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交配様式を特徴とした豚肉の製品差別化戦略に 
関する一考察

── TOKYO X のケーススタディ──

井川優貴*・菊地昌弥*・大浦裕二*・須田健太郎*・木村航大*

要約：本研究の目的は，一般豚と異なった交配様式の国産豚で優良事例と考えられる TOKYO X を
対象に，その豚肉の製品差別化戦略が機能しているか否かを品質，競争優位（所得），出荷頭数の指
標を基に，一般豚との比較も行ないながら考察し，明らかにすることを目的した。考察の結果，
TOKYO X は品質による優位性が確認されたものの，2013 年以降，一回の分娩による一母豚あたり
の所得では優位性が確認されておらず，競争優位は得られていなかった。そして出荷頭数も減ってい
た。それゆえ，製品差別化戦略は機能していないと結論付けた。これを受けて，本研究では機能させ
るための方策についても考察を行なった。

キーワード： 豚肉，製品差別化，交配様式

Ⅰ．　課題の設定

⑴　本研究の目的
　近年，わが国は食の洋風化に伴って肉類への需
要が高まっている。総務省統計局「家計調査」に
よると，その中でも豚肉への支出金額は，2万9,463
円と生鮮肉で最大となっている（2016 年）。こう
したこともあり，国内の豚の産出額は 2005 年か
ら 2015 年にかけて 5,494 億円から 6,305 億円へと
増加しており，拡大傾向にある。
　わが国の養豚業に関して，農林水産省は 2015
年に「養豚の振興に関する基本方針」を打ち出し
た。この資料の中では，農林水産省（2010）「食料・
農業・基本計画（案）」で提示された 2025 年度の
豚肉の食料自給率に関する目標およびその関連指
標が明記されている。これによると，豚肉の需要
の見通しが 227 万 t（枝肉ベース），豚肉の生産量
目標が 131 万 t，豚肉の自給率目標が 58％となっ
ている。2013 年度の自給率が 54％，需要量が
243 万 t，生産量が 131 万 t であったことを踏ま
えると，国は国産豚肉の生産量の維持によって自

給率を高めるビジョンを示している。このような
国の方針に関して，（一社）日本養豚協会（2015）「養
豚農業実態調査全国集計結果」をみると， 調査に
回答した国内 849 農場の養豚経営者の 89％が今
後の養豚経営について維持・拡大と回答している
ので，国の方針と概ね一致している。
　ところが，農林水産省「食料需給表」より 2000
年以降の豚肉の国産生産量と輸入量の動向をみる
と，国産生産量は 120 万 t 台で変化はないものの，
輸入量は 2001 年度に初めて 100 万 t 台に突入し
て以降， 2015 年度においても過去最高水準の
122.3 万 t に上っている。しかも現在米国は，日
本との FTA に意欲を見せており，これが発行さ
れた場合，TPP で想定された関税よりもさらに
低い水準となる可能性があり，より安価な豚肉が
輸入されることに伴って輸入量が急増することが
予測される。
　こうしたなか，農林水産省（2017）『食料・農業・
農村白書』では，国産豚肉の安定的な需要を確保
するにあたって消費者ニーズに対応した特色のあ
る豚肉生産や輸入品との差別化等を図っていく必
要性に言及している。それゆえ，国は上述の 2025* 東京農業大学国際食料情報学部
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年度の自給率目標等の指標を達成するための方策
を製品差別化戦略に求めていると考えられる。こ
うした背景には，一般的な輸入品の交配様式であ
り，また日本で最も生産されている LWD1）（以下

一般豚）の豚肉の場合，品質面での差別化が困難
であるため価格競争に巻き込まれやすいことが関
係しているからである。
　日本農業経営学会（2007）によると，製品差別
化は，「競合製品や競合他社に対する差異の構築
による優位性の確保を目的」としており，そして，
競争優位は「ある企業に市場平均以上の利潤を得
られるような条件ないし，当該企業の強み，また，
そういう立場にある企業の状態を意味する」と定
義している。そして，大森（2002）が述べるように，
差別化戦略を実現させた企業は，競合他社が提供
していない，あるいは提供できない顧客価値を提
供しているので，その価値を価格に転嫁できるた
め，価格競争に巻き込まれることなく，高いプレ
ミアム価格を顧客に要求することが可能となる。
これらを踏まえると，2025 年度の自給率目標の
実現にあたって，国は国産豚肉において輸入品で
は実現困難な品質の面で魅力ある商品を供給する
ことで価格プレミアムをいっそう発揮させ，これ
によって所得的メリットを高めることで生産意欲
を高め，ひいては生産量（供給量）を維持するこ
とを目指していると考えられる。
　こうしたことから，一般豚との品質の差異（高

い品質か）と所得（利潤）の差異（高い所得を得てい

るか）を意識し，養豚産業における LWD 以外の
交配様式に特徴を有した豚肉の製品差別化に関す
る先行研究をみると，代表的なものとして金

（2003），永松（2010）等がある。金（2003）は，鹿
児島黒豚を対象とし，ブランド形成の過程と製品
差別化の内容を明らかにしている。この成果では，
価格プレミアムに関して一般豚と比較を行ってい
るものの，品質の差別化が所得面でプラスの効果
を発揮しているかについては触れていない。そし
て，永松（2010）は TOKYO X の製品差別化につ
いて，アニマルウェルフェアの観点から生産者や
バイヤーに対するアンケート調査を行なってお

り，その実践と経営の安定化を両立させる方策に
関して検討を行っている。同成果では，品質の高
さが示されているが，一般豚との比較結果につい
ては述べられておらず，また，所得面には一切触
れていない。つまり，先行研究では LWD 以外の
豚肉の製品差別化について，一般豚と比較して品
質面でどのような差異が確認され，その成果とし
て競争優位が得られているかが不明となってい
る。
　言うまでもなく，これらが確認できないことに
は，先述の国の目標を達成するための方策として
製品差別化が有益かを判断できず，生産者はこの
戦略の導入に踏み切ることができない。したがっ
て，上記の国の目標を達成するためにも，まずは
優れていると予測されている事例を対象に研究を
行なう必要がある。
　そこで，本稿では一般豚と異なった交配様式の
豚で優良事例と考えられる事例を選定し，その豚
肉の製品差別化が機能しているか否かを一般豚と
の間で比較を行い，明らかにすることを目的とす
る。また，併せてその結果を踏まえて，戦略上の
課題等も検討する。
⑵　事例の選定理由と概況

　1）　事例の選定理由
　調査対象の選定にあたり，本稿では，TOKYO 
X を選定した。その理由として次の 4 つがあげら
れる。
　第 1 に，日本政策金融公庫（2009）「牛肉・豚
肉のブランド化への取り組みとその評価」をみる
と，消費者とバイヤーそれぞれの評価において
TOKYO X，かごしま黒豚，あぐ～豚の 3 銘柄が
上位 10 位以内に位置している2）。これら 3 銘柄は，
一般豚とは異なる交配様式であるところに共通点
がある。このアンケート調査では，全国に存在す
る銘柄豚のうち 250 を対象に，消費者とバイヤー
の両者の視点から食肉のブランドについて安全
性，品質，生産管理等を点数化し，評価している。
わが国の銘柄豚の登録制度では，安全性や品質に
ついて定量的な基準をクリアすることがその条件
になっていないので，登録しただけでは差別化の
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程度が不明となっているなか，これらの評価で得
られた結果からは，実質を伴った製品の差別化が
行われていると考えられる。第 2 に，上記の 3 銘
柄の中で出荷頭数が中央値に最も近いことである。

（株）食肉通信社（2016）「銘柄豚肉ハンドブック」
に記載されている銘柄豚の情報を整理すると3），
年間出荷頭数の最大値が 52 万頭，中央値 7,000 頭，
最小値 60 頭となっているが，TOKYO X は 8,900
頭と中央値に近く，銘柄豚の中で一般的な規模で
ある。そのため，年間出荷規模からは特殊な位置
づけにはないと考えられる。第 3 に，上述のよう
に海外産と同様の交配様式で競合した場合，生産
コストの面が特に不利であり，価格競争が生じた
際にはその困難さに直面するが，TOKYO X の
場合，日本で系統造成された純血種であるため，
その影響は比較的少ないと予想され，上述の国が
示すビジョンにも合致していると考えられる。第
4 に，豚肉の品質は飼料にも大きな影響を受ける
なか，後述するように，TOKYO X は飼料にも
配慮を行っていることから交配様式と併せて差別
化の程度が高く，この戦略の結果が期待できる優
良事例と推測される。
　2）　TOKYO X の概況
　TOKYO X は，基礎品種として北京黒豚，バー
クシャー，デュロックの三品種を交配した国産の
純血種の合成豚である。輸入豚肉との差別化を念
頭に，究極の美味しさを求め，東京都畜産試験場

