
  
  柑橘産地における産地マーケティングの特質

  誌名 農業市場研究
ISSN 1341934X
著者名 徳田,博美
発行元 筑波書房(発売)
巻/号 18巻2号
掲載ページ p. 34-45
発行年月 2009年9月

    
農林水産省 農林水産技術会議事務局筑波産学連携支援センター
Tsukuba Business-Academia Cooperation Support Center, Agriculture, Forestry and Fisheries Research Council
Secretariat

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)



34 [農業市場研究第18巻第2号(通巻70号)2009.9] 

〈論文〉

柑橘産地における産地マーケティングの特質
一産地棲み分け戦略の展開一

徳田博美*

τhe Characteristics of a Citrus Producing Area Marketing Strategy: Development 

of a Segregation Strategy in Producing Areas 

TOKUDA， Hiromi 
Mie University 

Abstract: 

After the first half of 1970's， when th日citrusmarket exp巴riencedstructural oversupply， a segregation 

strategy was developed in citrus producing areas. The segregation strategy in the producing areas is 

a marketing strategy which aims to get the exclusive position in the citrus market by focusing on 

variety， shipping season， or destination which is suitable for the natural / social conditions of the 

producing areas and practicing the marketing activities such as strict quality control. There are three 

factors which have influ巴ncedthe development of the marketing strategy. First， quality of citrus fruits 

is greatly influenced by natural aptitude. Second， while satsuma orange accounts for large proportion， 

the citrus fruits are composed of various varieties. Third， the citrus producing areas are spread 

throughout the whole western part of ]apan and include metropolitan suburban districts. The marketing 

strategy has contributed both to survival of the various citrus producing areas， including some under 

bad conditions， and the growth of demand to some extent. However the limits of the strategy have 

become clear recently. First. there are not enough exclusive positions for every citrus producing area. 

Second， even if segregation is realized， increase in production of each variety causes overproduction 

and decline in prices. Nowadays the importance of relationship marketing is emphasized in agricultural 

markets. It is important for the citrus producing areas to practice integrated marketing which includes 

a segregation strat巴gyfor producing area and relationship marketing. 

(Key wordsJ citrus producing area， the segregation strategy of producing area， agricultural 

marketing 

工 はじめに

柑播産地では、 1970年代前半に柑橘の中核品目

である混ナ'"ミカンが供給過剰による価格暴落に見

舞われて以降、需要拡大に対正、した高価格下での

市場拡大から、構造的過剰基調下での価格低迷へ

と、市場環境は大転換した。その後、柑橘市場

は、 1970年代の選択的拡大期における過剰な面讃

拡大による絶対的とも言える供給過剰から、 1980

年代以降の生産調整で供給が削減されながらも、

消費の縮小や他の果実や晴好食品との競合による

供給過剰へと原因は変化したが、供給過剰から抜

け出せずに、現在に至っている。

*三重大学 キーワード:柑橘産地、産地棲み分け戦略、農産物マーケテイング
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需要拡大下では、生産拡大とともに、流通の効

