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農産加工の立地理論的検討

1.農産加工の課題

農産物の加工問題は,最近における需給関係の

供給過剰的傾向や輸入農産物の増加,あ るいは

「一村一品」運動などにみられる特産品開発のブ

ーム的動向を反映 して,種々の視点から注目され

てきていることは周知の通りである
1)。

その接近視点としては,た とえば地域活性化の

方策としての地場資源を活用 した各種の農林畜産

物加工が考え られる。「一村一品」運動に代表さ

れる,そ れぞれの地域の立地条件や農産物の種類

にあわせて,そ れらを加工原料として利用する製

品開発がこれである。この地場資源活用型の農産

加工の特徴としては, どちらかといえば市場遠隔

の農山村での山菜,雑穀,豆類などを原料とする

漬物,調味料,酒類などの在来伝統食品への加工

が中心となっている
2)。

この過疎農山村の地域活性化方策の一環として

の特産品開発は,それぞれの立地条件と原材料の

種類,お よび加工方法の組合せによって多様な製

品種類を生みだしているが,そ の開発原理は,上

記の地方色を生か した製品差別化としてマーケテ

ィング理論的に整理できるのである。この点につ

いては,別稿において若干検討 したところであっ

た
3)。

しかし,地域特産品開発が基本的にマーケティ

ング理論の製品差別化理論に依拠するとしても,

農産加工問題がそれのみで完結するものでないこ

とはいうまでもないのである。そこには,製品開

発を推進する主体,た とえば農協や任意組合など

の運営管理や組織化問題が当然存在するし,それ
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は農協加工事業として古い歴史を有しているので

ある4)。 そしてこの農協加工事業は,単に「一村

一品」運動にみられる地域特産品の枠を越えた食

品加工経営として一般企業経営の領域に踏み込ん

できているといってよい。

したがって,農協の加工事業は一般食品加工企

業と組織・運営面では異なっていても,食品加工

業としては共通の問題領域を有しているといって

よい。その共通の問題領域というのは,さ きの

「村おこし」的な農産加工が立地条件の悪い零細

弱小産地での少量加工的性格が一般に強いのに対

して,農協加工事業のそれは大型主産地での大量

加工事業として成立発展している事例も多く
5),

そこでの課題は一般食品加工企業と基本的には異

ならないまでになりつつあるということであろう。

この企業経営的な農協加工事業では,一方で原

料農産物の産地形成が一定規模に達し,原料供給

が安定的に行われることが前提されるし,そ の場

合に原料農産物を未加工のまま青果物 (野菜,果

物),あ るいは雑穀・ いも類,食 肉 0鮮魚など

として出荷するよりは有利であることが需給関係

などから明らかな場合といってよいであろう。こ

のような状況は一般的にいえば,供給過剰や輸入

増大傾向の強い時期に作り出されることも事実で

ある。

製品差別化が供給過剰的需給関係のもとでのマ

ーケティング原理であることは別稿で指摘した

が6),加工指向も同じような需給関係のもとで出

現するのであって,加工自体が一種の製品差別化

であることは明白なことといってよい。否,む し

ろ加工によって全く別個の商品に原材料を転化さ
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せることであるから,加工こそ本質的な製品差別

化,典型的な製品差別化というべきであろう。

要するに,農産加工は,それが過疎農山村にお

ける地域特産品の素材や風土食品的加工法の差異

を生かした素朴な加工であれ,大型主産地の企業

経営的農協加工事業のそれであれ,いずれも上記

の原料素材の形態変化をともなう本質的な製品差

別化であって,そ こにはマーケティング理論とと

もにいくつかの関連する理論的問題が存在 してい

ることがわかる。本稿は,そ れらの理論的問題の

なかから立地論的視点を選び若千の理論的考察を

試みようとするものである。

2.農産加工の立地論的意義

一加工原料農産物の運送費節約効果一

農産加工を立地論的視点からとりあげたものと

しては,や はリチューネンの『孤立国』
7)を

あげ

ねばならないであろう。すなわち,第 1部第 2編

第 29章火酒醸造 (Branntweinbrennerei)におい

て,チ ューネンは穀物を原料とする火酒醸造につ

いて興味ある指摘を次のように行っている。

「穀物は運搬費があまり高 くつくから,畜産圏

からは都市へ輸送されない。 しかし, もしも穀物

を価格との割合上運搬費を要すること少なき製造

品に変形するならば,農業はこの畜産圏の比較的

近い部分においてまだなお有利に経営されうる。

このような製造品の一つは火酒である。それは

100ブ ッシェルのライ麦から得 られる酒精は, ラ

イ麦 25ブ ッシェルの重量 しか有 していないから

である。」
8)

