が競り価格で調達される。その利点の利用は，これら諸企業が

卸売市場を中軸にして素材たる野菜類を仕入れることを促進する。しかしながら，価格変動の

影響はまぬがれないし，また必要量の充足も保証されてはいない。殊に種類，品質上の充足に

ついての不安は大きい。そこで諸食品関係企業はこうした卸売市場利用の不満足な点について

表日 中小飲食庖の原価構成

(単位:%)

57 

食 堂- そ ば-
ずし屋 喫茶庖 割 烹 中華料理屈

レストラン うどん底

τ7まEゴ 上 高 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

涼 材 車ヰ 費 41.5 33.5 44.9 36.5 41.8 40.2 

人 件 費 32.4 40.4 32.5 33.1 29.0 31.2 

光熱・水道・動力費 3.5 5.0 3.2 4.8 4.7 5.4 

総
外 注 費 0.4 0.6 0.0 0.0 0.1 0.0 

f自 耗 日ロ夜 費 2.3 2.5 2.3 1.7 2.3 1.8 

広告・宣伝費 0.9 1.0 0.4 1.3 1.0 0.5 

車問燃料・修理費 1.1 1.1 1.0 1.3 0.8 0.8 
原

土地建物質借料 2.5 3.0 2.7 7.5 1.7 4.4 

減価 却費 2.4 2.7 2.0 2.9 2.9 2.6 

保 i決 料 0.5 0.9 0.6 0.5 0.4 0.6 

価 支払利息・割引料 1.3 0.8 1.5 2.2 1.6 1.8 

租 F見 公 諜 1.2 1.1 1.7 2.0 3.1 0.5 

その他営業費 6.6 4.9 4.4 4.7 6.9 6.2 

計 96.6 96.9 97.2 98.5 96.3 96.0 

売上高 総原悩 3.4 3.1 2.8 1.5 3.7 4.0 

対象企業 健全企業側 46 19 14 9 24 19 

資料:中小企業庁「中小企業の原価指標J
(注) 人件費は，渡接従業員給料手当，役員(庖主)給料手当，間接従業員給料手当，福利淳生賄

費である。
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表12 外食産業の原価構成(大手・中堅)

(単位:%) 

57 

戸Eム三4 業 京会 食 集

フアース ファミリ} ディナー
多角経営 その他 平均 給食団

トフード レストラン レストラン

τ7ま'c 上 高 (A) 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

原材 料費 36.2 38.4 40.9 37.4 29.0 37.3 40.9 

人 件 費 26.5 23.2 24.9 32.2 31. 6 26.6 34.7 

総 水道・光熱費 4.3 5.5 4.9 4.7 4.1 4.9 1.8 

広告・宣伝費 1.5 0.8 1.5 1.1 0.8 1.1 0.2 

原 賃借・リース料 7.2 7.3 8.6 7.5 7.5 7.5 1.0 

減価償部費 2.6 2.9 2.7 2.6 2.9 2.8 1.2 

価(B) 支 払利 息 3.3 2.3 3.7 2.2 2.5 2.6 2.1 

その他の経費 12.6 10.6 10.6 10.7 14.0 11.3 9.0 

計 94.2 91. 0 97.8 98.4 92.4 94.1 90.9 

差 ヲI(A-B) 5.8 9.0 2.2 1.6 7.6 5.9 9.1 

集 計対象食業数制 11 15 16 9 10 61 9 
」 一 一

資料:農林中央金庫「外食産業経営指標J(58年11月)

(注) この指標は，農林中央金庫が取引先外食企業70社を対象に集計したものである。

表13 外食業者の野菜仕入先別構成

仕 入 先 |チェーン企業| その他企業

市場卸 I 22.8 I 2.3 

市場仲卸

市場以外

22.2 

55.0 

30.8 

66.9 
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(資料) 食品流通局外食産業対策室「外食用等生鮮食

料品取引実態調査J(Si:l57) 

注(1) 営業給食の仕入先別仕入金額の都合である。

(2) チェーン企業30社，その他企業民社についての

調資
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は，対策上生産者，産地，販売組織等を特定し契約関係を結ぶか，あるいはこれらと密接な取

引関係を有する集荷業者との間に，食材料仕入れについての契約関係を関接的に結び，安定し

た流通方式を自ら創り出すこととなる(留し図 2，参照)。

双方の契約成立の条件は，既に指摘したと同様，生産倒と企業側の経営上，管理上，技術上

の利益が一致することにある。換言すれば，市場外流通の形成をみる要素は何かである。生産

者側では，卸売市場に出荷する場合と比較して新しい契約取引きが有利であること，具体的に

は有利で安定的価格条件，その決済の迅速，確実性，輸送コストの削減その他を含めての直接

取引条件の有利性が現実に認められねばならない。また企業側からすれば，その野菜類の加工

過程が契約取引によってコスト低下を期待できるような合理化が見込まれねばならない。その

内容はいうまでもなく業態によって複雑多岐にわたる。概していえば，野菜類の冷凍，真空保

存，貯蔵，輸送，あるいは前処理野菜への加工等，異体的に連鎖する諸工程とその技術体系に

適合し，最終的に企業が商品とする食材ないし謂理メニュー等への加工，処理工程にまたがる

図1 外食産業における食材調達面の諜題

①共同仕入の推滋

②{土入における年間契約
の充災

@:仕入ノレートの多元化

M漁業生産者邸体，メ

④ーカ-~;との成後取引
の促進

ぽ)メーカーへの{十f込書発
、""i:tのJif'進

(主輸入食材の使用拡大

⑦売上規模l乙対応した{潟
屋の選別強化

セントラノレキッチン乃-

(8)式等による築中自社認
官途万式の採用・光実
(中:II業のみ)

⑨社内のj:l入体制の強化
(中小企業のみ〉

⑬その他

中小企業

24.1 

23.6 

0.0 
0.0 

大 企 業

22.0 

21.4 

長選52年代中頃

o 10 20 30 (%) 0 10 20 30 (%) 

資料:農林水産省食品流通局委託調査「食品~業経営・叛売活動笑態調査報告審J (昭和
55. 56年度中小食主主は12TH:，大企業は69社の問答結果である。)

(校) 絞数回答:(2つまで)である。
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留 2 食品卸売業の外食企業への対応策

o 10 20 30 40 50 60 70 80% 

外食企業向けに食材の供給を増やす

取引外食企業へ綬営ノウハウや情報の提供を n 0.9 
行う Eミミミ10.5

73.7 
46.5 

そ の 山
出{

 

仁コ現在まで

~今後

取引外食企業i乙金融街等の援助を行う

外食企業と商品の共同開発を行う

外食業者の共同校入の本部的役割を果たす

外食チェーンのための食材流通加工・物流号事
奇代行しセントラノレキッチン的機能を果たす

大手外食企業の系列下に入り販売の安定化を

図る

(n =144) 

資料.農林水産省食品流通箱委託調主主「食品夜業新業態芸事実態調査報伝書j(581f' 3月)

コストの節約が実現することであろう。この点は冷凍野菜について次章でより詳細に述べられ

る。

6.生産一加工一流通一消震の連鎖と分業

改めて指摘するまでもなく，量販屈の場合も加工食品業，外食企業等いずれについても，卸

売市場からの仕入れを中軸としながらも，それぞれのもつ食材調達の経路が新たにしかもそれ

を要求するかたちで形成されつつある。関連する業態はその性格上 2つに大別して把えるこ

とは便宜であろう。 lつは食材を「製品」として消費者に直接販売する配給業と，他は「原料」

としての食材を必要とする加工業者，これである。例えばびん詰・かん詰や冷凍食品等を製造

する加工業と，これらを製品として配給，販売する流通業とでは，食材それ自体の科用目的，

処理加工の程産も違うし，したがって食材の調達のしかたも異なる。殊に外食企業では最終商

品として提供されるメニューの在り方によって食材の利用方法が規定される。またそこから

かれる重要な局面は，生産された食料・生鮮農産物の流通段輔の中に，新しい需要が創造され

たことであり，さらにまた，こうした流通段階の中に参入する新たな企業相互間に，なんらか

の流通上の取引関係が結ばれ，その意味での企業連鎖と分業が形成されたことであろう。しか

もこの新しい関係の成立は，卸売市場とは別途の流通体制を創りあげることになる。

その論理をまず簡潔に整理しよう。

それぞれの企業が原料または製品として食材を入手する方法は，親ね 3通りあると考えられ

る。第 1は自由市場であり，卸売市場の如く売手と翼手とが売買の業務によって何ら拘束され

ることなく取引きされることである。そこには売手と翼手との聞に持続的な関需は存在せず，

販売活動を拘束する何ものもない。第 2は契約の締結によって取引きが行われる場合である。

一定期間内の食材の納入形態，すなわち対象商品の量，質，舗格，納入場所等がこれによって
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規定されるほか，この双務契約関係は多かれ少なかれ提携する 2つの企業の経営運営を相互に

