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薬用人参の産地マーケティングの実態と課題

一長野県を中心に一

市JII 竪(島根県立大学NEARセンター)

清野誠喜(新潟大学農学部)

The Conditions and Issues Relating to the班arketingof a Ginseng Production Center， 
with組 Emphasison Nagano Prefecture 

Takashi Ichikawa (NEAR Center， The University of Shimane) 

Seiki Kiyono (Faculty of Agriculture， Niigata University) 

This study examines Nagano Prefecture (Ueda 

area) as a major ginseng production center and 

reveals the conditions and issues associated with 

ginsengmar記ting.

Nagano Prefecture has been increasing its sales 

of red ginseng in domestic markets through its 

basic strategy of emphasizing the pr・oductionand 

processing of red ginseng cultivated in 5 to 6 years， 

led primarily by JA. Thr・oughthese efforts， primary-

1. はじめに

特用農産物は?イナ一作物として位置づけられ，

その生産は特定の県や地域に集中する傾向がある.

しかし，多くの特m農産物の生産・販売は縮小傾向

にあり，その維持・発裂が地域経済には大きな意味

を持つ.

薬局人参も冊様の性格を有し，古くから日本での

生産が行われてきた特賂農産物のひとつである.特

熔農産物を対象とした代表的研究としては小野ら

[5J [叫がある. しかしそこでは，薬用人参につい

ては分析対象とはなっていない.また，薬用人参を

対象とした研究成巣としては，宮沢 [3Jや鄭[1][む

などがあるものの，それらでは薬用人参の生産や流

通の実態を分析するに留まっている.

薬用人参は，生産された農産物(こと根)だけでは

販売に歪らず，農協などによる加工を経て製品とな

ること，さらには関内販売に留まらず輸出も行われ

ることから，海外市場の動向から大きな影響を受け

る， といった性格を有する.その意味からも，単な
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processed products were sold using the channel 

strategy of focusing on herbal medicine stores that 

allow in-store demonstrations. Secondary-processed 

products were sold using product diversification and 

channel strategies targeting the commercial-use 

訂larket.

However， future marketing activities for all 

medicinal products using the strengths of the general 

agricultural cooperative will also be necessary. 

る生産・流通の実態分析に留まるのではなく，地域

経済に大きな;意味をもっ特用農産物として，その維

持・発燥さど考えるためには，農協を中心とした産地

マーケティングの如何が重要な意味を持ち，こうし

た視点からの検討が求められる.

2.研究の目的と方法

そこで本研究では，薬用人参の主要産地のひとつ

である長野県上回地域を対象に，産地マーケティン

グの実態と課題を分析することをa的とする. とく

にマーケティング主体である長野県佐久浅間農業

協同組合・信州人参センター(以下， r農協J)をや

心とした薬用人参の土根生産・集荷と加工製品の出

荷・販売に焦点を当てる.

分析方法は，まず統計データ(日本特産農産物協

会 [4J)を用いて薬用人参の主要生産地における動

向を整理し，長野県の佼霞づけを明らかにする.次

に，これらの動向を踏まえたうえで，農協などへの

ヒアリング調査を実施し，課題にアプローチした.
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3.主産地の統計分析一長野県の位置付け一

薬用人参は収穫した土根を，洗浄や乾燥などの加

工を行うことで製品となる 1) そこで以下では，土

根生産と加工製品の生産・販売の 2つの視点から，

主要産地の薬剤人参の特徴を整理し，本稿の対象産

地である長野県の位置づけを明らかにする.