チューネンがここで明らかにしていることは
,

都市からの距離が最 も遠隔な孤立国の最外縁の畜

産圏において,通常の穀物形態で出荷する場合に

は採算のとれない穀物生産 も,そ れを火酒に加工

することによって成立つことを示 していることで

ある。この場合,チ ューネンはもっぱら原料穀物

と加工製品 (火酒,酒精)と の重量減損関係にも

とづいて,そ の運送費の低下を根拠に穀物生産が

可能とし,穀物の火酒への加工の意義を明瞭に指

摘 している。

このチューネンの説明は,100ブ ッシェルのラ

イ麦を原料として,醸造加工すれば,そ の 4分の

1(25ブ ッシェル)に 重量が減少 した酒精が得ら

れるという技術関係に依拠 した単純なものである

が, この説明はさしあたり加工新製品の価格や加

工費などの問題を考慮することなしに,加工が原

料穀物の運送費を 4分の 1に減少させるという形

で問題を処理 したことになる。そして,それはそ

れなりに説得的であるが,加工問題としてはさら

にたち入 った考察が必要になってくる。

つまり,チ ューネンの上述の説明は,火酒の原

料穀物の立地を原料 (穀物)と 製品 (火酒)と の

重量減損関係から説明 したにとどまり,加工製品

の立地を直接的にはとり扱 ってはいないからであ

る。火酒醸造 (穀物加工)の 立地問題としては,

火酒の価格,生産費 (原料費+加工費),運送費な

どの要因を問題領域に直接的にとり入れた検討が

必要となることは当然であり, これは農業立地論

(原料農産物の立地)を前提 した工業立地論の課題

になるといってよい。

このようにみてくると,農産加工の立地問題は,

農業立地論の領域としては原料農産物の立地問題

があり,加工に関連 しては工業立地問題があり,

両者 (農業立地論と工業立地論)が交錯 した領域と

して理論的に接近処理 しなければならない課題で

あることがわかる
9)。 このような視点か らの農産

加工問題への接近は従来あまり試みられておらな

いので
10), ここでは上記のチューネンの説明もふ

くめて若干の考察を試みてみよう。

問題の性格を明確にするために,ま ずチューネ

ンモデルを明示的に定式化 したダン (E.S.Dunn,

Jr.)の 地代函数式を手掛 りにして上述の穀物の

火酒醸造の場合を検討することにしたい。その基

礎となるダンの地代函数式は次式の通 りである
11)。

R=Eω ―α)一 E/λ ・…

ただしR:単位面積当り地代

E:   ″  収量

P:単位重量当り価格

α:   ″ 生産費

。

(1)

(媒介変数)



Efk(運送費 )

ライ麦地代函数式(地代 グラフ )

E(p― a)一 Efk

畜産地代函数式
(地代グラフ)
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Ep(粗収益 )

Ea(生産費 )

/:単位重量当り・距離

当り運賃率

ん:市場からの距離(変数)

この式を用いて, さきにみた市場から遠隔な外

縁畜産圏での穀物栽培の条件をみると,通常の穀

物 (未加工)の ままでの出荷が不可能な条件とし

ては,R<0と いうことである。これは(1)式の

右辺から次のような条件として示されることは自

明であろう。

E(p-a)-Efh<0
.E(p-a)<Efk
. p - a.<fh

b-e.-<k
J

(2)

(2)式 は,今問題にしている畜産園での穀物生

産が,穀物形態で出荷される場合においては地代

が運送費よりも小さくなることを示 している。す

なわち,Eo― α)<E/ん は単位面積当りについ

て,p― α</た は単位重量当たりについて,そ れ

ぞれ地代が運送費より少なく,そ こでの穀物生

産が赤字となることが示されている。また,そ の
/あ ― ″ 、

市場からの距離 (ん)が地代消失距離
t三巧ぎ

1り よ

り大きく,地代と運送費の大きさが同一となる地

点 (地代消失距離)の 外側にあることを示 してい

る (第 1図参照)。

以上が畜産圏で穀物を生産 し,穀物のまま未加

工で出荷される場合の条件であって, このままで

は「穀物は運搬費があまり高 くつくから,畜産圏

か らは都市へ輸送 されない。」
12)こ とは明らかで

ある。

ではどうすれば地代が運送費を上まわって黒字

として残 りうるのか。その一つが醸造加工による

重量の減損であることはチューネンが説明してい

る通 りである。この条件をまず一般的に (2)式か

ら導 くと,そ れぞれの式の不等号が逆になった

(3)式であることも自明であろう。

EO― α)一 E/乃 >0

。E⑫ ―α)>Eル

・ρ一α>メん

.♪―α 、 ,
・~ア~′ ん

・(3)

これらの条件式は,そ れぞれ面積当り,あ るい

は単位重量当りにみた地代が運送費より大きいこ

と ((3)式 ),ま た市場か らの距離が地代消失距

離より大きいことを示 している。そして, このよ

うな条件をつ くり出す要因 としては,地代函数

式を構成するパラメーター C,P,α ,つ と変数

(ん)の変化が考えられるが,今問題としている

畜産圏での立地 (位置,第 1図のB)は与えられて

不変とすれば,変化が可能なのは残余のパラメー

ターとなる。そして,チ ューネンの叙述で変化す

る要素となるのは穀物 100ブ ッシェルが火酒に

加工されることによって 25ブ ッシェルに重量が

減損することであった。

今,加工による原料の重量減損率を α,原料重

量をユ 加工製品の重量を E′ とすれば,チ ュー

ネンの火酒加工の重量減損関係は次のようになる。

すなわち,E=100ブ ッシェル,E′ =25ブ ッシェ

ル,重量減損 は 100ブ ッシェルー25ブ ッシェル

=75ブ ッシェル (重量表示),重量減損率は (100

-25)/100(ブ ッシェル=重量)=0.75と いうこ

とになる。

(R)

