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コラム

「気づき」と｢ 改革 ｣

「改革」の無いところに組織の存続は無い。『広辞苑』によれば、
「改革」とは「目的が
国家に動揺を及ぼさず、方法もいわゆる暴力的でない変革」「改めかえること、改まり
かわること」とある。国家に動揺を及ぼすか否かはともかくとして、一般に「改革」の
立案にあたっては、事業環境の課題や、将来の見通しなどを見極めた上で、現在のやり
方を変えることなく継続した場合、いずれは立ちゆかなくなるといった現状認識がその
前提としてある。
これまで携わってきた仕事のなかで、私は多くの企業倒産を目の当たりにしてきた。
具体的には大沢商会、三光汽船、住宅金融専門会社、銀行の国家管理等々である。これ
らの企業群に共通して言えることは、将来の事業環境の変化の見誤り、現実の事業活動
への批判的観察の欠如、バッド・ニュースが上層部に届かない組織構造等々を指摘でき
よう。
当時のわが国経済がスケールメリットを追求するあまり、
「大きいことはいいことだ」、
「行け行けどんどん」といった経営姿勢が受容される国民的心情や風潮があったとはい
え、今振り返ってみれば、企業破綻の原因は「気づき」の欠如に基づくあまりにもお粗
末な現状認識と甘い経営計画の設計にあったと言える。
「大沢」の場合は海外の販売不振をバランスシートから覆い隠し、また、「三光」では
政治力に頼るとともに船舶需要を過大に見積もり、そして「住専」では安直な不動産融
資拡大に走り、銀行再編のはしりにもなった興銀・長銀に至っては組織の使命が時代的
に終焉していることすら受け入れようとしなかったのである。
世間の変化に対し、企業･組織の経営のバランスがどうもおかしいといった「気づき」
と将来を読み切る「洞察力」があり、これらが関係者間で共有され、組織の「改革」に
結実していれば、
「失われた何年」と表現されることの多い日本経済の風景も相当変わっ
たものになっていたと思われる。
翻ってわれらがＪＡグループであるが、近年、経済事業改革の必要性が叫ばれ、基本
方向とともに、担い手への事業対応、販売事業改革など具体的な取り組み事項も示され
ている。
共済事業出身の私の立場を省みずに言えば、経済事業改革について多くの課題はある
が、改革の必要性について既に「気づき」があり、具体的な行動計画を有していること
は幸いである。直ちに具体的行動計画を実行することである。ただ安心はできない。具
体的な対処方法がこれで良いのか等について、なお十分な検証が必要なことはもちろん
である。
「改革」を実施するにあたり、強いリーダーシップと日常に慣れすぎた役職員に対す
る深い説得力が必要なことは言うまでもないが、経済事業改革に限らず、各事業を実施
している事業法人も含め、ＪＡグループ役職員１人１人の「気づき」を大事にし、これ
らの「気づき」にも基づく事業の「改革」をＪＡグループ役職員の共通財産とし、英知
を結集し、勇気と決断、不退転の決意をもって実行していけば未来は決して暗くはない
と考える。

（社）ＪＡ総合研究所 前常務理事
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論 説

フードシステムの変化とＪＡの販売事業革新
千葉大学大学院 フードシステム専攻 教授

斎藤 修（さいとう おさむ）

１. 課題の構図

注 １）川上の農水産業、
川中の食品製造業・食品
卸売業、川下の食品小売
業・外食産業、最終消費
である食生活の相互関係
をとらえた食べ物に関す
る生産・流通・消費の全
体システム。
注２）Hazard Analysis and
Critical Control Point：製造
工程上の危害分析・必須
管理点のこと。

フードシステム注１）の構造変動は川下−川中−川上の垂直的な関係性を変化させ、
食品企業、市場、産地に新しい役割を担うことを要求してきた。しかし、ＪＡは川
下の量販店や外食・中食企業など実需者のニーズに向けた農業サイドの対応に遅れ、
生産者の成長機会を見失ってしまった。それに対して、農業生産法人はリスク負担
に耐えながらも、食品企業との連携によって市場流通以外の販売チャネルを構築し
てきた。
また、「産地商人」といわれた産地の集荷業者は一次加工に入って実需者と生産者
をつなぎ、さらに生産者との契約生産に入り、直営農場を設立するようになった。
さらに食品企業の農業参入が相次ぎ、資材の供給、生産支援、加工・販売システム
の構築へと展開してきた。このように産地における担い手は多様化し、実需者への
提案力を持った販売活動を展開することが必要条件となった。これまで革新が遅れ
た市場流通でも、市場における ISO の品質マネジメントシステムや HACCP 注２）の
管理手法が導入され、さらに特定取引先との連携のための流通センターが市場に設
置された。市場会社は地方の水産物市場から加工・惣菜事業への参入が進展し、加
工機能を持った食品卸売会社としての性格を持つようになった。
農業生産法人では周辺の生産者を巻き込んでネットワーク化を強め、加工事業や
資源循環システムの構築、資材−生産−加工・販売の統合化を図るようになってきた。
ＪＡでも市場流通でも最終実需者がわかり、マーケティングや商談から始まり、食
品企業との緩やかな契約取引に基づく連携ができるようになってきた。市場流通も
卸売会社が産地と実需者との間に入ってコーディネーターとしての役割を強め、ブ
ランド形成や支援を展開して「機能とサービスに見合った」手数料を確保しようと
している。仲卸業者は市場流通では効率的に品揃えをする必要がある。他方で産地
と実需者を連携し外食・中食企業と産地を生産法人の育成によって販売チャネルを
開発している。この２つのチャネルの管理によって実需者への提案力を強めてきた。
これまでのように市場流通と市場外流通の２区分は、その境界が不明確になること、
さらに卸売会社でさえ市場外流通を拡大していることから、大きな意義がなくなっ
た。課題は、むしろそれぞれの経済主体が複数の販売チャネル管理によってリスク
の減少や「流通機能とサービスに見合った」マージンの確保ができるかどうか、と
いうことになってきた。このことは産地でも同様であり、インショップや直売所を
含めた効果的なチャネル管理をどうするかということが課題となった。
全体として量販店では効率的なサプライチェーン（供給連鎖）と価値提案を強め
るバリューチェーン（価値連鎖）を同時に確立し、生産−加工−流通の各段階での
ISO 品質マネジメントシステムや HACCP 管理に基づいたシステムの管理が重要な
課題となり、サプライチェーンに規範を持ち、コンプライアンス（法令等遵守）か
らさらに進んでＣＳＲ（企業社会責任）を遂行できるシステムが必要となってきた。
産地段階では、HACCP の管理手法の導入、輸出や輸入品との競争を有利に展開す
るグローバル GAP（適正農業規範）の認証取得が、国際的な基準への対応として必
要になってきた。EU では小売業者が主導し GAP のベースを創ってきたが、アジア
では中国・タイ・韓国などは国家の統制を強化する方向で特に輸出用の農産物の条
件としてきた。
わが国では、EU（欧州連合）において小売業者の PB（プライベートブランド）
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が拡大し GAP が必要になったように、産地サイドは共通のベースとなる基準とし
て食の安全、生産者の安全管理、環境への配慮などの内部監査が必要になった。
このように量販店・生協、さらに外食・中食企業がサプライチェーンを形成する
ようになると産地サイドでも、特定取引先のための流通センターを設置し、また営
業マンを配置して小売支援を強化し、さらにメニュー提案まで踏み込むようになっ
た。
以下ではＪＡ部会組織の革新と資材−営農指導−販売事業との統合化について検
討することにする。

２. ＪＡの販売事業革新
（１）ＪＡ部会組織の革新の方向
かつて多くの専門農協や任意の販売組織があって、その多くは総合ＪＡの部会組
織として再編された。部会組織では生産者の革新的行動が見られなくなり、平等原
理が作動し、販売事業は系統農協に任せることになってダイナミックな流通システ
ムの変化を多くの生産者が感じなくなってきた。
部会組織の弊害は、
「農協プール」を原則としているために実需者との取引価格の
差が生産者手取りの差に反映しにくいことである。
実需者が量販店か、外食・中食業者か、加工メーカーかによって価格や契約条件
が異なり、さらに食品企業によって取引条件は異なってくる。こうしたことに対応
するためには、取引先と生産者の提携の必要が発生する。食品企業と生産者は相互
にコミュニケーションが発生し、生産者サイドにインセンティブが生じると、その
取引が継続するにつれて信頼感が生まれ、問題が発生しても相互に交渉して解決し
ようとする。このような連携では市場流通でも実需者との商談によってパッケージ・
規格・量目などについて円滑なコミュニケーションを通じて取り決めしておくこと
が必要であり、量販店の PB や加工業務用での契約販売などでさらに合理化し、相
互にメリットを引き出すには、市場外流通に取り組む努力も必要となる。
また、大規模生産者や後継者を育てるには、実需者との関係を作り加工業務用の
契約取引を入れることによって取引価格を安定化させ、販売のリスクを押さえて機
械化で規模拡大を図ろうとする。こうした契約取引では規格の簡素化や出荷経費の
節約が可能であり、20％程度市場価格より低くても長期的にメリットがあるといわ
れている。多くの大規模生産者は法人化し、独自に取引先を見つけ販売チャネルが
できるとＪＡから離脱する場合もみられる。しかしながら、ＪＡサイドで取引先の
管理ができ、新たな取引先を紹介することによって大規模生産者を育成することは、
伝統的な家族経営ではできにくい領域をカバーすることができるということを意味
する。
本来、ＪＡの販売事業は、価格と品質水準の異なる農産品を取引先の価格水準に
合わせてシステムを組むことが重要な作業であるが、市場に全面的に依存している
ため、産地はこうしたことを知らない場合が多い。例えば高級品は百貨店への販売
チャネルを構築できれば、産地のイメージや価格水準の上昇につながるであろう。
また、低価格販売になるなら生産者の組織化は、直売所に販売する高齢者・婦人を
担い手とすべきであろう。一方、産地としてブランド化を図るならば、高級な品質
の生産物を購入する取引先を確保し、品質管理を徹底するためにレベルの高い生産
者が組織されるべきであろう。それとは逆に、直売所などでの低価格販売では、低
価格販売に耐えられる原価の低い生産者を組織しておくべきである。
多様な取引先と市場流通と市場外流通をいかに組み立て連携するかということに
ついては、コーディネーター機能を担える市場を含めた企業が、量販店、外食・中食、
百貨店、生協と、選果場段階だけでなく、通常の生産部会と異なる産直や契約部会
といった別の組織を形成する戦略もとられる。
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特に大規模生産者は経営を安定化し、効率的な生産システムを確立させるには、
業務・加工用の実需者と連携することが必要になる。また、大規模生産者ほど市場
価格の低下のリスクを回避するには、取引価格が市場価格よりも低めであっても、
安定的で経営計画を作りやすく、所得や収益性が算定しやすいことが、経営の成長
につながってくる。
ＪＡグループによる分荷調整とプール計算による販売システムは、市場流通でも
顔が見え、実需者のニーズがわかってくれば、これまでのような画一的な供給シス
テムは現実に合わなくなってくる。仮に最終末端の消費者価格に３倍の格差があれ
ば、産地段階であっても生産者の３倍の価格差があってもおかしくない。専業的な
生産者を残して成長してもらうには、インセンティブで経営努力を評価しなければ、
地域に担い手が育たないであろう。
（２）販売活動−営農指導−資材開発のシステム化
販売活動と営農指導がリンクし、さらに品質管理や製品開発に資材が関係してく
る。食品企業は農業生産法人や契約生産者に品種、有機肥料や施設など独自に開発
した資材を提供し、資材−契約生産または直営農場−販売をつなげるシステムを構
築しようとする戦略を持っている場合が多い。産地のＪＡでは販売活動−営農指導
−資材開発の３つの関係は縦割りで手数料の高い資材の販売に重点が置かれてきた。
果樹産地では早くから地域資源を有効に活用した自家配合肥料工場を持って有機質
肥料を確保し、魚のあらや大豆かすが食味の向上につながってきた。品種も産地で
品種登録をしてさらに商標登録をする戦略がとられ、試験研究期間とリンクした開
発が必要になってきた。ＪＡが採種場をもって種苗を産地で確保することは品質管
理のレベルを上げることになる。取引先の要求や産地での安全性を含めた品質管理
には資材管理が必要になるが、さらに差別化を図ろうとすれば販売事業と連携した
資材開発がなされる。
ただ、量販店も安全性のレベルアップのために農薬や化学肥料の管理の必要性が
発生するが、資材まで関与してインテグレーションを展開するメリットがＪＡの資
材利用と対抗してあるかどうかは明確ではない。つまり、外食・中食企業、さらに
食品製造業など利用する資材の指定からさらに踏み込んでインテグレーションを展
開しようとすれば、販売される農産物の全量を購入することになる。例えば、特別
に開発したトマトを指定し、特定の有機質肥料の購入を契約条件とするなら、全量
購入というリスクの多い方式を選択することになる。
以上の販売活動−営農指導−資材開発というシステム化は食品産業の農業参入で
強められており、ＪＡ販売事業の革新を図り事業の再構築を目指すなら資源循環や
堆肥センター、種苗管理までのシステムを設計することが、販売管理を有利にする
であろう。
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ＪＡグループ経済事業改革が目指す販売事業改革
報

