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《論文》

小売主導により進むイタリアの有機農産物マーケットの特徴
ーオープン・マーケットが有機農業の成長に与える影響一

李哉法＊・岩元泉＊＊・豊智行＊＊

Characteristics of the Organic Produce Market under Retailer Leadership in Italy: 

Impacts on Open Market System to Organic Farming Growth 

LEE, Jaehyeon・IWAMOTO, Izumi・YUTAKA, Tomoyuki 

Kagoshima University 

Abstract: 

This study clarified that organic produce market expansion through retailer leadership has 

contributed to the growth of organic farming in Italy. In addition to confirming this through statistical 

data analysis, case studies were undertaken with three retail stores selling organic foods and a 

producer organization producing fruits and vegetables. The case studies identified the following three 

factors. First. the Italian organic produce market is growing steadily due to increasing consumption. 

Second, the organic produce market in Italy, as a market share of hypermarkets and supermarkets. is 

overwhelmingly high. Third, organic market growth led by the retail side stimulates agricultural 

producers to switch to organic farming. 

〔Keyword到 Italianorganic market, retailer leadership, organic farming growth 

I 研究の視点と課題

1 問題所在

日本では、有機農業の促進を図るべく、「有機

農業の推進に関する法律 (2006年法律第112号）」

が制定されてから 5年が経過した。この間、認証

制度の整備のほか多様な支援が行われたものの、

有機認証面積のシェア (0.2%)いに象徴されるよ

うに、未だ有機農業への取組みは足踏み状態にあ

るといってよい。本研究においては、有機農業の

活性化を図るに当たっては、認証制度の整備や政

府の支援もさることながら、消費者が有機農産物

に容易にアクセスできる流通環境が必要であると

考えている。クローズド・マーケットのままで

は、自ら有機農産物に積極的にアクセスする特定

のユーザーに消費者が限定されがちであるため

に、需要拡大に制約を受けるからである 2)。この

ように有機農産物へのアクセスの容易さに注目す

れば、イタリアの有機農業の動向が興味深い 3)0

イタリアは、 EU-27の中で最大の有機認証面積

を誇る。イタリア国内における有機農産物の販売

チャネルに関しては、量販店や大型スーパーマー

ケットの有するシェアが圧倒的に高いことから、

日本のクローズド・マーケットに対する意味にお

いて、オープン・マーケットが展開していること

が大きな特徴といえる。そのほかにも、イタリア

の有機農業は、スローフード運動やアグリ・ツー

リズモとともに成長してきたことも特徴として認

識している([4 J)。ただし、本研究においては、
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マーケットに展開する有機農産物および食品に焦

点を絞っているために、それに関する記述を割愛

せざるを得ないことを予め述べておきたい。

2 基本的認識と研究課題

本研究は、量販店・スーパーマーケットの売場4)