まず，ニk根生産の特徴についてみる 薬用人参の

栽培農家および土根生産量は， 1985年のプラザ合

意の門高不況を契機に輸出市場が縮小したことなど

から大幅に減少してきた.現在， 日本におけること根

生産量は，長野県，福島県，島根県に集中し，これ

ら3県で全体の 91%を占めている.そこで以下では，

主婆 3県の特徴についてみる.表 1は， 1995年以

降の土根生産の概況を示したものである. 3県とも

に農家数及び栽培商穏を大きく減少させてきている

が，なかでも長野県における農家数の減少率が最も

高い. 1戸当たりの栽培国際ーに注目すると，福島県

におけるそれが他の 2県に比べ相対的に大きな値と

なっている.また， 1戸当たりの生建設でも，福島

県と他の 21泉の間にはまさがみられる. この理由とし

ては，福島県では水回転作による機械利用が可能な

平場での土根生産が振興され，さらには薬用人参の

優良品種選主主による単収向上などがあったためであ

る.それに対し長野県では，傾斜地を利F脅したこと根

生産が行われていることなどが影響している. した

がって，長野県では生産規模の零細性と省力化の間

難さなどから，“最"を追求することが閤難であり，

そうしたことから後述するように“質"を追求して

きたといえる.対照、的に徳島県は，土根生産におけ

る省力化を留りながら，“盆"を追求してきたと佼

霞づけることができる.

次に，加工製品の生産・販売についてみる. 3県

ともに，加工製品の生産・販売の主体は農協である.

しかしそれぞれの経営形態は異なる.福島県は薬

用人参専門農協，島根県では総合農協であるのに対

して，長野県においてはかつて薬用人参専門幾協で

あったものが 2002年に総合農協に合併され，今日に

至っている.いずれも薬用人参の加工施設を有する

が，その規模(1B当たりの処理能力)は長野県が

最も大きく，以下，福島県，島根県の11鼠となっている.

1ZI1は， 2003 年~ 10年にかけての加工製品の生

産・販売'の変化を 3県のポジショニングとして示し

たものである.縦軸は製品グレード(価格の高低)， 

横指hは販売市場(閣内か海外)を示す.時間から，

主要 3¥県における加工製品の生産・販売はお互いに

“緩み分け"がなされていることが分かる.具体的

には，長野県と島根県では紅参 2)生産に特化し，長

野県の販売は 2003時点では閣内・海外の両市場向

けに，島根県では海外市場への販売がそれぞれ行わ

れていた しかし両県の紅参生産は，その原料であ

表 1. 主要産地におけるこ乞根生産の概況

(1) 差益言葉数 (2)郎総 (3)生漆盤 (2) / (1) (3) / (1) 

(戸) (ha) (t) (ha) (t) 

1995年 563 109.0 96.8 0.19 0.17 

2000年 192 41.1 38.1 0.21 0.20 
長野県

2005年 47 12.1 16.0 0.26 0.34 

2008年 24 13.8 17.9 0.58 0.72 

1995年 273 131.0 85.0 0.48 0.31 

2000年 119 63.0 40.9 0.53 0.34 
福島県

2005年 35 23.0 30.3 0.66 0.87 

2008年 20 11.3 17.9 0.57 0.90 

1995年 200 39.0 16.0 0.20 0.08 

2000年 90 25.0 8.8 0.28 0.10 
島根県

2005年 33 0.8 5.8 0.02 0.18 

2008年 11 8.4 1.1 0.76 0.10 

資料.白木特産農産物協会 [4Jをもとに作成.

注:1) (3)生産裁は，ニ七根の生産主鐙である.
2) (2) / (1)は l戸さ怒りの栽培面積， (3) / (1)は 1戸当りの生産設，である
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製品グレード低

劉l.主要3県における加工製品のポジショニング

資料:阪本特産農産物協会 [4J及びヒアリング調資をも

とに作成.

校:1) 2003年から 2008年(長野娠については2010年)

にかけての加工製品の生産・目度売の変化を示す

2)県名(製品)における→の左側は2003年，お側

l土2008年 (2010年)を示し，己ムOの大きさ

は奴死額の大きさ(拡大，絡小)を xは販売

を中氏したことな示す

る土根生産に違いがみられ，長野県では 5~6 年生

産であるのに対し，烏根県では 2年生産が中心と

なっており，加工製品のグレードが異なる 3) しか

し両県ともに円高の影響を受けるなかで，長野燥で

は海外市場での販売を中止して閣内市場へと特化

し，島根県では海外市場向けの販売を継続しつつも，

その規模を縮小させている.一方，福島県における

加工品生産では，他の 2県で行われている紅参の生

産は行わずに，国内市場向けの生干し，輸出向けの

湯通しが中心となっている.しかし潟市場での販

売はいずれも縮小傾向にある. こうした中， とくに

長野県における紅参の閣内販売は，間期間で唯一販

売額を伸ばしている.