告

＞＞ ＞＞ ＞＞ ＞＞ ──ＪＡグループはどのような農産物流通の改革を志向しているのか──
全国農業協同組合中央会 前経済事業改革推進室

元広

雅 樹 （もとひろ まさき）

１．販売事業改革の取り組み経過
ＪＡグループでは、ＪＡ全国大会決議に基づき経済事業改革の事業目標の１つと
して、販売事業改革（米穀・園芸事業）に取り組んでいる。その方向性等について
要点を述べたい。

２．ＪＡグループ販売事業をめぐる情勢
（１）安全・安心な農産物の要求
輸入野菜の残留農薬問題等により、消費者の農産物の安全・安心に対する要求は
高くなっており、ＪＡグループは、安全・安心な農産物の供給体制を引き続き強化
していくことが求められている。
また、有機農産物表示などの表示制度の変更や環境問題への適切な対応も必要と
なっている。
（２）競争環境の変化
輸入農産物の増加
農産物の輸入は増加しており、国内の農産物価格は全般的に低位推移をしている。
特に、青果物については、加工・業務需要向けの輸入が増加しており、生鮮品市
しゅうれん
場は縮小しており、価格の低位 収 斂 化と価格高騰期間の短縮化が見られる。
ＪＡグループの競争戦略上の敵は輸入農産物であり、
「産地間競争」のみでなく、
「産
地間協同」の取り組みも求められている。
規制緩和の進展
「食糧法の改正」「卸売市場法の改正」などによる流通の自由化が進展しており、
農産物の集荷から、小売店や加工・外食産業に販売するまでの中間流通について、
これまでの体制が大きく変化（卸、仲卸業者の再編）している。
このような競争環境のなかで、流通の自由化に対応して、ＪＡグループが流通段
階でどのような機能を発揮していくのか、従来の機能分担にとらわれない、販売事
業の再構築が必要となっている。

（３）生産者の構造変化
ぜいじゃくか
後継者不足や高齢化で生産部会の脆弱化が懸念される一方、大規模農家や集落営
農、法人など従来の無条件委託販売ではニーズを満たせない生産者が増加している。
生産者の多様化（部会等共販組織・兼業農家・高齢者農家・大規模法人・農業生産
法人など）に対応した営農指導体制の構築や事業提案など多様な対応が必要となっ
ている。

３．ＪＡグループの販売事業の動向
（１）ＪＡ独自販売の増加
ＪＡの販売品取扱高は減少傾向にあるが、ＪＡの系統利用高はさらに減少傾向が
大きく、明らかにＪＡが独自販売する割合は増えている。
今後、ファーマーズ・マーケットや農商工連携など地産地消の取り組みを強化し
ていくことが求められているなかでこの傾向はさらに進むと想定される。
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【図1】販売品取扱高の手数料等比率の推移
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（資料）農林水産省「統合農協統計表」より作成

（２）ＪＡの販売事業部門収益は悪化
ＪＡグループの販売事業は、これまで集荷中心の機能分担を実施してきたため、委
託販売を前提に定率の手数料を収益とする構造となっている。全国平均では、米にお
いてはＪＡ：3.4％、連合会：1.1％、青果物においては、ＪＡ：2.5％、連合会：1.3％
程度となっている。
このような手数料収入構造のなかで、ＪＡの販売手数料収入は 1990 年度〜 2001 年
度の 10 年間で約 20％減少している。一方、ＪＡの販売事業にかかる職員（臨時も含
む）は 2 万 2000 人で 10 年間ほとんど変化していなかったため、販売事業の労働生産
性は 20％低下した。2001 年度以降は、職員数の減少等により、労働生産性が若干で
はあるが上昇傾向にある。
（３）ＪＡの販売事業部門別

【図2】販売事業職員数と労働生産性の推移
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63.8% であり、農業関連事業
全 体 の 黒 字 比 率 62.0% よ り、
若干多くなっている。
園芸事業では、共管配賦前事業利益段階の黒字ＪＡは 34.3% であり、赤字ＪＡ比率
が高い。
販売事業労働生産性：1990年度=100

【図3】JA販売事業の部門収支結果（2006年度決算）
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４. ＪＡグループ販売事業改革の方向
以上のように、生産者の多様化（部会等共販組織・兼業農家・高齢者農家・大規
模法人・農業生産法人など）、流通面の多様化（直売、産直、業務・加工向け需要な
ど）など、様々なニーズに対応していくためには、これまでの制度を前提とした販
売事業の仕組みでは、十分に応えられなくなっている。
そのため、ＪＡグループでは、経済事業改革中央本部のもとに実務者等を含めた「販
売事業等検討委員会」を設置し、2005 年 12 月に、ＪＡ全農新生プランと連動した「Ｊ
Ａグループの販売事業の改革とりまとめ」を決定した。そして、このとりまとめを
踏まえ、各県域で販売事業改革の方向をとりまとめ、現在、実践しているところで
ある。

（１） 基本的考え方

（２）ＪＡグループ販売事業システムの見直しの方向
① 販売事業システムの再構築
ＪＡ・ＪＡ全農は、機能分担の見直し、集荷・無条件委託販売から多様な販売事
業方式への転換、委託販売手数料の見直しなどにより、ＪＡグループ全体の販売機
能を再構築していく。経済連においては、ＪＡ全農「新生プラン」の販売事業シス
テム見直しを参考にＪＡとの協議を進め、販売機能を再構築していく。
また、園芸販売事業は、需給調整、加工・業務向けリレー販売等の機能を強化す
るとともに、地域別の実態が多様であるため、県域ごとにＪＡ等の機能分担を再構
築していく。
② 機能別手数料方式や買取方式の導入・拡大の検討
ＪＡ・ＪＡ全農等は、多元的な販売にかかる機能を発揮し、機能に応じた手数料
を設定する。また、安定的販路を確保・拡大し、生産者手取りやＪＡの販売額が見
通せる場合に買取販売を導入する。なお、導入に際しては、過度なリスクをとらな
いように留意するものとする。
③ 国産農畜産物の販路の確保
ＪＡ・ＪＡ全農等は、適切な機能分担のもと、米穀については、契約栽培、特定
契約など事前の結びつけやＪＡ全農東西販売センターによる販売強化を、園芸につ
いては、直接販売の強化、輸入青果物に対抗するリレー販売を通じた加工・業務用
需要への対応など、販売チャネルの抜本的な強化に取り組み、国産農畜産物の売り
場を確保し、安定的な販売を実現する。
また、農畜産物のブランド確立を目指す。その際、地域ブランドなど知的財産権
制度の活用を図る。
ＪＡグループは、お米ギャラリー等を活用した情報発信により、米の消費拡大と
日本型食生活の普及に引き続き取り組み、国産農畜産物の消費拡大、販路拡大につ
なげる。
④ 中間流通コストの削減
ＪＡ・ＪＡ全農等は、適切な機能分担のもと、米の共同計算コストの見直し、園
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芸事業の直売所や販売センター機能の発揮、販売事業全体の出荷・配送の大型化によ
るコスト削減、流通範囲の絞り込みや実需者への直接配送、規格の簡素化等を通じて
中間流通コストを削減する。
【図4】米穀、園芸販売事業改革
【米穀事業】
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【園芸事業】
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直販施設の連携
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５．取り組み上の留意点
（１）部分最適から全体最適に向けた機能発揮

注）勝ち負けという関
係ではなく、それぞれ
がメリットを実現する
ことができる関係。

ＪＡグループで多元的な販売事業システムを確立していくためには、需要に合わせ
た販売チャネルを管理し、強固なバリューチェーン ( 価値連鎖 ) を構築することが求
められている。
そのためには、ＪＡグループ内で、的確に機能分担を行い、直売所・産直・卸売市
場チャネルなどのチャネルミックスを行うことが求められる。
当然のことであるが、継続的に事業展開していくためには、その事業に参加する者
がＷＩＮ・ＷＩＮの関係注）を構築できることが必要となる。ＪＡグループと卸売など
の他業態との関係も当然であるが、ＪＡグループ内においては、ＪＡは組合員に、Ｊ
Ａ連合会はＪＡに結集できる条件を提示できるかどうかにかかってくることになる。
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一方、ＪＡの直接販売が増加するなかでは、ＪＡブランドの維持・発展のためには、
再生産可能価格を下回る販売はしないなど新たなＪＡグループ販売事業のルール作りを
検討していくことも必要である。

（２） 組合員とＪＡ・ＪＡ連合会の契約関係の徹底
実需者のニーズに対応した機能発揮を積極的に果たすことにより、その機能に応じた
収益を得るためには、組合員とＪＡ・ＪＡ連合会の関係も、無条件委託販売から契約的・
条件付など多様な形態にシフトしていくこととなる。
そのためには、契約書の締結や適切な情報開示などにより、組合員とＪＡ・ＪＡ連合
会の契約関係を明確にして、お互いが納得してリスクと収益を分担できる関係作りを構
築していくことが必要になる。

（３） 安全・安心対策の徹底
国産農産物の売り場を確保していくためには、国産農産物が安全・安心であることが
大前提となる。そのためには、ＪＡが販売するすべての農畜産物について生産履歴記帳
の裏づけがあるものとなるよう引き続き適切な生産管理と生産履歴記帳の徹底を図るこ
とが必要である。

（４）新たな産地形成の支援
消費者・実需者のニーズに対応した販売事業を構築するためには、その基礎となる生
産基盤を維持しつつ、実需者とのコミュニケーションを図り、情報を共有化し、実需者
ごとの生産者を組織化していくことが求められる。
生産部会の再編や大規模農家等への個別提案を行っていくためには、営農指導機能の
再構築や、組合員とＪＡの役割分担の再整理などが必要となる。さらに、原油・肥料原
料等が価格高騰するなかで、生産者手取りを維持・向上させていくためには、ＪＡの生
販購（営農指導・販売・購買）の一体的取り組みが不可欠となる。

（５）コスト・リスク管理の徹底
ＪＡが直販など多様な販売システムを導入することは、これまでどこかが担ってきた
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流通機能である商流機能（価格決定機能・代金決済機能・金融機能・危険負担機能）、
物流機能（輸送機能・保管機能・集荷機能・分荷機能）、情報流通機能（情報伝達機能・
情報収集機能）のうちのいくつかの機能を新たにＪＡが分担していくこととなる。
このことにより、従来の無条件委託販売より生産者所得の向上やＪＡグループの
取り扱い収益が拡大する可能性がある反面、販売体制の投入するコストの増大や価
格・数量・債権といった新たなリスクを発生させる。
そのため、ＪＡで直販など多様な販売システムを導入するためには、コスト管理・
リスク管理の徹底が必要となる。

（６）ＪＡ販売事業収支改善の視点

参考文献
（ＪＡグループ以外）
・ 『食料・農業・農村
白 書 』 平 成 19 年 度 版
（農林水産省）
・ 「改正卸売市場下で
のＪＡの新たな青果物
販売戦略のあり方と営
農面事業体制の整備の
方向」（藤島廣二、桂
瑛一、今泉秀哉、宮部
和 幸 ）2007 年 9 月 1
日『協同組合奨励研究
報告第３３輯』全国農
業協同組合中央会教育
部
・ 『信頼型マネジメ
ントによる農協生産部
会の革新』（西井賢悟）
2006 年 10 月 10 日
大学教育出版
・ 『青果物流通とマー
ケティング活動』（斉
藤 義 一、 三 原 成 彬 ）
2005 年 3 月 15 日 筑
波書房
・ 『食品産業クラス
ターと地域ブランド』
（斉藤修）2007 年 3 月
10 日 農 山 漁 村 文 化
協会
・ 『 座 談 会 記 録「 農
協共販の課題と再生の
道 」』（ Ｊ Ａ − Ｉ Ｔ 研
究会「第 2 期専門研究
会 」）2007 年 1 月 30
日 ＪＡ−ＩＴ研究会
（農山漁村文化協会文
化部内）

販売事業については、信用・共済事業への波及効果もあり、赤字でも良いという
考え方もあるが、赤字部門においては、事業を再生産していくための経営資源（人、
物、金）が十分に確保できず、その結果、徐々に機能を低下させていくことは、他
の経済事業においても明らかであり、ＪＡグループが販売事業機能を発揮する上で
も収支改善を図る必要がある。
例えば、収支面から見れば、一定の取扱高がなければＪＡで販売企画専任担当者
を設定することは困難であり、収支を賄うことができるのか否かを収支シミュレー
ションを実施するなどして、冷静に判断して直販事業などに取り組むことが必要と
なる。

６．今後の取り組みについて
今後、ＪＡグループでは販売事業改革を実践して、マーケットにおけるＪＡグルー
プの優位性を維持・向上させていくことが求められている。
そのためには、現場で販売事業を支える販売事業担当職員の育成・確保が成功の
キーとなる。ＪＡグループを通じて、マーケティング知識・ノウハウを修得して 熱く
商談できるとともに、 冷静に コスト管理・リスク管理ができる人材を育成・確保
していくことが急務となっている。
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の
現場

