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I 課題と分析視角

本論文の目的は我が国の果樹農業における層際化対応としての果実輪出発展の方向を示すこ

とにある。そこで，第一に我が閣における果樹農業の国際化，特に多国籍企業アグリビジネス

の対日輸出における果実輸出システム形成の過程とその特徴をふまえつつ，第二に日本と

ニュージーランドにおける果実輸出システムの国擦比較によって，果実輸出の分析を進めるこ

とにしたい。

日本の果樹農業の国探化対応は，農業労働力不足に対して省力化と高度な品質管理を並進さ

せるものである。また同時に輸入の増大に対して，日本産果実の品質優位と製品差別化を追求

するものでもある。こうした基本的課題をふまえながら，果樹農業の国際化対応の新しい可能

性が追求されてきた。具体的には，低コスト化と省力化を進展させた栽培体系をもっ味覚重視

のカジュアル・フルーツキ1が登場し，またその一方で，日本産巣実の品質優位を活かし，海外

輸出による海外市場の開拓が模索されたことである 1)幻。

本論文で果実輸出を扱う意義は以下の点にある。まず，その背景として，日本農業は圧倒的

な食料輪入攻勢のもとで窮地に立たされており，世界の中で百本はいまや輪入大国化している

ことが指摘される。ここで問題なのは，そのなかで見過ごされている重要な点があることであ

る。その重要な点とは輸入対策という守りの姿勢のみならず，世界市場でどのように競争して

いくかという攻撃の姿勢が必要とされることである。つまり，積極的な農産物輸出を含め相互

依存的な農産物貿易を展開し，輸出入のバランスを回復し，グローパルな観点から戦略を立て

ていくことである。こうした観点がとくに 21世紀へむけて食料不足が懸念される世界の食料市

場での日本の選択として注目されるのである。つまり，本論文は日本農業をグローパルな観点

から捉え，国産農産物の輸出技術の創出過程を初めて検討するという意義をもつのである。

本論文はこうした世界各国が互いに混じり合う国際化した果樹農業の姿を描き，それに近づ

くためには如何にすべきかを示すものである。果樹農業の国際化が呂本市場でも国産品の見あ

たらなくなるような形で実現するか，それとも世界のどこの市場でも日本を含めたあらゆる国

の麓物があるといった形で実現するかを考えれば，どちらを目指すべきか，どちらが真の国際

化といえるかは明らかであろう。そのため，真の国際化に近づくための国際化対応を示すこと

が本論文の課題の根底にあるものなのである。

確かに，本論文が対象とする我が国の果実輸出は国産農産物輸出において先駆的な事例であ

るが，その経済的規模は極めて小さい。しかし，本論文で分析した鳥取県における二十t仕組な

し輸出は世界に類をみない日本産果実の独自の品質を活かし，海外市場を開拓することによっ

て，継続的輸出に成功し，目指すべき国際化の姿を示したのである。

そこで，本論文では日本の果樹農業が切り開きつつある新しい可能性を果実輪出システムの

構築と捉え，その貴重な経験の一般化を園るため，アジア太平洋地域における先進的な果実輸

出システムを持つニュージーランドとの間際比較を行ったのである。

ここでいう果実輪出システムとは果実輸出に関わる各段階の経済主体を構成要素とするシス

テムである。また，果実の生産から流通・貿易を一貫した一つのシステムとして市場に合わせ

た輸出を展開することを目的とする。つまり，果実輸出システムとは垂直的統合と垂蛮的調整叫

によって国境を越えるマーケティング・システムである。

このような概念が必要となる理由は輪入果実を扱う多国籍企業アグリビジネスが生産から輪
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出さらに輪入国における流通をも包括した垂雇的統合と垂直的調整を進めているからである。

これに対して，閤家や農業団体もまた果実輸出システムにおける垂直的調整を課題としている。

つまり，マーケティング・システムを 1つの競争単位としたシステム間競争が激化しているの

である。

本論文は果実輸出システムにおいて垂直的に結びつけられた各経済主体が協調し，個々の経

済主体の成果と同時にシステム全体の成果を最大佐しうるシステムか否か，特に，より効果的

な垂直的調整を行いうるシステムか否かという観点から分析を進める。

そこで，垂直マーケティング・システム叫の概念を用い，鳥取県の二十世紀なし輸出とニュー

ジーランド・キウイフルーツ・マーケティング・ボード (NewZealand Kiwifruit Marketing 

Board-以下，キウイ・ボードと記す)の果実輸出システムを対象とし分析する。また，双方の

比較を行うことで，生産者主導もしくは生産者の利益を邑的とした販売組織の競争的{憂位と発

展の可能性を示すことにしたい。

果実の世界市場において日本は輸入大由化しているとの認識が一般化している。日本とは対

照的にニュージーランドは南半球の主要輸出圏である。そうした条件の違いをふまえた上で，

本論文が悶国を比較対象としたのは，第一にマーケティング・ボードが当該品目のすべての生

産者を組織し，果実の生産・輸出の持続的発展を目的としていること，第二に瀧外市場におい

てもマーケティング機能を発揮する輪出業者であることの 2つの注目すべき側面を持っている

からである。

そのような販売組織がマーケテイング・システムのリーダー，つまり，チャンネノレ・キャプ

テン判として果実輸出システムを構築することで，生産・流通・輸出の持続的発展をより有効

に進めうるとするのが本論文の理論仮説である。それは，第一に生産者の利益を呂的とする販

売組織が調整の主体となれば生産者との対立を囲避もしくは管理しやすく，川上の段階でより

濃密な垂直的調整が行える。第二に生産者の組織化と垂富的統合と垂直的調整を並進させれば

生産段階における消費者や市場の慣報不足を解消し，より消費者のニーズに即した製品政策を

進めやすくなる。第三に111上から川下までが一貫したシステムによって垂直的調整が行われる

ことで，流通の効率化が図られるのと開時により安定した供給と価格を実現できるからである。

以下， II章において，我が留の果樹農業における国際化への問題点を整理し，川上から}lllご

までが一貫したマーケティング・システムの必要性を示す。つづいて盟主主において，輸入果実

の競争力を把握する意味で多国籍企業アグリビジネスの対日輪出における果実輪出システムを

分析する。IV意において，輪出国であり生産者主導型組織による果実輸出システムをもっニュー

ジーランドの事例を分析する。 V章において，我が冨おいては数少ないが，鳥取県産なし輸出

における農協による果実輸出システムを分析する。最後にVI章において，多国籍企業，ニュー

ジーランド，日本の比較を通し，国際化に対応しうる果実輸出システム構築の方策を示す。

*1 :茎の長さなどの品質的格差がある切り花を，家庭向けに販売しているのをカジュアル・フ

ラワーと呼んでいる。そこから，外観上に品質格差はあるが，家庭消費には十分な品質の

果実について，カジュアノレ・フルーツという表現をした。

本2:垂直的調整 (verticalcoordination)とは，産業組織論が制度主義，システム論の成果を取

り込むなかで展開した概念装置で，生産と流通における霊草的な諸段暗を相互に調和させ

ようとするメカニズム一般を指す。したがって，それには市場価格機構だけでなく，契約
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関係，協同組合，単一の所有のもとに内部化した垂荏的統合，マーケティング・オーダー，

政府による価格・流通制御，さらにこれらの組み合わせといった諸形態も含まれる九

本論文においては， Ray A. Goldberg叫が異なる流通段階間に調整 (coordination)の概

念を用いているのに依拠して，垂直的調整をマーケティング・システムにおける異なる流

通段階のメンバー間において相互に商品供給，商品の品質，価格，コストなどのマーケティ

ング戦略の最適化を図るため，緊密な情報フローによって行う調整と規定する。

また，農産物マーケティングにおいて，浅見5)は農協の卸業者への業務協力を流通マネジ

メントとして規定している。この流通マネジメントは農協があらかじめ卸売業者と協議し，

安定供給を閣り，取引費用を削減しようとするものである。本論文における華麗的諦整は

こうした例を含めて異なる流通段階聞の諦整を指す。

*3 :垂直マーケテイング・システムとは以下のような特徴を持つ。①企業はただ垂直的に配列

されるだけでなく，合理的な目的を持ったシステムであること，②構成するメンパーは協

力して流通を効率的にすること，③メンバーは自己のためでなく，システム全体のために

機能を遂行すること，④システム全体が 1 つ競争単位となること，~個々の企業では得ら

れない市場影響力を持つこと，⑥チャンネル・キャプテンが存在し，メンバ一間の対立関

係などを調整することである九

このシステムは，①親会社の子会社に対する株式所有など，資本所有関係で結ぼれる「企

業型システムJ，②法人相互間の専売契約など，契約を利用する「契約型システムJ，③株

式所有や公式の契約を利用せず，非公式な協謂関係による「管理型システムJに分類され

る。なお，管理型システムにおいてはチャンネル・キャプテンがもっ強力なプランドなど

を背景に各段階の企業からの協力と支援が確保されている7)。

*4 :チャンネノレ・キャプテンとは，チャンネル・リーダーとも呼ばれ，マーケティング・チャ

ンネル全体を 1つにして活動させ，方向づけるために，チャンネノレ内のメンバーの行動を

一定の受諾できる基準に従わせるように，指揮，命令し，要求する指導者(企業)をいう九

II 果樹農業の闇醸化とその対応課題

1.果実輸入の多様化

本論文が取り上げる国際化対応とは何かという点についてまず述べると，それは世界市場の

中に我が冨の果樹農業がいかに対応するのかということである。つまり，ここでいう国際化対

応とは国際競争への対応である。しかし，我が国が輸出入のバランスを保とうする以前に，我

が冨の果樹農業はどのような形で国際的競争力を持とうとしているかのかという点が問題とな

る。そこで，本章では第一に果実輪入の進展から我が閣の果樹農業が霞際化を迫られている状

況を示し，第二に果樹産地の対策を分析し， }II上から}II下までの一貫したマーケティング・シ

ステムが必要性を検討する。

まず，我が冨の果樹農業が国際化を迫られているとするのは，圏内の果樹産地が産地問競争

だけではなく，国際競争に包摂されているからである。我が国における国探化は輸入一辺倒の

形で進展し，生鮮果実輪入量は 167万t(1995年)に対し，輸出量は 1万6千tである。輸出入

のバランスが保たれていないのは，こうした量的な問題だけではない。日本での生産が困難な

熱帯産果実なら，輸入一辺倒!なのは当然である。しかし，現在の果実輸入は多様化し，国内産
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との競合が激しい品目にも及んでいる。つまり，園内生産が十分に可能な品目にまで輸入され

ているのである。

我が国の果実輸入をナッツ類を外し，メロンなどの果実的野菜を含めてみると， 1970年頃ま

ではバナナとパイナップルが輪入量の 90%以上を占めていた。しかし，近年ではそれらの品目

以外の果実輸入が増加し全輪入量の 42%を占めている。我が国の生鮮果実輪入量は近年では微

増傾向であったが，柑橘類などを中心に熱帯産品以外の果実が増加している。また，金額ベー

スでみれば，バナナとパインの占める位賀は一層小さく 33%である。

さらに，珍しい果実やこれまで輸入がなかった国からの輪入などで，果実輸入の多様化はさ

らに進展している。多様化が進展しているのには政策的な問題も含まれている。我が国の巣実

輪入おいて数量制隈は既に全品目で撤廃されているが，実際には植物防疫の問題から多くの果

実が輸入禁止となっている。それでも，なお政策的な問題から輪入の多様化が進展していると

するのは，条件付き解禁で輸入されている品目が増加しているからである。

我が国では未成熟ノTナナやパイナップルを除いて，ほとんどの果実が基本的に輪入禁止と

なっている。北アメリカやニュージーランドなどでは対象品目は少ないが，りんご，なし，さ

くらんぽ，ももが輪入禁止となっている。しかし，禁止品目のなかでも病虫害防除技術が確立

し，日本への侵入が防げると認められれば条件付きで輪入解禁となるのである。

条件付き解禁の品目はパパイヤやマンゴーなどの日本では馴染みの薄かった巣実に限らず，

さくらんぽやりんごなどの国産果実との直接的な競合が懸念される果実が含まれている。また，

近年ではガット・ウルグアイ・ラウンド農業合意を受けて，果実輸出国からの解禁要請への対

応を含めた検疫衛生措置手付きを迅速化させる動きが強まり，輸入解禁品自増加への動きは一

層促進されるとみられる。

2.生産段階における高品質化と省力化

(1) 省力化と高品質化の並進

こうした輸入の多操化に対して，我が国の果樹農業は海外産品との競争力の向上が望まれる。

しかし，輸入の増加は圏内の果樹農業の対応をより一層厳しくさせている。それは，第ーに輪

出閣は日本市場を中心にアジアへの輸出拡大を図ろうとする一方で，輸出国間の競争の激化に

よる輸入果実の価格が低下しているからである。また第二に，生鮮だけでなく果汁でも貿易自

由化が進展しているからである。果汁輸入の増大が問題となるのは掴内の果実の加工事業が需

給調整機能を有しているからである。現在，果汁輸入により果汁の圏内需要が増大しているの

にも関わらず，圏内の加工原料用果実の価格は低下している。そのため，需給調整機能を担う

加工事業が危機的状況に陥っている。

そこで，その対応として必要となることは，第一の問題には省力化による低コスト北，第二

の問題には高品質化により生食向けの価格を維持し，加工原料向け果実の割合を低下させるこ

とである。しかし，省力化と高品質化は正反対の動きを示すものであり，これらを同時にすす

めることは一見して矛盾することである。それでは，この矛盾に対して産地はどのような対応

をすすめればよいのであろうか。

豊田9)は我が留の果樹農業を省力化と低コスト化優先の量産指向の近畿型みかんと集約的で

品質・製品差別化指向の東北型りんごに分類し，国際化対応にはこれらの融合が必要だとして

いる。この点に関して 1970年代からの生産過剰下におけるみかん産地の対応を述べると，みか
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ん産地は価格の低迷に対応して品質指向と量産指向に分化した1九そのなかで，生産力を維持し

てきた産地は品質指向と量産指向を並進させてきた産地とされている 11)。

筆者12)はみかんの品質・量産指向型産地での展開を静岡県三ヶ日町での研究から以下のよう

に指摘した。①園地基盤整備による圏内作業道の設置，②スピード・スプレイヤーの導入など

による機械化および合理的省力化の進展，@:優良系統への改植などの高級化，@マルチ栽培や

高畝栽培など高糖度化技捕の導入の以上4点である。

このように，園地基盤整備に伴う合理的省力化は防除等の機械化と作業環境改善による効率

化などを進展させ，省力化と高糖度化との並進を実現している。しかし，高糖度化はさらなる

労働集約化を進展させ，省力化の効果を相殺している。そのため，国際化対応が品質向上を重

視した形で進展していることになる。

(2) 労働力不足への対応

現在の閤際化対応は機械化・効率化による省力化を進展させた一方で，高糖度化技術の導入

により労働集約化をもすすめた。しかし，現在のように担い手不足と高齢化が進む中では省力

化は切実な問題である。そのため，品質向上を図るために，省力化の進展を相殺させる労働集

約化は困難である。それでは労働集約化を抑制しつつ，品質指向や製品差別化指向を進展させ

る方策はあるのであろうか。この点には従来の製品差別化とは異なる対応が必要であり，消費

者がもっ真のニーズを見極めた製品差別化を進め，そうでないものを省略するか簡略化する必

要がある。

三島川はみかん生産における糖度向上に偏った栽培技術の導入は樹木の経済寿命の低下な

どを招き，生産力を低下させていると指摘している。また，消費者は品質として高糖度だけを

望んでいるのではなく，品質向上対策が消費者と生産者の双方に必ずしもプラスにならないと

している。

そのような例は品質指向型のりんどでは顕著にみられる。りんご生産では外観を重視するあ

まり，袋掛け，除袋，葉擁み，玉廻し，反射シートの敷設などの着色管理により生産が非常に

労働集約化している l九その一方で，人為的な着色の促進が消費者がもっとも重視する食味を低

下させていたことが指摘されている。

今自，無袋りんごが市場に定着しているのは，生産者が労働力不足から無袋栽培をせざるを

得ないという産地の事情に由来するだけではない。消費者が食味を重視している点に注自し，

生産者側が消費者の真のニーズを捉えた製品差別化を進展させた結果である 15)。さらに，最近で

は着色管理のほとんどを省略した「葉とらずりんごjが登場し，増加している。

葉とらずりんごの生産は一般的な袋かけふじと比べ，面積当たりの労働時間は 4割以上減少

し，大きな省力化・低コスト化となる。このように，消費者の食味を重視するニーズ、への対応

と省力化を並進させている。また，食味を重視する消費者が外観よりも味を重視した商品を選

択できうる形で，製品差別化を進展させている 1九つまり，国際的競争力をもつために，従来よ

りも省力化が実現され，かつ消費者の望む品質については向上させる対応が進める必要がある

のである。

3.圏内のマーケティング・システムと農協共販

(1) 農協のマーケティング戦略と農家問調整機能

これまで，高品質化と省力化を並進させた形で製品差別化を進展させることを述べてきたが，
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生産者が差別化した商品を生産するだけでは圏際化に対応することはできない。それは差別化