規定し合う。第 3は食材を生産する作業部分の企業による直接的掌握であり，ある企業が生産

段階を何らかの形で統合する場合である。子会社としての吸収や直営農場の設立がこれで，食

材生産過程の専有による食材調達方法である。

原料または製品としての食材を必要とする企業がその入手方法を確実なものとするためには，

第 lの自由市場の利用は明らかに，自己の供給を計画化する目的と必要からみて，危険も大き

く，不確実性が高く合理的とはいえない。第3の直接管理体制による食材調達は，統合に伴う

新規投資負担の大きさ，異質的企業体賓の統合に伴う生産管理上の不整合等からみて必ずしも

好ましい条件にあるとは考えられない(2へとみられる。結局は新しい事態への適応としては第

2の契約方式を選択する可能性が大きい。結論的にいえば，原料及び製品として食材の供給を

計画的管理のもとにおく方法としては，生産段階を企業的意志決定に基づき，管理上間接的な

権限を行龍できる契約を導入し 2つの連鎖的段階を制御または確実に諦整することのできる

関係として組織化することになろう。そのイニシアティーブは生産者に対して契約を働きかけ

る企業側にある。なぜならそれによる経営上加工管理上の条件の整備と計闇的運用を必要とし

ているからであり，それによって契約内容が充足されねばならないためである。

因みに，前述した量販脂の扱う直接的食材についていえば，例えば無・低農薬野菜や有機栽

培野菜，報採りイチゴ等そのJ吉舗で独自に開発すべき野菜類として，プライベート・ブランド

を差別化政策として売り込むためには，品質の指定，均質性の維持，周年的ないし継続的特定

量の蒔品の供給可能性，そして仕入値の安定性等は不可欠の条件となる。自由市場(卸売市場)

でそれが望めない現りは，量販屈はかかる条件を充足する生産者または産地を発見し，直接に

商品を仕入れるための契約生意をそこに申入れ，新しい消通経路を安定的に維持する，等であ

る。生活協陪組合についてもそれは全く悶様であり，組合員の要望(消費需要)に応えるため

に生産過程についての条件(契約条項)の指示が加わる場合も多く見出される。この意味での

市場外流通が活発になっていることは，かつての産直(昭和30年代以捧の産地車菟，産地直送，

産地直結)とは違った内容を持つ。主要な棺違点は，今日のそれはかつての中間流通経費の削

減を中心にした流通改善の運動といった意味合いは薄れ，現行の卸売市場流通では得られない

新たな消費需要を充足することが主目的となった点である。別言すれば，例えば食の安全性や

存者好上の差別性といった鏑格的合理性以外の食料(野菜類)選貯基準がその背景にあり，これ

を流通に乗せるという経済行動である{問。

問題は，間接的な食材流通過程に位置する食品加工業，外食企業のそれでトある。以下主主を改

め，実態に基づいて検討しよう。

II.主要業態における食材の謂違，供給

1 .給食業一一「凍菜J とカット野菜

学校給食の事例についてまず検討しよう。

(1) 食材の流れ

学校給食は，文部省法令により教育計画の主要項目として扱われ計画的に実施されているこ

と，尾知の事実である。昭和58年現在の学校給食実施校は，学校教育法に基づく指定学校の94%
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に達しており出)，これに対応して給食体制も全罰的な組織を構成している。全国給食物資販売

協同組合連合会(略称「全給販J，本部・武蔵野市，昭和53年設立)はその lつである。食材の

物流は，学校ごとの給食メニューによる発注と仕入れとなるが，傘下の九州，中・四国，関東，

東北及び中部等 6地域ブロックの「給食会J ごとに組織された協同組合(支部)で扱われる。

全給販はこれら物流に関する管理と経理事務を一括処理することが主要業務である。

学校の給食現場で扱われる野菜類は I生鮮」野菜鎮についてはそれぞれの地域にある八百麗

が利用されるのが一般である。この場合でも前処理されたカット野菜の利用が主流であるとい

われる。全給販は，これら野菜類のうち「業務用として仕入れる食材」とは，直接には加工・

冷凍された野菜類(いわゆる「凍菜」類)を指しており，これに隈定して取扱っている。これ

ら冷凍野菜類の生産から給食までの流通は図 3の如くであり，全給販は学校給食用の凍菜につ

いて全層規模の管理に当っているという意味である。

臨 3 学校給食における食材の流れ

(産地)一 一，~~~~~~~.--五回:

生 農 食工 ブロック別
産==? 一合口企ーさ 〉 ムロ=今i学校給食
者 協下 11業¥学校給食E

(契約生産凍菜」

同図にみられるように，食材流通は大きく 3つの組織を介して行われている。第 1段階は生

産者農協凍菜加工業者，第 2段階は凍菜加工業者一全給販・(協)給食会，第 3段賭は給食

会一学校，である。それぞれの段階は双方の関部者の契約に基づき，計画的取引きが行われる。

給食は何を措いても許醒的実行がなければ成立しないからである。ここで検討すべき問題は，

全量市場外から仕入れられる凍菜利用の意味であり，次いで第 1段階における契約関係の成立

条件についてである。

(2) I凍莱」の利用

冷凍食品とは「包装を施した急速凍結食品位、と定義される。食品の鮮度，風味を長時間に

わたって最もよく保持する凍結方法の開発により， 180C以下での保存で 1年以上変質をみな

い食品として利用される。一般にそれは高品質， 1更利性，季節性の克服という諸特徴を具えて

いるといわれる。

この凍菜を学校給食で利用する理由については，全給販によれば，

〈工食材鏑格の年間にわたる安定性

②調理加工上の便利性

③調理現場(厨房)の利用効率の向上

等によるものと指摘する。この指摘は概に説明したように，保存，貯蔵，輸送に適し，調理，

加工面で作業の流れを合理化するほか，それ自体が厨房利用効率を高め，食材としてまたは謂

理メニューにそのまま利用されることで，総じて食材及び労働の費用を節約することを意味す

る。次の如くである。
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凍菜は給食直前の調理段階で自然または加熱解凍されれば，そのまま盛付け，配繕できる，

食材としては完成品に近い状態にある。このことからその商取引きは卸売市場とは異った流通

となる。ビニール袋詰めのカートン単位で扱われ r消費者規格(冷凍業界)Jによる規格，容

量，重量等で評価，売買され，一般の加工食品と全く同じ流通形態をとる。

すなわち，この特徴は生鮮野菜類の卸売市場を経由しての仕入れやそれに伴う輸送，運搬，

調理加工の必要からくる価格変動，輸送費，人件費の負担といった問題に対して，その安定と

節約をもたらす要素を具えていることを示唆する。さらに人口密集地における青果市場と(学

校)給食現場という条件は，重嵩品の運搬や高水準にある地価負担によって，麗房施設の拡張

に経済的重正となっている。凍菜の利用はこれらの問題を避けることができるほか，それ自体

可会部分のみの貯蔵食品であるため，必要な時に必要量だけ供給することの利便性は大きい。

ロスのない給食量の計画的調達と調理過程に生ずる生ごみの処理を省くことができるからであ

る。

凍菜のもつこれらの特徴は，調理・給食現場(換言すれば業務用消費需要側)から食材納入

業者に向けて，その食材の質や量及び加工程度を適宜指示し，あるいは同一品目でも調理メ

ニューに適した食材の型や規格，サイズ等の調整を注文することが可能となる。いわば謂理現

場の作業能率を高めるよう，食材に対して事前の調整手段が講じられる利益がある。この利便

性は凍菜加工業との聞に，食材調達=製品提供のプロセスに関して綿密な業務提携や製品の納

入契約を結ぶ、要素である。しかしながら，他方において給食現場ではその利用のために相当額

の冷凍庫等の設備投資が不可欠となる。いきおい給食用の食材，凍菜は，加工過程と調理過程

とで発生したコストとの見合いでその製品種類が選択され，特定化されることになる。

凍菜を利用するかどうかは，他の一面では仕入れ価格，季節性に応じた食材選択，そして謂

理メニューの種類等が，生鮮野菜類のそれと比較され，その採用が決定されることになるが，

一般には，仕入れコストの割高性やメニュー上不適当な野菜類については卸売市場が利用され

る。全給販の取扱う凍菜についていえば，それはかなり限定的である。ほうれんそう，かぼ

ちゃ，ポテト，さやいんげん，とうもろこし，ごぼう，にんじんのほかブロツコリーがそれで

ある。概ね冷凍により品質が低下しないか，もともと保存性が比較的に高く形くずれのおそれ

のすくない野菜類である。葉菜類であるほうれんそうはその目的ために品質改善された品種を

利用するなど例外的である。因みに葉茎菜類は，青果物市場では限られた品自(殊に指定野菜

類)については，一般に周年供給体制が実現しているため，殊にこれを冷凍する必要がないこ

と，または生野菜として給食に提供されるよう求められていること等の理自で，業務用凍菜に

向けられることはすくない。

(3) 契約生産

生の素材(野菜類)が凍菜という食材に商品形態と性質を変換するのは，いうまでもなく第

l段階である。この段階の特徴は，食材として必要な生の素材の仕入れの安定・継続性，品賞・

規格の統一等のほか，仕入れ時期や取引価格の安定性等について，加工業者の劉から生産者(団

体)に向けての注文が出される。すなわち凍菜業者は企業経営の安定の必要から，まず素材仕

入れに計画性を維持するために生産者との関にこれを契約関係としての取決めを働きかける。

この契約関係の要求は，他方において凍菜の最終段賠の利用一一給食メニューに適合させるた

めに加工内容を計画する必要一ーに応じて，注文通り加工されねばならない。換言すれば全給

販はもとより加工業者も，食材の需要者として同じ立場にありかっその業務内容が加工工程を
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通じて連動しているため，生産者に対して素材供給の安定，継続と品質を確実なものとするよ

う，共同して契約内容を提示することになる(それだけでなく，契約した産地にともに出向き，

生産者と相対して，契約関係の維持，安定のために意見交換を行う)。

こうした契約内容を確認するには生産者と産接交渉をもっ加工業者の証言を必要とするが，

さしあたり全給販で得られた説明に依存することにしよう。例をほうれんそうにとる。

契約関係にある主要産地は，四国(高知，愛媛，香川県下)，北関東(茨城，福島，栃木県下)