実 践報告

◆◆◆◆◆◆◆

ＪＡ富里市の多様な野菜流通の実践
ＪＡ富里市 常務理事

仲 野 隆 三 （なかの りゅうぞう）

1．ＪＡ共販組織の育成期（1965 年〜 1988 年）
ＪＡ富里市のある千葉県、北総台地の中央部は、昭和 40 年代初頭までは穀物主体
の農業をやっており、系統共販組織はなかった。営農指導員としてＪＡ富里市に入っ
た私の最初の仕事は野菜生産出荷組織の育成だった。1968 年からゴボウの産地化と
出荷組織の育成、1978 年からはＪＡの生産部の育成を進めた。
一方、契約取引については、1972 年にソース原料のトマトについて、山屋食品
と契約栽培をしたのが始まりで、その解約後は、津村順天堂と漢方薬の契約をし、
1980 年にはカルビーポテト株式会社と契約栽培を始めた。
系統出荷については、白菜の指定産地事業を 1972 年に導入し、野菜の集出荷場も
整備した。「量は力なり」という市場出荷戦略により、共撰規格の統一、集荷の大型
化、予約相対取引の対応ということで強力な大型共撰が始まった。
しかし、予約相対取引では価格が極めて低い水準に張り付き、1988 年ごろまでに
は生産者から強い不満が出てきた。相対取引では、中心の等級はある程度の価格で
買ってくれるが、両サイドの等級は買い叩きにあってしまう。農家にすれば、10 ａ
当たりの売り上げの平均は大幅に落ち込んでしまう。「量は力なり」と言っても予約
相対取引では、農家の評価がされない。その対策を考えなければならなくなった。

２．新たな取引の展開（1995 年〜現在）

注 ）ハーブの一種で地
中海沿岸が原産のアブ
ラナ科の一年草。ゴマの
ような風味が特徴で多
少の辛み・苦みがある。
イタリア料理に多く用
いられ、主にサラダとし
て葉を生食するが、ピザ
やパスタの具材として
も用いられる。

（１）加工業務用取引の展開と課題
（ア）加工卸産業との出会いと産地の変化
私は 1988 年に販売課長からもう一度指導に戻り、個別農家の技術指導などをして
いた。
1994 年から 1995 年にかけて加工卸業者がＪＡに来た。ファストフード業界でバ
ンズ（ハンバーガーのパン）に挟むためのトマトを探していて、サカタ種苗から私
を紹介されたというので、圃場に連れて行ってそのトマトを見せて食べさせた。何
とかそのトマトを契約できないかと言われ、これは築地市場に出荷しているので無
理だと言ったら、Ｓから下の等級の分だけでいいからというので、任意組合の組合
長を説得し、契約をした。
その後サイゼリアとのルッコラ注）の契約取引の話が来た。そしてすぐにホウレン
ソウの契約も始まった。それから 1996 年にちゃんこ料理の白菜の取引契約も始まっ
た。非常に強い信頼関係ができあがってきたなかで、業界との取引が可能になった。
サイゼリアのルッコラについては非常に良い話だったので、農家に説明に行った
ら、農家は、企業との契約は嫌だと言う。ＪＡが入るからと言っても、現在の作目
の経営と新たにルッコラを導入した場合とを比較した試算表を作って説明しても、
親父さんが納得しない。でも、何回通ってでもその農家を説得しようと思った。こ
の農家は非常に責任感が強く、技術があり、後継者がいて、ハウスを 76 ㎡（23 坪）
持っているという強みがあった。サイゼリアという大きな外食レストランとの取引
なので、この農家がダメだったら他は厳しいと思い、１週間かけ説得した。
そこで企業側にやりますと伝えたら、すぐに、いつからどれくらい出せるかとい
うので、「ちょっと待て」と。周年契約と言われても、１年間ローテーションで試作
を繰り返し、どのくらいの畝幅でどのように播種をしたら１㎡当たりの収量が高ま
るかなどの試験をしなければならない。農家の経営を安定させるには、１㎡ 当たり
何 kg とれるか確実に確認しなければならない。試作を１年間やり、その後５年間
取引した。これは非常にうまくいき、同じ集落の中でさらに３〜４人生産者を育て

JA 総研レポート／ 2008 ／春／第５号

《現場の実践報告》ＪＡ富里市の多様な野菜流通の実践

11

た。サイゼリアとは、12 チャンネル（テレビ東京）でその現場を放送したぐらいの、
安定した契約栽培ができた。
白菜も同じやり方だ。ちゃんこ鍋屋から、最近の白菜は鍋には柔らかすぎるので、
軟白部分がしっかりしていて歯ざわりのいい白菜、しかも都会の人は軟白部分に黒い
斑点があると汚れだと思うので黒斑病のない白菜を作ってほしいという難問を持ち込
まれた。
種苗会社のサカタから 10 数品種の種をもらい、農家に 10 万円払って栽培をしても
らい、ある種類の白菜が見つかった。それをちゃんこ鍋屋に持ち込み、鍋をつつきな
がらどうでしょうか、とやったところ合格点だった。通常の白菜は１kg 当たり 35 円
ぐらいの取引だけれど、これだったら 60 円払ってもよいと言われた。これには農家
が喜んだ。これも１軒で始めたが、量が増えたので、４人ぐらいの農家をローテーショ
ンで出荷させることにした。指導担当職員が、いつ播いたらいつ出せるという計画表
を作り、農家の播種期をずらして、平均的に出荷できるような技術指導をし、うまく
いった。
そういうものがだんだん加工業務向けで定着してきた。
ＪＡ富里市では営農指導部署が独立している。指導員は技術屋だが、ＪＡの販売を
一緒にやっているので、新しいものをどうやって上手く使い分けるかということは、
最初に指導がやる。加工トマトも、津村順天堂も最初の起こしは指導部署だ。指導が
起こして、まず組合員の信頼を得、ある程度大きくなった段階で販売に渡す。そして
指導はまたゼロから始める、というのが仕事のやり方だ。指導が独立しておらず、購
買や販売との兼務になってしまうと、そちらの仕事に忙殺されてしまうから、そうい
う余裕すらない。ましてや、農家まで行って、相手の求める品質の物をどうやって作
らせるかという指導までできない。私たちは指導部署が独立していたからできた。
外食・中食は、わずか 25kg、300kg という単位しか求めてこない業界なのだが、そ
こが将来の大きな取引先になるのではないかという夢を描いた。レストランチェーン
は日本の中でまだまだ広がるだろうから、これに取り組むべきだろうと思った。こう
いう取り組みは、販売ではそんなに力を入れられない、指導がやっていれば良いと考
えていた。
1988 年ごろまでは「量は力なり」ということで、生産部を作って、組合員をまとめて、
こうしないと戦えないと教えていたものが、1995 年になったらいきなり「そうでは
ない。こういう時代に変わるだろう」と販売を大きく変える取引を試験的に始めた。
1995 年に私たちのＪＡのなかで大きな変化が起きた。
加工卸企業との価格についての取り決めは、生産者手取り価格で交渉している。市
場への販売の場合は、市場で 100 円の物でも 100 円は農家に入らない。市況の価格を
稼いだつもりが、入金されたら全然違うものになる。契約栽培でそれと同じでは、やっ
ていても面白くないだろう。そこで当初から、私たちが企業と交渉するときは、農家
の手取り額で交渉した。ＪＡは３％を外手数料で請求し、企業側もそれを了承した。
これについて、サイゼリアの社長から、「ＪＡが取るのは『販売手数料』ではなく、
サイゼリアというレストランの必要な材料を農家に作らせるという『指導管理料』じゃ
ないか」と言われた。ああそうか、指導は稼げるんだと思った。きちんと仲介をし、
農家を指導して企業の求めた状態で相手に納めるという役目で稼ぐということだ。
1999 年に、オリジン東秀と取引を始めた。そこの会長とロサンゼルスに外食の視
察に行った折、トレーサビリティー（追跡可能性）という言葉をわれわれは学び、じゃ
あやろう、ということで農家に記帳させて、それをトレースし、相手方に事前に登録
するということを始めた。生産者にこれをルールとして定着させたことで、加工卸企
業とＪＡ富里市との信頼関係は一層強くなった。
毎年２月にはＪＡの大会議室を使って、加工卸企業の営業マンと生産者との交流会
をやり、外食、中食企業からのこういう野菜がないかという情報をそのまま聞かせる。
サイゼリアは契約生産者をサイゼリアレストランに夫婦で招待してくれ、自分たちが
作った野菜を一緒に食べた。このような業務用の野菜について農家の理解が進むよう
なことを取引のなかで組み合わせることで、後にいろいろなルールを作ったときに農
家が理解をした。
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Ｊ Ａ 富 里 市（営農販売課＆営業開発課）
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組 合 員 ・ 農 業 法 人

（イ）加工業務用取引の課題
加工業務向けの取引においては、まず、実需者のニーズを正確に組合員に伝える
ことが必要だ。取り組む生産者が多くなったときに、実需者のニーズについての指
導がきちんとされていないとトラブルになる。職員の異動での引き継ぎがまずく、
７品目ぐらい契約が解約になったこともある。
ＪＡの職員は、加工業務向けの取引を組織対組織の取引と考えているきらいが強
い。われわれ系統人は、今までは組織対組織、ＪＡと市場という取引であり、その
関係は担当者が代わろうが、辞めようが、永続的に続いた。ところがこの外食やスー
パーという業界は、バイヤー対バイヤーである。バイヤーがその会社を代表し、そ
の人との交渉のなかで取引がどうなるか決まる。ＪＡのなかに、バイヤーに匹敵す
る駆け引きのできる人材が必要になる。人脈も持っていないといけない。ＪＡの人
事異動で人がどんどん代わってしまうと、引き継がせるのは至難の業だ。そのこと
を日本のＪＡがわかっているのかどうか疑問だ。
またＪＡでは、契約書が回ってきても、決裁権限がある組合長、常務がいないと
３日、４日ずれる。相手側は待てない、すぐに決めろという。その時決裁は誰がす
るのか。ＪＡでは担当者が自分でリスクを背負うことは厳しい面があり、なかなか
そんな判断力はつかない。加工卸業用でＪＡが非常に遅れている原因はそこにある
と思う。
天候災害等の問題は非常に大きく、ＪＡが自腹を切ったこともある。計画どおり
播種しても、取れるつもりの量が取れなかったとき、相手はすでに各店舗で使う量
を決めているのだから、こちらで用意するしかない。私たちは知っている近隣の産
地やいろいろな任意組合、仲卸とかに電話を掛け、ＪＡが自腹を切って確保して納
めるということをやった。
今日本中の加工業務向け野菜の契約では、生産者はみんな 120％作付けするが、
この 120％ルールは私たちの産地で生まれた。100％を納めて残り 20％をどうするか
については、20 も買ってもらうように努力するしかない。また残った 20 をどこか
に振り分けるような販路も考えておくということになる。生産者に種代を持たせて
泣かせるわけにいかない。あとは企業がどこまで天候問題に対応してくれるかが最
大の課題だと思う。
また、契約どおりに出荷ができない事態となった場合の対応をきちんとしておく
ことの重要性が非常に大きい。
外食、中食業界は必ず春メニュー、秋メニューというメニュー転換がある。メニュー
を代えると取り扱い野菜が変わり、今まで日量 800kg 使っていたものがいきなり
20kg になってしまう。作っていた農家の方はずっと続くものと思っても外食産業で
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はそうではない。この農家に何か新しく作るものを入れなければいけなくなる。もう
１つは１店舗で４kg 使い 500 店舗あるから計何トン必要だという計画があり、私た
ちがそのとおり作ったとしても、１つ１つの店舗に４kg 消費するだけのお客が入ら
ないときもある。お客さんが入らないのにそんなに要らないという時、この調整をど
うするかが問題になる。企業とＪＡとの情報交換で今日はこの量に減らしてくれとな
る。すでに農家は畑に計画どおり作ってあり、明日からこの量で出してくれとは言え
ない。減らされた量をどこに売るかをＪＡのなかで組み立てるしかない。産直向けか、
市場に持っていくのか、スーパー内のインショップに使うのか、いろいろなことを考
え、量を調整する。そのためにもＪＡは多様なチャネルを持っていないといけない。
もう１つの調整場所は、市場である。まず産地のチャネルのなかで調整をし、さら
に市場で調整をして、実需者が必要とする加工量だけを供給する。こういう２段階の
調整機能がないと、外食や中食の需給調整はできない。この需給調整が加工業務向け
取引の一番難しい部分だ。
従来の市場にそのまま出す販売の方がやりやすいことは事実だ。しかしそれでは市
場で買い叩かれる。その価格を見た農業後継者がやる気をなくしてしまう。それより
も初めから値段が決まっており、調整する役割がどこかにあって、納得の上で売れる
のであれば、農家はその方がやる気になる。
需給調整の機能をＪＡのなかでこなそうとすると大変だ。ＪＡ富里市の場合、多様
な取引を営業開発担当の８人が担う。米、麦、豚の担当もいるので、直販業務２人が
その主たる担当となる。現状ではこれらの職員は年 365 日働かざるを得ない。この体
制で、幅広い事業をやり、バイヤーと交渉しつつ量の調整などをうまく進められるか
が一番の課題だ。