に陳列される有機農産物が、消費者の有機農産物

へのアクセスを容易にし、それが有機農産物の需

要拡大をもたらす中で、生産者の有機農業への取

り組みを刺激しているという、ある種のメカニズ

ムが働いているのではないかという認識を持って

いる([5] p.4)。こうした基本認識が正しいか

否かを実証すべく、次の三つの課題を設けた上

で、現地調査を実施した。一つ目は、イタリアに

おける有機農産物および食品の流通システムが、

有機農産物の需要拡大をもたらし、それが生産者

の有機農業への取組みを促しているという実態を

捉えることである。二つ目は、有機農産物の販売

チャネルを網羅的に把握し、チャネルごとの売場

戦略を確認することである。三つ目は、小売主導

型の流通システムに対応する産地出荷組織の生産

および出荷システムづくりの実態と課題を整理す

ることである。

3 調査事例について

調査先は二つのカテゴリに大別できる。一つ目

は、有機農産物を取扱っている販売店である。有

機商品のPBを展開する大型量販店としてコー

プ・ロンバルデイア (CoopLombardia)、有機農

産物および食品の専門小売店としてセントロ・ボ

タニコ (CENTROBOTANICO)、ナチュラシ

(NaturaSi) を各々選んだ。二つ目は、有機農産

物とりわけ青果物を出荷している大規模出荷組織

であるが、青果部門においてイタリア最大の生産

者組織 (PO; Producer's Organization) である

アポフルーツ (APOFRUIT)がそれである 5)。

このような調査により、小売が主導する有機農産

物のマーケットの実態を確認すると同時に、慣行

農業から有機農業へと移行する大規模出荷組織の

姿を捉えることができた。

II イタリアにおける有機農業の動向

1 イタリアにおける有機農業の拡大

現在 (2010年）、イタリアの有機認証面積は111

万3,742haであり、有機認証を有する生産者数は

43,357人である（図 1)。イタリアの有する有機

認証面積はEU-27の加盟国の中では最も大きく、

EU-27 (901万6,097ha) における面積シェアは

12.4%である叫

EUにおいて有機農産物の認証やラベルの管理

に関する制度（理事会規則2092/1992)'i)が整備

されて以降、イタリアの認証面積の拡大は急速に

進んだ。当初 (1993年）に 7万674haからスター

トした有機認証面積は、ピーク (123万7,640ha、

2001年）に達するまで、平均して前年対比55.8%

の拡大を示しつつ、 10年足らずで100万haを超え

る勢いであった。ところが、 2001年以降は、これ

までの拡大から減少に転じ、 2003年までの 3年間

に認証面積が28万3,279haが縮小した。この時期

の減少は、 EUのCAP改革 (2000年）による有機

農業への支援の縮小が影響しているという 8)。

イタリアの有機面積を品目カテゴリ別に内訳を

示した（図 1)。穀物の面積シェア (17.5%)ととも

区分 [M言汀シェア（％）
合計 1.113,742 100.0 

飼科作物 197.774 17.8 

穀物 194,974 17.5 

放牧地 189,864 17.0 

オリープ 140,748 12.6 

牧草地 98,698 8.9 

その他永年作物 52,299 4.7 

葡萄 52,273 4.7 

休耕地 43,904 3.9 

野菜 27.920 2.5 

ナッツ類 27.488 2.5 

200,000 10,1100 豆類 25,619 2.3 

柑橘類 23,424 2.1 

絵゚輯嶼囀磯綽駅
果実 22.196 2.0 

加工用作物 14,864 1.3 

根菜類 1.696 0.2 

図1 イタリアの有機認証面積の推移(1993-2010)
とその内訳(2010)

資料： l'Agricoltura Biologica in cifre, SINAB 2010(su dati 
forniti dal MiP AAF e dagli OdC relativi alla fine 
de! 2009) 

注： 1)加工業者や流通業者が含まれている。
2)転換期の面積が含まれている。
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図2 有機農産物の購入動向

資料：文献[8 J各年度より。
注：値は前年対比増減率である。

に飼料作物、放牧地、牧草地の面積シェア (43.7

％）が比較的に高いことが分かる。このように穀

物や飼料など土地利用型作物が認証面積の多くを

占めている点は、 EU諸国の中では、いずれの国

とも共通している。そうした中で、イタリアのカ

テゴリ別の面積シェアにおいて一際目立つのが青

果物の認証面積である。生鮮野菜や果実の面積シ

ェアは23.9%(26万6,56lha)9lであるが、この面

積および面積シェアはEU-27の中で最も大きい。

一方、 2004年以降は再び認証面積の拡大が見ら

れた。 CAP改革による新たな有機農業への支援

が認証取得へのインセンティブとなったことは言

うまでもないが、それ以上にイタリア国内におけ

る有機農産物の需要拡大が大きく作用した。図 2

には、イタリアにおける有機農産物および食品の

購入動向を示した10)。これによれば、 2005年以降

において有機農産物の購入を前年より減らした年

度はなく、購入額を増やしていることが分かる。

また、その購入額の増加率はPDO(原産地呼称

保護） /PGI (地理的表示保護）などの地理的表

示制度の認証11) を受けている商品を上回ってい

るほか、 2008年を除けば農産物全体の購入額減少

に影響を受けずに有機食品のみが消費を伸ばして

いることがみてとれる12)。

2 有機食品のマーケットの現況

(1) 有機農産物マーケットの市場規模

EUの有機農業統計によれば、イタリアの有機

三
二
脊
立
[
:
;
〗

資

販
売
チ
ャ
ネ
ル
別

品
目
別

農産物のマーケット規模は、国内市場が約15億

€、輸出額が 9 億2,500万€と集計されている

([ll] p.4)。これを合わせれば、国内の生産額が

おおよそ25億弱€であるという推測が成り立つ。

一方、イタリアのカントリレポート ([12]

p.ll2-ll8)には、国内マーケットにおける小売形

態別の販売額を推計しているが、量販店を含むス

ーパーマーケットが 4 億€、有機専門店のシェア

が約 6 億€、学校の給食や食堂が 2 億5,000万€、

生産者自らの販売額が 2 億5,000万€である 13) 。

(2) 有機食品の購入場所

表 lは、パッケージ商品のみに限定した上で、

有機食品の購入場所および品目別の購入額を示し

たものである。購買額ベースの市場規模 (2006年）

は、約 3億1,170万€と推計している 14) 。

まず、有機食品の購入場所別の購入額シェアに
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表2 有機商品の販売店間の価格比較
・ヽ

レンズoJ. オレンジ
ク 9キ スバゲッティ エキストラ あんず フレッシュ カット

(€/500g) I (€/kg) I攣 :;mI (芯ぶ；)I , と~ ~ I c~Jk~l I c~'.; ii I 了ぷ―ii知 1'~ 二戸：1: 云詞:,□I□; :: こ:-・・乙；9月,1... ・-・-・・・・・-・ 竺 L........... _ .. , 翌L・-・-・・・」国 ""' Sffl 

小・,t企累

L'origine II Podere F.Sul Cicio Cansiglio Ecor 
46.24 

れ
始

gft"Un専
門
店 ,t~〗！トクt:·:·:::t~']ぞ：1~;:d 予i勺::Iロニtl:~I;d恥□□~:I:~~~::: 

名ドンラプ
'‘‘,＇’’ 

1.0,1.~J.. ................ 1, 翌1................. -9: 毀1................ 1.~,5.~」 ······················2,9.9.J................. ―烈祖
K, 

Ecor 
Agrinatura Berchtensgardener I 35.62 

11,,,: 三；~~~~〗□~~ □三：゚::
． プランド名 Ecor tarocco Ecor 

資料：℃ORRIERE DELLA SERA MILANO Lombardia' 誌の2012年2月23日の11面の記事 (Comprarebiologico? Si 
spende ii doppio) より。