（現：東京都農林水産振興財団の東京都青梅畜産セン

ター）で開発された。1997 年 7 月に，合成種とし
て日本で初めて日本種豚登録協会で新しい系統と
して認定された。
　TOKYO X は，「Safety（安全性）」「Biotics（生

命力学）」「Animal welfare（動物福祉）」「Quality（品

質）」という理念を有し，厳格な生産管理マニュ
アルの下で管理されている。このうち，「Safety

（安全性）」については，病気への感染を防ぐべく，
肥育期間は抗菌性物質を含まない指定飼料を使用
することで豚の健康状態を良好に保ち，安全なも
のを提供できるように努めている。そして，

「Biotics（生命力学）」については，収穫後に農薬

を使用せず，また遺伝子組み換えを行っていない
トウモロコシや大豆を指定飼料の原料として使用
し，本来の生命力を活かすことに努めている。つ
まり，これらの 2 つの理念の実現には，TOKYO 
X の指定飼料がその背景となっている。
　この指定飼料の配合は，NON-GMO トウモロ
コシ 6.30％，飼料米 15.00％，大麦 20.00％，マイ
ロ 37.00％，アルファルファ 2.50％，フスマ 10.00 
％，NON-GMO 大豆粕 6.00％，タンカル 1.785％，
リジン 0.06％，プレミックス 0.1％，セレン酵母
0.015％，リンカル 0.95％，食塩 0.29％となって
いる。TOKYO X の生産者は，この配合飼料を
遅くても出荷前の 3 か月間に給与することがマ
ニュアル化されている。
　飼育期間は一般豚と比較し，約 1 か月長い時間
を要する。枝肉の等級については，（株）ミートコ
ンパニオンが独自に設定した「評価基準」に従い，
格付け（1・2・3・5・6）を行なっている4）。その
中でも高い格付けにある 1・2 は，700 円/kg で
取引されている。
　2011 年から現在に至るまで，生産者数は増減す
ることなく 18 存在し，その内訳は，東京都 6，茨
城県 5，宮城県 4，埼玉県，山梨県，長野県がそ
れぞれ 1 である。生産開始当初，東京都内の生産
者だけが担っていたが，その後一部の廃業に伴い，
都内だけでは供給量を確保できないので，このよ
うに遠隔化していった。現在の生産者のうち，母
豚 100 頭以上飼育している大規模生産者は，東京
都と山梨県にそれぞれ 1 つ，そして宮城県に 2 つ
存在し，なかでも最大に位置するのが，東京養豚
農業協同組合 （以下， JA 東京養豚） である。なお， 
TOKYO X の生産者の大半は一般豚も飼育して
おり，この銘柄豚のみを飼育しているのはわずか
2 つ（11.1％）だけである。
⑶　考察の視点

　1）　考察の視点
　本研究では，課題に沿って製品差別化戦略を整
理する。それは，先述の一般的な定義と異なり，
国は競争優位を得ることを戦略の主目的としてい
るわけではなく，国内養豚分野において掲げる生



30 農村研究　第 126 号（2018）

産面の目標の達成にあるため，競争優位はあくま
でそのためのプロセスとして捉える必要があるか
らである。したがって，日本農業経営学会（2007），
大森（2002）等の先行研究に示される一般的な定
義を援用しつつも，この目的を盛り込むようにす
る。
　先述のように，2025 年度の自給率目標の実現
にあたって，国は国産豚肉において輸入品では実
現困難な品質の高い製品を投入し，差別化によっ
て現状の国産供給量を維持することを考えてい
る。そのため，生産面に着目した限定的な位置づ
けとなるうえ，供給量に関する記述が加わるが，
本研究においてこの戦略は，「品質の面で魅力あ
る差別的な商品を供給することで価格プレミアム
を発揮させ，これによって競争優位を得ることで
生産意欲を高め，ひいては供給量（出荷頭数）を
維持・拡大するための企業行動」と定義する。
　この戦略が機能しているか否かを考察するため
の指標については，上記の定義の要件に関する次
の 3 つのことを分析し，その結果をもって判断す
る。
　第 1 に，この戦略が成立するための前提として
品質が差別的となっているかである。これについ
ては，「おいしさ」に関連する各指標に関して，
自然科学分野の先行研究を活用し，それぞれの数
値が一般豚と比較して優れているかに着目するこ
とで検討する。第 2 に，この戦略の目的である供
給量の維持のために必要なプロセスあるいはモチ
ベーションとも考えられる競争優位が得られてい
るかである。先述の先行研究に示されるように，
一般的な製品差別化戦略では競争優位の確保が目
的となっている。この成果は，市場平均以上に所
得（利潤）が確保できるかが判断基準となる。た
だし，本研究では一般豚との比較を意識している
ので，この考察においても一般豚の平均的な所得
よりもメリットが得られているかに着目する。第
3 に，本稿における製品差別化戦略の目的である
供給量の維持が実現されているかである。このこ
とについては，ピーク時の供給量および当初目標
に対して現時点の供給量がどのようになっている

のかを考察する。なお，この点は一般的な差別化
戦略とは異なった分析指標だが，本稿のようなプ
ロセスで分析視点と方法を定めているものに菊地
ら（2017）があり，初めてのものではない。
　上記の指標について，一般豚との比較で品質の
差異が確認され，さらには差別化に要したコスト
を上回るような価格プレミアムが発揮され，一般
豚よりも大きな所得を得る（競争優位を得る）こと
ができた結果，出荷頭数がピークを維持あるいは，
当初目標を達成するといった成果を得ることがで
きていれば，本稿で設定した製品差別化戦略が十
分に機能としていると判断する。一方，これらの
指標のどこかに課題があった際には，その要因と
対策を検討する。
　2）　調査方法
　本研究では， 課題の解明にあたり東京都青梅畜
産センター，JA 東京養豚，株式会社ミートコン
パニオン（以下，（株）ミートコンパニオン）に調査
を実施した。以下では，それぞれの位置づけを述
べるとともに，その理由について言及する。
　東京都青梅畜産センターは，2005 年に旧東京
都畜産試験場が東京都農林水産振興財団に統合さ
れたことによってこの名称となった。同団体は，
先述のように TOKYO X を開発した。現在にお
いても原々種豚の管理を行なっている。こうした
こともあり，TOKYO X の生体に関する基本デー
タや遺伝的特性に関する基本データが多数蓄積さ
れている。本研究において第 2 の分析で不可欠な
所得を算出する際，TOKYO X は一般豚と遺伝
的特性の違いから一回の分娩による一母豚あたり
の産子数や事故率が異なるので，それらを加味す
る必要がある。それゆえ，TOKYO X の生体に
関する特徴の把握はもちろんのこと，これらの指
標に関する平均的な数値を把握するために調査を
行なった。対面でのヒアリング調査は 2016 年 9
月に行ない，また2017年10月にも電話およびメー
ルで補足調査等を行なった。
　JA 東京養豚は，TOKYO X の概況でも述べた
ように，TOKYO X の最大の生産者である。JA
東京養豚では 2009 年から TOKYO X の飼育に着
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手し，2016 年には母豚の飼育頭数は 162 頭となっ
ている。本稿で行なう第 2，第 3 の分析結果につ
いて，信憑性を得るには実際の生産者にもその結
果と同じような状況がみられるかを確認する必要
があるうえ，分析結果の背景となる実態（要因）

