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1.はじめに

米の産地づくりにおいて、業務用・加工用

需要への対応を強化し、これを販路として確

保することが全国的に重要となっている。こ

こでいう「業務用」とは、井物を含む外食産

業、給食・仕出し業者、持ち帰り弁当・おに

ぎり等の炊飯業者への販売であり、 f加工

用j とは、酒類用、くず米等に依拠する米菓

のほか、冷凍米飯・無菌包装米飯等の加工米

飯向け販売である。控自されるのは米消費量

全体が減少する中で、外食産業や持ち帰り弁

当・おにぎり等の中食、あるいは加工用の中

でも加工米飯用途での米消費量が微増ないし

大きく増加している点である出)。

業務用・加工用需要への対応強牝が求めら

れる背景は、まさにこの点にある。米消費量

減少、産地問競争激化の中で、各産地とも需

要の増加が見込まれる業務用・加工原料用へ

シフトしつつあるといわれ、とくに北海道の

ような非良食味米地域を多く抱えた大型移出

産地注2) においては、これらの需要への対応

強化が不可欠となっている。

そのために、第 1に北海道米の用途別仕向

先(需要)を暁確にする必要がある。

北海道のような大口実需をターゲ、ットとし

た業務用・加工原料用途向けの販売対応を強

化するためには、実需である外食産業の事業

者及び加工米飯事業者のニーズを的確に把握

することが重要である。このためには、外金

産業の事業者及び加工米飯事業のうち代表的

な実需業者を抽出し、聞き取り調査により把

握する必要がある。そこで第2に北海道米が

結びついている具体的な実需事業者として、

外食産業の事業者としては牛井、カレー及び

回転寿司を、加工米飯事業者としては無菌米

飯、発芽玄米、冷凍米飯の事業者を取り上げ

て分析する。

他方、供給側においても、実需ニーズに応

えた品種と品質管理はもちろんのこと、品種

毎に安定的に供給できる産地体制の構築が重

要となっている。

ところで、北海道米と一口に言っても、地

域間の米品質絡羨が存在したが、近年はその

差が拡大し、用途別相違も確認される状況に

あり、米の産地戦略においても地域差が生れ

ている。伺時に、転作文す応においても地域差

が拡大し、米品質の相違と水田土地利用の相

違が結びついたところに、北海道的な特徴が

あるといえよう。このような中で、南空知地

域のような泥炭土壌に起因する高タンパク米

不可避地域(ロ非良食味米地域)においては、

ピラフやチャーハン等の混飯や冷凍食品等の

業務用・加工原料用需要への対誌が米の販路

として重要性を増している。

そこで、第3に、米の販売戦路及び

用の地域差を確認するとともに、このような

業務用・加工原料用需要で強く求められる低

価格に応えるために不可欠な直播や多収等の

取り組み現状と課題について、南空知地域に

おいて加工原料用米を中心とする産地化を先

進的に進めてきた I農協tt3) の分析を通じて

明らかにする。



く注>

1 )業務局・加工用需要の推移について簡単に

触れておく。まず、業務局についてみると、

近年は外食産業自体の販売額は低下傾向に

あるが、控目されるのは持ち帰り弁当、お

にぎり等いわゆる中食の増加であり、これ

らを含めた食の外部化が引き続き進んでい

る。重要なことは、米の消費が低下{頃向に

ある中で、外食及び中食産業における米消

費量は250~260万トンと微増傾向にあり、

その結果付図 1のように米消費に占める割

合が一貫して増加している点である。

また、加工用では、日本酒消費量低下に

伴い、溺用が大きく減少し、その結果、加工

用全体も減少している。しかし、冷凍米飯

や無蔚包装米飯を主とする加工米飯は急速

に増加している。付函 2は加工米飯用途で

の玄米使用量を示しているが、冷凍米飯は

平成16年で同 3年に比べて約1.5倍、無菌包

装米飯では17倍となっており、米消費の減

少の中で、なお量的には小さいものの無視

できない存在となっている。

なお、最近の米飯ビジネスの展開につい

ては、冬木勝仁 (2003)を参照のこと。

2)小野雅之 (2005)を参照のこと。

3) 1農協は f平成16年度農業白書』において

「業務用米の安定供給で活賂を見いだ、す産

地」として紹介されている(同白書、

p. 183)。このほか、開農協における業務用

米の生産・販売対応の先進性に着目したも

のとして、小池(相原)晴伴 (2005)も参照

のこと。
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2. 北海道米の用途別需要と米販売戦略 急減する中で、 「ななつぽしj が面積 (2万

1) 16年度米実績にみる用途別需要量と需

要先

(1)北海道米の流通経路と用途別仕向先

北海道の水稲作付面積は、平成13年に12万

2千haまで減少し、それ以降は12万ha前後を

推移してきたが、 18年には11万 5千haまで減

少している(図 1)0 13年に面積が減少した

時はそれまで増加してきた「ほしのゆめj の

作付けが減少した。その後、日年に fななつ

4千ha)、シェア(うるち米の22%) ともに

伸ばしているのが最近の特徴といえる技1)。

品種別にみた収穫量は、不作年の15年を底

にして、 「きらら 39 7 Jが微増し、 「ほし

のゆめ」が回復に向かう中で(18年はいずれ

も減少した)、 18年に fはななつぽし」はね

万 tまで拡大した(図 2)。これにより北海

道におけるうるち米の品種構成は、 「きらら

3 9 7 J 44%、 fほしのゆめJ29%、 「なな

ぽしJが新たに加わり、 「きらら 39 7 Jが つぼしJ22%、その他 5%となっている。

作
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資料:幾林水産省北海道燦政事務所「水稲の品種別収穫蚤j より作成。
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このような水稲の収穫量、品種構成の変化

を踏まえた上で、以下、各種統計及び集荷自

体等の調査に基づいて、北海道米の出帯・販

売動向を捉えることにより、その流通経路、

帰途別にみた仕向先(需要先)を明らかにす

るとともにその需要量を推計する注2)。その

際、前述したようにその前年に「ななつぽし」

が加わり、その本格生産が始まり比率構成も

含めて初めて現在のような 3品種構成になっ

た16年産うるち米の実績を対象に検討する。

16年産のうるち米の収穫量は579千 七 も

ち米は45千 tであった(盟 3)。このうちう

るち米の品種別内訳は、「きらら 39 7 J 263 

千 t(45%)、「ほしのゆめJ195千 t(34%)、

「ななつぽしJ91千 t(16%)、その他31千

t (5 %)となる削)。なお、くず米12ヰ t

はこれらには含まれない。

生産されたうるち米579千 tは、まず、単位

日会

ヨ窒互]
区笠豆E

農協等への出荷(農協A) と単位農協等以外

への売渡(農協以外B) の2つに分けること

ができる削)。そして、後者の農協以外Bは

さらに直接販売(直接販売Bl)と他の集荷

団体への出荷(集荷回体B2)に思分できる。

これを数量規模の大きい)11震に整理すると、農

協A (441千 t) 、直接販売B1 (32千 t)、

集荷回体B2 (28千 t)となる。

また、この他に農家消費分(館料用、種子

用等を含む)と無償譲渡分(農家消費等C)、

それに減耗分(減耗D) を考惑する必要があ

る。その数量はそれぞれは千 t、9千 tであ

る。さらにいわゆる中間米、規格外米(簡下

米)などの日千 t(中間米等E) がこれに加

わる。以上のように同年に生産された北海道

米579千 tのうちの76% (441千 t)が単位農

協等に出荷されたことがわかる。また、 9% 

(55千 t)に当たる大量の中間米・規格外米

中29 8 17 5511 53 15 31 1∞ 
i 190 236 58 48以叫ヰ引1139 49 12 1001 

関 3 北海道米の主な流通ルートと用途別仕向量(16年産)

資料:北海道農政事務所(統計・情報事務所)r生護者の米毅現在高等調査結果表J、「流通
状況調資J、f節目別重議分布状況J、「水稲の品種別収穫量」、集荷団体等関取調査
結果(2005年)。

注-収穫量624千 tにくず米は含まない。ホクレンAlの325千 tは、396千 tから加工
用米10千 t、政府米61千 tを除いた数盤である(その割合も向trJ
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が流通していることが推定される。

農家消費等Cと減耗Dを除く農協A、農協

以外B (直接販売B1と集荷回体B2)、中

間米等Eの米は、それぞれ家庭用・市販用、

業務用、加工原材料用(以下、加工用)に仕

向けられることになる。前掲図 3には用途別

の仕向先と数量も整理している。それによる

と、ア)農協以外Bへの直接販売Blでは、

家庭用への仕向けが17千 t (53%)で相対的

に多い、イ)一方、集荷団体B2では業務用

の方が多くなっている(15千 t・54%)、

ウ)中間米等Eでは、家庭用として29千 t

(53%)が仕向けられている、などの傾向や

特徴を示すことができる。

数量規模が最も大きい、単位農協等への

荷となる農協Aでは、その出帯数量441千 t

は、道段階出荷団体であるホクレンへ販売委

託される396千 t (ホクレンAl)と、単位

農協等が独自に販売した45ヂ t (独自販売A

2) に分けることができる。このうちホクレ

ンAlは、 396千 tから政府米61千 tと転作

にカウントされる加工用米10千 tを除いた

325千 tが実質的な販売数量となる。

ホクレンAlの325千 tの用途別にみた仕

向先は、業務用が174千 t (54%)と最も多

く、家庭用は118千 t (36%)、加工用は33千

t (10%)となる。ホクレンが扱う北海道米

はこの限りにおいては、家庭用よりも業務用

と加工用への仕向割合が高く、合わせると

207千 t、全体の64%がこれらの用途向けに

供給されていることになる。

なお、もう一方の独自販売A2 (45千 t)

の仕向先もこれと同様に業務用24千 t

(53%)が最も多く、家庭用16ヂ t (36%)、

加工用 5千 t(11%)となっている。

(2)北潟道米における用途別需要最

北海道米における主な流通ルートとその用

途について整理してきたが、用途毎に供給元

と供給量の構成を示したのが表 1である。

表 1 用途~IJ にみた北海道米の供給元と供給割合

農協A 農協以外B
中

ホ 独
援度 集荷 米間

力日

用途 言十 ク 自 工

レ 販
販7なたE2 体団

等 用米
ン

(%) Al A2 B 1 B2 E 

家庭用 190 38 118 16 17 10 29 

業務用 236 48 174 24 15 15 8 

加工用 68 14 33 5 3 17 10 

言十 (千 t) 494 100 325 45 32 28 55 10 

家庭用 100 62 8 5 15 

業務用 100 74 10 6 3 

加工用 100 49 7 4 25 15 

計(%) 100 66 9 6 11 2 

資料:悶3に同じ。
技:加工用には制度i送分に基づくいわゆる加工煎米を入れている。
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ただし、ここではうるち米の総計579千 t

から、農家消費等Cの14千 tと減耗Dの9千

t 、政府米の61千 tを除いた製品販売量とし

ての495千 tを対象にみていくこととする。

前掲の図 3でも示したが、用途別では業務

用236千 t(48%)、家庭用190千 t(38%)、

加工用68千 t(14%)となる(ここでは加工

用に加工用米10千 tを含めている)。用途5J1J

にみた場合、いずれもホクレンAlのシェア

が圧倒的に多いが、家庭用は中間米等Eから

29千 tほど仕向けられていることにより、業

務用よりその割合は小さくなる。また、加工

用では25%がこの中間米等Eであり、さらに

その傾向が強まる。この他、業務用では独自

販売A2が若干多くなっている。単位農協等

が独自に直接販売するルートであり、条件の

有利な極良食味米生産地域などでの展開が考

えられる。

前述したようにホクレンAlでは、 396千

tから政府米61千 tと加工用米10千 tを除い

た325千 tが実質的な販売数量である。以下、

この数最の仕向先に限定した中で、北海道米

の用途別仕向先(需要先)とその需要量の特

徴などをみていくことにする。

その品種構成を舟途別に整理したのが表2

である。それによると fきらら 39 7 Jが

172千 tで最も多く、全体の53%を占めるo

fほしのゆめ」は71千 t(22%)、「ななつぽ

しJは64千 t(20%)である。

用途別では、最も多い業務用(174千 t)

で「きらら 39 7 Jがその58%(101千 t)

を出める。 rほしのゆめJ (20千 t)より

「ななつぽしJ (50千 t)の方が多く、業務

用としての「ななつほしj に対する評価の高

まりがここに反映される形となっている。

加工用は33千 tで全体の10%に当たる。ピ

ラフ等への加工適性のある f大地の星」、語

造用の掛米として使用される「あきほ」、酒

表2 品種別販売量と用途別仕向先(ホクレン取扱分)

家庭用

品種 計 業務用 加工用 計 数量汗t) 割合(%)

(千t) (%) 伴 t) 汗 t) 伴 t) 道内 道外 道内 道外

きらら 397 172 52. 9 101 9 62 12 50 19 81 

ほしのゆめ 71 21. 8 20 10 41 25 16 61 39 

ななつぽし 64 19.7 50 14 7 7 50 50 

大地の星 6 1.8 6 

あきほ 4 1.2 4 

吟風 2 O. 6 2 

その他 8 1.8 3 2 100 

計(千 t) 325 100.0 174 33 118 45 73 38 62 
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回(大手 1社他)、妙飯)、カレーチェーン「きらら 39 「吟風j に加え、造好適米の

これにそのであり、(3社)転寿司チェーンも加工用に仕向けられ7Jや「ほしのゆめJ

このうち(菌 4)。他小口実需者が加わるている。

は、カレーチェーンを除く「きらら 39 7 J 家庭用では「きらら 39 7 Jが53%を占め

すべての実需で使用されている。特に牛井チ(62千 t)。業務用で多かった「ななつぼる

ェーンの需要量は45千 tと大口で、業務用と(41千 t) し」は、家庭用では「ほしのゆめJ

に対する代表的な需「きらら 39 7 J してのより少ないは千 tであった。家庭用の仕向地

fきらら 39 また、要先のーっといえる。域は、全体の62%が道外であり、特に「きらら

7Jは40千 tとその他の小口実需での需要もはその比率が高い (81%)。それに397 

比較的多く、娼広い実需を背景に依然として「ほしのゆめ」は道外への仕向けが対して

業務用における高いシェアを維持している。39%であり、道内への仕向けの方が多い。ま

の需「ななつ;まし」より「きらら 39 7 J とは異なり、業務用よfきらら 39 7 J 
、

た

コンビニエンスストア等 (25要が多いのが、り家庭用への仕向けが多いという特徴がある。

「ほしのゆめ」は大手のカレである。千 t)北海道米の業務用としての主な大口実需者

ーチェーンやスープカリーの事業者 (6千を(大手4社)(需要先)は、牛井チェーン

t) などの需要が確認される。

ほ
し
の
ゆ
め

な
な
つ
ぼ
し

き
ら
ら
3
9
7

(寿司、

16年産北海道米の販売数量

コンビニエンスストア始めとする、

(ホクレン取扱分)

30 50 110 

仁正証一手長五幅的コ

日ジピニエンスストア(寿司、妙飯)1

1 カレーチェーン(大主主面コ

亡函長子r ン (3社) 1 

[ その他小口実需 | 

し竺空諒併2紛 1 
1 発芽玄米 (大手2社

ヨ塑米飯(矧社)寸
j 酒造用 | 

用途別(業務用・加工用)需婆量と主な需要先

- 7 -

資料:表2に同じ。

図4



加工用では、冷凍米飯(大手2社)、発芽

玄米(大手 2社)、無菌包装米飯(大手 l

社)の各メーカーと酒造メーカーなどが主な

実需となっている。品種別では、 「きらら 3

971は冷凍米飯 (7千 t) と無関包装米飯

(2 t) の各メーカーに供給されている。

また、 fほしのゆめ」は発芽玄米(10千 t)、

「大地の星j は冷凍米飯 (6千 t)の原料と

して使用されており、継続的な需要が確保さ

れている。この他、酒造用に使用される品種

については前述したとおりである。

北海道水田地帯は一部地域を除いて、いわ

ゆる準良食味米の生産地域としてみなされる

場合が多く、その米価も短期的な変動を除け

ば、相対的に低い水準下におかれている。そ

の中では「売れる米作りJに向けて消費・実

需ニーズを踏まえた安定的な米生産と産地形

成を図り、準良食味米として評価を受ける

海道米の需要拡大を目指すことが求められる。

これまでみてきたように、北海道米は業務用、

加工用としての需要が60%を超え、産地指定

等を通して、主として大震ロットに基づく特

定実需との関係を強めることにより支えられ

ている部分が大きい。しかし、今後、より一

層の需襲拡大を図るためには、これら大口実

需をターゲットとした業務用、加工用の用途

向けの安定的な米生産と併せて、業務用、加

工用の需要量の40%を占める多数の小口実需

のニーズ把握とそれに対応した品種待の供給

体制を強化していくことが重要となる。

く濡及び引用文献>

1) 13年は「平成12年緊急総合米対策j に基づ

いて、需給改善のための緊急拡大分として

約 l万 2千加が生産調整自標箇積に追加さ

れた。北海道農政部 f米に関する資料j を

参照のこと。

2)仁平恒夫、官}I[好文、細山隆夫 f北海道米に

おける用途別需要量の推計J平成17年度研

究成果情報の成果を再整理し、加筆、論述

した。使用した各種統計等は本文関表に示

したものを含め、北海道農政事務所(統計

・情報事務所) r生産者の米穀現在高等調

査結果表J、 「水稲玄米のふるい自幅55IJ重

量分布状況及び10a当たり収量内訳」、

「水稲の品稜別収穫量J、集荷団体等間取

調査結果 (2005年)などであり、これらに

基づ、き推計等を行った。

… 8 

3)農林水産省北海道農政事務所(統計・情報

事務所) r水稲の品穣別収穫量」、農林水

産省「米穀の品種別作付け状況(米麦の出

荷等に関する基本調査結果)J 。

4)全体の基本的な枠組みは、農林水産省「米

穀の需給及び価格の安定に関する基本指

針Jにおける「米流通の現状」、 「米麦の

出荷又は販売の事業を行う者等の流通状況

調査」、 「米穀生産者の直接販売に関する

調査j 、 f生産段階における計画外流通米

の販売等に関する調査」等、農林水産省北

海道農政事務所(統計・情報事務所) r生

産者の米穀現悲高等調査結果表j を参考に

した。ここでは単位農協等への出荷をAル

ート、単イ立農協等以外への売渡をBルート

とした。



2)北海道米の販売戦略の推移と価格低下 から「きらら 39 7 Jへ、さらに平成8年以降

(1)北海道米の販莞戦略の推移 の「ほしのゆめ」の増加、さらに13年以降「なな

北海道の稲作は、金管制度に依存して展開 つぽしjの増加が確認できるが、ほかに fゆき

してきた側面が強い。自主流通米制度がスタ

ートして以降も、北海道米において対象とな

るのは「己まさりj や「ユーカラJなどごく

一部品種に限られ、大半が政府米であった。

図 1は政府米と自主流通米の販売数量及び

(特別)自主流通米の割合を示したものだが、

平成に入って以降も政府米が全体の半数近く

を占める時期が長く続いてきたことがわかる。

これを変える第 1の証機となったのは、農

協系統組織による昭和55年の「特別自主流通

米制度Jの開始である。北海道産米60万トン

の10%、6万トンを60kg当たり 3，000円の自

己負担をして政府米売り渡し価格で販売する

というものであり、その差額分は、全生産者

による60kg当たり300円の拠出による「全道

とも補償Jで補てんすることとされた。先の

図lのように、昭和60年以降、特別自主流通

米は増加し、平成元年には28万トン、全体の

50.5%を占めるにささっており、 2年産からは

拠出を中止し、一般の自主流通米制度に統合

されることとなった。(特別)自主流通米の

販売先都府県数も、昭和60年の14都府県から

平成元年には44都府県へと大幅に増加してい

る注1)。

このように(特別)自主流通米が急増した

背景には、良食味米の育成に向けた試験研究

も含む官民一体の努力が大きい。図 2は、平

成元年以降の北海道における水稲品種の推移

を示している。平成元年時点の「ゆきひかりJ

まる」や「あきほjといった短期間でピークか

ら衰退に向かう品種も多く、全体としてより

良食味品種への転換を軸として、品種交替が

頻繁に行われてきたのが特徴である。同時に

これら品種の中でも「きらら 39 7 Jの登場と

ネーミングを含めた販売キャンペーンの精力

的な展開を見落とすことはできない。 Iきら

ら39 7 Jの登場を契機として、北講道産米

ン~ 20、o
0.0 

60 

40 

20 

$60 61 62 63 H先 5 6 7 8 9 刊行 12 13 14 15 
(年次)

国 1 北海道米!こおける政府米と自主流通米

資料:北海道燦政部「米に関する資料J各年版より集
針。

注:平成5年の政府米はゼロで、 (特別)自:E流通米
割合が100%となるが大冷容のためであり、折
れ線グラフでは表示してない。

商務(万h，)

10 

H元 10 11 12 13 14 15 16 17 

{年剖

題2 北海道における水稲品種の推移

資料:北海道差是政部 f米に関する資料j 各年版。
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が初めて全国ブランドとして販売されること

となったといえよう。しかし、 「きらら 39 

7J といえども主な用途、販売先をみると、

一部では単品販売も行われているものの、大

部分は府県産米とのブレンド用であった山)。

その後は、平成5年冷害を挟みつつ、自主

流通米販売の取り組みはやや中だるみ状態を

示す。自主流通米販売量は増加したものの、

7年持点で32万トンであり、他方で大豊作の

下で政府米が46%を出める状況にあったので

ある。この過程で平成 3"-'4年には fきらら

3 9 7 Jの過剰作付に伴う品質バラツキ開題

が発生し、 5年産より特A、A、B、Cの4

1並区区分の導入等が実施されている。また、

7年産米では「きらら 39 7 Jが大量に在庫

となる事態が発生した。他方で、 5年産の大

冷害・平成米騒動を契機とした大暗転作緩和

とその後の米過剰の深刻化、産地問競争の激

化という'障勢下、食糧法制定の動きが急ピッ

チで進み、北海道の農協系統組織としては新

たな対応が求められるに至る。

第 2の転機は平成8年であり、農協系統組

織では、 「北海道米生産・販売方針j を策定

している。間「指針j では、水稲作付目標を

18万haとしつつ、食糧法下での産地形成を自

指して自主流通米の計画的・安定的販売、業

務用需要対応の強化がうたわれ、平成 9年産

から高品質米生産に向けた意識改革のため高

整粒米(整粒80%以上か否か)、低タンパク

米(タンパク6.8%以下等)の仕分集荷が開

始される。表 1はホクレンにおける集荷時の

品質思分であり、品質にJJt¥じて共計次数が l

表 1 ホクレンによる集荷時の品質区分

ごで
たんぱく質含有率

低たんぱく米 一般米

6.5% 6. 6~ 6. 9~ 
8.5% 

以下 6.8% 8.4% 
以上

1等米 b 3 

自 4 
9 

整粒80%以上)
2 

資料ホクレン資料。
注:表中の数字は共計次数。

表 Z ホクレンの共同計算における品質底分に応じた髄格差

次数 区分
平成

10 11 12 
9 

I 

2 

3 

4 

5 

6 

9 

一般 。 。 。 。
高整粒 105 105 100 。
成分 210 105 100 。

高整粒÷成分 420 210 200 。
S成分 210 200 100 

高楚粒+s成分 315 300 200 

I笥たんぱく
資料:ホクレン「自主流通うるち米共同計算精築設j など。
主主1)消塁費税込みの金額である。

2)高整粒は、笠粒歩合80%以上。

13 14 

。 。
50 50 。 。
50 50 

100 105 

250 260 

..6.1， 000 

3) r成分」はたんぱく質含有率6.6以上6.8%以下、 rs成分Jは6.5%以下。
4) r高たんぱくj はたんぱく質含有者宝8.5%以上。

- 10… 

(単位:円/俵)

15 16 

。 。。 。。1， 000 。
105 1， 500 

210 

..6. 600 ..6.1， 000 



民
団
働
団

この集碕時""6に区分されている。表2は、

また、の品葉区分に対臆した価格差である。

この時点では、ブロック別の広域産地形成が

位置づけられてきた点に特徴があり、将来の

農協広域合併を想定し、 13ブロック注3) に匿

分した広域産地形成が掲げられていた。

米生産数量のガイドライン配分圏3この取り組みの途上で米過剰が深しかし、

注.，加算、減要事の数値は平成16年度の伊iである。とくに北刻化し、米価格の低下が進行した。

実績を踏まえつつ、主として単収や 1等米比海道産米においては自主流通米、政府米を間

率等の生産力指標に基づいて傾斜配分が行わわず在庫問題が深刻化し注4)、米髄格の下落

「ガイドライン配このしかし、れてきた。も一段と大きく、北海道の農協系統組織とし

では、生産力指標に加えて、産米の市場分jて新たな対応が迫られることとなった。それ

(関 3及び性を重損している点が特筆されるが第3の転機であり、平成10年以降、生産調

上位3区上記7区分のうち、また、表 3)。整の強化と低価格を重視した米の販売対応が

分では米作付け増加・生産調整の軽減が行わ強化される山)。

れ、下位3区分では米作付け減少・生産調整その後、生産調整については平成11年に

数量の上乗せが行われている。「今後の米のガイドライン配分の考え方につ

その後、業務用、加工用等の需要増加を踏生産力、商品性、これは、いて」が出された。

まえつつ、新たな販売方針を明確にすること販売力に基づき道内米産地を 7区分し、生産

が求められるに至る。それが第4の転機であの傾斜配分を行う調繋(及び米の生産数量)