（２）産直センター
産直センターは、1993 年に市議会から要望が出、1996 年に始めた。
1993 年ころには、国内でも産直センターは多くなく、やり方が全くわからず、ま
ず何月に何が出るかをカレンダーに落としてみて、年間の直売のなかで嗜好性の高い
ものをどこではめ込むと売り上げが一番伸びるだろうかと計算した。100 円野菜をい
くら売っても売り上げは伸びないが、メロンやイチゴなど嗜好性の高いものに対して
は客の購買力が非常に旺盛だ。あとはその間にキュウリを作って欲しいとか色々農家
に提案し、女性や高齢者を中心に 42 軒の農家で産直センターを立ち上げた。
問題は買ってくれる人の方である。団地の奥さん方をＪＡに集めて、いろいろ話を
聞いた。この時に非常に参考になったのは、ＪＡと一般との目線の違いだ。ＪＡの購
買店舗では仕込み味噌の大きいロットとか、せんべいを大きい箱で売っているが、あ
んなものを何に使うのか理解できないと言われた。ＪＡは、昔の農家の大家族制の中
で生活用品の購買事業をやっていた。
農家側は並べ方も売り方もわからず、最初の４年間ぐらいは試行錯誤していたが、
５年目になって落ち着いてきた。
また、産直センターの店長を３年おきに代えたのが功を奏した。店長が代わるたび
に売り上げが伸びた。店長になる人が、それぞれ異なる発想で取り組んでいることが
売り上げアップに通じている。今の店長は百貨店のそごうに贈答用の大和芋を産直セ
ンターから納めている。その前の店長は病院とか養護施設向けの売り上げを増やした。
去年、産直センターの売り上げ５億 6000 万円のなかの利益は 9700 万円ぐらいだった。
販売事業で 68 億扱っているのに、手数料だけみると 1 億 2000 万円しか入らない。産
直の利益率は高い。
（３）ＰＣセンター（野菜等の小分け処理事業）
仲卸がだんだん減ってくるなかで、産地で野菜の小分けをやった方が良いのではと
いう販売担当の意見をもとに、1998 年に 2000 万円投資をしてＰＣ（パッケージ）セ
ンターを作った。じきに１か所で賄えなくなったので、業者にアウトソーシングし事
業規模を拡大している。今では周年的に小分けをしており、うちが端境期でモノがな
いときは、全国の野菜を小分けしてスーパーに納めている。
ＪＡ富里市が他県のものを入れて納めるのではなくて、スーパーが他県の産地に、
富里のＰＣセンターに送れという指示を出し、私たちは小分けをして相手方に納品す
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る。スーパーは産地に対して販売額を支払い、私たちに小分け処理料金を支払う。
ソラマメの場合だと、３月に鹿児島のソラマメの小分けが始まり、最後は７月の秋田
まで続く。その端境期を調整するため、千葉県産のソラマメはないかと言われ、富里に
はソラマメがないので、安房の生産者にソラマメを作ってもらっている。
ソラマメは、バケツに収穫したものを広い筵の上に乗せ、そこで１粒入り、２粒入り、
３粒入りの豆を規格どおりに分けていって箱に詰め、規格をつけ、梱包してＪＡに持っ
て行って市場に並べるのが普通だが、私たちはそんな無理な要求はしない。うちからコ
ンテナを送るから、バケツのまま取ったものをそれに入れて、計量して、納品書に何キ
ログラムと書いてくれればいい。ＰＣセンターで莢を機械で飛ばし、マメだけを小袋に
入れて、産地を示すバーコードを貼ってスーパーにデリバリーでその日に配送する。
お年寄りは喜んだ。市場に出すのは面倒くさいから富里がいい。高齢者でもできると
いうことで、広い面積を作ってくれた。
私たちは農家ができる範囲のことをやってくれれば良いと言う。他のＪＡは、どうし
ても農家にも高齢者にもここまでやってくれなければ売れませんよということを押し付
ける。農家にやらせようとすると手間が掛かる。すると量が作れない。量が作れないか
ら面積が広がらない。組合員に負担させていたものをどれだけ助けられるかを考えれば、
高齢者も含めてＪＡへの出荷率は上がることになる。

（４）インショップ事業
インショップ事業はＪＡの利益にはあまりなっていないが、生産者 160 人ぐらいが非
常に活気に満ちて取り組んでいる。イオン、ヤオコー、ベイシア、エフなど約 30 の店舗
に 50 種類ぐらいの野菜を生産者が作り分けて納品している。
これはＪＡの冷蔵庫の中に 1.95 ㎡ぐらいのパレット１枚分ずつ、毎日受発注処理をし
て朝の４時ぐらいにトラックで運ぶ。６時から８時までの間に店舗に全部配送し、10 ㎡
（３坪）ぐらいの富里のコーナーに並べられる。ロイヤリティーが非常に高く、40％も取
られる。農家はそれでもいいと言う。自分で値段を付けられ、いくら取られるかわかっ
ているので、あとは自分がどう組み合わせるかの問題だと言う。採算はそこで取れてい
る、と。ロイヤリティーを 40％取られても成り立つというのはおかしな世界だなと思うが、
首都圏に近いからなせる業なのかという感じがする。
インショップは年々拡大している。ＪＡの担当者は大変で、毎日相手の売れ残りと、
明日の供給量をチェックし、それを毎日生産者に全部伝える。生産者はそれに基づいて、
班長クラスが連絡して物を届け、それを 30 店舗に割り振りする。人件費的に合わないが、
生産者の利益になっているからやるしかないという話をしている。
（５）その他の多様な販売チャネルへの展開
異業種との交流は非常に大切にしている。既得権益があってなかなか入れないＫＩＯ
ＳＫ（ＪＲ駅構内売店）についても、こういうつながりから、野菜をやってくれないか
ということでやってみたら、これが非常に面白い。また、地下鉄関連のモームという商
社は、地下鉄の３カ所ぐらいの駅で富里の野菜を売っていて、どんどん増やしたいと言っ
ている。
最近では中古車販売会社のガリバーから話があり、中古車フェアで朝市をやっている。
ガリバーは店舗数が多いので、一斉にフェアをやってくれれば私たちの農産物が広く売
れる。初めから面倒だと言ってしまったら、この業界では自分たちが大きく目立つこと
はない。どんどんやれと言っている。
最後に海外輸出については、香港向けにやっているが、まだまだ向こうでの開発が伸
びていない。しかし、コマツナやホウレンソウが 500 円という高値で売れてしまい、安心、
安全について日本に対する信頼度が高いと感じる。１億円以上のお金を持っている人が
35 万人いるというのだから、非常に有望な市場だと思う。今のところ４年ぐらい赤字だが、
ノウハウ作りという点でやるべきだし、伸ばしていきたい。
─ＪＡ総合研究所の研究会でのご報告をもとに取りまとめたものである。─
担当：客員研究員
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─コメン ト ─

仲野隆三氏に学ぶ

（社）ＪＡ総合研究所 研究所長

今村奈良臣

ＪＡの生命線 ──販売事業と人材──
ＪＡの生命線は、営農指導、販売事業にあると
私は考えている。金融や共済は銀行や郵便局、そ
して保険会社もある。しかし、農産物の生産、供
給、販売はＪＡがなければ成り立たないと考えて
いる。もちろん、このように言っても、ＪＡの信
用事業や共済事業の重要性を決して軽視している
わけではない。営農指導や販売事業の重要性を浮
き彫りにしたいがために強調しているのである。
しかし、現実は厳しい。販売事業はここ１０年、
右肩下がりであるし、職員１人当たりの生産性も
大幅に低下している。
こうした課題をいかに改革、改善し、新しいＪ
Ａの路線を提示すべきか。
仲野隆三さんは、ＪＡ富里市にあって、この課
題にこれまで全力をあげて取り組んでこられ、最
先端を行く農産物販売戦略を打ち出し、目を見張
るような実践と成果をあげておられる。
私はかねてより、「ＪＡほど人材を必要とする
組織はない」と説いてきた（本誌、創刊号参照：
http//www.ja-so-ken.or.jp）
。私の定義では、人材
とは、企画力、情報力、技術力、管理力、組織力
の５つの要素の総合力であると考えてきたが、仲
野さんは、まさにこの５つの要素の総合力を備え
た人材だとかねてより尊敬してきた。本日の研究
会における報告でも、これらのことがにじみ出て
いることがお分かりいただけると思う。

Ｐ−ＳＩＸ理論の開発と提案

いまひとつ仲野隆三さんの販売戦略から学び私
なりに総括して世の中に提示したのが「３：３：
３：１の原則」である。これは「リスク最小、生
産者手取り最大の原則」と言ってもよい。３割は
直売、直販、３割は契約生産、契約販売、加工販
売など、３割は「バクチ」、１割は新作目の試作
販売である。この中でバクチというのは、農協共
販の名の下で中央卸売市場等へ出荷していること
である。もうかるかどうか分からない所へ単に出
荷（販売ではない）しているだけで、これを「バ
クチ」と呼んだわけである。バクチを打つならも
うかるように打たなくてはならない、ということ
を強調したかったのである。また、最後の１割の
意味は、常に消費者、実需者の求める新作目の試
作、販売をしていかないと産地としては衰退する
と説いた。この３：３：３：１の原則によれば、
組合員・生産者手取りが最大の道になる、そして
それがＪＡへの組合員の求心力を高めることにな
ると説いた。もちろん、３：３：３：１という割
合は原則であって、２：３：４：１でもかまわない、
実情に即して応用していただければよい。
仲野隆三さんに実に多くのことを教わった。

【図】営農指導と販売戦略の展開 ━━Ｐ─ＳＩＸ理論━━
Promotion

Production

（やる気を起こさせる）

（売れるものを作る）

︵市場的条件︶
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３：３：３：１の原則

︵主体的条件︶

仲野さんと私はＪＡ−ＩＴ研究会で７年前に知
り合うことになった。私はＪＡ−ＩＴ研究会の代
表を務め、黒澤賢治さんが副代表（当時、ＪＡ甘
楽富岡の営農本部長）をされており、その黒澤さ
んの親しい友人ということで仲野さんと知り合
い、氏の営農指導、販売戦略理論に接し、多くの
ことを学ぶとともに、さらに研究を深めるべく私
はＪＡ甘楽富岡やＪＡ富里市の現地を訪ね、その
指導と実践の現場のなかから、営農指導と販売戦
略のあるべき方向を提示するために研究者の立場
としてＰ−ＳＩＸ理論としてまとめた（別図参
照）。簡潔に説明しよう。六角形の頂点はすべて
Ｐで始まる英単語で構成されており、六角形の右
辺は市場的条件、左辺は主体的条件とされており、

この六角形に示したすべての条件を１０点満点で
充たすような方向へ、営農指導と販売戦略を構築
すべきである、という課題を提示したものである。
紙数の制約で詳しく述べる余裕はないが、ある意
味では当たり前のことをこの図は表現しているに
すぎない。しかし、この当たり前と考えられる原
則をいかに各ＪＡで実践し、成果をあげるか、と
いうことが、今こそ求められているのではなかろ
うか。本日の仲野さんのすばらしい報告を１図で
明快に表現せよ、と言われれば、おそらくこのＰ
−ＳＩＸの図になるであろう。

Place
（売り方、売り先、売場を考える）

Positioning
（立地を生かす）

Personality

Price

（人材をふやし、マネージャー、リーダーを生かす）

（値ごろ感を設定する）
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米の購入者の購入先別客層に関する分析
──米の消費行動に関する調査から──

Ｗｅｂ調査

（社）ＪＡ総合研究所 基礎研究部 主席研究員

濵田 亮 治 （はまだ りょうじ）

本来、客層分析は、自店のコンセプト設計・経営戦略の基礎データ取得のため、
自店の来店者へのアンケートや観察の結果と販売データを組み合わせる方法で実施
する。このため、自店のデータと他店や他の販売チャネルとの比較が難しい。
今回、ＪＡ総合研究所が Food Japan Network 事務局と共同で実施した「米の消
注１）調査方法：インター
ネット調査、対象者：全
国 の 主 婦、 男 女 単 身 者、
有 効 回 答 数 1493 サ ン プ
ル、調査期間：2008 年１
月 24 日〜 29 日。

「購入先」、米の生産者側から見れば「販売チャ
費行動に関する調査」注１）結果をもとに、
ネル」をキーにして、客層（属性、購買行動、志向性）分析を試みた。広範な消費
者を対象とした調査からも販売チャネル単位には客層の違いが一定程度明らかにで
きたと考える。

スーパーマーケット（ＳＭ）
注２）全購入者に占める
当該チャネルを主な購入
先としている人の割合。
注３）主に特売の米やな
るべく安い米を購入する
と回答した人。

購入者シェア注２）は５割超で、購入者の過半が利用している。購入者の属性では、
他の購入先に比べ、単身者・30 代以下の若年層・世帯年収 300 万円未満の割合が大
きい。購買行動では、買う場所やアイテムが決まっていない割合、購入価格帯では
1700 円未満 / ５kg の割合、また、低価格志向注 3）もディスカウントストアの利用者
の次に高いことから、特売等の実施に合わせて、買う店や買うアイテムを選択して
いる様子がうかがえる。

生産者（親戚等から有償を含む）から直接購入
購入者シェアは約 15％で、ＳＭに次いで２番手である。購入者の属性では、単身
者の割合、特に 50 代以上の女性単身者の利用が他の購入先に比べて多い。購買行
動では、買う場所・アイテムの固定度合が非常に高い。購入価格帯では 1700 円未
満 / ５kg の割合が高くなっているが、値段の上昇に伴い量を減らす割合や低価格志
向は低く、玄米を一括してまとめて購入している結果と見ることができる。一方で、
注４）付加価値の付いた
米＝有機米・特別栽培米・
生産履歴が照会できる
米・○×農法等の米を購
入している人。