についても把握しなければ，本稿で掲げた課題を
解明することができない。また，戦略上の課題を
検討するには，生産段階の現状や課題への対応策
の有無も把握する必要もある。このため， 2016
年 10 月に対面でのヒアリング調査を実施すると
ともに，2017 年 10 月，12 月，2018 年 1 月にも
電話およびメールでの補足調査を行なった。
　（株）ミートコンパニオンは，食肉卸売業以外に
も食肉加工業，と畜・解体業，外食業を営んでい
る企業で，2016 年度の売上は 276 億円である。
同社は，各生産者から TOKYO X を買い取る役
割とその肉の格付けを行なう役割，川下に向けて
商品を販売する役割等を担っている。TOKYO X 
には，TOKYO X Association という組織が存在
している。この組織は，TOKYO X の川中と川
下 の 企 業 に よ っ て 構 成 さ れ， そ の 目 的 は，
TOKYO X の名声保持，消費拡大の促進のほか， 
TOKYO X 生産組合と連携をとり，互いに相乗
効果をあげることにある。（株）ミートコンパニオ
ンの役員は，同組織の会長の任務を担っており，
この団体において中心的な存在にある。本研究で
は，第 1 の分析において「おいしさ」に関連する
各指標の数値に着目するが，これらに関する科学
的根拠の存在が食肉の川中・川下段階の販売で実
際に強みとなるのかを把握することに加え，第 2
の分析で不可欠な粗収益を算出する際，平均枝肉
重量，格付け別の買い取り単価および平均単価等
を理解する必要がある。こうしたことから，（株）

ミートコンパニオンに対して 2016 年 7 月，10 月，
2017 年 5 月にヒアリングを実施した。
　なお，課題の解明に直接的に関係するものでは
ないが，本研究では（一社）日本養豚協会に対し
ても 2016 年 9 月に調査を実施した。それは，冒
頭の問題意識を有するうえで不可欠なわが国の養
豚業界の状況や銘柄豚に関する基本情報や販売動

向に関する情報を得る必要があったからである。
　構成は次の通りである。Ⅱでは，選定した事例
において製品差別化戦略が機能しているかの現状
分析を，上述の 3 つの指標の考察を通して行う。
次にⅢでは，前節で明らかになった課題への方策
を検討する。そして最後に，Ⅳでは本研究で明ら
かになったことを整理する。

Ⅱ．　製品差別化戦略の現状分析

⑴　製品は差別的となっているか　―品質の比
較―

　上述のように，製品差別化戦略の前提として品
質による差異は必要不可欠である。しかも（株）

ミートコンパニオンによると，川中・川下段階の
販売において，訴求ポイントに科学的根拠がある
ことは，商品のマーケティング上，重要な役割を
果たす5）。こうしたことから，以下では，自然科
学分野の先行研究を活用し，「おいしさ」に関す
る指標のそれぞれの数値が一般豚と比較して優れ
ているかに着目することで品質が高いか否かを考
察する。ここでは，先行研究の成果を取りまとめ
た表 1 を基に検討を行う。
　まず，味や食感に関する科学的特性について，
高崎ら（2005）によると，一般的に肉質を軟らか
くすると言われているオレイン酸の含有量は 5 
％，また筋肉内脂肪量でも約 1.31％，TOKYO X
の方がそれぞれ一般豚よりも高い。そして，含有
量が少ないほど肉質が柔らかいことを示すヒドロ
キシプロリンというコラーゲン特有の成分は，一
般豚の 0.7 倍となっており，肉質が柔らかいこと
がわかる。また，数値が低いと口溶けが良いとさ
れている脂肪融点に関して，一般豚より 2.8℃低
いことから口腔内で融解しやすいため，これも
TOKYO X の方が優る。続いて，テクスチュロ
メーターと呼ばれる食品の咀嚼特性を調べる装置
の結果によると，TOKYO X の硬さ，凝集性，
咀嚼性はそれぞれ一般豚の，0.65 倍，0.89 倍，0.6
倍と全ての値が一般豚より低い。以上の数値の比
較から，TOKYO X の方が柔らかな食感であり
咀嚼しやすいとされている。
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　次に，食味特性に関する研究成果に飯塚ら
（2006）がある。これよると，香ばしい香り，甘
い香り，うま味，脂っぽさ，ジューシー感におい
ては，それぞれ 1.02 倍，1.29 倍，1.25 倍，1.18 倍，
1.25 倍と TOKYO X の方が高い値であった。一
方で，生臭さ，豚の臭み・ケモノ臭においてはそ
れぞれ一般豚の 0.71 倍，0.55 倍と小さい値を示
した。
　以上の先行研究を整理すると，TOKYO X は
上記の科学的な観点のすべてにおいて高品質を誇
る豚である。
⑵　競争優位は得られているか　―所得の比較―

　所得の高さは，一般的な製品差別化戦略の目的
である競争優位が得られているかの指標になって
いる。これは市場平均以上が確保できるかが目安
となるが，先述のように本研究では一般豚との比
較を意識しているので，ここでは一般豚から得ら
れる平均的な所得よりも高いかを考察する。
　わが国では，養豚経営の収益性が悪化した場合

に，平均粗収益と平均生産コストの差額の 8 割を
補塡することにより，養豚経営の安定を図る目的
で豚マルキンという制度がある。この制度の運営
を行なう独立行政法人農畜産業振興機構では，わ
が国においてこれを発動するか否かの際の根拠資
料となる「養豚経営安定対策事業補塡金単価算定
基礎」（以下豚マルキンに関する資料）を四半期毎に
公表している。そのため，この資料に公表されて
いる平均粗収益，平均生産コスト，平均所得は業
界の平均的な数値と位置づけられる。ここでは，
豚マルキンに関する資料で公表されている各費目
構成を参考に，一般豚については当該の金額を，
そして TOKYO X については，JA 東京養豚，東
京都青梅畜産センター，（株）ミートコンパニオン
へ実施したヒアリング調査の結果を各費目に当て
はめて両者の 1 頭当たりの所得を比較する。ちな
みに，事例の概要でも述べたように，TOKYO X
を飼育する生産者の大半は一般豚も飼育してお
り，生産条件をほぼ同一にしているため，このよ

表 1　TOKYO X と一般豚の品質に関連する各指標の比較

TOKYO X 一般豚 値の意味 結果
出所 

（年）

オレイン酸 47.38% 42.38% 数値が高い程，肉が柔らかい
TOKYO X の方が 5 ポイント 

高い
高崎ら 

（2005 年）

筋肉内脂肪量 5.59% 4.28% 数値が高い程，肉が柔らかい
TOKYO X の方が 1.31 ポイント

高い
同上

ヒドロキシプロリン 370 μg/g 531 μg/g 数値が低い程，肉が柔らかい TOKYO X は一般豚の 0.7 倍 同上

脂肪融点 30.9℃ 33.7℃
数値が低い程，口腔内で 

融解しやすい
TOKYO X の方が 2.8℃低い 同上

硬さ 1.60 2.47 数値が低い程，肉が柔らかい TOKYO X は一般豚の 0.65 倍 同上

凝集性 0.72 0.81 数値が低い程，肉が柔らかい TOKYO X は一般豚の 0.89 倍 同上

弾力性 3.02 2.84 数値が高い程，弾力性がある TOKYO X は一般豚の 1.06 倍 同上

咀嚼性 3.37 5.62 数値が低い程，咀嚼しやすい TOKYO X は一般豚の 0.6 倍 同上

香ばしい香り 4.71 4.63 数値が高い程，香りが香ばしい TOKYO X は一般豚の 1.02 倍
飯塚ら 

（2006 年）

生臭さ 3.65 5.15 数値が低い程，生臭さが少ない TOKYO X は一般豚の 0.71 倍 同上

甘い香り 5.14 3.99 数値が高い程，甘い香りである TOKYO X は一般豚の 1.29 倍 同上

豚の臭み・ケモノ臭 3.16 5.70
数値が低い程，豚の臭み・ 

ケモノ臭が少ない
TOKYO X は一般豚の 0.55 倍 同上

うま味 5.69 4.56 数値が高い程，うま味が多い TOKYO X は一般豚の 1.25 倍 同上

脂っぽさ 5.46 4.64 数値が高い程，脂っぽい TOKYO X は一般豚の 1.18 倍 同上

ジューシー感 5.40 4.32 数値が高い程，ジューシーである TOKYO X は一般豚の 1.25 倍 同上

（出所）先行研究より作成。
（注） 先行研究では，硬さ，凝集性，弾力性，咀嚼性，香ばしい香り，生臭さ，甘い香り，豚の臭み・ケモノ臭，うま味，脂っぽさ，ジュー

シー感の 11 個の項目に関して，単位が記載されていなかったため，本稿でもそのまま扱った。
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うな考察の仕方は実態と大きく乖離していないと
思われる6）。
　豚マルキンに関する資料において，所得の算出
方法は「平均粗収益（平均枝肉単価×平均枝肉重量）