り、農協系統組織では14年に f新たな北海道「ガイドライというものであり、日年産から

を策定している。米の生産・集碕・販売方針Jとして実施されるに至った。北海道ン配分」

では、北海道米への需要に見合同 f方針」では米生産調整については傾斜自己分が行われ

う米生産・産地体制が不可欠であることを強てきたが、従来の配分では、過去の生産調整

北海道における米のガイドライン配分における評価項霞(平成16年産)

評価項目 兵体的な指標 評価対象 最前点

生産カ
収量の安定性 単収の変動係数 100 

反収水準 単収水準 50 

1等米比率 検査数量に係る一等米比率 50 

商品カ 高整粒比率 計画出荷米に係る高整粒米の比率 50 

低タンパク米比率 計画出荷米に占める低タンパク米の比家 100 

産地指定比率
計爾出荷米に占める産地指定数量(ホクレン

100 
販売カ 産地指定数量と消費者契約栽培米)の比率

計画出袴比率 生産量に対する計画出荷米の比率 50 

表3

資料:北海道長室協米対策本部委員会資料。
注:評価対象とする期間は、産地指定比率は平成12~14年産、それ以外は平成1O~14年態。
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調し、 「品位別販売フレームj として高品質

米(前述した低タンパク米)、一般用途米、

価格訴求米(タンパク8.5%以上)の 3区分

を提起した(臨 4) 0 i価格訴求米j とは

「低価格」だが「北海道米に期待されている

加工米飯・酒造用などの需要に対する供給米

穀として、全体需要の確保・全体価格の維持

を目的として取り組むJと位置づけられてい

る。同方針の特徴は、この「価格訴求米j を

全道段階の販売戦略の中に明確に批霞づけて

提起した点にあり、これ以降、品位別・用途

別販売が強調されるようになる。なお「価格

訴求米」は16年以降「原材料用途米j と呼称、

されている削)。

このような原材料用途米の仕分集荷に伴い、

平成14年産より新たに「高タンパク米j 区分

が設定され、一般米に比べム1， 000円に設定

された(前掲表 1'"'-'表 2参照)。これは、小

池[1 ]が指摘するように「単協の対応とし

ては、低価格を求める実需者に対しては高た

んぱく米を販売する戦略を採ることが可能」

とする点で画期的であるが、問時に生産者側

から見れば、高タンパク米生産においては多

収が不可避となることに留意する必要がある。

①府塁産主蓋銘柄に対話しうる商品の確保
②価格形成方式の変更と併せた価絡浮揚を指向
③「ほしのゆめlを基本に fななつぼし」 「きららj 等

①単なる一般米ではなく、家庭用・業務用・
ーズに応じた品種配置(実需者仕分米、新形祭米、
用米等)と品質などの高品カ確保

よる安定販売・安定価格を指向

①費用負担方式による供給(共計負拐と産地直接負担)
加工米飯、溜造実需主体

②効率的生産と連動した荷品供給多収専用品種(上育438
号等)等を想定

@一定基準以上の高蛋白米と 2・3等米による供給

↓減少

l llfj!ナ???JjJ??:fi--J加工滞 米
l②藍生盆盛 : 

l…等[ :①系統集荷率向上による北海道全体の価格安定化を指向
'@部分的に価格訴求米を補完、北海道の需要を安定化
;③篤要に応じた調製による出荷

国4 当額の品位別販売フレーム

資料・北海道差是協米対策本部委員会(平成14年6月)資料。
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このように品位別、用途別販売の方針の下 価格(門)

で、農協系統組織では、積極的にマーケティ

ングを進めた結果、平成17年産については品

質の良さにも支えられ、市場評価も高まって

いるが、同時に北海道米価格の低下が継続し

ている点が開題である。

(2)北海道米の価搭の推移

国5は16年産までの価格の推移を示してい

るが、 50%を超える生産調整実施にもかかわ

らず道産米価格(きらら 397)は全銘柄平

均を上回る率で価格下落が続いている。ピー

ク時の 5年と比較した16年産米価格の下蕗率

は「きらら 39 7 Jで37%となり、全銘柄平

均の31%を上回っている。政府米価格と比べ

ても平成9年産以降下回り、昭和50年代初め

の政府米価格水準まで低下している。

流通経費を控除した農家手取価格は自主流

通米市場価格を2，000"-'3， 000円程度下回るの

で、 16年産米での農家手取価格については

60kg当たり 10，000円をかろうじて超える水準

{干汚/60kg)
25 

10000 
H2 3 10 11 12 13 14 15 16 

{年選)

図5 自主流通米(きらら 397・全銘窮平均)

髄格の推移

資料:農林水藤省 f稲作関係資料J、コメ価格

センター資料ほか。
注:H16年E去の価格下にある%はH5年産との

比較である。

と推察される。このため稲作所得も大きく低

下し、水稲単作的な経営への影響はきわめて

大きい。

米価下落に伴う水稲収益性変化をみると、

図 6は、農水省米生産費調査による北梅道平

均の60kg当たり生産費と60kg当たり粗収益の

比較であるが、平成7年以降、粗収入が全算

入生産費を下回る水準にある。問調査による

16年産の60kg当たり主産物収入は10，961円で

あるが、全算入生産費は13，790円となってい

20 

15 

10 

平3

(年次別、滋平均)

5-- 15ha 
7ha 1 Oha 15ha以上

(平16年、規模刻)

思 6 北海道産米の粗収益と生農費の推移 (60kg当たり)

報告警各年版による。

地i¥;.利子 EI己及び支払地代、 i可資本利子の合計。

の
え
り



る。さらに問図右側は規模別に示しているが

15ha以上でも粗収入が生産費を償い切れてい

ないことがわかる。つまり最上位規模麗でも

経営的にペイしないのであり、単純化すれば

水稲作が収益作物でなく、その立地自体が困

難な状況にあることを意味する。

なお、ここで比較対象として、自作地地代

や自己資本利子も含む全算入生産費を用いた

点は、自作地割合が高い北海道といえどもそ

の多くは購入農地であり農地調達コストを無

視できないこと、農地を含め投資額が多額で

あり借入金か自己資本かに関わらず資本利子

の重みを無視できないことを踏まえている。

このような状況の下で、北海道米はこれま

で以上に販売対応の強化が求められている。

その方向は、品位別・用途別販売に見るよう

に、家庭用、業務用、加工原料用途それぞれ

の需要を的確に把握し、それに応える米づく

りと販売対応の強化ということである。北海

道米の需要の大きな特徴が、業務用、加工原

料用の大口実需にあることは、すでに明らか

にしたところであるが、今後はそれら実需の

ニーズをより的確に把握し、それに応えうる

産地づくりが重要となるといえよう。

く注>

1)自主流通米の販売先都府県数は、北海道農政

部「米に関する資料」による。

2)この部分の記述は、塩i翠 [3Jに基づく。

3 )北空知広域農協連による「北育ち F元気村こ

だわり米~ J等が代表的である。なお、平成 9

年産までの時期の北海道の農協系統組織の販売

対応については、吉田 [4Jを参照されたい。

4)大泉 [2Jによれば、ホクレンでは平成9年

産自主流通米の10年10月末現在在庫が6万トン、

10年産の11年10月末在庫見込みが17.7万トンと

試算されていた。また、北海道産米政府米在庫

議は10年5月末現在で65.1万トンである。

5) 平成10年~11年産の期間の状況について、大

泉 [2Jは fホクレンは……「生産調整と低価

格米による販売力強化Jというマーケティング

的発想へと転換させた」と指指する。

6) r価格訴求米j という呼称は、平成16年に廃

止され f原材料用途米」となっている。

く引用文献>

[lJ小池靖伴 (2006) r流通再編下における農

協の米集荷・販売対応j 、岩崎徹・牛山敬

二編『北海道農業の地帯構成と構造変動2

(北海道大学出版会)

[2 J大泉一貫 (2000) r米集荷の多様化と農協

-出荷業者・農民j 、日本農業研究所編『食

糧法システムと農協.!I (農林統計協会)

[ 3 J塩津照俊(1999) r北海道における稲作・

コメ問題」、食糧政策研究会編 WWTO体制

下のコメと食糧~ (日本経済評論社)

[4J吉田俊幸(1998) r<北海道〉全道共販と域

内産地自立化の動向J、伊藤喜雄縞著『米産

業の競争構造~ (農文協)
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3. 用途別実需者の原料米使用・消費

動向と北海道米へのニーズ

1)外食産業

(1)外食産業の全体的動向と米需要

一牛井、カレー、すし銀を中心に一

外食産業で使用される米は業務用米と呼ば

れ、援数の品種をブレンドして利用されるこ

とが一般的である。そこで先ずは外食産業の

全体動向を踏まえていく必要がある。

我が国の外食産業は1970年代に本格的なレ

ストランチェーンが登場したことを契機に展

開してきでいる。同時に、その市場規模の推

移は大きく、次の 3つの時期に思分される。

第 l段階は年次毎に拡大成長を遂げてきた

1970年代'"'-'1997年の期間である。その市場規

模は1975年の86，257億円から、 1980年代、

1990年代中盤期までを通してj順調に成長し、

1997年には290，702億円と30兆円近い規模に

達する注1) 。

第 2段階はマイナス成長が続いた1998年 ~

2003年の期間である。市場規模は上記1997年

(290， 702億円)をピークとして、以降は景

気低迷とそれに伴う髄人消費の低迷によって

マイナス成長に転じ、 2003年には245，684億

円(前年比マイナス3.5%)にまで低下してい

るilへそのため、外食事も1997年の37.6%か

ら、 2003年には35.9%に{底下している状況に

ある削)。

第 3段階は市場縮小の下げ止まり傾向が見

られる2004年以降である。即ち、その市場規

模は20例年で244，763億円、前年比マイナス

0.4%、2005年度でも前年比マイナス0.8%に

-15 

留まり、回復傾向にある削)。その背景には

新メニュー投入(個人福費上向きによる低価

格政策の見直し、高額商品の投入)、 M&A

による事業拡大、新業態への進出=他業態の

店舗展開により、売上高が増加するとともに

収益を回復させている外食チェーンが増えて

いることカtある注5) 。

こうした下、表 1は最近における癌舗売上

高伸び率上位40社のランキングを示している。

表 1 外食産業における盾舗売上高伸び務上住

の動向

(単位%)

前年度比

{中び率
則自イ立 業態社名

l ふらんす王手 ステーキ 58.6 
2 トリドール 和食 53.3 
3 クリヱイト・レストランツ 多業態 52. 1 
4 ベッパーフードサービス ステーキ 42.3 
5 ラーメン一議本部 ラーメン 33.0 
6 チムニー 居酒屋 30.4 
7 ニラックス ビュッフェレストラン 27.3 
8 タ1)ーズコーヒージャパン 喫茶 25.3 
9 くらコーポレーション 剖転ずし 23.3 
10 ゼンショー 牛井 23.0 
11 あみやき王手 焼き肉 22.6 
12 扇渓コーポレーション 焼き鳥 21.9 
13 あさんどスシロ一 回転ずし 21. 7 
14 カルラ 和食 21. 3 
15 ハートランド ラーメン 20.1 
16 サーティーワンアイスタワーム アイスクリーム 18.4 
16 ハイディ日高 ラーメン 18.4 
18 アールディーシー 多業態 18.1 
19 テラケン 居酒箆 17.6 
20 大戸E塁 手口;食 16.9 
21 力の源、カンパニー ラーメン 16.8 
22 うかい 多業態 16.6 
23 準楽苑 ラーメン 1札5
24 ひらまつ フランス料澄 16.0 
25 物誘コーポレーション ;燥さ肉 15.9 
26 キンレイ 和食 15.6 
27 ブロンコビリー ステーキ 14.2 
28 板東太郎 和食 13.0 
29 三光マーケティングフーズ居酒窓 口 2
3a サンライズサーピス 宅配ずし 11. 8 
31 ワタミ 居酒箆 10.7 
32 ポッカクリエイト 喫茶 10.6 
33 王子爆 宅配弁当 10.5 
34 柿安本応 総菜廃 10.3 
35 J記西日本フードサービスネット 喫茶 10.1 
36 ワイエスフード ラーメン 9.8 
37 チタカ・インターナhナル・7ーズ 多業態 9.6 
37 フライングガーデン 洋食 9. 6 
37 レオック潟東 給食 9.6 
40 スターパックスコーヒージャパン 喫茶 9.4 
40 オリジン東秀 弁当・総菜 9.4 
40 グローパルダイニング 多桑態 9.4 

資料:r日経MJ 2005年 5月12日付けJを引用・加工
t主:単独j百鰯予言ヒ高50億円以上，ホテルは除く。



そこではステーキ、和食、居酒展、多業態、

等、さらに和洋等の様々な業態が見られるが、

より米への依存度合いが高い牛井チェーン、

回転寿司チェーンも散見され、上位に位置し

ている。特に、回転寿司チェーンのくらコー

ポレーション、 2つの牛井チェーン癌(すき

家、なか卯)に加えて、ファミリーレストラ

ンとしては最大手である吉野家デ、イー・アン

ド・シー(牛井を欠き、低迷していたが)は

単価の高い定食メニュー定着によって、 2005

年半ばから既存癌売り上げもプラスに転じて

いることも付け加えておきたい。

表2は飲食業における経常利益上位の40社

の動向を示している。

ンチェーン(ココスジャパン)も展開するゼ ここではより一般的な居酒摩・飲食高チヱ

ンショーグループが伸び率20%台と10位以内 ーン、レストランチェーンが多いものの、牛

(9位、 10位)にランクされている。 井チェーン、カレーチェーン、回転寿司チエ

同時に、閣外ではあるものの、牛井チェ一 一ンもランクインしており、その市場規模の

表2 飲食業における経常利益ランキング

社名 菜室慾

ツ

5迷 ドトールコーヒー コーヒーショッブ-チェーン 5， :100 5，068 
5巡シダックス フードビジネス・総合 5，300 2，840 
7連 日本レストランシステム レストラン・チェーン 5，165 4，775 

8逮王将フードサービス E雪j露E霊・飲食!苫チェーン 5， 133 4，625 

9迷 ロイヤルホールディングス レストラン・チェーン 5，014 6， 155 
10連サンマルク レストラン・チェーン 4，816 4， 129 
11車サイゼリヤ レストフン・チェーン 1，498 .1， 814 

12逮ココスジャパン※ レストラン・チェーン 4，230 2，272 
ロ

16遠大皮 居酒E霊・欽食庖チェーン 3，752 4，072 

17主主 エームサービス 給食サービス 3.720 3，569 
18 スターパックスコーヒージャパン コーヒーショッブ-チェーン 3，500 2，628 
18 木曽路 居滋E霊・飲食j苫チェーン 3，500 2，808 

32 デニーズジャパン Eき滋E霊・飲食j苫チェーン 2，114 3，317 
33 ジョナサン※ 居滋E量・飲食底チェーン 1， 897 2，796 

フー

37 箆土産業 給食サービス 1， 750 1， 247 

38 チムニー E苦溺E霊・飲食底チェーン 1， 746 1，024 
39 三光マーケティングフーズ 居f寝屋・飲食庖チェーン 1，688 2，275 
40 椋安本j百 フードビジネス・総合 1， 652 1， 346 

資料:r日経MJ 2005年 5月12日付けJを引用・加工。

232 
2，460 
390 
508 

ー1， 141 
687 
316 

1， 958 

四 320

151 
872 
692 

-1，203 
899 

503 
722 

叩 587

306 

(単{立.百万円，%)

4，6 
86，6 
8.2 
11. 0 
18.5 
16.自

叩 6.6

86.2 

7.9 
4.2 
33.2 
24.6 

36.3 
時 32.2

40.3 
70.5 
25.8 
22.7 

売上高

m~佼

12 

69 

38 
16 
31 

13 
17 
18 
40 

11 
28 

34 
52 
81 
112 

注:1)連絡ベースの額を公表している食業は社名の左に「遼」とを提示している。同時に、然印は単体ベースを示している。

2)社名の後ろの「※Jは連絡対象企業である。

16 -



大きさがうかがえる。同時に、ファミリーレ

ストランは最大手のスカイラーク(経常利益

として苦位であるが)を筆頭にサイゼリア、

ロイヤルホールディングスも減益するなど苦

戦する一方、牛井、カレー、回転寿司チェー

ンの躍進が注目される。

牛井チェーンとしてはゼンショーの利益額

擢進が顕著で、あり、飲食業界全体の中でも 3

位に位置付いている(前回調査は15位)。あ

わせて、小会社のココスジャパンも 2位の延

び幅を示し、 12位にランクされている。問時

に、松崖フーズも50%近く延びて14位にラン

クされる他、吉野家デ、イー・アンド・シーも

28位にランクインして援活の様相にある(前

年度は50位圏外)。カレーチェーンとしては

l社のみが示されるが、業界最大手のCoCo壱

番屋が21位にランクされ、利益額も増加して

いる。回転寿司チェーンも、くらコーポレー

ションが26位、あきんどスシロ-31位にラン

クされ、やはり増益となっている(ただし、

カッパクリエイトは減益である)。特に、く

らコーポレーションの利益額増加率は30%台

中躍に達し、牛井のゼンショーに次ぐ成長を

示している。

こうした外食産業の中でも牛井、カレー、

すし飯に適合的であるのが北海道米であり、

近年では大量に科用されている削)。

元来、外食産業=実需は業務用米として価

格と品質のバランスを吟味し、経営の再生産

に見合う価格での安定的な米供給を望んでい

る(ある一定の品質で、開発商品に見合う髄

格の米であれば良い)。同時に、共通して米

としてのブレンド適性が重視されるとともに、

商品の特性に適合した米が求められている。

上記の諸点で優れているのが北海道米であ

る。それは 1つに準良繋米である上に相対的

に安価であり、実需にとってはコストパフォ

ーマンスが高いものとして評価されている点

がある。 2つに、北海道米は硬度があって付

着性に乏しいことから、例えば牛井用として

ゆ通り」良好、寿司飯では米粒がしっか

りしている上にパラける等、ブレンド適性が

高い点がある。

対して、米の食味が直接的に影響するコン

ビニエンスストアでのおにぎり、お弁当、ま

たファミリーレストランにおける白飯は fコ

シヒカリ」を中心とした府県産銘柄米の牙城

であり、北海道米はほぼ閉め出されている状

態にある。これは北海道資本の某コンビニエ

ンスストアでも同様であり、その弁当は北海

道米ではなく関東産の「コシヒカリJが使用

されているのである。

図 1は北海道における業務用米の具体的な

仕向先を示している (2004年産実績)。

前述したように、北海道米の用途(政府米

除き)として、製品販売量50万トンのうち業

務用が23万6千トンであり、実に48%を占め

ている(うちホクレン扱いが174千トンを占

める)。品種の内訳としては「きらら 39 

7Jが10万l千トンと大きな比重を占め、続

いて「ななつぼしJ ( 5万トン)、 「ほしの

ゆめJ (1万 9千トン)となっている。同時

に、その主な実需は牛井チェーン、カレーチ

ェーン、回転寿司チェーン、さらにコンビニ

- 17 -



業務用米
238千トン

よ ↓ ↓ ↓ 
牛井チェーン カレーチェーン 問転寿司チェーン コンビニエンスストア その他実需(小口)

大手11'土きらら397 18 大手 1社ほしのゆめ り 3校 きらら3骨
(寿司，チャーハン)

きらら397 40 

大手3社きらら397 27 7.-r刻印 ななつ{;fし l きらら397 l:l ほしのゆめ 14 

合計 15 底昔ト ほしのゆめ 0.5 合計 ななつぽし 25 ななつぽし

合言| 5.5 合計 38 その他

合計 82 

関 1 業務用米(北海道産)の需婆先 (2004年産)

資料 仁平恒夫・吉JII好文・細山隆夫，平成17年度研究成果情報「北海道米における期途加古需要滋の推計京炎料は北

海道長義政王将若所「主主政者の米穀現在~~潟まま rmlì霞状況調査J ，燦水省北海道統計・情報事務所「綴 13 'ijIJ主主盛分布状

j如、ホクレン聞き絞り羽交(平成17年11月)である。

主主:単位は千トンを示す。

エンスストア等である。

実需について言えば、大口供給先としては

牛井チェーンが最大であり、全て「きらら 3

9 7 Jで45千トンが供給されている。これは

いずれも先の有力な牛井チェーンである吉野

家、松屋フーズ、ゼンショーグループ(すき

家、なか卯)に仕向られており、中でも業界

最大手の吉野家に l万8千トンが集中してい

る。続いて、コンビニエンスストアへは「き

らら 39 7 Jを中心に 3万8千8トンが供給

されている。以下はカレーチェーンへ「ほし

のゆめJ5千 5百トンが供給され、ここでも

最大手のCoCo壱番崖が最も多く 5千トンが

供給されている。回転寿苛チヱーン(カッパ

寿司、あきんどスシロ一、くら寿司)へ fき

らら 39 7 J rななつぽし」が4千トンとな

っている。開時に、上記のナショナルチェー

ン以外の多数の小実需も多く、 8万2千トン

あまりがそこへ供給されている。

我が国では米消費が継続的に減退してきで

おり、それは今後とも避けられない状況にあ

る。とはいえ、一方では女性の社会進出、単

身世帯の増加、高齢社会化、生活の24時間化

等により、外食、さらに中食も含めた食の外

部化がますます高まると思われる。その意味

で、今後とも北海道米はコストパフォーマン

スの高い業務用として実需から期待され、開

時に実需ニーズに応えていけば北海道産地の

業務用米もさらなる拡大が見込まれるのであ

る注7)。

く注>

1)腕外食産業総合調査研究センターの推計に

よる。

2)腕外食産業総合調査研究センターの推計に

よる。

3)近畿農政局ホームページによる。ただし、当

期間においても中食産業(コンビニエンススト

ア、スーパ一等)の市場規模は一貫して拡大し

てきている。そのため、同ホームページによる
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と、外食産業にそう菜、弁当類、調理パン等(中

食産業)を加えた、食の f外部化」率としては

1997年の42.3%から、 2003年には43.6%へと逆

に上昇しているのである。

4) ~防外食産業総合調査研究センターの推計によ

る。問時に、こうした外食産業の「市場縮小j

下げ止まりはB経MJ (2006年 5月12日付け)、

また制日本フードサービス協会ホームページ等

でも指摘されている。

5) 日経M J (2006年 5月12臼付け)、また制日

本フードサービス協会ホームページ等による。

6) ホクレンからのヒアリングによる。

7)しかしながら、業務用(さらに加工・原材料

用も含め)市場においても、競争が激北する恐

れも生じている。 1つは圏内での競争であり、

最近の米価下落の状況下、府県産米もかつての

北海道産米の水準近くにまで低下してくると、

食味で優る前者の需要が増すことも考えられる

からである。 2つは海外との競争であり、需要

の多い牛井用にしても、実需の中にはより抵価

格の中国産米 (SB S米)の利用も見られはじ

め、国内産自体の圧迫も予期されることである。

く引用文献>

[ 1 ]総合企碩センタ一大阪 (2005): 2005年加工

米飯の市場分析調査一一「健康本格派」

- 19 -
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(2)牛井チェーンA社における米需要の特徴

と北海道米

a. t:t.井チェーン業界の動向

牛井(牛めしともいうが、以下では「牛

井」と表示)を主たるメニューのーっとして

外食事業を行う牛井チェーンとしては、吉野

家デ、イー・アンド・シー(J吉舗名:吉野家、

以下同じ)を筆頭に、ゼンショー(同すき

家)、松屋フーズ(同松屋)が代表的である。

表 1に示したように、吉野家デ、イー・アンド

.シーは文字通り全国47都道府県に展開して

おり 1，010店舗(フランチャイズ含む)を数

え、平成18年 2月期 (3月期)の売上高は

779億円となっている出)。また、ゼンショー

は44都道府県に展開し、信舗数は691、同年の

売上高661億円であり、松屋フーズは34都道

府県に展開し、鹿舗数702、同年売上高581億

円となっている。これら 3社は日本の飲食業

全体の中でも売上高で、それぞれ15位、 19位、

26位と上位に位置している。牛井は、日本の

飲食業の中でも重要な一分野となっていると

いえよう。牛井チェーンとしてこの 3社に次

ぐのが、なか卯(同なか卯)、神戸らんぷ亭

(陪神戸らんぷ亭)であるが、前者は26都道

府県、 270高舗(フランチャイズ83店舗含

む)であり、後者は関東地域の 4都県のみで、

40店舗 (2006年12月現在)となっている。

いま牛井として一般的に食されている、白

飯の上に味付けした牛肉をのせてタレをかけ

る井飯スタイルの起源はともかく、牛井提供

をチェーン居住して企業的に事業展開したの

は吉野家デ、イー・アンド・シーである。昭和

33年、戦前からあった髄人語m.吉野家の 2

代田社長が牛井の企業化をめざし、株式会社

化したことに始まり、その後、チェーン!吉化

を図っていく。これは、昭和45年代の大販万

博を契機にマクドナルドをはじめとしたファ

ーストフードやファミリーレストランチェー

ンが展開し始めたのと比べても早期といえる。

その後、 49年には、なか卯が牛井届 l号肢を

出活し、さらに昭和田年に松屋フーズが、 57

年にはゼンショーが設立され、いずれも急速

に底舗数を増加させるとともに、売上を増加

させてきた。

このような牛井関係各社の急速な店舗増加、

事業拡大の背景には、食の外部化進展という

全体の状況とともに、牛井の有するファース

ト・フード的な簡痩性と廉価性の側面を見落

表 1 牛井チェーンの動向
(単位・百万汚)

j苫舗の 庖舗数

会社名 応喜市名
本社

設立年
ある

フラン 売上高 その他
所在地 都道府 国内計 直営

県数
チャイズ

古里子家=fイー・アンド・シー 吉野家 東尽都 1958 47 1，010 676 334 77，853 海外2801苫告書

ゼンシ ヨ すき家 東京都 1982 44 691 691 。66，092 

松屋フーズ 松 屋 東京都 1980 34 702 692 10 58，050 海外81苫富市

な カミ gn なか卯 大阪府 1966 26 270 187 83 21， 329 

神戸らんぷ卒 神戸らんぷ卒 東京都 1993 4 40 ... ... 3，000 

資料:神戸らんぷ亭以外のJ;li舗数、売上潟、利益は「臼緩MJJ平成18年 5月12日付けの底舗売上高関係資料による。

他は各社HPによる。

主主:吉野室長ディー・アンド・シー及び松屋フーズの海外活舗数は平成19年 3月時点。
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とすことはできないであろう。とくに、バブ