率化とコスト削減、出荷規模の拡大による市場対

町、カの強化を自指した「大型共選jの構築が産地

の基本的な課題となった 1)。一方、構造的過剰下

では、消費ニーズに対略した商品の開発や安定し

た流通チャネルの選択、さらには産地のブランド

イメージを構築する販売促進活動などの産地マー

ケティング活動が重要な課題となる。特に消費の

縮小、他商品との競合による供給過剰下では、産

地マーケティング戦略の重要性は大きい。

本稿l土、構造的過剰下、特に活費の縮小、他商

品との競合による供給過剰下における柁橘産地の

産地マーケテイングの特質を整理することを課題

とする。結論を先に述べると、柑播産地の産地マ

ーケティングでは、 80年代に提唱された f産地棲

み分け理論J2)にも示されているように各産地が

その自然的・社会的立地条件に適応、した独自の品

目選択によって、市場で優位なポジションを獲得

することが重要な戦略のーっとなってきた。本稿

では、このような産地マーケテイング戦略を産地

棲み分け戦略と定義し、柑橘産地における産地楼

み分け戦略の展開とその要因を分析する。

温ナHミカンが構造的供給過剰に陥ってから、す

でに30年以上が経過している。この関、柑橘を含

めた青果物の市場構造は大きく変化した。青果物

流通における卸売市場流通経由主容が低下するとと

もに、卸売市場流通におけるセリ取引の比率は大

きく低下した。さらに小売段階での量販商の比重

が高まった。その結果、現段階の青果物市場の特

徴として、量販屈が主導性を発揮しながら、圏定

的な取引が主体となる小究主導型流通システムと

特徴付けられている 3)。このように市場構造が変

化する Eやでも、柑構産地における産地マーケテイ

ングでは産地楼み分け戦略が重要な柱であること

に変化はなかった。

小売主導型流通システムの下では、量販店をは

じめとする垂道的な経済主体問の連携やネットワ

ークを形成・強化する関係性マーケティングの重

要性が強調されている 4)。この点は柑檎において

も同様である。しかし、具体的な関係性マーケテ

イングの形態は、産地や品目の特性、市場条件に

よって異なるであろうし、これまでの産地マーケ

テイング戦略の展開も無視できないであろう O 柑

捕産地における今後の産地マーケテイングを考え

る上でも、これまでの産地棲み分け戦略の展開と

その背景を明らかにしておくことは重要な課題で

あると考える。

E 柑橘の市場条件

柑橘産地において産地棲み分け戦略が展開した

背景を、柑橘の商品特性と産地の立地配置から整

理しておく。

まず指摘したい点は、柑橘は果実の中でもi蓮池

性が品質などに及ぼす影響が大きいということで

ある。柑橘では果実品質の大きな部分が自然立地

によって規定され、生産者の技能などによる部分

が相対的に小さい。そのため、来実品費からみた

産地の序列は固定化されやすい。構造的供給過剰

下では各産地とも高品質化、商品差別化を追求す

るが5)、愛媛県西宇和地区の日の丸、真穴、 )11上

や和歌山県有田地区の田村などの自然立地に恵ま

れた!日来からの優等産地の壁を突き崩すことはで

きなかった。自然立地で劣る産地は栽培管理面で

いかに努力しでも、品質面で自然立地に恵まれた

産地を凌駕することは難しい。さらにこのような

関係が長く続く中で、消費者の産地評髄、ブラン

ドイメージも関定化されるとともに、生産の担い

手も優等産地ほど確保しやすい。そのため自然立

地に恵まれた産地の優位性はいっそう強臨なもの

となる。

第ニに、柑橋は温ナ!、iミカンを中核品Eとしなが

ら、中暁柑として括られている多様な品闘で構成

されていることである。温ナ1'1ミカンは系統の変遷

を伴いながらも、柑橘生産量の2/3以上を占め

る中核品目であり続けている。一方、中晩柑は新

たな品目開発などによる品目交代を伴いながら、

多品自が生産されている。ここで注目すべき点

は、柑橋の中でも品自によって適地条件が異なる

ことである。温ナトiミカンで適地であったとしても

他の品目では適地とは限らず、温ナ1'1ミカンで適地

でない産地でも、他の品目では適地となることも

ある。

第三は柑橘産地の立地配置の特性である。果実

では生産地が特定の地域に集中する傾向にある。

J)ンゴがその典型であり、青森県が栽培面積の



36 

52.8%を占めており、第2位の長野県を合わせる

と72.6%に達している。柑捕でも生産の地域的集

中がある程度進んでいるが、神奈川県以西の太平

洋側に農地が広く分布している。その中でも大販

圏、名古屋圏という大都市閣の近隣に和歌山県、

静岡県という大産地が存在していることを留意し

ておく必要がある。

国 産地楼み分け戦略の特徴

産地棲み分け戦略は、 1970年代以降の柑橘の恒

常的供給過剰基調下で展開してきた産地マーケテ

イング戦略である。 1980年代に元温泉青果農協の

麻野尚延氏が「麗地棲み分け理論Jを提唱した

が、それに産地棲み分け戦略の基本が示されてい

る。

果実生産は、 1960年代の選択的拡大期に大幅に

拡大したが、 1970年代になると供給過剰基調とな

り、生産も縮小に転じた。果実の中でも混州ミカ

ンが最も激しく変動し、 1970年代以降の供給過剰

が最も深刻で、価格暴落に見舞われた。その結果

として産地問競争が激化した。価格低迷下で各産

地は商品差別化による儲格回復を目指した。まず

取り組まれた商品差別化は、出荷規格の厳選化や

カラー段ボール箱の使用などの内実的な品質とは

ほとんど関わりのない、いわば見栄えの競争であ

った6)。しかし、このような選別化はすべての産

地が容易く追従できるので、先発産地は短期的な

先駆者利潤は得られるが7)、それもすぐに失わ

れ、逆に流通コストの上昇をもたらすものであっ

た。したがって、長期的にみれば有効なマーケテ

イング戦略とは雲えず、どの産地にとっても成果