－平均生産コスト（飼料費＋飼料費以外変動費＋固

定費）＝所得」となっているが，本研究ではこれ
に一回の分娩による一母豚あたりの産子数，事故
率，出荷日齢も加味する。その理由は，一般豚と
TOKYO X ではこれらについて遺伝的な差異が
大きいため，粗収益と生産コストにも違いが出る
ので，結果として所得にも格差が生じると考えら
れるからである。
　1）　高い粗収益
　上記のように，粗収益の算出にあたって，枝肉
単価と枝肉重量が重要項目となる。このうち，枝
肉単価は価格プレミアムを把握するための指標に
もなる。そのため，このことにも着目しながら
TOKYO X と一般豚の枝肉単価を捉えていく。
なお，TOKYO X は基本的に都内で取引・販売
されるので価格プレミアムの程度については，東
京市場の一般豚の単価と比較する。
　表 2 は TOKYO X と東京市場における一般豚
の「極上」と「上」の枝肉単価の推移について，
2007 年から 2016 年の 10 年間を対象に示したも
のである。これによると，同銘柄豚の等級 1・2 は，
2010 年までは 647 円/kg であったが，2011 年か
らは 700 円/kg となっている。これは飼料費が上
昇したことによって，各生産者から（株）ミート
コンパニオンが買い取る固定価格が改定されたた
めである。ただし，この銘柄豚にも上述のように
等級（1, 2, 3, 5, 6）があり，価格改定後の平均枝肉
単価は約 650 円/kg になる。これに対して，一般
豚の「上」については7），一度も 650 円/kg を超

過したことはないものの，2014 年から 500 円/kg
以上の高値水準にある。ちなみに，最高値であっ
た 2014 年の場合，東京市場で成立した総頭数に
占める一般豚の「上」の割合は，31.6％であるが，
この年における TOKYO X の価格プレミアムの
水準は 15.2％に過ぎない。さらに「極上」と比較
すると，同表に示す 10 年間で TOKYO X の枝肉
単価がこの規格のそれを上回ったのは，2012 年
と 2014 年のわずか 2 回となっている。そのため，
TOKYO X の単価は高いものの，注目されるほ
どの価格プレミアムは生じていない。なお，マル
キンに関する資料によると，2012 年の全国の平
均枝肉単価は 391 円/kg であったが，2013 年 10
月に PED（豚流行性下痢）が生じ，飼養頭数が減
少したことを背景に，同年以降，平均枝肉単価は
400 円台後半の高値水準で推移している。
　枝肉重量も年によって変化するが，枝肉単価ほ
ど大きくなく，マルキンに関する資料をみると一
般豚で 75 kg 前後，ヒアリング調査の結果から
TOKYO X で 70 kg 前後である。これを踏まえて
粗収益を求めると，一般豚は同資料に対象期間の
枝肉単価（並，中，上，極上の平均値）が掲載され
ているので，そこから実態を把握できる。だが，
TOKYO X にはそのような資料は存在しない。
そのため，ヒアリング調査の結果を基に枝肉重量
を 70 kg に固定し，上記の平均枝肉単価 650 円を
基に粗収益を算出すると，1 頭あたりの平均粗収
益は，「枝肉単価 650 円/kg×枝肉重量 70 kg＝4
万 5,500 円」となる。2016 年における一般豚のそ
れは 3 万 8,399 円となっているので，7,101 円割
高となっている。
　2）　割高な生産コスト
　先にみたように，生産コストの産出にあたって

表 2　TOKYO X と一般豚の枝肉単価の推移
（単位：円/kg）

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

TOKYO X 647 647 647 647 700 700 700 700 700 700
一般豚 極上 744 658 684 784 1,001 601 744 641 780 910
一般豚 上 497 521 428 460 462 443 487 564 557 522

（出所）農林水産省「畜産物流通統計」より作成。
（注）上記の一般豚の数値は東京市場のものである。
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は，飼料費，飼料費以外の変動費，固定費が指標
となる。ここでは直近の 2016 年を対象に説明す
る。同年の豚マルキンに関する資料によると，一
般豚の場合，飼料費は 1 万 9,699 円，飼料費以外
の変動費は 6,215 円，固定費は 6,919 円となって
おり，これらを合計すると 1 頭当たりの生産コス
トは 3 万 2,833 円である。このうち，飼料費以外
の変動費の内訳は，敷料費 129 円，光熱水料及び
動力費 1,149 円，その他の諸材料費 56 円，獣医
師料及び医薬品費 1,891 円，生産管理費 119 円，
種付け料 116 円，もと畜費 19 円，繁殖めす豚費
511 円，種おす豚費 88 円，と畜費 2,137 円である。
そして，固定費の内訳は賃貸料及び料金 276 円，
建物費 1,339 円，自動車費 224 円，農機具費 671 円，
物件税及び公課諸負担 166 円，労働費 4,115 円，
支払利子 112 円，支払地代 16 円である。
　これらの数値を基に TOKYO X の遺伝的な差
異を加味し，同銘柄豚の生産コストを求めてみる。
この銘柄豚は一般豚より出荷日齢が 30 日分長い
ため，その分の飼料費と飼料費以外の変動費が割
高となる。このうち，飼料費に関しては，TOKYO 
X は産まれてから最初の 120 日は一般豚と同じ飼
料を使用していることから 1 万 3,133 円，そして
出荷前 90 日間に指定飼料を使用する決まりと
なっており，それが一日あたり 108 円なので，1
頭あたりの飼料費は 2 万 2,853 円となる。そして
飼料費以外の変動費についてもこれも出荷日齢が
30 日分長いので 7,251 円になる。固定費に関して
は，1 頭あたりにかかる固定費は出荷頭数により
差異が発生することから，TOKYO X における

出荷頭数を算出した上で行う。東京都青梅畜産セ
ンターおよび JA 東京養豚へのヒアリングの結
果，一般豚の一回の分娩による一母豚あたりの産
子数は 12 頭，事故率 12.6％であり，TOKYO X
の一回の分娩による一母豚 1 頭あたりの産子数は
8 頭，事故率は 21.0％であることから，前者の出
荷頭数は「12 頭－（12 頭×事故率 0.1260）≓ 10.5 頭」
となり，後者の同銘柄豚で「8 頭－（8 頭×事故率

0.210）＝6.3 頭」になる。一般豚の 1 頭当たりの
固定費が 6,919 円，母豚 1 頭の一分娩あたり出荷
数が 10.5 頭とすると，これにかかる総固定費は 7
万 2,650 円となるが，これを TOKYO X の一回
の分娩による一母豚あたりの出荷頭数 6.3 頭で除
す と，1 万 1,532 円 に な る。 上 記 の 計 算 よ り，
TOKYO X の 1 頭あたりの生産コストは，飼料
費と飼料費以外の変動費と固定費を合計すると 4
万 1,636 円となり，一般豚よりも 8,803 円割高と
なる（表 3）。
　3）  マイナスにはならないものの一般豚よりも

低い所得
　上記では 2016 年を対象に 1 頭当たりの所得を
算出するための考察を行なってきたが，その結果
は表 4 に示すように，TOKYO X の所得はマイ
ナスにはなっていないが，一般豚の方が 1,702 円
高いものとなっている。
　この試算結果および一回の分娩による一母豚あ
たりの出荷頭数を踏まえて，2013 年から 2016 年
の期間における一回の分娩による一母豚あたりの
所得の推移を表 5 から捉えると，これも TOKYO 
X の同所得はマイナスになっていないうえ，2013

表 3　所得に影響を与える各指標（2016 年）
TOKYO X 一般豚

①一分娩あたりの産子数 8 頭 12 頭
②事故率 21.00% 12.60%
③出荷日齢 210 日 180 日
④粗収益（円/頭） 4 万 5,500 3 万 8,399
⑤生産コスト（円/頭） 4 万 1,636 3 万 2,833
　　飼料費（円/頭） 2 万 2,853 1 万 9,699
　　飼料費以外の変動費（円/頭） 7,251 6,215
　　固定費（円/頭） 1 万 1,532 6,919