ル崩壊後の長期化するデフレ下において、牛

井並盛り一杯280円前後での供給は注目され

たところである。

この廉価性を裏付けるのが、 1つは安舘な

原料米の確保である。そこで、原料米には、

菌産の中でも安値でかつ大量に供給可能な北

海道産米へのニーズが高くなっている。他の

lつは外国産牛肉への依存である。吉野家デ

ィー・アンド・シー、ゼンショー、松農フー

ズ3社ともアメリカ産牛肉に強く依再してき

たのである。

しかし、 BSE問題発生を機とするアメリ

カ産牛肉輸入禁止により、 3社とも牛井自体

の一時的販売中止に追い込まれることとなっ

た。これを機に、ゼンショー、松屋フーズで

は、オーストラリア産を主とする牛肉へ切り

替え牛井を再開したが、吉野家ディー・アン

ド・シーでは豚井や定食等の他メニューでの

提供を行い、アメリカ産牛肉輸入解禁を待っ

て牛井を再開するという対応の相違が見られ

る点が特徴的である。

b. 牛井チェーンA社の事業展開

牛井チェーンの中でもトップクラスの庄舗

展開と売上を示すのが、 A社である。

A社は、牛井チェーンの中でも草分け的存在

であり、業界を牽引してきたといってよい。

平くも昭和42年時点で、メニューを牛井中心

に絞り込み、現在に至るまで基本的には牛井

単品主義ともいえるメニュー構成を取ってい

る。いち早く、セントラルキッチンによる加

21 

工と物流体制の整備を行い、穣極的な癌舗展

開を図り昭和53年には国内1001吾舗へ、翌日

年には園内200賠舗となり、併せてアメリカ

へも進出を行ったが、急速な庖舗展開の反動

による味の低下等により、一時、会社更生法

の申請を余儀なくされた。

その後、デパート系資本との資本提携を行

いつつ、品質・食味への回帰、セントラルキ

ッチン・物流体制のいっそうの効率化等によ

り、昭和62年には会社更生計画を繰り上げ達

成し、さらにファーストフード事業者との合

併を経て、平成8年に場国内500庖舗へ、さら

に同16年には閣内1， 0001吉舗を超えるにささっ

た。この過程では、誼営庖だけでなく、フラ

ンチャイズ展開も進めている。また、アメリ

カだけでなく、中E認を中心としたアジア・オ

セアニア諸国へも進出している。

A社は、牛井チェーン店舗の事業展開を主

軸としているが、ほかに惣菜・弁当の持ち帰

り活舗や「たい焼きJ等の和食ファーストフ

ード癌舗、さらにカレーショップ蔚舗業態を

展開するとともに、平成12年には会社更生を

終了した持ち帰り寿司チェーンを子会社化す

るなど、牛井以外の事業展開も進めている。

なお、牛井単品主義の下で、主たる顧客層は

サラリーマン等の男'性である点が特徴である。

バブル崩壊後のデフレ不況下において、マ

クドナルドでの半額セールを機とした牛井チ

ェーン他社の低価格戦略に対しては、当初、

距離を讃いていたが、不況の長期化に伴う低

価格ニーズの強まりの中で、平成13年には牛

井並盛り一杯280円という価格を打ち出し、



このための顔料仕入れ~セントラルキッチン

での加工~物流~届舗の人員配置等の見蓋し

を進めた。これにより低価格でも、利益を確

保しうる収益構造を構築している。

その後、前述したようなBSE開題による

アメリカ産牛肉輪入禁止は、牛井単品主義の

A社の経営に大きな影響を与えた。この下で、

豚井や各種定食の導入等牛井以外のメニュー

の充実を回るとともに、ファミリ一層や女性

など新規客を呼び込みゃすい癌舗開発等も試

みる等の模索が行われた。その中で、 18年2

月期には売上増加と原錨率低減により、牛井

業態単独でも19億円の経常利主主となるなど、

業績が上向きに転じるに至っている(図1)。

このような状況下で、アメリカ産牛肉輸入再

開後、ようやく均年12月に牛井を本格的に再

開したのである。

C. 牛井チェーンA社における原料米と北

海道米の使用状況

A社の使用する原料米は、平成16年の場合、

玄米で 2 万 6 千トンである。原料米は 2~3

品種のブレンドであるが、このうち fきらら

3 971は約70%を占めている。 rきらら 3

9 7 Jの割合は、年産毎の品質、価格によっ

て変動するが、多い年には80%近くなるとい

い、 A社の原料米の中心となっている。ほか

に fつがるろまんJ、宮城産 fひとめぼれj 、

及び岡山産「アケボノ」、福間産「ヒノヒカ

リ」、滋資産「日本晴J等をブレンドして使

用している。ただし、北海道の庖舗では「き

らら 39 7 J 100%で提供している。これら

(億円)

1，400 
(慰問〉

200 

::::[-zrミ二 1100

800 

600 

400 

200 

(決算年)

圏 1 牛舛チェーンA社の売上高等の推移

資料 :A社の各年決算主主{言。
注:経常利益額、~期純利益はお臼盛。

の原料米の確保は、大手の米卸会社を通じて

行っている。

ブレンド割合については、平成13年までは

「きらら 39 7 J 60%の全国統一の割合とし

ていたが、 13年以降の低価格戦略への移行に

ともない、現在では「きらら 39 7 J割合を

70%へ高めるとともに、コスト削減のため地

元産を極力使う考えから地域によってブレン

ド割合を変化させている出}。

A社における北海道米の本格的な使用は、

食管法持代を別にすれば、 「きらら 39 7 J 

が主流となってからである。平成8年より、

南空知地域(岩見沢市、長沼町等)及び中空

知地域(新十津川町等)産の「きらら 39 

7Jの使用を開始し、その後、徐々に増加し

てきた。現荘は、一部石狩管内を含む甫空知

地域4農協、中空知地域2農協、上JII、眼張

の各 1農協が主たる供給産地となっており、

卸を通じて産地指定を行っている。これらの

産地のうち、量的に最も多いのは中空知地域

のP農協である。平成15年産からは、上記8

農協との間でホクレン、卸4社も参加する協

議会を立ち上げ、品質維持と安定供給を確保
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しうるよう清報交換を密接にしている。

原料米について「きらら 39 7 Jを中心と

した構成としているのは、第 1に、硬質の方

が「つゆ通り」がよく井物に適しており、

「きらら 39 7 Jがこの点を備えているから

である。すなわち、品質・特性に規定されて

いるといえよう。したがって、牛井等の井物

と定食類との割合が変化し、定食類が増加す

るようなことがあれば、他品種の割合が増加

することも想定される。第2は、やはり低髄

格であることの意味が大きい。

fきらら 39 7 Jについては、 l等米でタ

ンパク値609~70 5%を基準とし、産地段階で

揃えた米をホクレンー米卸会社経由で購入し、

A社は米卸会社でブレンドした米を納入して

もらっている。米卸会社では食味計で分析し、

受け入れ時点で基準に合うか否かのチェック

を行う。またA社でも、米卸会社からのサン

プルを穀物検定協会に委託して香り、味、粘

り、硬さ等の成分検査を毎月行い、 A社の基

準米との比較を通じて、米卸会社でのブレン

ド割合の決定に活用している。

do 牛井チェーンA社における北濃運米へ

のニーズ

「きらら 39 7 JはA社の原料米において

中心となっているが、品質・特性詣では牛井

に適しており、今後も井物主体であれば原料

の中心となっていくと見られる。その場合、

第 1に、産地の生産者において円等米でタ

ンパク値609~70 5%J との基準を充たす米を

生産し、これを安定供給することが重要であ

る。そこで、 A社に供給しているという意識

を生産者に持ってもらう勢力をしている。ま

た、「きらら 39 7 Jの作付面積減少は気にな

るところという。「つゆ通り」に適した硬質性

という品質・特性を有し、原料米の70%を占

めるだけに、 A社にとっては一定量以上の安

定供給の確保が重要となっており、産地側と

してもこれにどう答えていくかが重要である。

第2に、低価格での供給であり、いままで

以上に低価格での供給を要望している。低価

格供給を可能とするため、 A社としては高単

収地域へのシフトやタンパク館の見直し等も

視野に検討課題に含めているが、産地に対し

ては、低髄格でも生産者が営農継続できるよ

うな生産体制づくりへの努力を期待している。

く注>

1)ここでの数値は、売上高)11尉立を含めて、断らな

い限り、 「白経MJ J平成18年 5月12臼付けの

記事に基づいている。

2) これらの記述については、開き取り調査のほ

か、足立紀尚[1 ]及び安部修仁・伊藤元藁

[2 ]を参考にした。

く引用・参考文献>

[ 1 ]足立紀尚(2004)I牛井を変えたコメー北海道

fきらら 39 7 Jの挑戦一J(新潮新書)。

[2]安部修仁・伊藤元重 (2002)I吉野家の経済

学J (日経ビジネス文庫)。
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(3)カレーチェ…ン B社における米需要の特

徴と北海道米

a. カレーチェーン業界の動向

外食産業の中でもカレーチェーン業界は最

大手である特定 l社が抜き出た存在となって

いる(表1)。

それは1982年に愛知県で創業を開始し，同

県に本社を置く株式会社CoCo壱番屋である。

事業規模は巨大であり，車営・ブランチャイ

ズ (FC)含めて全母に1094店舗を展開して

いるとともに，売上げ高も600億円を超えて

いる。それに次ぐ業界第2位のリトルスプー

ンでは急速に規模が小さくなり，J吉舗数50，

売上高も2U意4千万丹に留まっている。表示

した中では間社の創業が最も新しく，その早

い成長は控目されるものの， CoCo壱番屋とは

大きな開きが存在するのである。

これら以下になると，カレーショップC&C

(22店舗， 42億 7千万円，ただし他業態であ

るコーヒーショップチェーンに大きく依存し

ている)，カレーの王様(13庖舗，売上高8

億2千万円)と，さらに規模は小さくなって

いる。問時に， 10""'20癌錦クラスのカレーチ

ェーン底は全国において多数展開しており，

その意味でもCoCo壱番屋の突出した存在がう

かがえる。

カレーチェーンにおける原料米使用に関し

ては不明の部分が多いものの，一殻的には硬

度があって付着性に乏しい米が求められてお

り，従って北海道米も多く使用されている。

実際，上記のカレーチェーン庖の中でも，最

大手のCoCo壱番麗では大量の北海道米をブレ

ンド用に使用しており，リトルスプーンも

f道産子米J (ホームページ上での表現)の

使用をうたっている。

b. カレーチェーンB社の事業展開

カレーチェーン業界の中でもトップクラス

の自舗展開と売上を示すのがB社である。こ

こであらためてB社の事業展開の動向を見る

と，その成長は急速である(醤1)。既に，

1997年において鹿舗数が400を超え，売上高

表 1 カレーチェーンの展開動向
(単位:百万円)

本社 底舗数
売上げ

チェーン名 設立年 「同骨骨四日 間 世田由国ー-ー一一ーーー一ーーー『再開閉

所在地 計 夜営 FC 海外 計

Coco壱番農 愛知県 1982年 1，094 : 307 776 11 61， 700 

リトルスプーン 北海道 1999年 50 : 30 19 2， 740 

fカレーショッブ四CJ 東京都 1968年 22 : 19 3 。 4， 270 

カレーの王様 東京都 1973年 13 : ... ... 。 820 

資料:壱番震はホームページ、リトルスプーンはホームページ及びリクナピNEXT、カレーショップC&Cは日絞ナビ、
カレーの王様はホームページより作成。

注:1)壱番屋の庖総数は2006年12月時点、 1百告書米端売上高は決算期の2006年5月期で示している。
2) リトルスプーンの白書童数はホームページの2006年待点、売上溺はリクナピNEXTより2005年10月期で示している。
3)カレーショップC&Cの売上高は親会社のドトールコーヒーショッブ15底も含んでいることから高めに現れているこ

とに留意が必要である。売上高は2005年3月期で示している。
4)カレーの王様の売上高は2005年度を示す。向R寺に「・・・Jは不明を示している。
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図 1 カレーチェーン8社における居舗数・売上高の動向

1997年 1998年 1999年 2000年 2001年 2002年 2003年 20例年 2005年 2006年

箆上商の推移

資料 :B社ホームページより号|胤・加工。
注:1)広告有数の推移には直営庖に加え、 Fcm、海外庖も含む。

2)売上高は路舗米端売上高を示している (5月期)。

も300徳円を数えていたが，その後も急速に

成長を遂げて10年後の2006年ではj吉舗数2倍

半，売上げも 2倍超にまで至っているのであ

る。同時に，その事業拡大には早くからの積

極的な新業態の開発・展開も作用しており，

カレーラーメン専門庖，あんかけスパゲッテ

ィ専門庖も出屈している。

c. カレーチェーン B社における原料米と

北海道米の使用状況

B社が使用する米(精米レベル)は11，300

トンであり，そのうち北海道の「ほしのゆ

めj が6，500トンと 6割近くを占めて，ベー

ス米となっている。この他は多数の品種で占

められ，宮城，新潟産等の fひとめぼれJ420 

'"'-'430トン，福間の「ヒノヒカリJ200トン，

滋賀の「日本晴J1， 500トン，愛知の「あさひ

の夢J1， 000トン，さらに富山，福井産の「コ

シヒカ J)Jも利用されている。

このような米の選択に関して， B社は直接

的に JA単協レベルの産地と取引きはせず，

北海道ではホクレンを経由しつつ全て卸売り

会社に任せており，開時にブレンド比率も卸

にほぼ一任されている。その卸売り会社は地

元の卸，関東の卸と 2社あり，地域によって

ブレンド比率も異なっている。

間社における北海道米の使用は1990年代中

盤，地元卸がホクレンから道央水由地帯の中

でも最良質米生産地域である上川中央地域の

JA当麻を紹介され，その米を高く評価した

ことから出発している。

1つに主力品種は「ほしのゆめ」であり，

大量に使用されてきている。供給する産地は

JA当麻を紹介されて以降，準良金味生産地

域である南空知(JA長沼，南幌等)にもj玄

がっている。それもあって，最近の 5年で見
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ても2003年の全国的な不作時(この持は「き

らら 39 7 Jを使用)を除けば向品種は向社

へ安定的に供給され，原料用米として使用さ

れている。現在になると，同社は JA当麻の

3， 000トンを中心とした上)11中央地域の4，000 

トン(上川中央地域は推計)，加えて準良食

味米生産地域である南空知地域において合計

1， 600"-'2， 000トンを利用している状況にある。

2つに，北権道米が大量，かつ安定的に

社へ供給されているのは卸とホクレンの利益

が一致したことが作用している。即ち，卸と

しては実需への安定供給に責務があり，ホク

レンとしても大口の実需は重主主な顧客であり，

それが安定かつ大量の供給を促す複数の産地

へと結びついているのである。開時に，ホク

レンを経由して上川中央地域の米は愛知の地

元卸，南空知の米は関東の卸へ供給されてお

り，卸開の地域的分業関係も成立している。

ただし，開社への供給量の通り，良費米生産

地域である上問中央の米は地元卸への供給が

多くを占めており，カレー用として相対的に

良質な米が大量に使用されているのである。

特に卸では食味としても，府県産銘柄米の

fあきたこまちj より rほしのゆめj の方

が良好で、あると評価されている。

米のブレンド比率は年毎に気候要閣によっ

て変化する米品質，価格に合わせ，卸が試験

を行い，その比率をB社に提案している。例

えば，地元卸では炊飯して理化学，物理性を

測定・検査するとともに，穀物検定協会へも

毎月サンプル送って食味値確認を依頼してい

る。具体的には春先時点のブレンド状況とし

て「ほしのゆめj が60%を占めるものの， 7 

月"-'9丹の夏期では品質の劣化も避けられな

いためコシヒカリ j 系もブレンドされて

いるのである(そこには卸における在庫バラ

ンスの事情もある)。

カレー米に求められる異体的な品費は次の

ようになっている。

その基準値(ブレンド結果)はタンパク含

有率 7%以下，アミロース含有率20%前後，

水分15%未満，自度47"-'49，濁度70%未満，

亀裂20%未満である。ただし， この中でタン

パク含有率はさほど重視されていない。従っ

て，ベースとなる米として，一般的に言えば

付着性に乏しいバラけの良い米，硬質米が要

求され，そのため北権道米が適合的として選

択されているのである。加えて形状劣化がな

く，コントロールできる米が良いとされてい

る(庖舗では炊飯して 2時間以上経過した米

は提供していなしサ。無論， こういった特性

だけに頼るのではなく 卸が事前に炊飯して

食味試験を行うとともに， B社本社でも食味

試験による確認を行っている。

ただし，北海道米はカレー用に適合的では

あるものの，それが選択されている決定的な

要因はコストパフォーマンスが高いことであ

る。卸は北梅道米を量と安定性，価格のバラ

ンスが取れて最適と評価し， B社としても北

海道米の魅力として l位に安定性， 2位にコ

スト， 3位に品質であるとしている。特に，

地元の卸は新潟「コシヒカリ」も l俵当たり

l万 l千円にまで価格が低下すれば確かに使

用するが，そうした低米価も短期的であり，
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量と安定性，髄格面では北海道米が最適であ

ると判断している(再時に，前述のように食

味も良好という評錨も加え)。従って，卸，

B社ともに北海道米を基本とするスタンスは

今後変わることのない方針であるとしている。

最後に， J吉舗数の増加に伴って，いっそう

大量の米が必要となることから，道央水田地

帯における産地の拡大も求められる状況にあ

る。これに関しては今後とも卸とホクレンと

の聞で調整が行われ，必要な米の量が確保さ

れることとなっている。

d. カレーチェーン 8社における北海道米

へのニーズ

北海道米への要望として，いずれも品種改

良に関する点が挙げられている。

1つに炊き増えの高い米，保水性の高い米

が求められている点である。特に前者の背景

には「ほしのゆめ」の収量が他の北海道米の

品種に比べて若干低いことがある(r大地の

- 27 

星j は卸の試験によると炊き増えが見られ，

カレー用に向くか検討が行われている)。

2つに，水温変化の地域差に影響されない

米が求められている。その背景には全店舗に

同一メーカーの炊飯器が導入され，炊飯マニ

ュアルもあるものの，地域によって温度が異

なり，従って米の炊きあがり状態にも均一性

を欠く状況も発生するためである。

今後の経営戦略の方向として，これまで以

上に様々な業態への進出を考えており，現在

では井物も想定している。その他，健康ブー

ムの中で玄米カレーの人気も高まっているが，

これへの参入に関しては苔定的な姿勢にある。

1つに，玄米カレーは市場規模が小さいこと

から， 1社による独占でない眠り，そのメリ

ットは大きくないと見られている。従って，

2つに現場のj吉舗にとってもハンドリングが

難しく(lJ吾舗=10食程度か)，効率的では

ない点が指摘されている。



(4)回転寿司チェ…ンC社における米需要の

特徴と北海道米

a. 自転寿司チェーン業界の動向

囲転寿司チェーンとしては、カッパ・クリ

エイト(庖舗名:かっば寿司)を筆頭に、あ

きんどスシ口一(河あきんど及び問スシロ

ー)、くらコーポレーション(同無添くら寿

時)、元気寿司(同元気寿司及び向すしおん

ど、ほか)、ジー・テイスト(間平禄寿司)

などが代表的である。表 1に示したように、

カッパ・クリエイトは全国26都道府県に展開

し、 18年5月時点の店舗数は290、平成18年2

月期の売上高は621億円となっている技 1) 。

ついで、あきんど・スシローは20都府県に展

開し、!吉舗数は172で、同年の売上高は444億

円、くらコーポレーションは16都府県に展開

し、!古舗数147、開年の売上高345億円となっ

ている。これら 3社は、日本の飲食業全体の

中でも売上高で、それぞれ23位、 41位、 49位

に位置している。これらについで、先気寿南

は、低価格業態や高級業態など4種類を16都

道県に展開し、同年の!吉舗数は188であり、ジ

ー・テイストでは、 12都道県に114J吉舗(ブ

ランチャイズ26鹿舗含む)となっている。

いまあるベルトコンベアが回る方式の回転

寿南の始まりは、昭和33年、元隷寿笥の創業

者がビール工場でベルトコンベア上をビール

瓶が由るのをヒントにしてオープンした「由

る元禄寿司Jにある。その後、昭和42年には、

この回転寿苛のビジネスとしての有望性が注

目され、元様寿司のフランチャイズ 1号店が

仙台に関躍し、伯台を拠点に商舗が広がると

ともに、翌43年には宇都宮で}吉舗展開が進ん

でいく。さらに、大阪万博を機とする外食産業

の展開に伴い、全国に急速に広がっていく tlへ
その要因としては、従来の寿司庖の高師、会

計の不明朗さに対して、廉価、会計の明朗さ、

手軽さが受けたことが大きい。

なお、前述した仙台のフランチャイズは現

在のジー・テイストの寿司業態である「平禄

表 1 毘転寿司チェーンの動向

(単位-百万円)

底織の 1百舗数

会社名 1吉舗名
本社 設立年

ある
売上高

所在地 都道府 国内計
フラン

県数
直営 チャイズ

カ ッパ・クリエイト かっば寿司 埼玉県 1981 26 290 290 。 62，077 

あきんど・スシロー あきんど、スシロー 大阪府 1984 20 172 172 。 44， 350 

くらコーポレーション 無添くら美子司 大阪府 1995 16 147 147 。 34，475 

フE 気 寿 司 元気美子司、すしおんどほか 栃木県 1979 16 188 188 。 24， 961 

ジ ー ・ テ イ ス ト 平禄寿可(仙台平禄) 宮城県 1981 12 114 88 26 19，714 

資料:各社のr.5舗数、売上高、利主主は f日経MJJ平成18年 5月12日付けのj百告書売上溺関係資料による。

なお、ジー・テイストの図内応舗数は平禄寿湾(仙台平禄)に限定して表示。同社HPによる平成19年3月時点。

0
0
 

り
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寿町j の前身であり、また、宇都宮の府舗は

「元気寿司」の前身となっているなど、圏転

寿司チェーンの中には元禄寿司が基盤となっ

た事業者が見られる。これに対して、昭和54

年にはカッパ・クリエイトが長野に回転寿司

をオープンさせ、 59年にはあきんどスシロー

の前身会社が、さらに平成7年にはくらコー

ポレーションがそれぞれ回転寿司業態の企業

を設立し、いずれも急速に癌舗数と売上を増

加させてきた。このような中で、 5社のj吉舗

数増加の背景には、マーケットニーズの徹底

した把握に基づく出府とともに、寿司ネタの

大量調達や低価格米利用によるコスト低減の

撤底、さらに廉価を可能とするセントラルキ

ッチンでの集中加工と配送体制等の物流体制

整備が大きい。

回転寿司屈は、全国に5，000近くあると言

われている削)。バブル崩壊後には鮮魚卸売

業や水産加工会社、和食チェーン商など魚に

関連した異業種から、回転寿司への参入も相

次いでいる。回転寿司チェーン業界では郊外

への大型商の立地・進出や低価格店と高級庖

への二極化など回転寿司を巡る動きの中で、

近年は不採算による関商や過度の出活による

業況の悪化と再建、さらに異業種からのM&

Aを含めた進出等の多様な動きがみられる。

なお、一般に寿時用の米については、臼に

入れたときに適度にパラけることが求められ

ており、このため一般の寿司屈でも古米を混

ぜることが多いという出}。このような点で

粘りが少く適度にバラける北海道米は、低価

格に加えて品質特性面からも回転寿号チェー
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ンで注目されているようである。

b. 回転寿司チェーンC社の事業展開

C社は、大阪府に本社があり、設立は平成7

年と新しいが、実は、向社の前身は昭和59年に

大阪府内に開業した回転寿司惑にある技5)。向

屈は、平成2年に株式会社化を函り、その後、

チェーンj吉化を進め、平成 5年には 7J吾、 C

社として設立される前年の 6年には12J吉とな

っていた。 7年にはセントラルキッチンとな

る工場が完成するとともに、 11丹にC社が設

立される。その後、急速に店舗数を増加させ、

10年の28窟舗から、 15年に83J吉、 17年151J否、

18年171店へと出屈を加速させている。出底

地域も関西だけでなく、関東地域、中京地域

へと拡大している。この過程で、子供連れ家

族用にゲーム性のあるタッチパネル方式の注

文システムなど、 1 T技術をフルに活用して

いる。

これに伴い、売上高も図 1のように急増し

ており、平成12年の112億円から16年210億円、

17年345億円、 18年には409億円となっている。

(寝室汚)
800 

700 

13 14 15 16 17 18 
(決撃事年)