Ep

E(p― a)

（地
代
）↑

→ (距離)X   A   B

穀物(ラ イ麦 )立地可能圏 加工立地可能圏

(k<OA)        (k≡ OB>OA)

市
場 三圃式圏 畜 産 圏

第 1図 三圃式圏と畜産圏 (加工立地)

(k)
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チューネンは,以上のような重量減損が穀物の

火酒への加工で起 こるとすれば,畜産圏で穀物

(ラ イ麦)の生産立地が可能と説明 したのである。

この関係をさきの (2)式,(3)式にあてはめてみる

と,(2)式の (3)式 への転化は,原料の減損率が 75

%(α =0″ 5)の場合に,可能としたのである。こ

の場合,穀物価格 O),生産費 (α),お よび運

賃率 σ)に ついては変化はないものという前提

となっていることに注意する必要がある。

この関係は次のような関係式で示すことができ

よう。

て,原料作物の立地と加工業の立地が可能となる

ことを明らかにしている。ただ, ここで注意して

おきたいことは,(4)式ではあくまで醸造加工を

原料と加工製品の重量減損関係からもたらされる

運送費の減少の結果として説明されていることで

ある。このことは,Eo一 の >『 /ん の右辺を

(R)

Ea
E(p―

、_R=E(p― a)一 Ef′ k

Ef′ kO=E'fk0
=(1-α )(EfkO)

｀ヽ/

Eo一 α)>E/力 1
″・・・・・・・・・・¨

EO― α)>E′ル J

ただし,E(1-α)=Eア =0.25E

α=0.75(0≦ α≦ 1)

・(4)

A
‖

p― a

f

地
代

↑

E(p― a)一 Efk0

市
→ (距離 )

場

D (k)
‖

p― a

f′

A
‖

p― a

f

BT

ll挫

(4)式が,原料穀物が市場遠隔地に立地する条

件式であって, この関係が成立するかぎりにおい

OM=E(p― a)

ON=(1-α )E(p― a)

(R)

L

M

第 2図 加工による地代函数式のシフト

p一 a)(1-1+α )

p― a)α

Ｅ

Ｅ

〓　

〓

ＮＯOM

´ f′ =(1-α )fに変化した場合の

く   地代函数グラフ

Ea
―――――E(p― a)

(E― E′ )(p― a)

=αE(p― a)

―――――Ep

E′ (p一 a)

=(1-α )E(p一 a)

Ｎ

（地
代
）
↑

___=ヽ 、 __________

｀
、 T~~下

、

|｀ 、

|

0

市
→ (距離 )

場

D (k)
‖

p一 a

f′

（立
地
）

Ｂ

＝

ｋｏ

Ｃ

＝

ｋ２

Ｂ

＝

ｋｌ

注 )OA=二 聖
子
■ OB=kO,OB′ =kl,OC=k2と すると

E(p― a)― Efk2=E(p― a)― Ef′ k。 (運賃率変化)

=E′ (p― a)― E′ f′kl(距離変化,重量変化)

第 3図 加工による地代函数式のシフトとパラメー

ターの変化

: E(p- a

-EIK

E′ =(1-α )E｀
｀

に変化した場合の
地代函数グラフ

Ｕ
＼
―
‐
‐

一
、
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0.25 Eyた と置き換えることによって可能である。

つまり,運送費が (3)式の 4分の 1と なることに

よって (3)式 から(4)式が導かれることを示して

いる (第 2図参照)。

しかし,上述の(4)式の右辺の 0.25 Erん への

置換,つ まりE⑫ ―α)>0.25E「たという条件は,

単に重量が4分の1(E′ =0.25Dと なる場合だ

けでなく,運賃率 σ)ま たは距離 (た)が同様に

4分 の 1と なる場合 σ
′
=0.25/,ん

′
=0.25λ)

も同じ結果をもたらす。つまり,EO― α)>0.25

E/ん という不等式関係は,収量 (D,運賃率 (の ,

あるいは距離 (ん)の 間で相互に代替的に運送費

Ey力 を4分の1に減少させる作用がある (第 3図

参照)。

ただ,チ ューネンの説明では畜産圏は位置的に

は不変であり,距離 (力)は固定されているから

(第 3図 では B), ライ麦が火酒原料 として立地 し

うるための条件変化は収量 (重量)の減損か,運

賃率の低下の二つの場合とみることができる。こ

の関係を第 3図でみると,B(OB=ん ο)の位置

では地代が赤字 (EO― α)一 E/ん <0)であった

ライ麦生産が BTの大きさの地代を生じさせるた

めに /→ /′ =(1-α)/=0.25/に変化する場合

と,E→
『

=(1-α)E=0.25Eに 変化する場

合 (地代は B′ Uの大きさ)であることを示してい

る。

これ らのパラメータ (収量 ユ 運賃率 の の変

化,あ るいは変数 (距離 た)の変化は,相互に代

替的に読みかえて B点 のライ麦の火酒加工の競

争力 (地代=BT)が もとの地代函数式 (穀物出荷)