及び北海道等にまたがるが，こうした産地ではほうれんそう栽培の約50%が契約による加工向

け生産であるといわれる。産地の分散，広域化は，春と秋に集中する各産地からの生産物を，

冷凍加工過程の操業と供給の維持，安定，効率化から，周年調達を計画的に可能にするためで

ある。素材としてのほうれんそうは，給食の際には適当なサイズに切って盛りつける必要があ

るため，冷凍加工の直前に「草丈」を一定に撤えておかねばならない。この事前のカット作業

を効率的に行うには，もともと素材であるほうれんそうの収穫時期(したがってその地域に合っ

た播種期)を指定することになる。品撞，品費については適地適作という視点から双方で協議

が持たれるが，その量の契約は輸送上のロットを単位にして計障する。契約は地域(産地)ご

とに定められるが，それぞれの自然条件は地域ごとの生産量の多寡のほか豊凶に影響を及ぼす。

もし計画量に満たず需要側の変更が量的に調整できなければ，その不足量の調達は卸売市場に

よる仕入れではなく r輸入物」に依存するという。理由は閣内産品の卸売市場価格が相対的に

割高で、あり，供給不足による卸売価格の変動闘が大きい(供給量不足は卸売市場についても両

様に影響し，大量の業務用需要のしかも臨時の増加は部売市場舗格を急騰させる)ため，こう

したリスクを回避する策がとられる。

裏返していえば，契約価格は当然卸売市場価格のもつ上記の性格をできるだけ避けることが

条件となる。生産者との契約締結に最も重視されるのは，生産過程に関するよ記の諸条件より

も，この取引価格の契約の決定にある。契約提案側である加工業者の基本的な考え方は，契約

価格をある価格幅の中に設定することにより，生産者の所得安定と契約生産の持続を実現する

点、にある。すなわちこの産地亘接取引によれば，これまで生産者が行ってきた(または契約が

なければそうするであろう)卸苑市場への出荷に伴う輸送・運搬費，包装費及び系統組織利用

に伴う手数料と卸売市場手数料等の諸経費が節約できる構造である。契約儲格の設定は，まず

卸売市場価格の過去 3ヶ年平均を基準とした価格を固定的支払額とする。その内容は，11m定的

支払額の80%を取引基準価格と見なし，残り 20%を産直による流通諸経費の合理化(節約可能)

分と考えることとしている。分自己率をこのように暁確に提示し， 20%の合理化分がそのまま生

産者に還元されるといった取引基準価格の表示は，生産者側の契約締結に信頼感を高めること

により，双方の経済活動の契約による維持，安定をもたらす要閤とみなすことができょう。

いますこし付言しておきたい。生産者の市場舗格に対する対応姿勢は，一般に高価格を期待

し価格下落に落胆するといった盟期的対応(近視眼的とも指摘される)をもっといわれる。契

約関係に入ればその取引価格は特定期間は安定し保証される。しかしながら上記の対応姿勢は，

契約生産に関しでも両様で，部売市場価格の低迷時での儲格保証を歓迎しながら，その高騰時

は逆にその価格水準の酉定に不満を表暁し勝ちとなる。この問題対応にこそ契約締結を申出る

加工業者(と全給販)側の最大関心事である。契約生産という事態の推移と問題対応といった

経験の累積は，加工業者をして「最小 3ヶ年のプーノレで，その価格による生産者の収入を眺め

れば，こうした契約生産の利点が明確に証明されているJ といわしめている。またこのような
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管理問題に対する紛争の謂停ないし緩衝機能を果たすものとして，生産者と加工業者との契約

関保の締結に地先の農協の参与，介入を要請することはごく普通に行われている。

(4) 給食用「食材」の特性と調達方法

生鮮野菜類を学校給食するといっても，全国的に統一された規格品を扱うことはない。即ち，

地場流通を効率化することからもたらされるということになる。凍菜として利用されるほうれ

んそうについても，全圏各地で生産されたものであり，食品素材として同じ規格であることを

要求されてはいない。給食されるほうれんそうには，まず安全性が要求され，見かけよりも実

質栄養価を確実に保有することが最重視される。この目的に適した産地が契約生産の対象とし

て選別され，しかも有機栽培，残留毒性の懸念のない生産物であるかどうかがチェックされる。

食材調達に際してのこのチェックは，学校給食のもつ「教育的計匿」の遂行の必要に基づい

ている。学校給食の考え方は，もともと給食をたのししおいしくすることで育ち盛りの児童，

生徒に栄養とエネノレギーを与えることは当然として，さらに重要な点は，学校が主体的に給食

を「個性化」する必要を認めている点にある。もともと食の安全性，健藤性，自然性のチェッ

クは外食産業その他についても同じく要求されるところである。学校給食の場合，それは教育

の一環として「食文化を見直す」ための教育的素材として扱われることに大きな特徴がある。

この特徴は，給食されるほうれんそうが「地場産」であり，地域経済社会の展開のなかで行わ

れる農業生産や，その歴史的・文化的所産としての生産地が特化している等の「話題性」

かであることが望ましいとされる。

全給販によれば，こうした一種の製品差別化一一食材の差別化は，量販底の動きにみられる

近年の差別化戦略の強化よりもはるか以前から給食の現場で要求されていた，と指摘する。地

域性と四季に応じた食料生産，農業の姿といった「教材」の需要が強しこれあるが故に逆に

地場産品の維持と新たな開発の契機となり得ていたというわけである。

2.食品加工業一_1凍莱J

第2の検討事例， K農産加工(有限)会社は r町に居住する農業者の共開の利援を増進する

ことを目的」として設立され，町・農協・民間各主体の共同出資に基づき，第 3セクタ一方式

により運営される r農産物の加工及び販売に関する事業J (~定款~)を行う会社である。ここ

にいう事業とは r農業者から加工野菜の委託を受け，加工野菜の加工及び販売に関する Jもの

で(~規約~)，社員たる条件は町の農業者かその団体に限られ，その会社の管理運営の責任者

は，専務取締役等のほか，管理及び技術各責任者 l 名づ、つが専任され，その維持管理に当る(~管

理運営規程~)。

会社の『事業細則』は，農産加工に関する企業的運営の内容を述べているので，まずこの点

を説明しておきたい(以下，抄出)。

①加工野菜の生産計画(第 3条)

1 .専属契約者を締結し加工野菜の生産計麗をたてる

2. 加工野菜の~又量，品質向上に対処するため，ほ場管理等指導する

② 加工野菜の加工及び販売(第 4条)

1 .農業者が生産した加工野菜は，全量当社に委託すること

2.販売計爾については基本計画をたて，社員総会で承認を得る

③ 加工野菜の査定及び保管(第 5条)
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1 .査定員は取締役会で任命

2.査定員は集荷された加工野菜を，最正かつ公平に査定する

3.収納保管は，指定した場所に所定の方法で課管し，品質の低下変質のないよう善良

なる管理をしなければならない

④加工及び包装(第 6条)

1.販売計踊にもとづき加工包装，販売する

⑤ 計算(第 7条)

1 .加工野菜の代金は，査定後，概算額を30日以内に，生産は決算後30日以内に，支払

つ

2.青果市場価格と契約価格とを比較し，概算額が青果市場を上廻る場合，概算額は精

算額とする(引用者註・「下廻る」場合の規定はない)

⑥ 事故処理(第 8条)

1 .加工野菜の量自不足，変質，その他出荷者の責に帰すべきものがあれば，損害は出

荷当該者の負担とする。

2.不可抗力によるものは双方協議する。

以上の記述から諒解されるように，この事例は第 3セクタ一方式による機構，運営上の支援

と制約を受けながら，会社操業の目的は何よりも地元農業者の生産体制を前提に，これを契約

関係によって制御，指導し，その成果を公開された形で還元するといった，野菜物加工・販売

を「事業」とする有限会社である。

この種の「食材」供給方式を検討する場合の視点は，したがって農業生産段階に最も近い，

生産者を含む事業組織であること，生鮮野菜類の生産とその加工工程とが生産地で有機的に結

合していること，そして加工生産物の販売経路の発見，定着によって安定した操業を続けてい

ること等におかれる。

(1) 野菜加工と第 3セクタ一方式

当町は菌東半島の最北端(大分東国見町)に位置する。入り組んだ海岸線と摺曲した山稜の

聞にあるという立地条件のもとで，第 1次的産業の振興の必要が論じられながらその困難から

対策の発見が延引していたところである。当社の設立は調査時の 4年前(昭和56年)で，今日

漸く安定，向上の成果を確認するなかで，関係者の意気がいよいよ高まりつつある段階にあ

る(26)。

野菜加工部門一一「冷凍野菜及びその加工製品」を指す一ーがこの持期に採択された理由は，

以下の事由の検討を経てのことである。すなわち 1.遠隔，辺地であるため，生産物の市場

出帯条件は不和であるが，他方 2.有効で安定した農外雇用機会もきわめて寡いので，いずれ

にせよ地場産業たる農業生産の押展が強く要請されていたこと，さらに 3.休耕田の作物選択

と裏作対策など，土地利用の有効利用増進が不可欠で、あり 4.みかん不況後の廃闘の農業的

利用・再還元の方策の追求，等がこれである。

野菜加工の発想は，これを前提にして，

1.青果物市場出荷を前提としない生産物の発見(市場価格変動の影響の田避)