~1 圏転寿司チェーンC社の売上高等の推移

資料 C社の各年決算短{言。

主主:経常利益額、当期純利主主は右S盛。



平成17年度の売上高でみると、同社は自転寿

可チヱーンの中でも上位に位聾しており、さ

らに同年の庖舗売上高伸び率も前年度比

23.3%で、単独店舗売上高50億円以上の飲食

業全体の中で 9位に位置するなど、近年の売

上高増加が著しい。

間社は、 「安全、美味しい、安い」をコン

セプトとし、まず第 lに「全食材から佐学調

味料・人工甘味料・合成着色料・人工保存料

を除去j に取り組んでいる。自家製無添加す

し酢やマヨネーズ等のオリジナル食材開発を

行うとともに、みそ汁のだしも癌舗で昆布や

カツオからとっているという。実は、昭和59

年に同社の前身である回転寿司が開業した時

点において、 1100円で本物j をいち早くキ

ャッチフレーズとしていたのである。

第2に「美味しい」の観点から寿司ネタは

告社3工場で加工したものを翌朝一斉配送す

るとともに、ハマチ、タイなどとくに鮮度を

要求されるネタは l次加工されたネタを一日

2回各店舗に配送している/16)。また、店内

での品質管理については、 「時間制限管理シ

ステムJ 自動廃棄システム」をそれぞれ平

成9年、 11年に導入し、ベルトコンベア上の

寿司が一定時間を経過すると自動で廃棄され

るコンビュータシステムとし、これにより鮮

度維持と安心の確保を図っている。また、お

米についても一般の寿可屈では粘りが少ない

等から古米を使用するのが一般的なところを、

「米岳体の味が優れている、当年産の新米を

独自の手法で精米し使用」している注7)。

第3に、 100円均一の価格戦略としている

点が特徴である。この低価格を維持するため、

自社工場でのセントラルキッチン方式に加え、

寿司ロボットを導入するとともに、さらに客

題、時間帯と寿南消費の関係の解析に基づい

て廃棄率を抑制する研究を進めている。

C. 回転寿司チェーンC社における原料米

と北海道米の使用状況

C社は年間で4.500"-'5.000トンの白米を使

用している。玄米に換算すると5.000"-'5. 500 

トンである。上述したように新米を使用して

いるのが特徴である。これはブレンド米であ

り、そのーっとして北海道米を使用している。

北海道米のブレンド割合は、年々変化させて

いる。ブレンド割合はC社独自に炊飯テスト

を行って、寿司飯を作り官能試験により決め

ている。 1年の途中で米自体の品費も変化す

るので、米の品質にtt¥じてブレンド割合も変

えている。

北海道米の中ではブレンド適性の高いこと

から「きらら 39 7 Jを使用している。 1ほ

しのゆめ」はブレンド適性が低いこと、単体

として使用した場合にも適していない。 1き

らら 39 7 Jは単なる増量剤としての利用で

はなく、ブレンドすると米にアクセントが得

られ、寿可飯として喪好であると判断してい

る。 C社ではある程度、粘りがあることも重

視しており、使用する「きらら 39 7 Jの条

件として、タンパク値6.5%以下の米として

おり、ホクレンー米卸会社経由で確保してい

る。北海道米に求めるのは、一般的には低価

格という点が大きいが、 C社では品質をより

ハH
u

q
d
 



重視しているのが特徴である。

C社では、かつて「きらら 39 7 Jのブレ

ンド割合を70%まで高めたこともあるが、現

在は20%前後であり、したがって現在は

1， 000トン前後の使用となる。 C社としては

大量の米が必要なので、量が確保できる産地

を指定しており、実擦には上川中部及び胆振

管内・羊蹄山麓の 2産地の米を使用している。

精米は、米卸会社の段階で行い、ブレンドし

た原料米を卸会社から全盟の底舗へ配送して

いる。ただし、米品質の維持管理のため、各

店舗で炊飯した米を本社まで送り、本社で品

質の確認を行っている。

C社及び米卸会社とも、年間 2回は上川中

部及び胆振・羊蹄山麓の米産地を訪問すると

ともに、産地側もC社を訪問し、相互理解を

深めている。

d. 回転美手間チェーンC社における北海道

米へのニーズ

C社にとって北海道米の「きらら 39 7 J 

は、 20%とはいえブレンド米の重要な構成要

素であり、今後もはずせない重要な産地であ

る。しかし、北海道米は、まず第 lに年々の

気候条件によって、米の品質に変化が生じや

すい点が開題となっている。そこで、 C社と

しては、品質の安定性が重要であると理解し

ており、今後もタンパク値6.5%以下の米を

安定的に供給することを期待している。その

場合、品質のぶれがないような産地の体制が

重要となろう。カントリー及び施設での調製

に基づいて品費を維持しうる体制が重要であ

るとともに、生産者段階でのタンパク値基準

に対する意識の轍患が必要である。

第 2に、量の安定的確保を期待している。

その場合、品質がぶれない産地の確保が求め

られている。 C社はここ数年、 20'""""30店舗ず

つ出店させ、店舗数を増加させており、これ

に伴って年間1，000トンずつ米の使用量が増

加している。 iきらら 39 7 Jも)11重次増加し

ており、今後も20%のブレンド率を維持する

となれば、ホクレン段階の対応であるがいず

れは現在の 2産地に加え、新たな産地が必要

となってくる。

く注>

1)ここでの数値は、後述する売上高)1渓位も含め

て、断らない限り、 「日経MJ J平成18年5月

12 E3付けの記事に基づいている。

2) 回転寿司の歩みについては、渡辺[1 ]の整

理を先に、元禄産業株式会社のHPの記述等も

参考にした。なお、元禄寿司と f平禄寿司J

f元気寿司j との関係については、中村靖彦

1 ]、渡辺米英 [2]のほか、元気寿司株式会

社及び株式会社ジー・テイスト両社のHP等の

記述も参考としている。

3)渡辺 [3] によると、コンベアメーカーの推

によると断った上で、平成14年初持点で

転寿司は全留に4，500J苫あるとも、 5，OOOJ吉ある

とも言われている。 j とする。
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4)この点の記述は成績字平 (2003)の指摘に基

づく。

5) C社のHPにある「沿革Jの表では、昭和59

年の回転寿司j吉開業に先立ち、 52年に一般的な

寿司j苫として匝転したことが冒頭に掲げられて

いる、ここでは囲転寿司庖に注目したので59年

とした。

6) この点については、矢野経済研究所 [4] を

参考にした。

7)この記述は、 C社HPからの引用であるが、上

記引用に続いて「産地・精米方法までj してい

ると記述している。

く引用文献>

[ 1 ]中村靖彦(1998) 1コンビニ ファミレス

掴転寿向」、文春新書。

[2 ]成瀬字平 (2003) 1すしの謹蓄 旨さの秘

、講談社十 α新書。

[3 ]渡辺米英 (2002) 1回転寿司の経済学一

「勝ち紐j 外食産業の秘筏一J、ベスト新書。

[4]矢野経済研究所(2006)12006年版米飯市場

の展望と戦略J、株式会社矢野経済研究所。

ワム“
内
合
。



2)加工米飯事業

(1)加工米飯市場の動向と北海道における加

工原料用米需要

加工米飯は、味噌、米葉、米穀粉、包装も

ち、酒等の米を主涼料とする米加工食品の中

でも生産量が着実に伸びている品目である。

f簡便化志向に適応した製品、季節限定商品

や呉材・ご飯のセット商品など多種多様な製

品の開発」等も進み、 2006年の生産量は28万

3ヂ tとこの 3年間で14%の増加率を示して

いる注1) 。また、加工米飯は、調理加工した

米飯類の形態により、主に冷凍米飯、無菌包

装米飯、レトルト米飯、チルド米飯、乾燥米

飯、缶詰米飯の 6種類に分類される。

最近の生産動向を種類別にみると、 2001年

以降は減少傾向にあった冷凍米飯が2004年か

ら漸増に転じ山)、日万 3千 t(54%)にま

でもち産す中で、無蕗包装米飯は年々増加し

ながら 9万4千 t(33%)まで生産最を伸ば

30 

25 

生 20
産

景 15

万
t 10 

5 

。

している。一方、他のチルド米飯、乾燥米飯、

缶詰米飯など常食に利用される頻度が少ない

麓類はこれらを合わせても l万 5千 tとレト

ルト米飯の 2万2千 tにも及ばない(圏1)。

品目別では混飯が12万 t(44%)で最も多

いが、白飯が8万 3千 t(31%)とシェアを

徐々に拡げており、前述のようにその多くを

占める無菌包装米飯の堅調な伸びと一致する

形になっている(図 2)。

このような加工米飯の市場規模は1.500f意

円以上ともいわれ、今後ともその拡大基調が

予測されているが、その主力は家庭用への用

途向けとされている7]:3)。加工米飯は、その

用途により家庭用米飯と業務用米飯に分類さ

れるが、販売高の推移をみると2003年は家庭

用が1.218億円で全体の79%を占めている。

一方、業務用は334億円で高齢者向け・病態

といった特殊米飯を除けば市場規模としては

低迷領向にある(畿1)。競争激化によるア

隆缶詰

包乾燥

圏チルド

ロレトjレト

図無菌包装

ロ冷凍

91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 

年次

臨 1 加工米飯の種類別生産量の推移

資料:燦林水産省「米麦加工食品生産動慾等統計議室差j より作成

。
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イテム数の減少、撤退・縮小を余儀なくされ

るメーカーもある中で、家庭舟一般米飯では

銘柄米を使用した無留パック、無菌セット、

麦ごはんのような健康志向米などのアイテム

投入により、生産数量の拡大と同時に新規ユ

ーザーの獲得やブランド強化などが国られて

家庭

用

業務

用

いる。

家庭用一般米飯の販売高を加工形態別にみ

ると、冷凍528億円 (44%)、無菌パック290

{意円 (24%)、レトjレト172億:円(14%)とな

30 

25 

生 20
産

最 15

万
t 10 

5 

。
91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 

年次

図2 加工米飯の品目別生産量の推移

資料・益金林水産省 f米麦IJ日工食品生後!fVJf!道警手統計読ままJより作成

表 1 形態別にみた加工米銀の市場規模動向

用途・形態
販売品(億円)

2001 2002 2003 2004 2001 
1， 083 1. 157 1， 195 1， 290 100 

冷凍 513 539 528 560 47 
無関パック 230 253 290 335 
レトルト 171 169 172 175 16 

般
無爵セット 70 94 93 100 

乾燥 63 69 80 88 
その他 36 33 32 32 3 

17 20 23 27 100 

病態
11 13 15 18 67 

特殊
無菌包装 7 8 9 11 39 
レト)vト 5 b 6 7 27 

i奇 6 7 8 33 

齢者
レト)vト 5 7 8 33 
その他 。 。

一般 332 328 324 333 98 
特殊 8 9 10 12 2 

冷凍 323 321 318 328 95 
その他 17 16 16 17 5 

家庭用 1， 100 1， 177 1， 218 1， 317 76 
業務用 339 337 334 345 24 

計 1， 439 1， 514 1， 552 1， 662 100 

溺その他

5赤飯

塁塁かゆ・
雑炊

。すし・
おにぎり

図自飯

ロj昆銭

構成比(%)
2002 2003 
100 100 
47 44 
22 24 
15 14 
8 8 
6 7 
3 3 

100 100 
65 65 
40 39 
25 26 
35 35 
34 33 
2 2 
97 97 
3 3 
95 95 

5 
78 78 
22 22 
100 100 

2004 
100 
43 
26 
14 
8 
7 
2 

100 
67 
41 
26 
33 
31 
2 
97 
3 
95 
b 

79 
21 
100 

資料:r2005年加工米飯の市場分析調査J (総合企溜センタ一大阪 2004)の4p、11p、20p、26p、31p、の各至宝を引

用・加工して作成。

注:2004年は見込み。 r高齢者」は高齢者向け。業務用は用途別、形態別で夜分。
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り、この 3形態で全体の83%を占める。最も

市場規模が大きい冷凍もやや伸び悩み{頃向に

あったが、最近は妙飯やピラフなど混飯を中

心に生産量が増加してきでいることは先にも

述べたとおりである。

品目別では、生産量では 2番目に位置する

白飯が282億円 (24%)で最も多く、以下、:師、

飯・チキンライス他265億円 (22%)、ゼラ

フ204億円(17%)、粥・雑炊類140億 円

(12%)となる(表 2)。各品臣におけるメ

ーカー各社の特定のヒット商品を中心とする

堅調な売り上げが、品目別にみた販売高構成

の大きな変化に結びつかない形で展開してい

る。販売高が最も大きいメーカーは味の素グ

ループ(170億円)である。それにニチレイ

(153億円)、加ト吉(113鰭円)、佐藤食品

工業 (98{意円)、ニチログループ (92億円)

が続く。無菌包装米飯が相対的に多い加ト吉、

佐藤食品工業を除く各社はいずれも冷凍米飯

が主力で次いでレトルト米飯の販売高が大き

いのが特徴である。

加工米飯の22%に当たる業務用米飯 (334

億円)は、加工形態別では冷凍が318億円で

圧倒的に多く、その販売高の95%を占める。

ただし、その市場規模は家庭用一般・冷凍の

528億円より小さく、最近ではこの家賠用の

方が伸びる傾向にある。そのため、業務用の

冷凍は家庭用一般の無薗パックに追い越され

表2 品目別にみた加工米飯の市場規模動向

用途・品目
販売品(億円) 構成比(%)

2001 2002 2003 2004 2001 2002 2003 2004 

1， 083 1. 157 1， 195 1，290 100 100 100 100 

自飯 256 266 282 305 24 23 24 24 
妙、飯・他 245 257 265 280 23 22 22 22 

ピラフ 196 200 204 220 18 17 17 17 
般 粥・雑炊類 110 133 140 145 10 11 12 11 

おにぎり 83 85 88 90 8 7 7 7 

庭家
炊込ご飯・他 20 25 26 36 2 2 2 3 

その他 173 191 190 214 16 17 16 17 
用 17 20 23 27 100 100 100 100 

11 13 15 18 67 65 65 自7

病態 自飯 9 10 11 13 55 50 48 48 
特殊 粥 2 3 4 5 12 15 17 19 

齢向者

6 7 8 9 33 35 35 33 
粥 3 3 4 4 17 17 15 15 

その他 3 4 5 日 16 18 20 19 

339 337 334 345 100 100 100 100 

ピフフ 87 84 82 82 26 25 25 24 
;勝、飯

業 般 66 65 65 70 19 19 19 20 
務 おにぎり 39 39 40 40 12 12 12 12 
用

特殊 炊込ご飯・他 31 36 37 40 9 11 11 12 
ドライカレー・他 38 36 35 35 11 11 10 10 

その他 78 77 75 78 23 23 22 23 

資料:r2005年加工米飯の市場分析務査J (総合会爾センタ一大阪， 2004)の12p、21P、26P、31P、の各表を引用・加
工して作成。

注:1)以下の品目は盟各称を使用(妙飯・チキンライスf也、炊き込み・混ぜご飯、 ドライカレー・チキンライス)。
2) 2004年は見込み。 r高齢者j は主主齢者向け。
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そうな状況にある。味の素グループ141億円

(42%)、ニチレイ35億円(11%)、加ト吉

30億円 (9%)など冷凍食品メーカーの参入

が中心となっている。

品自別では、ピラフの販売高が82億円と最

も大きく、以下、妙飯、おにぎり、炊き込み

・混ぜごはん、 ドライカレー・チキンライス、

その他のJII震となる。ただし、今後は外食向け

のピラフやドライカレーなどより、中食向け

の炊き込み・混ぜ、こ守はんや本物志向への対応

が進む妙飯などの伸長が見込まれている。

次に付加価値米として無洗米と発芽玄米の

概況について簡単に触れる。無洗米はメーカ

ー・卸、量販j吾で取り扱われ、その市場規模

は1， 500億円 (59万 6千 t)ともいわれる。

販売ルートシェアはスーパー (62%)が最も

大きく、それに生協 (29%)、米穀庖 (6%)、

その飽 (4%)と続く。

発芽玄米の市場規模は117銭円 cl万 6千

t )で2002年に100徳円台に急成長を遂げた

が、その後は撤増傾向にある(ただし、加工

米飯はこのうちの14億円)。販売高はファン

ケルが54億円 (46%)、ドーマ-30億円

(26%)でこの 2社で全体の72%のシェアを

占める。しかし、これ以降も企業の参入等が

増加しており、販売シェアも含めて今後とも

変動が予想される市場ともいえる。

用途別、形態別、品目別に加工米飯の動向

をみてきたが、次にメーカ一等の実需者が家

庭用や業務用の加工米飯、付加価値米の原材

料として使用する米、加工原材料用米につい

てみていくことにする。

加工原材料用米は、制度的には!日特定米穀

等、!日告主流通米(一般米)、 MA米を含む

政府米、加工用米に区分される。また、用途

別には味噌、米葉、米穀粉、包装もち、酒等

の加工用途に使用される削)。函 3は北海道

米 (2004年産)を対象として、加工原材料用

米の実需等への供給先・供給量とホクレンに

よる販売に眼定したその仕向先・仕向量の構

成を示したものである。加工原材料用米の合

計は6万8千 tでこれは北権道米の製品販売

最49万 5千 t (政府米、農家消費等、減耗分

を除外した数量)の14%に当たる(家庭用は

39%、業務用は48%)。このうち供給元とし

て最も多いのはホクレン販売の 3万 3千 tで

次いで中間米・規格外米の 1万 7千 tとなる。

なお、この他に特定米穀等(屑米)の l万2

千 tがあるがここでは除外している。

ホクレンの取扱量3万 3千 tを品種別にみ

ると、 「ほしのゆめj が 1万 tで最も多く、

これに「きらら 397J (9千 t)、 「大地

の星J (6千 t) が続く。これらは冷凍米飯、

発芽玄米、無麗包装米飯の原材料として実需

等に供給されている。このうち冷凍米飯の原

材料には「きらら 397J (7千 t) と「大

地の星J (6千 t)が使用され、メーカーシ

ェアがトップのニチレイを始めとする大手2

社がその実需を担っている。 I大地の星」は

その加工適性に対する評価も高く、大量需要

としては冷凍米飯向けのみである。発芽玄米

にはファンケルを含む大手 2社が「ほしのゆ

め」を使用し、各社間で原料調達の調整を行

う形になっている。 Iほしのゆめ」はこの時

ρ
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カ日
① 中間米・規格外米 17，000 t 

工 ② 加工用米 10，000 t 
東

材 68，000 t ③ 農協等独自販売 5，000 t 
草寺
用 ④ 農協以外集帯団体扱 3，000 t 
米

⑤ ホクレン販売 33，000 t 

Jニュー
品目 数量 品種 数量 品種 数震

冷凍米飯 13，000 t 大手2社 きらら397 7，000 t 大地の星 6，000 t 

発芽玄米 10，000 t 大手2社 ほしのゆめ 10，000 t 

無菌告装米飯 2，000 t 大手1社 きらら397 2，000 t 

酒造用 8，000 t 吟嵐 2，000 t あきほ・他 6，000 t 

図3 加工原材料用米(北海道米)の供給元と仕向先 (20例年産)

資料:仁平・吉)[1・細山「北海道米における用途別祭主主畿の推計J (平成17年度研究成果情報)に基づき作成。
注:1)加工lJl(材料用米のうち、加工用米を徐いてホクレンが販売した米の主な仕向先・仕向盤を整理。

2) 中間米・規格外米は絡下米に当たる。溺造用の吟風は猶造好通米、あきほ他は掛米問。

点では発芽玄米向けのみの使用に限られてい

る。無菌告装米飯では、最大手の佐藤食品工

業が「きらら 397J (2千 t) を使用して

いる。

このイ也、 f吟風J (2千 t) は酒造好適米

として、 fあきほJ ( 3千 t強)は酒造用の

掛米として使用されている。

北海道米の家庭用・$販用としての需要拡

大が望めない現況下では、それぞれの市場規

模は全く異なるが北海道米の製品販売最の

48%を占める業務用と合わせて、加工藤材料

用米のより一閣の需要拡大に活路を見いだす

ことが必然となる。

これまでみてきたように、ア)加工米飯の

中でも生産ベースで冷凍米飯が復調し、無菌

包装米飯もさらなる伸びが見込まれる、イ)

品目別でも依然として混飯のシェアが大きく、

白飯も順調な伸びをみせている、ウ)現在、

実際に北海道米を原材料として使用している

主な実需が、加工米飯の主流である冷凍米飯

や無欝包装米飯関連のトップメーカーであり、

それぞれまさに冷凍米飯のピラフや無蕗パッ

クの白飯を主要製品として取り扱っている、

エ)付加髄値米のカテゴリーに入る発芽玄米

用途にも最大手の実需に大量供給している、

などの実態・実績がある。それらを踏まえる

と、加工原材料用米の需要拡大のためには、

当然ながらこれら大量ロットを基本とする特

定実需との現行の取引関係の維持がその前提

となる。そのためには、ホクレン等の謀材料

確保を中心とする調整機能、役割を生かしつ

つ、今後とも実需側の原材料米としての新た

なニーズに対応できるように産地側の生産供

給体制を整えておく必要がある。
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また例えば、無菌包装米飯メーカーでは、

これまで基本的には北海道米は fきらら 39 

7 J (ブレンド用途も含む)のみを使用して

きたが、新規に「ななつぽしj を使用した商

品の製造・販売を展開するようになった。既

存の実需に対しても原材料として使用する品

種の単なる入れ替えではなく、北海道米に対

する需要量の増加、製品生産量の拡大につな

がるような新規需要の掘り起こしがなされな

いとその効果も減少する。

他方で参入企業の増加により、小売段階で

の価格競争が激化している。この場合、特に

1)農林水康省総合食料局「米麦加工食品生産

動態等統計調査Jによる。当該年ではないが

加工米飯業種に係る対象企業数は2004年は

127， 2005年は117である。

2)加工米飯の生産量が!順調に拡大する2001年

までの動向は、冬木勝イニ (2003)を参照のこ

と。

3)総合企画センター (2004)では、家庭用、業

無菌パックは差別化しにくい自飯が中心とな

ることから冷凍米飯より原価調整の幅が小さ

く、原材料の調達コストに関わる条件が一層

厳しくなる注5) 。加工原材料用米に対する現

在の市場規模が相対的に大きくはない中で、

価格条件もより難しくなる状況下にある。加

工原材料用米の需要拡大のためには、これら

の先行事例を踏まえつつ、産地側がホクレン

等との連携の下、これまで以上に北海道米の

価格を含めた準良食味米としてのポテンシヤ

ルと新規実需とのマッチングを図っていくこ

とが重要となる。

く注>

務用をさらにそれぞれ一般米飯と高齢者向け

・病態米飯(特殊米飯)に分類するとともに、

付加価値米として無洗米と発芽玄米を位置づ

けている。以下、これらに関する論述は当デ

ータに依拠した。

4)松島正博 (2005)では、制度別、用途別の供

給動向が示されている。

5)斎藤修、張秋柳c1999)を参照のこと。

く引用文献>

[lJ冬木勝仁 (2003):グローパリゼーション下

のコメ・ビジネス. 百本経済評論社， 2003.

[2 J総合企甑センター (2004): 2005年加工米飯

の市場分析調査.総合企画センタ一大阪，

2004. 

[3 ]松島正博 (2005):食糧法下での加工原材料

用米の動向.農林統計調査， 2005.