の C点,つ まり市場か らの距離が OC=k2に お

ける地代 =CSに ,ま た重量が 4分の 1に減損 し

た場合の B′ 点 (市場距離 OB′ =kl)の 地代 B′ U

に, ともに一致することが作図上からも明らかと

なる。 これは,パ ラメータの変化に対応 して,S
が Tま たは Uヘシフトした場合であることを示

している
13)。

3.農産加工の工業立地論的接近

一地代函数式適用による一

穀物 (ラ イ麦)の 火酒醸造加工が農業立地論的

にどのような意義を有するかは前節で概略明らか

にした。 しかし,チ ューネンの火酒加工の事例で

考察された側面は,原料穀物が火酒に醸造される

ことによって,そ の重量が 4分の 1に減損 し,

それにともなう運送費節約が可能になること,そ

の結果,穀物そのままで出荷 しては成立ち得ない

畜産圏においてライ麦生産 (原料作物)が可能とな

ること,を示 したに過ぎない。つまり,運送費の

みの節減 による原料穀物 (ラ イ麦)の立地根拠を

明らかにしたにとどまり,火酒加工の立地問題に

は直接はふれられていないのである。

そこで,本節ではこれらの残された加工問題を

工業立地論的視点から検討 してみよう
14)。

すなわ

ち, ここでは穀物 (ラ イ麦)を原料とする火酒醸

造の立地論的問題が中心課題となる。 したがって

立地主体は,加工業としての火酒醸造業であって
,

その原料 として穀物 (ラ イ麦)が利用されるかぎ

りにおいて,前節で検討 した穀物立地が関連 して

くる。たとえば原料価格,原料供給量,生産費そ

の他である。

以下の考察では,前節との関連を明らかにし,

農業立地論 と工業立地論の統一的理解に少 しでも

近づくために
15),同

じ火酒加工の場合について工

業立地論的課題を検討することにしたい。 もちろ

ん, この場合,その中心課題は農産加工であって
,

工業立地論のうち当面する加工問題に関連の強い

理論的側面に対象が限定されることはいうまでも

ない。また,加工製品は,火酒 (ワ イン,焼酎,ブ

ランデー)に かぎらず,漬物,味噌,ハ ム, ソー

セージなどの農産加工品に拡大適用されることも

指摘するまでもないところであろう。

なお,農産加工の理論的考察という場合,若千

の前提を明確にしておく必要があろう。まず,そ

の第 1は ,加工業の立地論的課題 といって も,

ここではその最適立地を求めることが課題ではな

く,あ る与えられた場所,た とえば市場から遠隔

な過疎農山村 (前掲,第 2～ 3図の B点)に おける

加工業成立をさぐる立地論的考察だということで

ある。
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レッシュ (August L6sch)は 立地問題を二つに