した商品として販売する以上，ブランドの中での規格を統一する必要があるからである。特に

高糖度のみかんなどの特選品の場合，そのプランドを持つ農協の品質保証が必要である。その

ため，農協が生産段階から農家に栽培方法を指定するなどの農家との調整が不可欠である。ま

た，市場側の信頼を得るために，計画的に安定した出荷を行うことは銘柄産地の必要不可欠な

条件となっている。さらに，農協のマーケティング戦略に応じて生産を調整しうる農協と農家

との相互調整システムの存在が不可欠となっている。

しかし，農協がそれだけの調整を農家に行うには多くの農家が全量を農協に出荷する体制が

まず必要である。そのためには，農協のマーケティング戦略に協力的な農家や品質管理を徹底

させた農家により多くの利益が還元され，農家の協力を持続的に得られるような仕組みが必要

である。

先に挙げた三ヶ日町の例では，農家の農協外への出待に厳しく対処しているだけでなく，品

質管理にも徹底した指導を行っている。しかし，その一方で独自の評価システムにより高品質

な果実により高い単価をつけることで，農家の品質向上への意欲を高めようとしている 1九

(2) 製品差別化と消費者結合

差別化商品はその販売に際し，農協と}I1下の段階との結びつきを必要としている。従来のよ

うな外観の美しさや大きさなどによる高級化はそれだけで高い評価を受けることができた。し

かし，今日，新たに進められようとしている製品差別化はそれとは異なるものである。

樺沢18)は「博多万能ねぎ」の例から青果物における製品差別化の問題点を指摘している。「博

多万能ねぎ」は全閣的に広まったブランドであるため，農協によるマーケティングの先駆的な

事例として紹介されている。しかし，小売庖や消費者の段階までブランドによる製品差別化が

認識されておらず，小売庖では他のブランドとの区別が明確になっていない。その区別が明確

でないとする理由は，第一に小売届の庄顕において他のブランドとの価格差が庖舗によりばら

つきがあり，ブランド格差が小さいこと，第二にプランド名の万能ねぎが普通名詞化してしま

い，他のブランドの青ねぎが万能ねぎとして販売されていることである。

「帯多万能ねぎjは卸売市場において他のプランドと厳密に区分されている。しかし，小売

店側においてはこれが無視され，消費者は製品差別化を認識していないのである。梅沢はこう

した問題に対し，生産側の意志を末端にまで行き渡らせることが重要であり，垂直的に統合さ

れたマーケティング・システムが必要だと指摘している。

本章で挙げた新たな製品差別化の展開は自然の状態がベストだとする本物志向や食品安全性

や栄養を問題とする健康・安全志向に対応したものである。これらはその商品の情報が消費者

に伝わらなければ製品差別化が認識されない19)。また，小売り段階までその区別が明確でなけれ

ば製品差別化は意味を持たない。つまり，これらの製品差別化には「博多万能ねぎ」の例以上

にマーケティング・システムの問題は重要なのである。

無袋りんごが販売された当初，外観上の品質格差から市場で低く評価された。これが認知さ

れだしたのは生協との産消提携(生産者と消費者との提携)のなかで，食味が濃厚だと評価さ

れるようになったことにある。これと同様に現在の葉とらずりんごにおいても，そのまま市場

に出せば外観の悪いりんごと評価されることになる。

そのため，多くの農家が省力化を迫られているからといって，葉とらずりんごの生産に切り

替えれば良いというものではない。それには，外観が悪くても食味が良いりんごだとの情報が
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消費者に伝えられるような小売業者や消費者との結びつきが必要なのである。今のところ，葉

とらずりんごは産直などにみられる消費者との情報のやりとりが可能な流通システムにおい

て，販売できうるだけの生産しかできないのである 20)。

このように，現在の消費者の新しいニーズは自然に近い栽培方法，適熟，低農薬，有機栽培

などであり，これらの情報を伝えなければその品質は評価されないものである。そのため，た

だ市場に販売するだけでは十分な情報が椙費者に伝わらず，消費者との情報の交流が可能な流

通システムを必要としている。

4.国際化対応の課題

本章で述べてきたことはまず輸入多様化と国内産地との競争が激化していることである。そ

の危機に対応するため，産地は労働集約化一辺倒の高品質化をすするめるのではなく，省力化

と並進させる必要がある。つまり，労働集約度の保持もしくは増大と労働生産性の向上による

低コスト化との並進である「合理的省力化J21)よって全体としては省力化を実現することが必

要とされている。

また，現在の製品差別化において，ただ高級化を進めるだけの製品差別化は農業労働不足か

ら困難である。また，消費者のニーズは多様化し，高級化だけが望まれているわけではない。

現在の消費者がもっ新たなニーズは自然に近いものや健康的で安全なものである。そして，そ

れらは生産物の情報をともなって販売されるものである。

これらのニーズへの対応は葉とらずりんごのような省力化と自然志向への対応を可能とした

商品を誕生させた。しかし，外観よりも食味や栽培方法などを重視した差別化は市場では評価

されにくい。さらに，その情報がなければ製品差別化は成立しえないのである。

そのため，本章では第一に農協のマーケティング戦略に対応できるような農家と農協との相

互調整システム，第二に消費者との情報の交流が可能な流通システムの存在が必要だとした。

なぜなら，間際化のための戦略は各段階の経済主体問で垂直的調整が行われることを必要とし

ているからである。

我が園の農業生産段階は小規模な農家で構成されている。そして，各農家は個別にマーケティ

ング戦略の主体とは成り得ない問。そのため，農産物のマーケティング戦略の主体は生産段階

より川下の経済主体である。しかし，消費者の声に応えた製品戦略を打ち出すためには生産設

階においてもその戦略への対応が不可欠である。また，コストダウンの問題は流通段階での合

理化だけでなく，安定的な供給の確保と担い手不足に対応した生産段階のコストダウンを必要

とする。そのため，そうした生産段踏の合理化をサポートする存在が必要である。つまり，農

協などの生産者組織はマーケティング戦略主体となりうるだけの量を扱える経済主体であり，

生産段階に調整を行いうる存在なのである。

さらに，製品差別化は消費者に商品の情報が行き届くことを必要としており，マーケテイン

グ戦略の主体が打ち出す戦略に小売段暗が協調して動く必要がある。つまり，核となる経済主

体のマーケティング戦略をマーケテイング・システム全体で遂行していかなければならないの

である。

このように，現在の層際化対応はただ生産者がコストダウンを進め，高品質化を進めればよ

いのではなく，生産から消費者に至るまでのフードシステムのなかでその対応を考えなければ

ならない。また，本章で取りあげた事例は圏内での対応である。これを輸出まで含めたグロー
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パルな対応とするためには，梅外の消費者を対象としたマーケティング・システムが必要とな

る。そこで，1II章， IV章では多国籍企業アグリビジネス，キウイ・ボードがいかに海外の消費

者を対象とした果実輸出システムを構築しているのかという点を取りあげることにする。

III 多国籍企業アグリゼジネスの果実輸出システム

1 .アグリビジネスの果実輸出システムとシステム間競争

本論文で果実輸出システムの構築が必要であるとする理由は，第一にII章で述べたとおり層

際化対応にはマーケテイング・システム全体での対応が必要とされていること，第二に果実貿

易を担う多国籍企業アグリビジネスが生産から輪入国内の流通に及ぶ垂直的統合と垂直的調整

を進展させ，マーケテイング・システム間の競争を激化させているため，国産果実においても

システム間競争に対抗しうるマーケテイング・システムの再編を必要としているからである。

多国籍企業アグリビジネスは輸入国の国内流通まで垂直的統合と垂車的調整を進展させるこ

とで，我が国の留内流通においても流通の効率化を圏っている。また，流通の効率化は量販，;g

の輪入菌材への依存を強める要因にもなっている。

流通の効率化が輸入依存を促進させる制 24) とする根拠には国内産品の生産から消費までの

各段階の抱える問題が複雑に絡み合っている。まず，産地においては農家の兼業化・高齢化が

進展したことで，生産力が低下している。さらに，品目ごとに主産地への生産集中が進展した

ことにより，異常気象などによる影響が分散されず，供給の変動を拡大させている。つまり，

供給の不安定性が輪入依存を促進させている。

一方，出荷段階では農協が出荷調整機能をもっている。しかし，農協共販が地域の生産物を

全量コントローノレできる例は少ない。さらに，卸売市場では定時・定量の仕入れを行う量販践

に対し，卸売業者や仲卸業者が十分対応し得ないのが実状である。

消費者は国産果実を季節的なものとして購入する傾向が強く，周年的に安定した供給を望む

訳ではない。しかし，生鮮野菜の場合，量販j吉が周年的に安定した供給を確保をしようとする

あまり，需要が硬直的になり，その需要に対応しようとしたことが生鮮野菜輸入を増加させた

一間となっている。輸入青果物においては事前の交渉により量と価格が定められ，量販店は確

実な供給を確保できる。それが量販j主の輸入商材への依存を強めたのである。そのため，量販

店への供給の不安定性とその原因となる流通の問題が輸入の拡大を促進させると指摘されるの

である。

本論文は輸入青果物を扱う多国籍アグリビジネスがマーケティング・システムの再編によっ

て，さらに競争力を高めているのに対抗するため，生産者主導の販売組織がチャンネル・キャ

プテンとして，果実輸出システムを構築することが，生産・流通・輸出の持続的発展をより有

効に進めうるという仮説をもっ。そこで，本論文の論冒を展開する上で，生産者主導型とアグ

リビジネス主導型の巣実輸出システムの違いを示す必要がある。そのため，本章では後のIV章

とV章における生産者主導型果実輸出システムとの比較のため，多国籍企業アグリビジネスの

果実輸出システムについて述べ，システム間競争の構造を示すことにする。

2.垂直的統合と寡占統合体

多国籍企業アグリビジネスの果実輸出システムは垂直的統合が生産段階から輸出先の菌内流
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通にまで及び，構成要素となる経済主体には多国籍企業の子会社が多くの段階で存在する。垂

直マーケテイング・システムにおいて，資本関係で結ぼれた企業型システム*'はマーケティン

グ・チャンネノレ内でより高度な管理を行おうとする企業に好まれるシステムである問。つまり，

チャンネル・キャプテンが各段階を統制しやすいシステムである。果実貿易を担う多国籍企業

の場合，生産段階においては一部に直営農醤が存在するが，そうした直営企業での生産は主流

ではなく，契約農場などからの製品供給が大きな位置を占める。つまり，最も川上の段階は契

約型システム叫が主流なのである。

また，生産段階への統合の進展には品目によって違いがある。世界の果実貿易の流れには大

きく分けて 2つの流れがあり 1つはバナナを代表とする熱帯産果実の途上国から先進国への

「南から北へjの流れ，もう 1つは，オレンジを代表とする高付加価値農産物の先進国聞のfiと
から北へJの流れである。前者は契約農場などを含めて多国籍企業の垂直的統合が進んでいる

が，後者では生産段階までの統合は進まず輸出段階での競争が激しい。さらに，近年では多国

籍企業の事業は多角化し，熱帯産果実以外の青果物においても「南から北へ」の流れを生み出

している。また，この新しい流れにおいても契約生産などの形で垂直的統合が進展している問。

多国籍企業アグリビジネスの垂直的統合が大きく進展しているバナナ27)の場合， }I1上では生

産段階まで多国籍企業に統合されている。主要なバナナ輸出国であるフィリピンでは，多毘籍

企業アグリビジネスの生産拠点が設けられている。生産段階における統合は契約農国，直営農

園，自営農民との契約生産と様々な形態であったが，最近ではフィリピンにおける農地改革が

進展したことで，契約農場や直営農閣はその対応を迫れ，末端の生産単位が細分化されようと

している。直営農額以外での生産が一般的であっても，栽培管理は多国籍企業が行う作業と農

民が行う作業とに区分されている。果樹園が小さな区分に細分化しでも，作業に応じて大規模

な農鼠に適した技術を用いる場合は多国籍企業が直接これを遂行している。

次に，我が閣の青果物流通における統合をみれば，輸入段階も含めてそれぞれの業者は投機

的な目的で動くケースが多く，垂直マーケティング・システムといえるものではなかった。多

国籍企業の川下への関係は市場の寡占構造によって，価格設定などの面で多国籍企業の意図を

大きく反映させることが可能である。しかし，その運営面では伝統的マーケティング・チャン

ネル刊に相当するものであった。

多国籍企業は生産段措では契約生産者を車乱織し，そして収穫後における集荷・包装などの諸

機能から輸出・輪入までの段階は企業型システムによる高度なマーケティング・チャンネ1レ管

理を行っている。さらに，多国籍企業の輸出入段暗における統合は日本において輸出する多国

籍企業と輸入する総合商社との売り手・賢い手双方の寡占構造を生み出した。そこでは一対ー

の排他的な取引関係が結ぼれる寡市統合体を形成した。

それは，図 1に示したように}II下の国内流通の段階では系列の配荷業者(荷受け業者)から

卸売市場や量販癌へ流通する仕組みができ，これはバナナだけでなく，輸入柑橘類までこの寡

占統合体の経路に包摂している問。こうした動きはさらに加速され，多国籍企業アグリビジネス

は世界各国に生産拠点を広げ，果実だけでなく野菜を含めた青果物の輪出を展開している。そ

のため，多閤籍企業を中心とした日本国内の流通縞は，輪入青果物を総合的に扱うものとなっ

ている。
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(柑橘流通系列) (バナナ流通系列)

(生産) ブランデーション農園

(集荷)

(輸出)

(総入)

(記荷)

(加工)

(分荷)

(小売)

資料重量悶陵『果樹幾重量の震望M量林絞針協会、 1990年、 p.250より抜粋し、一部加筆。

注・破線内は寡占統合体の企紫集団を示す。

関 l 輪入果実の流通経路

3.供給の安定化と調整機能の強化

(1) 輪出段階における供給安定化

このような寡占統合体の形成は多国籍企業における企業内取引価格に近い取引操作により高

値安定的な価格形成をしてきた問。しかし，現在は!日社会主義国と経済成長の大きい韓冨などへ

の輪出拡大をねらったバナナの増産に対して，当初の期待ほど市場の拡大がみられなかったた

め供給過剰に臨り，価格が低迷している。我が閣のバナナ輸入における平均 CIF価格は 1985年

の 106円Ikgから， 90年には 80円Ikg，さらに 95年には 47円Ikgまで低下し，多国籍企業が

高いマージンを維持できる状態ではない。

また，小売段階では量販庄の販売が拡大し，卸売段階から量販店に対する販売対応が重要な

課題となっている。量販j吉対応とは量販屈が周年を通して常時安定した品揃えを確保するため，

それに合わせた定時・定量の供給を行うことである。つまり，現在の国内流通に望まれる点は
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安定供給であり，従来の投機的な輸入では対応しえないのである。

そのため，多国籍企業アグリビジネスは秩序だった供給を実現するため，その生産・供給シ

ステムと川下の業者との関係を変化させている。その先進的な例として，ドー1レ・グループ(ドー

ル・フーズ社を親会社とする系列企業のグループ)は輸入果実の市場が売り手市場から買い手

市場へと変化したのに対応し，市場に即した供給体制を整えようとしている。

ドーJレ・グループでは，販売をめぐる意志決定権の散在を由避するために，世界各地域の支

社にその機能を集中させている。在日子会社であるドール・ジャパン社は供給と輪送船舶の管

理機能を集中させている。これによりアジア・太平洋地域内で日本市場に郎した輸出製品供給

の管理を遂行している。ドーノレ・グループでは定期的な供給を重視し，輪送船を満載にできる

まで輸出港に留めるのではなし輸送を週 2回，定まった曜日に定期化している。ドール・グ

lレープは他の多国籍企業よりも先んじてこのような供給体制を整えることで，日本国内での自

社のシェアを上昇させることを可能にした。

このように果実の世界市場が買い手市場へ移行したのに伴い，多国籍企業アグリビジネスは

市場に対応した供給体制を白指し，日本市場に却した供給システムを生産から輸出の各段階で

構築しているのである。

(2) 日本国内における流通システム化

バナナはまだ青い状態のままで輸入され，日本国内において熟成加工が行われることで一般

に見かける黄色いバナナとなる。この熟成加工は配荷業者より川下の業者で行われていたが，

この段階にも多国籍企業の垂直的統合が進展し，多間籍企業の資本が入った加工施設が建設さ

れている。ドール・ジャパン社はマーケテイング・ロジスティック判を重視し，貿易段階での

供給管理だけでなく，加工施設などへの垂直的統合を進めることで，自本国内における物詐議

能の合理化を進展させている。

同社は日本国内の配荷業者や仲卸業者などの流通業者と連携したマーケティング・システム

を構築している。また，これらの流通業者との共同出資により，札幌，名古屋，神戸，福岡の

各地域においてフレッシュシステム社を設立した。フレッシュシステム社はバナナの熟成加工，

パイナップル加工，青果物の再包装を行う物流センターの機能を持った企業であり，従来の施

設の統合を図ることで物流の合理化を進展させている。

MORIO and TOYODNO)によると， ドーノレ・ジャパン社のマーケティング・システムにお

ける流通業者との関係は資本関係や契約関係ではない。同社は分荷や再包装などの物流面のみ

ではなく，商的流通においても流通業者による量販脂との取引を温存している。

ドール・ジャパン社は量販庄に直接販売するのではなく，配荷業者などを通した流通を維持

しようとしている。同社は量販庖との直接のコミュニケーションを密にしているが，これらの

流通業者の機能をそのまま温存している。同社は小売業者への販売にはこれらの業者と協調し

て行動し，サポートするマーケティング・システムを構築しているのである。

フレッシュシステム社はドール・ジャパン社のこうした流通戦略に同調する流通業者と協調

して管理型垂直マーケティング・システム *5を作ろうとするものである。つまり，同社の日本

国内での流通システム化は輪入段階の寡占構造に基づく高圧的な制裁のパワー基盤吋による

統制ではなく，専門性(企業の持つ専門的なノウハウ，知識などを倍え，中開業者の能力を向

上させる)，一体化(中間業者からの尊敬，信頼)といったパワー基盤において進められている。

大手量販店はドール・ジャパン社との直接取引を望んで、いるが， ドール・ジャパン社ではこ
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れに応じていない。それは，流通変革が進展することで中間段階の流通業者は将来的に掬汰さ

れるかもしれないとの不安を持っているためである。つまり，これらの流通業者はドール・ジャ

パン社と協調することで，生き残りを果たそうとしているのである。ドール・ジャパン社はこ

の点に配慮、して，量販脂との甚接取引を行っていない。間社は以上の戦略により，資本関係の

ない企業との協謂関係を維持しているのである。

ドール・ジャパン社がこのような流通システムを作ろうとするのは大手量販庖のシェアが地

域的に不均衡であり，小規模多数の小売業者が残存するする日本市場においては直接販売より

も，流通業者を通したマーケティング・システムが適しているとみているからである。

同社がこのような戦略をとるのは集権的で一元的な供給管理よりも，世界各地域の市場に即

した販売を行うことを重視しているためである。これは，本社の意向よりも各市場にある支社

の意向を反映できるような企業内の分権的システムへ変化させた結果である。

4.価格維持のための諸対応

(1) 生産指導をめぐる生産者間調整

多国籍企業は生産段階に統合を進めることによって，より市場の条件に即した品質管理を実

現できる。しかし，そのためには技術指導や生産資材の供給などの生産者へのサポートが必要

となる3~また，現在ではバナナは供給過剰であり，そのような時でも価格低下を抑えるには品

質管理が必要不可欠であり，こうした生産指導はますます重視される。

しかし，生産指導はその内容が細部にわたればわたるほど，生産者の品質管理はより煩雑に

なる。それは生産者と企業との間に対立を生む可能性をも含んでいる。また，より厳密な指導

をするなら，それだけ企業は強力なパワー基盤を必要とする。さらに，生産指導を持続的に進

めるためには，それを受け入れる生産者からの信頼を得ることが重要である。

そのため，多国籍企業は供給過剰下で価格が低迷しても，第一に生産者の再生産が可能な買

い取り儲格を保証し，第二に生産指導を厳しく行ったしても，生産者にとって指導に従うこと

が利益になるようにしなければならない。また，強力な指導権を持とうとすれば，それだけ企

業側のリスクの負担は大きくなる。

しかし，多国籍企業側では生産指導をすすめ，品質を向上させることで，供給過剰でも大き

な値引きに応ずる必要がなくなり，それが生産者への買い取り価格を高めることにつながると

している。

(2) 投機的販売の回避

従来，輸入青果物の販売は投機的要素が強いものであった。しかし，市場が買い手市場に移

行した現在では市場指向の対応、を求められ，買い手の量販屈が望む安定供給と品質に対応しな

ければならない。ドール・ジャパン社では特に柑橘や野菜などの場合，買い手の注文通りもの

を輸入し販売する方法をとっている。これは買い手側の注文を受けてから，生産国の支社と連

絡を取り，注文通りの商品を船に積み込むものである。

価格についても事前に交渉した価格で取り引きされるので投機的要素は軽減され，価格の変

化は市場価格よりも抑えられる。また，買い手側でも安定した供給を確保でき，事前に仕入れ

られる量・質・価格がわかっているので，計画的な販売が可能となる。また，それは国内の量

販屈の仕入れが輪入に依存することを加速させる要因にもなっている。
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5.対日輸出における多国籍企業アグリビジネスの展開

以上，本意で述べたように多国籍企業アグリビジネスの果実輸出システムは多くの段階の構

成要素が多国籍企業の子会社であり，企業システムで構成される部分が大きいシステムであっ

た。さらに，日本国内の流通では寡占統合体と結びつき，企業内取引に準ずる取引で結ぼれた

寡占統合体の中で高額安定的な価格を維持し，多国籍企業のマージンを確保するものであった。

しかし，寡占統合体はシステムの運営面では倍統的マーケテイング・チャンネ/レであり，また，

そのシステムによる供給は多国籍企業のコスト第一主義であり，流通に携わる業者全体の投機

的な活動に支配されていた。

現在では輪入果実は供給過剰に階り，価格が低迷し，売り手市場から買い手市場に移行して

いる。そのため，多国籍企業は市場に即した対応に迫られている。ドーノレ・グループでは価格

維持のために品質向上などの製品戦略を展開する…方で，マーケティング・ロジスティックを

重視し，計画的で安定した供給と流通のシステム化を進めている。

関 2に示したように， ドーJレ・グループは川下の業者との管理型システムの構築によって，

(生産)

(集荷・ i隷果)

(翰出)

{輸入)

(卸売、加工)

(小売) 戸:!?:需要者
資料・ドール・ジャパンでの聞き取り務交をもとに築者が作成.