2.生産物の寵接評舗の機会発見(生産物価格の安定)

3.農家生活の中に経済的に保証され，計画的生産が可能となる生産体制の発見

4.大分県の推進する了一村・一品J 運動への連動
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等の条件を充たす対策を摸索することであった。

間社の食材の流れは函 4に示すとおりである。

~ (!~) J ~ 
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加工野菜部門導入の発想、は(経緯を省くとして)，多分に現専務の当地で10年前に体験した「い

ちご契約栽培」の成功と，それによる町内農家の契約生産に関する認識が普及していたことで

ある。今回の成功に加えて，加工野菜の販路確保である。かねて同専務と取引のあった S食品

販売会社(本社・東京新福区)との業務提携であり，しかも後には，同社から当町の野菜加工

製品への高い評価が与えられたことがいっそうこの事業を伸長，定着させる要臨となったこと

は特筆に値しよう。

ともあれ加工野菜の導入は i市況に動かされにくく，継続的かつ平均的に，納得のゆく叙入

が出せる生産体制」とみなされたからに他ならない。この場合も専務の事業計画の構想、が強い

影響を与えたが，この野菜加工が「事業」として企業的採算に乗るかどうかは，加工のための

固定資本設備投資に必要な資金調達，操業に関する対金融機関信用の不足，運転資金の手当

一一製品価格の変動に起因する契約上の支払い，概・清算資金の余裕の不足等が現実的であり，

会社自体のその調達能力にかかわる問題があった。事業目的に照していえば，当然町(農協等)

の公約機関の後舗と援助は認識され易く，かつ実行され得る性質のものである。これが第 3セ

クタ一方式の採択理由である。換言すれば，この事業は町，農協ともに地域農業譲興の新しい

手段とみなし，この運営を地元の企業的感覚に秀れた人材に委託できることは，その創立に内

外の合意を得る好条件であった。

いっぽう，地元生産者ないし生産体制についての次の条件を見落すことはできない。因みに

謂査時現在，当社で扱われている主要な「冷凍」加工品と生産量は，その多いJI買に，たまねぎ

580トン，いちご200トン，ほうれんそう 190トン，中富野菜(パクチョイとチンゲンサイ)150 

トン，その他で，この 5品巨の合計は全加工製品量1.200トンの98%を占めている。生産品目の
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限定と集中生産という特色がここに見出されるが，これらはすべて町内農家の露地栽培による

生産物の加工であることを注目する必要がある。しかもこれら野菜類は，関{系農家では(かつ

てのイチゴを除き)自給自的に作られたが，商業ベースで栽培した経験の全くない新規作自で

ある。換言すれば，供給される野菜類はまず生産のために新規設備投資を必要とせず，老・若・

婦人労働力で栽培でき，かつ新規作目として栽培技術の指導と管理の徹底が容易かつ効果的で

ある，という特徴がある。殊に守口工J素材としての野菜類の生産という性格であるため 1当

町としてはこれまで栽培されなかった野菜を，種子から栽培技術まで指定，指導して，品種を

定めて農家におろしてゆく」生産体制を，しかも組織的に創りあげてゆくことに効果的であっ

た。この点は後項で再論しよう。

(2) 1凍菜」加工用素材としての野菜と加工度

冷凍野菜は，食材としての性質上「高鮮度こそ，加工の源泉」とされ，しかも「自然で安全」

でなければならない。冷凍加工過程はこの性質を損わないため，収穫から加工までの鮮度維持

に万全の努力が払われる。このことから収穫の場所から加工工場搬入までの時間の短縮がその

手段とされ， K社は産地を工場から30分ないし60分の輸送琵離の範囲に指定している。また，

加工過躍では「何らの添加物も混入しない」。

加工の程度は，商品として要求される食材，より正確には解凍，加温等僅かな処理で食卓に

提供されるメニューの要求にしたがって各種各様である。カッテイング， トリミング，ボイル，

濃縮等を経て急速冷凍し，評量，包装される。この工程の大部分は機械操作によるが，それぞ

れの工程の必要に従って婦人の手で処理される幾つかの作業が組合わされる。例えばたまねぎ

については，農家(出荷)段階で表皮がはがされたものが搬入され，工場では水洗， トリミン

グ，カッティングーーその切り方，形状，大きさは商品の用途によって異なる…ー濃縮，冷凍，

包装といった工謹となる。ファスト・フード向けのカレーのルーの原料のために煮つめられる

場合，にんじんと混入する時期までは単品のまま冷凍保有される。また著名なホテル向けの

「シェフの味J と称されるスープの擢詰やビーフ・シチューも同様に生産されているが，この場

合もビーフ，セルリーその他数種の加工野菜が混入される。この製品化は何を措いても「野菜

のもっそのものの味を出す」工程と技舗とが成功したために他ならない。

かかる加工工程であるため，野菜類の加工には，卸売市場への出荷，流通過程で要求される

規格，等級，包装等生産者段階で調整を行う作業部分が省略されることになる。加工される野

菜類については鮮度こそ重要であって，不整形，量目の多少，形状の大小などに考慮を払うこ

となし加工工程にそのまま投入できればよい。パクチョイ，チンゲンサイ等の中間野菜やほ

うれんそう等はJおひたし」専用に加工される場合には，婦人の手によるトリミングとカッティ

ングの工程である程度の形状を謂整するにすぎない。したがって加工工程の能率をいっそう高

めるためには，機械的作業工程の能率を制約する要国の除去が重要な対策となる。例えば，に

んじんでは農家段階で，収穫直後，輪切りし水洗するといった事前の作業部分が分担されるが，

そのことは契約条項に明示される。 1つは加工工程の能率を高める必要から，他はこの作業部

分を農家側が分担することによって，見返りとしての報酬を約束することから，それは双方の

利益となっているためである。

別言すれば，このことは当社の設立目的に沿う契約であって，加工工謹の能率向上，合理化

による和益(コスト節減)と，製品品質の向上からくる販売利益(売上高向上)とのある部分

を生産者に還元するための，有効な条件を形成することになる。事前の工程作業と処理労働に
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対して賃金を支払う形をとるが，その労働は加工(機械)工程での生ごみ， くずの発生を未然

に防ぐこととなるほか，逆にまた生産者側ではそれを耕地に還元することができ，有機質肥料

の供給源ともなる。部分的ではあるが，雇用機会の付与と公害制御といった効果があるという

わけである。

(3) 契約生産と製品販路

生産された食材は，当社の場合殆んどが「凍菜」として販売される。販売先は大部分がドラ

イブ・イン，ファスト・フード・チェーン庖及び学校給食用等「業務用外食部門」に納入され

る。さらに一部は，二次加工品として「食品メーカー」の食材原料(例えば，冷凍イチゴのジャ

ム製品向け)の販売があるほか，既述のとおり，最終加工食品として納入する有名ホテルの名

を冠した「スープJ Iシチュー」がある。ホテルではこうした製品の蓋接販売のほか，調理用と

してその加工品を使うことによっていわば「コックの調理作業の肩代り」を行うなど，二重の

用途と効用をもっている。

多様な販路は，開時に多様な加工製品を用意することを意味する。加工工程を中軸とした計

画的管理の適切さがこれを成功させる要諦である。計画的管理は，まず販売・取引先との聞の

契約に基づく受注生産じその納入製品に関する厳しい品質管理体制を必要とする。受注先の

大部分が業務用需要であることが，契約的納入を必然的とするし，また製品を最終的に寵用，

販売する業態のいずれも，食材としての安全性，高鮮度そして自然性を具備することが取引の

絶対不可欠の条件とするからである。こうしたJI/下の流れに対しての計磁的納入と製品管理を

行うため，契約の許で双方が綿密な提携，交流が行われる。また同様に，発注備は加工工場に

対して工程管理体制の監視はもとより，製品の販売促進に協力し，さらに新製品の開発，発注

もそのことから必至となる。

生産者に対しては，原料である特定野菜類の種子を指定，配布した上での生産・栽場

技術指導が契約として要求される。契約にはその品質・鮮度，納入量，納入時期，そして納入

価格が含まれており(これらは冒頭で記述した)，生産者はそれによって野菜類の生産及び納入

を行うが，いうまでもなくこの過程は加工工場の生産管理と連動する。機械工程の作業能率，

製品管理方式そして冷凍・貯蔵，販売計画等がそれを規定する条件である。換言すれば，生産

者は契約条項を通じて加工工場の生麗体制の一環に組込まれるわけであるが，問題は，野菜類

の生産が露地栽培であること，鮮度管理の重要性から生産地を搬入時間距離の面で設定してい

ることであり，自然の影響をまぬがれず，制限された産地における生窟の量及び質の不安定に

いかに対応するかである。

菌見町のこの契約生産は，函 5に示されるとおり，契約農家ごとに，契約生産品巨の栽培に

関する耕地利用について「輸作体制」が容易に実行できるよう工夫している。同閣はその一部

にすぎないが，この輪作体制図が加工工場の全生産工程を管理するための計商として示される

と，農家は自らの条件を勘案して生産計画をたて，会社と契約を行うという手頗を経る(開園

の説明は省く)。

注目すべきこの指導・管理体制は，生産段階の契約と製品の加工・販売とを結ぶ「連鎖J を

確実に制御する手段である。会社の責任者は，これをたんに企業経営の具体的手段として金置

づけるだけでなく，経営理念として次の要因を含めていることを指摘しなければならない。す

なわち I食材を扱うことは集団の生命を扱うことと同義であり，その程度は先端産業よりもは

るかに厳しい」。また「売れる食材を製造し，地元加工工場として生産者に利誼を還元するため
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には，技術を向上させ，他種類で少量の生産物を，同年供給することが必要であるおこうした