[4J斎藤修、張秋柳c1999) :加工米飯をめぐる

フードシステムと経営的課題.農林統計協会，

1999. 
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(2)無菌包装米飯D社における米需要の特徴

と北潟遵米

a.無覇包装米飯業界の動向

無菌包装米飯は、無菌状態のままパックす

る製法による食味の畏さ、安心・安全といっ

た消費者ニーズ、への適合、常温流通・常温保

存が可能なレンジ商品としての利便性、セッ

ト米飯としての多様な品揃えなどといった特

徴を持っている。

無蕗包装米飯の市場規模は、 1988年に佐藤

食品工業が初めて開発して以峰、ヱスどー食

品(1990年)の参入、加ト吉の量産体制の確

立と本格参入(1996年)を経ながら、一貫し

て拡大してきている出)。販売量ベース(メ

ーカー出帯)では1996年から2003年までの 7

年間に 2万 tから 8万 1千 tへ、販売額でも

同じく 129億円から465億円へと成長し続けて

おり、今後ともさらなる拡大が見込まれる市

場である注2)。販売高ベースでみた2003年の

メーカーシェアは、 465億円のうち佐藤食品

300 

工業が98億円 (21%)、加ト吉88領円(19%)、

ヱスビー食品84億円(18%)、カゴメ37信円

(8 %)となり、上位4社で66%を占める。

これらの主要メーカーにおける無菌包装米

飯の販売高の推移を別の資料により無菌パッ

ク、無菌セット別にみるといずれも増加傾向

にあるのがわかる(図1)。無菌パックは佐

藤食品工業、加ト吉、ヱスピー食品のシェア

が大きいが、この他にもレトルトから無菌パ

ックに切り換えて白飯を強化するメーカーな

ども現れ、無薗パックの市場は確実な伸びを

みせている。このうちヱスピー食品はカゴメ

に次いで無菌セットの販売高も大きいなど、

得意分野への商品の絞り込みを図りながら、

混ぜご飯やリゾット、カップ入りなどセット

米飯の分野を伸ばしているメーカーもある。

b. 無菌包装米飯D社の事業展開

ここで対象とするD社は、無菌包装米飯事

業を開始(1987年)して以来、メーカートッ

無菌 ID東洋水産

250い一一パック

叛 200I 
7三企=c

高 150

億
内 100

50 

。
2002/3 2003/3 2004/3 2005/3 

図 1 無菌也装米飯の主要メーカーにおける販売高シェアの推移

資料 f2005年加工米室長の市場分析線変J (総合金額センタ一大量R.2004)の個別企梁綴の各表を引用・加工して作成。

注:各年3月期決算・連絡の数値。 2005/3期は見込み。

れ
同

υ
η

。



300 

250 

n

H

u

n

H

u

n

H

u

 

n

H

v

w

h

d

n

H

u

 

n〆h

・

4
E

，

4
1

・

売

上

高

億

円

50 

。
包装米飯
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函 2 D社の食品製造事業における品目別売上高の推移

資料‘ D宇土各年 r4月期決算短{言・連絡」より作成。
主主:各年とも前年5/1 ~4/30の実綴となる。

プとして事業を展開してきた。その事業内容

は、食品製造と小売事業に分けられ、前者で

は包装餅、包装米飯、即席自玉・白粉他の

製造・販売を行っている。売上高 (2006年4

月期)では食品製造事業が259億円で全体の

59%を占め、さらにその内訳を品目別にみる

と、包装餅130億円 (30%)、包装米飯123億円

(28%)、その他 6億:円(1%)となる(図

2)。製造部門内では旬装米飯はその47%を

占め、包装餅が伸び悩む中でその売上高に迫

る勢いで拡大してきでいる。

売上高を用途別にみると、家庭用一般米飯

用が97%を占め、業務用のシェアは小さいt問。

形態別では99%が包装米飯で他はレトルトの

『白かゆ』、 『発芽玄米粥』、 『黒がゆ』等で

ある(表1)。

品目別ではそのほとんどが白飯 (98%)で

ある。ブランド別では『コシヒカリ』が61%

を占める(表 2) 0 1988年に新潟産「コシヒ

カリ j を使用した商品を発売して以来、主力

表 D社における用途別・形態別にみた苑上高の推移

類別
売上I笥(億円) 構成上ヒ(%)

2002/4 2003/4 2004/4 2005/4 2002/4 2003/4 2004/4 2005/4 

売上前総計 92.0 97.0 100.6 110.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

家庭用 自O.8 95. 5 99.6 109.0 98. 7 98. 5 99. 0 99. 1 

用 一般米飯 89.8 94.7 97. 8 107.0 97. 6 97. 6 97. 2 97. 3 
途 特殊米飯 1.0 O. 8 1.8 2. 0 1. 1 0.8 1.8 1.8 

業務用 1.2 1.5 1.0 1.0 1.3 1. 5 1.0 O. 9 

形態
無萄パック 91. 8 96. 7 100.0 109.3 99. 8 99. 7 99.4 99. 4 

レトルト O. 2 O. 3 O. 6 O. 7 O. 2 O. 3 O. 6 O. 6 

資料:r2005年加工米飯の市場分析調査J (総合企画センタ一大阪， 2004)の09pの各表を引用・加工して作成。
注:1コ社各年 r4月期決算・逮結j によるため、各年とも前年5/1 ~4/30の実綴となる。 2005/4期は見込み。
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表 2 D社における品目別・ブランド別にみた売上高の推移

類別
売上向(億円) 構成比(%)

2002/4 2003/4 2004/4 2005/4 2002/4 2003/4 2004/4 2005/4 

売上品総計 92. 0 97. 0 100.6 110.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

自飯 90. 0 95.0 98. 6 107.5 97. 8 97. 9 98. 0 97. 7 

口口口 赤飯・おこわ 1.0 O. 9 O. 9 O. 9 1. 1 O. 9 O. 9 O. 8 

日 焼きおにぎり O. 8 O. 8 O. 8 O. 9 O. 9 O. 8 O. 8 O. 8 

粥・雑炊類 O. 2 O. 3 O. 3 O. 7 O. 2 O. 3 O. 3 O. 6 

コシヒカリ 55.0 57. 0 61. 0 65. 0 59. 8 58. 8 60. 6 59. 1 

きらら 397 9.0 11. 0 11. 0 12.0 9. 8 11. 3 10.9 10.9 

ブ
銀シャリ 12. 0 12.0 10. 7 12.0 13.0 12.4 10.6 10.9 

フ ひとめぼれ 7. 0 7. 0 8. 0 8.0 7. 6 7. 2 8. 0 7. 3 
ン その他自飯 7. 0 7. 0 8. 5 10. 5 7. 6 7. 2 8.4 9.5 
ド

赤飯 1.0 O. 9 O. 9 O. 9 1. 1 O. 9 O. 9 0.8 

おにぎり O. 8 O. 8 O. 9 0.9 O. 9 O. 8 O. 9 0.8 

かゆ O. 2 O. 3 0.6 O. 7 O. 2 O. 3 O. 6 O. 6 

資料:r2005年加工米飯の市場分析線変J (総合金額センタ一大阪. 2004)のD社関係の各表を引用・加工して作成。
r主 l) D社各年 r4月織決算・逮結j によるため、各年とも前年 5/1 ~4/30の実綴となる。 2005/4 期は見込み。

2) 2003、2004年のブランド計には誤差がある。

は新潟産 シヒカリj を使用した商品であ

る。また、宮城産「ひとめぼれJ、新潟魚沼

産「コシヒカリJ、北海道産「きらら 39 

7Jγ 佐賀産「ひのひかりJを使用した商品

を始めとして、最近では福島会津産「コシヒ

カリ」、茨城産 fコシヒカリ」、秋田産「あ

きたこまち」、山形産「はえぬき」、新潟岩

船産 fコシヒカリ」、宮城産「ササニシキ」

など、各地の銘柄米を使用して差別化を図っ

た商品を増やしてきでいる削)。その一方で

値格対応の『北海道産きらら 39 7 ~や『銀

シャリ』などの商品も揃えているがやや伸び

踏み傾向にある。

この伯、健康ニーズに対応した発芽玄米、

麦ごはん、黒米を始めとして、植物ステロー

ル配合商品や病態食として腎臓病患者向けに

蚤自質を抑えた商品などの投入、消費者の購

買動向に対志した 3個・ 5儒食パックの追加

など、商品アイテムの充実を闘ってきている。

C. 無醤包装米飯A社における原料米と北

潟道米の使用状況

D社の無菌包装米飯の大半を占める自飯は、

北海道(岩見沢市)と新潟県(聖龍町)の工

場で生産されている。その生産は北海道工場

の2ライン(日産能力計20万食、平均稼働率

70%)、新潟県の 2工場での 5ラインの計7

ラインで行われている。うち新潟県の 1工場

(同10万食)は2006年に新設された。他の 1

工場の日産能力は38万食である出)。包装米

飯の年間出荷量 (2004年)は、北海道が9千

2百 t (約4千6百万食)、新潟が 1万8千

tで、北梅道の出荷量は全体の34%になる

(2005年は 1万 1百 t・5千5十万食)。自

飯用の原料米イ吏用量 (2004年5月"-'2005年4

月)は、北海道 5千七新潟6千4百 tの計
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1万 1千 4百 tで、このうち北海道米では

「きらら 39 7 Jが l千5百 tほど使用され

ている。これは全体の使用量の14%、北海道

では31%に当たる(表 3)。

D社は少品種・大量原料を基盤にその現地

加工を国ることを目的として、 1999年に北海

道の包装餅工場に包装米飯の専用工場を新設

した。これにより工場が立地する「きらら 3

971の産地での原料米調達、生産体制が整

ったことになる出)。北海道米では「きらら

3 9 7 Jが、前述したように値格対応商品と

しての『北海道産きらら 39 7 ~とブレンド

商品『銀シャリ』の涼料米として稼働時から

龍馬されているが、 「きらら 39 7 Jは北海

道工場でしか使用されていない。

原料の調達は、価格競争を避けて品質を維

持するために、すべて経済連系統を通した!日

自主流通米を使用している。北海道において

はホクレンを通して行われている。 iきらら

3 971の産地の指定は、当初より D社では

なくホクレンの裁量に委ねる形となっている。

その原料米としての品質に関しては、等級、

タンパクやアミ口一ス含有率に対する具体的

な条件は示しておらず、品種毎にある社内基

準に沿っていれば良いとしている。その背景

としては、 D社によれば以前より「きらら 3

971 自体の品質も向上し、ある程度技術で

補完できるようになった側面も大きいとす

る討7)。これにホクレンを通すことによる品

質の安定・確保条件が整うと同時に、原料費

が安い分だけ値頃感がある点が評価される中

で、基本的には「きらら 39 7 Jが持つ、粘

り気がなくパサつく性質が逆に加工上の扱い

易さの詣で評価され、それらが fきらら 39 

7Jの主な使用理由となっている。

また、 2005年にハウス食品と開発したカレ

ーのセット米飯には、 『北海道産きらら 39 

7~ も使用され、その高品はカレーに合うよ

表3 D社における北海道米の使用量と主な用途

年間出荷量

地域 2004/5~2005/4 2005/5~2006/4 

北海道 9，200 t 34% ー-+ 100，100t 

(4， 600万食) (5， 050万食)

新潟 18，000 t 66% 

全体 27， 200 t 100% 

原料米使用量(白飯用)

地域 2004/5~2005/4 きらら 397

北海道 5，000 t 44% 1， 500 t 

新潟 6，400 t 56% 全体の14%

全体 11， 400 t 100% 北海道の31%

北海道米の主な用途

きらら 397 無菌パック(白飯) W::It海道産きらら 39 7 ~ 
H ブレンド商品『室長シャリJ

ななつぽし H 『北海道産ななつぽし』

資料 :S社北海道工場関取調査結泉・資料、 HPデータより作成。
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うに粘り気を少なくした工夫がなされている。

「きらら 39 7 Jがセット米飯向けの米とし

て使用されている事例として、セット米銀に

おける需要も期待される。

fきらら 39 7 Jの産地は、現状では準良

食味米地域として位置づけられる南空知がそ

の主な対象となっている。産地側の事例では、

生産された米をタンパク値で数段階に分類し、

例えば6.8%以下はいわゆるブランド米とし

て位置づけ、それ以上は7.6"'8.4%と8.5%

以上のカテゴリーに分けるなどして用途別需

要に対応できるように品質分類を行っている。

D社はこの場合、基本的にはここで「一般

米」とされているカテゴリーの米を顕料とし

て使用している(ただし、 2003年の不作年は

原材料用途としての「高蛋白米j も使用)。

いずれも 1等米である。等級、粘度、銘柄、

水分などについては工場入荷時にその都度、

検査(色彩選別機、食味計、宮能検査等)が

行われる。入荷は製造に合わせて無駄になら

ないように10t車で轍入され、原料、製品と

もに JRコンテナで輪送される(北海道工

場)。

なお、京料米の調達に当たっては、もち米

はいわゆる複数年契約が継続しているが、う

るち米では行われておらず、またその実施は

罰難であるとしている。

d. 無菌包装米飯D社における北海道米へ

のニーズ

D社ではこれまでは北海道米である「きら

ら39 7 Jの値頃感を評価していたが、これ

からは価格水準次第であるとしている。特売

を含めて小売段階で低価格化している状況下

で、商品としての付加価値が出しにくい白飯

は、 「きらら 39 7 Jなど価格対応商品であ

るほど原材料の調達コストの見直しに直接繋

がるためである。その中で2006年に新たに北

海道米の「ななつぼし」を使用した商品が発

売された。ただし、その販売価格は『北海道

産きらら 39 7 ~ (200g)、 『青森県産つが

る口マン』と同じ最も低い単髄140円の価格帯

にある削)。食味ランキングに基づいて「コシ

ヒカリJや fひとめぼれJ あきたこまちJ

と並ぶ高い評価を受けていることを誼うこと

により差別化を図るものの、高付加価{直化が

髄格になかなか反映されない、できない実態

がある。北海道米の新たな品種が原料として

採用されても、あくまでも価格対応高品の原

料としてしか位置づけられないのが、今の原

料米としての北海道米が置かれている現状で

あり、原料品質が最終商品にそのまま生かさ

れる性格が強い無簡包装米飯(自飯)の原料

米として、その中でもより低価格条件下での

供給が期待される北海道米の特質といえる。

北海道米に対する今後の要望としては、

ア)原料米として「バラツキ」がないように

品質維持と供給の安定性が大前提、イ)栽培

面あるいは品質簡に関しては外観も重要であ

り、青米や小粒が解消され、粒厚の大きい米

ができれば好ましい、ウ)併せて原料米とし

て低タンパク米が箆用できるようになること

(品種開発)、エ)安心・安全面では特別栽

培米生産など、への穣揮的な取り組み、などが
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挙げられている。特に農薬使用が少ない北海 ると同時に、オ)生産躍歴が添付できる原料

道米といえども特別栽培米や有機栽培米限定 米の確保、原料米とその加工情報の生産履歴

といった原料米の確保・利用が今後必要にな の相互管理が重要な課題になるとしている削)。

く注>

1)矢野経済研究所 (2004)を参照のこと。

2) D社での関取調査資料 (2005.12他)のうち

12004年版富士経済データJを利用。農林

水産省総会食料局「米麦加工食品生産動態

等統計調査j によれば、生産量ベースでは

2006年までの10年間に l万 9千 tから 9万

4千 tまでに拡大している。

3)業務用では『サトウのごはん.!I 1アイテム

しかなかったが、 2005年からはハウス食品

とのコラボレーションによる業務用包装米

飯の供給が開始されている。商品展開の特

徴は総合企闘センター (2004)を引用、加

工したうえで論述した。

4)無醤包装米飯は、原料の品質が最終商品に

そのまま生かされるため、 E草地や銘栴米の

特徴の出やすい形態であり、自飯では品質

面をアピールして銘柄米を使用した商品が

多くなっている。この点については、農産

漁村文化協会(1999)を参照のこと。

5) ただし、ここでは新設前の出荷量等を示し

ている。また、その後発売された北海道米

fななつぽしj を使用した新荷品は含まれて

いなしミ。以下、 D社における原料米の使用状

況等は北海道工場での間取調査結果に基づく。

6)当初200g製品しか作れない工場だ、ったため、

その後2003年に第2ラインが増設された。

7) D社の無葡米飯ラインの特徴は、① 1パッ

クごとの個食釜を使い直火で炊飯、②短時

間高温殺菌システム処理により添加物を使

用しない無菌化製法を採用、食味に影響を

与えない技術を採用している点にある。

8) 1きらら 39 7 Jがブレンドされた『銀シ

ャリ』は150円、 『新潟産コシヒカリ』は

170円である (2007年2月)。

9) 実際に安全・安心を訴求する商品として、

2006年に加工包装米飯としては日本初のト

レーサピリティシステムモデ、ル(加工履歴

情報をHPで掲載するシステム)を採用し

た『崇手県産特別栽培米ひとめぼれ』を発

売している。

く引用文献>

[ 1 ]矢野経済研究所 (2004): 2004年版米飯市場

の展望と戦略. (株)矢野経済研究所， 2004.

[2 ]総合企画センター (2004): 2005年加工米飯

の市場分析調査.総合企画センタ一大阪，

2004. 

[3 ]農産漁村文化協会(1999):食品加工総覧，

加工品編，第4巻，加工米飯.農山漁村文化

協会， 1999. 
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(3)発芽玄米E社における米需要の特徴と北

海道米

a.発芽玄米業界の動向

米の距芽には機能性成分(抗酸化物質)と

されるギャパ(γ ーアミノ艶酸)が多く含まれ

ており、玄米を水に浅漬し発芽させ、その蓄

積最を高めて商品化されたのが発芽玄米であ

る。その販売価格は一般米の約2倍軽度とさ

れている。

発芽玄米の市場規模は、販売高ベースでは

2001年の52億円(販売量7千けからその翌

年には110億円(関 l万 5千 t) まで急拡大

したが、 2003年は117億円(問 l万 6千 t)

にとどまり、その後も微増傾向にある註 1) 。

販売高にみるメーカーシェアは、ファンケル

が54銭円 (46%)、ドーマー 30億円 (26%)

でこの 2社で全体の72%のシェアを有する

(臨1)。しかし、加工米飯メーカーの多く

が発芽玄米商品を投入していることに加えて、

中・小の加工・販売業者等の参入も増えるこ

とにより、市場規模は拡大傾向にあるが、上

位メーカーのシェアは縮小することが見込ま

れている削)。

発芽玄米の主なメーカー、卸等の販売企業

とその使用形態を整理したのが表 1である。

形態別にみると、無菌パックのご飯やレトル

トのお粥、冷凍おにぎりなどに大きく分類で

きる。発芽玄米は米飯簡品に加えて、菓子や

欽料などへの使用も増えており、メーカ一等

各社では、製法の改良や新品種の諜用、菓子

や飲料なと、への加工、さらには鰹芽米や発芽

眠芽米の開発などによる高付加師値化、差別

化を関る動きがみられる。

b. 発芽玄米E社の事業農関

ここで対象とするE社は、化粧品および栄

140 
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100 I b トー寸 33 トーぺ
叫、J

ロその他

目長

冗 80
高

iロドーマー
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図 1 発芽玄米の市場規模と主要メーカーの販売高の推移

資料:r2005年加工米飯の市場分析調資J (総合企闘センタ一大阪.2004)の37pの
表を引用・加工。 2000年、 2005年は年度末の 3月期決算短信(連絡)より。

注:2004年は見込み。 2000年と2005年はファンケルのみ。
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表 1 米銀加工撞類J.lIJの主な頭売企業

種類 主な販売企業

無菌パック (ご飯)
ヱスビー食品、丸美廃食品工業(炊込飯素材)

加ト古 亀田製薬(シリアルパー)
ファンケjレ

佐藤食品工業 味の素、ニチレイ(糖尿病食等) (味階、もち、
レトjレト (粥)

キューピー クラッカー、
ドーマー
(酢、味噌)

粉、他)

米 木徳神滋(籾発芽)、はくばく

冷凍おにぎり 日本水産(焼きおにぎり)、ケイエス冷凍食品(ひじきおにぎり)

その他の形態 (茶、乳飲料、酢飲料、シリアルパ一、パン等)

資料 r2005年加工米飯の市場分析総主主J (総合:iI':1頭センタ一大阪， 2004)の36p、38pの表を号Iffl.加

工し、各社HP情報を付加して作成。

注 あくまでも販売・使用燦歴がある事例として絵理。( )内はその他の商品もしくは特徴の一例

を示す。

養補劫食品関連事業を中心に発芽玄米や青汁

などの事業を行っている。 1999年にDO社と

共同出資による会社を設立し、自社の販売力

を活かして発芽玄米事業を開始した削)。当

初は長野産「コシヒカリ j を使用したいわゆ

るウエットタイプの発芽玄米を販売していた

が、 2001年に保存性を向上させた「発芽米ド

ライタイプJとして商品化、販売を開始し

た!t4)。従来では大量生産が困難であった高

品質なドライタイプ発芽玄米の工業的量産技

術を確立するとともに、その前年には通信販

売も開始しており、売上高は増大したtt5)。

E社の発芽玄米事業における売上高は、

2000年の16億円から2002年には68億円まで急

拡大した。この持期は通信販売の開始、全国

米穀販売事業協~I司組合、ホクレンへのOEM

供給も隈調に推移し、コンビニエンスストア

の弁当向けや欽料用、パン用などの業務用も

徐々に増加していた。ただし、 2003年以降は

54億円、 50億円と推移し、 j古舗販売を除く、

通信販売や卸販売における売上高の減少等に

より、 2005年は46億円とやや低下基調にある口 6)。

発芽玄米を使用したF社の高品には、主力

の『発芽米』と『おいしい発芽米(ふっくら

白米仕立てはに加えて、『発芽米・ごはん』、

『発芽米・おかゆ』、 『発芽米・もちJ、 『発

芽米・味噌』、 『発芽米・粉(頼粒タイプ)Jl、

『発芽米・健藤ポップライス(無塩・七穀)Jl、

『発芽米フレーク』などがある。 2004年には

『発芽米』の製法を改良して、従来の商品に

比べ食味・食感・香りを大中高に向上させた新

製品(糠の部分を半分切り取り、白米のよう

に仕立てた新製法)を投入し、それらの商品

を中心に事業展開を図ってきた。 2007年には

発芽玄米もしくは発芽経芽米 3説、白米の

「コシヒカリJ (無洗米) 7割の比率でブレ

ンドした『発芽米入りこしひかり』他を発売

し、白米に発芽玄米を入れる新たな形での商
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品展開を図っている。

C. 正社における原料米と北海道米の使用

状況

E社の製品は前述したように、 『発芽米』

と『おいしい発芽米』、それに『発芽米のご

はん・おかゆ・もち・粉・味噌・ポップライ

ス』など各種あるが、これらの製品もしくは

その原料は香川県三豊町・香川工場(日産能

力20t) と長野県東御市・長野工場(開80

t) で生産されている。このうち『発芽米』

と『おいしい発芽米』の原料米として使用さ

れているのが、北海道米の fほしのゆめj で

ある技7)。不作だった2003年は fななつぽ

しJも使用されたが、それはあくまでも不足

した時の対応である。 2004年の「ほしのゆ

めJの使用量は 5千 tであり、最高の売上高

を記録した2002年の使用量は 7千 tであった。

原料米としての fほしのゆめJの産地は、

道央上)11中央部の旭川近郊もしくは南空知管

j村の複数地域である。産地を複数とするのは、

原料米の品質とロットの安定確保を図るため

で、その調達はホクレンを通じて行われてい

る(盟 2)。ただし、ホクレンに産地を指定

しておくのではなく、指定する上で避けて欲

しい地域をあらかじめ提示しておく方法が採

られている。

産地側の南空知の事例では、生産された米

をタンパク値で縮かく分類し、いわゆるブラ

ンド米とここでは「一般米j 、 「高査白米J

などに区分して用途別需要に対応できるよう

に早くから品質の管理に取り組んできた経緯

がある。 F社はその中で伯の大手加工米飯メ

ーカーを指定先とする形で「ほしのゆめ」を

調達している注8)。

原料米の受け入れに当たっては、荷受け前

にホクレンからサンフルをもらって検査を実

施している。 1聞の仕込みは20t、フレコン

パック20個分であるが、これをウイング型の

搬送トラックから下ろす前に米粒判別機、食

選央よJII中部・雨空知

日正 巨千日 日E
ホクレン

。
密2 原料米の産地(指定)と実需E社との関係

注 :jl卸値は3地域とは限らない。(二3は主主地指定に係る調整関係。
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味計等により抜き取り検査を行い、品質基準

等の条件をクリアしていないフレコンパック

があればそのまま持ち帰ってもらうことがで

きるようにしている。受け入れた原料米は、

工場内でも選別により約 3%が除去され、発

芽(発芽率90%以上が条件だが実際は95%)、

乾操させた後、パッキングする誼前に選別し、

この時さらに約2%が除去されることから、

結果的に歩留まりが大きく低下する青米等の

混入を防ぐため(青米は消費者が特に嫌う)、

荷受け前でのチェック体制を厳しくしている。

この也、ア)整粒歩合は80%以上という条

件をホクレンに提示しているが、歩留まりの

関係もあり、実際には目標90%以上になる、

イ)自度、食味が重要である、ウ)胴割れは

9%以下で日探は 3%、被害粒は2%以下を

基準としている、エ)選別機はあるが除去で

きずに籾が製品に入っていることもあり、籾

の混入妨止対策が不可欠である、オ) rあき

たこまち」のように発芽し易い米、発芽率、

炊き増え率の高い米であることが好ましい、

などといった点が原料米に求める品費・特性

等の条件として指摘されている(表 2)。

従来の『発芽米』の製法を改良し、食味・

食感・香りを向上させた前述の新製品の具体

的な特徴は、 E社によれば、ア)米独特の甘

表2 E社におけるj東料米・北海道米に対するニーズ

原料米としての品質・特性等の条件

ア)整粒歩合80%以上、自擦90%以上

イ)自度、食味

ウ)腕割れ 9%以下、目標 3%、被害粒 2%以下

エ)青米、籾の混入防止

オ)発芽し易い米、発芽率、炊き増え率の高い米

北海道米・ほしのゆめを使用する理由

ア)ギャパが新潟産コシヒカリと遜色なく安定、費用対効果が高い

イ)割れが多く、臭いもあったが品質が安定してきた

ウ)府県と比較して少ない農薬使用護

エ)品質にバラツキがなく、大量かつ安定的な供給が可能

オ)トレーサビ 1)ティに係る管理菌、ポジティブリスト制度への対応

カ)現行の「発芽米トレーサビリティ」の利用

原料米・北海道米に対するこーズ

ア)品質の安定性と供給の安定性、大量ロットの安定的確保

イ)タンパク値 7%以下

ウ)現状の60kg当たり 1万2千円水準から 1万円水準への引き下げ

エ)無農薬栽培米もしくは減農薬栽培米

オ)原料供給安定のための単協・農家との契約栽培

カ)新形質米の品種開発

注 :E社への関取調資結果 (2006.3)に慕づく。
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みのもととなる直接還元糖の含有量の60%ア

ップ、イ)製造工程における胴割れの減少、

炊き上がりのふっくら感の実現、ウ)デンプ

ン構造を壊れないようにすることでボソボソ

感の解消、エ)硬さの10%減少、より軟らか

く粘りの20%アップによるもちもちした食感

の実現などで最適条件で発芽を停止させるこ

と、などにあるとしている。これらの点はあ

る意味では消費者ニーズに対応した発芽玄米

としての製品特性、また、実需が求める原料

米としての品質・特牲等に関わる技術的な評

髄指標を示しているともいえる。

北海道米の「ほしのゆめ」を箆用する理由

としては、ア)ギャバ (GABA)が新潟産

「コシヒカ 1)Jと遜色なく安定しており、発芽

玄米としての食味も価格が高い「コシヒカ

リ」と大きな差はないなど費用対効果が高い、

イ)以前は割れが多く、臭いもあったが品質が

安定してきた、などの点が大きいとしている。

これに、ウ)北海道米としての特徴で、発

芽玄米という商品の性質上、糠も一緒に食べ

ることを考慮した場合に重要なポイントとな

る府県と比較して少ない農薬使用量 (HP上

でも表示)、エ)ホクレンを通すことにより、

品質にバラツキがなく、大量かつ安定的な供

給が可能、オ)このようなホクレンとの提携

関係を維持することは、 トレーサピリティに

係る管理菌、また、ポジティブリスト制度へ

の対応などの点からも重要かつ効果的(今後、

ドリフトの問題とその対応なども懸念され

る)、カ)現在、導入しているトレーサビリ

ティ(発芽米あんしん自己紹介「発芽米トレ
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ーサピリティJ)の関係もあり、新たに品種