（出所） 農畜産業振興機構「養豚経営安定対策事業補塡金単価算定基礎」
を基に算出し作成。
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年から 2016 年にかけて 3.8 倍増加しているもの
の，一般豚も 5.2 倍増加した結果，その所得差は
3 万 4,100 円（7.1 倍）に拡大した。この実態は，
枝肉価格が硬直的なため粗収益が安定しているの
で，生産費の大きなウェイトを占める飼料費が廉
価である等の時には所得が大きくなるが，逆の場
合には低くなってしまうことが関係している。ま
た，その時々の需給を加味しない固定価格のため，
需要が高い時であっても一般豚とは異なり枝肉単
価は上昇しないので，一回の分娩による一母豚あ
たりの所得は主に生産費用の高低に大きく左右さ
れることになる。
　以上のように，TOKYO X を生産した際の所
得は，マイナスにはならないが，現時点では一般
豚よりも低いものとなっている。こうした実態は，
生産者にとってどのような意義を輸しているので
あろうか。
　4）  大規模生産者における TOKYO X の生産

の意義
　わが国では 2012 年に豚マルキンが発動された。
これは，制度の概要に示したように，マルキンに
関する資料において，一般豚の生産者の所得が赤
字であったためである。一般豚の場合，TOKYO 

X とは異なり，需給を背景に平均粗収益が大きく
変化する。ちなみに，平均粗収益は主産物価格と
副産物価額の合計によって構成されるが，この割
合の大半を占める主産物価格は，28 市場（10 中央

卸売市場 +18 指定市場）の並以上の平均枝肉単価に，
「並」以上の平均枝肉重量を乗じて得た額になる
が，2013 年～ 2016 年の期間を対象に年平均の動
向をみると，平均枝肉重量は 75 kg±1.2 kg の範
囲にあり，大きな変化はないものの，全国の平均
枝肉単価は，2013 年が 480 円/kg，2014 年が 527
円/kg，2015 年 が 484 円/kg，2016 年 が 477 円/
kg と同期間中でレンジは 50 円/kg 生じている。
ちなみに，2012 年は 391 円/kg であった。この
ような点からみると，現在は PED の影響により
供給量不足となっていることから平均枝肉単価は
高値水準となっているものの，このような疾病が
なかった場合，一般豚では大きく下落する可能性
もあり，生産者は毎年黒字かつ安定した所得を得
ることが容易ではない。
　一方， 上述のように TOKYO X の等級 1・2 の
場合，枝肉単価は 700 円/kg と一定水準で固定価
格にしているため，表 5 に示したように毎年，赤
字にならない所得を得ることができている8）。ち

表 4　TOKYO X と一般豚の一頭あたりの所得の違い（2016 年）
（単位：円）

TOKYO X（A） 一般豚（B） 差額（A－B）

①一頭あたりの粗収益 4 万 5,500 円 3 万 8,399 円 7,101 円
②一頭あたりの生産コスト 4 万 1,636 円 3 万 2,833 円 8,803 円
　　飼料費 2 万 2,853 円 1 万 9,699 円 3,154 円
　　飼料費以外の変動費 7,251 円 6,215 円 1,036 円
　　固定費 1 万 1,532 円 6,919 円 4,613 円
③一頭あたりの所得（①－②の差額） 3,864 円 5,566 円 －1,702 円

（出所） 農畜産業振興機構「養豚経営安定対策事業補塡金単価算定基礎」をもとにシミュレーション
を行い作成。

表 5　一回の分娩による一母豚あたりの所得とその差
（単位：円）

　 ① 2013 年 ② 2014 年 ③ 2015 年 ④ 2016 年 所得差（④/①）

TOKYO X（a） 6,344 1 万 4,169 1 万 8,232 2 万 4,343 3.8 倍
一般豚（b） 1 万 1,162 5 万 5,566 3 万 1,416 5 万 8,443 5.2 倍
所得差（a－b） －4,818 －4 万 1,397 －1 万 3,184 －3 万 4,100 7.1 倍

（出所） 農畜産業振興機構「養豚経営安定対策事業補塡金単価算定基礎」をもとにシミュレーションを
行い作成。

（注） 上記の表の数値は一頭あたりの所得にそれぞれの一回あたりの分娩頭数を掛け合わせて算出した
ものである。
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なみに，このメリットについては，同豚肉の運営
において重要な役割を担っている（株）ミートコ
ンパニオンおよび最大規模の生産者の JA 東京養
豚へのヒアリング調査でも確認された。したがっ
て，TOKYO X の場合，一般豚で豚マルキンが
発動するような価格下落が起きても，その影響を
受けることなく生産者は安定的な所得を得ること
できる可能性が高い。このことは，現時点におい
て一般豚よりも高い所得を得ることはできない
が，経営の安定化に資するという意義がある。
　以上のように，一般豚では所得が赤字になる年
であっても TOKYO X の場合，生産者の所得は
赤字にならず，安定的といえる。だが，2013 年
以降の今日では一般豚の枝肉単価が高値水準で推
移しているため，一回の分娩による一母豚あたり
の所得は一般豚よりも一貫して低く，しかもその
格差が埋まっていない。それゆえ，現時点におい
て競争優位は得られていない。
⑶　TOKYO Xの出荷頭数の変化

　本稿における製品差別化戦略の目的である供給
量（出荷頭数）の維持について，これが実現され
ているかについて，ピーク時の供給量および当初

の出荷頭数目標に対して，調査時に確認できた
2015 年の供給量がどのようになっているのかを
考察する。
　先述の「銘柄豚肉ハンドブック」を基に，2011
年と 2015 年の両年で共通して記載がある 316 の
銘柄豚すべてを対象に，年間出荷頭数の動向を捉
えると，増加していた銘柄豚は 19％，変化がな
かった銘柄豚は 65％，減少していた銘柄豚は
16％であった。図 1 はこのうち 5 万頭以内に位置
する 289 の銘柄豚だけを対象にその動向を示した
ものである。45 度線の上方にプロットされてい
るものは，この比較で頭数が増加しているものを
示し，下方にプロットされているのはその逆であ
る。これをみると，増加していた銘柄豚は 52 銘
柄で 18％，変化がなかった銘柄豚は 190 銘柄で
66％，減少していた銘柄豚は 47 銘柄で 16％であっ
た。TOKYO X に関しては黒い三角印で記載し
ている。これによると，2011 年に 9,500 頭と出荷
頭数のピークにあったが，2015 年には 8,900 頭に
減少していることから，同線の下方に位置してい
る。つまり，上述の通り品質面における差別化は
なされているものの，TOKYO X は，この期間中

図 1　わが国における出荷頭数 5 万頭以下の銘柄豚の出荷頭数の変化（2011 年：2015 年）
（出所）食肉通信社「銘柄豚肉ハンドブック」2012 年版，2016 年版より作成。
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に減少していた 47 銘柄の１つとなっている。ま
た，TOKYO X の当初の出荷頭数目標を （株）ミー
トコンパニオンおよび東京都青梅畜産センターに
ヒアリングしたところ，2 万頭としていたことか
ら，この数値にも達していない9）。
　この理由については，繰り返しになるが，TOKYO 
X を飼育する生産者の大半は，一般豚も飼育して
いるため，限られた使用施設，労働力等の中でど
ちらを優先して生産するかを判断するなか，一般
豚の枝肉単価に対してプレミアム価格が設定され
ていないことと関係している。JA 東京養豚への
ヒアリングでは，生産者の組織形態や理念によっ
て営利をどこまで追求するかは若干異なるが，ど
ちらから得られる所得が大きいかは 1 つの重要な
指標になっているなか，調査時において TOKYO 
X は安定的な所得を得るための位置づけにあるも
のの，プレミアム価格が設定されておらず，高い
所得を得る位置にはないため，飼養頭数は一般豚
が多くなっているとのことであった。ちなみに，
最大の生産者で協同組合組織の JA 東京養豚でさ
えも 2015 年は一般豚が 615 頭（母豚），7,132 頭（肉

養豚），TOKYO X が 173 頭（母豚），1,268 頭（肉

養豚），2016 年で一般豚が 600 頭（母豚），6,050 頭
（肉養豚），TOKYO X が 162 頭（母豚），1,020 頭（肉

養豚）と， 母豚， 肉養豚ともに一般豚が圧倒的と
なっている。
⑷　小括

　以上のように，TOKYO X は一般豚よりも品
質が高いものの，競争優位は得られていない。ま
た出荷頭数についても現時点においてピーク時お
よび当初の出荷目標を維持・達成できておらず，
本稿で定義した製品差別化戦略は十分に機能して
いないと判断される。
　この結果は，プレミアム価格とはいえない水準
で枝肉単価を固定していることが一因となってい
る。つまり，一般豚では 2013 年の PED の影響
で出荷頭数が減少し，それに伴って同年以降，平
均枝肉単価が高水準で推移する状況において，
TOKYO X ではそれほど高くない水準で固定的
な価格の下で取引されているので，所得増加のメ