注： CENTRO BOT ANICO、NATURASI、IPERCOOPBONOLAは、いずれもインタビューによる店頭調査が行わ
れた販売店である。

注目すれば、量販店やスーパーマーケットが各々

41.5%、49.6%を占めている。このように、パッ

ケージ商品のみに限定すれば、両者の購入額ベー

スのマーケットシェアが90%を超えていること

が、イタリアの有機食品のマーケットが小売主導

のオープン・マーケットとして展開していると考

える根拠となっていることを特記しておきたい。

(3) 品目別

イタリアでは有機食品を17個の製品カテゴリに

区分している（表 1)。ミルク及び乳製品の購入

額シェア (20.5%)が最も高く、その次に生鮮青

果物および青果加工品、菓子類、ソフト飲料、卵

および卵製品、砂糖および茶類、オイル類、米お

よびパスタの順に高い。これに対して、食肉およ

び肉製品の購入額シェアは 1%程度と小さい。加

工品については、ベビーフードやアイスクリーム

という多様なカテゴリ分けが行われている。

皿 有機農産物の販売店の類型と特徴

1 販売チャネルの類型とチャネル別特徴

(1) 価格

表2には、有機食品の販売店を有機食品専門店

と量販店に区分している。まず、主要な 8品目の

合計額においては、販売店ごとに序列が明確にな

っているが、量販店の価格が有機専門小売店のそ

れを大きく下回っていることが見て取れる。

売場店頭価格は、品目によって、販売店によっ

てばらつきが見られるものの、総じて最も高い価

格を付しているセントロ・ボタニコと、最も安値

となっているコープロンバルデイアボノラ

(Bonola) 店を比較すると、多くの品目において

2倍弱の価格差が認められる。

(2) プランド

一方、表2には、各々の製品のブランドが示さ

れている。有機専門店については、ナチュラシを

除けば、幾つか共通の納入業者を有している中

で、当該業者のブランド名がそのまま表示されて

いることが分かる。

これに対して、量販店側は、オレンジ、菓子

類、ミルクなど一部の品目を除けば、軒並みプラ

イベートブランド（以下、 PBとする）が店頭に

並んでいることが大きな特徴である。さらに、ナ

チュラシは、有機専門店の中では唯一PBを展開

する販売店である。また、ナチュラシをはじめ多

くの販売店では、エコール (ECOR) というプラ

ンドを販売しているが、これは、ナチュラシが傘

下におく有機食品の卸売業者である（後述）。
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表3 量販店における有機商品のPBリスト

企業名 I PB 

．．．―- 翌；~塁翌-----------1 霊贔雰贔炉-"~-~~------
CONAD CON AD Biologico 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
COOP vivi Verde 量販店 I …………•も臥i――........... -1-c涵r·i31~―.. ……・・・・・・・・ 

有機専門

小売店

DESP AR Bio Logico -----------------------------------1------------------------------
ESSELUNGA ESSELUNGA BIO 

GRUPPO STANDA-BILLA Si! Naturalmente! 
----------------------------------―!------------------------------・ SELEX bio SELEX 

NATURASJ' NATURASI' 

資料： BioBank (http:/ /www.biobank.it) 

注： BioBankは、有機農業に関する民間データバンク
である。

このような、販売チャネル間の価格差やブラン

ド展開の違いからは、チャネル間競争が繰り広げ

られている中で、量販店に関しては低価販売戦略

に基づいたPB製品の開発・販売が盛んであるこ

とが考えられる。ちなみに、表3には、イタリア

の大手量販店のうち、 PBを展開している10の企

業とともに各企業のPB名を網羅している。

以下では、セントロ・ボタニカ、ナチュラシ、

コープ・ロンバルデイアの店頭調査の結果に基づ

いて、各々販売チャネルの概要と特徴について述

べる。

2 売場における販売実態と販売戦略

(1) 有機専門小売店

①セントロ・ボタニコ (Centro Botamco) 

セントロ・ボタニコは2000年に、 43人の出資者

により設立した有機食品の専門小売店である。出

資者のうち35人が有機生産者である。ミラノ市内

に3店舗を展開しているほか、スペインにも 1店

舗を出店している。インタビューが行われた店舗

（以下、 A店とする）は、その中でも、繁華街に

立地しており最も売上の高い本店に該当する営業

店であった。現在、ローマ（国内）に 1店舗、ス

イスに 3店舗の開店準備を進めているという。

A店には10,000種類の商品が棚に陳列されてい

るが、カテゴリとしては前掲表 1の製品カテゴリ

に沿った棚割りがなされている。なお、店内の一

角にはレストランが併設されているのが大きな特

徴である。また、店内の陳列商品の価格は、表2

に示した通りに、他店の同種の商品より高値が付

されている。

A店舗の年間売上は、約500万€であり、総売

上利益率は45%である。なお、売上成長率は設立

以来、年率15%もの成長を記録しているという。

来客数はレジカウント（レシートベース）で約600

人/1日であり、購入しなかった顧客数まで含め

れば1,000人弱が毎日店を訪れることになる。

インタビューの中で、量販店などの低価格PB

展開を例に上げ、大型店舗との競争を意識した販

売戦略を代表に尋ねた。回答を要約すれば、一つ

に有機食品は売ることが目的ではなく、作ること

が大事である。二つに、価格競争は難しいかも知

れないが、品質や品揃えの面では大型店舗は有機

専門店に太刀打ちできない。三つに、情報誌によ

る会員確保や木目細かい対面サービスを販売戦略

の中心に据えているということであった。要する

に、価格競争には応じずに、「ホンモノ」指向の

品質競争、対面サービス、メンバーシップ等によ

る顧客管理を販売戦略として掲げているというこ

とである。

②ナチュラシ (NaturaSi)