安全・安心志向注４）が高く、2500 円 / ５kg の割合も高くなっている。お米ＤＩ値注５）

注５）お米ＤＩ値は、１
週間の食事数から、｛（米
を主食とした食数）−（米
以外を主食とした食数）
｝
÷３で計算。（文末参照）

米の購入先では３番目、購入者シェアは約 14％である。購入者の属性では、主婦・

も高い数値となっており、 米にこだわった、米好き

生

であると見ることができる。

協

世帯収入 500 万〜 800 万円の割合が高い。一方で、世帯年収 300 万円以下の利用者
は少ない。購買行動では、買う場所の固定度合い、購入アイテムでは、無洗米・付
加価値がついた米（安全・安心志向）の割合が他の購入先に比べて極めて高い。ま
た、低価格志向は低く、購入価格帯も 1700 円〜 2200 円未満の割合が高くなっている。
小口（５kg）を月に数回購入する割合が高いが、お米ＤＩ値は購入先のなかでは一
番低い数値となっている。お米派が少なく・半々派が多いことから、色々な主食を
取り込んだ食生活を送っていることがうかがえる。

米専門店
注６）農林水産省「食糧
モニター調査」

1994 年には３４％のシェア注６）であった米専門店の購入者シェアは約７％にまで
低下している。購入者の属性では、主婦・60 代以上の割合が高い。購買行動では、
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買う場所・アイテムの固定度合が高く、対面販売が多いことから店の人のお薦めの
アイテムを買う割合も高くなっている。値段の上昇に伴い量を減らす割合や低価格
志向は低く、平均単価もスーパーマーケットに比べて２割近く高い。販売者側から
見れば、一番の優良顧客をつかんでいるといえるが、利用者の高齢化が進んでいる。

ＪＡ／農産物直売所
サンプル数が少ないことから参考的な分析であるが、買う場所やアイテムの固定
度合・お米ＤＩ値が高く、 米にこだわった、米好き

をつかんでいる。直売所では、

200 円程度 / ５kg の値段の上昇に伴い量を減らす割合が高くなっており、価格の設
定に留意する必要がある。
※ 詳細は、
ＪＡ総合研究所の Web サイト
（http://www.ja-so-ken.or.jp）
でご覧いただけます。

【お米ＤＩ値】
お米ＤＩ値とは、１週間の食事数のうち「米を主食とした食数」から「米以外を主食とした食数」
を引いた数を 3 で割った値である。
●ＤＩ値 ＋５〜＋７（お米派）、（イメージ）お米以外の主食が２日に１食未満、週に３回以下
●ＤＩ値 ＋２〜＋４（ほぼお米派）、（イメージ）お米以外の主食が２日に１〜２食程度、週に８回以下
●ＤＩ値 △１〜＋１（半々派）、（イメージ）お米とお米以外の主食が２日に３食ずつ、週に９〜１２回
●ＤＩ値 △２〜△４（ほぼ非お米派）、（イメージ）お米の主食が２日に１〜２食程度、週に８回以下
●ＤＩ値 △５〜△７（非お米派）、( イメージ ) お米の主食が２日に１食未満、週に３回以下
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ＪＡにおける効率的な渉外体制を確立するための課題
報

告

＞＞ ＞＞ ＞＞ ＞＞

──事例調査を通して

（社）ＪＡ総合研究所 基礎研究部 主任研究員

赤 川 茂（あかがわ しげる）

１．はじめに
ＪＡの信用事業において、
組合員等利用者
（以下、
利用者）との間をつなぐ役割を担うのが、
渉外担当者と呼ばれる外務員である。今日、
様々な金融商品の誕生やＩＴ・情報化時代にあっ
て、利用者ニーズの多様化・高度化、昨年９月 30 日からの金融商品取引法の全面施行等、
ＪＡの渉外担当者にも専門的な知識・技能が要求されるようになってきた。
また、
「第２３回ＪＡ全国大会」での決議を受けてＪＡ全中から示された「ＪＡグループ全
体で取組むＪＡの支所・支店体制再構築指針」
（以下、
「ＪＡ全中指針」
）を受け、各県域
においてＪＡの店舗統廃合が実施されてきており、その際には、対象店舗の地区組合員とＪ
Ａの関係が希薄化するのを防止する観点から渉外体制を強化することを代替策とする場合
も多い。
さらに昨年１０月に発足したゆうちょ銀行等との競争が今後さらに激化することが予想さ
れ、地域密着型金融機関として利用者の拡大を図るうえで、渉外担当者の役割は重要性を
増しており、ＪＡにおいて効率的な渉外体制の構築を急ぐ必要がある。
本稿では、筆者が行ったＪＡの事例調査等を踏まえて、その課題について考察するもの
である。

２．現状の渉外体制

注）「個別農協において
渉外体制を見直す際の
枠組み」
（『 農 林 金 融 』
2007 年４月号）

ＪＡの渉外体制を大別すると、
「信用渉外」、
「複合（信用・共済）渉外」
、
「総合（信用・共済・
経済）渉外」等に分けられる。各渉外体制における渉外担当者の役割は次のとおりである。
まず、
「信用渉外」では、既存の定期・定積の満期管理、年金・税務等相談、各種ローン
推進に加えて集金や様々な情報収集・情報提供等の役割がある。
「複合（信用・共済）渉
外」では、これらの他に共済の推進業務が加わり、
「総合（信用・共済・経済）渉外」では、
さらに生活購買等経済事業の推進業務が加わることになる。
なお、他事業においては、共済事業では、ＬＡ（ライフアドバイザー）制度が成立してか
ら既に 12 年を経過しており、各ＪＡには、共済外務専任ＬＡや複合外務専任ＬＡ等が配置
される等専門渉外体制が確立している。経済事業でも、
「出向く」
経済渉外担当者を配置し、
組合員ニーズに応えようとしているＪＡもある。
では、ＪＡの信用事業における現状の渉外体制について見てみると、農中総研が 2006
年に実施した「農協信用事業動向調査」を元に行ったＪＡの渉外体制に関する調査によれ
ば、
「信用渉外」を最も多く配置しているＪＡの構成比は 40.1％、
「複合（信用・共済）渉外」
を最も多く配置しているＪＡは同 41.5％、
「総合（信用・共済・経済）渉外」を最も多く配
置しているＪＡは同 12.9％となっている。その他のＪＡは同５．
５％である。
複合渉外と総合渉外を合わせると 54.4％と過半を上回っている。一見すると、信用事業
と共済事業の推進業務を１人の担当者が兼務することで、利用者に対して効率的に推進活
動が行えるかのように思えるが、果たしてそういえるのだろうか。注）

３．課題〜事例調査を踏まえて
前記の農中総研調査や今回の事例調査によれば、ＪＡの渉外体制には様々な課題があ
ることが明らかである。
まず、
農中総研調査
（表１）では、
「共済推進に時間を割いている」
「
、融資の知識が不十分」、
「新規訪問の少なさ」、
「担当者のモチベーションの低さ」
、
「人材確保が困難」、
「集金先の
多さ」等が主要課題として挙げられている。次に、今回事例調査によって得られた課題は
表２のとおりである．これをまとめてみると次のとおりである。
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専門性の発揮が求められる
・金融、共済についての専門的な商品知識の習得が必要であること
・融資・年金・投信・資産相談等専門的知識を有する人材の育成が必要であること
他部署との連携が求められる
・貯金・融資実績を確保するには資産管理部署との連携が重要であること
・利用者情報の収集能力の向上と得られた情報を共有化し有効活用する必要があること
【表1】渉外の問題点（第一位に挙げられてもの）
回答ＪＡ数
全体

337

信用渉外
複合渉外
総合渉外

（単位：％）

共済推進に時間を 融資の知識が 新規訪問の 渉外本人のモチベー
割いている
少ない
少なさ
ションの低さ

人材の確保が
集金の多さ その他
困難

23.7

13.6

10.9

9.8

8.9

6.2

1.8

143

3.5

18.2

14.7

12.6

11.9

10.5

0.0

148

43.2

10.8

8.1

7.4

6.1

4.1

2.0

46

23.9

8.7

8.7

8.7

8.7

0

4.3

出所：「農林金融」（2007年4月号、P41より引用）

【表2】今回の事例調査から得られた課題
渉外
体制

農中総研調査との
共通課題

新たな課題

信用渉外
複合渉外

・信用渉外を共済ＬＡにシ
フトしたため、信用渉外の
絶対数が不足。主要店舗
にしか配置できていない。
（⇒人材確保が困難）
・組合員向けのマンション
建設等事業性資金への融
資中心。競争が激しく、防
衛的な観点から融資渉外
業務を主としている。
（⇒
融資知識が少ない）

・金融商品取引法施行もあり、共済商品を推進する際、
でコンプライアンス上の観点から信
用渉外と共済ＬＡを分ける必要が生じた。
・富裕層組合員のニーズを満たすためには、信用渉外・共済ＬＡそれぞれの質的レベルアップ
が求められる。
（ＦＰ・宅建等の資格取得やローンサポートができる人材育成）
・住宅ローンは、信用渉外では限界があり、
ローンセンターを設けローン専任担当者を配置
、土地建物相談所（資産管理部署）
と連携して取組んでいる。
・融資を伸ばしたいので、
ローン専任担当者（融資専任渉外）
を配置する等専任体制が必要。
・集金担当者に利用者情報を収集するという意識を持たせることが課題。また、収集してき
た各種情報を組織内で共有化、活用する工夫・取組も重要。
・収支の柱である信用事業の基礎業務を習得する場としての位置付けで、中長期的な視点
での人材育成が必要。

・共済推進のウェイトが高
く、貯金・年金推進や融資
推 進 にま で 手 が 廻ら な
い。
（貯金残高が減少したの
で、複合渉外→信用渉外
にシフトした）
（ ⇒共済推
進に時間を割いている）

・融資・年金・投信等についての専門的知識を持った専任担当者を新たに配置することが
必要。
・組合員からの相続・資産相談等専門的なニーズに応えるために組合員相談体制（資産管
理部）
を敷いた。貯金・融資を伸ばすためには、支店の組合員相談担当者（資産管理部）
との
連携が重要。

総合渉外

・集金渉外では、定期積金
の自振率、共済掛金の口
振率が低く、改善を図るこ
とで、集金渉外から総合
資産相談員へとシフトし、
総合相談体制を強化した
い。
（⇒集金の多さ）

とに分けた総合推進渉外体制を組んでいるが、相
・集金渉外と総合渉外（総合資産相談員）
互連携が課題。
・営農経済事業関係の渉外活動は営農センターとの連携が課題。
・総合資産相談センターを通じた総合資産相談員の指導、専門的知識の向上や総合資産相
談員間のレベルに差が開かないような研修等の取組みが重要。
（ＦＰ
（ＡＦＰ）、宅建、社労士等の公的資格取得の励行。）
・総合資産相談員の推進・情報収集能力の向上、得られた情報の組織内での有効活用が課題。

※事例調査先は、各渉外体制の中から、
都市的ＪＡ、
地方都市ＪＡ計５ＪＡを任意に選定して実施。

４．まとめ
以上のとおり、ＪＡの渉外体制にはそれぞれ課題があることが理解できた。
ＪＡの置かれた地域の実状によってどのような渉外体制を選ぶかは様々であると考えられ
るが、複合・総合渉外体制を敷いているＪＡでは、共済推進のウェートが大きいにもかかわ
らず、多様化する金融商品についての専門的な知識を習得する必要性が高まっていること
から、信用・共済部門での連携した人材育成への取り組みも必要だと考えられる。
また、専門的な知識・技能を必要とする融資・年金・投信・資産相談等の業務を担う専
任担当者を新たに配置する必要性も高いと思われ、人員配置における経営面からのサポー
トも必要であろう。さらに、他部署との連携により、利用者情報を有効活用できる仕組み
を築く必要もある。ＪＡの信用事業は、ＪＡの経営を収支面から支える重要な役割を担って
おり、今後も、地域金融機関として安定した信用事業収支を確保していくためにも、効率
的な渉外体制の構築が急がれる。
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研究ノート

食品循環資源の飼料化に伴う
経済的効果についての一考察
基礎研究部

（社）ＪＡ総合研究所 主任研究員

柳 京 熙（ユウ・キョンヒ）

1．目的
2001 年 5 月に「食品循環資源の再利用等の促進に関する法律」（以下「食品リサ
イクル法」という）が施行され、製造・流通過程における事業系の加工残さ、食べ
残しなどいわゆる食品残さのうち、リサイクル可能なものを飼料や肥料などへと有
効に利用することができるようになった。
しかし食品残さ（以下「食品循環資源」という注１））のうち、飼料としてリサイク
ルされるのは全体の 17％に過ぎず、今後飼料化に当たっては、加工工場に至るまで
品質管理や輸送などの流通の新たな改善策が求められている。
このようななか、大規模飼養に有効であるといわれているリキッドフィーディン
グ方式（液状飼料による給与体系）を取り入れ、養豚生産に取り組んでいる事例が
多く見られるようになった。
配給飼料の大部分を輸入に依存している日本にとって、輸入の代替効果はもちろ
んのこと、自給率向上までが見込まれている。従って今後食品循環資源のさらなる
推進を図るべく、特に注目を浴びているリキッドフィーディング方式に焦点を合わ
せ、その経済的効果について簡単な試算を試みる注２）。