の少ない消耗戦を強いるものであった。

その一方で、自然立地が品質に反映されるた

め、立地条件の違いに対5ちした出荷単位の細分化

が進んだ。需要拡大期には、出荷単位を大型化

し、出荷量を拡大することが、市場競争力の向上

につながった。しかし、供給過剰下では品質格差

が髄格に反咲されやすくなり、多様な立地条件の

地区を抱え込んだ品質格惹の大きい産地は市場競

争で不利となる。そのため、立地条件の違いに対

応した出荷組織の再編が進んだのである 8)。その

結巣、立地条件の優れた産地は市場で優位な地位

を確保したが、立地条件の劣る産地は不利な位置

しか確保できなくなった。

温州ミカンで適地性に劣る産地は、出荷規格の

厳選化などに取り組んだとしても、価格が抵迷す

る温州ミカン市場で{憂位なポジションを獲得する

可能性は乏しかった。温州ミカンで適地性に劣る

産地が、このような局面を打開する産地戦略とし

て、産地棲み分け戦略が展開された。

産地棲み分け戦略の典型として愛媛県の温泉青

果農協におけるイヨカンの産地化・ブランド化が

挙げられる 9)。混泉青果農協のある松山市周辺

は、温ナ1'1ミカン主生産県の愛媛県の中でも、 j昆ナ1'1

ミカンでは必ずしも適地ではなく、適地性で勝る

八幡浜市周辺には太刀打ちできなかった。しか

し、イヨカンでは高い適地性を有していた。そこ

で、宮内イヨカンという優良系統の開発を契機と

して、温州ミカンからイヨカンへの転換を進め、

イヨカンでは全国一の産地として市場で{町立なポ

ジションを獲得した。温州ミカンの髄格は、 1970

年代初頭以降80年代前半まで100円/見合で、低迷

していたが、イヨカン倍格はほぼ2倍の250-300

円/kgで推移し、産地に高い収益をもたらした。

温泉青果農協は、イヨカンによって柑播産地とし

て新たな発展を実現したのである。関農協管内で

は、 1970年代前半には柑橘栽培面積の8若手jが温ナ1'1

ミカンであったが、 1980年代中頃にはほぼ2/3

がイヨカンとなり、劇的な品自転換を遂げた。

産地棲み分け戦略の基本は、イヨカンの産地

化・ブランド化のように、産地の立地条件に応、じ

た適地性のある品巨などを中核品巨に据えること

である。産地として中核品目に生産を集中すると

ともに、品質管理の徹底や積極的な販売活動によ

って、市場で鐸{立なポジションを確保することを

呂指している。それは内実的な品質に基づく務品

差別化戦略とも雷えるが、産地の有する立地条件

の優位性に基づいているので、出荷規搭の厳選化

のように他の産地が追従してきたとしても、市場

での優位な地位は簡単には脅かされない。また他

の護地とは異なる品目などを中核品自とすること

で、市場での同一品目による直接的競合を避ける

ことも期待できる。産地棲み分け戦略は、産地の

有する有利な条件を活かして、市場で優位なポジ

ションの獲得を自指すポジショニング戦略と特鍛



柑橋E菱地における産地マーケティングの特質 37 

付けられる。

柑橘産地で産地棲み分け戦略が取り入れられて

いる要因は、前述のように柑橘では立地条件が果

実品質に大きく影響することがある。立地条件に

よって産地の市場評価がある程度決まってしまう

ため、同一品目などでの直接的競争は市場競争戦

略として採用されにくい。一方、中晩棺で多様な

品目があり、また後述するように出荷期間が長

く、市場ごとに特定の産地との結びつきが強いこ

となどのため、柑橘市場には多様なポジションが

あり、農地ごとの条件に適応したポジションを獲

得する可能性が大きい。そのため、間一品百など

での度接的な競争を由避し、産地条件に適応した

市場ポジションの獲得競争が展開されるのである。

産地棲み分け戦略は、 j昆泉青果農協のように温

州ミカンで、しかもその中心的な出荷時期の11-

12丹に市場競争力に劣り、そこから後退を余儀な

くされた産地で採用される戦略である。 j創刊ミカ

ンの優等産地では、産地棲み分け戦略を積極的に

展開することはない。他の産地が温州ミカン市場

から撤退することで、結果的に独占的なポジショ

ンを確保することになる。

産地楼み分け戦略によって温ナ1'1ミカンでは市場

競争力が劣る柑構産地も、立地条件に応じた発展

の可能性が生じてきた。各柑播産地が立地条件に

応じた商品を中核品目に据えることで、多様な産

地が市場で共存する条件が広がるとともに、市場

に提供される商品が多様化し、柑橘総体の需要拡

大につながることも期待できる。

産地楼み分け戦略は、温泉青果農協のイヨカン

のように品目による棲み分けが最も典型的なもの

であるが、品巨の棲み分けに醍定されるものでは

ない。温ナHミカンの中でも出荷時期で他の産地と

の棲み分けを囲っている産地もある。温州ミカン

は露地栽培に思っても、極平生穣から普通種まで

出荷時期の異なる多くの系統があり、 9月から 3

月頃まで出荷期間は長い。産地ごとに主力とする

系統と出荷時期はおおよそ決まっており、出荷時

期によっても産地の棲み分けが可能となる O

出荷時期による棲み分けも商品の棲み分けと言

うことができるが、さらに産地の棲み分けは出荷

市場によってもなされている 10)。出荷市場の棲み

分けでは、歴史的に形成された流通業者との関係

性などに基づいて、産地ごとの主力市場が選択さ

れているが、その根底には産地の地理的な位置も

重要な条件となっている。したがって市場の棲み

分けも含めた産地棲み分け戦略は、自然的・社会

的立地条件の優位性に依拠した戦略と震える。

しかし、それは自然的・社会的立地条件にのみ

依存した戦略ではない。産地が主力品自などとし

て位置づけると、生産から出荷まで品費管理水準

を高め、立地条件の優位性を超えて品質を向上さ

せることが重要となる。そのために、生産者部会

などを通じた産地内の生産者の組織化や技術指導

を、出荷戦略と対応して拡充することが戦略上の