ナチュラシは、イタリア国内に51店舗を展開す

る、国内最大のチェーン型有機専門店である。フ

ランチャイズ方式と直営方式を併用した店舗拡大

がなされており、 51店舗のうち、 16店舗が直営、

残りがフランチャイズ店である。ちなみに、ミラ

ノ市内には 8店舗を出店しているが、店長とのイ

ンタビューが行われた店舗（以下、 B店とする）

は、直営店であり、売場面積 (267rrl) では中規

模店舗であるが、売上規模 (360万€／年）では大

規模店舗に該当する。客数は、レジカウント（レ

シートベース）で約650-670人/1日であり、 1

日の売上は約 1 万€である。

B店では特定日 (2月25日、土）の売上計画表

が入手できた（表4)。当日の販売計画では、目標

売上は19,521€になっており、週末を勘案して高

めに設定されているという。また、製品ラインを、

11個のカテゴリに区分していることが分かる。カ

テゴリ別の売上寄与率を見ると、加工食品 (45.3

％）、青果物を除く生鮮食品 (24.7%)、生鮮青果

物 (10.7%)からなる食品が売上の80.7%を占め

ている。また、売上総利益率は、何れのカテゴリ

においても軒並み30%を超えている。このような
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表4 ナチュラシB店の販売計画 (2月25日、土）
購入額：

i販売額i% 
！マージン！マージン： ！属整済み i販売i減耗額；

(€) ： ： ！ 額(€) i串(%) ' 'マージン：マージン
虹合計

合計 11.935.73; 17,779.65! 100.00! 5,843.9月 32.87! 19.18! 5,824.14! 32.76 19,521.13 

雑貨 83.30! 134妬 0.76! 51.67! 38路i OOO! 51.67! 38湖 140.45 
--・・-・-----・-・--・-------・・・・・・-・・・------・・・・・・・-・-------・・-・・・・・・・-------------

飲料 72334 i 1.041.92! 5.86! 318.58! 3058j 0.00! 318.58! 30.58 1茄5.80
・------・・ ・・-----・-・・・・・・・・------・---・・・・・---------・・・・・・-------・-----・-・・・----
ホームケアー 221.14! 344.51! 1.94! 123垢 35.Slj 0.00! 123:&! 35.81 416.86 
ーー・・・・-------・・・・・-・・---・---・・-・・-・-----・---・・・・ ・------・----・-・・・・・・・---------
パーソナルケ7- 929.58! 1.619糾 9.11! 689.90! 42601 0.00! 689.90! 42.60 1.912.02 
・・・------・------・-----・・・・・・・---・-------・・・・・----------・・・・・---・---------・・・・・ 
加工食品 5,467.12! 8,061.44! 45.34! 2,594.32! 32.18! 2.93! 2.591.39! 32.15 8,727.75 
・--・・・・・-------・・・・・・---・------・・-・・----・------・・・・・----・-------・-・--・・・-------
冷凍食品 140.96! 199.65! 1.12! 58.69j 29.40j 。.OO! 58.69! 29.40 215.86 -·-------··-----·------·,-··----•·------ -------・-・・・・・-・----------
生鮮食品" 3,037.89! 4.3'!1.32; 24.73! 1.359.43! 30.91! 16.85! 1,342.58! 30.53 4,179.17 
・----・-- -------・・・・・-・-・-------・ -・-・・・-・------- --·····•·------·----· ● ● ● ● ● ● ---・  

青果物 1町4.57!1,904.52! 10.71! 62995! 33.08! 0.00! 629.95! 氾08 1,985加
・・-------・・・・・・・・------・・-・・・・・・・------・---・・・・・・------・---・・・・・・・・-----------

ペット用品 1326! 17.67! 0.10! 4.41! 24.96! 0.00! 4.41! 24.96 21.38 

その他 20.1月 33.31! 0.19! 13.17! 39.54! 0.00! 13.17! 39.54 36.47 
・-・・・-・------・・・ ・---・・-・-----・・・・・・・・--・-------・・・・・・-・・-------・・-・・・・・ ・------
サービス 24.44! 24.86! 0.14! o.42! 1.69! o.oo! o.42! 1.69 30.08 