注左婚の( )は各段階の機能を示す.

句柄N 柚 N は契約型システム、 =は企業主主システム、

図書記

引 V 日~日'は管理型システム、 一一一一ーは伝統的マーケティング・チャンネルを示す.

留 2 ドール・グループの対日果実輸出システムの簡略密
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伝統的マーケティング・チャンネlレの部分を縮小している。川下における多国籍企業の垂直的

統合は日本国内の流通では寡占統合体を形成してきた。しかし， ドーlレ・ジャパン社と流通業

者との関係は資本所有関係や契約などに基づかない緩やかな結びつきである。両社は専門性と

一体化のパワー基盤叫に基づいた管理型システムを形成し，量販屈をもシステム内に取り込も

うとしている。

このように， ドール・グループは川上の生産者と}II下の流通業者との間の調整機能をより強

力に発揮し，両者との協調的関係により，第ーに安定した供給を図り，第二に品質管理を徹底

させ，第三に投機的な取引をさけ，供給管理に結びつけている。

また，多国籍企業アグリビジネスの扱う品目は熱犠産果実だけでなく，棺橘類や野菜にまで

広がり，品揃えを幅広いものとしている。そのことにより，多国籍企業アグリビジネスの果実

輸出システムは多角化を進展させる一方で，供給・品質を安定させているのである。

ネ1:企業型システムは単一所有のもとで生産および流通の継続的段措を統合する企業の垂董

マーケティング・システムである。言い換えれば，単一企業が流通の各段階に沿って資本

統合を図り，それらの事業単位の遂行する機能をトータル・システムとして調整し，その

活動を指揮，統制することによって差別的優位性，システムの経済性と市場影響力を高め

ようとするマーケテイング・システムである32)。

*2 :垂車マーケティング・システムのー形態で，流通の各段階に位置する企業が契約に基づい

て，その活動を調整する。契約による統合は非常に幡のある経済的方策であり，流通業者

や生産者の組織化による共同購入，生産者のマーケティング協向組合なども含まれる叫。

ワ:チャンネル内の各構成員が他の構成員とぱらぱらに関係しているマーケティング・チャン

ネルをさす。すなわち，当事者聞において所有関係あるいは契約関係はなしまた供給者は

買い手に対して製品を販売するのみで，極めて緩やかな結びつきである。したがって，シ

ステムによる経済性は発揮されない34)。

また， McCammonは「緩やかに結合された製造業者，卸売業者，小売業者カ殺す等に，と

きに攻撃的に取引条件をめぐって交渉し，相互に自律的に行動する極めて分裂的なネット

ワーク」と定義している向。

*4: ;本来，ロジスティック (Logistic)とは軍事用語で兵枯と訳される。その意味は主に物資供

給などの後方支援の役割をさす。ここでいうマーケテイング・ロジスティックとは市場に

基づいてどのように物流システムを機能させるかということをさす36)問。

本5:管理型システムはチャンネル・キャプテンとなる企業の名声，信用，ブランドおよび特定

のマーケティングのノウハウを媒介として，他の構成員からの協力を得て構成される垂直

マーケティング・システムのー形態である。契約や資本所有によって協力関係が結ぼれる

わけではないため，チャンネルキャプテンの統率力は弱い。しかし，チャンネル・キャプ

テンは流通，販売に関する投資を節約できる問。

*6 :マーケティング・チャンネル内においてチャンネル・キャプテンがシステム内の構成員の

行動を規制するパワーの源泉となるのがパワー基盤である。特に，資本所有を伴わない契

約型システムと管理型シスJテムのチャンネル・キャプテンがマーケティング・チャンネlレ

を統括するにはパワー基盤は必要不可欠である。パワー基盤は，①正統性(法的な裏付け，

公式の契約関係)，②報酬(割引，リベート，信用条件，独占的な販売権など)，③制裁(契
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約上の処罰規定，取引停止を求める圧力など)，④専門性(チャンネノレ・キャプテンがもっ

特別な知識，情報など)，⑤一体化(チャンネノレ・キャプテンへの信頼，運命共同体の形成

など)に分類され，詳細は以下に示す問州。

①正統性 Oegitimate)

正統'性のパワーは権限や契約に基づいて発揮される。他の構成員がチャンネJレ・キャプテ

ンの企業を正統なリーダーとして認める限り作用する。

②報麟 (reward)

構成員の特定の活動成果に対して特別の報酬を提供するものである。通常，r制裁」のパワー

よりも良い結果をもたらすが，過大に評価されがちである。構成員がチャンネJレ・キャプテ

ンの真の意図を理解することなしいつも報酬だけを求めて行動するようになる可能性があ

る。

③制裁 (coercive)

他の構成員が協調しないときには，経営資源を引き上げたり，取引関係を中止するといっ

た圧力をかけるものである。構成員のチャンネル・キャプテンの企業に対する依存度が高い

ときには，非常に効果的である。構成員の反発をかったり，対抗勢力を組織されることもあ

るが，短期的には効果がある。

④専門性 (expert)

専門性のパワーは他の構成員から評価される特別の専門的な能力を有しているチャンネ

ノレ・キャプテンによって行使される。ただし，一度，専門的な能力が他の構成員に伝達され

た後ではパワーが弱まるため，常に新しい専門的な能力の開発を続けなければならない。

⑤一体化 (referent)

一体化のノfワーはチャンネノレ・キャプテンが他の構成員に尊敬され，運命を共にしたいと

願望されているときに行使される。チャンネル・キャプテンの利益とともに，各構成員の利

益が変動する取り決めを作ることなどで，このパワーが生じる。不可欠なパートナーとして，

チャンネル・キャプテンと地の構成員が互いに認め合うことが碁本である。

IV マーケティング・ボードの果実輸出システム

ーニュージーランドにおけるキウイ・ボードの展開-

1 .マーケティング・ボードの性格

ニュージーランドは先進農業閣であり，向閣の総輸出額98億 usドル(1993年)のうち食料

品は 47%を点める。同国は羊肉・羊毛生産が主要産業であるため，全農地面積 1，640万haから

放牧地を除けば43万haに過ぎない。さらに果樹園面積に眠れば4万6，627ha (1990年現在)

とその割合は小さい。しかし，青果物は同国の全輸出額の 7%を占め，また果実の占める位置は

大きく，菌芸産品輸出額 12億 NZドル(1993年)のうち 31%をキウイフルーツ(以下，キウ

イと記す)， 29%をりんごが占めている。

特に同国のキウイは 1980年代に対日輸出が急増し，主要輸出品目となっている。わが匿にお

けるキウイ輸入は 1980年には 5，101tであったが，ピークの 1990年には 5万8，880tに達し

た。その後は減少傾向にあるが，現在(1995年)でも輪入量は 4万2.483tに達している。全輪

入量のうちニュージーランド産が90%以上を出めていたが，現在では米国やチリからの輪入に
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より同国のシェアは低下している。しかし，ニュージーランド産は依然として全輸入量の 74%

を占めている。一方，日本の冨内産地においても国内の需要増に合わせてキウイの生産が増加

した。これによって，日本市場は圏内産とニュージーランド産で二分されてきた。

ニュージーランドのキウイ輸出が我が国においてこれほどまでに拡大したのにはこの果実を

扱うマーケテイング・ボードが大きな役割を果たしてきた。ここで，マーケティング・ボード

とは何かという点について述べることにする。その一般的性格は，第ーに特定農産物の販売団

体であり，第二に当該品目の生産者のすべてを規制・拘束でき，第三に法令によって設立され，

政府から機構的・財政的に独立した販売組織である 4叫1υ)4州2幻)

その活動は生産者の利益を目的とし，キウイ・ボードの場合はその根拠法判に「キウイ・ボー

ドの目的はニュージーランドの輪出向けキウイ生産者の利益において可能な隈り最高の長期的

収益を得ることである」と明記されている。また，マーケティング・ボードの根拠法は同組織

を運営する理事会を基本的に生産者の利益を代表するものであることを保証するように定めて

いる。政府は消費者の和議に通じた人物を任命する場合があるが，それ以外の多くの理事は生

産者の代表で構成される43)44)。

キウイ・ボードの場合，理事会のメンバーは生産者を代表するメンバーを中心とした構成と

なっている。理事会は計8名の理事で構成され，その内訳は生産者の代表として生産者団体か

ら選出された 4名，理事経験者などからキウイ・ボードが指名する 3名，農林水産大臣が冒と

消費者の代表として任命する l名となっている。この中で，代表と副代表理事は生産者団体選

出の理事に限られている。これは生産者を代表するメンバーが中心となって，キウイ・ボード

を運営することを重視したものである。その一方で，商業・財務・経営などの能力に長けた人

物をメンバーとするようにキウイ・ボードが指名する理事が加わっている。そのため，キウイ・

ボードの理事会はグロウワーズ・メンバーと呼ばれる生産者団体選出の理事とコマーシャル・

メンパーと呼ばれるキウイ・ボードの指名する理事が主な構成員となっている。こうして，生

産者の代表だけを理事とせず，高業.~オ務などの実務面とのバランスを保っているのである。

また，大臣が任命する理事は供給に対し独占的管理を行うキウイ・ボードの活動が消費者の利

載を損なわないために任命されている。

キウイ・ボードの根拠法はさらに組織の機能と権限を規定を示している。それは，第ーに，

輸出向け果実を集荷・販売すること，第二に，法樟に基づいて年間圏定の生産者価格を決定す

ること，第三に，産業の発展を支援すること，第四に，生産・収穫・貯蔵・輸送などの望まし

い基準もしくは方法を承認することである。

特』こ，最も主要な機能である海外輸出においては「キウイ・ボードもしくはその代理以外の

ものの輸出は禁止する(オーストラリア向けを除く )Jと定められている。つまり，キウイ・ボー

ドは輸出の独占的管理が認められた輸出業者である 45)。この点から集荷においてキウイ・ボード

は輸出向けとしてキウイ・ボードの指定した冷蔵貯蔵庫にキウイ・ボードの代行者が受け入れ

たキウイフルーツはすべて集荷することになっている。また，生産者は輪出適格品となる果実

をすべてキウイ・ボードに販売することになっている。

このように，キウイ・ボードは輸出の独自的管理が認められている。しかし，世界各国のマー

ケティング・ボードをみれば，そのすべてがキウイ・ボードのように全生産物の販売権を有す

る組織とは限らない。そのため，活動内容が販売促進や価格交渉などに限られるマーケティン

グ・ボードも存在する。
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主に輸出を目的として農業生産を行うニュージーランドにおいて，輸出の一元化は生産者の

販売そのものを一本化することに近似する。これは輸出段階での競争を抑制することにより，

生産者の利益を維持する目的を持っている。

キウイ・ボードがこのような価格維持政策を必要とするのには，昌際市場の変化が影響して

いる。それは，第一に世界のキウイ需要の大きな伸びに支えられきた生産拡大が需要を上回る

までに達したこと，第二にかつては世界市場においてニュージーランドが圧僻的なシェアを

誇っていたが，生産国の広がりにより競争が激化していることにある。

キウイは近年になって世界的に消費されだした果実である。キウイはその名前をニュージー

ランドの国鳥キウイの姿に似ていることから名付けられたこともあり，ニュージーランドの原

産だと間違われやすいが，事実はチャイニーズ・グーズ・ペリーと呼ばれる中国原産の果実で

ある。

ニュージーランドでキウイ栽培が始まったのは 20世紀の初め頃のことであるが，欧米に輸出

されだしたのは 1950年代に入ってからである。世界的にその名前が知られるようになったのは

1970年代に入ってからのことである。現在ようにキウイが世界的に普及した背景には，ニュー

ジーランド{則の販売促進活動に負うところが大きし EU域内の生産にも刺激を与えてきたの

である。

チャイニーズ・グーズ・ペリーではなく，キウイとなったのも 1950年代米国と中間との関係

が良くなかったことから，チャイニーズという言葉がつくと売れないと，ニュージーランドの

輸出業者が名称を変えたのである叫。このキウイという名称が世界的に広がるまでにニュー

ジーランドの輸出が世界の需要を拡大させてきたのである。

その結果， 1980 年代に世界のキウイ生産量は大きく増加した。 1985 年~1990 年の聞には 3.5

倍に増加し47)，90年には全世界の生産量は 71万tに達した。そのため，現在ではニュージーラ

ンドだけでなく，イタリア，チリなども主要生産国となっている。また，我が盟でも生産量が

増加し，全世界のキウイ生産量は 88万t(1995年)のうち，我が国がその 5%を占める。

1970年代の初め頃にはニュージーランドのキウイ生産量でさえ 3，000t程度であったが，世

界的に大きな需要を持つ果実となったのである。ニュージーランドの生産量は表 1に示したよ

うに 1983年の 4万 7，50れから 1990年には 26万tにまで増加した。しかし，需要に合わせた

生産の拡大は世界各国におよび，生産量の拡大にも関わらずニュージーランド産のシェアは大

きく低下した。 1985年には全世界の生産量の 60%をニュージーランド産が占めていたのが，

1990年には 40%，そして同じく表 1にみられるように，現在では 23%(1995年)にまで低下

している。この原田は，かつての輪入国側の生産が増加しためであり， EU域内では果樹生産閣

であるイタリア，フランスなどで生産が増加した。特にイタリアは全世界の生産量の 33%を占

めるまでにいたり， 1991年よりニュージーランドを抜いて世界一の生産国となっている。

さらに，チリが低価格戦略によって輪出を拡大させ，全世界の生産量の 18%を占めるまでに

至っている。我が留のキウイの輸入価額 (CIめから単価を割り出すと，ニュージーランド産は

212円/kg，チリ産は 115円/kgと倍近い差があるのである。また，チリは南半球の輸出留であ

るため，北半球の端境期においてもニュージーランドと競合する留が出現したことになる。

しかし，キウイ生産の拡大は， 1980年代の終わり頃には需要量を上回るまでになった。その

ため，価格の低下を招き，チリを除いては各国の輸出は減少している。新品毘として注目され

たキウイ市場の成長がついに頭打ちとなったのである。このため国際競争が激化し，ニュージー



70 

表 1 キウイフルーツの主要生庭園の生産量と輸出量の推移

生産量 (単位:t) 

年 次 1983 1990 1991 1992 1993 1994 1995 

ニュージーランド 47，500 259，560 275，100 226，000 221，000 210，000 198，000 

イタリア 9，000 252，000 309，000 374，000 310，000 280，000 290，000 

フランス 5，800 54，000 58，600 79，400 71，700 78，000 77，000 

日本 5，140 54，720 45，000 53，800 52，100 52，900 46，000 

チリ ND ND 99，500 111 ，000 115，500 144，000 160，000 

その他 1，110 59，400 ND 119，400 119，350 112，061 107，550 

合計 81，550 714，024 ND 963，600 889，650 876，961 878，550 

輸出量 (単位:t) 

年 次 1991 1992 1993 1994 1995 

ニュージーランド 203，000 191，000 178，000 180，000 170，000 

イタリア 119，000 229，098 214，000 205，000 213，000 

フランス 22，100 28，002 24，759 23，083 25，000 

日本

チリ 66，410 75，365 85，000 111 ，000 125，000 

その他 ND 31，172 41，258 32，890 29，950 

合計 ND 554，637 543，017 551，973 562，950 

資料:1983年， 1990年は， I.J. Warrington，“Areas Trends of Kiwifruit Production in New Zealand and 

around the World"， I.J. Warrington and G.c. Weston， Kiwifruit Science and Management， Ray 
Richards Publisher， 1990， p. 523. 
1991年以降は f中央果実基金通信jNo.20， 1995年12月， pp.23-24。
および， r中央果実基金通信JNo.26， 1996年5月， p.17。