２． 食品循環資源の飼料化に伴う経済的効果
食品循環資源を飼料化した場合の経済的効果については、現在、飼料化を行う主
流の方法から得られるデータから静態的にとらえる方法と、まだ本格的に実用化さ
れていないが、技術進歩などによって今後本格的に展開することを仮定し、動態的
にとらえる方法に分けて考えたい。
前者がすでに公表されているデータから直ちに経済的効果が計れるのに対し、後
者はまだ公表されたデータが少ないうえ、考慮すべき事項も多いために、間接的な
データを用いて試算するしか方法はない。
本稿ではあくまで考えの１つのヒントとして想定しているので、厳密な統計的手
法を駆使するよりは、現状分析に基づいて、よりわかりやすい説明をしたいと思う。
表１の「食品循環資源の再生利用等実態調査」によれば、食品廃棄物の年間発生
量は 1135 万 8000 トンであるが、全体の 39％程度の 444 万 4000 トンが再利用され
ている。
さらに再利用のうち、飼料として利用されるのは 43.4％に当たる 192 万 9000 トン
である。同じく肥料に利用されるのが 228 万トンであり、再利用全体の 51.3％を占
めている。
【表1】食品廃棄物の飼料化
区分
食品製造業

年間発生率（千トン）

計

再利用
飼料化（千トン）

（％）

4,898

3,206

1,334

27.2

751

266

151

20.1

小売業

2,604

595

293

11.3

外食産業

3,104

377

154

5.0

11,358

4,444

1,929

17.0

食品卸売

食品産業（計）

（資料）農林水産省「平成17年食品循環資源の再生利用等実態調査」より作成
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食品循環資源の再利用は飼料と肥料だけでおよそ 95％を占めており、この 2 品目
にほとんど限定されていることが分かる。
食品循環資源の飼料化について国民への食料供給に直接関わる部分なので、社会・
経済的規制が肥料よりさらに強いことを考えれば、それなりに高い数値であると思
われる。しかし食料消費の大きな部分を占めている外食産業分野の再利用率が極め
て低く、再利用上の諸問題を考えればやむを得ないところもあろうが、これからの
食品循環資源の利用において大きな課題である注３）。

１）飼料化に伴う経済効果
食品循環資源の飼料化を図る際に、主流の加工・処理方式から直接的に経済的効
果を試算すると、表２の試算の部分に該当する。すなわち、再利用されている 192
万 9000 トンが実際にどの程度までに飼料化（製品化）されているかを測定すればよ
い。リサイクル飼料（以下、エコフィードという注４））への加工・処理は様々な方法
があるが、現在一般的な加工方法は乾燥方式である注５）。
この方式は食品循環資源に熱を加えて水分を蒸発させる簡単な処理を行うが、保
管・流通管理の利便性から多くの施設が採用している。従って施設において搬入さ
れる食品循環資源の量から最終製品化された飼料生産量さえ分かればすぐ試算がで
きる。
ここでは実際に稼動している工場の例（Ａ、Ｂ）を参考にした。年間搬入され
る食品循環資源量から飼料化率（製品化率）をみると、Ａの場合 20.0％、Ｂの場合
20.8％となっており、大差はない注６）。
両社の加工処理方式は処理方法に若干の相違はあるものの、基本的に乾燥タイプ
なので単純に水分含有率を 10％以下に抑える簡単な処理を行うのみである。従って
それほど大きな差は出ないと思われる。
最終的に飼料化率については、加工に仕向けられた食品循環資源量である 192 万
9000 トンに、飼料化率 2 割を掛けるシンプルな試算方法である。
その結果、38 万 6000 トンのエコフィードの生産が期待できる。現にこれらの加
工方式を一般的な再利用方式と想定し、どのくらいの経済的効果があるのか見てみ
よう。
単純に 38 万 6000 トンのエコフィードを 2006 年度の配合飼料工場売渡価格（全畜
種加重平均、農畜産振興機構資料より）4 万 3285 円 / トンを掛けると、およそ 167
億円の配合飼料の代替効果を生むこととなる。
費用を除いた単純な試算ではあるが、製品化されたエコフィードは飼料メーカー
や生産者に販売されていることと注７)、本来焼却（または埋め立て）されるための費
用などを想定すれば、製品化にかかった費用は十分に相殺されるかまたはそれ以上
の経済効果が考えられる。実際にエコフィードで再利用されないまま、焼却するこ
とを想定すれば、かかる費用がおよそ 1900 億円に達すると考えられる注８）。
焼却によって生じる環境汚染などの外部経済の評価を考慮に入れれば、その経済
的効果は実に大きいことが分かる。
【表2】リキッドフィーディングの導入を仮定した場合の経済的効果
試算①

192万9000トン×20％

約38万6000トン

試算②

96万4500トン×90％÷0.5252トン／頭

約165万頭

試算③

165万頭×73.68kg

12万1000トン

試算④

約6万9000トン×15,930円／トン（CIF価格（保険料・運賃込み価格、2003年））=11億円

試算⑤

36,218円（トウモロコシバラ価格、2003年）を適用すると、農家レベルで25億円

２）リキッドフィーディング方式に伴う経済効果
試算方法
現在、エコフィード生産は加熱方式によるものが主であるが、最近、技術進歩によっ
て液状飼料（リキッドフィーディング）が商品化ベースまで進展したことや、その
経済性などを見据えて、リキッドフィーディング方式に伴う経済的効果に焦点を絞
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り試算を行いたい。コストについては今回も考慮せず期待される飼料化率（製品化率）
のみ考えたい。
加工型畜産の典型である養豚生産は、ほとんど外国からの穀物飼料に依存し存立
している。さらに昨今の高騰する輸入飼料の価格変動をみると、国民への食料供給
へ大きな不安が残る。また食品の安全性が厳しく問われている昨今のことを考えれ
ば、トレーサビリティーの高い飼料を求めざるを得ないのが実情であり、コストは
膨らむばかりである。
そこで、リキッドフィーディング方式はその原料がそもそも特定の食品メーカー
やコンビニエンスストアなどから排出される食品循環資源であるため、メーカーに
おいてそれまでのプロセスのトレーサビリティーが確保されている可能性が高く、
かつ安価な飼料を養豚農家に提供することができることから、その事業化がもたら
すメリットは大きい注９）。ただし初期の投資費用が大きいことや、大規模生産におい
てその経済的メリットが発揮されるとの条件があり、実用化に向けての障害要因は
多い。しかし飼養管理の利便性はもちろんのこと、より衛生的な管理ができる利点
がある。さらに前述したとおりリキッドフィーディングに使われる日本の食品循環
資源は供給先が特定できるので、社会・経済的に受容しやすい側面を有している。
特に近年、企業の社会的貢献が強く意識されているなかで、循環的社会の実現は
企業にとっても大きな意味を持つ。そのなか、食品リサイクルの主な発生源である
大手コンビニエンスストアなどの食品関連の会社がこぞって大規模養豚生産と連携
し循環的社会の実現に向けて、まず食品循環資源の有効活用に取り組むようになっ
ている。また再利用方式にはリキッドフィーディングを採用していることも大きな
特徴である。
本稿では飼料化に向けられた食品循環資源をリキッドフィーディング方式として
再利用することを仮定し、その経済的効果について試算してみたい。
まず、食品循環資源から飼料化される 192 万 9000 トンのうち、その半分である
96 万 4500 トンがリキッドフィーディングに再利用されることを仮定する。加熱方
式と同じく飼料化率（製品化率）が分かれば、同じく経済的効果が導き出せる。し
かしリキッドフィーディング方式の場合、配合飼料と違ってまだ詳細な実験データ
は公表されていない。従って本稿では、試験場での実験で得られたデータを参考に
した注 10）。
すなわち飼料化される食品循環資源の５割に当たる 96 万 4500 トンがすべてリキッ
ドフィーディング方式に転換される場合、どのくらいの養豚生産が可能かを推定す
る。
表２の試算②にその試算式を説明しているが、リキッドフィーディング方式の活
用効率を９割（損失は 1 割と想定）と仮定する。そこから出された 86 万トンあまりに、
表３から導き出せる１頭当たり摂取量 0.5252 トン（摂取量 10.1kg ×実験期間 52 日）
で割ると、リキッドフィーディング導入によって年間約 165 万頭の豚の飼養が可能
になるとの結果となった。
2006 年度の肥育豚の飼養頭数である約 794 万頭の 21％に該当する。もし実現でき
ればその経済的効果は極めて高いことが分かる。
食品循環資源の飼料化については、年々徐々に拡大しており（2006 年度には 246
万 6000 トン）
、さらに大手コンビニエンスストアが積極的に飼料化に乗り出すなど、
安定的な流通網の確立に向けて可視的な成果を上げている注 11）。
【表3】リキッドフィーディングの実験データ
区分
発酵リキッド飼料
低蛋白飼料

開始体重
kg

飼育期間
日

終了体重
kg

増体重
kg／日

飼料摂取量
kg／日

96.8

52

120.8

0.46

10.1

103.9

43

128.8

0.58

2.7

経済効果
ここからは、リキッドフィーディング方式に転換した場合、期待される代替・節
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減効果について見てみたい。
前掲の表３の実験によって得られた肥育豚の増体量は 24kg（終了体重 120.8 −開
始体重 96.8）である。
肥育豚に配合飼料を与えて純増体量 24kg を得るためには、理論上、飼料要求率 3.07
を掛けると、必要と思われる 73.68kg の飼料量が算出される注 12）。
このことは、リキッドフィーディング方式によって相対的に 1 頭当たり 73.68kg
の配合飼料が節減できたと理解してもよい。従って表２の③のように、リキッド
フィーディング方式によって飼養可能な頭数 165 万頭に、73.68kg を掛けると節減さ
れる総飼料量はおよそ 12 万トンになる。
配合飼料の穀物構成比（57％、トウモロコシ、大麦など）を考慮に入れれば、6
万 9000 トンの単味穀物飼料（トウモロコシ、大麦）輸入代替効果が予想される。金
額的には④の試算のとおりに、トウモロコシの輸入価格（CIF 価格）を適用すれば、
およそ 11 億円強の輸入の節減が期待される。さらに農家レベルまで考えると、⑤の
試算のとおり約 25 億円の経済効果が得られる注 13）。
リキッドフィーディングの経済性は 1000 頭以下の農家においてはほとんど有利性
がないとの報告があるが、表 4 のとおり、2007 年時点での生産規模をみると 1000
頭以上の養豚生産者は全体の 8 割近くを占めており、生産基盤からみればリキッド
フィーディングによる経済性は十分確保できる水準である。
【表4】養豚の規模別構成