ことは，生産者についても理解と協力を具体化するものでなければならない。そのため，生産

者との関係では「日常の話し合し)J を不可欠かつ有効な方法とみて，生産物の納入は「すべて

持ち込み」を原則としてこれを契約条項に明示し，ふだんの対話のなかで契約生産の組織力の

強化を促す機会を設けている。要は「大企業ではそこまで自の居かない部分の管理」を行うこ

とだと指揮する。そして，管理のノウ・ハウは「まず契約条項，技術指導そして種子の選定に

ある」とし，また注自すべき指摘に「農協組織ではでき得ていない，小廻りのきく管理生産J

を行うことである。多くの曲折と閤難を克服した当社は，創立 4年自にしてソフト部門の管理

を定着させたが，上の指摘はその対応の本質を説明するものとなっている。こうした「組織的

関係の運用の質が高められたのち，生産規模を伸ばす」ことを考えるべきだという。

3.総合卸売業一一「カット野菜」

最後に検討する事例は，食品加工業として独立的な業務を行う業態ではなく，むしろ「生鮮

野菜・生鮮魚介から加工食品にいたるまでの業務用食品の総合卸問屋」のそれである。 T食品

鮒社長の指揺する企業経営の特徴は ru食』のコーディネーター，すなわち製造，節売，車接

販売の 3つの要素を，グループ単独で行うことができる数少ない企業」にある，とする。企業

創立，成功的展開そして今後の経営方針等や，殊にこれをリードした社長の企業信念，意志決

定の態度，社会的事業として位置づけている，経営意欲などをめぐって語るべき素材は豊富で

あるが，ここでは野菜加工部門を特に抽出して，課題に部した考察を行うことにしたい。

(1) 野菜加工部門の位蜜

「食材」供給の企業的システムの開発に関して，創造的業績を有する T食品については，野

菜類供給体制のもつ特徴を次のように整理することができょう。まず「総合的企業」という構

造であるが，

① 総合的な業務用食材販売会社である。事業グループとして，それぞれ直営の

1 )前処理(プレカット)野菜の製造・販売と調理済サラダの販売会社

2 )和食メニュー中心のファスト・フード会社

3 )市販冷凍食品の車販会社

4 )キャッシュ・アンド・キャリー方式による，物流部門を担当する流通センター(卸

売会社)

等を傘下に擁している。すなわち「食材」の製造，舘売，直接販売を単独の事業グループにお

き，相互事業部門の関連を経営管理上効率化している総合企業である。また最近年次には大型

コンピューターの更新導入により，全事業に関する集中管理機能を充実させた。

②食材の生産から販売への流れ(図 6) 

この図によれば，前述した各過程を分担する直営の事業体が本社のもとに統合される形で機

能していることがわかる。すなわちファスト・フードの直営は「直接に消費者の食品欲求」を

把壌できる，試験的機能をもち，これによって食品加工部門に対しては，商品需発の指導とそ

のための基礎的情報の提供が行われている。さらに，卸及び直接販売のほかに，特に「調理・

給食部門」が主要な事業項目となっていることが注目される。また野菜類の調達については「産

地からの直接仕入れ」方式を採用し，このために産地仕入高との聞に業務提携が約されている

ほか，産地生産技術指導が行われていることも見逃せない点である。
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食材の最終消費段階との連鎖という視点からは，次の 5つの局面と機能とに整理される。

1)直営ファスト・フードJ;5におけるメニュー提供と，消費需要動向の把握

2 )一次野菜加工品の病院，学校，工場等への供給と業務用食材の販売

3 )特定給食センターでの調理と給食

4 )直営工場で加工された食材の量販店，小売店への卸売と直接販売

5 )加工食品メーカーから仕入れた加工食品の販売

④ さいごに，総合事業体である T食品は，その主要「商品」である野菜類の加工製品を，

企業経営としてどのように位置づけているかである。大胞に整理すれば，凡そ次のようになろ

っ。

③ 

1)一次加工品(この場合，前処理済野菜，あるいは冷凍加工野菜を指す)

2 )一次加工品の製造工程のノウ・ハウの提供

3 )セントラノレ・キッチン機能の提供

4 )食材の在庫管理システムの提供

5 )給食用メニューの提供

これである。それぞれの内容については後で具体的に説明を加えるとして，特徴は単に一次加

工品それ自体の販売業務に止まらず， (2)以下の指摘のように，食材調達の分野で創造的に開

発されたシステムやノウ・ハウの提供もまた業務の部分となっていることである。これらはい

わば無形の簡品であり，管理及び生産，加工技術に関する情報システムとして，間種または異

種の業態，企業との聞に，フランチャイズ方式の提携を必要とするが，その提供を行っている

ものである。これらの部門は殊に，調理メニューの開発などで，今後いっそう展開するものと

予想されるが，しかしT食品の主要業務は，基本的には一次加工品の卸，販売にあることはい

うまでもない。

の販売
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(2) 一次加工食品としての野菜類供給体制

野菜類の一次加工に着手した契機は， T食品がソニー・淳木工場の給食食材納入を始めた昭

和44年ごろであるという。工場給食の性格上，給食費用の館減は工場側の強い要請であった(当

時は昼食販売会社の委託販売による給食体制をとっていた)が， T食品社長はこの要請を「ユー

ザーの要望が，結局は自社食材供給体制の生産性向上につながる」ものと判断して，工場・社

内食堂の経営効家向上と，自社供給食材の付加価値増加を併せもっと見込まれた，プレ・カッ

ト野菜の加工と納入J較売を計画するに至った。社内食堂の厨房では，利用者増加に即応した高

能率調理機器の増・新設は容易ならぬ追加投資であること，それを利用しでも，調理過桂での

(従来のままの)生の食材の全面的処理，加工方式では調理過程の生産性の向上は期待すべくも

ない。労働時間の延長や震用増加に伴う人件費負担の増加を避ける方式の工夫がそこにあった。

T食品はこの問題に対して，野菜類の一次加工処理工場を現地に設置し，社員食堂の寵理メ

ニューの注文に応じて，水洗いを含む各様の前処理をした野菜類を納入することにした。この

場合，処理加工工場の設立はいうまでもなく国定資本装備への投資であり，企業詣での採算が

とれることが不可欠である。厚木工場近接地の低地価を利用し，また婦人パートタイマーの雇

用による低労賃に着目したほか，もともと当地は野菜類の生産地帯であるため容易に「素材」

が入手できることが，その設立に好都合であった。また当時漸く冷凍加工食品の開発，普及が

進みつつあったこともあって，この処理加工工場の創業に時宜に適した要菌の利用が可能で、

あった。一言にしていえば，加工部門の分離，独立は「社員食堂の給食に対する，セントラル・

キッチンの役裂と機能とを持たせたJ ことである。すなわち厚木工場側では，社内食堂運営の

人件費，国定装舗負担の軽減，前処理加工食品の利用による食材費の節約がもたらされ，さら

に鵠理過程の生産性の向上が実現する。いっぽう T食品側ではこの部分を事業部門として取り

込むことによって，加工食品の大規摸な供給，販路が開拓，確保される。さらに，前処理野菜

及び冷凍食品の利用により，謂理過程での排水処理，残津処理作業が大幅に軽減されることは

当然として，専門的な作業工程を持つ加工工場であるため能率向上がもたらされる。

このように，工場給食体制を能出したことによって，セントラル・キッチンの役割と機能を

もっT食品に「給食会材J のすべての調達・供給機能が全面的に移行するが，そのことはまた

食材調達の体舗を新規に創出することでもある。すなわち生の野菜類の調達と罰房への撮入か

ら，一次加工舟けの素材の調達と加工そして搬入までの全過程が， T食品の企業的管理に移行

し制御されるようになる。この移行は，かつて工場給食用食材の納入業者であった多数の野菜

類小売業者との取引関係を 3ヶ年の譜余期間をおいて中止し，新たにT食品の劉から特定の野

菜類納入業者を指定し，この形での産地直接仕入れを委託する形をとった。換言すれば，加工

食材の調達という性格が生れ，そのため現地の野菜集荷業者との聞に業務提携が結ばれ，つい

で集荷業者は野菜生産者との関に特定野菜ごとに「単品についての契約生産」を組織化するこ

とである。 T食品の産地指導は，このように間接的ではあるが集荷業者を介して地先生産者と

接触し，これに必要なアドバイスや指示を与えるという仕入れ方式が作り出された。

(3) r食材J に要求される条件と「ノウ・ハウ」

T食品の扱う生鮮野菜類の一次加工品の販売先は(官官述の工場納入を含め)その%が給食部

門，残り泌が外食部門である，と説明する。業務吊加工品の製品化であり，その納入先は病院

(15万ベッド)，老人ホーム (100ケ所)，その他学校・工場・官庁等の給食，さらにファスト・

フード・チェーンなどを合せ，顧客対象「約七官数十社J (27)に及ぶ大規模な供給能力を有して
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いる。