注:NDは不明。

ランドでは競争力の強化を図るため 1988年にキウイ・ボードを設立したのである。また，輸出

を独占する権利が認められているのには，第ーに前述のようにキウイの世界市場はもはや

ニュージーランドの独壇場ではなく，各輸出留との競争が激化していることに加え，第二に同

圏の生産単位は比較的小規模な家族経営の農場が一般的であり，大幅な合理化・低コスト化が

困難であること，第三に，チリなどの新興輸出国の低価格戦略に対しニュージーランド産キウ

イの高品質を活かした製品戦略を進展させることが優位であることが考えられる。これらの点、

から，キウイ・ボードは品質的優位を活かした製品戦略により，価格を維持し，生産・輸出の

持続的発展を国っているとみられる。

2.キウイ輪出システムの構成

(1) キウイの生産概況とキウイ・ボードの垂直的調整

果実輸出システムは各段階の経済主体を構成要素とする。ニュージーランド産キウイの場合，

その構成要素は生産段階の農民と輸出段階のキウイ・ボードだけでなく，選果・包装，貯蔵，

加工，国内販売などの各段轄の機能をもっ諸企業が含まれる。

まず，生産段暗の概況から述べると，キウイはりんごとならび同圏の青果物輪出における 2

大品目となっている。また，開国におけるキウイの植栽面積は 1万haにおよぶ。生産段階の構
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成要素である農場は全国に 2，796農場にのぽる。キウイフルーツでは比較的小規模な農場が多

く，小農場が全農場数に占める割合は小さい。その内訳をみると 2ha以下の農場が 30%，2~4 

ha以下が 48%であり， 10haを越える大農場はら%に過ぎない。また，同国のりんご農場の平均

規模が 8ha程度なのと比べても小規模な農場が多いのである。

同閤におけるキウイ生産は 1980年代に急激に増加し， 1981年の 2万tから 1990年には 26

万tまでに増加した。 1970年代前半までの産地は北島東部のベイオププレンティー地方に限ら

れていた。しかし，現在では同地方は植栽面積の 50%を占めるものの，産地は北島全域および

南島北部のネルソン地方にまで、広がっている48)。

現在，キウイの生産量は減少に転じ， 1995年の生産量は 20万tとなっている。これはイタリ

アやチリなどでキウイの生産量が増加し，国際競争が激しくなったためである。そのため，生

産者の収益は 1980年代の後半から落ち込んでいる。

ニュージーランドでは生産段階における生産者の責任が重視され，キウイ・ボードは生産者

に対してはほとんど生産指導は行わない。例外的に輪出むけに農薬の使用基準を守るように若

干の指導は行われる。しかし，輸出適格品の生産ができるか否かは生産者の責任とされている。

また，生産者への技術的なサポートは政府機関でも問様である。改良普及事業は希望する生産

者が農林水産省に有償のサービスを依頼するのである。

このように，キウイ・ボードはこれまで生産と深く関わらなかったのであるが，世界市場で

の競争が激化したことにより， 1992年から生産調整を進めている。キウイ・ボードは収穫が予

想、を上田ると判断した年には小玉果を廃棄処分にするなどの供給調整を行っている。その一方

で，さらに生産段階に踏み込んだ供給管理を進展させている。それは，第ーに臨年結果の表年

には，樹上になったままの果実を賢い取り，そのまま収穫しないという処置であり，さらに，

第二は果樹霞の伐採を進め，生産そのものを縮小させている。果樹闘の伐採ではキウイ・ボー

ドが生産者から希望者を募り， 1 haあたり 4，000~6 ， 000 NZドノレを補償金として支払ってい

る49)。

このように，ニュージーランドはキウイ・ボードと政府がともに生産は生産者の責任とする

姿勢をとっている。しかし，世界市場での競争が激化したことにより，キウイ・ボードは生産

段階に深く関わる調整を進めている。

(2) 選果・包装・貯蔵段階の企業体と生産者調整

選果・包装，貯蔵などの段階では 148のパッキング・ハウス(選巣場)と 119の冷蔵貯蔵庫

がキウイ・ボードに組織されている。それぞれの事業所数の推移をみると， 1991 年~95 年の間

においてパッキング・ハウスでは 1991/92年度の 36%，悶様に冷蔵貯蔵庫では 56%に減少して

いる。これは合理化のためより大規模な施設への統合が進展したためであり，取扱量年間 20万

箱 (3.5kg/箱)以下の施設が急速に減少したのである。

商的流通における各段階の関係をみると，生産者はマーケティング・ボードに直接販売して

いる。しかし，近年，キウイ・ボードの国内支部は統合が進められ，現在では 2カ所しかない。

また，キウイ・ボードは集荷・選巣などの機能は有していないのである。

大農場ならばパッキング・ハウスを私的に所有し，なかには会社組織として貯蔵庫まで持つ

企業も存在する。そのような農場ならば独自に販売することが可能である。しかし，そうした

機能を持たない多くの小農場はこれらの企業の機能を利用しなければならない。

ここで，その例として南島ネルソン地方のワイ・ウエスト社 (Wai羽TestHorticulture LTD) 



72 

の例を用いて示すことにする。同社は， 120 haのキウイ農場を含めて約 400haの農場を経営し

ている。また，パッキング・ハウスと果実 2，000トン分の容量の冷蔵貯蔵庫を所有している。

このパッキング・ハウスは自社農場だけでなく，他に 45人の生産者がこれを利用している。

果実は生産者が自ら収穫し，間社が集荷する。しかし，出荷に際して同社はブローカーとして

販売活動をするのではない。その役割は 45人の生産者に対して選果・貯蔵のサービスを提供す

ることである。生産者は貯蔵庫に撮入するまで，生産物に対する責任を持つ。つまり，ワイ・

ウエスト社の冷蔵貯蔵庫に果実が搬入された時点で，キウイ・ボードへの引き渡しを完了した

ことになる。

私企業が選果などの機能を祖っていても，キウイ・ボードはパッキング・ハウスと契約を結

ぶ、ことで，基準にあった果実を輸出できる。その契約ではパッキング・ハウスはキウイ・ボー

ドの定めた選果基準とその指導に従うことが取り決められている。

このように選果・包装，貯蔵の機能はキウイ・ボードの契約による調整に基づいて私企業で

あるパッキング・ハウスが担っている。そして，生産者はこれらの諸機能のサービスを受けて

いる。キウイ・ボードはこれらのパッキング・ハウスと契約を結ぶことで，多くの機能を持た

ずとも生産から輸出までの段階・調整を統括している問。

3 罰本市場におけるマーケティング・チャンネル

海外市場において，キウイ・ボードは北米(パンクーパー)， EU (アントワープ)，日本(東

京)の世界の三大市場，さらに最近ではアジア市場(香港，クアラルンプール)叫に海外事務所

を設けている。また，それらの海外事務所は各地域で販売促進活動を展開し，北米を除いては

子会社として各地域における輸入業者としての機能を有している。

特に，日本はキウイ・ボードの全販売額の 27%を占める。 l国としては最大の輪入国であり，

市場としての関心は高い。これに対して， EU市場は日本の 3.5倍の量のキウイフルーツを輸出

する市場である。しかし，日本市場は価格面で有利である。また，ニュージーランドの市場独

占となる供給時期が年間 13週間におよび， EU市場での 4週間と比べて長いといった優位性を

持つ。

キウイ・ボードは日本において 1994年 4月からドール・ジャパン社と代理脂契約を結び，新

たな流通戦略を打ち出した。両者は契約によって量販届に対する販売促進活動を進めると問時

に，量販j吉のニーズに合わせた供給体制を整え，流通の効率化を国っている。

ニュージーランドにおいては，キウイ産業の危機的状況を脱するために以下のようなマーケ

ティング戦略が必要であるとされている。それは，第ーに下位等級品の別プランド導入を含め，

多様化を図り市場占有率を高めること，第二に小売段階への宜伝・販売促進活動を強めて，小

売価格の維持もしくは引き上げを図ること，第三に小売業者との結びつきを強め，市場流通の

効率化を図ることである 5九つまり，ドール・ジャパン社との契約はこうしたマーケティング戦

略を日本で進展させようとするものである。

図3に示したように，キウイ・ボードは従来の流通構造において指定商社同からJlI下の流通

業者とのコミュニケーションを持てず，量販!吉に対する直接的な販売促進活動を展開すること

ができなかった。そのため， ドーlレ・ジャパン社と代理屈契約を結び，日本国内での流通改革

を進展させている。

ドール・ジャパン社は随意で述べたように日本国内の流通における伝統的マーケテイング・
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②1994年からの新しい流通構造
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資料:New Zealand Ki'明 fiuitMarl岨tingBoa吋:INDUST毘Y抗oc田 19倒七p.7を和訳し加議した@

注1: ・....は、阪発促進の情報フローを示す。

主主2:上況の資料において、Panellistとされていた業者を指定商社と釈した。実際には、脅果物を

Z買う事華社など9社がこれにあたる。

注3:配荷、仲卸業者および市場外卸?'i!.患者などを総称して流通業者と表記した.

対日輸出におけるニュージーランド産

キウイフルーツの流通構造の変化

国3

チャンネ1レを管理型システムへと変化させた。日本国内の配荷業者や仲卸業者などの流通業者

と連携した独鴎のマーケティング・システムを構築し，問時に物流機能の合理化を進展させて

いる。ドール・ジャパン社と流通業者との関係には資本所有や契約といったものはない。しか

し， ドーノレ・ジャパン社は量販庖との直接のコミュニケーションを密にしている。つまり，両

社は流通業者などの機能をそのままにするが，小売業者への販売にはこれらの業者と協調して

行動し，サポートをする流通システムを生み出そうとしているのである52)。

ただし， ドール・ジャパン社はキウイ・ボードとの契約から，キウイフルーツの販売にあたっ

ては自社プランドの商品を扱う場合では流通業者に任せる機能も，一部， ドーノレ・ジャパン社

自身が行うことが取り決められている。また，キウイブノレーツの商的流通においては，キウイ・

ボードから直接，量販店に販売される場合もある。つまり，本来のドール・ブランドの商品流

通の場合よりも，マーケティング・システムでのドール・ジャパン社の影響力は強く，その分，

キウイ・ボードの意志が反映されやすいシステムとなっている。

キウイ・ボードはドーJレ・ジャパン社が構築したマーケテイング・システムと市場重視のマー

ケティング戦略を活用することによって，量販鹿への誼接的かつ効果的な販売促進活動を可能
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にした。つまり，これまでの流通業者などの投機的な活動を抑制し，日本国内での安定した供

給を指向したのである。

4.キウイ・ボードの果実輪出システム

本論文が依拠している垂直マーケティング・システムの概念は資本関係で結ぼれた企業型シ

ステム，契約関係の契約型システム，その他の協調関係を利用する管理型システムがある。ま

た，チャンネル・キャプテンがシステム内で垂直的調整をおこなうにはパワー基盤が必要であ

る。

キウイ・ボードの果実輸出システムにおいて，キウイ・ボードは法的根拠に基づき輸出を一

元化し，全キウイ生産者を契約型システムに組織している。生産者とキウイ・ボードとの関係

は自発的な協同組合とは異なるものであるが，キウイ・ボードは生産者の長期的利益を最大に

することを目的とした組織である。また，こうした法的根拠からキウイ・ボードは正統性のパ

ワー基盤をもって，生産段階における垂車的調整を進めている。

一方，集荷・選巣などの機能をもっ諸企業は生産者にその機能をサービスとして提供し，商

的流通に関わらない。また，キウイ・ボードとは契約で結ぼれている。パッキングハウスでは

キウイ・ボードの基準に沿った選果・包装が行われる。

このように，輸出までの段階ではキウイ・ボードによる輸出の一元化を法的に認められてい

るところから，キウイ・ボードはシステム内で強力なパワー基盤を持ったチャンネル・キャプ

テンとなっている。さらに，海外市場においては海外事務所が輪入業務を行い，輪出と輸入の

段階は一種の企業型システムとなっている。しかし，日本市場において指定商社より }II下の段

階では垂直的調整が及ばない伝統的マーケティング・チャンネルであった。そのため，キウイ・

ボードは量販屈に向けて有効なマーケティング戦略を打ち出せなかった。

キウイ・ボードはドール・ジャパン社と代理府契約を結ぶことで，量販庖への直接的な販売

促進活動を可能とした。これは， ドール・ジャパン社が流通業者と連携して構築した管理型シ

ステムを通した販売を行うことを意味し，キウイ・ボードの果実輸出システムは伝統的マーケ

ティング・チャンネルの部分を大きく縮小させたのである。

ただし，キウイ・ボードのブランドで販売されるとはいえ，これはキウイ・ボードの果実輪

出システムが川下において多国籍企業の果実輸出システムと結合したものである。つまり，他

者をチャンネノレ・キャプテンとするシステムとの結合であるため，キウイ・ボード主導の果実

輸出システムとして存続し続けるかを疑問視する意見があることも事実である。

つ TheKiwifruit Marketing Regulation 1977. 

勺:アジア市場の海外事務所は日本市場とは別に 2カ所の海外事務所が設立されている。それ

ぞれに担当する地域が毘分されており，香港事務所は 1995年に韓国・台湾・中国市場に対

応して設けられた。一方，クアラノレンプール事務所は 1996年に ASEAN諸関市場に対応し

て設けられた。

本3:New Zealand Kiwifruit Marketing Board，“Industry Focus 1994ぺp.7.において Panel-

listとされていた業者を指定商社と訳した。実際には青果物を扱う商社など 9社がこれに

あたる。
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V 鳥取県のニ十世紀なし輸出

1.歯産果実輸出の概況

(1) 閤擦化のなかの国産果実輸出

本論文が果実輸出を国際化対応と捉えているのは，我が国の果樹農業における需給調整の方

策が限られていることにも関連している。他の需給諦整の方策である果汁加工をみれば，果汁

の園内需要が伸びているのにも関わらず，果汁輸入の増加よって生鮮果実よりも深部な危機に

陥っている問。そのため，輸入増加に対応して需給調整をおこない，かつ生産力を維持する方策

が必要とされる。そこで，本論文では需給謂整策の 1つとして日本産果実輪出を取りあげ，輸

出の発展の可能性と問題点を示すことにする。

大蔵省の f貿易月表jから日本産果実輸出の状況をみると，日本産果実輸出は生産量に対す

る輸出量の比率は最も高い日本なしにおいてはピークの 1987年で 8%強であった。その後は円

高の進展により 1994年には 1%にまで落ち込んだ。輸出量は果実全体で 15，570t(1995年)，な

し類はその 38%を占める 5，865tである。そのうち鳥取県産の二十世紀なしがなし輸出量の

90%以上を占める。また，温州みかんは臼本なしの 2倍程度の量が輪出されてきたが，近年の

減少が著しく輸出量は 5，913tと臼本なしと汲んでいる。また，輸出額でみると日本なしは 17

億 8千万円と温州みかんの 8億 8千万円を大きくうわまわり，日本産果実最大の輪出品目と

なっている。

日本産果実輸出をコストの面から考えると，日本産果実は高価格であり梅外産との価格差は

大きい。つまり，闇産果実輸出はその点で大きな困難を抱えている。それでは現在の果実輸出

は如伺にして可能となったのであろうか。それは日本独特の食文化が瀧外で好評を得ているよ

うに，日本産果実が日本独自の品質の果実として好評を得ていることにある。

ニ十世紀なしの場合，他の果実にないみずみずしさに貯蔵性の良さを兼ね備えていたことが

輸出に適していた。海外での評価は高く，香港や東南アジア諸国では日本なしは中秋の名月の

供えものとしてなくてはならないものとなっている。また，欧米ではその美しさとみずみずし

さが好評を得て，クリスマスの時期の装飾巣実兼デザザ、一トとしての消費が定着している 5臼4叫}

このように日本産果実は海外で高い評価を受けている。しかし，日本産果実の輸出量は 1985

年頃から減少している。温州みかん輸出を調査した麻野間によれば，その要閣は，第ーに円高

の進行により輸出価格が引き上げられたことによって，農家の手取り価格が減少したこと，第

二に，輸出先において現地や他の闘で生産された温州みかんとの競争が激しくなっていること，

第三に，植物検疫などに対応する 56)57)ためのコストアップなどの多く問題があるためとしてい

る。さらに，こうした問題から生鮮みかん輸出は安楽死を待つばかりであり，輪出振興はおろ

かその維持すら難しい現状であるとしている。

日本産果実輪出はガット・ウルグアイ・ラウンド農業合意対策大綱において，輸出振興のた

め輪出果実の生産地域を整備するとともに，海外での曙好調査，市場調査活動，宣伝活動等を

充実強化するとされている。それでは，産地は輸出振興をめぐり，いかなる状浪にあるのであ

ろうヵ、

(2) 鳥取県産なし輸出の概況

鳥取県のなし栽培面積は 2，300haに及ぶ。しかし， 1983年を境に減少に転じたため，現在は

ピーク時の半分以下の値である。品種構成はなし栽培面積のうち 83%の 1，900haを二十世紀
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なしが占め，二十世紀中心の構成となっている。その原因の 1つは鳥取県は青なしの二十世紀

の適地であるが，幸水などの赤なしとの交配品種には適さず，品種更新が進展しなかったため

である。

鳥取県果実農業協同組合連合会(現在の鳥取県農業協同組合連合会，以下，鳥取県連と略す)

は閣内の需給調整を図るため，海外市場の開拓に取り組んできた。その結果，現在ではアジア，

北米，ヨーロツノf，オーストラリアなどに二十世紀なしを輸出している。

鳥取県は県をあげて二十世紀なし輪出に取り組み，市場開拓を果たしてきた。しかし，その

輸出量は 1988年ごろより減少している。ニ十世紀なしに限った輸出量の推移みると， 1995年産

のうち 5，955tが輸出され，そのうち 95%を鳥取県産占めている。しかし，ピークの 1万 3，305

t(l985年産)に比べると，現在の輸出量はその 45%に過ぎない。なお，二十世紀なし輸出量の

データは農林水産省農林水産消費技術センター鵠べであり，先に出したなし類の輸出量のデー

タ(大蔵省『貿易月表j) とはデータの出所，集計方法に相違がある *1。

輪出量減少の原因としては 1985年のプラザ合意以降に円高が急激に進み輸出価格が引き上

げられたことが大きな要因である。図 4に示したなしの輸出量と為替棺場の推移にみられるよ

うに，円高の進展に 2，3年遅れるかたちで輸出量が減少してきたことがわかる。

輸出先の各国で日本なしは高級品として珍重される品目である。しかし，海外市場において，

他毘産のアジアなし(日本なしゃ中国なしなど)との競合が進展し，競争が激化しているので

ある。こうした問題にコストダウンで対処するとしても，二十世紀なしは労働集約的な作業を

簡素化しにくい要素を多く持っている。それは，第一に黒斑病に対する耐病性が弱いため，袋

かけが不可欠であること，第ニに，人工受粉などの労働集約的な作業を省力化することも，品

質維持の菌から難しいことである。また，そのために国内の生産量が減少してきたのである問。

15 300 

。為替棺場

5 

E 
200 s:-

~ 
-% 
。今

10 

判。c
c

J

M
己
梁

酬
明
迫
簿 型事

nn 

100 総
ギE

アジア

。 。
80 85 90 95 

年次

資料:輸出蚤は鳥取県農業協同組合連合会f果実の生産と販売結集』、

原資料は農林水産省農林水産泊費技術センター調べ。

為替持援は自本銀行『経済統計月表 J1981年6月-1996年 6月.
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函4 二十世紀なしの輸出量と為替相場の推移
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(3) 海外市場におけるの国産日本なし