資料： B営業店の業務資料より (2月25日に行われた翌

週の発注である）。
注： 1)青果物を除く生鮮食品である。

日別の売上および利益計画が可能となる背景に

は、独自に構築しているサプライチェーンがある。

ナチュラシは、有機食品の大半をエコール

(Ecor) という有機専門の卸売業者から仕入れて

いる。ところで、このエコールは2009年にナチュ

ラシが合併した子会社である 15)。ナチュラシがエ

コールを傘下においた理由は、産地開発、仕入れ、

納品、陳列という、販売までの一連のプロセスを

統合するためであった。そしてその統合の背景に

は、大型量販店などとの競争を強いられる中で、

サプライチェーンの効率化を図る必要があったか

らである。現在は、エコールの集荷力や物流機能

を活用し、前日発注・翌日陳列を可能とするシス

テムを構築している。また、販売戦略に関しては、

全店舗の棚割りや品揃えを本部が管理している。

(2) 量販店

コープ・ロンバルデイアは、 1984年に複数のコ

ープを統合して設立した大規模生協組織である。

同コープは、約87万人 (2010年）の会員を擁して

おり、会員からの出資額は927万3,111€、取扱高

9 億4,867万€を誇る、イタリア屈指の生協組織で

ある。ロンバルデイア州に量販店やスーパーマー

ケットを展開しているが、前者が10店舗、後者が

39店舗である。ちなみに、インタビューが行われ

た店舗（以下、 C店とする）は、ミラノ市のボノ

ラ店であり、量販店に該当する。

C店の売上 (2011年度）は、 5,800万€である。

このうちに、 4,500万€が食品の売上であるほか、

青果物の売上は売上合計の約10%を占める。ま

た、青果物売上に占める有機商品の売上シェアは

20-30%程度であるという。

コープ・ロンバルデイアは、前掲表3に示した

ように、ビビ・ベルデ (ViViVerde)という有機

およびエコ関連商品のみを取り扱うPBを展開し

ている。ビビ・ベルデは、 2004年より店頭販売を

開始した。それまでは、生協独自のPBにエコロジ

コ (Ecologico) とビオロジコ (Biologico) の二

種類があった。前者はリサイクル製品に付するエ

コラベルをもつ製品であり、後者は有機認証ラベ

ルをもつ製品である。この両者を統合して新たに

誕生した生協のPBがビビ・ベルデである。その

統合の理由は、近年の環境や安全意識の高まりに

よるエコ商品や有機食品の潜在的需要が拡大する

中で、「より分かりやすく」かつ「他社のPBと区

別できる」、「インパクトのある」ブランド要素が

必要であったからである。また、店内の売場スペ

ースに分散している当該ブランドを一つのブラン

ド要素、一つの販売コーナーに統合する方が、消

費者がアクセスし易いという理由もあったという。

ビビ・ベルデは約500の商品アイテムがある中

で、有機食品のアイテムは339である。 C店の同

PBの売上 (2011年）は、 13万2,809€であったが、

店舗全体ではPB以外の有機商品も販売されてい

ることから、これが有機関連商品の一部であるこ

とに注意が必要である。なお、このPBの売上は、

まだ少ないものの、売上成長率はすでに店舗全体

のそれを大きく上回っているという。

表 5は、ビビベルデの売上を有機食品に限定

し、品目別に示したものである。生鮮果実や果実

調製品の売上シェアが11.0%として最も高く、そ

の次に菓子類 (10.6%)、穀物 (9.8%)、チーズ

(8.2%)、果実ジュース (7.4%)、生鮮青果物 (7.1

％）の順に高い。カテゴリ別に見れば、加工食品

を含む果実や野菜の売上シェアは約40%となって

おり、青果部門の売上寄与率が極めて高いことが

注目に値する。

コープ・ロンバルデイアが有する有機青果物の

サプライチェーンの最大の特徴は、仕入れ元を大

規模生産者組織（出荷組合）に限定しているとい

う点である。納品をめぐっては予め等階級を定め

たパッケージ商品を産地の小分け包装センターが

製造し、それをコープの物流センターに納入する

ことが基本となっている。そのため、選果および
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小分け包装ラインを備えていない生産者もしくは

生産者グループが取引先となることは困難であ

る。また、有機専門店より相対的に安い店頭価格

に対応しうるためには、スケールメリットすなわ

ち大規模出荷ロットを有し、かつ複数品目による

品揃えが可能であることが取引パートナーとして

欠かせない条件となる。

(3) その他

本研究の中で、事例として取り上げることはで

きないが、イタリアにおいては、有機食品の多様

な販売チャネルが形成されつつあることも事実で

ある。バイオバンク (BioBank)がカウントして

いる、有機食品を販売する場所もしくは方法とし

ては、生産者自らの宅配販売、小規模の市場、消

費者グループとの提携販売などがある。また料理

として提供しているレストランもあり、有機食材

専門レストラン、学校の食堂、グリーンツーリズ

ムの一環として運営している農村レストランがこ

れに該当する。これら一般小売店以外の販売形態

については、その施設や事業者数の増加が著し

く、今後においても拡大が見込まれているという

（表6)。

JV 大規模出荷組織の取組みとその販売戦略

ーアポフルーツ (APOFruit)を事例として一

1 アポフルーツの概要

アポフルーツ・イタリア (APOFruitItalia)は、

EUの認可 (1997年）を受けた、青果部門の生産

者組織である。 4,000人強の構成員を擁し、年間19

万5,000万 tの果実・野菜を出荷している。 2011年

の総売上は 2 億4,000万€である。このような構成

員数、売上規模は、イタリアに展開する生産者組

織の中で最大の事業規模を誇る。主要な果実・野

莱を売上シェアで示すと、桃・ネクタリアン (30

％）、キウィ (13%)、梨 (9%)、馬鈴薯 (6%)、

林檎 (5%)、プラム (4%)、玉葱 (3%)、ア

ンズ (2%)、クレメンティン (2%)、メロン

(1 %)、チェリー (1%)、柿 (1%)、生鮮葡萄

(1 %)、野菜類 (3%)、缶詰その他果実調製品

(17%)である。

生産者組織としてアポフルーツの有する最大の

表5 ビビ・ベルデの品目別売上 (C店、 2011)

カテゴリ I 幻(€) I % 

菓＋類 l::::::::::::t~は!::::::::::::::悶
ベピーフード 2,619 2.0 -----------------------------------------------------------