（単位：頭、％）

300頭未満

300〜499頭

500〜999頭

1,000頭以上

1997年

7.1

7.5

19

66.8

2002年

5.6

6.3

16

72.1

2007年

3.8

4.2

12.4

79.7

（資料）農林水産省「畜産統計」より作成

３. 今後の展望
食品循環資源の飼料化に当たっての経済的効果について簡単な試算を試みたが、
現実的にはクリアしないといけない様々な条件がある。
一番の問題は加工処理にかかわる施設建設の諸経費を誰が負担するか、また流通
網をどのように確保するかに収斂する。
食品循環資源は家庭から食品産業まであらゆる範囲で発生しているため、すべて
を有効に使うことは不可能である。従ってある程度、範囲を限定する必要がある。
そうすると、食品産業やコンビニエンスストアなど特定の食品循環資源による飼
料化が最も現実的で効率的であろう。現に最終消費先である外食産業や一般家庭か
ら発生する食品循環資源が多いものの、ほとんど活用されず捨てられており、これ
らの分野を含んで再利用を促進するためには、多大な労力が必要となる。
現に世界の穀物価格は年々高騰しており、今後畜産の生産、特に輸入配合飼料に
頼っている養豚生産にとっては大きな不安要因である（表 5 参照）。
政府レベルでの支援が至急必要になるとは思うが、同時に各地方自治体の役割が
大きく要求される。地域に合わせた無理のないリサイクルへの取り組みこそがより
高い実現性をもたらす。このため、地方自治体を含むあらゆる組織を取り込んで、
活用することが望まれる。
そのためには、農業生産だ 【表5】平成17年度の生産費に占める飼料費の構成
けではなく、地域、企業、
生産費（A） 飼料費（B）
B/A
関 係 機 関、NPO な ど の 多
1〜99頭
26,403
82.4%
21,754
様な協力関係をいかに構築
100〜299頭
27,338
77.7%
21,239
し、またこのような関係性
300〜499頭
25,920
76.3%
19,774
500〜999頭
25,922
77.3%
20,036
のなか、いかにして循環的
1,000〜1,999頭
25,563
73.8%
18,878
社会を築けるかについての
2,000頭以上
22,767
75.1%
17,092
議論を大いに行う必要があ
注 14）
（資料）農林水産統計、農林水産省大臣官房統計部、平成17年10月
る
。
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注
１）食品残さは、食べ残し、売れ残り、生産ミスなどで出てくる食品由来の廃棄物を指す言葉であり、食品廃棄物や食品製造副産物にやや近
い言葉である。「食品リサイクル法」において、食品廃棄物は次のように定義されている。
①食品が食用に供された後に、又は食用に供されずに廃棄されたもの
②食品の製造、加工又は調理の過程において副次的に得られた物品のうち食用に供することができないもの
「循環資源」という概念は「循環型社会形成推進基本法」にあり、食品リサイクル法においての考え方も同じである。さらに「食品循環資源」
は、食品廃棄物のうち有用なものとされており、この用語は有効に活用されるべきという面に着目した言い方である。したがって本稿では食
品リサイクル法に基づき一部飼料・肥料化されている現状を踏まえ、さらに国民への食料供給の観点から食品廃棄物や食品残さまたは食品由
来資源などの代わりに、「食品循環資源」として統一する。
２）リキッドフィーディングとは液状飼料を使ったシステムを指す。原料と水や牛乳を混合し、スープ状にして、パイプラインにより給与す
る方法である。同じ方式であるが、乳酸菌を増殖させ、ｐＨ４程度に調製し、雑菌の繁殖を抑えるのを発酵リキッドフィーディングという。
本稿で用いるリキッドフィーディングという言葉は液状飼料を指しているが、発酵液状飼料も含んだ広義の意味で用いる。
リキッドフィーディングの特徴として、①乾燥しないで液状のまま利用でき余分なコストがかからない、②資源の循環が図られる、③ pH
を酸性に保ち豚の消化管内を良好にして健康が維持できる、④豚舎の粉じん・豚の呼吸器疾病がなくなり従業員も健康的な作業環境が作れる、
⑤安価な資源を利用することができ、飼料費の低減が図られる。ヨーロッパでは 20 年ほど前から取り組み、オランダでは 60％の養豚家がリ
サイクル飼料を利用したリキッドフィーディング・システムを採用している。
日本で一般的に見られる乾燥方式と違い、製造時のエネルギーコストが大幅に抑えられる利点などが注目され、新しいエコフィードとして
実用化しつつある。
「養豚問題懇談会報告書」養豚問題懇談会、2005 年３月、p.9 を引用すると、「安価な食品残さを活用したリキッドフィーディング等の普及
により、飼料費の低減を図る取組も重要である」と強調していることからも今後一層普及に拍車がかかると思われる。
3）外食産業の利用率の低さについては、そもそも（食品残さ）飼料の概念についての理解が必要と思われる。実際に飼料化資源の対となり
得る食品循環資源は、安全性の担保、収集の困難性、コストの問題などに配慮されたもので、社員食堂や惣菜専門店の調理残さ、賞味期限が
切れそうな食品及び食品製造段階で発生する果汁粕、パン屑、菓子屑などに限定されている。したがって食品製造業や食品卸売の利用率が外
食産業より圧倒的に高い理由がそこに起因する。詳しいことは「食品残さの飼料化（エコフィード）をめざして」社団法人配合飼料供給安定
機構、2005 年 2 月、を参照されたい。
4）「エコフィード」という言葉は、以前から使われていた「残飯養豚」、「生ごみ飼料」、「食品廃棄物飼料」等の言葉のイメージが悪く、一
般消費者に誤解や偏見を招く恐れがあるため、関係者がシンポジウムや出版物、研究発表等の際に新たな造語として使われ始めた。
現 在、「 エ コ フ ィ ー ド（ECOFEED）」 は、 社 団 法 人 配 合 飼 料 供 給 安 定 機 構 が 2005 年 6 月 9 日 に 特 許 庁 に 商 標 登 録 を 出 願（ 商 願：
2005-52078）しており、特許庁は 2005 年 7 月 7 日にこれを公開している。以上の内容はウィキペディア（Wikipedia）より引用した。
5）「食品残渣の飼料化に関わる課題」安部亮、では、飼料化事業（エコフィード）を類型化して説明しているが、乾燥処理をして供給する
形態が多く見られる。実際に地方自治体の主導でエコフィードを推進している札幌市、横浜市などはほとんど乾燥タイプの加工処理を行って
いる（http://mf-kikou.lin.go.jp/topics/ado101.htm）。
6）Ａは札幌の事例、Ｂは九州の事例を参照した。Ａは、1998 年に新たに（財）札幌市環境事業公社を設立し、食品残さの収集・運搬の整備を行っ
た。現在、札幌市の斡旋を受けた会社が、エコフィードを製造し、できた製品を配合飼料メーカーに販売している。ここでは年間 3600 トン
の飼料化能力を有しており、処理能力対比製品化率は 20％となっている。Ｂは九州地域のセブンイレブン向けの専用の食品調理企業が調理
工場から排出される飼料化資源を分別し、乾燥機によって加工し、できたエコフィードは肥育豚が購入し、給与している。年間 1500 トンの
エコフィードを生産しており、処理能力対比製品化率は 20.8％となっている。
「食品残さの飼料（エコフィード）の利用を進めるために」社
団法人配合飼料供給安定機構、2006 年。
７）エコフィードの販売価格についてみると、Ａの場合 1 万 1700 円 / トン、Ｂは 1 万 8000 円 / トンとなっている。
「食品残さの飼料（エコフィー
ド）の利用を進めるために」社団法人配合飼料供給安定機構、2006 年。
8）「食品残さの飼料化（エコフィード）をめざして」社団法人配合飼料供給安定機構、2006 年 2 月、p.5 に一般廃棄物の処理量と処理費用（焼
却埋め立て費、人権費などを含む経費、平成 14 年度の神奈川県８カ所の実績）が掲載されているが、これらの平均処理費用を算出すると、4
万 3000 円 / トンとなる。処理量と経費とは相関が見られず、ここでは単純に平均経費 4 万 3000 円を適用した。もし食品循環資源として再利
用される 444 万 4000 トンが生ゴミとして処理されるのであれば、およそ 1900 億円の費用が発生することになる。
９）「食品系未利用資源を活用した養豚向けリキッド飼料化事業」ＮＰＯ法人三重スローライフ協会、2007 年 3 月 3 日、ｐ . １より引用。
10）ここでは発酵リキッド法で加工された飼料を給与して得られた結果である。対照区である低蛋白飼料との比較においても肉質検査や枝
肉検査において両区に差は認められないとの結果となった。実験データであるため十分留意する必要はある。ただし配合飼料との適切な混合
利用や原料成分の調整などを行えれば活用範囲は大きい。
11）2007 年 8 月 29 日付けの株式会社セブン＆アイ・ホールディングスの報道機関向けの発表で、東京 23 区（約 1000 店）のセブン−イレ
ブン店舗で排出される販売期限切れ商品を循環型資源として活用するとした。すでに 2003 年から堆肥化に続き、2007 年 9 月 1 日から飼料と
して再資源化を進めるとしている。これはセブン−イレブン独自の廃棄物回収システム「エコ物流システム」をベースに店舗で排出される期
限切れの商品を１日１回冷蔵回収し、100％リサイクルするものである。最終的には肥料と飼料として製品化されるが、飼料については高脂
肪高蛋白配合飼料原料、低脂肪低蛋白配合飼料、リキッド飼料の３種類が生産される。
12）
「日本飼養標準」中央畜産会、2004 年、p.13 の肥育豚（70 〜 115kg）の 1 日当たり飼料要求率（乾物当たり、1kg を増体するために必要な飼料）
3.07 を適用した。
13）千葉県畜産総合センターの「食品製造副産物利用における経営経済的評価」の試算結果をそのまま引用すると、
「リキッドフィーディン
グを導入している養豚農家を調査したところ、飼料の調整・生産コストは配合飼料価格の 59.2 〜 66.7％と推定され、発育改善効果とあわせ
た肥育豚での飼料節減効果は 31.4 〜 35.4％である。常時飼養 6000 頭規模の農家で導入された当該システムは、1000 頭規模以下では配合飼料
から変える有利性がほとんどなくなる」としている。
14)「循環性」「多様性」「関係性」の概念については「自前と自治の介護保険」色平哲朗、『現代農業』2000 年 2 月増刊、を参照されたい。
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ワ ンポイント 解説

有機農産物等の流通の様相
（社）ＪＡ総合研究所 基礎研究部 主任研究員

横田 茂 永 （よこた しげなが）

１．はじめに

注１）「有機農産物の日
本農林規格」により、遺
伝子組み換え技術を使用
せず、１年生作物であれ
ば播種前 2 年以上、そし
て栽培期間中も禁止され
た農薬や化学肥料を使用
していない圃場で栽培す
る等の生産基準を満たし
た農産物をいう。
注２）「特別栽培農産物
に係る表示ガイドライ
ン」により、その農産物
が生産された地域の慣行
レ ベ ル に 比 べ て、 節 減
対象農薬の使用回数が
50 ％ 以 下、 化 学 肥 料 の
窒素成分量が 50％以下
で栽培された農産物をい
う。

以前は、産消提携と呼ばれる生産者と消費者の産直形態による取引や専門の流通
業を介した宅配・店舗販売を通じてしか消費者が購入できなかった有機農産物 注１）
や特別栽培農産物注２）
（以下、有機農産物等という）の範疇にある農産物も、今では
大手量販店や外食産業で購入できるようになってきている。以下では、これら有機
農産物等の流通の様相について概説する。

２．有機農産物の流通の様相
2000 年から施行されている有機食品の認証制度によって、第三者機関（登録認定
機関）からの認定を受けない限り、有機農産物や有機加工食品（以下、有機食品と
いう）の名称を付して販売することはできなくなっている。制度の縛りは厳しくなっ
たものの、有機農産物生産段階での栽培方法の確認を食品流通業や外食産業が自ら
行う必要がなくなったことは、これら一般の食品産業等のなかでの有機農産物の取
り扱いを容易にすることになった。また、公的に位置付けられたことにより、消費
者へのアピールもしやすくなったと考えられる。
今日、量的には必ずしも多いとはいえないが、スーパーマーケットやデパート内
の青果物コーナー、ファミリーレストランや居酒屋、生協、インターネット販売な
ど幅広い領域で有機農産物が販売されている。これら一般の食品産業等のなかでは、
一部を除いて有機農産物に限定せず、特別栽培農産物を含めることで品揃えや量の
確保をしていることが多い。
一般の食品産業等が有機農産物等を調達するルートとしては、生産者や農業生産
法人との直接契約、あるいは直営農場の取り組みがある。しかし、有機農産物等の
専門流通業が、中間流通の役割を果たしているケースも多いと考えられる。これら
有機農産物等の専門流通業は、一般の食品産業等への供給ルート以外に、自然食品
店と呼ばれるような有機農産物等を専門に販売する店舗への卸、宅配や直営店舗、
直営レストランなど独自の販売ルートを持っている。有機農産物等の専門流通業が、
有機食品の中間流通の機能を果たしているのは、産地開発や生産者との契約で従来
から培ってきた独自のノウハウを発揮しているからである。
これら有機農産物等の専門流通業の多くは、一般の食品産業等とは異なり、国産
農産物中心の取り扱いをしている。また、㈱ビオ・マーケットを除くと有機農産物
のみに特化せずに、特別栽培農産物を含めた品揃えをしている場合が多い。
有機食品に特化しているという点では、他の有機農産物等の専門流通業とは事業
形態を異にするが、自然農法販売協同機構もある。自然農法販売協同機構は、卸売
よ やく あい たい
市場の予約相対を利用して大手量販店等に有機農産物を供給している会社である。
最近の有機加工食品の増加は、有機農産物の流通ルートにも大きな変化を及ぼし
ている。有機加工食品の製造には、有機農産物等の専門流通業が、加工食品メーカー
に原料を供給して委託生産をしている以外に、加工食品メーカーの独自製造もある。
そのような加工食品メーカーでは、直接契約や直営農場、あるいは有機農産物等の
専門流通業などを通じて国内から原料調達をするだけでなく、外国から原料を輸入
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しているケースもある。直接消費用として輸入だけではなく、加工原料や加工食品と
しての輸入が新たな有機食品の流通ルートとして拡大していることが推察される。

３．数値的には把握されていない有機農産物等の流通実態

注 ３）
「有機農業の推
進に関する法律」で
は、「 化 学 的 に 合 成 さ
れた肥料及び農薬を使
用しないこと並びに遺
伝子組み換え技術を使
用しないことを基本と
して、農業生産に由来
する環境への負荷をで
きる限り低減した農業
生産の方法を用いて行
われる農業」を「有機
農業」としており、
「有
機農業による農産物」
のなかには認証を受け
ている「有機農産物」
以外のものも含まれ
る。

このように一般の食品産業での有機農産物及び有機加工食品の取り扱いが増加する
ことによって、有機食品の流通の様相は以前よりも複雑化していると考えられる。し
かしながら、有機農産物や有機加工食品については、その認定事業者数および国内・
外国での格付量のみが農林水産省により公表されているだけである。外国での有機食
品の格付量のうちどの程度が日本に輸入されているのか、外国での消費や日本以外の
国への輸出に回されているのかは不明である。有機農産物のうち有機加工食品の原料
になっているもの、認定を受けていない加工食品の原料になっているもの、そのまま
消費されているものといった構成もわからないのである。
特別栽培農産物については、ガイドラインのみで、罰則を具備した認証制度が法制
化されていないため、その生産量についても国レベルでの統計データは存在しない。
地方自治体が独自に認証を行っているところもあるが、これらはあくまで任意である。
そのため、量的な把握自体も正確に行うことは難しいのである。
「有機農業の推進に関する法律」が、議員立法として 2006 年 12 月 15 日に施行され、
同法に基づく「有機農業の推進に関する基本的な方針」が 2007 年 4 月 27 日に公表さ
れた。現在、都道府県での推進計画も策定され始めている。このように政策的にも有
機農業を推進する方向にあるなかで注３）、統計では把握が困難な有機農産物等の流通
経路の実態調査による解明が重要な課題となってくることだろう。

【写真】
㈱ビオ・マーケットが
直営する有機食品専門
店ビオ・マルシェの店
内。旧来の自然食品店
のイメージを一新した
明るいレイアウト。
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＜ＪＡ横浜＞地産地消を広げ、横浜を
「ハマッ子」の町にする
（社）ＪＡ総合研究所 客員研究員