一方，輪出先における国産日本なしに告を向けると，輸出先の各国で高級品として珍重され

ている。日本なしは他にはない独特の食感をもち，高品質の日本産果実への評価は海外でも高

い。しかし，現在では米国，ニュージーランド，オーストラリア，チリなどの落葉果構の生産

閣で，アジアなしが栽培され，日本産との競合が進んでFいる。アジアなしの市場は特産品

(specality)として扱われるものであるから，現地の他の果実と比べて量的には小さな市場で

ある。そのため，各国の生産量が非常に少ないものであっても輪出先での競争は激しいもので

ある。

米国内のアジアなしの供給量は 22，650t (1992年)と推定され，米国内の生産が 62%を占め

る。また，米国の輪入においても，円高で日本産の輪入が減少しているの対し，チリからの輪

入が急増している。米閣のアジアなし輸入量は 1990年は 2，503tで，そのうち日本産が 51%の

1，270 tを占めていた。チリ産は 73tで3%を占めるに過ぎなかったが， 1992年には 6，392tと

米国の輸入量の 74%を占めるまでになった。米国の日本なしの輪入量自体は 8，599tにまで増

加しているが，この増加はチリ産の輪入増によるものであり，日本産は 970tの 11%にまでその

シェアを低下させた問。こうした傾向はアジアでも同様で，最大の輸出先である香港では中間か

ら輸入されるなしの品質が向上し，アジアなし聞の競争が激化している刷。

品質的に他国産のアジアなしは日本産にはかなわないとされているが，海外では日本産との

価格差は大きく，日本産は価格菌で不利な要素をもっている。米国市場における日本産と他国

産との価格差は 2~3 倍であり，小売価格においては 1 ポンド (0 .4536 kg)当たりカリフォJレニ

ア州産が1. 5~2 ドルに対し，日本産は 3~5 ドルとなっている 61)。

また，円高に伴う価格の上昇が続いているため卸売業者，小売業者はマージンを低く押さえ

ざるを得なくなっている。米閣やカナダの卸売業者の平均的なマージン率が 10~20%に対し

て，尽本産なしのマージン率は 10%以下といわれている。また，小売業者で平均的なマージン

率が 35~40%であるのに対し，日本産なしのマージン率は 20~25% といわれている。米国とカ

ナダの卸売業者や小売業者はマージン率を経営の評価基準としているため，日本産の取り扱い

をやめる小売店が現れている。このため，両国における日本なしの販売環境はますます悪化し

ている問。円高による価格上昇はどの輸出先でも同様で、あり，海外市場における国産なしの販売

は苦しい状況にある。そのため，国産果実輸出の披輿にはこれらの問題に対処していく必要が

ある。

2.輸出向けの生産と農家問調整

(1) なし輪出における輸出検疫システム

我が国の果実輪出は生産量のごく一部に過ぎない。しかし，鳥取県産二十世紀なしは県内の

生産量の 8%(1994 年)~17%(1985年)が輪出されている。また，鳥取県のニ十世紀なしにとっ

て，輸出は需給調整に果たす意味は大きい。その要閣は，第一に鳥取県は幸水などの新品種の

生産には適さず，品種転換を進められなかったこと，第二に，加工仕向量が非常に少ないこと

である。

二十世紀なしの輸出先は主に香港などのアジア地域であり，輸出仕向総量の 50% (1987年)

~89% (1995年)を占める。これらの圏々には主に小玉果が輸出されているのに対し，先進関

には比較的高品質な果実が輸出されている。しかし，米国と豪州への輪出においては，植物防
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疫上の問題から日本国内での栽培地での検査が必要である。

輪入国内への病害虫の侵入・蔓延を防ぐため，輸出国側では輪入国が要求する検疫基準を満

たしているかを検査し証明することが国際植物防疫条約に定められている。輪入国が要求する

基準は国によって異なるが，輪入国によっては海空港での検疫のみならず，栽培地検査が行わ

れるべ

鳥取県産二十世紀なし輸出においては，ハワイやアラスカ除いた米国本土向けと豪州向けで

栽培地の検査が行われる。これは両国が日本産なしを輪入禁止にしているため，解禁条件とし

てこうした特別な検疫条件を設けたのである。こうして，米国本土は 1984年，豪州は 1989年

より輪入解禁となったのである。

対米・対豪輸出における主な解禁条件は，①輸出向け生産圏を設定し，病虫害防除を徹底す

ること，②全園で袋かけを確実に行うこと，③周辺の果樹閤にも袋かけを行うことである。そ

のため，検査対象は輸出指定歯周辺に及び，指定圏を担当する農家だけでなく，近隣の農家も

病虫害管理を徹麗しなければならない問。

(2) 輸出生産地域の集中と担当単協

対米・対豪輸出は，病虫害管理の徹底が要求されることから，個々の農家は輸出指定園の担

当となるのは避けたいと考えている。それでは，対米・対豪輸出なし生産を担当する農家はど

のように定められるのであろうか。それにはまず農家を指導する単協の問題がある。検査対象

が輸出指定額の周辺にまで及ぶため，周囲の果樹園が病虫害の多発園であっては検疫基準をク

リアーすることは困難である。各農家の樹園地が零細な地片として散在する現状では，周辺の

果樹園をもっ農家の協力が必要となる。そのため，単協が地域的な管理を行うのである。

鳥取県においては，輸出指定闘をなし生産における営農指導が行き届いた単協の管轄区域に

集中させている。また，なし闘が集中している地域という点から，なし生産に特化した地域の

挙協が輸出なし生産地域を受け持っている。鳥取県連では，輸出する前年の秋ごろから輸出指

定閤設定の計画を立てる。次に，年明げの各単協の果実部長会議の場で，以上のような条件が

整った単協が生産地域を受け持つように調整を行う。輸出向けの生産量の各単協への割当は輸

入業者から意見も取り入れられるが，各単協の実績と意向とによって決められる 6九

鳥取県における輸出指定国の面積の推移をみると，円高による輸出量の減少から，県内の指

定闘面積はピークの 1987年の 1，504haから 1995年の 265haへと 82%減少している。また，担

当農家数を示す申請筆数は 4，163筆から 945筆に減少している。鳥取県ではこの指定関の縮小

に伴い，地域的集中を留るため，担当する地域(単協)を眼定する対応がとられている。そのた

め，担当農協数は 1987年の 18農協から 1995年には 5農協へ減少したが，これに対して，継続

して輸出指定菌を抱える東郷町では指定園面積は同期間において 265haから 85haへと 68%

減少したものの，県全体の減少率よりも小さくなっている。また，担当農家数を示す申請筆数

においては 626筆から 467へと 25%の減少にとどまっている。つまり，地域的に分散させず，

特定の単協管轄下の農家が継続して指定国を担当しているのである。

(3) 検査体制と検疫対策指導

栽培地検査では輸出指定菌だけでなく，その周辺に対する管理が必要とされる。そのため，

対米・対豪輸出量はわずかでも，それよりも多くの果実の生産に必要な面積の樹閤地が検査の

対象となることになる。しかも，すべての果実に 2回の袋かけが完全に行われることを検査す

るのである。それでは，検査を行う植物防疫所と検査に合格するように指導する立場の農協は
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どのような対応しているのであろうか。

各輸出指定鼠を検査するため，植物防疫所は臨時職員として主に営農指導員を検査補助員を

採用している。自本やアメリカの検疫宮が行う検査は抽出検査であるのに対し，補助員が行う

検査は対象となる全輸出指定園を検査する。また，補助員は検査に合格できるように農家を指

導する役目をもっている。

また，県は植物防疫所や輸入国と農協とのパイプ役を果たす一方で検疫対策を指導する立場

でもある。県の病虫害防除所，普及所，試験場などの農業関連機関の指導のもとに生産地域を

設定し，生産が病虫害防除を徹底し，それを保証することが対米輪出検疫のワークプラン叫に

おいて明記されている。そのため，県の植物防疫関連の職員は義務としてではないが，検査に

立ち会い，農家を励ますとともに検疫対策を指導している。

こうした県，鳥取県連の指導のもと，各単協で検疫に対応する営農指導が行われている。な

かには検査での不合格が避けられないと辞退する農家があらわれるが，各単協はこうした農家

にも引き続き対米輸出向けの管理を指導し生産地域全体で検疫対策を遂行しているのであ

る65)。

しかし，注意深い栽培管理を要求する責務が県内の一部の農家に集中するため，輸出指定国

を担う農家の輪出に対する理解は必要不可欠な問題として残っている。鳥取県連や各単協は輸

出が需給調整機能をもち，その機能を維持するには円高で苦しい状況でも輸出を継続し信用を

維持することが必要で、あると農家に理解を求めているo

このような農協の努力により，農家が輸出の効果を理解し協力しているのであるO しかし，

農家にとっては検疫対策は面倒を抱えることでもある。そのため，対米輸出に関わらない農家

との不公平感をなくすことがその理解を求めるうえで重要である。そこに，輸出業務自体に関

する対応だけでなく，農家間，単協間の調整が生産面と販売面の双方で必要とされている 6的。

3.輸出事業における系統農協の役器

(1) 二十世紀なしの輸出経路と内部調整機能

鳥取県産なし輸出システムは，生産段階の農家，集荷・選果・園内流通を担う系統農協，お

よび輸出業者，海外の輸入業者などを構成要素とするマーケティング・システムである。農協

共販における輸出と圏内販売との違いは，第一に，鳥取県連が価格設定などの酉において輸出

業者や輸入業者に強い影響力を持っていること，第二に，系統農協が輸出向けのなしを買い取

り，市場価格変動のリスク負担していることである。

鳥取県連は供給面で各単協との調整を図り，各輸出圏別の輸出計画を立てている。各単協は

計画に基づき各輸出毘に合わせ選別・包装を実行し，鳥取県連はその果実を買い取るのである。

県連は買い取ったなしをさらに輸出業者へ販売することになるが，対米輸出とアジア向けでは

その果実輸出システムに違いがある。以下，それぞれの果実輪出システムについて述べること

にする。

(2) 対米輪出

こ十世紀なしは海外で高級品として扱われる。そのため，海外の流通業者にとってマージン

が高いことが商品の魅力であり，供給が秩序的で高価格が維持されることが望まれる 67)6ヘア

ジア向けの輸出では小玉の下級品が中心となっているのに対し，先進国向けでは品質的には比

較的上位の等階級の高品質な果実が輪出されている。しかし，現在の円高により価格が高騰し
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たため，輪入業者や流通業者はマージンを低く抑えざるを得ない状況にある。そこで，対米輪

出などの先進層向け輪出ではどのような対応をとられているのかを述べることにする。

対米輪出は現在の円高の影響を最も強く受け，大きく減少している。前掲閤 4に示したよう

に，北米への輸出は大きく減少した。対米輸出はピークの 1987年に 4，483t (ハワイ，アラスカ

を含む)が輸出されていたのが， 1995年には 1割以下の 335tにまで減少している。現在は輪出

量の 85%が東南アジア向けであり，対先進国輸出のウェイトが小さくなっている。

先進閤向け輸出では高級品としての価格を維持するという菌で，供給を管理し輪出先での価

格の乱高下をさける必要がある。そのため，対米輪出ではチェーンストアーなどへの影響力の

強い輪入業者と取引している。題 5に示したように，対米輪出は輸入業者までの一本化した輸

出ルートができている *4。

鳥取県産なし輸出では鳥取県連から指定をうけた輸出業者がなしを輸出する。吋米輪出では

自国連が輸出業者となっているが，なし輪出全体としては系統農協による独占ではなく，他の

青果物高社4社も二十世紀なしを輸出している。次に，輸出業者から輸入業者を経てチェーン

ストアーなどに販売される。米国内の輪入業者であるオッペンハイマ一社 (David Oppen-

heimer & Company) は，国内量販店とのつながりが強く 1社体制で供給管理を行えるので
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ある。

対米輪出において，単協からj鳥取県連，さらに日菌連へと系統農協間の取引があるが，一般

の闇内販売とは特異な取引が行われる。それは，それぞれがリスクを負担するということにあ

る。一般には農協は完全委託販売により，農協は生産者より定率の手数料を受け取るだけで，

リスクは生産者が負担する。しかし，鳥取県連は輸出向けなしのすべてを買い取っている。

対米輸出おいては日園連も輸出なしを買い取っているが，これは日園連が一般の商社と同様

の取引関係を県連と結んでいるためといえる。現に対豪輸出では住商フルーツが輸出業者であ

るが，県連からなしを買い取るかたちの取引をしている。

みかん輸出では日閤連がみかん主産県の各県連聞の利害を調整する役割を担っている。しか

し，なし輪出では鳥取県のシェアが大きく鳥取県連主導の輪出であり，日園連による県連間の

調整の役割は小さい。以前は「二十世紀梨輸出協議会Jで長野県や福島県との協調体制があっ

たが，現在は政府の輸出振興政策の一環としてできた全国果実輪出振興対策協議会のなし部会

が広告宜伝の補助を受けるに皆まっている。

次に，価格設定は市場価格に合わせた鳥取県連のオファーをもとに設定される。そのため，

日国連は鳥取県連のオファーに従って輸入業者に対する価格設定を行い，系統農協と輸入業者

との交渉が価格設定に及ぽす影響は小さくなっている。

一方，今日の円高は次のような問題を引き起こした。先に述べたとおり円建ての市場価格を

もとに価格設定しているので，現地での販売価格は円高の進行により大きく上昇している。な

しの対米輪出髄格の推移をみると，プラザ合意のあった 1985年は 406丹/kgで， 1995年が391

円/kgである。双方を比べると，輸出価格はこの間ほとんど変化していない。しかし，円高によっ

て， 1USドJレは約250円から約 100円へと変化したため，輸入国内の通貨に換算すれば価格は

大きく上昇したことになる。先ほどの輪出価格のドル換算価格は 1985年がl.60USドル/kg，

1995年が4.21USドル/kgであり，輪出価格はl.76倍に上昇したことになる。つまり，円高に

よる価格上昇が輸出減少に大きく影響しているのである。

鳥取県連では価格高騰をおさえるため，米国本土向け輸出なしの選果において選果基準を調

整している。等級区分では圏内では秀と優にあたる部分を合わせて等級基準を簡略化しているo

また，輸出なしの階級は 3L~M であったが， 1991年より 2L~M となり，高価格の大玉の輪

出は抑えられている。

さらに，円高による価格高騰は輸入業者が在庫を抱えるリスクを増大させている。そのため，

対米輪出においては 12月を過ぎて売れ残りが生じた場合，日関連と鳥取県連が残品を買い取る

保証をしている。これにより，輪入業者が負担できるリスク以上の輸出が可能となる。このよ

うに，日本側は円高に合わせた価格で輸入業者に販売する代わりに，売れ残りのリスクを保証

するという，リスクを共有する関係を持っているのである 69)。

(3) 対アジア輸出

二十世紀なしの全輪出量において鳥取県連の取扱量は 64%(1995年)である。ここで取扱量

としているのは鳥取県連から日閤連，大同貿易，富永貿易，神戸青果，住寵フルーツの輸出業

者 5社に販売した量である。その地は商社が独自に仕入れたなしの輸出などである。つまり，

産地振興とは関係のない商社が圏内価格で仕入れたなしを輸出し続けているのである。

商社が市場での買い付けによって行う輸出は香港を中心としたアジアの毘々に向けた輸出で

行われている。また，アジアには日本では低価格の小玉を中心に輪出されているため，日本居
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内で小玉が多い年は農協外のルートの輪出が活発になり，国内の作況には大きくに左右される。

対米輸出が円高の影響を強く受け大きく減少しているのに対し，アジア向けはそれと比較し

て緩やかな減少に留まっている。アジア向け輪出はピークの 1987年の 6，362tから最も減少し

た1994年には 2，960tと半減した。しかし，対米輪出がこの潤に 1割以下になったことに比べ

て影響が小さかったことがわかる。

日本からアジアへの輸出において商社が輸出を行う場合，なしを日関連から仕入れるか，市

場から仕入れるか 2つのlレートがある。また，日関連が直接輸出するのを含めると，体アジ

ア輸出には 3つの輪出ルートがある。

対米輸出では毎年 1年分をまとめた取引が行われる。それに対して東南アジア向けの場合，

スポット取引が行われている。鳥取県連は適に 1度，国内市場価格に合わせて日国連に指示価

格を提示する。日圏連ではその価格で注文を取る。アジア向けでは日関連は 3%の手数料を受け

取る方式をとっている。この場合，輸出する商社にとっては日圏連の手数料が一般の市場の手

数料より低いため，日間違からの仕入れが有利となるが，商社は仕入先を市場価格の日々の変

動によって，市場かB園連かを選択する。また，日題連からの仕入れは階級の構成を指定でき

ないため，商社は輪出先のバイヤーの要望によって市場からの仕入れを行う必要が生じる場合

もある。

香港への輪出は輸出業者5社が多数の輪入業者をバイヤーとする取引関係にある。鳥取県連

は供給体制を一本化し，供給と価格の管理が行っているわけではない。系統農協は現地におい

て販売促進活動を行うだけで，アメリカ向けのように濃密な調整は行われない。つまり，アジ

ア向け輪出は日本の館内市場での価格と供給をそのまま反映しているのである。また，輸入業

者との間で価格と供給の調整は十分に行われていない。そのため，アジア向け輸出は対米輪出

よりも競争的な条件下で行われているのである問。

(4) 海外市場における販売促進活動

鳥取県連と自国連による輸入業者との調整機能は対米輸出におけるリスク負担だけなく，広

告宣伝活動にも(動いている。輸出なしの宣伝活動は各国でインストアー・デモンストレーショ

ン(試食宣伝会)が行われる。香港やオーストラリアでは新聞広告なども実施されている。こ

うした活動は県連と日閤連とが共同で行っている。

宣告費用の負担は鳥取県連，日菌連，輪入業者の 3者で分担されている。貰倍費用は輸入業

者などからの協力金の他に果実等輸出振興整備対策事業などの補助金が充てられている。しか

し， 00からの資金補助によって輪出が保護されているのではない。政府からの支援はガット・

ウルグアイ・ラウンド農業合意の制約からこうした広告費の助成に留まっている。

一方，諜は資金面よりも鳥取県連と共同して活動をすることで，なし輸出を支援している。

県の事業においても直接資金を出すような補助はなく，県は販路開拓などにおいて鳥取県連と

外国との橋渡しの役割を担ってきた。県は対米輸出の解禁要請などにおいても県連とともに行

動し，販路の開拓に協力してきたのである。また，海外における鳥取県連の宣倍活動には毎年

のように知事が同行し，輪出先での信頼を高める協力を行っている。

県自体は輸出に直接関わっているわけではない。しかし，鳥取県は全県の農業組生産額 l千

億円の 1割が二十世紀なしで占められ，農家 7，000戸の 4戸に 1戸がなし農家である。つまり，

なし生産が占めるウェイトが大きい県である。そこに県と鳥取県連とが，ともに輸出振興を進

めてきた理由がある。こうして，現在では，鳥取県が他県から輸出振興のために視察団が訪れ
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るほどの果実輪出の先進産地となっている。つまり，鳥取県産なしの輸出促進には，日韓連な