分けて,(1)「ある特定の作物がどこで栽培される

か」,(2)「 ある特定の場所で (ま たはある特定の経

営で)何が生産されるか」
16)を

区別しているが,

本節での考察は, このレッシュの (2)の立地 (経

営)が位置的にきまっている場合の加工立地問題

の考察である。それは,農業立地論の領域では作

目選択とその競争力の分析が中心となるが,加工

業立地問題では製品計画と加工経営の収益性分析

が中心となってこよう。

このような分析の中で,原料調達コストや加工

費,製品価格,製品運送・販売費などが問題とな

るのである。ウェーバー (Arred Weber)17)ゃ フ

ーバー (E.M.H00ver)18)の 加工業立地論でとり

扱っている分析手法が応用できるのはこのような

側面であるが,以下の考察においてはこれらの理

論 (ウ エーバー, フーバー)と 関連する加工立地

問題は直接的にはふれないことにする。

第 2の前提は,ウ エーバーをはじめとする工

業立地論では,原料供給地と市場が位置的に与え

られている場合の立地の選定が輸送費用の最小地

点にきまることを明らかにする。これが輸送指向

論であり,ま た労働も,以上とは別個に与えられ

ていて,そ の場合の労働費の大小に応じて輸送費

指向論できまる最適立地が修正を受ける関係を考

察するのが労働指向論である
19)。 これが工業立地

論の基礎となっている接近方法であるが,本節で

は原料供給地,工場立地,および労働供給地が同

一地点にあり,三者が一致する場合を前提してい

ることである20)。

もちろん, この場合,加工工場を原料作物産地

のなかのどの位置に建設するかという立地問題も

あることはいうまでもないが,そ の問題は産地を

点から面に拡大して,そ の圏域の中心が最適な工

場立地となるであろうことは議論の余地の少ない

ところであろう
21)。

また,労働力についても,集
落として集まっている場合と,散居制として分散

している場合が考えられるが, これについても原

料作物の圃場分散と同様に考えてその中心地に労

働があるとみなしても当面差支えないであろう。

いずれにしても,本節の考察の中心課題は,伝
統的な工業立地論の工場最適立地を求める課題で

はなく,大局的にみれば原料供給地,労働供給地

および加工工場立地が同一場所に存在 している場

合の加工問題が中心となる。このことは過疎農山

村における「村おこし」運動などでの地場資源活

用型の農産加工を想定すれば,上記の前提があて

はまることも明らかであろう。

しか し農協加工事業としての広域大型産地を対

象とする場合の加工場の立地問題としてはゥェー

バー型の工場最適立地の選定問題が存在すること

も当然であって, この点についてはここではふれ

ないことにしたい。このような課題は加工施設と

ともに産地集出荷施設の適正立地配置問題として,

現実的には重要な課題となっており,改めて検討

する必要があるからである。

さて,本論に入って, またチューネンの火酒加

工の事例にそくして問題点を検討 してゆくことに

しよう。

いま,火酒加工の地代 (収益)函数式
22)を

(1)

式に準 じて示せば (5)式 の通 りである。

R′ =E′ (ρ

′―α
′
)― E′ /′ ん・・・・

ただし

″ :単位面積当り火酒醸造地代

『

:   ″  火酒製品容量

ρ
′
:火酒単位容量当たり価格

α
′:   〃  生産・加工費

ノ
′
:単位容量当り・距離当り

運賃率

た :市場からの距離 (変数,た

だし前提によリー定)

・(5)

(媒介変数)

(5)式 について若千補足すると,『 は単位面積

当り収量 Eを 加工 してできる火酒の容量であ

って, これはチューネンの説明例にしたがえばJ
=0.25ユ つまり100ブ ッシェルの原料ライ麦か

ら25ブ ッシェルの火酒 (酒精)が生産されるこ

とはさきにみた通りであり, これは原料の加工に

よる減損率 (α)が 0,75で あることから,(1-α )



R′ =E′ (ρ

′―ィα―a)一 E′ノ
′ん

=E′ 〔ρ
′―

(イ α+a))一 E′ノみ

農産加工の立地理論的検討

・(6)

(R
E′ p'

E(p― a)

E(p一 a― a)

R'=E(p― a)― E′ rk

R'=E′ p'一 E' ` 
、   ヽ

1南 +al

―E′ f′ k

B

ユ́

地

第 4図 加工による地代函数式のシフトとパラメー

ターの変化

E′ =(1-0.75)E=0.25Eと なる。

また,α
′
は火酒単位容量当 り生産 。加工費

であるから,そ の構成要素としては原料費と加工

費が含まれている。いま,生産されたライ麦がそ

のまま加工にまわされるものとし,そ の加工費十

追加副原料費を aと すれば,α
′
は次のようにな

るであろう。すなわち,α
′
=(Eα /E′)+aで あ

る。これをさきの J=0.25Eで置きかえるとα
′

=は並芳了十aり =4α +0と なる。その結果,(5)

式は次のように変形される。

果として示されるものであるが,そ のプロセスを

第 4図でみると,原料穀物 (ラ イ麦)の地代函数

式は,第 3図でもみたように,加工による重量減

損の結果として ① → で示すシフトが第 1にみら

れる変化である。これは第 3図では E→

『

の変

化にともなうシフト② → の変化であり,そ の結

果として /→ /′ が起きる。しかしこの場合,(2)

式,(3)式 の左辺は変化がないのでシフト③ →

の変化が起きるということであった。

この変化ではまだ加工費 (E′ a)が考慮されて

いない。そこでこの加工費を差引くと,そ の地代

函数グラフはシフト② → の変化をもたらすこと

になる。この地代函数のグラフは,火酒の価額

(E′P′ )を穀価 (Eρ)相当額で表示した場合の火

酒加工地代函数式を示すことは第 4図から明らか

であろう。そして,その場合の火酒の価格は E′ ρ
′

=助 ,.・ .p′ =毛手=すち

`讐

=`ρ という関係に
ある。つまり,容量を 4分の 1に減 らしたかわり

に,火酒の価格は4倍になった場合を示 している。

般式で示せば,ρ =理|=デ 場
=各

となり,加工原料減損率が α=0.5の 場合はρ
′

=2P,α =0の場合は P′ =ρ となる。

以上は加工による重量減損と加工費を考慮 した

場合に,原料穀物の地代函数式, したがってその

収益性 (競争力)に どのような変化がもたらされ

るかをみたものであるが,そ の結果,第 4図では

加工原料減損率が αの場合に,加工製品 (火酒)
あ

価格がρ
′=T壬万 という条件で,B点 (工場立地)