当社の加工品は「生は生，自然の良さ」をそのまま食卓に乗せることが大原則であり，加工

過程では全く添加物を加えることなく(剖，またその素材調達(収穫時)から最終給食現場まで

1日，最高 3日以内で完了するという方針をいまなお貰いていることは特筆に値する。食品の

もつ素材をはっきり残し I安心して喰べられる，心のこもった食材」の開発に基礎を罷くとい

う当社の方針であり，食材の保存性を高めることに重きをおくことはせず，良品質の素材を高

鮮度のまま提供し，最終諦理・配膳段階で要求する多様な「カット加工」技術を真剣に追求し

たことである。

こうした供給食材の加工の特質は，企業的観点から幾つかの特徴ある条件を生じさせる。

1 .良品質・高鮮度の要求は，生産者との契約を通じての単品の生産物の安定供給体制l

を必至とする。

2.その生産地帯は，輸送・諏入時間(収穫から加工工場まで)が凡そ24時間以内の範

囲に制限する。

3.収穫直後の予冷措量，輸送設階での真空冷却機の利用を条件とする。

4.最終業務用需要者に対して，受注生産・加工を，年間契約のもとで実施する。

こと等，これである。すなわち生産から消費に至る各工程がT食品の企業管理下におかれ，契

約を通じて連鎖され，効率的な企業経営が計画的に運用されるよう整備された統合管理方式の

出現である。さらに重要な特徴は，この管理方式を固めることによって，新たな事業の展開が

可能となった点である。

その内実は，第 1に，野菜カッティングに関するあらゆる工程の「ノウ・ハウ」をマニュア

ルとして集積し，関連する企業にフランチャイズ方式で提供するという事実に，集約的に示さ

れる。換言すれば，新たな統合機能が発見され，関連諸企業との間に業務提携による管理上の

連鎖が形成されてゆく。いうまでもなくこのノウ・ハウは企業秘密として扱われ，マニュアル

の入手には棺当額のロイヤリティーを用意しなければならない。フランチャイズ方式の採択が

それを保証するものとなるが，ともあれこのノウ・ハウは何よりも「鮮度保持」に関した加工

技術?をいい，温度変化，空気接触の回避のためコールド・チェーン・システムと組合わされた

技術体系である，と説暁する。それだけでなく，そこには「野菜カッテイング技術，課存方法，

計算方式(経理上の取扱い技術)，契約方法など」に及ぶ各議のしかも一連の企業管理に関する

ノウ・ハウの集積であると指摘している。

第2に，野菜カッティングには I水洗いを含む18種類の基本的パターン」が設定され，それ

らはすべて「標準化・コードイ七」されているという事実である。 1品目についてカット方式を

標準化し(例えば乱切り，サイの目切りなど)，その長さ・厚さ・重さ等を含め，これをコード

化することで，加工の標準化はもとより，最終需要者からの調理メニューに応じた発注内容に

「連動Jさせることができ，同時にコンピュータ一利用に応用した効率的な管理方式となる。多

様な註文内容に即した大量受注，大量加工，大量供給の管理技令官のシステム化の技術的基礎が

そこに見出される。

第 3は，特定給食現場に対するセントラル・キッチンの役割と機能であり，加えて I需要者

の在庫管理」を代行する機能を挙げねばならなし〉。前者については既述のとおりであるが，後

者については， }' I ~崎市に設立した「流通センター」の役割に関して説明される。端的にいえば，

「鮮度保持」のノウ・ハウの確立は給食現場での食材の在庫を常時チェックし，不足分を端充
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し，使用量について決算するといった，いわば「富山の薬売り」方式を開発する基礎となった。

食材在庫管理の機能を当社が分担，集中することは，顧客たる給食企業との簡の業務提携をいっ

そう固定化し，展開させることを意味する。

さいごに，第 4として給食メニューそれ自体の提供といった機能がある。これは今後恐らく

急速に開発され，定着される分野とみなされるが，狙いは「調理法を多種多様アイテム化し，

それぞれについてマニュアルを製作J し，給食現場にそれを提保することである。一部既に実

施されていると説明するが，着眼点の鋭さは，最終端費者の需要調査とそれに最適のメニュー

を開発し，この面から給食企業に必要な食材を提供する点であり，そこにT食品の総合企業た

る役割があると問時に，給食企業の業務活動を支援するという意味で，統合的企業としての機

能を合せもつことになろう (29)。

III 食材供給方式の形成条件

前章までに検討した事例分析によれば，既存の生鮮野菜類の流通過程に，新しい流通組織が

形成され，しかもそれを「食材供給体制」として霞連企業の儲で管理，統御するといった実態

が明白に浮彫りされたといえよう。主要なその骨格は次のように説明できるであろう。

1 .前処理または冷凍加工プロセスの追加

2.企業経営による各プロセスの分業体制の創出

3.特定加工企業による，生産段階及び最終消費(販売)段階までに関与する経済主体

の相互間の，生産及び受注に関する契約関係の形成，そして，

4. これらに基づく，統合的管理体制のもとでの，食材流通経路の創出

このような食材供給方式の出現は，既存の跨売市場流通とは異なる流通経路(市場外流通，

または産地直結取引)を必然的に伴っているが，開題は，この新しい食材供給方式が形成され

る条件の整理である。新方式を出現させるイニシャティーブは，明らかにこの加工プロセスに

参入する企業側に掌握されている。企業の参入は，同時に既存の流通過程の中途での分業の必

要とそれによる企業的収益機会の発生がなければならない。具体的には川下における「食材」

需要への対応と，川上における食材「原料J 調達の局面であり，参入企業はこの間にあって食

材「加工J を行い，かつ双方向の流通過程を結合し，この方式による効率的運用が企業活動を

成功させることである。以下，これを要約して論述しよう。

(1) 食材需要の賭発と供給体制

加工企業の成立は，事例が明らかにしているように，食材の開発を外食，給食等を業務とす

る最終消費段階にある企業の当面する食材需要の変化に求め，これを新規に事業化したことで

ある。需要の条件は次のように整理されよう。

1.食材料を自由(卸売)市場で調達することは，営業上大きな比重を占める食材費の価

格変動から来るリスクを避けられず，そのためにまた食材調達が不安定である。

2.企業の調理現場は概ね人口密集地にあり，狭い麗房での調理作業の能率を高めるべく

それを拡張，改修することは容易でなく，また営業経費に占める割高な人件費から，

用増加による対応も圏難である。

3.生の食材の調理・加工作業の能率は向上させるための，工程作業時間を節約する新技
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術の導入が期待されており，大規模な処理を必要とする企業ほど新技術の導入効果は大

きい。

こうした需要傑の問題の克服，対策こそ，加工企業側にとっての食材開発を促す誘因となる。

この工程の技術改善は，加工サービスの提供とさらに最終消費段轄のメニューに郎応した加工

度をもっ「食材」の提供となって実現した。加工企業の食材供給事業への参入は，食材のもつ

次の特徴を利用したものである。

1 .前処理済野菜及び冷凍野菜は，最終消費段轄での謂理・加工処理に直接投入，利用さ

れる便宜性をもち，この過程の労働の節約効果は大きい。

2. この使宜性に加えて，可食部分のみの供給という特色は必要単位量だけの食材を利用

でき，厨麗での盛付け，配躍にロスを防ぐほか，調理前後の生ごみ，残津の処理作業を

不用とする。

3 一次加工野菜は，調理に必要とする食材の品質，殊に鮮度を確保し，多彩な加工度を

もつ食材の供給を加工織の責任において確約するため，企業聞の分業による扶給体制を

強聞なものとする。

4.一次加工野菜は，その調達に際して受注契約をとる摂り，取引量"'単位価格，納入時

期，食材規格，そして何よりも調理メニューに部した食材の供給を，いずれも安定的と

する。

さらに加工工場の設立については，

1.地舗の低い地域での加工場の建設

2.豊富で労働賃金のやすい婦人パート・タイマーを雇用できる地域

3.生鮮野菜類の生産地帯

という条件の利用を基礎においている。

(2) 加工用の食材調達と契約さ住産

「食材」を開発した加工企業は，その「原料」を調達するために，生鮮野菜類の生産者(毘

体)との聞に何らかの形で契約関係を結び，食材料供給体制をこの側閣から強化する。この契

約は， 11/下における受注食材と対応させるための必要条件であるばかりでなく，加工企業にお

ける加工，処理工程での合理性を確保しそれによる収謎の安定を計画するうえでの不可欠の条

イ牛である。

悶みに最終需要側は，加工サービスを含め，最終調理段階で提供されるメニューに適した加

工の種類，程度等を多品目にわたって発注するが，これがいわゆるスペック・オーダー(specific

orderであるが，略称されている)といわれるものである。加工企業はそれを充足することで経

を維持，安定するわけであるが，逆にその食材の提供方式の開発は，メニューそれ自体の提

示と加工食材の調整を加えるところとなり，今日ではこれらをアイテム(item)単位でコード

化するに至っている。こうした進展は，加工企業のイニシャチーブのもとで， )1/下および11/上

の双方向に契約を伴う業務提携を一語緊密化する要毘ないしは動機となっていることを意味す

る。

生産者との簡に契約を必至とする理由を整理しよう。まず食材の商品持性については，

1 .食材に求められる高品特性のうち最も重要な条件は「鮮度」である。これは前処理野

菜，冷凍野菜ともに不可欠の要素で，添加物は全く混入されることはない。このように

食材は自然性，安全性そして健康性によって評錨されるため r素材をそのまま活かす」
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ことが要求される。