以上，主要 31泉のやでも長野県は，零細性と省力

化の困難さから“賞"を追求する産地としての 5~

6年生土狼生産と，製品グレードの高い車工参生産に

重点を置いた産地展開をしてきたことに特徴があ

る.さらに円高を契機とした市場環境の変化に対し

ては，国内外の販売から国内販売に重点を置き，唯

一その販売額を鉱大してきた産地として，今日に

奈っていることが注目される.
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4.長野県における産地マーケティングの実態と課題

(1)産地マーケティングの実態

前節で切らかになったように，長野県の薬用人参

は， 5~6 年度の土根を原料とした紅参の生産・販

売に議点が置かれている.そこで本節では，長野県

における産地マーケティングの実態について，上田

地域を対象に分析を行う.かつての長野県における

薬用人参生産は，上田市を含む，長野mから!日小県

郡に至る広域な地域(14市町村)で行われていた.

しかし，加工業者の廃業にともないその生産地域も

縮小し，環夜では，唯一の加工拠点となっている農

協が位置するよ回市及び近隣市町に限定されている.

関2は，マーケティング主体である農協(イ計1'1人参

センター)による，生産者からの土根集荷段階と，加

工製品の出荷・阪J充段階の変化を示したものである.

まず，持期間における農協によるこ七根集荷の特徴

は， 1999 年には 5~6 年生が 55%を占めていたが，

2000年以降 (03年， 10年)には約 90%を占めるよ

うになったことである.つまり，当地域の薬用人参

生産においては，その原料を 5~6 年生のこと根生産・

集荷に特イとしてきたことが分かる.その背景には，

前掲閤 lでみたように，円高を契機とする市場環境

変化の中で，閣内市場を対象とした，製品グレード

の高い紅参生産・販売のポジションを維持すること

が，同県における産地マーケティングの基本的戦略

となったことを指摘できる.

なお，生産者と農協関でのオ二根取引価格は，薬F詩

人参の重量をベースにし，品質を重視した等級(天，

良，上，下の 4等級)による金額が生産者に仮払い

され，最終的には後述する全国組織である日本人喜多

販売農業協同組合(以下， 日参連)への出荷分と農

協独自の直接飯売 (2次製品)に応じて精算される.

次に農協で加工された加工製品の出荷・販売に関

しては， 臼参速を経由する間接販売と，農協から直

接関内市場に販売される直接販売の 2つのチャネル

がある 前者は農協で加工された紅参が，後者では

紅参をさらに加工した 2次製品が，それぞれ出荷・

飯売されている.

農協から日参逮へ紅参を出荷する間接販売は

1999年には 80%をおめていたが， 2010年には 60%

にまで減少している.その友たる要闘は，円高によ

る海外(香港)への販売'が縮小・中止したことであ

る. 2010年には臼参連経由の紅参販売は国内市場
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{土根集荷段階} {加工製品出荷・販売段階}
................................、 ，・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・a・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・.......................鯛・・・・・・・・・・・・・・・・・・・、

③39.5→36.5→停止

①55.0→89.8→85.1 ②80.9→57.2→59.5 i総出 i
日本人参販売

長金言語協同総合連合会

④19.1→42.8→40.5 
i 圏内市場 l 

. . 雪 .. . 

、...............................;.........陪......................‘.........舗..............‘..............................盟.......野.......膚........n
密 2.農協を中心とした土根集荷及び加工製品の出街・販売の変化

資料.ヒアザング調3をより作成.

注:1)ニk根集荷及び加工製品の出荷・級交の割合(単位:%). 
2)数値は左よ 1)1999年， 2003年， 2010年時点、のデータ.

3)①は生産者から差是協(土根)，②は及協から臼参逮(1次製品)，③は輸出業務および閣内市場(1次製品)，③は

長室協からの後援販売 (2次製品)のそれぞれの出荷・奴死割合を示す.