でも地代 R′ =BQが生ずることを示している。
P′ ″

その大きさは,BQ=R′ =E′ P′
―
ぜ士ib―

E′ a―

『

/′ んοである。

しかし, この地代函数グラフは,価格 ρ
′
を穀

D
価で換算した場合の P′ =て

七万
という水準での

競争力を示しているのであって,通常は原料価額

(Eρ)が製品価額 (E′ρ
′
)に等しいという場合は

少ないとみていい。つまり,加工は今まで検討し

た原料の重量減損 (運送費節約)と ともに,加工

による付加価値の増加があって, しかもその増加

が加工費 (追加副原料費を含む)を上まわる場合に

行われるはずである。この関係は次の不等式で

Ea= 1-α

E′ a

（地
代
）
↑

Ｇ
ｌ

ｐ
丁

Ｄ
＝

里
ｒ

Ｆ
＝
［
丁

ａ

一

Ａ

＝

二
ｆ

ｐ

一

(距離 )↓

０
（．市
場
）

}

(6)式 を第 2～3図 と対応させてグラフに示 した

のが第 4図である。ただ し,作図は前図と同様

原料減損率 (α)が 0.75,あ るいは運賃率が 75

%減少 したものとしては示されずに,一般式で

示されている。すなわち,(7)式 で示 したのが第 4

図のグラフの函数式であって,以下ではこの (7)

式 と第 4図 にそ くして農産加工の立地論的問題

点を検討することにしよう。

R', : E', b', -' {dd + a}- E', f'h ・(7)

R=E(p― a)― Efk

E(p-a
―EIf'k

(7)式 の導出は,(1)式 のパラメータの変化の結
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示 される。

・(8)

(8)式 は,加工品価格が重量減損率 (α)と加工

費 (a)と の関係で一定水準以上でなければ加工

の意義がないこと,おょびその条件を示 している。

これは庭先価格,つ まり加工地が即市場 (運送費

=0)の 場合のρ
′の条件であって,市場が遠隔の

場合にはこれに運送費 (E′ /′ ん)が支払わされる

剰余とその加工企業の利潤 (地代)を確保する水

準まで高まる必要がある。この条件は(7)式の地

代 R′ が 0よ り大きいこと,つ まり R′ ≧ 0, し

たがつてEつ
′―E′

tこ亡栃+al― E′ノ′ん≧0,

あるいは同じことだが,『p′ ≧E′
tI士万+al+

『

/′ ん,単位容量当 りには,p′ ≧
可豊万

十a十 /′ ん

が加工品価格の条件である。

第 4図 でいえば B(加工立地)が それぞれの地

代函数グラフの地代消失地点 (F,D,G)の左側

にあるような P′ 水準にあることを意味している。

その場合の地代水準 (B点における)は , さきに

(C,R)

小 した BQの ほか,BT=BQ+QT(=E′ a),Bv
/   ■'′ ´ ヽ

=BQ+QT+TVt=ず 士旨り
となる。それぞれの

場合は,作図からみて,BQの地代水準ではBQ
<QT,BQ<TVで あるので,原料生産費も加工

費 も補償 しえない地代水準である。BTの場合に

はじめて加工費が補償され,ま た BVの場合に

は加工費と原料生産費がそれぞれ補償されてBQ
の地代が残る地代水準であることがわかる。

要す るに,加工品の価格はp′ ≧ 1≒ +∂ 十

ノ
′
た0(た だし,λο=OBの市場距離にある加工立地B

点の場合の価格水準)と いう水準にある必、要がある。

この関係をより明確にするために第 4図の地代

函数グラフを逆転させて費用函数 (CF)グ ラフ

として示 したのが第 5図である。これは原料費十

加工費 (C)と 運送費 (F)と の合計額が距離の

函数 として示されてお り,こ の費用 と粗収益

(E′p′ ～

『

p′
′′
)と の差が地代 (収益)と して示

されている。そして,価格水準 O′ ,p′
′
,p′

′′
)

によって地代の大きさが変化する関係が第 4図よ

りもわかり易い。すなわち,価格の P′
→ρ

′′の

変化は∠″
′
,p′

′→ p′
′′

では∠R′
′′の地代増加

をもたらすことがわかる。

もちろん, この関係はさきの第 4図の場合と実

質的には変らないが,工業立地論で一般的に使わ

れている作図法に合せて地代函数グラフを費用函

数にかえ,耕作圏を市場圏として示すことにより

価格が地代 (純収益)水準と市場圏の範囲をどう

規定しているかをより簡単に示すことに役立っと

いってよい。なお,グラフのシフト① → は費用

函数の Cl→ C2への変化を,シ フト② → は c2

→ C3の変化をそれぞれ示している。

4.関連問題についての若干の補足

―結びにかえて一

以上の考察においては,農産加工の立地論的問

題をチューネンの火酒醸造加工の事例にもとづい

て検討した。その中心課題の一つは,農産加工によ

る原料の重量減損によって,原料農産物がその原

料未加工産品の出荷では競争力のない地代消失距

離以遠の圏域でも立地 しうる根拠をダンの地代函

Eク ≧てま:,ァ +Ea

∴夕≧Trπ
十∂

.・.夕
′_∂ ≧._2_

■~α

E'P''

E'p''

E′ p'

ZR'′ ~ン∠

C2=E′
r .