茶類 367 0.3 

セモリーナ・パスタ 6,063 4.6 
穀物 ＿＿＿＿＿＿翠藷祁韮温―-----------------i2so―--------------i:O 

及び ：：：：：：：：：：澄麗：：：：：：：：：：：：：：：：：：：藷函：：：：：：：：：：：：：四
穀物 I ―ー小素蒻＿—······...........! 密＿――・・・・・・・・・・・・'含
加工品 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿悉＿――---------____________ 2俎!_______________ 2._~ 

ベ シリアル 3,625 2.7 

青果物

および

青果

加工品

ミルク

及び
乳製品

計 31,369 23.6 

果実および調製品 14,646 11.0 ---------------------------------------------------------------・ 
オリープオイル 9,373 7.1 ---------------------------------------------------------------・ 
オリープシーズ 921 0.7 ・-------------------------------------------------------

酢物類 3,470 2.6 ---------------------------------------------------------------
トマト加工品 4,503 3.4 ----------------------------------------------------------
果実ジュース 9,770 7.4 

---------------------------------------------------------------
生鮮青果物 9,479 7.1 

言t 52.161 39.3 
ヨーグルト 9,004 6.8 ---------------------------------------------------------------

ミルク 8,423 6.3 
---------------------------------------------------------------

チーズ 10,939 8.2 

言t 28,366 21.4 

合計 I 132.sog I 100.0 

資料： C店の「業務資料」より。

表6 一般小売店以外の有機食品の販売形態

単位：ヶ所

フ；，；~：詈を!;ト［西 2翌旦唱：言:'喧：唱；
資料：表3に同じ。

特徴は、構成員が本拠地であるエミリア・ロマー

ニャ (EmiliaRomagna) を中心にイタリア全土

に広がっているということである。その背景に

は、アポフルーツは1960年に専門農協として設立

されて以降、 1990年までに 4つのほかの出荷組合

との統合を果す中で、組織構成の地理的範囲がイ

タリア全土に広がったという経緯が働いている。

なお、多様な品目・広がる産地という出荷環境の

変化に合わせて、選果およびパッケージングライ

ンも次第に全国に分散立地されるようになった。

現在、エミリア・ロマーニャに 7箇所、ラチウム

(LATIUM)に1箇所、メタポント (METAPONTO)

に2箇所、シシティ (SICITY) に 1箇所の合計

11箇所の出荷調製施設を有している。

アポフルーツは、先述の 4つの出荷組織の統合

をサプライチェーン構築の一環として行なった。
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システムの中で、本部仕入れに応じた大規模出荷