2.食材のもつこの特性から，素材である生鮮野菜類の品質管理の徹底は加工企業にとっ

て最優先問題となる。そのため素材は，可能な限り収穫から加工に至る時間を短縮し，

その運搬，搬入方法に細心の注意を払わねばならない。

3.問時に，こうした食材は，品質・鮮度が優れていることだけで十分加工に投入できる。

換言すれば，卸売市場流通を利用する場合に必要な規格，等級，形状，サイズ，包装等

の基準は必要ではないし，その部分の生産者の労働，費用は節約される。また見かけだ

けでなく安心して喰べられることのほか，時には四季性，話題性が提供される食材に要

求されることとなる。

食材のもつ特性は，生産者と契約関係を結ぶ場合，次の条件を充足することを要求するとこ

ろとなる。

①加工工場に至近距離にある産地

②訳穫から加工までの管理の徹底

③「適地・適作」野菜の生産

④有機質肥料，低・無農薬栽培

⑤周年的供給

⑤品種，蓮子の統一

⑦栽培技術の統一

こうしたことから導びかれる生産体制は，

①生産者の確保

②生産者の技術，管理指導の徹底

③生産物出荷時期の計画的制御

④加工工程に適した素材とするための事前措寵の徹底

⑤品質管理の体制確立

を十分に満足していなければならない。このように，産地を特定して管理の徹底を実行する

ために採用される方法が，契約生産方式の導入である。

加工業者の発意による生産段轄における契約生産方式は，このため概ね以下の項目を契約と

して明示することとなる。

①栽培面積

②取引数量(最低限度数量)

③取引規格(事前措置を含む)

④受渡方法(容器を含む)と納入場所

⑤契約価格と決済方法

C農薬残留許容量

⑦契約破棄，契約不履行に関する取決め

等がこれである。このほか，種子，施肥，生産期間，栽培技術等は加工企業の責任において供

与，指導または指示される。さらに取引はすべて「最低摂以上の生産物を納入し，収穫された

ものの全量引取り」の双方義務が原則である。かかる契約は生産者と加工企業または産地納入

業者との聞の亙接的関係の締結と履行を示すものであるが，産地農協はこの需にあって双方の

意見調整，問題発生時の調停を行うため，事前に立合うか契約のなかにその投舗と機能とが記
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述されることもある。

加工食品の素材謂達と契約生産の内容がそうであれば，契約生産=食材調達方式の基盤はお

よそ以下の性格を持つものとなろう。

①地場生産物の加工製品化

②鮮度を損わない範囲での生産者との契約

③品巨の指定，制約と小規模生産

@:鮮度を基準とする高品質生産物の調達

これである。いずれにせよ，契約生産=食材課遠方式の性格は，加工業者をして「生産拡大に

よる大規模企業となることを希望しない」といわしめる背景を如実に説明する。加工企業経営

は，それによる規模拡大よりもむしろ，食材供給を安定的に維持するために I契約生産者と強

盟な関係を維持すること，したがって食材加工段階の付加価値を高めるべく荷品開発を積極的

に行うこと，これによって生産者に利益を適正に還元すること」に意を住ぐようになる。

また，そのことが食材原料たる生鮮野菜類を調達する場合，既存の卸売市場を和用すること

を必要としない理由ともなる。

(3) 契約生産一一嗣食材供給方式の展望

検討した 3事例いず、れも，食材たる一次加工品の引合い，業務提携の申し入れは確実に，し

かも急速に増加しつつあると指摘する O 引合いとは一次加工品の購入，予約，発性の増加であ

り，業務提携とは(T食品に典型的に示されるように)，この方式による加工過程の導入，設立

希望の申し入れを意味し，具体的にはノウ・ハウを集積したマニュアルの利用を介しての企業，

部門への参入の事実でトある。

一次加工品に対する需要増加は，最終消費者に当面する各種企業のもつ問題性がそれぞれに

共通し，その解決の手段としてこの方式を採用することを有利とみているからに他ならない。

繰返すまでもなく，食材費及び人件費の節約の必要，加工調理工程での生産性の向上，総じて

経営合理化の期待がそれである。

先進事例として位霊づけられる検討対象は，一次加工品中心の食材供給体制については，何

よりも「安定的生産体制の維持J に留意しており，契約生産の基礎を強固にすることが統合企

業の立場で傘下の組織運営を考える場合の，最大の課題であるとしている。この観点からみる

と，加工業は恐らく食材の供給量を増加させることを狙うよりも，食材の開発，加工品目の開

発，そして調理メニューの開発という，より付加価値の高い食材の供給を優先課題とすること

になろう。その点は，食材とする生鮮野菜類の調達は，生産段階の契約に伴う諸条件が生産物

の供給(納入量)の増加に制約的に働いているため，量的拡大を期待できないとみられるから

である。

この制約は，一次加工企業の販売対策を特定の外食企業に向けての受注生産の強化と，業務

用食材に限定した供給体制の維持とに向わせる理由である。一般消費(家計)向けの食材開発

や，より具体的には，これを扱う量販窟を対象とした供給体制を採用する加工企業があるとす

れば，恐らく例外的であろう。業務用食材需要は，それが需要される要因があり業務上その利

用が合理的かつ即時的に科益がもたらされるが，一殻家謹では，その需要の展開が期待される

としながらもなお，次の見解を表明する。「家庭の主婦に捷利さを提畏することは，企業として

の社会的信念からいって必ずしも好ましくないJ，あるいは「学校給食に弁当持参の運動の意味

を考えれば，そこまで予をのばすことはできなしりといった如くである。食材のもつ使宜さを
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提供できるようになった今日，逆にあえて対象市場から外すという態度は，家庭内食事の重要

性とその見藍しを表明したものとして注目に値する。

他方で今後食材市場として開拓されねばならない市場は，高齢化社会への突入や，あるいは

病院における適切な給食の内容，方法など，社会的事業としても十分に考慮が払われるべきで

ある，とみているし，それは現に実践段階に入っているのである。また間じ立場から， JI!上分

野での食材調達にも大きな課題ありと指摘する。すなわち契約生産者を確保するには今後，高

齢者・婦人の手による栽培ができ，その付加所得の掠得機会を高めることができるか否かが大

問題である。食材の原料調達に問題ありとすれば，その加工も供給もあり得ない。加工企業に

よる連鎖した諸工程の統合は，このように生産から消費に至る流れの全容を一つの企業的感覚

による視野のもとに置くことで成り立つものである。

おわりに

本研究は，食材供給企業の展開が食料品流通の既往の機能に及ぽす影響について，野菜類の

それを例として検討した。分析の裸角を食材供給企業の側におき，この食材供給企業は部売市

場流通の利用を主軸にしているが，なおそれとは別に自らの経営管理に必要とする食材調達の

方式を新たに創出しつつある，その論理を整理することに置かれた。生産一加工…流通…消費

各段階にわたる実証的分析結果は，現行の卸売市場を通じての安定取引の在り方，及び自ら創

出しつつある場外流通方式との 2つの局面について，問題の所在と対策とを指摘するところと

なった。これらについて若干のコメントを付しておきたい。

卸売市場の利用については，結局のところ「せり取引き」原則に伴う価格の変動性，不安定

性に対する改善の要求である。こうした需給実務を反映する価格変動について，既に卸売市場

は「予約相対取引」を一部認め，あるいは「先物取引」方式の導入(神田・東京青果樹におけ

る新工夫)が一部行われている。しかしながら，その効果は「短期」的に期待されるにとどま

るということである。外食・加工及び量販庖等の業態、で期待する長期安定的効果はそれによっ

ては求められない。もともと予約相対取引方式は「先取り」取引強化の印象を広く与えるほか，

価格固定に伴う実勢市場価格とのギャップを処理する適切な方法が見出されねばならない。

先物取引は，現に関係企業の提案するところである。すなわち「取引量の見通せる時期に契

約を諦結し，高品の引渡時に市場価格を基準として弾力的な契約価格を設定する」という趣旨

である。とすれば，この先物取引き自体は高品の卸売市場上場を不必要とする。また取引機能

上は問時にそれは商・物分離の流通を意味するから，ニューメディアの活用に覇11染み易いもの

として期待されよう。問題は，この方式を利益とする企業と既存の流通方式を利益とする企業

のいずれにせよ，卸売市場取引きに関係する各種経済主体閣の合意が必要である。それが現実

に擾めて困難な条件を持つところに，食品加工・外食企業，そして量販庖等で独自の「自主流

通方式ないし契約生産・産地直接取引き」が考案されているのである。

取引きの実態からみて，外食・加工企業及び量販庖等の生鮮野菜需要が卸売市場流通に大き

な比重を占めるに至ったことから，その流通機構の冊らかの改善は不可避的な課題であるとい

わねばならない。予約相対取引きが求められる背景はなによりも市場価格の安定であり，しか

も大量取引きにおける低廉な食材の調達の実現期待である。問題はこの予約相対取引きないし
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先物取引きは，貯蔵性と規格性の安定した品目がその対象となる点にある。特定品目について

の流通方式の改善に限って問題が検討されてよいかもしれない。

また，現行の卸売市場取引きに全部の品目を乗せることを考える必要もなかろう。むしろ新

規参入の各企業の行う自主流通ルートないしは各種場外取引きが流通上重要な役割を果たして

いることを是認して，それが持つ機能を使いわける方策も検討してよいであろう。なぜなら，

こうした動きは，卸売市場が果たしてきた産地の流通機能の「代行」という性格に対して，消

費地の流通機能のそれとしての役割を果しつつあるからである。端的には，消費需要に関する

情報が遭接かつ具体的に表面化する場面がこの各種場外流通である。他方産地での生産は消費

需要に即応していなければ成立しない。この双方を結ぶ流通機能が新しく出現したことの意味

を重視する理由がそこにある。

以上のことから，系統販売組織は生産側から卸売市場流通の機能を効率的に発揮するよう，

新たな検討が進められることになろう。生産の計踊化，販売組織の機能改善，消費動向の把握

等はそのための重要な検討課題である。さらに加工，貯蔵，そして付加価値の高い商品の開発

等の分野も組織強化の目的に沿う検討課題とされよう。現にその動きは活発であるが，需要予

測に立つ生産指導及び流通対策が基本でなければならない。系統組織とは別の活動を計画し成

功したいくつかの事例は，そのことを明瞭に説明している。
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造研究会，昭和61年3月，所収)
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策室，後者は消費流通課・臨時消費者モニター調査(企画は当研究会)として実施されたもので