を変えること自体は問題ないが途中で変える

ことが臨難、などの点が加わる(前掲表2)。

d. 正社における北海道米へのニーズ

これまで北海道米の「ほしのゆめ」を発芽

玄米商品の原料として使用してきたE社は、

前述した背景・理由等を踏まえ、今後も「ほ

しのゆめj を使毘する意向を持ち、年間 5千

""6千 tの使用を見込んでいる。そのために

は北海道米に対するニーズとして、さらに以

下の点に対する取り組みが重要であるとして

いる(前掲表 2)。

ア)基本的には品質の安定性と供給の安定

性の確保・維持がその前提条件となる。現持

点では結果的に北海道米の大量ロットの安定

的確保がホクレンの役割を通して可能となっ

ており、高付加価値化、差別化を図るために

も、品質自体のより一層の向上が求められて

いる。イ)現在のタンパク値の基準は 8%以

下にしており、実際には7.4""7.5%くらいで

ある。低ければ低いほど良いとするが目安と

しては 7%以下の原料が安定的に調達できる

ようになることが期待されているI問。ウ)

原料米の価格は、現状の60kg当たり l万2千

円の水準から 1万円の水準まで下がることが

望ましいとしている(調査時)。発芽玄米商

品の性質上、旗料単価の影響は極めて大きい

とする。エ)健康志向に適合した原料米とし

て、無農薬栽培米もしくは減農薬栽培米の一

定数量の調達が可能となることが求められて

いる。オ)栄養価の向上効果などを期待して、



北海道米品種の混植などの試験も行っている。

これらの試みも含め、原料供給の安定性の観

点から、将来的には単協・農家との契約栽堵

なども視野に入れた原料米の調達ができるよ

うな地域的な供給体制づくりへの取り組みが

期待されている。

また、これらに加えて、北端道における新

形質米の品種開発が期待されている。新形質

米を扱った商品も出てきており注10) 、F社で

も低アミロース米を使った発芽玄米の特許を

取得している。巨大臨米なども発芽玄米には

適しているが、それらの生産規模、収量・品

質の安定性、価格酉等での課題が多い。

E社では、価格改定により販売量の拡大を

自指すとともに、国内最大級といわれる岳社

工場の生産能力(丹産 l千 t)のスケールメ

リットを生かして、生産量拡大によるコスト

1)ここでは総合企画センター (2004)の37pの

図表を引用・加工して記述した。ここでは発

芽玄米を無洗米と併せて付加価値米として位

震づけている。以下、販売高等に関する論述

は当データに依拠した。

2) 2004年には発芽玄米製造メーカ一正会員13

社と賛助会員14社により「日本発芽玄米協

会j が設立されている。当時、 2003年の生産

量は 1万 5千 t、正会員13社で98%のシェア

を占めるとさ才1た。

3)発芽玄米は1995年にDO社と研究機関との

共同開発により商品化された。

4) r使い切り」高品としていた供給側の意関

と異なる利用法により、保存利淘に伴うカピ

の発生、開封後の米粒同士の塊状化などに対

効率の向上を図るとともに、流通の既存ルー

トのテコ入れ、中食・外食産業への提案強化

を留るとしている加)。また、原料米は、 「年

によってバランスを留るが、基本的に北海道

「ほしのゆめJJとする方針を示している。

しかし、このような動きが原料米の調達コス

トの条件に大きな影響を及ぼすのは必至であ

り、発芽玄米の原料米としての fほしのゆめ」、

北海道米を取り巻く環境が一段と厳しくなる

ことが予想される。産地側としては、これま

で形成されてきたホクレンを通じた実需との

関係、北講道米「ほしのゆめj を供給してき

た実績、実需側の製品開発方向等を踏まえて、

これまで以上に実需ニーズに対臆した原料米

の品質の安定や大量ロット・安定供給、高付

加価値化に繋がる新たな栽培方法などに対す

る地域的な取り組み強化が求められる1112)

く注>

する苦情が棺次いだため、原国だ、った35%程

度までま替える発芽玄米内の水分を玄米段階の

15%程度にする製造技術を開発した。

5)この問、商品をめぐる製造・販売戦略の違

い、品質に対する考え方(返品管理の開題

等)の違いなどの事情から提携を解消し、現

在はE社独自の事業として展開している。

6) 当該年度末の 3月期決算短信(連結)およ

び各期事業報告書を引用・加工して記述した。

7) E社への間取調査結果 (2006.3)による。

以下、原料米・北海道米の使用に係る記述も

これに依拠している。また、その他の商品の

多くは、 E社が園内産うるち米、水稲もち米

等の原料を供給する外注生産体制が採られて

いる。
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8)この産地の事例では、 E社はいわゆる加工

用枠を持つ大手加工米飯メーカー(卸的存

在)のバッファ機能を利用する形で原料米の

調達を図っている。なお、 2003年は不作年で

あり、前述のように「ななつぽし」も供給さ

れている(いずれも「高蛋白米J)。

9)ただ、本来ならば4.5~4. 8%くらいを目標

としたいがそれが鴎難であるとすれば、高い

水準でのタンパク伎の若干の差は品質的にも

あまり問題にならないのが実際であり、価格

面からみれば高い水準で多少の低減にこだわ

ることもないとしている。

巨大陸芽米 fはいみのり」や低アミロース

米「さわびかり」、 「ミルキークイーン」等

を原料とした商品が開発されている。

11)販売価格が一般米に比べ約 2倍と高値なこ

とが、発芽玄米の普及を阻む要悶のーっとし

て捉え、 2007年4月から「発芽米」等の販売

価格を通信販売、直営)苫錦、卸のすべてのチ

ャネルで約20%値下げするとした (E社HP)。

現状の 7千 tから 1万 t超の販売量にする毘

標を示している。

12)北海道米を原料とした発芽玄米の生産、販

売には、ア)製造販売業者が JAを通して、農

家との契約栽培で生産した減農薬栽培米「な

なつぽし」を使用した発芽玄米・お粥・レト

ルトご飯の販売 (M町)、イ) rマイナスイオ

ン」製法で fきらら 39 7 Jを使用して米穀

販売業者が生産した発芽玄米の販売 (0市)、

ウ) J A S認証無農薬有機栽培米、特別栽培

米(減農薬)の fきらら 39 7 J、 「ほしのゆ

めj、 fあやひめJをブレンド使用した発芽玄

米の販売(日盟J)、ヱ)バイオ生菌剤製品を使

用して生産した「きらら 39 7 Jを原料とす

る発芽玄米、発芽腔芽米、発芽玄米リゾット

等の習内通販最大手による販売(工場 .N

IBJ)などの事例がある。

く引用文献>

1 ]総合企画センター (2004): 2005年加工米飯

の市場分析調査.大阪， 2004.
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(4)冷凍米飯F社における米需要の特徴と北

海道米

a.冷凍米飯の動向

冷凍米飯は冷棟、レトルト、無菌パック等

の加工米飯業界 066，200百万円)の中に位

置し、粥・雑炊、自飯、炊き込み・混ぜご飯、

ゼラフ、チャーハン、おにぎり等を主要品目

としている。

同時に、冷凍米飯は用途別に大きく家庭用

一般米銀、業務用、さらに付加価値米(発芽

玄米等)に分類され、家庭用一般米飯が全体

の80%近くを占める討I)。同時に、冷凍米飯

(52， 800百万円)は f家庭用一般米飯

(I 19， 500百万円)Jと「業務用 (33，400百

百万円

35，000 

30，000 

ト一 四千/ノ

!干「平
耳 E

0-一一一一一+一一--<>一一一一-0

一三主ンノ
25，000 

20，000 

15，000 

10，000 

5，000 

2001年 2004年2002年 2003年

販売高の捻移

万円)Jの2つの市場に跨って存在しており、

前者に52，800百万円、後者へは31， 800百万円

のウエイトを置いている (2003年実績)。さ

らに販売チャネルとして、前者は殆どがスー

パーであり、後者はレストラン、ホテル、中

食産業等である。合計86，200百万円と、加工

米飯の中で 5割のウエイトを占めている。

こうした中、臨 1は2つの市場を合わせた

最近の冷凍米飯の動向を示す。

業界全体の動向としては売上高が低下傾向

にあったものの、直近では上昇が見込まれて

いる。この業界は大手 5社とその地会社で構

成されるが、味の素が突出した存在であり、

続いてニチレイ、ニチログループである。

。ノ〆。
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80 
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20 

2001年 2002年 2003年

販売シェアの推移

2004年

隠 1 主要冷凍米飯メーカーの販売高、及び販売シェア推移

注:1) [2005年加工米飯の市場分析務査一一「健康J [本格派j でシニア}習の取り込みに粂り出した加
エ米飯市場J (総合金飯センター大阪 2005年)， 13pの家庭用一般米飯(メーカー)jIJ級交高捻
移)の号室，及び22pの業務用米飯(メーカー別販売高推移)を引用し、持者を合計・加工して作成。

2)なお、業務F司米飯の中には冷凍以外の「その他l形態も 5%程度含まれているが、これをメーカ
ー別に絞り向けることができない。そのため、これも含めて冷凍米絞の動向として示している。
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開時に販売シェアを見ると、大手 5社で

80%を超える寡占状態にある上、上生 3社に

絞っても70%台のウエイトにある。このよう

に冷凍米飯業界は少数メーカーによる寡占状

態となっている。特に、 3位であったニチロ

グループがシェアを低下させる一方、味の素、

ニチレイのシェアは上昇傾向にあり、業界に

おける後2社のウエイトは一段と強まりを見

せているのである。

冷凍米飯業界における原料米使用の特徴と

して、加工適性の高い品種が選択されている。

それは 1つにおにぎり、弁当、冷凍白飯等で

あり、粘りが強く、冷めてもあまり食味が低

下しない抵アミロース米品種が適している。

2つに、チャーハン、ピラフ等であり、これ

は逆に比較的硬く粘りの少ないもの、郎ち炊

飯米関土の付着と塊が少なくパラける性質の

米が適している。問持に、後者の原料用米と

して、アミラーゼ、とタンパク含有率の高い北

海道米が適しており、利用されてきた経過が

ある。

b. 冷凍米飯F社の事業展開

冷凍米飯事業者の中でも北海道米を大量に

使用しているのがF社である。

表 1はF社の品目別・ブランド別の販売動

向を示したものである。

表 1 冷凍米飯F社における品目別・ブランド別の販売高の推移

(単位:百万円%)

2002年3月 2003年 3月 2004年3月 2005年3月

販売高 (構成比) 販売高 (構成比) 販売高 (構成比) 販売高 (構成比)

メ仁合3、 計 18， 600 (100. 0) 18， 700 (100.0) 18，800 (100. 0) 21， 200 (100.0) 
和食言十 5，700(30.83) ) 5， 800 (31. 0) 5， 800 (30. 9) 6， 600 (31. 1) 

;おにぎり
世 田曲目出回一白骨白且-- -- ー---母国---一四回冊目ー骨甲骨

四 冊 一世白色凶畠』量出ーーー

4，700 (25. 4， 800 (25. 7) 4， 700 (25. 0) 4， 500 (21. 2) 

焼きおにぎり 4， 200 (22. 6) 4， 200 (22. 5) 4， 000 (21. 3) 4， 000 (18.9) 

その他 500 (2. 7) 600 (3. 2) 700 (3.7) 500 (2.4) 

;和!重Lピラフ 400 (2. 2) 350 (1. 9) 500 (2.7) 400 (1.9) 
:炊き込みこ令飯 300 (1. 6) 300 (1. 6) 300 (1. 6) 1， 300 (6. 1) 

口口ロ ;その他 300 (1. 6) 350 (1. 9) 300 (1. 6) 400 (1. 9) 

日 洋風計 12，900 (69.43) ) 12， 900 (69. 0) 13， 000 (69. 1) 14，600 (68. 9) 
Bサ ;チャーハン

世 - _.白曲量一ー一ーーーーーー ー一ー-- --ーーーー甲南甲南早明 一 ---一ーーーーー

6， 000 (32. 6， 600 (35. 3) 6， 900 (36. 7) 7， 500 (35. 4) 

;ピラフ 4， 800 (25. 8) 4， 500 (24. 1) 4， 500 (23. 9) 5， 300 (25. 0) 

えびピラフ 4， 000 (21. 5) 3， 700 (19. 8) 3， 600 (19. 1) 4， 000 (18. 9) 

その他 800 (4. 3) 800 (4.3) 900 (4.8) 1， 300 (6. 1) 

;チキンライス 1， 100 (5. 9) 900 (4. 8) 800 (4.3) 900 (4. 2) 

;ドライカレー 900 (4. 8) 700 (3.7) 600 (3. 2) 600 (2.8) 

;その他 100 (0. 5) 200 (1. 1) 200 (1. 1) 300 (1. 4) 

フお本格妙めチャーハン 4，000 (21. 5) 5， 000 (26. 7) 5， 300 (28. 2) 6， 000 (28. 3) 

ラ洋食屋さん 4， 500 (24. 2) 4， 300 (23. 0) 4， 600 (24. 5) 5， 200 (24. 5) 

ン和のごはん 1， 500 (7. 1) 
ド家庭用その他 6，400 (34.4) 5， 900 (31. 6) 5， 200 (27. 7) 4， 500 (21. 2) 
5]IJ 

業務用 3， 700 (19. 9) 3， 500 (18. 7) 3， 700 (19. 7) 000 (18. 9) 

資料 r2005年加工米飯の市場分析調査 f健康本格派」でシニア閣の取り込みに乗り出し
た加工米飯市場J (総合企殴センタ一大阪， 2005年)， 490の(品殴)}IJ・ブランド)}IJQ反予宣言語推
移〉の表を引用・加工して作成。

注 2005年3月は見込み。
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品目別の状況を見ると、チャーハン、おに

ぎり、ピラフが突出した存在である。そこで

はチャーハンの売上げが最も大きく、 2004年

では69億円と36.7%を占める状況にある。

時に、チャーハンが徐々にシェアを拡大して

きている点が注目される。それに続いて位置

づくのがおにぎり、洋風ピラフであり、両者

はほぼ拾抗しつつ前者が47億円で25%、後者

が45億円で23.9%を占めている。

ブランド耳iJの状況を見ると、用途別では常

に家庭用が業務用を上回って80%前後を出め

るとともに、家庭用の中でも『本格妙めチャ

ーハンJが売上げを増加させている。同高品

は発売以来、一殻消費者、業界からの評髄が

高く、冷凍食品全体で見ても売れ筋上位であ

るとともに、主力商品として同社の発展に貫

献してきでいる。

最後に、以上の商品の販売チャネルとして

はスーパーが6割強を占め、続いては業務用

(居酒屋等)、生協等となっている。

c. F社における原料米と北海道米の使用

状況

F社の主力商品はピラフ、チャーハン、焼

きおにぎり、かやくごはんに類別される。特

に、チャーハンがヒットしたことにより、会

社が大きく成長してきた経過がある。

その原材料米としては冷凍米飯部門に参入

して以来、府県産米以外にも北海道米を大量

に使用してきでいる。同時に、使用する北海

道米の産地は道央水田地帯を範囲としている

ものの、近年では準良食味米地帯である南空

知地域が中心的となっている。その使用量は

最近 5'"'-'6年でも増加しており、品種も加工

用適性品種として育成された f大地の星j が

支配的となる中で、 2004年度は6，800トンに

まで至る。

このような下、 1つに全体的な原材料米の

交替過躍を大きく整理すれば、次のようにな

る。却ち、かつての主力は府県銘柄米であっ

て、高値格の「コシヒカリ」、 「ササニシ

キ」も大量に利用されていた状況にある。だ

が、その後の主力は相対的に低価格である青

森産米→北海道の「ゆきひかりj →「きらら

3 9 7 Jへと交替の過程をたどり、最近では

加工適性に優れた北海道の「大地の星j が使

用されている。

2つに、主力商品別としての涼材料米交替

の過程は次のように整理される。まず、焼き

おにぎりの使用米は当初から「きらら 39 

7Jが適合的として利用され(発売初期は

「きらら 397使用j と銘打つでもいた)、そ

の後は「ほしのゆめ」、そして「大地の星j

へと交替してきでいる。次いで、ピラフ、チ

ャーハンは銘柄米の「ササニシキ」→北海道

の「ゆきひかり」→加工用適性品種の「あき

ほ」→さらに「大地の星Jとなっている。

同時に、現在大量に使用されている f大地

の星」はブレンドせず、基本的に単品利用で

あり、 F社独自の卓越した加工技術によって

同一品種が焼きおにぎり、チャーハン、ピラ

フ等と使い分けすることが実現されている。

特に、主力中の主力商品であるチャーハンは

冷めてもダマにならず、その製造技術は開業
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他社をリードしている状況にある。

冷凍米飯用の原材料米として、北海道米が

大量に使用されているのは加工適性に優れて

いること、同時にコストパフォーマンスも高

いことが背景にある。

その原材料米の具体的な品質として、 lつ

に整粒歩合、食味値は高い方(粒張りの良さ

も)が良いものの、粘りの少ない高アミロー

スの米(成形適性の高い米)が求められてい

る。 2つに、自度は(ヱピ)ピラフ、焼きお

にぎりでは高さが求められるものの、カレー、

ピラフ単品ではさほど重拐されていない。特

に、前者に関しては低アミロースであると粘

りが生じ、製造過程で機械に付着してしまう

ことと同時に、商品であるピラフ、チャーハ

ンにもダマが形成されてしまうからである。

このような加工適性の諸条件に適合的である

のが北海道米であり、特に現在では f大地の

星」となっているのである。

コストパフォーマンスとしても、北海道米

は相対的な低価格に比して、品質が良好であ

ると評価されている(加えて、冷涼な気候条

件による低農薬という利点もある)。呉体的

には、閉じく低価絡ではあるものの、 F社に

よる試験によれば青森県産米より、北海道米

の方が単品としても品質が良好と評価されて

いるのである。

こうした北海道の涼材料米を安定的に確保

していく方法として、同社は道央水田地帯の

中でも産地は一つに絞らず、複数に分けてい

る。

すなわち、単協レベルとの直接取引は行わ

ず、全てホクレンを通したものとなっている。

F社はその求める米をホクレンに要望し、ホ

クレンはどの産地が適地であるか各 JAを選

択し、紹介してきているのである制。これ

は産地を絞り込んだ場合、気象変動により米

の口ット・品質確保の点で不安が生じるため

であり、そのリスクを回避するために、複数

産地となっているのである。一方のホクレン

としてもF社は重要な顧客であることから、

優先的に米を供給している状況にある。

このような下、 F社はたとえ不作時におい

ても価格面が問題となるだけであり、商品生

産に必要な原材料米を安定的に確保してきで

いるのである。

d. F社における北海道米へのニーズ

北海道米へのニーズとして、耐冷性のある

品種、病害虫に強い品種(製品生産量の安定

性確保のため)の開発が要望されている。同

時に、栽培法に関しては特に注文はすること

はないものの、異物混入への確実な対応が要

望されている(実際、頗繁に産地を訪問して、

田植え時期から自己慮するよう要求している)。

今後の見通しとしては原材料としての北海

道米利用も微増程度と見込まれている。開ち、

市場全体としては成熟段階に移行しており、

加工会社も既に減少傾向にある。ただし、家

庭用から業務用への需要シフトの動向も踏ま

え、加工米飯も若干伸びていくのではないか

と予想されている。そのため、北海道米の利

用にしても微増と見込まれるのである。

に以上の動向を見据え、ヒット商品であるチ

zd 
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ャーハン以外の新高品開発も必要な時期にさ 対応の変化を追られる状況も生じかねないと

しかかっていると指摘する。 指摘する。さらに、海外において低価格の米

最後に、 F社では低価格な外国産米の動向 飯加工品が製造され、輸入されるようになる

が不安視されている(外国産米の食味が向上 と、米飯事業の安定的展開にも影響が生じる

していることもあって)。同社は国産米にこ こととなり、他社の動向にも注意が必要とな

だ、わって展開してきでいるものの、低価格の ると指摘する。

米が多量に輸入されるようになってくると、

く注>

る。

るとともに製造も委託しており、製造過程の

面でも提携が進んでいる。詳しくは冬木

(2003)を参照されたい。

1)以下の説明は総合企画センタ一大阪 (2005

年)の分析に依拠しつつ、論述したものであ

2) F社はホクレンに冷凍米銀製造技術を供与す

く引用文献>

(1)総合企画センタ一大阪 (2005): 2005年加工

米飯の市場分析調査一「健康J r本格派j で

シニア層の取り込みに乗り出した加工米飯市

場一、総合企画センタ一大阪.

[2 )冬木勝仁 (2003):グローパリゼーション下

のコメ・ビジネス…流通の再編方向を掠る一、

日本経済評論社.
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4. 北海道における米の産地戦略及び パク米比率等の商品性、産地指定比率等の販

水田土地利用の分化 売力を総合して算出されている。米生産力は

1)米の産地戦略の地域分化 加にして、他の要素は、産地努力により毎年

(1)米品質の地域分化 変動しうるもので、必ずしも閤定的とはなら

2. の2)で述べたように北梅道で行われ ないと考えられる。そこで、実擦の市町村毎

ている米生産数量配分に於けるガイドライン のランクをみてみると、表 1は、平成問、 17

のランク付けは、単収等の米生産力、低タン 年の 2カ年のガイドラインランクを示してい

表 1 平成16"-'17年度の米ガイドラインランク

ランク 7 6 5 4 3 2 
言十

(市場性) I笥い唱 E器 低い
16年度市町村計 9 6 9 16: 10 9 54 113 

南空知 3 !Q 4 t 11 

北空知 O 2 7 

上川中部
6l ，i1l 2i 

8 

その他 8 5 51 87 

17年度市町村計 8 6 8 13 : 13 8 56 112 

南空知 1 ! 1 ! Q 4 j) 
北空知 ζ》上問中部 2 

その他 6 10 9 4 54 

霊安料:北海道!設協米対策本部委員会資料。

主主:ランク 7の市町村のうち16年度の上川中部はさき麻町、策川町、東神楽

町、:lt空知は妹背牛町、;夜間問、秩父別町であり、 17年度のよ)11中部
はさ当麻町、東川町、燦橋町、北空知は妹背牛町、浴田町、雨竜町であ
る。

(%) 

50 

45 

40 

35 

30 

25 

20 

15 

。
平成9 16 

{年産)

菌 1 低タンパク米の割合

11 
7 
8 

86 

資料:北海道農協米対策本部 f北海道米の生産販売の手写機築についてJ (平成17年7月)

ほか。
注:低タンパク米とはタンパク6.8%以下のう|そであり、道E主計濁流通米全体に対する割

合を5Fす。
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るが、上位6"-'7ランクには、上川中部や北空

知等の市町村が多くなっている。このガイド

ラインにおけるランクでは、低タンパク米比

率等、いわば家庭用ないし業務用を念頭に置

いた米の適地性を重視していると考えられる。

そこで、米品震のなかでも低タンパク米の

出荷状況を示したのが鴎 1である。その特徴

は年産による変動も大きいが、地域間差、序

列が明騒に確認されることである。各年とも

上川中央部が絶えず南空知を上回っているが、

とくに平成12年産では、上)11中央部(旭川市

周辺)と荷空知中央(岩見沢市賭辺)では 3

倍以上の差が生まれている。

(2)米の用途・需要と産地戦略の地域分化

さらに、最近の特徴は、食味の相違と対応

した地域毎の米用途・需要の分化にある。表

2は、平成17年産米の用途別米販売状況につ

いて、上)'1中部地域のT農協及び南空知地域

の1農協とを対比して示している。 T農協で

は家庭用が71%を占め、他は外食産業向け業

務用であるのに対し、 I農協では、牛井等の

業務用が49%、ついで冷凍米飯等の加工原料

用が37%と、この両者で85%を占めており、

安子女す照となっている。

このような状況は、上述した米品質を踏ま

えたものであり、産地サイドの米生産戦略自

体が分化していることに対応している。表3

は、地域水田農業ビジョンにおいて市町村・

表3 今後の米生産の主な方向

地域 | 米生産の主な方向

上}II中部|良食味米生産 げ/8)

北空知 | 良食味米生産+搬薬 (州

南空知 ! 用途別米生産 (4/6) 

資料:各市町村等を単位とする地域水問屋義業ビジョン(平成18
年度)。

注:1)上川中部 8 、北~知 4、荷主E知 6 の地域水田ビジョン
の集計

2) r主な米生後の方向j機の)I勾の数似の分子は、
炉lえば「良食味米佐渡 (7/8) Jとは f良食味米金
波」との回答が、 8t恨j或水回ビジョンのうち、 7地域
で見られることを示す。

農協が提示している米生産の主な方向を示し

ている。上)'1中部地域では、今後の米生産の

主な方向として「良食味米生産Jを掲げる地

域が8地域中、 7地域に上っている。一方、

南空知地域では、主な方向として「用途別米

生産j を掲げる地域が6地域中4地域を占め

ている。 r用途別米生産」とは、ホクレンの

表2 北海道産米及びτ・I調農協の用途別米販売状況

(H 17年産)

上川中部 南空知
北海道

用途73IJ
す農協 I農協

全体
(16年産)