ロットの整備や小売サイドの売場における長期間

に渡る売場確保を狙うためには、出荷規模の拡大

と複数品目からなるセット販売の体制構築が必要

であった。ちなみに、アポフルーツの出荷額シェ

アにおいて、テスコ (TESCO)、リーリー (LIDL)、

カルフール (Carrefour)、メトロ (Metro)など、ヨ

ーロッパの小売マーケットシェア上位10社に含ま

れる大手量販店に出荷額の85%が集中している。

2 有機農産物の導入をめぐる経過と現状

アポフルーツにおける有機生産の始まりは、

1990年に遡る。 EUの規則が1992年より発効した

ことを考えれば、比較的早い時期から取り組み始

めたことになる。当初は、ベビーフードメーカー

との取引の中で、有機りんごと梨の提供を求めら

れたのがきっかけであった。そこで、有機生産を

希望する14人の生産者（約17ha)の協力を得て、

ベビーフード加工用として出荷していた。その

後、有機食品のマーケットが成長していく中で、

組合員から有機農産物の販売を求める要請が強ま

った。こうしてはじまった有機農産物販売への取

組みは、現在 (2010年）は、約500人の生産者、

l,800haの面積、売上5,300万€にまで拡大してい

る。売上シェアでいえば、アポフルーツの売上合

計 (2 億 4 千万€）に占める割合は、約22% であ

る。なお、この有機商品の売上は、年々拡大の一

途を辿っており、 1998年から2009年までの過去11

年間において34.9倍の売上成長を示しているほど

である（表7)。販売先については、①海外への

輸出 (1,915万€）、②量販店のPBほか卸売業者

(1,145万€）、③後に見るアルマベルデ(Almaverde、

2,260万€）がある。

3 有機農産物の販売戦略

アポフルーツの有機商品の販売には大きな特徴

がある。第一は、有機商品を取扱うために、カノ

バ (CANOVA) という子会社を設立 (1996年）

したということである。有機農産物独自の集出荷

施設の運営を必要とするほか、選別基準や精算の

仕組などが慣行栽培の商品と異なるためである。

第二は、カノバの有機商品のラインには、アポ

表7 アポフルーツの有機商品の売上推移

年度 1 重益 I :, 嘉
1998 950 2 
2004 19,200 32 

2008 23.500 42 

2009 32,350 52 

09/98 (倍） 34.1 34.9 

資料：カノバの「業務資料」より。

フルーツの組合員以外の生産者からの仕入れ分が

含まれているということである。現在、カノバへ

の出荷者は約800人であり、うちアポフルーツの

組合員が約500人、非組合員が約300人となってい

る。非組合員から集荷するもののほとんどは組合

では生産していない品目である。組合に限定した

集荷・販売は、周年販売体制の確立が困難である

ほか、売場における棚割りに応じた品揃えが難し

くなるからである。

第三に、有機商品に限定したアルマベルデ

(Almaverde) というブランドを、複数の有機食

品メーカーが共同で所有・使用しているというこ

とである。アルマベルデは、カノバ以外に、 10社

が共同で使用している（表8)。アルマベルデは、

次の三つの理由により開発された ([13]pp.24-

26)。①消費者が有機商品に容易にアクセスでき

るようにするためには、すべての関連商品をまと

めた売場スペースを確保する必要があったからで

ある（棚割り・品揃え）、②このようなアクセス

の容易さはブランドの認知度を高める働きをする

ために、多数のプランドがもたらす消費者の認知

困難を解消すべく、一つのブランドヘの統ーが図

られた（プランド認知度向上）、③PB製品を展開

していないスーパーマーケットなどへのブランド

提案がマーケティングにおいて有効であったとい

うことである。ちなみに、アルマベルデの売上合

(7,000万€）に占めるカノバ (2,260万€）のシェ

アは30%強である。

4 成果と問題

表9は、 2010年度のアポフルーツの精算表から

確認した主要な品目の価格比較（慣行VS.有機）

である。出荷時期や等階級によって、価格が大き

く異なるために、単純な価格比較は困難である。

とはいえ、精算表16)の中に示される平均価格は、
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表8 アルマベルデブランドを使用する企業
企累名」旱.,, ヽ・・ 提供r惰品のカテゴリ

l CA'NO¥"A 
□ ,,. 舒，り果物および/1111,品（カットfl菜・フルー

ッ．スープなど）

2 FILENI 口氏肉/JU「:/,l

3 FRl'TT.-¥GEL □トマトジュース、冷凍野菜、楳‘足ジュースなど

4 BESANA 口乾燥呆実およびナッツ類

5 ORANFRIZER □シチリアプラッドオレンジを,1,心としたり1橘ジュース

6 NO¥ JSSJME IGRUPPO E¥IR0¥.01□生鮮卵および卵製品

7 PASTIFICIO ASTRABIO 口バスター製品

8 MOLINO SPADONI 〇乳製品およびペーカリー製品

9 ISALP A I Gruppo Sada> 
□オリープオイル、果実ジャム、憤物など廿呆加l
品

10 CIRCEO PESCA 口生鮮魚および魚加 r,:1,

11 NATURA NUO¥"A 口ペジクプルプロティンを含む果実および野菜潤覧J,',

資料：表7と同じ。

有機が慣行より 15-20%のプレミアム価格を形成

していることは事実である。

しかしながら、出荷価格が高いからといって、

生産者に帰属する利益が高くなるわけではなさそ

うである。収量の低さもさることながら、出荷調

製とりわけ小分け包装作業の煩雑さや輸送におけ

る非効率性が流通コストのアップをもたらしてい

るために、販売価格が高いとはいえ、出荷経費を

除した精算払いが必ずしも生産者の所得を高める

働きをしないからである。

それにもかかわらず、有機栽培への取組みや有

機商品の販売に力を入れている理由は、慣行農産

物の価格低迷やマーケットの縮小に対して、拡大

し続けている有機農産物の市場を意識せざるを得

ないからである。

一方、量販店のPB商品への提供と自社ブラン

ドの違いについては、大手量販店のPBは、売上

や取扱い数量が増えていることから、比較的に安

定的な販売が保障されていることに対して、自社

ブランドは販売先の確保に営業力が必要であるほ

か、必ずしも販売数量が安定していないために大

きなリスクを抱えているという回答であった。

V 考察

最初に、これまで明らかにしてきたファクター

を要約する。一つに、イタリアの有機食品のマー

ケットは、消費拡大にともなう成長の一途を辿っ

ていること。二つに、イタリアの有機食品マーケ

ットは、量販店とスーパーマーケットの有するマ

ーケットシェアが圧倒的に高い。三つに、有機商

品をめぐる小売企業間の競争の中では、量販店

表9 主要な品目の価格比較（慣行vs.有機）

区分
慣行 有機 備考

MAXi~IN 平均 MAX! MIN 平均 （品種）

柿

"'' ' 30 

43 糊 如 56 
プラム 54 24 45 120 90 

梨 41 25 35 65 50 61 W111iams 

イチゴ 380 317 430 380 

キウィ 90 30 44 115 55 77 Green Linght 

カリフラワー 40 30 60 48 

資料：表7に同じ。

PBやサプライチェーン構築に象徴されるよう

な、価格競争や効率性が強く意識されている。四

つに、有機食品マーケットの成長や小売サイドの

売上拡大は、農業生産者の有機農業への転換を促

す働きをしている。

これらの事実を重ね合わせれば、イタリアの有

機農業の成長に、量販店のマーケティング戦略が

有効な働きをしており、その結果、生産者の慣行

農業から有機農業へのシフトが刺激されている、

という一連のプロセスが浮かび上がってくる。

しかしながら、小売が主導するイタリアの有機

農業の成長は一定の問題をはらんでいることも考

えられる。例えば、有機食品の販売チャネルの多

様化が進む中で、消費者グループとの提携や生産

者自らの宅配販売などが急速に増加していること

は、大手小売企業の主導するマーケット環境への

反発であると考えられる（前掲表 6)。量販店の

有機商品のPBに象徴されるような、効率志向の

サプライチェーン構築の進展、生産者や産地の特

定が困難な低価格の有機食品の氾濫が、有機農産

物の生産者に不都合をもたらしているからであろ

う。単なる推測の域に留まるが、このまま効率性

や高付加価値のみを追求した有機農業が展開すれ

ば、その先に有機農業のコンベンショナル化に潜

む「薄められたアグロエコロジカル」や「農外資

本が支配する商品供給連鎖」 ([14]p.24) に陥っ

てしまう可能性も見え隠れしている li)。本研究で

は、このような問題に十分に触れることができな

かった。今後の課題として残しておきたい。

注

1) 農林水産省の公表 (http://www.maff.go.jp/ 

j/jas/jas_kikaku/pdf/2341.pdf) によれば、

平成23年現在の有機圃場面積 (9,40lha)が

耕地面積合計 (459万3,000ha) に占める割合
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は約0.2%である。