どの輸出当事者の努力だけではなく，県行政サイドの協力が大きく貢献している 7九

4.鳥取県の果実輪出システム

鳥取県のなし輸出は国産果実輸出事業なかでも最も強閤な輸出システムを構築している。そ

れはまず第一に鳥取県連と日閤連がリスク負担したうえで，輸入業者との調整や販売促進費の

分担などの連携ができている，第二に県が生産振興のために鳥取県連と歩調を合わせ販路開拓

に協力してきたように，地方自治体が積極的に支援してきた，第三に農協系統販売において，

農協が農家の手取り価格を保証し，検疫対策を進めてきたこと等である。

しかし，現在の円高において果実輸出は継続自体が危うい状況にある。日本なしは高級品と

されているが，コストダウンによる輸出力を強めることが必要である。ことに対米輸出検疫の

問題には，厳密な管理を受け入れられるような生産構造の改善が必要である。

次に，果実輸出システムの構成の面では，系統農協と生産者の関係が町村ごとの単位農協に

よって，細かなネットワークとなっている。さらに，このネットワークは集荷・選泉などの機

能をも取り込んでいる。そうした点が背景となり，各農家の果樹闘が零細な地片として分散す

る我が国の農業構造においても，地域的な栽培管理を求める栽培地の検査への対応を可能とし

た。

協同組合は生産者が自発的に参加する組織であり，系統農協による生産者への垂産的調整の

パワー基盤は相互の信頼に基づく一体化である。しかし，現実には協同組合であることの法的

かつ形式的な正統性だけに依拠してしまいがちである。そのため，生産者にはこれらの垂直的

調整が半強制的に感じられてしまう。つまり，細かなネットワークを手ぎする生産者組織におけ

る…体化のメリットを損ないがちである。

次に，系統農協と輸出業者との関係では特にアジア向け輸出において倍統的マーケテイン

グ・チャンネJレとなっており，計調的な供給管理ができるまでに主っていない。

一方，輸入業者との関係において，対米輸出では輸出検疫により他県産の輸出や商社独自の

輪出が進展しにくいため，鳥取県連は一本化した供給管理体制が構築している。それによって，

在庫のリスク負担などの垂直的調整を行っている。しかし，アジア向けを含めた輸出全般にお

いては輸入業者は県連に対して宣伝・広告活動に協力金を負担するだけにとどまっている。

このように，鳥取県のなし輸出システムはJ11上の段階において困難な問題にも対処しうる垂

直的調整機能が{動いている。しかし，輸出より川下の段階では伝統的マーケティング・チャン

ネルにとどまっている。また，輸出の継続は販売促進や販路の開拓などでは補えない状況であ

る。そのため，生産過程と流通過程の双方のコストダウンを進め，本来の輪出力を高める必要

がある。

(注)

勺:本論文中における二十世紀なしに限定した輸出量のデータは農林水産省農林水産消費技セ

ンターの調べによるものである。データの出所は同センターの検査実績に基づくものであ

り，大蔵省 f貿易月表jの出所とは異なる。また， r貿易月表』では各年次ごとのデータと

なっているのに対し，間センターのデータは各年産ごととなっているため，実際に輸出さ

れた期間とは異なる匹分となっている。それらの点から，二十世紀なしの輸出量のデータ
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は f貿易月表』のデータとは異なる数値が示される。また，期間の区切り方などが違うた

め，年によっては『貿易月表Jのなし類全体のデータよりも量的に若干多くなることもあ

る。

ホ2:日本なしの対米・対豪輸出の植物検疫はプリクリアランスと呼ばれる検疫制度で行われて

いる。プリクリアランスとは，輸入国の検査宮が輸出国内で検査を済ませ，輪入国到着時

の検査を省略するものである。そのため，日本国内で検査を行った後は検査は行われない。

ただし，米国本土向けについてはモニタリングと称して実質的には検査が行われる。

また，こうした輸入国側の検査官が輸出閣内で行う検疫を総称して海外検疫と呼ぶ。海

外検疫を行えば，輸入国到着時の検疫を簡略化することが可能である。そのため，海外検

疫によって輸入国到着時の手続きが迅速化される。また，輸出業者は輪入国到着時の検疫

で商品が不合格となるリスクを軽減できる。それよって，注文に対する数量の過不足が生

じたり，輪入港で商品を廃棄することが少なくなる。

ワ:r日本産日本なし， Pyrus pyrifoliaの輪出に関するワークプラン」をさす。これは米国農

務省植物検疫局と白本の農林水産省が共同で作成した対米輸出検疫の実行プログラムであ

り， 1992年にそれまでの年に行った輸出検疫での各行程をマニュアル化したものである 0

*4 :供給管理以外の面では米国本土に限れば輸出最も少量のため，複数の輪入業者を競争させ

るよりも，取引を一本化し輸出業者の取引費用を低減させる方が有利な面がある。

VI 生産者主導型の果実輪出システムの特質

1 .生産者の紐織化とそのメリット

本論文は世界各閣が相互に輸出入し合う形での国際化，したがって日本も輪入一辺倒になら

ない国際化を目指すため，果実輪出を国際化対応の方策として捉えてきた。また，生産者主導

型組織による果実輸出システムの構築が生産と輸出の継続的発展を可能にしうるという仮説に

たって，その実証を進めてきたのである。それは，そうした果実輸出システムは以下のような

優位性を持つとみられるからである。それは，第一に生産者の利益を目的とする組織であるた

め，生産者との対立を管理しやすく，生産段階でより濃密な調整を行いうること，第二に生産

者主導型のシステムが}II下まで拡張されることで，より多くの市場情報を入手し，マーケテイ

ング戦略を有効なものとしうることである。

表 2に示したように，比較した双方の組織の範囲は管轄地域のすべての生産者を包括する。

また，管轄下で生産される果実のほとんどを扱っている。それゆえ，生産者の組織化によって

得られるメリットは大きい。

なぜなら，両者はそれによって輸出を一本化できるからである。まず，キウイ・ボードにお

いて輸出の一元化は輸出段階での競争を抑制し，生産者の利益を維持する臣的を持っていた。

しかし，実際に生じるメリットはそれだけにとどまらない。それは，第ーに集荷・選果などの

機能を他の私企業が担っていながら，キウイ・ボードがチャンネル・キャプテンとしてシステ

ム全体を統括していること，第二に輸出の一元化により海外市場でのシェアを拡大させられる

こと，第三にそのシェアを背景にシステムを輸入国の流通にまで拡張し， JlI下におけるマーケ

ティング戦略をより効果的にできることである。

一方，鳥取県では集荷・選果の段階を単協が担い，さらに町村単位に単協が存在することで
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表 2 キウイ・ボードと鳥取県連の果実輸出システムの比較

組織の自的

輸出の位置

各段階の機能

組織の範閤

末端組織

集荷単位

キウイ・ボード

キウイ輸出における生産者の利益

生産の主目的

集荷・選果:パッキング・ハウス(契約企業)

輸出:キウイ・ボード

輸入:ボードの海外事務所

輸出向けキウイフルーツの全生産者

間内支部:各主産地(計2カ所)

パッキング・ハウス (148社)

集荷統制力 輸出向けの金量

出荷義務の根拠法律

輸出量に占める 100% (豪州、l向け以外)

組織のシェア

生産者受取価格年間国定価格による賢い取り

のしくみ

生産への指導と ①農薬の使用基準

調整 ②果樹闘伐採と補償金の交付

鳥取県農協連(系統農協)

農業生産者全体の利益と厚生

需給調整・小玉果の処理

集荷・選巣:単位農協

輸出:高社(一部，日園連)

輸入:現地の輸入業者

管轄地域内の全農家

単位農協:ほぽ町村単位

名単位農協

ほぽ全量

組合での取り決め

50~70% 
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代理屈契約:ドール・ジャパン

資料:調査およびNewZealand Kiwifruit Marketing Board Annual Report， 1996をもとに筆者が作成。

生産段階との関係がより濃密なものとなっている。しかし，対米輸出などを除いては輸出全体

を管理できない状況にある。それでも，対米輪出においては供給管理の一本化が高級品として

の日本なしの地位を維持している。つまり，両者はチャンネル・キャプテンとして生産者に垂

直的調整を行うことで市場シェアを拡大させ，強力なマーケティング戦略を採用しうるのであ

る。

また，両者がすべての生産を管理することは生産者の組織化によって得られる利益を平等に

分配し，持続的に保つ上でも有用なことである。すべての生産者が参加しない自発的な共同に

よる組織化の場合でも，組織化に加わった生産者の努力により全生産者の利益を増大させるこ

とはできる。しかし，参加者のように規制を受けず，コストを負担しなかった非参加の生産者

が価格の上昇による利議を同様に受けるのである。このような場合，参加者が大多数であって

も非参加者の存在が組織の分裂につながることが指摘されている 7九農協やキウイ・ボードが君主

直的調整を行うことは確かに生産者の利益を増大させることにつながる。しかし，生産者に規

制を強いる側面があり，それを持続的に行うためには各生産者の努力に対して平等に報いる必

要がある。そのためにはすべての生産者を組織化することは重要な問題なのである。
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つまり，両者は生産者と生産物の全体を管理下におくことで強固な組織を作り，さらに}I!下

でのシェアを拡大させ，マーケティング戦略を効果的なものにしうるのである。

2.果実輸出システムの垂直的謂整とパワー基盤

(1) 多国籍企業アグリどジネス

本論文では垂麗的調整が行われ，小売脂や消費者に対応した生産・供給が実現されることが

果実輸出システムに必要なことだとしてきた。この垂直的調整を行うのは果実輸出システムの

チャンネル・キャプテンであるが，そのチャンネル・キャプテンが垂直的調整を実行するには

他の段階の経済主体にそれを受け入れさせるだけのパワー基盤が必要である。

そのパワー基盤には①正統性，②報麟，③制裁，④専門性(特別な知識， '1'青報の提供など)， 

⑤一体化(他の事業者からの尊敬など)に分類される。本論文で，取りあげた果実輸出システ

ムにおけるチャンネル・キャプテンのパワー基盤はそれぞれに特徴がある。まず多国籍企業ア

グリビジネスの場合，資本関係を持つ企業問での取引があり，企業内敢引に近い形で垂誼的調

整を進めやすい。しかし，川上の生産段階と川下の輪入国内の流通においては資本所有関係で

結ぼれる企業型システムではない。そのため，資本関係のない経済主体の協調を得るためのパ

ワー基盤は重要な問題となっている。

多国籍企業アグリビジネスの果実輸出システムは各多層籍企業ごとの排他的なシステムであ

り，かつ寡占構造から取引関係にある業者の依存度は強く，制裁のパワーが有効である。しか

し，制裁を実行することは短期的には効果があるが，他の事業者の反発をかい，さらに対抗勢

力を組織されることを招くものとされている73)。つまり，システム内の全経済主体の協調を持続

的に得るには制裁を実行することは得策ではなしそうしたパワー基盤に依存することは危険

である。

表3に示したように，多国籍企業アグリビジネスは生産段階において，生産者である企業や

農民との間は契約で結ばれ，多国籍企業は契約からリーダーとしての正統性のパワー基盤を

持っている。しかし，生産者からの協調を得るためには正統性よりも信頼が震要撰される。そ

のため， ドーlレの場合では，第一に専門J性のパワー基盤を活かし，技術指導などによる生産者

の能力の向上させている。第二に，さらに再生産価格の保証やリスク負担などで信頼を得て，

一体化のノTワー基盤を築き，より濃密な垂車的調整を遂行している。

また，日本国内の流通においてはそれぞれの企業の動きは投機的要素が強く，伝統的マーケ

ティング・チャンネJレとなっていた。そのなかで， ドーlレ・ジャパン社は川下の配荷業者や仲

卸業者などと連携し，管理型システムを構築した。この場合，ドール・ジャパン社のパワー基

盤には資本関係も契約も存在しないためリーダーとしての正統性のパワー基盤を持たない。そ

のため，このシステムはドーノレ・ジャパン社による配荷業者などのサポートが専門性としての

パワー基盤を築き，次にドール・ジャパン社が協調する企業の機能に踏み込まず，これらの業

者との信頼関係を重視している。こうして「製・配・販・同盟jと称した協調関係を築き，

体化をパワー基盤としている。

このように， ドール・グループはII!上と川下の資本関係のない段階への垂直的調整において，

それらの業者との信頼関係を重視し，専門性と一体化の要素をパワー基盤としている。また，

それによって生産から小売までの垂直マーケティング・システムをもっ果実輸出システムを構

築したのである。
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表 3 果実輸出におけるシステム・ユニット要素開結合の 3類型

ドール・グループ キウイ・ボード 系統廃協

チャンネル・キャプテン ドール・グループ キウイ・ボード 鳥取県産量協連

システムの構成員と 生産 契約農場など(契約型) 独立自営農場(契約裂) 農家(契約型)

その統合の分類 集荷・選巣 現地の子会社(企業型) パッキング・ハウス(契約型) 単位農協(契約型)

総出 農地の子会社(企業主主) キウイ・ボード(直営) R華社(伝統的)，日国連(契約書~)

翰入 ドール・ジャパン(企業型) 在日子会社(企業主主) 商社(伝統的)

議入閣内流通 配荷，j中卸業者など(管理型) ドール・ジャパン(契約型) 現地の流通業者(伝統的)

垂直約調整のパワー基盤 契約農場: 自営農場: 農家:

(資本関係のない事業者に対して) a:契約CiE統性) ①法律CiE統性) ①総合への参加(一体化)
柑側四幽』ー』ーーーーーー-- - --

(i技術援助など(専門性) /{ッキング・ハウスなど および，(正統性)
禍 曲』ーーーーーーー--再 4・骨 量軸

③悩格保証など(一体化) a:契約(正統性) 商社(対米輸出): 
ーーーー- -ーーーーーーーーーーーーーー』ーーーー 苧再開園喧幽白幽世ーーーーーーー--苧『時叫幽

配荷，卸売，中卸業者など: ドール・ジヤノTン. ①リスク負担(一体化)

①機能分担維持(一体化) ①契約(正統性)

②取引符の支援(専門性)

資料:調査をもとに筆者が作成。

注 1: (企業型):企業型システム， (契約裂):契約型システル， (管理裂):管理裂システム。

(伝統的):伝統的マーケティング・チャンネル。協同組合および法的根拠に基づく組織化は契約型システ

ムに含まれる。

(2) キウイ・ボード

ニュージーランドのキウイ・ボードの場合，マーケティング・ボード自体が法律に基づいて

設立され，さらにその機能と権限は法的に認められたものである。そのため，キウイ・ボード

と生産段階との関係においては法的根拠に基づく正統性がキウイ・ボードのパワー基盤となっ

ている。

キウイ・ボードは集荷・選果，貯蔵などの機能は有さず，それらを有する企業と契約を結び，

これらの段階では契約に基づいた正統性をパワー基盤としている。キウイ・ボード自体は輸出

が主要機能であるが，輸入の段階まで垂直的統合を進めている。キウイ・ボードの海外事務所

は北米・欧州・日本・アジアにあり，北米以外は輸入業務行う子会社として存在する。つまり，

輸出入の段階は一種の企業型システムとなっている。

しかし，日本においてみる限り，輪入より 111下の段階では伝統的マーケティング・チャンネ

ルであり，量販癌への直接的な販売促進を進展させることもできなかった。そのため， 1994年

よりドール・ジャパン社と販売代理屈契約を結び， ドールの構築した管理型システムを結合さ

せた。その結果，伝統的マーケティング・チャンネルは大幅に縮小された。それにより，日本

国内においても契約に基づいたパワー基盤によって，キウイ・ボードの垂直的調整が可能となっ

た。

(3) 鳥取県のなし輸出

鳥取県のなし輪出の場合，チャンネル・キャプテンとなるのは鳥取県連である。農協は生産

者組織であり，生産者に対して垂直的調整を行ううえで正統性と一体化のパワー基盤をもっ。

また，町村ごとに単位農協が存在する細かなネットワークと各単協へ集荷・選果機能が集中す

ることにより，濃密な垂直的調整を行いうる基盤となっている。それにより対米・対豪輪出に

おける栽培地検査において，各農家の果揖菌が零細な地片として存在するために，農家が個別
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には対応しえない問題を系統農協の諦整により克服している。