リットを受けることなく，しかも大半の生産者は
一般豚と TOKYO X の両方を飼養しているなか，
一般豚の方が手間もかからず効率的なので，この
銘柄豚を選択せず，出荷頭数は維持・増加してい
ない。
　次節では，これらの内容も踏まえながら製品差
別化戦略を機能させるための方策について考察す
る。

Ⅲ．　製品差別化戦略を機能させるための方策
に関する考察

　この方策について，本研究では次の 2 つの案が
あると考えた。1 つは，TOKYO X を飼養する経
済的メリットに関する動機付けであり，一般的な
差別化戦略の目的とされる競争優位を常態的に得
ることができるようなプレミアム価格に価格設定
をすることである。TOKYO X の場合，一般豚
と明らかに品質が異なるので，差別化のために要
したコストはもちろんのこと，業界の平均的な所
得を上回るプレミアム価格を設定することが可能
と考えられる。そして，もう 1 つは，TOKYO X
は系統的に元々増頭しにくい環境にあることに加
え，遺伝的特性から産子数が少ないという増頭上
の弱点を補強するための対策である。先述の（一

社）日本養豚協会（2015）「養豚農業実態調査全国
集計結果」によると，頭数を増やした要因の第 2
位（17.3％）に，「1 頭当たりの収益性が低下した
ので収益を守るため」という項目がある。この結
果から，わが国の養豚生産者は 1 頭あたりの収益
性が低下した場合には増頭するケースがあること
を確認できる。だが，TOKYO X は系統的に 10
系統しか作られていない純血種であり，元々高
かった近交係数が大きく増頭を試みるとさらに高
くなってしまうことに加え10），遺伝的特性からも
一般豚に比較して増頭しにくいものとなってい
る。そこで，この課題を解決することで同ケース
に遭遇した際に，飼養頭数の増加を動機付けると
いう対策である。以下では，これらの具体的内容
について言及する。
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⑴　一般豚よりも高い所得を得るための価格設
定

　このことについて，我々の提案を結論から述べ
ると，TOKYO X の等級 1，2 の枝肉単価が 700
円/kg に改定された 2011 年以降において，一般
豚の「極上」の枝肉単価を上回ったのは 2012 年
と 2014 年の 2 回であるが，その価格差は前者が
99 円/kg，後者が 44 円/kg となっていたので，
2012 年のこの差額を価格プレミアムとし，前年
の極上の単価に上乗せしたものを当該年の単価と
する変動性の価格設定とするとともに，その単価
が現行の TOKYO X 等級 1，2 の枝肉単価 700 円/
kg を 99 円/kg 以上下回る場合は，700 円/kg を
下限とし，基準となる一般豚の「極上」の枝肉単
価が下落した場合でも一定程度の所得が確保でき
るように配慮するというものである。これは，「極
上」が一般豚の中でも特に肉質が良いとされるう
え，一般豚の中でもその割合はわずか 0.1％しか
存在しない希少なものであるものの11），TOKYO 
X とは異なり科学的に優位性を確認することがで
きないので，品質の高さを科学的に証明できるこ
との価値をプレミアム分として加味するという視

点にある。
　なお，2012 年は「極上」の値段が最も下落し
た年なので，一見するとその年の価格差を適用す
ることの妥当性に疑問を有するかも知れない。だ
が，表 2 で対象とした 10 年間における一般豚の

「極上」枝肉単価は，平均値で 755 円/kg，中央
値で 744 円/kg，標準偏差が 117.2 なので，提案
する TOKYO X の等級 1，2 の枝肉単価は，この
平均値の枝肉単価水準であれば 854 円/kg，中央
値の枝肉単価水準では 843 円/kg となり，近年の

「極上」の価格水準からみても現実的である。
　この方法で 2017 年における TOKYO X の等級
1，2 の枝肉単価を試算すると，2016 年の一般豚
における「極上」の枝肉単価が 910 円/kg なので，
価格プレミアム分の 99 円/kg を加えると 1,009 円
/kg となる。このような試算を 2007～2017 年の
期間で行なったものが図 2 である。これに基づく
と，「極上」の枝肉単価が前年よりも 99 円/kg 以
上上昇すると，TOKYO X の等級 1，2 の枝肉単
価は当年の「極上」のそれよりも低くなるケース
が生じるが，現行よりは所得が高くなることは当
然のこと，表 5 で対象とした 2013～2016 年を例

図 2　各枝肉価格と試算した TOKYO X 枝肉価格の推移
（出所）「平成 28 年畜産物流通統計」と（株）ミートコンパニオンへのヒアリング結果より作成。
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にすると，一般豚の一回の分娩による一母豚あた
りの所得と同じ水準を保つために必要な同期間の
値上げ額である 63 円/kg をも上回るため，この
方策は有効性も有していると考えられる12）。
　上記の価格設定を導入した際に，卸売価格と小
売価格はどの程度上昇するのかにも言及する。
2017 年現在の TOKYO X の等級 1，2 の流通価
格を（株）ミートコンパニオンにヒアリングした
ところ，卸売価格 1,312 円/kg，小売価格（ロース）

4,500 円/kg であった。この方法によって導き出
した 2017 年の枝肉単価は，1,009 円/kg であるた
め，これは 44％の値上げとなる。この値上率を
現行の卸売価格と小売価格にそれぞれに乗じる
と，卸売価格は 1,889 円/kg・小売価格（ロース）

6,480 円/kg となる。ちなみに，日本でも品質へ
の評価が高いイベリコ豚の場合，イベリコ豚通販
専門店スエヒロ家本店では，1 万 500 円/kg となっ
ていることから，試算した TOKYO X の小売価
格は現実離れしたものではない。このことが実現
できれば，一回の分娩による一母豚あたりの所得
で一般豚を上回るため，増頭にあたって一般豚で
はなく TOKYO X を選択する可能性が期待でき
る。
⑵　増頭を行うための方策

　上述の近交係数の課題を回避して増頭する方策
を導入している事例がある。それは JA 東京養豚
が行なっている二段階増殖である（図 3）。これは
原種豚から分娩した母豚の一部を仮の原種豚と位
置付けることで母豚の数を増やし，より多くの肉
用豚の分娩を可能とする仕組みである。なお，こ
の構造上，雄が 3 系統必要となるため，JA 東京
養豚では雌の原種 4 系統，雄の原種豚を 3 系統で
計 7 系統として東京都青梅畜産センターから受け
取ることで二段階増殖を可能にしている。
　ヒアリング調査の結果を基に，表 6 に示す設定
の下で通常の生産体制と二段階増殖を比較して算
出を行い，図 4 にプロットしたところ，生産開始
から 1000 日前後は通常の方が多く出荷できる。
だが，その後 1100 日頃になると二段階増殖の効
果が現れ始め，出荷頭数が伸びてくる。そして，

1500 日に達すると，二段階増殖の方が一般の生
産体制よりも約 2 倍多く出荷できるようになる。
なお，この算出は原種豚を 4 頭とした場合のため，
それを多くした場合，これよりも早い日数で増頭
に成功することも可能である13）。ただし，JA 東
京養豚では TOKYO X が前節で述べた位置づけ
にあることもあり，増頭していない現状にある。
　以上にみたように，二段階増殖は近交係数の問
題を回避しながら増頭を効率的に進めていくため
の対策となっている。しかしながら，系統の管理
が難しいため全ての生産者が行えるわけではな
い。この取り組みを行っている JA 東京養豚では，
TOKYO X を生産する都内生産者によって組織
される TOKYO X 生産組合に二段階増殖を承認
してもらうために，トレーサビリティシステムの
導入，耳標を用いたデータ管理の方法，規模拡大
するビジョンの提示を行い，評価を得ることで二
段階増殖を行うことが可能となった。こうした結
果をふまえると，今後，二段階増殖は生産頭数の
増加および新規参入者の増加を実現させるための
有益な取り組みとなると考えられるが，それには
JA 東京養豚のように系統の十分な管理体制をも
つことが必須の条件となるだろう。 

Ⅳ．　総　　　括

　本稿は，日本固有の純血種である銘柄豚を対象
に，製品差別化戦略が現状において機能している
かを一般豚と比較を行いながら明らかにすること
を目的とした。この課題の解明にあたり，本研究
では TOKYO X を事例とした。