必須の課題となる。さらに市場で優位なポジショ

ンを獲得できると、高いブランドカが形成され、

それが他の産地に対する新たな参入障壁となる O

したがって、市場で罷位なポジションを獲得した

産地は、形成されたブランドを管理することも産

地楼み分け戦略の課題となる。産地棲み分け戦略

とは、自然的・社会的立地条件の優位性を基礎と

しながらも、それのみに頼るのではなく、その{憂

位性を活かす産地の主体的な取り組みによって、

市場で優位なポジションを確保し、維持していく

マーケテイング戦略と蓄える11)。

N 産地棲み分け戦略の農関

産地棲み分け戦略は、温州ミカンが'佳常的供給

過剰となった1970年代に柑橘産地で取り入れら

れ、現在でも産地マーケテイング戦略の柱のーっ

となっている。柑橘産地の産地棲み分け戦略の現

状を次に確認しておきたい。

まず品Eの棲み分けである。中晩柑では新たな

品巨が開発されており、様々な品目が市場に出回

っている。主な品目と主産県を表lに示した。主

産県の栽培面積シェアをみると、多くの品目で上

位3県のシェアが70%を超えており、しかも品目

によって主藤県は異なっている。中晩柑で栽培面

積が最大のイヨカンは、愛媛県が79.0%のシェア

を占めている。近年生産が伸びている不知火(デ

コポン)は熊本県が34.8%、愛媛県が23.5%で、

この2県で6割弱を占めている。表示した品自の

中には、文旦やスダチのように、温州ミカンが'恒

常的供給過剰となる以前から特産物として、一部
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表 1 主要中晩柑の主産県別栽培面積 (2005年)
(ha、%)

栽培面積 主 iftl県
上{立3県
シェア

イヨカン 6.850 愛媛 (5.410) 86.7 
夏ミカン 3.570 愛媛 (895)、熊本 (692)、務関 (362) 54.6 

不知火 3.042 熊本 (1.058)、愛-媛 (714) 66.8 

ハッサク 2.710 和歌山 (1.260)、愛媛 (401)、広島 (371) 75.0 

ポンカン 2.358 鹿児禽 (722)、愛媛 (567) 64.4 
ユズ 1.872 高知 (604)、慾禽 (305) 58.8 

キヨミ 1.344 愛媛 (532)、和歌山 (276)、熊本(156) 71.8 

ネーブル 1.060 広島 (210)、務関 (210)、愛媛 (204) 58.9 
タンカン 946 鹿児島 (620)、沖縄 (324) 99.9 

文旦 531 溺知 (432)、鹿児島 (57) 96.9 

カボス 531 大分 (520) 99.2 

スダチ 468 徳鳥 (454) 98.4 

日向J'l 392 宮崎 (156)、高知 (121)、覧手間 (50) 83.3 

河内娩柑 380 愛媛 (187)、熊本 (183) 98.7 

レモン 367 広島 (152)、愛媛(121) 80.6 
ノ、jレミ 338 愛媛 (157)、 76.0 

出所:農林水産省 f耕地及び作付面積統言十j、f特産果樹生産動態等調査i
注:1)栽培面積300ha以上の品自を示している。

2)主産県の( )内の数値は栽培箇穏である。
3)主産県は栽培面積上位3県までで、面積シェアが10%以上の

県を示している。
4)主産!桑名が太字で下線のあるものは、特化係数が10以上、太

字は5以上、二重下線は3以上、下線は2以上を示している。
なお、特化係数は以下のように算出した。
特化係数出(当該品目の主産県栽培濁穏/当該品目の全国栽
培箇積)/(主産県の柑綴総栽培箇積/全国の松橋総栽培面積)
松橘総栽培商務は、 2∞5年耕地および作付頂積統計中のみ

かん、なつみかん、はっさく、いよかん、ネーブルオレンジ、
その他のかんきつ類の栽培面積の合計である。

の地域に生産が集中していたものもあるが、イヨ

カン、不知火をはじめとして温州ミカンが'撞常的

供給過剰となった以降に、 j町、"1ミカンからの転換

によって生産を大きく伸ばした品目が多い。

ライフサイクルに沿った生産の発展から表退の道

筋を辿っている。

生産の地域的集中の動向も製品のライフサイク

ルに対応して変化している。図 lに示したイヨカ

ンの栽培面積と愛援県のシェアの変化にみられる

ように、導入期には先発産地が圧僚的シェアを占

めているが、成長期、成熟期には追従産地が参入

し、先発産地のシェアは低下する。衰退期になる

と追従産地の方が生産の減少が大きいため、トッ

プ産地のシェアは再び上昇する。

柑橘総栽培面積を基準とした特化係数をみて

も、ほとんどの品誌の作付上位県は特化係数が2

を超えている。栽培面績の小さい品目では、特化

係数が5を超える県も多く、まさに地域特産物と

なっている。

またj制、i'Iミカンの恒常的供給過剰期以降に生産

を拡大した品目の中でも、イヨカン、夏ミカンの

ように1970年代から80年代にかけて生産が拡大し

たが、その後は縮小している品闘があり、その…

方で不知火やハルミのように新たに開発され、最

近生産が拡大している品目もある。中晩柑では、

新たな品目開発が盛んであり、新品目が市場に投

入される一方で、従来の品目の中には生産が縮小

している品自もある。品目ごとにみると、製品の

衰退期には需要が減退し、その品目を主力品目

としている産地は、一般的には厳しい状況に陥

る。しかし、他産地での生産減少が大きく、数量

は少なくても根強い需要がある品目では、市場に

おいて比較的安定したポジションを確保できる場

合もある。夏ミカン、ハッサクは1980年代には衰

退期に移行したが、数量は少なくても根強い需要

があるため、現在まで残存してきた産地の中には
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時期が拡大したことで農地棲み分けの条件が広が