1南
+f

c,=r'14+a+t'r
t \l-o/

（地
代
、
費
用
）

|
E' 一ａ

ａ
Ｉ一■

E.f'k。 (運送費)

E'a(加工費)

Ea

→ (距離 )

A

_立_

地

（市
場
）

k。

E' 7「
~~マ

+lК
1ヽ~α′

函数グラ

/′
´

第 5図 地代函数の費用函数への変換

(原料費 )
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数式の比較静学的成果の応用によって理論的に明

らかにすることであり,そ の目的は一応達成され

たといってよいであろう。

また,第 2の課題は,原料農産物の上述のよ

うな立地可能性を前提して,農産加工業の立地論

的接近を試みたことである。これらの課題は農業

立地論と工業立地論の交錯する領域であって両立

地論を統合する上での理論的問題に若干の予備的

考察を試みようとするものであった。火酒醸造加

工という考察の範囲が限定されていた関係で,農

産加工の立地理論的課題も限られた側面に片寄っ

てはいるが,同 じく地代函数式の応用によって農

林畜産物を原料とする地場資源活用型の加工業の

成立する条件を製品価格,加工費,原料費,運賃

率,原料減損率などとの関連で概略理論的に明ら

かにしたといえる。

そこで,最後にこれらの理論的整理に基づいて,

関連する立地問題と応用可能領域について補足的

なコメントを加えて結びにかえることにしたい。

まず,農産加工の立地論的特徴としては, くり

かえしになるが地場資源活用型に対象を限定した

場合には,前述のように原料供給地,労働力所在

地,お よび工場立地の三者が位置的に一致した場

合の加工問題であり,そ の市場圏の大きさを市場

距離 との関連で地代 (純収益)の大小として把握

しようとするものであった。したがって,主に運

送費および労働費を中心に構成されているウエー

バーの工業立地論モデルよりはチューネンモデル

の適用が有効であり,そ の上で部分的にウエーバ

ー理論を導入して統合をはかってゆくことが必要

となってくる。その基礎的な理論的考察が小論の

主要内容をなしている。

次に,そ の適用対象領域についてみると,そ れ

はチューネンの火酒醸造に近似する加工部門とし

ては穀物 (麦 , トウモロコシ,ソ バ,な ど)やいも

類 (甘藷,馬鈴薯)の焼酎加工が考えられる。ま

た,原料は果実にかわるが, ワイン,あ るいはブ

ランデーなども各地で「一村一品」運動や「村お

こし」の一環として数多く作られている。これら

の酒類加工は,そ れぞれの地域の農産物を原料と

し,そ の風土の加工法や新しい製品の開発もふく

めて,製品差別化の典型として一種のブームを作

り出し,多様な製品が全国的に生産されているこ

とも周知の通りである。

また,大豆,麦,を原料とする味噌加工も酒類

に劣らず各地で試みられている農産加工品といっ

ていい。そのほか,原料は種々であるが,漬物類

も「故郷の味」として見直されて風土色豊かに全

国各地で生産されている。最近の食物の安全性に

対する関心の強さや本物指向を反映した需要の多

様化がこれらの地域特産物の加工製品化を支えて

いることはいうまでもないであろう。その差別化

要因としては「手作り」に代表される「少量生産」

があり, これが機械大量生産の一般同類商品と競

争して市場参入をはかる条件の一つであって, こ

れは「安全性」「高品質」とともに「手作り」「本

物」などの特徴を備えた差別化商品として価格形

成力を持ってくる。

同様のことが畜産物加工 (ハ ム,ソ ーセージ,乳

製品)についてもいえるであろう。また, ここで

はくわしくは立入った考察はできなかったが,畜

産そのもの,あ るいは養蚕業についても本論で検

討した立地論的考察がほぼそのままの形で適用可

能な農業部門といってよいであろう。何故なら,

畜産も養蚕も,飼料作物,あ るいは桑葉を原料と

する「有機」的加工と考えられるからである。

以上が,本論で検討した加工立地理論の適用領

域であるが,本論で残された問題については別途

改めて検討することにしたい。
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1)関連する文献は多いが,た とえば桑原正信編『農

協の食品加工事業』(家の光協会,昭和 48年),青

森地域社会研究所編『農産加工による地域振興』

(時潮社,昭和 57年 ),竹中久二雄 。白石正彦編著

『地域経済の発展と農協加工』 理論編, 実態編 ,

(時潮社,昭和 61年)参照。

2)製品開発の事例としては,ふ るさと情報センター

『ふるさとガイド
ー

特産物と宅配
―

』(昭和 61

年)に くわしい。

3)拙稿「過疎農山村の特産品開発とマーケティング」
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『農村研究』第 63号,昭和 61年。