図 3　TOKYO X の二段階増殖の交配形式
（出所）ヒアリング調査より作成。
（注） 原種とは品種本来の遺伝的特性を維持している豚。母豚とは肉用

豚の親の雌豚。肉養豚は食用として出荷される豚。
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　本稿で考察対象とする製品差別化の内容は，一
般的なその用語の定義とはやや異なることから，
先行研究に示される一般的な定義を援用しつつ
も，目的に沿って独自に定義した。この定義は，

「品質の面で魅力ある差別的な商品を供給するこ
とで価格プレミアムを発揮させ，これによって競
争優位を得ることで生産意欲を高め，ひいては供
給量（出荷頭数）を維持・拡大するための企業行動」
というものである。

　そして，この製品差別化戦略が機能しているか
否かを考察するための指標について，定義の要件
に存在する「品質」，「競争優位（所得）」，「出荷頭
数」の 3 つを取り上げ，このうち，「品質」と「所
得」については一般豚との比較を行いながら分析
することとした。またその際，一般豚との比較で
品質の差異が確認され，さらには差別化に要した
コストを上回るような価格プレミアムが発揮さ
れ，一般豚よりも大きな所得を得ることができた

表 6　TOKYO X おける二段階増殖のシミュレーション
肉用豚出荷にかかる日数の内訳

掛け合わせ ①母豚の前回の分娩終了時までの経過日数

母豚Ａ（6.2 頭）（5 回目の分娩）×雄豚 = 肉用豚（38.4 頭） 870 日
母豚Ｂ（6.2 頭）（4 回目の分娩）×雄豚 = 肉用豚（38.4 頭） 870 日
母豚Ｃ（6.2 頭）（3 回目の分娩）×雄豚 = 肉用豚（38.4 頭） 870 日
母豚Ｄ（6.2 頭）（2 回目の分娩）×雄豚 = 肉用豚（38.4 頭） 870 日
母豚Ｅ（6.2 頭）（1 回目の分娩）×雄豚 = 肉用豚（38.4 頭） 900 日（900 日で成体となり初の分娩を迎える）

二段階の母豚の生産及び雄の肉用豚出荷にかかる日数の内訳

掛け合わせ ①二段階の原種豚の前回の分娩終了時までの経過日数

原種豚（二段階）Ａ（5 回目の分娩）×雄豚 = 母豚Ⓐ 5 世代（19.2 頭）+ 雄の肉用豚（19.2 頭） 870 日
原種豚（二段階）Ｂ（4 回目の分娩）×雄豚 = 母豚Ⓑ 4 世代（19.2 頭）+ 雄の肉用豚（19.2 頭） 870 日
原種豚（二段階）Ｃ（3 回目の分娩）×雄豚 = 母豚Ⓒ 3 世代（19.2 頭）+ 雄の肉用豚（19.2 頭） 870 日
原種豚（二段階）Ｄ（2 回目の分娩）×雄豚 = 母豚Ⓓ 2 世代（19.2 頭）+ 雄の肉用豚（19.2 頭） 870 日
原種豚（二段階）Ｅ（1 回目の分娩）×雄豚 = 母豚Ⓔ 1 世代（19.2 頭）+ 雄の肉用豚（19.2 頭） 900 日（900 日で成体となり初の分娩を迎える）

（出所）JA 東京養豚へのヒアリングより試算し作成。
（注）表の上半分は図 3 における一段目に相当し，下半分は二段目に相当する。

図 4　TOKYO X の肉養豚出荷頭数の比較シミュレーション
（出所）ヒアリング調査より試算し作成。
（注） 原種豚の頭数を 4 頭とし，1 頭が分娩できる回数を 6 回，離乳頭数を 6.2 頭，妊娠期間を 114 日，成体になるまでの肥育期間を 210 日，

1 回の分娩において雄雌は半々で産まれるものとし , 分娩から次の種付けまで 30 日間のインターバルを設け試算。
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（競争優位が得られた）結果，出荷頭数がピーク時
を維持あるいは，当初目標を達成するといった成
果を得ることができていれば，本稿で設定した製
品差別化戦略が十分に機能しているとした。
　考察の結果，TOKYO X は一般豚よりも品質が
高いものの，プレミアム価格が設定されていない
ことから競争優位は得られておらず，また出荷頭
数についてもピーク時の供給量および当初の出荷
頭数目標を維持・達成できておらず，本稿で定義
した製品差別化戦略は十分に機能していなかっ
た。優良事例と予測された TOKYO X でさえもこ
のような結果となっている現状に鑑みると，わが
国の養豚分野では国のビジョンに基づいて自給率
目標を達成することは，容易ではないと考えられ
る。それゆえ，国は今後もこの方針の下で目標達
成を目指すのであれば，製品差別化戦略を機能さ
せるための具体的な方策を提示する必要がある。
　なお，事例においてこの戦略が十分に機能して
いない要因は，①一般豚では 2013 年の PED の
影響で出荷頭数が減少し，それに伴って同年以降，
平均枝肉単価が高水準で推移する状況の下，②プ
レミアム価格とはいえない水準で枝肉単価を固定
して取引しているので，所得増加のメリットを受
けることなく，③しかも大半の生産者は一般豚と
TOKYO X の両方を飼養しているなか，一般豚の
方が効率的なのでこの銘柄豚を選択せず，出荷頭

数は維持・増加していないというものであった。
　こうした結果も踏まえ，本稿では製品差別化戦
略を機能させるための方策についても検討を行
なった。その 1 つは，TOKYO X を飼養する経
済的メリットに関する動機付けであり，一般的な
差別化戦略の目的である競争優位を常態的に得る
ことができるプレミアム価格を設定するという方
策である（上記②に対応）。この具体的な内容は，
TOKYO X の等級 1，2 の枝肉単価が 700 円/kg
に改定された 2011 年以降において，一般豚の「極
上」の単価を上回り，その価格差が最も大きかっ
た 2012 年の差額 99 円/kg を価格プレミアムとし
て設定し，前年の極上の枝肉単価にその額を上乗
せしたものを当年の枝肉単価とする変動性の価格
設定とするとともに，その単価が現行の TOKYO 
X 等級 1，2 の枝肉単価 700 円/kg を 99 円/kg 以
上下回る場合はこの価格を下限とし，基準となる
一般豚の「極上」の枝肉単価が下落した場合でも
一定程度の所得が確保できるように配慮するとい
うものである。本稿では，この値上げの妥当さや
有効性について検討したところ，それぞれに大き
な問題は無いと考えられたうえ，小売価格を算出
したところ，イベリコ豚と比較しても特段高いと
は言えず，現実離れしたものではないので実施可
能と予測される。しかも，この方策を導入するこ
とによって，一回の分娩による一母豚あたりの所

（1224 日間の試算）

②前回の分娩からのインターバル ③妊娠期間 ④肥育期間 計（① + ② + ③ + ④）

30 日 114 日 210 日 1224 日
30 日 114 日 210 日 1224 日
30 日 114 日 210 日 1224 日
30 日 114 日 210 日 1224 日
0 日 114 日 210 日 1224 日

②前回の分娩からのインターバル ③妊娠期間 ④肥育期間 計（① + ② + ③ + ④）

30 日 114 日 210 日 1224 日
30 日 114 日 210 日 1224 日
30 日 114 日 210 日 1224 日
30 日 114 日 210 日 1224 日
0 日 114 日 210 日 1224 日
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得で一般豚を上回ることから，増頭にも成功する
可能性がある。
　そして，もう 1 つは，増頭上の弱点を補強する
ための対策である。養豚の生産者は 1 頭あたりの
収益性が低下した場合に増頭を行なう行動が確認
されるが，TOKYO X は系統的および遺伝的な
特性によって増頭しにくいという課題を有する。
したがって，この対策はこうしたケースに直面し
た際，これらの課題を解決することで飼養頭数の
増加を動機付けるというものである。このことに
ついて，JA 東京養豚が既に実施している二段階
増殖に着目し，その仕組みを説明するとともに，
予測される成果も検討した。原種豚を 4 頭とした
際の算出の結果，母豚の飼育期間が 1100 日頃に
なるとその効果が表れるようになることが判明し
た。これにより，同課題に対する方策の有効さが
明らかになった。
　以上の解明点は，冒頭で述べた養豚に関する国
の生産目標や自給率目標を達成するための方策と
して，一般豚以外の豚肉で製品差別化戦略をどの
ように機能させていくのかを検討するうえで有益