り、逆に産地が独自の出荷時期を開拓したこと

が、出荷時期の拡大をさらに促進させた。

出荷時期での棲み分けが最も典型的に現れてい

るのは静関県である。 i昆ナHミカンの出荷時期が早

期化する中で、静岡県の産地はむしろ年明け出荷

の比率を高めた。静岡県は従来から年明け出荷の

比率が高かったが、他産地との競争が激しくなる

中で、従来から得意とする年明け出荷の比重を高

め、そこで市場でのポジションを確保した。

図2は2005年疫の東京市場における月ごとの県

知出荷割合を示したものである。全期間では愛媛

県のシェアが29.2%で最も高く、静開票のシェア

は13.6%であり、愛媛県の半分にも満たない。し

かし、 1月以時は3割以上のシェアがあり、愛媛

県を抜いてトップである。東京市場全体では年明

け出荷の比率は27.0%であるが、静関県産は79.7

%が年明けである。表2には丹ごとの特化係数を

示したが、静岡県の 1月以降の特化係数は各月と

も2を超えており、逆に12月以前は各月とも0.5

以下である。静岡県は年明け出荷に特化している

ことを示している。静岡県以外では、熊本県が10

月、 11月の特化係数がl.5を超えており、早期出

希少な産地として、市場で比較的安定したポジシ

ョンを確保している産地もある。

このように産地棲み分けは間定的なものとして

とらえるべきではない。後で取り上げる時期や市

場の棲み分けにおいても同様で、あるが、特に品目

の棲み分けで重要である。新たな品目や技術の開

発により、産地の自然的立地条件の優位性は変化

しうるものであり、品目のライフサイクルなどに

よって産地問の競争関係も変化しうる。そのた

め、各産地は、自らの置かれた条件の変化に対応

して棲み分け戦略を常に調整してきた。ただし、

温州ミカンの優等産地がほとんど交代してこなか

ったように、産地棲み分けをまったく流動的なも

のとしてとらえるべきでなく、基本的には国定的

な性質を有しながらも、一定の流動性を伴ってい

ると理解すべきである。

次に出荷時期による産地棲み分けである。これ

は主に温州ミカンについてみられる。温ナトlミカン

は、年明け出荷の比率を低下させながらも依然あ

る程度の比率はあり、その一方で9、10月という

早期出荷の比率が高まっている。さらに数量は依

然少ないが、ハウス栽培による 9月以前の出荷も

大幅に増加しており、出荷期開が広がった。出荷
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京市場での比率の半分であり、年明け出荷に特化

しているというほどではない。名古屋市場での全

期間を通じた静問票産のシェアは37.0%でl位で

ある。東京市場での愛媛県のような有力な競合産

地がなく、年内でも高い競争力があるため、年内

にも出荷期間を広げているのである。

大販市場では、図は省略するが、東京市場や名

古屋市場ほどの出荷時期による産地の棲み分けは

みられない。大阪市場では2005年度全体で和歌山

県産のシェアが55.3%と、過半を占めており、ほ

ほ会期間で和歌山県がl位のシェアを占めている

ためである。

以上のように同じ産地でも、市場ごとに出荷産

地の構成に応じて出荷時期は異なる。出荷時期に

よる産地棲み分けは、産地ごとに生産される館品

の違いが基本となっているが、市場ごとの競争条

件によっても異なる。

出荷時期による産地棲み分けが市場ごとに異な

っている背景には、市場による産地棲み分けがな

されていることがある。市場による産地棲み分け

出所.差是林水産省「平成17年、王子成18年青果物産地別卸売統計」

東京都中央卸売市場の月別入荷量における主
援県ごとの特化係数

(入荷量:百トン)

9fl 10月 11月 12fl 月 2月 3月
愛媛 I 0.34 0β6 1.22 1.46 0.59 0.17 0.03 
綴殉 0.30 0.09 0.13 0.44 2.21 3.24 3.25 
熊本 0.18 1.82 1.54 0.67 0.43 0.33 0.38 

長続 I 0.37 1.50 0.99 0.72 0.89 0.97 0.61 
和歌山 I 0.06 0.37 0.77 1.46 1.22 0.77 0.45 
入荷鐙 59 238 336 496 215 151 66 

出所:幾林水産省「平成17年、平成18年青果物産地7JJj卸

売統計J
注:特化係数=月ごとの入荷愛中の各県の割合/東京

都中央卸売市場の総入荷蚤中の各県のおj合

表2

街に特化している。

出荷時期による産地棲み分けは、産地ごとの栽

培する系統の違いなどが基になっているが、それ

が市場にそのまま反映される訳ではない。図3に

名古屋市場における月ごとの県別出荷割合を示し

た。静間県産は名古屋市場でも年明け出荷の比率

が高いが、東京市場ほどの偏りはない。名古屋市

場における年明け出荷の比率は39.2%であり、東
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出所:農林水産省「平成17年、王子成18年青果物度地別卸売統計」。