2)小川[1] p.29では、国内の有機農産物市場

をクローズド・マーケットとして特徴づけて

おり、近年は徐々にオープンなビジネスサイ

ドに移行段階にあるという。

3) イタリアの有機農業の実態を整理している文

献としては、日本貿易振興機構[2 Jがあ

る。また、 USDA[3] もイタリアの有機農

業を概説しており、本研究の遂行に大きく役

立った。

4) イタリアの店舗規定 (Legge326/1971)に

よれば、売場面積をベースに2,500rri以上を

Ipermerc ato、400rri-2,500rriをSupermercati

と定義している。本稿においては、前者を量

販店、後者をスーパーマーケットに訳してい

る。前者は、生鮮食科品のほかに家電製品、

衣類店などが売場内もしくは並列店として入

店していることに、後者と異なる特徴があ

る。なお、表 1の販売チャネル区分について

は、店舗の定義が提示されているために、

Legge326/1971の規定に準じて判断した。ま

た、表 1のスーパーレットは、 Supertteのこ

とであるが、スーパーマーケットと区別して

いることから、売場面積400rri未満の小規模

の食料品販売ストアーとして認識している。

さらに、本稿の中には、有機農産物や食品

のみを扱っている小売店を別途区分し、有機

専門小売店という語で示しているが、不特定

多数の消費者が訪れる店舗であることからオ

ープン・マーケットの範疇の中で取り扱って

いる。

5) POとは、 EUが認可する青果物の出荷組織の

ことである。産地マーケティングの担い手と

して、 EUからの補助金の受け皿でもある。

詳しくは、李[7 Jを参照されたい。

6) European Organic Farming Statistics 

(http:/ /www.organic-europe.net/ europe-

statistics.) より確認。

7) EUの理事会規則No.2092/1992は、 2009年に

廃止となり、新たな規則としてNo.834/2007 

に代わられた。

8) 1998年において有機生産者に支払われた環境

支払いは、 53万9,528haの有機認証面積に約

1 億7,250万€が支払われ、 1 ha当たりの支給

額は325€/ha と推定される。ところが、 2001

年には、約 5 億€が農村開発プログラムの中

で有機生産者に支払われたが、これを面積

(ha) 当たりに換算すれば、 183€/ha となる。

慣行栽培農家のそれ (89€/ha) に比べれば

大きいものの、かつての環境支払いに比して

は補助額が半減したことになる。なお、この

数値はUSDA[ 3] p.8から確認したもので

ある。

9)表 1の野菜、果実、柑橘、葡萄、オリーブの

認証面積の合計である。

10) ISMEA (Instituto di Servizi per ii Mercato 

Agricola Alimentare) は、 Nielsenリサーチ

との共同調査により、毎年、有機食品の購入

額の前年対比増減率を示している。モニター

を活用したパネルデータの推計である。その

結果は、 ISMEA[8]に公表している。

11) EUの地理的表示制度については、李ほか

[9] を参照されたい。

12) ISMEA [ 8 ]の2008年版 (p.2) によれば、

当該年度 (2008年度）の農産物その他食料価

格の大幅な下落が見られたが、相対的に高値

を維持していた有機食品から消費者が低価格

の慣行農産物ヘシフトした結果であると解析

している。

13)学校が消費する有機食品については、学校給

食や校内食堂における有機農産物の使用を支

援する制度の運用されていることが注目に値

する。イタリアでは、 2000年「財政法 (Legge

Finanziiaria 2000, 第59条）」において、学校

給食や校内食堂への有機農産物の供給を推奨

することを決めた。その内容は、卸売り購入

ベースにおいて25%を有機農産物に当てると

いうことであった。

14) 2006年以降のISMEAの調査結果は、前年対

比購入額の増減率のみが示されているため

に、それが確認できる唯一の資料がISMEA

[10]であった。 ISMEAが提示する購入額規

模（約 3 億€）は小分け・包装済みのパッケ

ージ商品のみが対象としている。その他の有

機農産物の出荷経路としては、生鮮のままで

学校（脚注10)のほか後掲の表6に示した経
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路を辿って消費者に届けられていることが考

えられる。

15) SIPPO [12] p.114には、 NaturaSiとEcorの

合併が大きな話題として取り上げられてい

る。もともとEcorはコネギアーノの人智学

協会が設立した有機食材の専門卸売業者であ

った。

16)果実の出荷組織としてのAPOの運営方式は、

日本の農協系統販売の委託販売に酷似してい

る。すなわち、組合員からの委託を受けた果

実をAPOの集出荷施設を経由して販売した

後に、販売額から出荷経費を除した精算払い

が行われる仕組みである。精算表によれば、

表9にみるような平均価格を品種別・規格等

級別・出荷シーズン別に区分して適用してい

ることも日本の共同計算方式に類似している。

17) [15]においても同様な指摘がなされている。
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