しかし，現在の農家と農協の関係をみる限り，農家は農協を自発的な参加による自分たちの

組織だ、という観念は希薄である。系統農協の垂直的調整のパワー基盤は農家との一体化の要素

よりも，協同組合であることの正統性の要素が主となってしまっている。また，輪出業者より

川下の業者に対しては契約型や管理型システムを構築できるような関係を持てず，対米輸出で

の輪入業者に対する在庫リスクの負担などを除いては垂直的調整の及ばない倍統的マーケティ

ング・チャンネlレに依存するものとなっている。

このように，鳥取県の果実輸出システムは川上の段階の機能を系統農協に集中させ，単位農

協による縮かなネットワークが生産段階でのより濃密な垂直的調整を可能としている。また，

この点、は比較した海外の輸出システムにはまねできない部分であり，最も有利な点である。

しかし， )11下段階では多国籍企業とキウイ・ボードは輸入国内の流通においても伝統的マー

ケティング・チャンネルを縮小させ，垂直的調整の及ぶ範囲を広げているのに対し，鳥取県連

は輸出段階から従来型のシステムに依存する部分が大きい。それでも，鳥取県が輸出なしをほ

ぼ独占する産地であることを考えれば，鳥取県連が強力なパワー基盤を持ったマーケテイン

グ・システムを川下にまで広げる余地はあるはずである。

3.生産者利益の確保

(1) マーケティング・ボードの生産者受取価格

果実輸出システムの構築がどのように生産者の利益に関わっているのであろうか。キウイ・

ボードの販売額は S億 4736万NZドルであり，これに他の収入を合わせ，費用と課税額を差し

引くと 2億 9466万NZドルとなる。さらに，これを生産者から集荷したキウイ 1kgあたりに換

算すると1.52NZドノレ(1993/例年)となる。このうち，約 81%が生産者に還元され，生産者

の受取単価は1.22NZドル/kgとなる。

キウイ・ボードは輸出業者としての機能と同時に，潜外事務所において輸出先での輸入業者

の機能をも担っている。そのため，輸出業者としては得られない利益を得ている。このキウイ・

ボードの 1kgあたりの利益1.52NZドルは輸出段階の単価 (FOB)の1.67NZドルに匹敵する

額となっているのである。また，キウイ・ボードの日本での販売単価は卸売市場での単価 326円/

kgの 77%に相当する額になる。こうして，垂直的な価格構成のなかでのニュージーランド側の

マージンを大きくしているのである 74)。

しかし，近年，キウイフルーツの価格は低下し続けているため，生産者の収益性は著しく低

下している。そのため，生産から輸出までの段階のコストダウンだけでなく，マーケティング

の上では価格を維持もしくは引き上げていくことがキウイ・ボードの課題となっている。

(2) なし輪出における生産者受取単価の諦整

鳥取県のなし輸出の場合，輪出なしの生産者受取価格は圏内販売とほぼ同水準となっている。

それは県連が輪出なしの販売価格を園内市場に合わせて設定し，単協でも閣内販売と同様の精

算システムを通して生産者に支払いを行っているからである。つまり，輪出においても農家に

は盟内と同程度の価格が保証されているのである。

しかし，輪出するために生産コストが増加していれば，国内と間程度の傭格では生産者にとっ

て輸出は不利益となる。アジア向けでは通常に生産された果実のなかから輸出されるのだが，

対米・対豪輪出では輸出用の盟地を定め，特に注意深い病虫害管理を必要とする。そのため，
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両国への輪出なしはその分病虫害管理のコストが増加していることになる。また，輸出指定額

の地域的集中をはかるため，全農家が平等に対米・対豪輸出のためのコスト増加を負担する体

制にはなっていない。県内でも限られた単協の管轄下の農家が担っているのである。

そのため，鳥取県連は指定園を担う農家とそうでない農家との調整をしている O 県連は輸出

事業全体の収益から，農家に輪出のために手聞をかけた分を補填するという意味で，対米輪出

なし 1箱 (10kg)あたり 500円を加算金として支払っている。しかし，この額は管理をさらに

厳しくしたために増加したコストを計測するが困難であるため，単純にコストの差を示すもの

ではない。

一方，単位農協でも対米輸出なしに対して農家の受取価格を調整している。それは単位農協

の産売事業に一般の市場流通よりも高価格が実現される販売手段があるからである。東郷農協

においては宅配による進物なしがその手段であり，輸出指定闘で生産されたなしを県連に引き

渡せば，その分，進物なしとして販売される機会を失うことになる。

そのため，東郷農協でも対米輸出奨励金を支払い，対米輪出と層内販売との農家受取価格の

調整を行っている。奨励金と称してはいるが，これは糖度に対しての罰金や加算金などのシス

テムの延長上にあるものである。東郷農協は農家の受取単価を市場価格をもとにした額で定め

る。そのため，直売事業などで市場価格以上で販売した場合，その差額が東郷農協にプーJレさ

れる。これに，農家から徴収していた選果費用の残金などを合わせた財漉から，糖度の加算金・

罰金などと同時に奨励金を農家に支給するのである。

また，東郷農協の奨励金は輪出したなしにはではなく，指定闘で生産されたなしに支給し，

県連の加算金よりもその対象が広がっている。なぜなら，奨励金は進物なしとの調整であるの

で，進物なしにされる機会を失った指定器のなしを対象とするからである。また，機会の差を

調整するため，その交付単価は輸出されない大玉果も対象となり，むしろ下伎の階級よりも多

く支払われるようになている。

このように，輸出検疫などにより特殊な事情に合わせた生産が必要となった場合，その生産

コストや販売機会の差を農協が調整する必要が生じている。

4.果実輸出システムに統合される範囲

(1) 生産者間の調整

鳥取県での輸出検疫における問題は，第一に栽培地検査において，小さな闇地が散在する状

況から地域全体での対応、が必要なこと，第二にそれにより生産コストの増加と販売機会に生産

者間に格差が生じることである。以上の問題点は農協が農家の受取単価を諦整し，生産者間の

調整を行うことで対応している。栽培地検査は輪出解禁の条件であり，長い交渉の末に得た機

会である。そこには一層の輸出拡大の期待があり，実擦に輸出が拡大すれば，さらにこうした

生産者聞の調整は一層必要となる。

一方，前掲表2におけるキウイ・ボードとの比較において，両者の大きな違いの 1っとして

生産指導を挙げた。これは，マーケテイング・ボードが輸出より川上の機能はもたず，生産に

ついては生産者の責任にゆだねてきたことによるものである。しかし，キウイ・ボードも生産

者間調整を行っている。キウイ・ボードは供給過剰の世界市場に合わせ，小玉果の廃棄や果樹

園の伐採などの生産調整を進めている。そのため，伐採する生産者に補償金を払うなどの対処

が必要となっている。つまり，品質評価には生産者責任制をとりながら，供給量のコントロー
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lレには生産者間調整を実施している。

特に生産者に負担を強いる方策は全体の利益を考えた方策であっても，生産者の理解と協力

は不可欠な問題である。つまり，販売組織は進めようとする対策に生産者の理解を得ると同時

に，実際に生産者が調整の受け入れを渋るようなことでも実行させる力を持たなければならな

い。また，生産者に販売機会の縮小やコスト増加を強いる問題などは販売組織への信頼がなけ

れば，生産者との対立を生むかもしれない。

本論文が依拠した垂直マーケテイング・システムの概念に基づけば，チャンネル・キャプテ

ンがそれを調整する役目を担う。本論文の研究対象においては，系統農協やマーケティング・

ボードが生産者間の利益を調整することでその役目を巣たしている。その点において，両者は

生産者のための組織としての正統性のパワー基盤を持ち，対象となるすべての生産者を組織し

ている。さらに生産者の利主主を目的とすることで，両者のマーケテイング戦略への対応を生産

者が受け入れやすい。つまり，両者はともに生産者への調整を進めやすい優位'性を持っている。

(2) 海外市場に及ぶマーケティング・システム

生産者との連携が強閤で供給管理に大きな力を発揮できるとしても，それだけで競争の激化

には対応しえない。そのため，キウイ・ボードは海外市場の小売業者との結びつきを強め，市

場流通の効率化を閣ろうとしている。キウイ・ボードは日本におけるドール・ジャパン社との

契約により，独自の販売絹では伝統的マーケティング・チャンネルであった部分をドールの果

実輪出システムに接合させた。それにより，小売業者との結びつきを強めることができたが，

他者の果実輸出システムを用いる形になるため，逆に生産者主導型の輸出システムをアグリビ

ジネス主導にしてしまう危険性も指摘される。

さらに，ニュージーランドではマーケティング・ボードの組織強化のため，キウイ・ボード

とニュージーランド・アップル・アンド・ペアー・マーケテイングボード (New Zealand Apple 

and Pear Marketing Board)を合併し，青果物輸出の合理化を図るべきだといわれている。

そのため，米国市場での販売において，この 2つのマーケティング・ボードが共同で会社を設

立し連携をみせている。また，マーケティングの面では製品産別化をすすめ，かつ，小売業者

との結びつきを深めることで，小売業者への直接的な販売促進活動を展開しようとしている。

一方，鳥取県のなし輸出ではごく少量の輪出であることもあり，海外事務所をもつまで海外

市場への垂誼的統合・調整を進展させていない。多国籍企業やキウイ・ボードと比較しでも，

伝統的マーケテイング・チャンネルに相当する部分が多く存在している。そうした特性から，

輸出入の段階で他のマーケティング・チャンネルと交錯し，系統農協が管理しにくい構造となっ

ている。そのため，特にアジア向けの輪出ではj鳥取県連外の輸出なしも多く，強力な供給管理

能力を発揮できないでいる。

しかし，対米輪出では海外の輸入業者と協調関係をもち，海外の小売店に販売促進活動を展

開している。また，系統農協がリスクを負い，自ら交渉し取引を行うシステムを確立している。

これによって，高級品としての二十世紀なしの地位を維持しているのである。

5. 日本産果実輪出発展への諜題

我が国の二十世紀なし輪出量の 95%が鳥取県産である。また，鳥取県内での農家の農協共販

参加率も高いとみられ，輸出なしのほとんどは系統農協を経て輸出されている。しかし，鳥取

県連が輪出業者に販売した量のシェアはこの 10 年ほどの簡は 50~70%の聞で推移 (10 カ年平
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均は 59%)している。そのため，各国への輸出においても，対米国本土向けを除いて鳥取県連

の輸出独占はみられない。

わが匿の系統はすべての生産者を組織し，末端の単位農協が多くの機能を持ち，かっsIJ村ご

との細かなネットワークを形成している。この点はキウイ・ボードにもない優位な点であった。

しかし，輸出量におけるシェアをみる隈り，キウイ・ボードほど市場に対して大きな影響力を

持つまでに至っていない。鳥取県の系統農協は鳥取県産二十世紀なしの生産段階を車回議してい

るのであるから，輪出において独占に近いシェアを持つことも不可能なことではない。それが

シェア 50%以下になることさえあるならば，輸出業者と県連との関係の再検討が必要で、ある。

鳥取県連は県連が指定する輪出業者，高社 S社に販売する。この 5社は市場を通さず仕入れ

ができる。当然，市場を通さない分，手数料などの中間マージンなどが加算されない価格で購

入できる。この点だけでも指定業者が他の輸出業者よりも，強い競争力をもち，県連のシェア

を高められる余地があるはずである。それでも，指定業者が鳥取県連以外から仕入れたり，他

の輪出業者が乱立しているとすれば，県連との誼接取引が必ずしも有利でないか， )11下の業者

の要望に十分対応しえないものとなってしまっていることになる。逆に，県連が盲自的に業者

の要望に応えれば，投機白的の業者に掠り回されることになりかねない。

こうした点から，臼本産果実輸出の振興を考える場合，どのような対策が必要であろうか。

多国籍企業アグリビジネスやキウイ・ボードの場合，海外市場における流通を管理下におくこ

とで供給管理を実現している。これは，海外市場のからの情報によって供給を調整するという

のではなく，買い手，特に量販路から受注に連動した供給を行っているのである。また，異い

手も価格などの条件を情報として得た上で発註の情報を出すというものである。ここで，重要

なのは白己からみた販売先より，さらに川下の業者と受注の情報を交流があるということであ

る。つまり，海外の小売業者の状況を知りうるほどに情報が行き来するシステムの構築が重要

となっている。また，双方向の情報のやり取りによる垂直的調整によって流通の効率化が図ら

れ，少なくとも小売業者が製品差別化を認識することを可能としている。

キウイ・ボードは生産者主導型販売組織であっても，コマーシャル・メンパーと呼ばれる商

業の専門家として任命される理事が存在し， ドール・ジャパン社との契約など異論が持たれる

問題にも思い切った決断が行われている。こうした背景から，日本の系統農協がキウイ・ボー

ドの例を真似るにはその前段階から問題がある。しかし，高業の専門家の見解を参考にしたり，

系統農協においても思い切った決断ができるような組織の改善は必要となるであろう。つまり，

生産から小売まで一貫した情報交換のシステムを構築するだけでなく，その情報に基づいて行

動できる組織作りが必要なのである。

VII 結論

1 .生産者主導型紐織の果実輸出システム

本論文は生産者利益のために設立された販売組織として生産者を組織し，果実輸出システム

を形成したマーケティング・ボード及び系統農協の 2つの組織体を比較研究の対象とした。本

論文の仮説はこの 2つの組織体が自らチャンネル・キャプテンとして製品戦略を進め，生産か

ら輸出までの段階でより効率的な輸出システムを構築したという点にある。両者に共通する特

嚢は双方が対象となるすべての生蔵者を組織し，生産者利益を目的とした販売組織だというこ



92 

とである。この共通する特質が生産者間の利害調整を伴う対策をも可能としている。さらに，

双方とも多くの生産物を掌握し，寡占的な市場構造を生み出すことによって，買い手に対して

強力なマーケティング戦略を打ち出している。

以上のように，生産者主導型組織の果実輸出システムはその組織に包括される地域全体の生

産を管理し，いわばある種の地域的寡点を基礎とした強固な流通構造をもっ。しかし，国際的

競争の激化には地域的寡占を基盤とするだけでは対応しえない。さらに，輸入居市場まで有効

なマーケティング戦略を発揮しうる輸出システムの構築が必要となっているのである。

2.多国籍企業アグリビジネスによる垂直的調整の範囲

I章で述べたように，垂直マーケティング・システムは「専門的に管理され一元的にプログラ

ムされたネットワークであり，運営上の経済性を達成し，市場へのインパクトを最大化するよ

うに構築されているネットワークJと定義されている。これに対し，伝統的マーケティング・

チャンネルは「緩やかに結合された製造業者，卸売業者，小売業者が対等に，ときに攻撃的に

取引条件をめぐって交渉し，相互に自律的に行動する極めて分裂的なネットワーク」である。

この視点からみて，多国籍企業アグリビジネスの果実輸出システムは生産段階から集荷・包

装・圏内流通・輸出および輸入段階に至る垂直的マーケティングシステムを確立している。

生産段階における契約生産システムでは供給計画に合わせた生産量の調整を行っている。

多国籍企業は開発途上国に子会社を設置することによって，品質管理などの技術指導や生産資

材供給や生産者への資金的サポートを行っている。こうした垂直的調整を濃密化することに

よって，継続的で有効なマーケテイング戦略を打ち出している。

一方，日本の国内流通における寡占統合体は各事業者の自由な活動を容認する伝統的マーケ

ティング・チャンネルをとっていた。しかしながら，果実市場が買い手市場に移行し，多国籍

企業アグリビジネスや総合商社の強引な販売が継続しえない状況のもとで，伝統的マーケティ

ング・チャンネルでは対応しきれなくなっている。そこで， ドール・ジャパン社は配荷業者な

どとの協調関係を結び，管理型システムを構築した。この動向は状況変化に対応したものであ

り，最近のドールのシェア拡大にも影響している。

3.キウイ・ボードにおける霊蓋的統合

一方，ニュージーランドのキウイ・ボードは生産段階において，生産者を法的に組織し，圏

内の輸出向け果実の全量を扱っている O その結果，キウイフルーツの主要生産閣であるニュー

ジーランドから製品供給を一本化し，輸出先における大きなシェアを確保し，市場影響力を高

めることできる。また，集荷・選果・貯蔵の機能を持つ企業体が生産者との関に介在し，この

企業体はその機能を生産者にサービスとして提供をしている。キウイ・ボードはさらに海外事

務所を設け，独占的に輪入業務を行うことで，輪入段階に至る独自のシステム統合を実現して

いる。また，生産段階においては生産が生産者の蓑任で実施され，生産指導は行われていない。

そのため，キウイ・ボードは生産者への垂直的調整機能を供給過剰に対応した果樹盟伐採など

に限定している。

一方，輪入段階よりJII下の輪入国内流通段階におけるシステムはキウイ・ボードの調整機能

が働かない伝統的マーケティング・チャンネルであった。そのため，キウイ・ボードは量販店

に直接的な販売促進活動は行うことができなかった。過剰供給時には自本国内の流通段階にお
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いて，商品寵棄を実施するなどの供給管理上の問題を抱えていた。そこで，キウイ・ボードは

ドール・ジャパン社との契約締結に踏み切り， ドール・ジャパン社の管理型システムを利用す

ることによって，量販屈に至るシステム統合の道を選択した。しかし，この選択は泊者をチャ

ンネル・キャプテンとするシステムとの接合であり，いわば複数のチャンネノレ・キャプテンを

もっシステムの形成である。したがって，キウイ・ボードの主導するシステム構築となるか否

かは今後の問題となっている。

4.鳥取県産なし輸出における系統農協

一方，我が菌おけるなし輪出システムは協同組合を主体としている。系統農協の組織は町村

ごとに単位農協が存在し，集荷・選果などの機能を有し，細かなネットワークで生産者を組織

している。また，農協の生産指導などの面において，濃密な調整を実施している。対米・対豪

輸出などにおける植物検疫対応の栽培地の検査は地域全体に栽培管理を必要とする。各農家の

果樹園が零細な地片として分散する我が国の果樹農業において，こうした農協の調整機能が働

くことによって，地域全体の総合管理を可能にしている。

このように，系統農協では細かなネットワークと独自の集荷・選果機能などにより，生産段

階において前述の多国籍企業アグリビジネスやキウイ・ボードの生産統合にもみられない濃密

な調整機能を発揮することができる。また，鳥取県のなし農家の動向をみる隈り，農協共販の

参加率は非常に高い。系統農協は地域のほとんどのなしを扱い，生産者の組織化の面において

国際的にも極めて高い水準に達しており，システム内の組織力において国際化段階にも十分対

応しうるものとなっている。

しかし，鳥取県産なしが全二十世紀なし輪出量の 95%を点めているのに関わらず，鳥取県の

系統農協がほぼすべての果実の輸出業務を行っているわけではない。そのため，特にアジア向

けにおいて輸出段措から輸入へ至る}I1下のシステムは伝統的マーケティング・チャンネノレとな

り，系統農協の垂直的調整は及ばない。

対米輪出などの場合，高級品として扱われることから，輸出入業者に対しての供給・価格の

管理が強く求められている。したがって，系統農協の垂直的調整が在米の輸入業者にまで及び，

在庫保証などのリスク負担と販売促進を実施している。対米輸出における輸入業者のオッペン

ハイマ一社は米圏内各地の量販癌との太いパイプをもち，供給管理を行うマーケティング能力

を有している。同社との専属取引によって鳥取県連の調整力は海外市場でも発揮されている。

5.陸産果実輸出発展の方向

多国籍企業や生産主導型組織の双方において，生産段階への垂産的調整を実施している。開

発途上国で生産を符う多国籍企業は現地での技術や資材供給の不備を補うため，生産者を多角

的にサポートしている。

一方，先進国ニュージーランドのキウイ・ボードは供給調整を主体しており，技術と品質管

理については生産者責任としているo 我が毘の系統農協は細かなネットワークでより濃密な調

整が可能である。ニュージーランドと比較して生産の機械化・合理化・大規模化の菌でたち後

れているが，技術に恵まれた生産者を抱え，むしろ品質的には優位な点を持っている。

輸入国内流通の段階において，キウイ・ボードのシステムは多国籍企業の管理型システムと

接合することによって，その垂直的調整機能を遂行している。鳥取県の果実輪出システムは特
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に川下に主るほど垂直的調整が及ぶ範囲が小さく，倍統的マーケティング・チャンネルに依存

する部分が大きい。

多国籍企業やキウイ・ボードが自本市場においてマーケティングの成果を高めているのは，

伝統的マーケティング・チャンネルの構成部分を縮小したことで，より市場構造に適応した供

給システムを実現したことによる。ここで重要なのは両者が生産から小売までの情報が双方向

に行き来することで，小売業者の受注に正確に連動する供給を実現していることである。

すでに，鳥取県のなし輸出においても高級品としての日本なしの地位を維持するために，輸

入国市場での供給管理は不可欠となっている。したがって，世界各閣と栢互に輪出入が行われ

る閤際化を呂指す上で重要な国産果実輸出の発展には，海外市場の国内流通業者との関係のな

かで生産から小売市場までの情報が行き来が必要であり，そのための果実輸出システムの構築

が必要とされる。

引用・参賠文献

1)森尾昭文 f果樹農業の国際化.1(日本の農業 あすへの歩み-193)，農政調査委員会， 1995 

年， pp.84-88。

2)豊田隆『果樹農業の展望.1，農林統計協会， 1990年， pp.221-233。

3)磯田宏「アメリカ穀物流通・加工セクターの構造変化 1980年代を中心に Jr土地制度史

学j第 153号， 1996年 10月， p.160 

4) Ray A.Goldberg， Agribusiness Management for Developing Countries -Latin America， 

Ballinger Publishing Company， U. S. A.， 1974. 