も、麗地の多いj温州ミカンで主に展開している。

3に主要都市市場における濃川、iミカンの県民

入荷割合を示した。表示した市場の半数の6市場

では、入荷量日立の県のシェアが50%を超えてお

り、しかも l位の県は市場ごとに異なっている。

それ以外の市場でも仙台を除いて、入荷最 11立の
県のシェアはほぼ30%を超えている。また入荷量

l位の県の特化係数はほとんどの市場で2を超え

ている。それ以外の入荷量上位の県でも特化係数

が高い県が自立ち、市場ごとの棲み分けがされて

いることが示されている。

市場による産地棲み分けは、近隣都市を主要な

出荷市場とする、いわば地産地消型の楼み分けが

特徴となっている。名古屋市以西の市場では、近

騨府県からの入荷割合が高い。名古産市では静関

県、愛知県、三三重県の東海3県からの入荷割合が

く、関西の3市場は和歌出県からの入荷割合が

高い。特に京都市では8割に達しており、独占的

な状況にある。広烏市では広島県、福関県の2市

場も福岡県をはじめとして九州諸県からの入荷率

が高い。西日本における温ナ1'1ミカンの流通では、

地域流通的な性格が強く、各産地が近隣都市と結

びつくことで、市場の緩み分けが形成されている。

東日本では、近隣に大きな産地がないため、遠

距離流通となる。その中で京浜市場はわが国最大

の市場であり、多数の産地が競合している。それ

以外の市場では特定の産地が大きなシェアを占め

る市場が目立つ。特に顕著なのが、和歌山県であ

る。札幌市場では過半のシェアを占めているが、

北海道内の他の市場でも総じてシェアは高い。そ

の他の地方都市市場でも高いシェアを占める市場

がいくつかあり、富山市場でのシェアは86.8%で

ある12)。

市場による産地棲み分けは、最近になっても進

んでいる。表3には1985年の状況も示したが、

2005年は多くの市場で上位県のシェアを高めてい

る。その背景には各産地ともに出荷市場を絞り込

み、競争力のある市場に出荷を重点化したことが

ある。ただし、温州ミカンの総出荷量も上位県へ

の集中が進んだため、特化係数は必ずしも上昇し
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表3 主要都市の市場における潟州ミカンの県別入街割合

2∞5年度 1985年度

宇L線 開数山(59β)、盆笠込位よ、広島銭JJ.和歌山(45.1)、孟韓基鑓よ、広島(14.2)

仙台 i義塾諸説よ、後鹿島些i、襲五♀旦よ、和歌山(9.7) 襲五斗器よ、隼笈♀旦よ、丞笠江迎i、和歌山(1l.3)、寄JII(10.8) 

東京 i丞墜忽盤i、静岡(13.6)、熊本02.7)、長隆江埴L、和歌山01.1) I墓墨詩話よ、静岡(14.3)、佐賀(1l.8)、熊本(ll.l)、長費者(9.8)

機浜 |ゑ援皇包i、務関(17.6)、和電士山(14.5)、佐賀(10.3)、熊本(7.8) I蓮義語草よ、盤杢込日i、和歌山(14.0)、佐焚(8.2)、静関(7.3)

金沢 |盤盤皇息gL、占量産審(29.3)、和電士山(20.2) 議題(38.1)、長絡(31.0)、熊本(7.5)、佐賀(4.9)

名ï5屋|務関 (37.0) 、愛匁忽急段、芸翠.í.1L段、和電士山 (7.7) 愛知 (27.2) 、盈思議器よ、芸葱怠忌位、佐~(7.9)、愛媛(7.8)

京都 |和歌山(80.2) 盗塁血立話i、選圏斗揺よ
大阪 |和数山(55.3)、熊本(制)、愛媛(8.0、佐賀(4.8) 和歌山(37.5)、熊本(13.6)、愛媛(10.8)、広島(7.7)、主翼語，Ql
神戸 国墨単込旦よ、愛媛(19.9)、香JII(7.8) 塑墨山ぷ盤よ、広島(16.η、愛媛(16.6)、山口(13.2)

広島 i広島立生位、佐賀(5.l)、愛媛(4.6) lla盈盆皇室L、主義椅(8.0)、佐蓄電(6.3)

北九州 i盤杢鐙金銭、緩悶(15.8)、左金旦生m.慾釜隻忌?l、諮問(18.6)、大分(14.η

福岡 i 釜i@lli三11、佐賀立主12.重量環(44.1) 、態盗♀三位、依~Ll1昌、長崎 (12.l)

出所・農林水産省「青泉物産地別卸売統計j、「果実生産出荷統計」
注:1)各都市とも入荷設の多い綴に入荷量の8j!!1Jに透するまで、またはよ位5県を示しており、( )内の数値は

入荷割合である。
2) l県名で、太字に下線があるのは、特化係数が5以上、太字は3以上、二葉下線は2以上、下線は1.5以上を

示している。
特化係数は、以下のように算出した。
特化係数=各市場の県ごとの出荷比率/全国の総出荷量中の県ごとの比率
分母の出荷量は、果実生産出荷統計から算出した。