4) JA佐久浅間信州人参センターは，総会長室協と合併する 2002年以前の名称は信州人参農協である

のみとなるが，それと同時に，関内市場を重点イとす

るために，チャネル変更戦略をとった.具体的には，

製品グレードの高い紅参の閣内販売を，薬剤師が配

置され，消費者への直接的な商品説明(対問販売)

が行える漢方薬局広へと重点化することで，海外販

売中止の影響を軽減するためのマーケティング行動

がとられたことである.

もう一方で，同期間における長野県における産地

マーケティングの最大の特徴は，紅参の 2次加工品

の箆接販売比率を高めていることにある 悶比率は

1999年の 19.1%から， 2003年の 42.8%，そして 10

年には40.5%へと増加している.長野県のみならず，

福島県と島根県においても 2次加工品の生産・販売

自体は行われてはいるが，長野県では次のような特

徴が指摘できる.

表 2は，主要 3!果で販売されている 2次製品をま

とめたものである.長野県における 2次加工品数は

13アイテムで，福島県 (3アイテム)や島根県 (2ア

イテム)を大きく上回るとともに，家庭用市場にと

どまらず業務用市場も対象とした商品戦略とチャネ

ル戦略を行っている.また， 2次製品の売上割合を示

した表3によれば，業務用干11場向けの加工製品の売

上比率は，食品企業や料理広などからの安定的な引

き合いがあることから， 2∞0年の 13%から 10年には

24%へと増加している つまり，長野県では2次製品

のバラエティイとを関ることでその年間販売を可能と

し消費者及び実需者による溜品選択の余地を拡大

(129) 

している. とくに広告主主伝授を必姿としない業務局

製品の販売を手掛け，その絞売を拡大していること

も，他産地とは大きく異なる特徴的な点である.

以上のように長野県では，市場環境が厳しさを増

すなかで，“紅司参の閣内販売"というポジショニング

を維持するために，基本戦略として従来よりも 5~

6年生産比率を高めた集荷を行っている. こうした

集荷戦略を踏まえたうえで，間接販売では紅参の“震"

が潔解されるような対聞販売が可能な圏内販売に重

点を設いたチャネル戦絡へと変更を行った.それに

加え，直接販売では， 2次製品のバラエティ化を関

るとともに，業務鹿市場への飯，充を強める戦略をとっ

てきた.こうした産地マーケティングの質的変換を

留ることで，前述したように圏内主要産地において

唯一その圏内販売額を拡大してきたのである

表 2. 主婆3県における 2次製品の比較

長野県 福島際 島絞l果

粉末(1) 粉末(1) 粉オミ(1)

家庭用
参精エキス (2)参精エキス(1)参精エキス(1)

関形飴(1) 殴形飴(1)
その他 (5)

粉末 (2)

業務F持 参精エキス(1)

図形飴(1)

~t 13 3 2 

資料:各差是協の商品カタログより作成.

注:( )内は務品数を示す
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表 3.農協(長野県〉による 2次製品の製品別売上割合

市場・製品 2000年 2002年 2004年 2006年 2008年 2010年

図形飴 11.4 11.2 12.3 10.3 8.3 6.1 

水飴 7.2 5.8 5.8 3.2 1.9 1.7 

参精(中) 5.1 3.3 1.5 3.2 1.0 1.9 

言宗
参精(大) 32.8 33.2 37.2 48.0 52.9 45.5 

人選手茶 13.0 10.7 13.1 9.9 8.2 7.6 
産主

金金2ま 2.5 3.0 2.4 2.0 1.4 0.7 

用 くろ詐 3.6 3.7 3.3 2.2 1.2 1.2 

粉末 7.2 6.2 6.8 7.8 6.6 7.6 

処海人参 3.9 3.6 3.8 3.1 1.9 2.1 

小 計 86.7 80.7 85.5 89.7 84.8 76.0 

参事者 (秤) 7.6 7.8 12.3 8.3 3.3 8.8 

主主 粉末(秤) 2.6 1.8 6.1 6.2 

務 関形飴(秤) 3.1 2.2 2.2 2.0 

用
紅参粉末(秤) 7.5 5.8 9.0 

小計 13.3 19.3 14.5 10.3 15.2 24.0 

資料:及協提供資料より作成

主主:]) 2次製品全体を 100とした構成比(主手位:%)

2) 2年生産の粉末も年度によっては生産・目度予官されているが，表ゅでは粉末としてまとめている.