構成 家庭用 71. 4 14.5 38. 6 

上ヒ 業務用 28.6 49.0 47. 7 
(%) 加工原料用 36.5 13.7 
産地指定数量(万トン) 1.4 2.0 ン/eee--4e，e9r-.5 
奴売数量合計(万トン) 1.4 3.2 
産地指定割合 (%) 100.0 61. 8 -----資料:北海道農政事務所「生産者の米穀現在高調査J rifiii墜状況調
査j ほか及びホクレン、 T農協、 I差是協務室塁。北海道全体は16
年度の結果である。
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いう「用途別米生産j の方針を受けたもので

あり、加工原料用等にも積極的に取り組む姿

勢を示したものである。この背景には、高タ

ンパク等により家庭用等では販売しきれない

米が一定の割合を占めており、これらへの対

応を販売戦略として考慮せざるを得ないこと

がある。

2)水出土地利用の地域分化

(1)農業構造の地域差拡大と転作対応の分化

もともと、道央水田地域は、農業構造にお

いて地域差が大きいことは改めて指摘するま

でもない。石狩)r /流域では水田開発の歴史の

違いに応じ、小規模な上流域(上}I/中部地

域)、中規模の中流域(北空知地域)、大規

模な下流域(南空知地域)という地帯構成が

見られた111) 1980年代半ば以降、離農の増

加を背景とする規模拡大の進展により、経営

規模の序列性は大きく変化し、農業構造の地

域差が拡大しているがiJ川、注自されるのは

経営の構造が大きく変化し、転作対応に大き

な差が生まれている点である。

表4は2005年センサス等から道央水田地域

の3地域を対比したものであるが、まず第 l

に、 1戸当たりの経営部積について北空知地

域11.6haで南空知地域の12.0haに匹敵するほ

ど大規模化したのに対し、上)r /中部地域は

7. 3haにとどまり、そこには大きな差がなお

みられる。この点は、面積規模別経営体数に

おける南空知、北空知の共通性と上)r /中部と

の相違としても確認できる。しかし、第2に

面種別耕地面積シェアをみると、大規模化の

意味は異なり、上)1/中部地域において小数の

大規模経営への面積集中が著しい点である。

第3に、その裏付けとなっているのが借地進

展の地域差である。

このような地域の農業構造変化の下で、米

生産調整への対誌も分北しつつある。

まず、転作率では、表示は略したが北空知

が30.1%と最も低く、上}I/中部が41.1 %、南

空知では51.5%と半数を超えている。転作作

物についてみると、圏 2のように、上川中部

では牧草等の銅料作物やエン麦等の地力増進

作物が半数近くを占め、ソパを合計すると半

数を超え、逆に小麦、豆類の割合は 3地域で

は最小である。また、野菜類の多さ及び加工

表4 主要水団地域の農業構造(%)

上 ヒ主主知 雨空知

l戸当たり経営街綴 (a) 726 1，159 1. 197 

5ha未満 55.9 22. 3 20.1 
経営街綴別

1O~20ha 14.8 40.4 33. 7 
経営体数

20ha以上 7. 2 11. 3 15.2 

5ha未満 17.7 4. 2 3.9 
経営面積別

10~20ha 27.2 48.6 37.9 耕地面積
20ha以上 35.1 30. 7 39. 9 

借入地
借入地のある経営体割合 32.8 46. 2 30. 8 

借入地面積都合 30.6 20. 7 13.8 

資料 2005年藤林業センサス。

日
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手話空知

1ヒ空知

上川中部

20 40 60 80 

包加工用米

圏麦業員

ロ豆類

騒そl;i
鐙飼料作物

密地力増進作

図野菜類

密実綴参入

100 (%) 

部 2 主な水白地域の転作作物・対応別割合 (H15年)

資料:道長是正文部 r7Jc問屋義言語経営擁立対策実綴の慨婆J (2003年)。
注:各地域の代表的5市町村についての集計。

用米の多さが指摘されよう。野菜類の品目は、 空知で「稲作 1位j が80%を超え、水稲単作

主にトマト、キュウリ、等の施設野菜類であ 的経営が突出して多いことが目立つのに対し

る。他方、これと対極にあるのが南空知であ て、上問中部、南空知では「稲作 1位Jはそ

り、開地域は小麦が50%近くを占め、ついで れぞれ66%、58%へと低下し、代わりに上)11

豆類となり、両社の合計が60%を超える。逆 中部では「施設野菜 1位jが12%へ、南空知で

にソパはほとんどみられない。地力増進作物 は「露地野菜 1位」が17%へと増加している。

も3地域中では最も少なくなっている。野菜

類は、上J11中部に次いで割合が高いが、その

多くはタマネギやハクサイ等の露地野菜であ

る。実績参入もタマネギ等の割合が高いと推

察され、露地野菜が一定面積を占めることが

特徴である。北空知は、詳細は略すが、上J11 

中部と南空知の中間的な姿を示す。

このような転作対応の相違とも対応し、地

域の担い手の経営構造も大きく異なっている。

表5は農業センサスから、販売 1位部門別の

経営体の割合を抽出して示したものだが、北

表5 販売 1位の部門前経営体割合(%)

稲作

露地野菜

施設野菜

資料:2005年農林業センサス。

南空知

58. 1 

16.5 

3. 5 

(2)水聞における土地利用と今後の産地づく

り方向の分化

このような条件の下、水田における水稲と

転作作物の調者を水田土地利用として捉える

と、上川中部地域では、水稲連作田とソバ、

エン麦等転作田及び施設野菜用ハウスへの分

化が見られるといえよう。これに対し、南空

知地域では小麦、大立を主とする畑作物を軸

とした土地利用となる。その場合、連作障害

回避のため数年にl匝の水稲作への箆元も求

められることとなる。問題は、田畑輪換時の

復元水稲が高タンパクとなって食味低下を来

すため、作付忌避されることにあり、この高

タンパクとなった水穏をいかに販売できるか

が、重要な課題となるといえよう。そうした

復元水稲の販売問題を解決する手段として、
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伎に、加工原料用米が位置付くのであれば、

南空知地域における水田土地利用の確立とそ

れを通じた地域農業の発展に大きく貢献する

こととなる。以上は、なお、仮説の域を出な

いが、それについては、次章の実態分析を通

じて検討することとし、ここでは、地域水田

農業ピジョンにより、今後の産地づくり方向

の分化を確認しておきたい。

表6によれば、上川中部地域では野菜の種

類として想定されているのは、施設野菜が大

半 (8地域中7)である。これに対し、南空

知では全地域で露地野菜が主に想定されてい

る (6地域中 6)。さらに、想定されている

経営形態を大胆に整理すると、上問中部地域

では、 f水稲十施設野菜j を8地域中 6で今

表6 地域水沼農業ビジョンで想定する

野菜種類と経営形態

上川中部 北~知 南空知

施設野菜
花き、

露地野菜
野菜の種類

(7/8) 
露地野菜

(6/6) 
(4/4) 

水稲

+施設聖子菜 水稲 7主穏

経営形態
(6/8) 十小麦・大主主 +小麦・大豆

一部小麦・ 十露地野菜 +露地里子菜

大Rも (4/4) (5/6) 
(2/8) 

資料:表3に同じ。

後の経営形態として想定している。これに対

し、南空知地域では6地域中 5が、また北空

知地域では4地域全てが「水稲÷小麦・大豆

+露地野菜j として想定している。このよう

に、今後の産地づくり方向も大きく分化して

いるのが、近年の特徴ということができる。

く注>

1)道央水田地域の開発序列を踏まえた地帯構

成については、坂下明彦(1992)を参照のこ

と。

2)農業構造変動を踏まえた、近年の北海道農

業の地帯構成については、岩崎徹・牛山敬

二 (2006)を参照のこと。

く引用文献>

[ 1 J坂下明彦(1992) r中農層形成の論壊と形

態…北海道型産業組合の形成の形成基盤J

(御茶ノ水書房)

[2J岩崎徹・牛山敬ニ (2006) r北海道農業

の地帯構成と構造変動J (北海道大学出版

会)
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5. 業務閤・加工原料用米の農地化方

策

-I農協における業務用・加工原料用途米の

農地化方策一

以上のような産地づくり方向が分化する中

で、南空知地域での動きを代表すると考えら

れるのが I農協である。そこで、以下では I

農協について取り上げる。

1) I農協の翻況と米叛完

I農協は、平成5年に!日岩見沢市、!日三笠

市、!日北村(平成18年3月にこの 3市町村及

び!日栗沢町が合併し、岩見沢市となった)、

美唄市と月形町の一部にまたがる 4農協が広

域合併して発足した農協である。さらに平成

(%) 
100 

90 

80 

70 

60 

50 

40 

30 

20 

10 

。

12年には!日栗沢町農協も合併し、正組合員戸

数は1， 884戸、水田面積約16，000haの大規模

農協であり、 18年の水稲作付面積は7，695ha 

となっている。農協では、平成9年以降大型

の米調製施設4カ所の整備を進め、色彩選別

等はもちろんのこと、粒厚、タンパク値別等

での調製が可能となっている。

I農協の特徴は、管内に泥炭土壌地域を多

く抱えていることであり、旧北村全域のほか、

!日岩見沢市及び!日栗沢町の大半、さらに美唄

市の大半の地域が混炭土壌地域となっている。

泥炭土壌では生背後期の窒素供給過多のため

高タンパク米となりやすい。図 1は、 I農協

管内の「きらら 39 7 Jについて過去 5年間

平均(平成15年を除く 12"-'17年の平均)のタ

ンパク艦が8.0%以上となる確率を示してい

12345678910111213141234567891011121314笑123 4 5 15161718671 23 
一 一 一 一

!日岩見沢市 18北村 市 !日築 !日岩見 i日築三

沢町 沢市沢町平

¥ γ  ノ L一一可~
西地域 烹地域

関 1 地区間の過去 5年間の「きらら397Jがタンパク8%以上となる確率

資料農協水稲部会資料。
注 平成12~17年(1 5年を徐く) 5主手の平均
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るが、確率が50%を超える地域が半数近くを

占め、低タンパクの良食味米生産には不向き

な地域が多いことを示している。

I農協における平成16年産米について品位

別集荷実績を見たのが表 1である。 1農協で

は品位をタンパク値を基準に 5区分しており、

タンパク6.8%以下の低タンパク米(r情熱

米J)は全体の12%にとどまる。 6.9"'"'7.5%

の「準情熱米j を含めても50%には届かない

に、 7.6"'"'8.4%の f一般米」が35%を占め、

さらにタンパク8.5%以上の「高タンパク

米j が8%となっている。また加工原料用向

けの「大地の星Jは13%を占めている。

次に、表 2は平成17年産についての産地指

定契約数量を示しているが、大口の 7業者に

よる産地指定が2万トンにのぼり、 I農協全

体 3万3千トンの63%をこれら 7社の産地指

定が占めている。用途別にみると、業務用が

49%、ついで加工用が37%を占め、市販用は

15%にとどまっている。

業務用で大きいのはコンビニエンスストア

(CV S) の弁当及びピラフ等用であり、つ

いで牛井業者B社である。 B社はタンパク

6.9"'"'7.5% (準情熱米)を基準としており、

I農協としては高品位の部類に属する。これ

に対し注目されるのは、 cvs・C社のピラ

表農協における平成16年産米の東・西地域別，品位都集荷実績(トン， %) 

品f立区分
数 盛 構成比

全体 東地域 西地域 全体 京地域 西地域
6.8%以下 (f青熱米) 3，716 2， [23 1，592 12.0 45.8 6.1 

6. 9~7. 5% (号室依然米) 10，072 1， 816 8，256 32.6 39.2 31. 5 

7. 6~8. 4% (一般米) 10，673 533 10，140 34.6 11. 5 38.6 

8.5%以上 (言語タンパク米) 2， 55[ 16 2，535 8.3 0.3 9.7 

加工原料用 (大地の主主) 3，858 144 3，714 12.5 3.1 14.2 

ぷ口入 計 30，870 4，632 26，237 [00.0 100.0 100.0 

品育成上ヒ 100.0 15.0 85.0 

資料 I燦協資料。

表2 平成17年産品種部産地指定契約数量内訳(18年4月，トン)

品 栢i 3サ

l 降構成
用途・最終~誇言者 言| l うち E 

ttC%) きらら 397:i蕗タンパク 2ほしのゆめ ななつぽし 大地のlli その他
l・契約さらら:

依然米 1， 700 ' 8.5 1， 000 ， 700 

市販問 議販j百A宇土 1， 200 ' 6.0 1， 200 

小計 2，900 ' 14.5 1， 000 ， 1，900 。 。 。
牛井3走者rB社 3，000 ' 15.0 3，000 ' 

CVS C社(ピラフ等) 3，200 ' 
3義務用 3，200 ' l自町。 3，200 ' 

CVS D社(弁当等) 3.600 ， 18.0 600 3，000 
小言十 9，800 ， 49.0 6，200 ， 3，200 ， 600 3，000 。 。

冷凍食品業者E社 6，300 ' 31， 5 1，900 ' 4，400 
加工 主主務包装米絞業者F社 1， 000 ' 原料用 1， 000 ' 5.0 

小計 7，300 ' 36.5 2，900 ' 。 。
会1，400 。

大口E引退指定計 20，000 ， 100.0 10，100 ， 3，200 ' 2，500 3，000 4，400 。
<参考>1燦協主主建予定 32， 360 ; ________ 14，874 ' 自.544 6.628 よ288 26 

資料 I農協からの聞き取り調査(平成18年4月)。
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フ用仕向けの「高タンパク・契約きららj ク等の低品位の米であり、低価格のものに偏

(以下、 f契約きららj と路)である。これ っている点を併せてみておく必要があろう。

は平成16年から開始された中京地区A県経済

連との産地指定契約によるものであり、タン

パク8.5%以上の「きらら 39 7 Jを通常よ

り低価格で供給するものである。契約数量は、

17年産の約4千トンから 18年産には 5千7百

トンへと増加した。 17年産からは間場を限定

した栽培として取り組まれ、さらに18年産か

らは肥料・農薬に関して特別の栽培基準が設

けられている。

つぎ、に、加工藤料用では冷凍食品業者E社

が単独で6，300トンを購入しており、 E社は

I農協全体の32%を占める大口実需となって

いる。同社のうち70%は「大地の星Jの産地

指定であるが、同時に「きらら 39 7 Jも3

割を占めている。 E社との間では以前から加

工適性の高い「あきほj の販売が行われてき

たが、これに代わるものとして「大地の星」

の取引が平成15年に一部開始され、 16年から

は本格的に「大地の星」に切り替わったので

ある。 E社では f大地の星j の加工適性への

評価が高く法1)、今後も供給増加への要望が

高い。しかし、ここで重要なのは、これらの

実需者は農協が自力で確保したのではなく、

ホクレンの指示に従って進められた側面が強

いことである。

以上のように、 I農協は、高タンパク米と

なりやすい泥炭土壌水田を多く抱える中で、

業務用・加工用を中心に大口実需からの産地

指定を多く確保している点が特徴である。向

時に、そこでの産地指定の内容は、高タンパ

2)品位別・用途別販売に向けた農協方針

と具体化

顧客の求める品質や用途にあう商品を提供

するのは販売の基本であり、立地地域の土壌

・気象条件に主に規定される米の品質(以下

ではホクレンや系統組織にならって「品位j

と呼ぶ)をベースに、農協としての米販売戦

略を明確化するのは当然である。したがって

「品位別・用途別販売Jとは米販売の基本を

述べているに過ぎないが、 I農協におけるこ

のような戦略と、品位JJIJ.用途別販売を念頭

に置いた生産体制づくりは、平成5年の農協

設立後すぐに形成されたものではないことに

注意したい。

従来、 I農協では、良食味米生産を第 1の

目標とし、良食味米生産に不向きな地域もそ

の底上げを第 l義に取り組んできた。しかし、

「情熱米準清熱米」の割合は大きくは伸

びず(両者の合計でもいまなお50%に達しな

い)、そのため米生産数量配分におけるガイ

ドラインのランキングでは三笠市を除きラン

ク2という低位の解消には至らなかった。し

かも農協内の品質(タンパク値)や生産者意

識の地域格差の存在が改めて表面化し、泥炭

土壌地域の底上げは容易でないことが共通認

識となっていく。

こうした地域格差を前提として、ようやく

平成16年に品企別・用途別生産・販売へと農

協の方針較換が図られ、農協としては、低タ

4
せ

ρ
H
U
 



ンパクの情熱米、準需熱米に加え、多収米 米出荷割合等に基づき生産者のランク付けも

(加工原料用米)を「戦略米」として佐置づ 行い注2) 、その評価を fお米の通信簿J等に

けるに至った。 より周知し生産者の意識改革を推進している。

このような品位別・用途別生産のための課 さらに、実需者への視察を行い、実需者の求

題を目標一課題一手段として整理したのが次 める商品ニーズの把握・伝達に努めている。

ページの図 2であり、間閣の右端には I農協

の取り組みを示しである。

(1)生産者の意識改革

第 1に重要なのは生産者の意識改革である。

米の販売の上で、自らの生産した米の品質、

用途やさらに消費者・実需から見た品質ニー

ズ等について生産者自身が理解を深める必要

がある。そこで、タンパクやアミロース等の

成分品質の生産者へのフィードパックを行う

のが I農協の「お米の通信簿」である。また、

(2)用途!こ応じた価格設定

第 2に重要なことは、食味やタンパク等品

質を考慮した価格設定の導入により実需への

安定供給と生産者の再生産を両立させること

である。用途5J1J生産で重要なのは、低タンパ

ク米等の高品位米への加算にとどまらず、一

般には低価格とならざるを得ない業務用や加

工原料用米をも実需者に安定的に供給するた

め、高タンパク米に対ーする一定の加算措置

( r互助制度J)が不可欠となる。 1農協で

品費向上につなげるため、タンパク組、戦略 は、以前から、加工原料用の

く目穣〉 〈謬慾〉

きほj のよ

く手段〉 〈先進地域での敬ザ絡み〉
衛空知 I産量協の率俄

1.用途完1)生産
への誘導

-fお米の滋僑簿J
・品室電車lの霊童索ランウにま審づ〈米数鐙認分

-$1ンパウ含有率等に応じた蓄電入価格設定
.加工原材料熊途鐙格

ーま車格別の水稲作付指擦の霊童示
-良食味米・非良食疎地域のゾーニング

F詰途を明篠
!こした
米生産

(=努れる
米づくり)

-H6年水務部会綾綴化(H4年露協合併)
-H16年より稿作蕊構築プロジェクト務始
(講習会、土壌診断と総隠設計)

-H9年再認室翼線設 8，2∞トン
-H1O年半乾受入施設 16，000トン
-H11年半乾受入+サイロ 11，000トシ害事

いずれも色彩選別、成分分析計等袋綴

-j!l，、手の4$1イブ区分と大線機経営中心
の育成 (f基幹的短い手J)

関2 用途別米生産のための課題と先進事例の取り組み状況

資料・雨空知 I益金協への調査(北農務，平成17年実路)。
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表3 農協における米の品位別価格差と互助金(rきらら 39 7 Jの場合)

平成16年産 平成17年度(瀦算金分合まず)

仮渡金 ホクレン 1 i選協 合計 I農協 ホクレン I 農協 合計 I農協
品位B:分

十精算
加算金 Ji.助金 義主事との 概算金 加算金 Ji.助金 基準との金

② ③ 
(①十②+③

比較
① (見込み) (見込み) (①+②+③ 

比較
① 拠出会) ② ③ 一拠出金)

6.5%以下 十1.500 
+518 

12，975 2，018 
十500 十5官。 10，970 1，090 

6. 5~6. 8% 十1.000 12.475 1， 518 10.470 590 
6. 9~7. 5% 

11， 077 
+173 11.130 173 

10.000 
十197 10，077 197 

基準
さ妻耳主

3妻主事
7. 5~8. 4% (一絞米) 10，957 。 (一般米) 基準

9.880 。
(一般米) (一般米)

8.5%以上 ム1， 000 9.957 ム1.000 ム500 9.380 ム500
契約米(契約きらら) 11， 077 ム1.000 9.957 ム1.000 9.500 

---------
十150 9，530 ム350

契約米(大地の星) 10，505 

---------
10.385 ム572 9.000 

---------
+150 9.030 ム850

資料:ホクレン及びl燦協資料。
注:1)区分の数値は精米タンパクの値である。 17年産は務第が米アなので，精算金を含んでいないことに注意。

2) 1幾協の互助制度は，全出荷米l俵さきたり 120内拠出し，特定の品イ立区分に対して加算するものである。 16年につ
いては削除五入して表示した。

うな特定の実需と強く結びついた「契約米J

についても、生産者からの拠出方式で取り組

まれてきた経緯がある。

表3は、平成16"'"17年産の品位別価格差と

互助金を示している。 r契約きららj の場合

をみてみよう。平成16年産では、 「契約きら

らj について、 I農協独自の互助金を設けて

おらず、それぞれ基準となる「きらら 39 

7J一般米と比べ1， 000円の価格差が生じて

いた。しかしげ年産「契約きららJ (精算金

を含んでいない点に注意)では、互助金150

円を加算すると「きらら 39 7 J一般米との

差は350円にとどまっており、このことが表

4にみる「契約きらら」の作付拡大の大きな

要国となっている。

なお、互劫金水準に関しては、なお検討す

べき点もある。 r大地の星Jをみると、 fき

らら 39 7 I一般米との差が16年産の572円

から17年産では850円へと拡大しており、こ

の価格差と、 「大地の星Jが成蔀移植では栽

培しにくい技術的特徴を有し、多収が確保で

きず10a当たり収益が減少した結果、 18年産

「大地の星Jの作付面積は減少するに至った。

しかし、 「大地の星」は、冷凍食品E社から

表 4 農協における米の出荷契約数量，面積 (ha，トン)

数 室主 関 手量

1I16 17 18 1l17/16 1I18/17 II16 17 18 II17/16 1I18/17 
きらら 397 15.012 14.874 14.989 ム138 115 3.426 3.344 3.313 ム82 ム31
うち特定用途きらら 2，550 4.042 5.673 812 1， 631 812 1.115 812 304 
ほしのゆめ 7.554 6. 544 5.087 ム1.010ム1.457 2.040 1.826 1. 442 ム214 ム384
ななつぽし 654 6.628 7，857 5.974 1. 229 1， 672 1， 693 1. 886 21 193 
大地の援 4.033 4.288 3.521 255 ム767 829 872 698 43 ム173
おぼろづき 434 434 271 271 
そ の 他 65 26 。ム39 ム26 113 175 85 62 ム90

i3' 言十 27.318 32.360 31，887 5.042 ム473 8.079 7.909 7.695 ム170 ム214
特定期途きららの害rJ合(%) 9.3 12.5 17.8 10.3 5.3 10.3 14.5 10.3 4. 2 

大地の星の割合(%) 14.8 13.3 11. 0 ム1.5 ム2.2 10.3 11. 0 9.1 0.8 ム1.9
資料差益協資料。
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の強い需要があり、 I農協として安定的な供

給の維持が求められており、今後、互助金の

設定のあり方、さらに多収や省力化等の技術

的側面において解決すべき課題が残されてい

る。

こうした地域的なゾーニングを可能とした

要国は、 I農協の水稲部会で、実施してきた

「お米の通信簿」を軸とした米タンパク値や

高品質米出荷率等の地域格差についての周知

徹底である。しかし、西地域の一部では「大

地の星j の価格差からゾーニングへの不満も

(3)良食味米・非良食昧米地域へのゾーニン 存在している。

夕、、と地帯別作付指援策定

第 3に、ゾーニングと地帯別作付指標策定

が重要である。 1農協では、平成16年に「稲

作農業再構築プロジェクト」を立ち上げ、さ

らに17年には、管内を主に土質に基づき東、

西の 2地域に区分し(表 5)、東地域は良食

味米生産に特化するとともに、泥炭土壌が中

心の西地域では、加工原料用途を重損した作

付指標が提示されることとなった。東・西地

域別の米集荷数量等については前掲の表 1に

示したが、東地域ではタンパク6.8%以下が

46%と最も多いのに対し、西地域ではタンパ

ク7.6""8.4%の一般米が39%となるなど、下

位品位の割合が高い傾向にあり、また8.5%

以上の高タンパク米や加工原料用がそれぞれ

10%、14%などと高い。

タイプ

東地域

西地域

表5 土壌タイプによる地域の分類
地域 | 戦略米出荷(加築基準)

ニ5空市
岩見沢市の一部(東町，笠水DD;J情熱米

利根別町，日の出町，東山田7・判(きらら397. 出荷害賠

文町，上志文町，毛阪町) !ほしのゆめ 50%以上

築沢町の間道234号線の東側 lななつiまし)
(最上，加茂川，察丘，由良，茂i笠
まま，上限ω宮本、1.万美)

上記以外の地域

f育熱米

機f育熱米
出荷割合

(きらら:197.
100%以上

ほしのゆめ，

ななつぽし)

大地の獲，
出荷割合

きらら397
20"-'40% ci高タン凡.ク)

資料・ 1差益協資料。
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(ヰ)栽培指針の策定と技徳指導の徹底