ていない。

この間温州ミカン生産の減少が大きかったのは

九州の諸県であり、大都市市場に隣接した和歌山

県、静岡県は相対的に減少が小さかった。これ

は、この両県が近隣に高いシェアを持ち、優位な

ポジションを確保している大都市市場を確保して

いるが、九ナト!の諸県は近隣に大きな市場がなく、

優位なポジシヨンを確保できる市場が少なく、東

京市場で厳しい競争を強いられたことが要因の…

つとなったとも考えられる。

このように温州ミカンでの産地棲み分けは、時

期と出荷市場という、いわば時間と空間の2次元

で区分されたポジションを巡って展開されている。

V 産地棲み分け戦略の効果と限界

1970年代後半以降展開されてきた産地棲み分け

戦略は柑橘産地にどのような効果を及ぼしたであ

ろうか。次に産地棲み分け戦略の成果と眼界を整

理しておきたい。

産地楼み分け戦略の成果としては、まず多様な

条件にある柑橘産地がそれぞれに応じたポジショ

ンを市場で確保することで、主主き残る道を切り開

いたことが指捕できる。柑橘は自然立地条件によ

って品質などがある程度決まってしまうため、混

州ミカンのみで、全国一律的な市場構造であれ

ば、産地聞の品質序列が間定化されてしまい、生

き残ることが難しい産地も多かったであろう。 i産

地性の異なる中晩柑を主力商品とすることや近接

した市場を主力市場とすることなどによって、温

州ミカンでは適地性に劣る柑構産地も存続するこ

とができた。産地規模の小さな産地であれば、そ

の規模に対応したポジション、いわばニッチ市場

を見つけ出すことで、存立の道が開かれた。

実際、柑橘産地の中には立地条件に応、じた独自

の発展を遂げている産地が多々みられる。f71Jえ
ば、愛媛県南部のM共選は、 j昆州ミカンでは適地

性に劣るが、一般的には表退品目である甘夏とマ

イナ一品目である河内晩柑を主力品問として全国

的なブランド産地の地位を確立し、ほとんど東京

市場を通じて販売し、農家 1戸当たり販売金額も

1，500-2，000万円を確保している。和歌山県有白

地域にある K共選は、小規模な出荷組織である

が、組織的な品質管理によって温州ミカンで高い

品質を実現するとともに、出荷市場は関東、東北

の2つの地方市場に限定して、有田地域でも有数

の販売単価を実現している13)。また三重県のN農

協は三重県の中核的な柑構産地にあるが、 j車列、iミ

カンは極早生種に重点化するとともに、名古屋市

場を中心とした東海地域を主力市場とすること

で、間3にも示しているように 9、10月には独占

的なシェアを占め、優位なポジションを確保して
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いる。これらの産地は一般的に蓄えば、立地条件