と考えられる。ただし，本稿では TOKYO X と
いう 1 品種の事例を深く掘り下げた段階に留まっ
ている。それゆえ，今後は複数の事例を分析する
ことで解明した事項の正しさを検証することが望
まれる。そして，こうした研究の蓄積が一定段階
に達した際には，国はそれらの結果を反映させた
明確なビジョンを打ち出す必要があろう。

付　記
　本稿は東京農業大学食料環境経済学科フードビ
ジネス研究室の 2016 年度の研究成果を取りまと
めたものである。人数が多いため全員の名前を明
記することはできないが，船場創，廣川惠里，本
田亜美，種村歩弓，藤倉茉優，上野開，金子英里
香，小平達也，瀬戸川奈緒，竹内菜都美，星野千
遼，宮路美華，宮本遥名をはじめとする室員すべ
てが本稿の作成に関与している。
　また，本研究では，東京都青梅畜産センター，
東京養豚農業協同組合，株式会社ミートコンパニ
オン，一般社団法人日本養豚協会の方々に多大な
ご支援とご協力を賜った。心より感謝申し上げる。

　　注

1）　国内の一般豚の交配様式は，LWD（ランドレー
ス・大ヨークシャー・デュロック）である。TOKYO 
X Association のホームページによると，一般豚の
交配様式 LWD は，ランドレース（L）雌に大ヨー
クシャー（W）の雄を交配させて生産された LW
の雌にデュロック（D）の雄を掛け合わせ，ランド
レースが 1/4，大ヨークが 1/4，デュロックが 1/2
の割合で受け継がれた豚と考えられている。

2）　日本政策金融公庫（2009）「牛肉・豚肉のブラン
ド化への取り組みとその評価」に「あぐ～豚」と記
載されていたため，それに準じて本稿でもそのよう
に記載した。なお，この表記は銘柄を登録した際の
ものであると考えられる。

3）　本稿では食肉通信社「銘柄豚肉ハンドブック」に
記載があるものだけを銘柄豚としている。

4）　TOKYO X の等級に 4 は存在しない。
5）　このことは，国の事業から確認される。平成 25

年度～29 年度にかけて独立行政法人農畜産業振興
機構によって実施されている「国産食肉等新需要創

出緊急対策事業」では，対象とする食肉の訴求ポイ
ントに関する科学的検証が事業内容の一部に含まれ
ており，この点からも新需要を緊急的に創出するう
えでもこの点が重要であることがうかがえる。

6）　18の生産者すべてに対して調査を行ない，TOKYO 
X を生産している分だけの平均所得を算出し，この
経営状況の検証をすることが望ましいが，調査でき
なかった。

7）　一般豚における格付けは「極上」「上」「中」「並」
の 4 つに分かれている。公益社団法人日本食肉格付
協会が公開している豚枝肉取引規格によると，重量
及び背脂肪の厚さの範囲でそれを決定している。半
丸ベースで「極上」の場合，重量は 38.0 kg 以上～
42.0 kg 以下，背脂肪は 1.5 cm 以上～2.1 cm 以下と
されており，「上」は 35.5 kg 以上～43.0 kg 以下，
背脂肪は 1.3 cm 以上～2.4 cm 以下とされている。

8）　2012 年においても固定価格を維持することがで
きたのは，TOKYO X の理念や品質が異なること
を科学的検証の成果も用いながら消費者や実需者に
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PR ができており，熱心なユーザーを確保している
からと考えられる。この活動は川中と川下の主たる
取扱業者が会員となっている TOKYO X-Association
が担っている。この組織では毎月会費を徴収してお
り，それを原資に毎月複数回プロモーション活動が
行なわれている。なお，JA 東京養豚には 2018 年 1
月に表 5 の内容に関する聞き取りも行なった。

9）　 （株）ミートコンパニオンによると，TOKYO X
の取り組み当初は，出荷頭数目標を 2 万頭としてい
たが，近年においては，まずは 1 万頭を目指してい
るとのことであった。ちなみに，増頭にあたっては，
飼養する施設や設備の問題等も関係することが予想
される。しかし，母豚 100 頭以上を飼養する東京養
豚農業協同組合では，一般豚の子豚と TOKYO X
の子豚を入れ替え，一般豚の子豚に TOKYO X の
乳を吸わせることで，乳房を刺激し泌乳量を多くす
る工夫が行われており，同一の生産環境の下で両方
の豚を飼養している実態が存在していた。このため，
これらのことが増頭にどこまで大きく関与するかは
不明であるため，本研究では考察を行なっていない。
なお，この工夫は TOKYO X の母豚の泌乳量は一
般豚と比べると少量であり，十分な授乳ができない
という問題を解消するためのものである。 

10）　この事例では，F1～F4 のどこかの段階で祖先が
被る可能性が高く，母豚を作るときに近交係数がよ
り高くなりやすい。ちなみに，近交係数とは，個体
の対立遺伝子がともに共通祖先の同一遺伝子に由来
する確率をいい，近親での交配を行う場合，子に両
親のもつ共通の劣性遺伝子が伝わり，肉質の低下や
先天的な病気・障害がみられる可能性が高くなる。
なお，系統数については東京都青梅畜産センターへ
のヒアリング調査より把握した。

11）　TOKYO X の 2015 年における出荷頭数は，8,900

頭，そのうち等級 1，2 の割合は 90％であることか
ら 8,010 頭である。これに対して一般豚における極
上の頭数は，統計資料が存在しないため推察するし
かない。ここでは，市場経由率，極上の割合を用い
て算出するが，出荷頭数は農林水産省「畜産物流通
統計」，市場経由率は農林水産省「卸売市場データ
集」，極上の割合は日本食肉格付協会「豚枝肉格付
結果」を用いた。ただし，ここでは便宜的に出荷頭
数のすべてを一般豚として算出する。ちなみに，
2016 年のそれぞれの数値は，出荷頭数 1,620 万 2,855
頭，市場経由率 6.9％，極上の割合 0.1％であった。
全体の出荷頭数は，出荷頭数 1,620 万 2,855 頭×市
場経由率 6.9％≒111 万 7,996 頭である。そのうち極
上の頭数は，0.1％なので 1,118 頭となる。 

12）　ちなみに，一般豚の一回の分娩による一母豚あた
りの所得と同じ水準を得るために必要な値上げ額

（円/kg）は，所得差 /（一回の分娩による一母豚あ
たりの出荷頭数 6.3 頭×枝肉重量 70 kg）で算出で
きるが，この値は 2013 年で約 22 円/kg，2014 年で
108 円/kg，2015 年で約 41 円/kg，2016 年で 79 円/
kg であり，これらを平均すると 63 円/kg となる。
なお，有効性という視点に立つと，より高い単価に
設定すると所得面で効果は現れる。そのため，例外
的な数値となっている 2011 年，2016 年の「極上」
の枝肉単価を基準に一定額を上乗せする案も想定さ
れる。だが，そのようにすると常に価格が高すぎて，
末端で商品を円滑に販売できない可能性が生じ，当
初の生産目標を達成できない恐れがある。このため，
本研究では上記の案を検討した。

13）　この算出の結果については，JA 東京養豚にもデー
タを確認して貰っており，大きな齟齬は無いとのコ
メントを得た。
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Effectiveness of a Pork Product Differentiation Strategy Characterized  
by Mating Style : A Case Study of TOKYO X

Yuki IKAWA (Tokyo University of Agriculture) 
Masaya KIKUCHI (Tokyo University of Agriculture) 

Yuji OURA (Tokyo University of Agriculture) 
Kentaro SUDA (Tokyo University of Agriculture) 
Kodai KIMURA (Tokyo University of Agriculture)

　　The aim of the present study was to examine the effectiveness of a pork product differentiation strategy 
based on mating style. As a case study, we targeted TOKYO X pigs, which are considered to be an excellent 
example, and carried out a comparison with general domestic pigs regarding quality, profit, and production 
head count. As a result, TOKYO X pigs were found to have superior quality, but not better profit per farrow 
after 2013, and a decreased head count for shipment. Therefore, the product differentiation strategy was not 
successful in regard to all present indicators. Based on this result, policies that can help functionalize this 
strategy are needed.

Key words :  pork, product differentiation, mating style
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