4)前掲,『農協の食品加工事業』,竹中久二雄「農協

加工事業の政策と展開」(前掲編著,第 1章),参照。

5)こ のような企業的大型加工事業の典型としては,

愛媛県青果連のミカンジュース加工事業がある。そ

の加工事業の規模は売上げ246億 円,果汁 18,000t

(昭和 52～ 3年 )と なっている。若林秀泰『 ミカン

農業の展開構造』 (明文書房,昭和 55年),139～ 40

頁。また,市町村や農協レベルの加工事業としては

北海道池田町のヮイン加工などが想起されるが, ほ

かにも大型産地の県経済連レベル,あ るいは農協 レ

ベルでの加工事業の例は多い。前掲『農産加工によ

る地域振興』事例,等参照。

6)前掲,拙稿,15～ 8頁。

7) Johann H. vOn Thunen,1)arじ sο rじ arι
`Sι

ααι

じれ  BοZじθん
“
れg  α

“
ノ Lαれda,じ rι scんαメι しれα

Ⅳαι」οれαあたοれοれた, Hamburg,1826.近 藤康

男訳『孤立国.』 ,『著作集』第 1巻 (農山漁村文化協

会,昭和 49年)所収。

8)同訳書,253頁。

9)チ ューネンは,火酒加工の輸送費節約効果と関連

して,畜産圏での火酒加工の有利性についてもふれ

ている。「火酒はここ (畜産圏―引用者)か ら非常

に廉価に供給することができ,孤立国の他地方 (い

わんや都市自身)は これと競争することは…できな

い。なぜなら穀物および木材が 3倍の価格を有し,

かつ名目上の労賃が非常に高い都市において火酒を

製造するのは…少 くも2,3倍 の費用がかかる」 と

(同 ,253頁 )。 この指摘は明らかに工業立地論的視

点からのそれであるが,チ ューネンの考察はそれ以

上深められずに終っている。

10)立地論的接近を試みた数少ない論文として,た と

えば増井好男「立地論と農協加工事業」(前掲,竹
中 。白石編著 (理論編),第 4章)がある。

11) Edgar S. :Dunn, Jrり  1‐'んο Lο cαι」οれ ο/
/1grtc“ Zι

“
′αι Prοα

“
cιιοれ, The Unlversity Of

Florida Press,1954阪 本平一郎・厚納一雅共訳

『農業生産立地理論』(地球出版,昭和 35年 )。

12)『孤立国』(訳書)253頁。

13)ダ ンの地代函数式のパラメーター (ュ ρ,α,p
の変化が地代函数グラフにどのような変化をもたら

すかについては,拙稿「農産物の市場競争力と地域

間競争」『東北農試研究報告』第34号,昭和41年
,

あるいは拙稿「農業立地論と経営立地問題」,和田

照男編『農業経営と地域』(地球社,近刊予定)所
収参照。

14)た だし, ここではゥェーバー流の伝統的な接近方

法はとらず, ダンの地代函数式に依拠する。その理

由はウエーバーの工業立地論が運送費指向論や労働

指向論として部分的な分析にとどまっているからで

ある。また, ダンの地代函数式の方が運送費,生産

費,価格も考慮 した総合的な考察が可能であるから

である。

15)従来,立地論は部門ごとに農業立地論,工業立地

論,な どとして展開されているが,そ れらの統合が

一つの課題と考えられる。そのためには方法論的に

裏づけられた立地論の深化が必要となるが, ここで

は問題の所在を指摘するにとどめる。

16)August L6sch,Dじ a raα″れιιcんθ Ordれαれg αer

WjrιScんαル, Stuttgart,1939.篠 原泰三訳『 レッ

シュ経済立地論』(大明堂,昭和 43年)47頁。

17)Alhed Weber, Ubθ r dθれ Sιαれdο′ι ごοr

fれα
“

sι rιθれ,  Ersι ar 7:ι . Iマ lθ
jれθ `r:ん θ。′じσ des

Sιαれdο rお, Tubingen,1909.篠 原泰三訳『ウエ

ーバーエ業立地論』 (大明堂,昭和 61年 )。

18) Edgar NI. Hoover, Lο εαι」οれ 11ん
`ο

rッ αれd
ιんeSんοθ αれd_乙οαιんθ′ZれdLsι rjθs, Cambridge,

1986西岡久雄訳『 フーヴァー経済立地論』(大明

堂,昭和 43年 )。

19)前掲,『ウエーバーエ業立論』第 3,4章。なお,

このような視点から, ウエーバーの理論は当面の加

工業の立地問題にそのままの形で適用するには若千

難点がある。なお, ウエーバーの輸送費指向論は,

ダンの地代函数式の運送費 E′たの大小についての

議論であり,労働指向論はαの一部を構成する労

働費の地点間較差に関する議論である。

20)こ の場合の立地図形は直線となり,そ の一端に市

場が立地 し,他の一端に加工工場,原料,労働力が

立地している場合である。

21)こ のような問題に対する理論的モデルとしては
,

レッシュの市場圏 (Market area)を供給圏モデ

ルに読みかえると理解しやすい。

22)こ こでは,加工を農業の一つの独立部門と考えて
,

地代函数式を適用するが, これは農工両立地論の統

合のための一つの試みという意味を持つことを指摘

しておくことにしたい。

/受付
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昭和 63年 12月 15日
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