に恵まれているとは言えないが、その置かれた条

件に合った品自や市場を見出すことで、{憂{立なポ

ジションを確保することに成功している。

将補需要に対する成果として、多様な柑橘品目

が市場に出回り、出荷期間も広がることとなり、

柑捕全体の需要を増加させることに一定の寅献を

したであろう。ただし、この間柑橘の需要は縮小

しているので、厳しい需給動向を転換するほどの

大きな効果は、残念ながら達成できなかった。

産地棲み分け戦略は、以上のように柑橘産地の

発展に一定の効果はあったと考えられるが、その

一方で、限界も明らかになってきた。産地棲み分け

戦略の眼界として、まず指描できるのは、品目ご

とに適地条件が異なるので、適地性があり、しか

も市場性もある品自を見いだすことに成功した産

地も多いが、そのような品自を見いだすことがで

きず、衰退に向かった産地も少なからず存在する

ことである。また柑橘市場における有利なポジシ

ョンも無数にあるわけでなく、すべての産地が市

場で援位なポジションを確保できる訳ではない。

したがって、産地棲み分け戦略に成功する産地に

は額度がある。 j鼠ナトiミカンの恒常的供給過剰期以

降、解体した産地は少なくない14)。

第二には産地棲み分けがなされたとしても、品

目ごとに市場の需給バランスが存在するため、供

給過剰になれば、髄格下落は避けられない。産地

棲み分け戦略の典型とされたイヨカンも当初は高

価格を実現したが、供給量が増加する中で価格は

大臓に下落した。一時は温ナト|ミカン髄格のほぼ2

f衰の価格水準を実現していたが、 1990年代以降は

温州ミカン髄格とほぼ向水準である。温州ミカン

と比べると、中晩柑の各品目は需要の底が浅く、

早い段階で需要の限界に達してしまう。また中晩

柑では新たな品目開発が進んでいるため、製品の

ライフサイクルは短く、矩期防で衰退期に移行し

てしまう場合も多い。品目による産地棲み分けで

は、長期的に安定した産地の発展を実現すること

は難しい。

第三には産地棲み分け戦略が展開しでも、柑橘

の中核品目である温州ミカンでは、特に中心的な

出荷時期である 11~12月において、依然多くの産

地が競合し、品質などに大きな違いがない中で商

品惹別化競争を繰り広げていることである。近年

は光センサーの普及にともない、糖度が重要な競

争指標となるとともに、産地ごとに独自のネーミ

ング(商標など)を冠することが、競争手段のー

っとなっている15)。

VI 柑橘産地における産地マーケティング

の課題

温州ミカンが構造的供給過剰に転換して以降、

柑橘産地の産地マーケテイングでは、産地棲み分

け戦略が重要な柱となってきた。 1980年代以降

も、品目、出荷時期、市場のいずれでも産地棲み

分け戦略はいっそう深化した。各産地はその自然

的・社会的立地条件に適応した市場のポジション

獲得に向けた競争を繰り広げ、様々なポジション

に位置する産地が形成された。それは多様な製品

を供給することで、柑橘需要の拡大、あるいは減

少の議止めに一定の役割を果たしたと考えられ

る。しかし、柑橘需要の減少に歯止めがかからな

い中で安定したポジションを確保することは難し

く、産地棲み分け戦略の眼界も現れている。湿州

ミカンは依然供給過剰j基調にあり、糖度やネーミ

ングでの差別化競争が展開される一方で、温州ミ

カンから中晩柑への展開、中晩柑の中でも出荷が

より遅いものへの移行が模索され、それと連動し

て新たな中晩柁品目の開発も旺盛に進められてい

る。

近年の青果物流通においては、量販店の影響力

が強まるとともに、固定的・継続的耳切iが増加し

ている。そのような市場条件における産地マーケ

テイングでは、量販庖や他の流通関係者との連携

や協調関係の強化や消費者との関係の深化などの

関係性マーケテイングが重要であると指摘されて

いる。この点は柑橘産地でも同様であろう。

ただし、柑橘市場においては、産地棲み分け戦

略によって形成された市場の競争構造が、具体的

な関係性マーケテイングの展開に影響を与えてい

る。柑橋では、他の果実と比べて消費者などへの

直販の動きは弱く、量販脂などとの産譲交渉も弱

い。柑橘産地では、むしろ卸売業者など中間の流

通業者との関係が重視されている。柑橘市場で

は、市場で確保しているポジションが産地の重要
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な競争力の源泉となっており、そのポジションを

維持・拡大していくことがマーケテイング戦略上

の重要な課題となる。そのためには特定の量販窟

などとの関係強化よりも、卸売業者などとの協力

関係の構築の方が有効と考えられる。自ら確保し

たポジションを維持・拡大していくためには、特

定の売り先に重点的に分荷するよりも、そのホ。ジ

ションにある売り先のできるだけ多くに分荷する

ことで、他の産地の参入を租止する方が重要とな

る。その場合に、産地が亙接多くの売り先と交渉

するよりも、卸売業者に任せる方が効率的な分荷

ができる。卸売業者にとっては、特定のポジショ

ンで圧倒的なシェアを持つ産地の商品を独占的に

扱えると、そのポジションについては流通上で優

位な立場に立てることになり、柑橘販売全般にも

良野な影響を及ぼすことが期待できる。このよう

に産地、卸売業者双方にメリットのある関係性の

構築が追求されている。

その典型として東京市場で温州ミカンのトップ

ブランドである愛援県の日の丸共選とわが国最大

の卸売業者である東京青果との関係がある。日の

丸共選では温州ミカンの全量を、予定京青果を通じ

て販売している。また先にも取り上げた愛媛県南

部のM共選は、甘夏の金量を、東京青果を通じて

販売している。甘夏はある程度の期間をかけて販

売されるが、 M共選は、全量去を出荷期間内で売り

切り、できるだけ高い平均価格を実現することを

条件として、具体的な売り先は東京青果に任せて

いる。 M共選では量販j苫などとの寵接交渉は一切

行わない。

柑橘農地でも、量販!吾などとの関係強化や消費

者との直接的な関係の構築は重要な課題であろ

う。しかし、柑橘市場の特性を踏まえると、現在

でも産地棲み分け戦略は依然一定の有効性を有し

ており、その戦略を放棄すべきではないだろう。

柑橘産地では、その立地条件に対応、した産地棲み

分け戦略と関係性マーケティングを有機的に結合

させ、各産地に適した総合的な産地マーケテイン

グ戦略を構築することが今後の重要な課題と蓄え

る。

注

1)豊田 [llJ、p.l59o

2)麻野口]。麻野は産地棲み分けを産地問の

共生・共存という視点に重きを置いてとらえ

ているが、本稿においては産地問競争のー形

惑という規点からとらえる。

3)斎藤 [6J。
4)斎藤 [6J、棲井〔打。

5)柑橘産地の高品質化競争の実態は、細野

[2J、香月・高橋 [3Jを参照。

6)麻野[1 J pp.32-38o 
7)柑橘作における産地問競争の中での先駆者利

i関の実態については、坪本[l2Jを参照。

8)宇佐美[l3J。
9)麻野[1 J pp.24-31o 
10)麻野[1 J pp.64-70。
ll)農協などの産地主体が実持する産地戦略は、

産地外の市場などに働きかける狭義のマーケ

テイング戦略とともに、産地内の生産者の綴

織化や技術指導などの産地内に働きかける戦

略によって構成される。本稿は麗地外の市場

を対象とした出荷戦略を分析対象としてお

り、産地内に向けた戦略については加の機会

に譲る。

12) B本園芸農業協間組合連合会『平成17年産柑

播販売年報i。
13) 2005年度のK共選の温州ミカンの平均単舗は

300円である。前掲ll)の資料によると間年

産の和歌山県の平均単倍は152円である。

14)川久保〔針。

15)徳田 [8J、[9J、[lOJ。
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