5)浅見淳之「農業経営にとっての農協マーケティングの役割Jr農業経営研究』第 33巻第2号，

1995年 9月， pp.370 

6)徳永豊・D マクラン.H.タムラ編f詳解マーケティング辞典.1，同文館， 1989年，pp .180-1810 

7)小林-rマーケティング・チャネル戦略J(三上富三郎編 f新現代マ}司司ケティング入門.1，

実況出版)， 1989年， PP.156-161。

8)徳永・マクラン・タムラ 前掲書， p.230。

9)豊田 前掲書『果樹農業の展望.1， pp.221…2220 

10)磯部俊彦『みかん危機の経済分析 みかん農業における兼業問題の構造 j現代書館， 1975 

年， pp .125-133。

11)黒瀬一吉『ミカン作経営の発展方式L 明文書房， 1989年， PP. 268-2720 

12)森尾前掲書 f果樹農業の国際化.1， PP.28-45。

13)三島徳三「ミカンにおける品質主義の問題点J，1994年度日本農業市場学会秋期研究例会個

間報告，徳島大学， 1994年 11月。

14)豊田降・森尾昭文「高度経済成長期における果樹技術革新の特質J(農林水産省農林水産技

術会議事務局 f昭和農業技簡発達史j第 1巻，農山漁村文化協会)， 1995年， pp. 306-3070 

15)豊田隆『りんご生産と地域農業.J(日本の農業 あすへの歩み-143・144)，農政調査委員会，

1982年， PP.165-1680 

16)森尾前掲書『果樹農業の国際化.1， p.370 

17)同上書， PP.57-58。

18)梅沢昌太郎「食糧供給システムと農協改革の方向ーマクロとミクロなマーケティングの融



95 

合一J(高橋正郎編『わが国のフードシステムと農業t農林統計協会)， 1994年， pp .123-1270 

19)抜本文男『農産物の銘柄づくり戦略j家の光協会， 1994年， PP.79-860 

20)森尾 前掲書『果樹農業の国際イ七.1， p.590 

21)豊田前掲書 f巣樹農業の展望tp.380 

22)若林秀泰 f農産物マーケティング論』明文書房， 1990年， PP.72-730 

23) MORIO， Akifumi and Takashi TOYODA“The Increasing in Imported Vegetables and 

Globalization of Japanese Agriculture: A Case Study in Takamatsu， Kagawa on 

Emergency Measures Related to the GA TT Uruguay Round Agreement" r農業市場研

究J第 5巻第 1号， 1996年 9月， p.43， PP.46-48。
24)藤島慶二「近年の野菜輪入の増加と産地の対応策H農業市場研究j第 3巻第 2号， 1995年

3月， pp.4-60 

25) フィリプ・コトラー(村田昭治監修，小坂恕・疋田聴・三三村優美子訳)rマーケティング・

マネジメント.1，プレジデント社， 1996年， p.4960 

26)豊田隆「農産物貿易を担う多国籍企業と国家J(堀司健治・豊田隆・矢口芳生・加瀬良明 f食

料輸入大国への警鐘j農山漁村文化協会， 1993年)， pp.137-140。

27)豊田 前掲書『巣樹農業の展望.1， pp.200-201。

28)森尾 前掲書『果樹農業の閤際イ七.1， pp.15-180 

29)豊田部掲書 f果樹農業の展望.1， PP. 206-2080 

30) MORIO and TOYODA， OP. CIT， pp. 46・48.

31) D.グローパー.K.クスタラー(中野一新監訳)rアグリビジネスと契約農業』大丹書庖，

1992年， pp.21-220 

32)徳永・マクラン・タムラ 前掲書， p.1410 

33)向上書， p.71o 

34)向上書， p.2450 

35) コトラー前掲書， p.496。

36) 日経BP社『ロジスティックス経営j日本経済新開社， 1995年， pp.1…30 

37) コトラー前掲書， p.514。

38)大須賀明『戦略的マーケティング入門j実教出版， 1987年， pp.109-1100 

39)小林前掲稿， PP .159-160。

40) コトラー前掲書， p.490。

41)松原豊彦『カナダ農業とアグリビジネス.1，法律文化社， 1996年， pp.237…2390 

42) J.M.カリー・ S.ブース「マーケティング・ボード その国際比較一J(S.ブースー桜井悼

治・藤谷築次・嘉田良平共訳 f農産物マーケティング・ボードj筑波書房)， 1982年， pp. 

190-1960 

43) J .M.カリー.A.J.レイナー「イギリスの経験J(ブース 向上書)， PP.550 

44) Sandrey， Ron and Russell Reynolds， Farming without Subsidies -New Zealand's Recent 

Experience-， MAF，New Zealand， 1990， pp. 254-255. 

45)豊田降・森尾昭文・菅井宏武「オセアニアにおけるフルーツ・ビジネスの国際輸出システ

ムJr筑波大学農林社会経済研究j第 13号， 1996年 3丹， pp.10-11。

46)大境智明「原産と来置J(キウイ編)r農業技術体系果樹編 5.1農山漁村文化協会， 1984年，



96 

PP.基 3…基5。

47) ACIL， Agricultural Marketing Regulation -Reality versus Doctrine-， New Zealnd， 1992， 

p. 125. 

48)豊田・森尾・菅井 前掲論文「オセアニアにおけるフルーツ・ビジネスの国際輸出システ

ムJ，pp.12…13。

49)向上論文， p.18。

50)向上論文， pp.16…170 

51) r中央果実基金通信海外果樹農業'情報-.1No.20， 1995年5月， pp.21-290 

52)班ORIOand TOYODA， OP. CIT， pp. 46-48. 

53)磯田宏「オレンジ輪入自由化とみかん農業一農業保護政策後退下の再生産過程一H佐賀大

学経詩論集j第 25巻第3号， 1992年9月， p.270 

54)横野栄樹「二十世紀梨を世界の食事へー圏擦化は輸入だ、けではない H公庫月報j第 43巻

第 l号， 1995年4月， pp.36-39。

55)麻野尚延「みかん輸出の現状と可能性Jr農林統計調査j第 45巻第 1月号， 1995年 1月，

pp.18-230 

56)豊田隆・森尾昭文「施設園芸技術とポストハーベスト技術の展開J(農林水産省農林水産技

術会議事務局前掲書)， p.328。

57)愛媛漂青果農業協同組合連合会『愛媛県果樹園芸史.1， 1968年， p.7390 

58)横野前掲稿， pp.36-390 

59)中央果実基金『米思における梨の生産・流通事情調査報告書.1， 1994年， pp.10-130 

60)横野前掲稿， pp.36…39。

61)中央果実基金 前掲書『米国における梨の生産・流通事情調査報告書.1， pp.16-190 

62) r中央果実基金通信一海外果樹農業情報-.1No.3， 1992年7月， pp.8-9。

63)森尾昭文「鳥取県産なし輸出における相互調整システムJr農一英知と進歩-.INo.224， 1995 

年， PP.7-10。

64)向上稿， pp.10-120 

65)同上稿， pp.12-130 

66)向上稿， pp.20-21。

67)自本貿易振興会fカナダにおける 20世紀なし及び落葉果実市場調査.1， 1984年， PP.56-570 

68)豊田隆・徳田博美・森尾昭文「貿易自由化と果樹農業の層際化Jr筑波大学農林社会経祷研

究J第 12号， 1994年3月， pp.124…127。

69)森尾前掲稿「鳥取県産なし輸出における相互調整システムJ，PP.24-250 

70)再上稿， pp.25-280 

71)向上稿， pp.28…29。

72) カリー・レイナー 前掲稿， pp.41-440 

73)コトラー前掲書， p.490。

74)豊田・森尾・菅井 前掲論文「オセアニアにおけるフルーツ・ビジネスの国際輪出システ

ムJ，pp.20-21。



A Study on Globalization of the Orcharding Industry : 

International Comparison of Fruit Exporting Systems 

by 

Akifumi MORIO 

Summary 

97 

This thesis is intended to examine the possibility of creating fruit exporting systems， 

which have recently attracted considerable attention as an active step toward opening up 

]apan's orcharding business to the international market. To this end， the characteristics 

and limitations of the fruit exporting system in ]apan wil1 be studied， using the importation 

of domestic pears as an example. This will be compared with the agribusiness format of 

a multinational enterprise， as well as another fruit exporting system sponsored by the 

Marketing Board of New Zealand. 

The fruit exporting system referred to here is a concept designating a marketing system 

comprised of economic entities involved in each stage of the fruit exporting business， which 

may encompass production， distribution， and exporting of produce. 

1n this thesis， these three systems are studied and mutually compared through application 

of the concept of Vertical Marketing Systems (VMS)， in order to gain an understanding of 

the entire food system， from production of the fruit to its processing， distribution， export-

ing， and consumption. 

The format of this thesis may be advantageous in the following sense: ] apan has 

recently attracted attention for being one of the world's largest importers， as the ]apanese 

agriculture industry has been placed in a predicament by the onslaught of food imports. 1n 

assessing the current situation， however， an important point seems to have been neglected， 

which is the aggressive development of strategies for the international market， as opposed 

to simply coping with the flood of imports. To put it differently， a crucial point is a global 

perspective in the development of mutually dependent agricultural trade and the restora-

tion of well-balanced international trade， which may well include aggressive exporting of 

domestic produce. This perspective has attracted a great deal of attention as a viable 

option for ] apan in the international food market， particularly in light of the fact that 

severe food shortages are feared worldwide as we approach the 21st century 

This thesis may be the first significant academic endeavor to examine the formation of 

exporting techniques for ] apanese agricultural produce. 

The ] apanese fruit exporting business studied in this thesis is in its earliest stages， and 
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is therefore minuscule in size. However， the exporting of a particular kind of pear that is 

known as the “Nijjuseiki (20th Century)" and is grown in ToUori prefecture， as studied in 

this thesis， has achieved continuous success as a result of the unique qualities of this from 

of domestic produce， as wel1 as through the development of overseas markets based on the 

market segmentation strategy 

This can be highly evaluated as the process through which a truly unique exporting 

technique was developed. 

This thesis first analyzes the fruit exporting system of a multinational enterprise. Many 

related studies have analyzed the vertical integration processes of multinational enter 

prises. One representative study in this field reports that a certain multinational company's 

vertical integration in the export of bananas has resulted in the development in the 

Philippines of strong vertical coordination， ranging from cargo booking to exporting and 

importing， through to the establishment of a subsidiary at each stage. Furthermore， to aid 

in domestic distribution by importers in Japan， an exclusive marketing channel and an 

oligopolistic entity have been created against the backdrop of the oligopolistic market 

structure， resulting in stable price formation at higher levels， similar to intra-company 

trading. 

However， as fruit in general has become oversupplied worldwide， the sel1er's market has 

become a buyer's market， forcing the oligopolistic enterprises to change their strategies. 1n 

this context， this thesis analyzes the fruit exporting system of a multinational corporation 

called Dole Group. 

Dole Group delegates decision-making to each regional subsidiary， in order to ensure 

optimal supply policies for each market. Using this delegated authority， Dole Japan， Ltd.， 

a subsidiary in J apan， regularly imports goods from the Asian Pacific region， and manages 

the supplies to adequately respond to actual domestic orders. 

Dole Japan has further strengthened its coordinated efforts with domestic distributors to 

implement mutually beneficial sales activities nationwide. As a result， in domestic market悶

ing， conflicts with business partners involving trading terms and speculative actions to 

arbitrarily determine trading quantities， both of which were formerly regular occurrences， 

have been effectively avoided. 1n this manner， Dole Group has established a fruit exporting 

system that places priority on the market performance of the entire system， ranging from 

production to distribution in the importer's markets; formed mutually dependent relation同

ships in which al1 parties can cooperate with each other for that priority as their primary 

concern; and established a VMS that combines use of the “corporate system" with 

affiliated companies and the “administrated system" with distributors. 
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Next， as a representative example of a producer-centered fruit exporting system， we 

examined NZKMB (New Zealand Kiwifruit Marketing Board)， which has shown advanced 

exporting performance. The Board legally organizes all producers at the production stage 

and handles， as the exporter， all fruit to be exported. Our analyses have revealed certain 

certain characteristics of the Board. Firstly， it does not serve the functions of packing， 

grading， or storage， etc.， and thus establishes a contractual system through the concIusion 

of contracts with companies equipped with these functions. Secondly， it uses its overseas 

offices as subsidiaries that import the fruit excIusively， thus integrating the import stage 

into the system. And thirdly， it has embarked on a contractual relationship with Dole 

Japan， Ltd.， utilized its marketing expertise， and enhanced the system integration even at 

the volume-sales store level， thus strengthening their competitive advantage in the 

J apanese market. 

1n comparison with the above two cases， we have analyzed the fruit exporting system for 

the“Nijjuseki (20th Century)" pears in Tottori prefecture. Japanese agricultural coopera司

tives are equipped with packing and grading functions， organize producers using their 

well-organized networks， provide production guidance， and thus perform highly cohesive 

vertical adjustments. Our analyses illustrated that the establishment of such cohesive 

relationships between these affiliative agricultural cooperatives and producers should be a 

standard practice in the creation of exporting systems. Exports to the U.S. and Australia 

call for rather strict quarantines. These inspections are extended even to the 01・chardsof 

the fruits designated for export， requiring regional production administration. As the 

managing entities for regional agricultural practices， agricultural cooperatives organize 

producers and enable comprehensive adjustments of regional production administration， 

which is effective in these production-site inspections. 

1n this manner， affiliated agricultural cooperatives perform cohesive adjustment func司

tions at the production stage through the use of the well-organized networks and the unique 

packing and grading functions. The participation rate of pear farmers in these cooperative 

sales practices offered by agricultur渇alcooperative presents a picture of highly organized 

producers， even by international standards. 1n oher words， the system has sufficient 

organizational potential to respond to the needs of international operations. 

However， there are limitations of such fruit exporting systems led by agricultural 

cooperatives. For exports to other Asian nations， in particular， the stages from exporting 

to importing on the other side are structured in such a way that they cannot be vertically 

adjusted. There are also limitations regarding the export control rate of the agricultural 

cooperatives. Although 95% of the “Nijjuseiki (20th Century)" pears exported are produced 

in Tottori prefecture， the rate of those handled by the agricultural cooperative， or its 

export contral rate， has remained at an average of 59% over the past 10 years. 
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On the other hand， the affiliated cooperatives have implemented vertical adjustments of 

the import firms for the items intended for the U.S. market. Since ]apanese pears are 

handled as high-priced items， it is indispensable to control the supply amounts and price 

levels through vertical adjustments. Agricultural cooperatives， therefore， bear the risk by 

offering inventory assurance for these importers and implementing sales promotion activ-

ities. Through the establishment of exclusive trading relationships with importers that 

have developed strong connections with volume-sales stores in various regions of the U.S.， 

agricultural cooperatives contr叫 thesupplies through the importers. In this manner， the 

affiliated agricultural cooperatives can implement adjustment functions even within the U. 

S. market. 

Although the exporting system for pears employed by the agricultural cooperative in 

Tottori prefecture has some limitations， 

The agricultural cooperatives is currently forming a VMS overseas to further expand the 

administrated system led by the cooperative. It remains to be seen， however， whether it will 

fulfill its function as a VMS. 

This thesis has， as previously stated， clarified the characteristics of the three fruit 

exporting systems through an international comparison of the marketing systems used for 

each. The first is a combination of the corporate system and the administrated system of 

VMS， led by the agribusiness of a multinational enterprise such as the Dole Group. The 

second is a system dominated by the contractual system of VMS， led by the Marketing 

Board of New Zealand. And the third， though it is not yet fully matured as a VMS， is a pear 

exporting system led by a cooperative in ]apan's Tottori prefecture. 

These international comparisons have revealed advantages and limitations of the 

]apanese-style fruit exporting system led by an agricultural cooperative. The primary 

advantages of agricultural cooperatives are that they perform a diverse array of functions 

such as packing and srading， making adjustments on the production level， and upgrading 

producers' capabilities in terms of their production techniques and quality control through 

the use of well同organizednetworks. These organizational strengths of agricultural coopera-

tives are regarded as important prerequisites for the effective utilizasion of the high quality 

of ]apanese fruits in overseas markets. 

On the other hand， the limitations of the ]apanese引 ylefruit exporting system， judging 

from the fruit exporting system of Tottori prefecture， coincide with the limitations in the 

range of implementation of vertical adjustments. Specifically， the vertical adjustment 

functions in the overseas retail markets are weak. This drawback looms large， particularly 

in comparison with the fruit exporting systems of the Dole Group and the Marketing 
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Board， which has a business relationship with Dole. In this sense， in order to expand the 

export of domestic fruits in the future， it is necessary to realize vertical adjustments for 

distributors in overseas markets， particularly retailers such as supermarkets， etc. A 

challenge lies ahead for J apanese-style fruit exporting systems in the establishment of the 

VMS. 
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