ある。

(5) 山下雄三「量販活参入による卸売価格形成の変化J (鈴木忠和編 F野菜経済の大規模イ[:;J，楽瀞書
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和夫編 r野菜の需給動向と需給対策.1，筑波書房，昭和60年4月)第7主義，参照。

(8) この項は，山下雄三「量販底と流通機能J (f筑波大学農林社会経済研究』第 3号，昭和59年3m
を要約しながら，新たに供給体制との関連についての開題を整理しなおしたものである。

(9) point of salesの略で，J吉頭における「売れ筋J 中心の販売戦術を発見する情報システムである。

その簡潔な説明は，例えば川|芥彦二「戦後の市場情勢の変遷と現況J (農業食糧研究フォーラム

編 n食J の潮流を読むわ講談社，昭和61年 2月，第 3章・ 3量販庖の最近の動向)を参照。

(10) カセット発注とは，量販j苫の契約する仕入代行機関・仲卸業に対して行われる日日の仕入品目の

指示方法で，コード化された記号による野菜類品目毎の条件(規格，サイズ，品種等)を記載し

た書式を基にする電話発注である(なお，部出(5)参照)。

ω 前出， aO)川井彦二「変遷と現況J，参照。「一方，小売段階においては，スーパー，量販庖の販売

シェアーの拡大強化は…卸売会社や仲卸は，その双方に対し全くの受け身で，発言力を失い，市

場本来の役割分担も完全に機能を発揮していないという批判にたたされている(P 1l5~ 116) J。

また前出(6)，立石 ー「市場から見たJ (P 11) も潤様で「生庭者と消費者の板挟みになって苦

労している」と指摘するが，ともに大手卸売会社の責任者としての発言であることから，事態の

深刻さをうかがわせるものといえる。

a2) 生産者側の，このような卸売市場機能の変化に対する対応姿勢は別の論究を必要とする。それは

先進的な事例によれば，その対応を「市場外流通」に求めていることは留意されねばならないで

あろう。例えば山下雄三「新品種青果物研究の課題J W筑波大学農林社会経済研究』第 4号，昭

和60年3月)では中国野菜について，また音回喜一郎「課題へのアプローチJでは地域生産野菜

全品自について，さらに小山智土「大空を駆ける F博多万能ねぎ.lJ についてもまた，同様であ

る。

a3) 予約相対取引き導入の工夫は，東京青果樹では「先物取引」と銘名して実施している (W食文化

を創造する』パンフレツトによる)。さらに周知のとおり，全農の「青果物流通センター」での

取引きはこれを中軸にしている。

(14) 例えば，西武流通グループ(西友)と回無市農協との取引きの実態については，鈴木充生の「売

れるものを作るマーケティング戦絡J (会中 r農業協同組合-''85・9)(前出(5))を参照。

ω) 付函 1. r外食産業の食材投入J参照。

(16) 付図 2. r外食産業の市場規模」参照。

a7) 付図 3. r中小企業の業種別経営コスト」参照。

回付圏 4.及び付図 5. 外食産業の戦略的重点領域の優先順位」及び「懸念している経済環境」

参照。

側付表 1. r食材総仕入額に占める割合」。

ω) 前出(1)・③ r食品産業.1 (p 16)，参照。

(21) r食材」調達問題は，今に始まったことでなくかつては伝統的加工食品の生産に付絡するもので

あったこと，いうまでもなかろう。ここでは「近年の外食産業，加工食品の流行Jに関して，問

題の量的及び質的転換を前提にしている，ということである。

間 山下雄三「契約農業と整合機能J (u筑波大学農林社会経済研究」第 2号，招和58年3月)参照。
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。3) この点については，前出(4)，山下雄三「生鮮野菜類の直接販売」を参照。

似) 付表 2，文部省『学校給食実施状況』による。

(25) 農林資料調査会 r円本の農政と流通機構~ (陪会，昭和51年 5月， 400頁)

(26) 調査時点では，この間の業務報告書を印刷物としては入手できなかった。またこの事例は昭和60

年度.w農業白書』に引用されるところとなった(問書， 146頁，表II-15 r地域農業と結び付い

た地域食品工業の事例J)。

間パンフレツト「会社案内J (東京中央食品株式会社グループ)による。

(28) ジャガイモの褐変対策における克服された保存技術についても同様である。

ω) 今後の開発は「病院食のパイオニア」を標梼する次の記述に明示される。「ご病人やお年寄りに

は……それぞれの病状や稽好にあわせ，栄養面は勿論，味や見た自にも心を記って……食材をお

届けしており，この分野では先駆としての信頼を得ています」。

付図 l 外食産業の食材投入(昭和55年)

(消費部門)
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食材投入額 4兆2，400億円(100%)

(引用) W外食産業の動向と今後の方向J(外食産業研究会，前出注(1)一③，78}'i) 

資料:農林水産大臣官房調査課「農林漁業を中心とした産業連関表J(59年3月)

(注)1. ( )は，食材の部門別帰属割合である。

2. ( )は，部門別付加価健構成附である。
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外食産業の市場規模(昭和58年)
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資料:外食産業総合調査研究センター調べ

出所:働食品産業センター「食品工業の主要指標J(昭和60年 3月)

(ヲ|用) 前出，付図 1，注に同じ
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資料:中小企業庁「中小企業の原価指標Jr中小企業の経営指標J(昭和57年度)

烹屋
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付図 4 外食産業の戦略的重点領域の優先煩位
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(引用) 前出，注(l)ー③に同じ (76頁)

資料:農林水産省委託調査「食品産業経営・販売活動実態誘査報告書J(57年 3月)

(注) この謁査は，全習の食品産業大手507社(うち外食産業は69社)，中小537社(うち外食産業は128社)

に対するアンケート調査の結果である。
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付図 5 懸念している経済環境

圏内需言要の伸び悩み

企業問競争の激化
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(引用) 前出，注(1)ー③に同じ (59~)
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仁コ現在
IWJ今後(5年後)

(n =94) 

資料:農林水産省食品流通局委託調査「食品渓業新業態等実態調査J(58年 3月)

(注) この調査は， (防流通経済研究所が全国の食品産業824社(うち外食産業は101社)に対して行ったアン

ケート調査の結果である。

付表 1 食材総仕入れ額に占める割合(食材費構成)

(単位:%)

生鮮食料品 力日 工 品
果加そ実工の食他，酒米品，等， 

食材費
区 分 回答数

計野菜 食肉 魚貝類 計 里子菜 食肉 魚貝類 複ム口ロロロ 言十

企業

給営業食

チ(大ェ手ー飲ン食企店業) 30 6.4 17.8 2.9 27.1 2.1 11.8 10.7 2.7 27.3 45.3 100 

そ(中の小他飲食企庖業) 16 6.3 11.3 22.0 39.6 3.9 3.9 3.8 9.6 21.2 38.8 100 

給集食恩 配膳給食 20 13.2 12.9 10.0 36.1 2.1 3.8 3.7 5.9 15.5 47.9 100 

(引用) 前出，注(1)一③に向じ (79頁)

資料:農林水産省食品流通局「外食用等生鮮食料品取引実態調査結果の概要J(58年10月)
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Most perishble farm commodities must be reached fast to consumers. In fact， this 

function are operated by the wholesale market in our country. This raw material 

charactristics of most farm perishble commodities is one of the reasons why most 

marketing functions are performed by agribusiness rather than farmers. The biological 

-timing of farm output is also an important charactristic affecting marketing. 

But the processing function of marketing gives raw materials form utility. At the stages 

of distribution marketing channel in our country， two fifth are supplied to consumer 

directly in form of raw materials， other wise most three fifth are supplied to food 

processing firm or food supplying firm as the same form. These are different meaning on 

the procurment system for raw material vegetables. The former， individual households 

use vegetables directly for home cooking， the latter use this commodities at the form of 

convenient， easer ready products. In this means， procurement system for vegetable as 

“material for foods" is divisified two types. 

In this thesis， we discuss some phase of problems which the food processing and food 

supply firm are resourse oriented and they only need continues obtaining of materials in 

volume of good and fresh quality of vegetables. 

The food processing form is resorurse oriented so that plants are scattered throughout 

production areas， with plant concentration closely conected with areas of high vegetable 

densify. In order to minimize procurement-processing costs， plants obtain supplies of 

vegetables from local areas， oftentimes obtaining there total supplies within a readying of 

24 hours from plant locations， in this mean， growers are assured of a sale outlet and 

processer of availability of raw products. And this means， the technology of process by 

differs depending on the vegetable in question and the type of processing invalued. Prior 

to cooking or freezing， vegetables must be cleaned and waste materials. It means that 

those firms are used in performing these function. 

In order to serve these processing costs， these firms obtains well…planning supplies of 

vegetable from growers under the contral of the firm's management. There are one of the 

reason choosing contract system or integration on farm production process. 
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