第4に、用途に応じた栽培指針を策定し、

これに基づく栽培に向けて技術指導を徹底す

る必要がある。その擦、低タンパク米を目指

す場合については、施肥や水管理等の技術指

導が問題となり、そのための土壌診断に基づ

いた施肥設計への支援が重要となる。また、

業務用・加工原料用では販売価格が低いこと

から、低コスト化のための誼播技術確立や多

肥による多収栽培、また成苗に向かない「大

地の星」に即した栽培技術確立、等が求めら

れることとなる。これらの上で、重要となる

のが水稲作における部会の組織化である。

I農協では平成6年に水稲部会が設立され

ており、生産者の技術向上の上で重要な役割

を果たしてきた。水稲作としては珍しい部会

組織化の背景には、広域合併であるため、土

質の差による食味の相違や栽培技術の格差が

存在したことがあり、食味分析や土壌診断を

行いその結果を施肥設計に反映させる取り組

みを進めてきた。また、食味値等の結果を基

本技術の実施状況と合わせて「お米の通信

簿」として各農家へ通知したのも、水稲部会

の活動として行われている。



(5)品質の均質化と安定供給

I農協では、品集の均質化・安定供給のた

め、カントリーや米の再調製施設の整備を進

め、これら施設を活用して、タンパク値等に

よる仕分け集荷が図られている。

また、 トレーサゼリティ・システムの構築

とこれによる安全・安心の付与も重要となっ

ている。とくに大口の実需への対応には欠か

せないと考えられる。

これらの中で、とくに f大地の星高タ

ンパク噌契約きららJといった加工藤料用途

や業務用でも下位用途では、一般米に比較し

て低価格であるため、産地形成を回るには低

所得を西遊する技術、すなわち多収等の技術

や直播等による低コスト化が不可欠となろう。

そこで、 f大地 の星高タンパク・きら

らJに絞り、取り組み実態、を見ることとした

しし

3)業務鰐・加工用需要に対応した米産地

づくりの諜題

業務用・加工用需要に対応した産地づくり

のうち、 「大地の星高タンパク・契約き

ららj に関する課題を把握するため、平成18

年7月に!日北村T地区農家を対象に実施した

アンケート調査結果を中心に紹介する。

(1)1日北村T地区及びアンケート調査農家の

雛況

!日北村T地区は、前述した I農協の西地域

に位置する。地区転作率は約55%と1農協管

内においても高く、転作作物の主体は小麦及

び納豆用小粒種の大豆であり、近年はこれに

ハクサイ等の野菜作が増加している。 T地区

では活性化協議会を軸とした地区単位の作物

部会活動が熱心に取り組まれ、土壌診断に基

づく施肥設計、排水対策等の基本技術の徹底、

小麦・大立による輪作を通じて小麦で毎年10

俵近い高単収を上げている。また、平成14年

度の大豆作全国共励会で生産局長賞を受賞し

ており、小麦・大豆ともに十勝地域への独自

販売(業者との契約栽培に基づく販売)も行

われている。水稲についても、密植栽培導入

をはじめ低タンパク米生産のための研究会活

動が熱心に取り組まれているが、なお低タン

パク化は容易ではない状況にある。また、現

在、担い手育成基盤整備事業が取り組まれて

いる。

このような!日北村・ T地底の水稲部会立ち

毛検討会参加者を対象にアンケート調査を実

施した(回答者は11名)。回答者の概況を表

6に示したが、経営面積はいずれも10ha以上

でうち 8戸が15ha以上である。経営主の年齢

は50代前半かそれより若い経営主が多く、基

幹的従事者がほぼ2人確保されている。転作

率は71.5%と高くなっており。転作作物は小

麦(秋小麦61ha、春小麦19ha)、大立69haの

ほか、ハクサイ等の野菜であり、小麦と大豆

はほぼ2年ずつ4年を単位とするローテーシ

ョンが組まれている。基盤整備の施行直後は

湛水して水稲作とするのがー殻的であるため、

整備後の復元田で、の水稲作への対応も重要と

なっている。

水稲の品種についてみると、平成18年では

「ほしのゆめ」が最も多く、ついで「ななつ
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表 6 旧北村γ地区アンケート寵査回答農家の概況 (H18年)

;基幹的 緩営
主な水稲品綴!)jlj 主な転作作物矧I

j選言ま
経営主; 燦業

箇務 *稲 転作計 転作率 き~ら通ら 商タンパクななつほしの大地のの年鈴 z従事者
No 

(議数
(水田) (%) 小麦 大豆 野菜

397 契約さららぽし ゅめ 星
人)

言十

l 271 2 3，240 237 3，003 92，7 

2 36 ' 3 3， 100 527 2， 573 83，0 

3 48. 2 2，892 560 2， 332 80，6 

4 54! 1 2，094 1，302 792 37，8 

5 49. 2 1， 863 302 1，561 83，8 

6 42， 2 1，696 575 1，121 66， 1 

7 571 1 1，660 615 1， 045 63，0 

8 47， 2 1，651 657 994 60，2 

9 32. 2 1， 394 642 752 53，9 

10 58， 2 1， 166 263 903 77.4 

11 531 2 1， 165 575 590 50，6 

iit ど円ケ;~ 21， 921 6， 255 15，666 71， 5 

-小麦には秋小麦のほか春小きをも含む。

ぽし高タンパク・契約きららおぼろ

づき大地の星」の順となっている。 T地

区で「大地の皇」が取り組まれたのは平成16

年からであり、 17年には回答者のうち 7戸が

取り組んだが、 18年には6戸へと減少し、作

。
。
。
。

100 。
。

100 

237 1，419 1， 58，1 

100 268 100 1， 430 1， 073 70 

192 176 818 1， 486 28 

183 223 736 90 732 60 

110 100 55 1，027 534 

226 274 75 477 408 236 

214 301 :;45 100 100 

114 23，1 532 307 122 

176 231 173 216 ゐ183 35 

185 78 273 580 50 

175 400 575 

1，084 1，09，1 2，67，1 574 8，044 6. 855 701 

模経営2戸では、現状では転作割合が高く、

水稲面積が小さいためか、 f増やすj との自

答である。

次に、用途別生産についての評価をみると、

f現状程度はやむを得なしリが6戸と過半数

付面積も1.3haの減少となった。他方、 「高 であるが、 「地域的に不公平なのでやめるべ

タンパク・契約きららJの作付農家数は、 17

年には 1戸だ、ったが、 18年には 7戸へ、作付

面積も9，7haの増加となっている。

なお、 T地区で、は水稲乾田鹿播の試験栽培

きj との自答も 2戸みられる。なお、後者の

農家はいずれも小規模農家であるという点が

特徴である。

に平成15年から取り組み、 「大地の星j の誼 表7 今後の水稲面麓と用途別米生産への意向

播栽培が試みられている(現夜3戸)。

(2)品位別・用途別米生産について

表7は、 T地区における今後の水稲面積増

減の意向と用途別米生産に対する農家の評価

を示している。

まず、水稲面積については「現状維持j が

7戸と多数であるが、 f増やすj も4戸存在

している。とくに地区のトップクラスの大規

長皇家
No 

l 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 
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今後ω7)(穏iID綴 用途別米生産について

現状緩度 地域的に取り組み l 

i告やす波状 絞らす 不公平なをもっと l 

維持 はやむを、 のでやめ強化すへ一 不明 1M 
持なL るべき き l 

1 ， 

4 7 。 6 2 。 1， 2 

資料:アンケート調査結果(平成17年7月実施)。



(3) r大地の星Jの位置づけと課題

表8はT地E互における「大地の星j 面積変

化と取り組む理由を示している。前述したよ

うに、平成18年の「大地の星」作付農家数及

び面積は減少したが、 19年の面積を問うと

「現状維持J3戸、 「題積増やすJ4戸であ

られているといえよう。また「直播できるか

らJ2戸も控目される(ともに誼播試験農

家)。

つぎに表9から「大地の星」取り組み上の

問題点をみると、 f価格が低いj が6戸と最

も多く、ついで「育苗、移植機が異なり作業

り、 「面積を減らす」との問答は見られない。 が援雑J2戸などとなる。 i単収が上がらな

「未定j も3戸あるが、うち 2戸は不作付け

農家であり、結論として18年の面積減少は一

時的なものであり、今後増加傾向といえそう

である。なお、 「大地の星」の17年の単収は

7戸の平均で536kgであるが、 360kg"-'660kg

とバラツキが大きい。

ついで「大地の星j に取り組む理由をみる

と、 「高収量が期待できる」は 1戸のみで、

畑輪換、連作樟害回避のためJが6戸

07"-'18年に作付した 7戸に限れば 5戸

(71 %) )となる。多収による収益面での期

待というよりも、転作が主の当地域において

は、連作障害由避のための、いわばクリーニ

ングクロップとして「大地の翠」が位罷づけ

い」は 1戸にとどまっている。

また、多収のための工夫の有無を問うたと

ころ、 「増肥等の工夫をしているJが5戸と

なっていた。最後に今後の直播栽培の意向に

ついてみると、 「直播に取り組みたい」が6

戸と過半数 (55%)が回答している。またそ

の場合の蔑播の単収白標については、 9俵、

10俵がともに 3戸ずっとなっていた。

以上のように、小麦・大豆作への依存度が

高いT地区において「大地の星」は、連作障

害回避のためのクリーニングクロップ的な位

置づけにあり、低価格は問題と認識されてい

るが、多収のための増肥等の工夫を行う農家

が多い。また、直播による低コスト化への意

表8 r大地の星jの面積変化と敬り組む理由

商機 詳収 来年(1119)の取り緩み 取り組む理由

長塁家 旧総事量換'"*-t$-r:::""，，- r認収盛 土霊童が l

封。 1Il8面綴:1Il7iliif貧弱綴増減1I17単収 菌検を現状綾箇機を 未定 NA 迷作隊答直播でき が期待 |向いて g 百A
(a) (a) (a) (kg) 増やす 持 減らす : 回め避のたるから できる いる j

l 0， 。
2 100: 72 28 475 

3 176: 212 ム36 660 

4 90: 45 45 540 

5 ~"， 37 18 360 

6 75: 149 ム74 630 

7 。: 。
8 。l 114 ム114 486 

9 。l 。
10 78: 78 。 600 

11 。: 。
言i 574， 707 ム133 5:36 4 3 。 :3， 自 2 3 

資料:アンケート認査結果(平成17年 7月実施)。
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表9 r大地の星Jの取り組み上の問題点と今後の霞播栽培等の意向

「大地の援Jの取りまEみ上の問題点 多l¥Slのための工夫 今後の痘箔栽倍の慈向

長暴言ま 育苗，移 単収が t留B巴等の 4 その場合の;

r¥o. 価格が植機が5妻 上がb、 土質を その他 州 工夫をし特人して NA 取り緩み左手I段目襟取り組 不明 NA 
低い なり作業ない 選ぶ ; ている いない たい (俵まない

が複雑 ; 

1 10， 

2 9: 

3 9: 

4 

O 10 : 

6 9: 

7 

8 

9 

10 10 : 

11 

計 8 2 3 a 3， 6 9.5 I 2 2 

資料:アンケート調査結楽(平成17年 7月実施)。

向も強くみられ、今後も作付を継続ないし面

積増加意向の農家が多いこと、その際、収最

の向上や安定化はなお解決すべき課題と考え

られていること、等が明らかとなった削)。

(4) r高タンパク・契約きらら」の位農づけ

と課題

表10はT地区の f高タンパク・契約きら

らj の面積変化と取り組む理由等を示したも

のである。前述したように、平成17年の l戸

から18年には7戸へ増加したが、さらに19年

については現状維持及び未定が同数の4戸と

なっている。 r高タンパク・契約きらら」に

取り組む理由としては、 fタンパクが 8%を

超える可能性があり、普通の「きらら 39 

7Jだと不利なので」というのが 7戸、全戸

である。ついで「高収量で価格差を考癒しで

も有利J2戸となり、 f大地の星j で最も多

かった「田畑輪換、連作樟害回避のためJは

1戸にとどまっている。また、 「高タンパク

表10 r高タンパク・契約きららJの蘭穣変化と取り紐む理由

商綴・ lil 収 来年(1119)の取り組み 取り絡む理由 多q~のための工夫

|性タを超がンパえあるクり洲百， 士宮ミが「き l i曾肥害事特1:し;一長議室主 i高奴践で価 回封H翰主主， ららJI:r古]ll 

Noゐ
Hl8爾檎:H17謝綴溜綴熔滅Hl7単収 国後を 現状 iliif資を 未定 M 

格援を考際連作隊密m l : Nι1 の工夫てい、な， ~A 
(a) '(a) (a) (kg) i習やす総持滋らす

殺さららjだ しても:{i利 遂のため LかてLらる
をして 2 

いる い;
と不利

1 

100: 114 ム14 684 2 

3 

183: 183 4 

110 5 110， 

6 2261 226 

7 

8 114 114， 

告 176 176， 

10 

175 11 175， 

苦f 1， 084， 114 970 684 4 7 9 1， 3， 

資料アンケート瀦査結果(平成17年7月実施)。
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-契約きららj について多収の工夫の有無を

問うたところ、 「増肥等の工夫をしているj

が4戸であった。

以上のように、 「高タンパク・契約きら

らj では18年に作付農家が急増したが、 19年

以降の増加の見通しは不明である。また取り

組む理由としては、普通「きらら 39 7 Jの

代替作物として、いわば収益作物としての位

置づけが強い点が特徴である。この点で「大

地の星j に取り組む理由において「田畑輪換、

連作障害回避のためJが多いのと相違がみら

れる。この要閣としては、 「大地の星j が高

収量の確保・安定化の面でなお課題を抱え、

収益作物としては位罷づけされにくい現状を

反映したものと推察される。

4)小揺

報告では、業務用・加工原料用の割合が高

い北海道米において、これらの用途を積撞的

に位置づけ、販売対誌の強化が重要であるこ

とを指摘した。その中で南空知の I農協では、

生産者の意識改革、ゾーニングと作付指標徹

底、用途別の価格差とこれを補てんするため

の互助制度等を策定し、業務用・加工原料用

生産に努めている。それらのうち、加工適性

の高い f大地の星Jは冷凍食品工場E社向け

へ、 「高タンパク・契約きらら」ではA県経

済連へ販売しており、これらは今後も需要増

加が見込まれることを明らかにした。しかし、

f大地の星Jでは、 18年産の作付面積が17年

対比で減少するに室っており、今後、安定供

給を図るには、低収益をカバーするための収

量向上・安定化といった技術課題や、中苗移

槌機の共同利用等の定着支援方策、さらに互

助制度の運用改善等の課題が今後に残されて

いる、といえよう。

以上の分析を踏まえ、最後に 3点指摘した

い。第 1は、高タンパクや加工用途の需要開

柘・販売拡大の意味についてである。北海道

のような非良食味米地帯においては、高タン

パクや加工用途の販売拡大は、米販売戦略上

重要であるにとどまらず、紙作も合めた水田

農業展開の上で重要と考えられる点について

である。報告で対象とした南空知地域では、

今後も小麦・大立を中心とした展開が想定さ

れるが、その定着の上で重要となるのが「連

作障害回避Jのための田畑輪換であり 1.1'4)、

これに伴う高タンパク化に対応可能な用途と

して混飯や冷凍食品等の業務用・加工用需要

への対応が意味を持つ。このような地域にお

ける水田輪作を踏まえた農業展開の上からも、

冷凍金品向け「大地の星」や、ピラフ等向け

の「高タンパク・契約きらら」等の需要開発

を靖極的に位置づけることが今後重要となろ

つ。

第2に、その点と関わり、水稲作の位置づ

けと、導入条件の変化についてである。上記

では、水稲作は小麦・大豆のためのいわばク

リーニング・クロップ的な性格を持つ。さら

に、その場合の導入の条件は、水稲単独での

収益性いかんではなく、小麦・大豆も含めた

トータルの収益性に規定されることとなる。

図3は南空知地域の水稲、小麦、大立の10a 

当たり所得の変化を示しているが、米値下落
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関 3 7.1<稲及び小麦，大査の10a当たり所得の

推移(IB~t村の推計)
資料 差益水省生産量菱調査及び作物統計。
注:転{苧助成金は期間通じて4万円として加算。

により水稲所得は平成7年以降ほぼ一貫して

低下している。これに対し、小麦は平成7'"

13年まで抵ぼ所得はマイナスで、あったが14年

以降は、単収向上等によりプラスに転じた。

また大豆は所得はプラスではあるが変動があ

り、 14年以降は再び増加した。これらの結果、

水稲と、小麦、大豆の所得は接近しており、

これに生産調整に対する助成金(産地づくり

交付金)を加味(圏では4万円として加算)

するならば、水騒を大きく上回ることとなる。

このような中では、収益性の高い小麦や大豆

といった転作作物の収益向上(そのための高

単収確保)が重視され、水稲作は副次的な位

置付けとなるため、低価格でも導入すること

が可能となろう。

すなわち、田畑輪換を含む土地利用体系の

中に、 f大地の星高タンパク・契約きら

ら」が技術的に定着しうるならば、水稲作自

体は低収主主でも導入可能となり、従来以上に、

低価格での供給も可能となることを意味しよ

うo いずれにしても、 「大地の展 r高タン

パク・契約きらら」の推進に当たっては、71<

稲・米単独での収益性ではなく、小麦・大立

を含めた輪作体系としての収益性について提

示することが有益となろう。

第 3に、北海道の業務用・加工用需要の 1

つの特徴は、数千~数万トンの大口取引にあ

るが、この点に関連した指播である。報告で

は触れなかったが、需要に対する単協の供給

能力の限界を踏まえた安定供給の仕組みが必

要と考えられる。なお、その場合の販売主体

が誰かをという点も間い直されるものとなる。

前者についていえば、地理的に近接してい

る農協だけの連携では冷害等の気象変動を悶

様に受け、安定供給は困難となるため、地理

的・空間的に離れた農協間の連携も必要とな

る11'5)。そこでは、このような複数の産地を

またがる体制をどう形成するかが関われるも

のとなり、系統・連合会組織の役割・機能と

も関連して米における販売主体が誰かという

点が改めて問われてくる。これについては、

今後の課題としたい。

く注>

1) W朝日新聞』平成18年5月24E3付け f道産

米大地の皐作付面積ぐんぐん」によれば、
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「ニチレイフーズも「品質は冷凍ピラフ用と

して向いているJと高く評価する」とある。



2) このような品質等の評価、ランキングをさ

らに数量配分に連動させる動き(口個人毎の

ガイドライン配分)は、北海道内でも各地で

みられるが、その代表的なのものに上JI!中部

地域のT町や中空知地域のP農協等があり、

I農協でも近く実施予定とする。

3) i大地の星j は大粒で冷凍ピラフに適し、

平生多収、耐冷性等の長所の半面、議熟臼数

が長く、早期異常出穏しやすい、刈り取り適

期判断が難しい等の短所が指t認されており、

適正な脊蕗管理、施目巴察素の増量等が改善ポ

イントとされている(北海道空知支庁・北海

道立中央農業試験場 ii大地の星」はこうし

てつくろうJ (18年 3月))。普及センタ一

等でも多収に向けて各種の試験が行われてる。

また、水稲部会でも移植機の共有等の検討が

行われている。

4)問地域では、近年、収量向上がめざましい小

麦と、大豆さらに露地野菜を組み合わせた土

地利用型転作を主体とした展開が今後も想定

され、すでに小麦、大豆(及び小立)各2年の

輪作が実施されつつあるが、畑作地域で展開

する 4作物輸作体系はビート、パレイショの

過剰問題の故に回難であり、畑的土地利用だ

けでの連作障害回避が臨難であるため、間畑

輪換への期待が強く、それがT地区における

「大地の農」の取り級み理由として反映され

ていると理解される。

5)大手牛井チェーンのY社をはじめ、販売量

l千トン程度以上の場合には複数農協にまた

がる連携がみられ、業務用・加工原材料用米

の大口需要においては、複数産地にまたがる

産地関連携が実語、産地側双方のリスク分散

の上で有益と考えられる。ただし、これらの

産地関連携の組織化の主体は基本的にホクレ

ンである。

く引用文献>

[ 1 J小池(梅原)靖伴 (2005) i単位農協によ

る業務用米の生産・販売対応一北海道・いわ

みざわ農協を事例として…J (2005年度臼本

農業市場学会個別報告資料)

[2J冬木勝仁 (2003) wグローパリゼーション

下のコメ・ビジネス一流通の再編方向を探る

~ (日本経済評論社)
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6. おわりに

米の産地づくりにおいて、業務用・加工用

需要への対応の強化が求められている。しか

し、北海道米はもともと業務用・加工用の割

合が多くを占めると言われてきたが、その割

合については必ずしも明確ではなかった。

そこで、本報告では、まず第 lに、北講道

米の用途別仕向け量(需要)を明らかにする

ことに努め、平成16年産について見ると、業

務用が48%、家庭用が38%、加工原料用が

14%をおめることを明らかにした。また、品

種との関連を見ると、業務用では「きらら 3

9 7 Jが半数を占め、 fななつぼしj が続き、

家庭用ではやはり「きらら 39 7 Jが半数だ

が、第2位は「ほしのゆめ」となっている。

また、加工原料用は、加工適性の高い専用品

種のほか、 「きらら 39 7 J ["ほしのゆめJ

も消費されている等を明らかにした。さらに、

業務用として牛井チェーン、カレーチェーン、

田較寿司チェーン、コンビニエンスストア

(チャーハン等)が、加工原料用として無菌

包装米飯や冷凍米飯、発芽玄米等の大口実需

の存在が大きいことを明らかにした。

さて、上記のようにもともと業務用・加工

用の割合が高い北海道米においては、今後、

従来以上に実需である外食産業の事業者及び

加工米飯事業者のニーズを的確に把握するこ

とが重要となっている。そこで、本報告では

第2に、コンビニエンスストアを除く大口実

需業界を取り上げ、北海道米が結びついてい

る代表的な実需事業者からの開き取り調査等

に基づいて、原料等として使用・消費する米

に対する品質等の条件と、北海道米の消費状

況、北講道米に求めるこーズ等を明らかにし

た。具体的には、外食産業としては牛井、カ

レー及び、回転寿司の各チェーンを、加工米飯

事業者としては無簡包装米飯、発芽玄米、冷

凍米飯の各事業者を取り上げた。

その結果、牛井チェーンA社では硬質米で

「つゆ通り」がよく、かつ安価な「きらら 3

9 7 Jが大量に消費されていた。また、カレ

ーチェーンB社では「あきたこまち」より食

味がよく、かつ fパラケの良いJ米として

「ほしのゆめJが消費され、また、回転寿埼

チェーンのC社では、適度にパラけて寿司米

としての「ブレンド適J性が高いj として「き

らら 39 7 Jが消費されており、いずれも各

品種の品質特性が注目されている点が特筆さ

れる。さらにこれら 3社の原料米はいずれも

捜数品種のブレンドであるが、とくにA、B

社は、全体の 7割ないし 5""'6割前後が「き

らら 39 7 J及び fほしのゆめ」でブレンド

の主力品種となっている。品質特性のほかに、

いずれも共通しているのは低価格、安定供給

可能という点である。また、北渇道米へのこ

ーズとして、 B社では品種改良に関する要望

が指摘されたが、 A社、 C社では品質を維持

した上での安定供給が、さらにA社では従来

以上の低価格が求められていた。

つぎに、無菌包装米飯D社では、高品ライ

ンナップの 1つとして fきらら 39 7 J単品

加工品を市販するほか、ブレンド米商品の原

料としても「きらら 39 7 Jが消費されてい

る。この理由としては、粘りけがなく「パサ
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つく」ので加工適性が高い点も評価されてい

る。また、発芽玄米E社では、 「ほしのゆ

めj を100%の原料として消費している。そ

の理由はGABAが多く、加工後の食味も

「コシヒカリ」並みに良好で、、費用対効果が

高いことに加え、府県と比べた農薬使用量の

少なさ及び安定供給可能性、が指摘されてい

る。冷凍米飯のF社では、冷やしても「ダマ

にならなず」に加工適性の高いこと、低価格

等の理由で専用品種が用いられている。また、

北海道米へのニーズとして、 D社では品質及

び供給の安定性などが、 E社では品質向上と

低価格を強調しており、 F社では耐冷性や耐

病性品種育成と異物混入の確実な予防が期待

されている。

このように、業務用・加工用では、牛井や

発芽玄米等に代表されるように北海道米国有

の品費特性に基づいて使用・消費される場合

が多いが、問時にその安定供給や低価格供給

も条件となっていることが多い。そこで、本

報告では、第3にこれらに答えうる産地体制

確立に向けた取り組みの特徴と課題について、

先進地域である甫空知地域 I農協の分析を行

った。その結果、間農協では生産者の意識改

革、ゾーニングと作付指標撤底、用途別の価

格差とこれを補てんするための互助制度等を

策定し、業務用・加工原料用生産に努めてい

ることが明らかになった。 1農協では、加工

適性の高い「大地の翠」は冷凍米飯工場巳社

向けへ、 f高タンパク・契約きらら」ではA

県経済連へ販売しており、これらは今後も需

要増加が見込まれるが、しかし「大地の星j

では18年産作付面積が前年対比で減少するに

至っている。そのため、今後、安定供給を国

るには、中高移植機の共i可利用促進や互助制

度の運用改善による定着支譲を図るとともに、

f大地の星J自体の多収・安定化、さらに小

麦一大豆と組み合わせた田畑輪換の中に「大

地の星高タンパク・契約きらら」を積極

的に位罷づけた対応が求められている。

以上のように、本報告では、業務用‘加工

原料用を中心とする北梅道米需要の特質と、

実需における北海道米使用・消費の条件と課

題、さらに産地サイドでの取り組みの特徴等

を明かにした。同時に、実需サイドが北海道

米に求める品質等の条件については、なお、

十分でない点も多く、それらについては今後

の課題としたい。

く執筆分担>

仁平↑亘夫 1. 2. -2) 3. -1)一 (2) 3. -1)一 (4)

4. 5. 6. 

吉川好文 2.-1) 3.… 2)一(1) 3.-2)-(2) 

3. -2)一 (3) 

細山隆夫 3. -1)-(1) 3. -1)一 (3) 3. -2)一 (4)
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