(2)産地マーケティングの諜題

産地マーケティングの課題としては，以下の 2点

が挙げられる.

第 1に，前述したように長野県の薬用人参の特徴

は. 5 ~6 年産のこk根を原料とした製品グレードの

高い紅参生産・販売にある. しかし，こうした持県

における産地マーケティングの強みが，同時に課題

(弱み)にもなりかねない側関も持つ.なぜならば，

5~6 年度の土根生産は生産者十こはリスクが高く，

生育期間中の現金収入も無いことから，新たに生産

に取り組もうとする者にとっては“参入障壁"にも

なりうるためである. こうした状況のもと，薬用人

参生産者の減少は著しく，さらには農協内には中山

間地の振興と遊休農地対策などを臼的とした薬用作

物生産部会が 2009年に新たに発足した. これによ

り，薬用人参生産者はより省力的な人参以外の薬用

作物への転換と，新部会への移動といったことも一

部ではみられ，薬剤人参の生産恭擦がさらに低下す

ることが懸念されている.

そして第 2は，第 1の点と関連するが， 2年生こと

根を原料とした加工品生産と販売の活性化である.

現在， 2年生土根は， I生産者による現金収入の早

期化jや「さらなる商品のバラエティ化を図るため
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の食品開発j を目的に一部で生産されているにすぎ

ない.今後， 5~6年生産土i恨の生産に加えて， 2 

生産土根の利用i価値を高めるための商品開発と販売

戦略を行い，長野県は薬用人参の生産及び販売を拡

大させる余地があることは，言iT掲閤 lのポジショニ

ングマップからも確認できる. しかしその際に留意

しなければならない点は， これまでに築いた“5~

6年生産原料によるま工参及びその 2次製品"の産地

としての価値やイメージを損なわないような対応が

求められることである.

5. まとめ

本穏では，特用農産物研究ではこれまでは行われて

こなかった摩地?ーケティングの視点から，薬用人参

を対象とした，その実態と課題について分析した.

その結果，長野県では前掲罷 lで示したように，

農協を中心に 5~6 年生産の紅参の生産・加工に重

点を置くことを基本戦略とし，国内市場での販売'を

拡大してきた.そこでは次製品では侶頭での説

明販売が行える漢方薬局防への重点化を図るといっ

たチャネル戦略， 2次製品におけるノ〈ラエティ化を

中心とした商品戦略と業務用市場を対象としたチャ

ネル戦絡が，それぞれ展開されてきた.
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このことは，特用作物の維持・発践を考えるに際

しては，農協を中心とする産地マーケティング活動

の成否が重要となり，そうした視点を加えることが，

今後の特用農産物研究における有益な方法のひとつ

となることを示唆するものである.

なお，長野県においては，福島県とは異なる総合

農協としての強みを活かし課題としても指摘した

新たな薬用作物部会との連携を通じた，薬用作物全

体としての農協のマーケティング燦開を図るなか

で，当該地域の薬用人参の維持・発燥にも新たな活

路が見出される可能性もある. しかし，これらにつ

いての検討は残された課題として別稿に譲る.
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主主 1)言葉用人参の代表的な加工級品としては， r車工参Jr白
参Jr湯通しJr主左手しJがある.なお， これらの

加工製品をさらに加工した 2次製品として， r空白、j

fエキスJr粉米j等がある.

2) r車工参jは{患の加工事長品と比べ加工工程数が多く，

洗浄→閥詰め→蒸謬歩乾燥→仕上げの工穫を絞る.
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また，乾燥段階においては乾燥護で2遜問の乾燥を

婆する.それに対して「湯通しj と f生干しjは簡

易な加工で，短時間で佼上がる特徴をもつなお.r自

参」は表皮を剥いで乾燥させる加工である

3) 5 ~ 6年生産の薬用人参は主にさ主薬として使用され

ふ一方， 2年生設はき受皮が柔らかく，加工が簡易

であるため，家庭用商品として多く使用される.
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