根 岸 久 子 （ねぎし ひさこ）

１．大都市横浜の農業
人口 350 万人余を擁する大都市横浜。横浜と聞いて、まず頭に浮かぶのは「みな
とみらい地区」や「横浜中華街」等の都会的空間であろう。しかし、その周辺には
約 3400ha の農地があり、野菜を中心に植木、果樹、畜産等の多様な農業が営まれて
いる。とりわけ、野菜については販売されているものだけでも約 60 品目に及び、地
域自給率は 20% 程度になるとのこと。
このような「どっこい生きている都市農業」は、ＪＡ横浜（田奈地区を除く全市
地域がエリア）が 20 数年前から取り組んできた地域農業振興策が生み出したもので、
要となったのは「誰でも、何でも、いつでも、少量でも」を合言葉に、農家が作っ
た思い思いの作物を、ＪＡが集荷・販売するというＪＡ横浜独自の流通システム（一
括販売方式）を構築したことである。平成 6 年にはＪＡ横浜（合併前のＪＡ横浜南）
のオリジナルブランド「ハマッ子」を立ち上げ、管内で生産された野菜をすべて「ハ
マッ子」とした。こうした流通・販売戦略により、量販店等と提携した直販や産直、
農家の直売等が増加し、現在、ＪＡ全農と連携して運営している地場野菜流通セン
ターを拠点として出荷している生協やスーパーは約 50 店舗にも及ぶ。
そこで、今回は、その仕掛人の矢沢営農部長にお話を伺った。

２．流通戦略が生み出した「ハマッ子」̶大都市の地産地消戦略

［写真］
ＪＡ横浜のオリジナルブ
ランド ｢ ハマっ子」のラ
ベル。仕掛人の矢沢営農
部長自らがデザインを手
掛けている。

始まりは昭和 62 年当時のことで、地元の新鮮な野菜を探していた地元スーパーと、
小ロット出荷が宿命である横浜農業の特性を生かした地域密着型の農業振興策の必
要性を検討していたＪＡ担当者（矢沢）との出会いにある。
最初に舞岡地区（10 数戸）が取り組むことになったが、「地域にあるものは何で
も使う。あるがままの作付けを変えることはしない」ことを条件に、スーパーでの
直売コーナーがスタートした。
他地区の参加農家も徐々に増える中で、規格化とその簡素化に取り組んだ。消費
者にとって細分化され過ぎた規格は不要と考えたからで、市場では 28 規格で行われ
ていた規格を 6 規格に集約した。こうして一定の水準以上で価値を均一にすること
で商品化し、ＪＡが一括集荷して販売することにした。しかし、そうなると規格外
品として扱われる危険性を孕んでいるので、新しい規格が認知されるように店舗の
棚にすぐ並べられる荷姿で流通させることにした。これが「ハマッ子」の誕生である。
地の利とネームバリューを販売戦略にしたわけであるが、それは「地産地消は顔
が見えること」にこだわり、消費者へのメッセージを重視したからである。ブラン
ド化に当たっても、消費者に農産物が届いた時に「これは地域でできたものですよ」
というメッセージを伝えることだけを方針にしたという。そうした「心を伝える」
精神は、ＪＡ事務所を訪問した際に目にした「野菜が踊る」ような、「野菜が語りか
ける」ような販売促進用ポスターからもうかがえた。

３．直売ネットと直販ネットで進めた「地産地消」
「地産地消」を促進する、といっても当ＪＡでは、いわゆるファーマーズマーケッ
トのような直売所は設置してこなかった。なぜなら、本当の地産地消は地域自給率
を上げることであり、それは、まず農家の自給があり、それを隣近所の自給、さら
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に地域の自給へと自給の連鎖を積み上げることで可能になると考えるからである。直
売拠点が線になることが必要だが、ファーマーズのような店舗を構えると、顧客であ
るスーパー等との競合が避けられなくなり、線になりにくいので、それよりもスーパー
等の量販店の販売展開に便乗して面的に地域を押さえていくという方向でやってき
た。実際に、一括販売方式による量販店や生協等との直接取引による直販は、販売量、
販売額ともに年々増加し、市内を網羅する形で地産地消の「直販ネット」を拡充して
きた。
もう１つの「地産地消」策は、地域の自給率向上は農家の自給から、との方針で展
開してきた農家直売所の強化とネットワーク化である。現在、組合員の直売所は約
900 カ所あり、うち 350 カ所が直売ネット（3 年目）に加入している。今のところは、ホー
ムページによる消費者への情報提供等であるが、これを相互に農産物を販売しあう流
通ネットにしていきたいとしている。
これに生産資材店舗に併設したＪＡ直営の直売所が加わるが、こうした直販ネット
と直売ネットが補完しあい、地産地消を点から線にしてきたといえよう。

４．目指すのは「横浜を『ハマッ子』の町にする」こと

［写真］
「ハマっ子」のマーク
の入った帯で出荷され
る野菜。ハマっ子ブラ
ンドが店頭に並ぶ。

［図］
ＪＡ横浜「地域農業振
興計画書」より。

前述したように、横浜市の野菜自給率は 20% 程度と推計されているが、矢沢部長は
これをアップさせたいと語る。潜在的可能性はまだあるという。
そこで、ＪＡ横浜が打ち出したのが「拠点直売所及びファーマーズマーケット構想」
である。目的は、直売ネットと直販ネットを中心に展開してきた地産地消に加えて、
ＪＡ主体の直売拠点を整備し、地産地消を線から面へと拡大することにある。
具体的には、遊休施設やＪＡ直営の直売所のうち一定の要件を満たすものを中規模
の直売所 ( 拠点直売所 ) として整備し、複数設置することと、スケールメリットが生
かせるファーマーズ・マーケットを設置するというもので、構想では主として前者の
整備が中心であり、後者は 1 カ所となっている。
そして、経済事業改革への対応もあり、これらには集荷機能のほか直売ネット参加
農家の引き荷要請にも対応する等、地産地消の拠点機能を付加するほか、営農拠点の
機能も持たせ、「農業塾」（対象は 20 歳〜 22 歳）や「U ターン農業者講座」等の新た
な担い手育成も担う。とりわけ重視しているのが女性農業者の育成である。すでに横
浜市には独自の女性農業者育成策があ
り、それを通してパワーアップし農業や
【図】直販ネット・直売ネットによる
直売、農産加工等の第一線で活躍してい
地域流通のイメージ
る女性がキラ星のごとく存在しているの
で、これにＪＡの取り組みが加われば、
どれだけの力になるか。横浜農業の未来
を女性にかけるＪＡの思いが伝わってく
る。そのほか食農教育機能や農業発信機
能等の消費者対策も受け持つ、いわば地
域農業発展に不可欠なすべての機能をも
つことになる。
これまでの実践を通して「横浜を『ハ
マッ子』の町にする」との思いは、生産者・
担当者ともに強まっているとのことであ
り、この構想のもとにＪＡ横浜は、新た
な「地産地消」戦略を私たちに見せてく
れるのではなかろうか。そしてまた、
「地
産地消とは何か」「何をなすべきか」を
直売所、量販店、学校給食等すべてをネット化し、
問いかけてくるのではなかろうか。
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『変化を実りに変える経営のポイント』
心理学博士

鈴 木 丈 織（すずき じょうじ）

医学博士・心理学博
士。東京大学卒業後、
渡米。Ｕ・Ｃユニオ
ン大学院（心理学）、
セント・トーマス大
学院（身体精神医学）
博士号取得。

新人の配属や人事異動、部署再編成等、春は職場の人間関係や環境の変化が著しい時期です。周
囲は新しい希望に満ちあふれているように見えますが、あなた自身は何となくそわそわして落ち着
きがなく、いつもの仕事にも集中力がないように感じていませんか。意欲がない訳ではないのに一
方で気が重い、そんなストレスに埋没していませんか。

１．心は変化を嫌い、通常を好む
人間の心は周囲の環境が変化することを極端に嫌います。変化に振り回されてジタバタしたくな
いからです。日常とは異なる変化への対応にはリスクも伴います。その変化自体、自分にとって好
ましいものばかりではなく、望まない変化に対して、どうしても不適当と思える対処しかできない
こともあるからです。
環境の変化は、もっぱら自分以外の外部要因によってもたらされます。例えば、上司も部下も自
分が選べるわけではありません。まして、複数の因果関係が絡み合って生み出される変化には、対
応方法も複雑で大きなストレスになります。
そうなると、私たちにとっては「昨日と同じ今日、今日と同じ明日が一番都合がよい」となるの
です。刺激のない順調な経過は、精神的にもっとも安定した環境となります。安定の連続に私たち
は安堵を抱きます。実はその安堵のなかでこそ、自分自身の最善を発揮しようと試みるものなので
す。
人間にとって、最善を発揮して自分自身を向上、成長させることはうれしいことです。だれもが
自分を主役にした自己成長ドラマを演じてみたい、と思っています。そのために必要なのが、安定
した「通常」の環境です。
ここでいう「通常」は「マンネリ」とは違います。
「惰性」とも異なります。自分で何も考えず、
流されるままにいるのがマンネリであり、それをただ繰り返すのが惰性です。しかし、「通常」は、
流れに身を置きながら、自分の意思を自由に表現し、自分中心に周囲を動かすことができます。主
体的な創造の連続が可能です。それこそが望ましい「通常」なのです。

２．心は否定を優先する
「通常」を志向するため、意識は常に最善を求めます。しかし、それは元々人の心に否定傾向が強
いためです。心が根源的にもっている否定傾向をそのままにすれば、私たちの行動は、すべてがマ
イナスの方向に陥ってしまいます。そこで、意識がきちんとコントロールし、マイナスを断ち切る
役割を持っているのです。
例えば、突然何の情報も持たずに１つの事象を前にしたとき、私たちはどのように判断を下して
いるでしょうか？
「本当にこれは役立つのだろうか」
「こんなにうまい話には用心しなくては！」
人と出会ったときも同じです。
「やけに明るく元気だけど、裏に何かあるのではないか」
「私はそうたやすく騙されませんよ！」
このように、事象や相手について十分に評価する知識や情報がないのに、短絡的に自分の都合の
よいイメージで判断しがちです。その心理は、きわめて「懐疑的」です。
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３．潜在可能力を否定する阻害因子
誰にも潜在的な可能性があるはずなのに、うまく発揮されない。その理由は、あなたの外には存
在しません。潜在可能力が顕在化されなかった最大の原因は、あなた自身の過去の努力と現在の自
己への期待の不足です。そして、最悪の要因は、あなた自身のパーソナリティーにもあります。
次のような心理的因子を内なる「敵」として持っていないか、素直に確認しましょう。
①興 味 本 位 ：
②安易な妥協：
③自 己 逃 避 ：
④自 己 弁 解 ：
⑤自 己 満 足 ：
⑥自 己 憐 憫 ：
⑦他 力 本 願 ：
⑧自 己 顕 示 ：
⑨愚
痴：
⑩怒
り：
⑪見
栄：
⑫う ぬ ぼ れ ：
⑬独りよがり：
⑭ね た み ：
⑮嫉
妬：
⑯ひ が み：
⑰憎 し み：
⑱恨
み：
⑲こ だ わ り ：
⑳と ら わ れ ：

見せかけだけ、冷やかし半分の興味のこと
深く考えずに相手の言いなりに自分を変えること
「自分のすべきことではない」と何もやらずに逃げること
言い訳探しをすること。やる前からできない理由を見つけること
「やるだけは、やっています」「こんなものですよ」という意識
自分に同情を求めること。もっと憐れんでもらいたいと思うこと
自分は努力せず、相手の努力による成果を期待すること
思ったことを思ったまま相手を無視して強要すること
不平や気に入らない点を誇張してダラダラ攻撃すること
自分の都合の悪い事に対して脅すように攻撃すること
背伸びをして、できないのに知ったかぶり、できるふりをすること
鼻にかけて、小さな成功も自分の手柄にしてしまうこと
思い込みでそれを絶対視すること
できる相手を羨ましがるだけで、努力の評価などはしないこと
自分をマイナス視して可愛がられる行為を羨むこと
できない自分とできる相手の比較ばかりを繰り返すこと
幸せを妨害する相手に対して、攻撃や敵視すること
失敗したのは他人の影響によると思い込み続けること
固執して、変えるべきことや変えられることでも変えないこと
小さな失態、とるに足らないことをずっと根にもつこと

４．変化をプラス要因に変える意識
人間は、根本的には成長を好み、進化を望みます。心は否定を優先し、意識は肯定を優先してい
くのです。だから、常に安定にとどまろうとする心理に対し、自己改善に挑もうとする意識をいか
に働かせていくかを考え、マイナスとプラスのバランスをとる必要があるのです。すべてのマイナ
スはあなた自身の内にあるのです。
例えば、ダメ職員と優秀な職員を比較してみましょう。ダメ職員は、変化に適応する努力もせず自分流に
こだわり続けます。しかし、うまくいかないと自分が成長できない理由を常に周囲の環境や他人のせいに
します。一方、優秀な職員は、変化と協調できるポイントを探そうとします。１人では挑戦しにくくても、み
んなと一緒ならできるかもしれないと、前向きに考えます。変化のなかにも「何かチャンスになるプラスαを
身につけてやろう」と考えるのです。たとえマイナスと思われる環境でも、周囲に好影響を与えてプラス要
因に変える能力を持っているのです。
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╋ 潜在可能力 ╋

顕在化促進

このような「人間の心理法則」を理解
すれば、自分にあった「動き」を誘導し、
チャンスを創り出し、主体性を発揮して
楽しい毎日を送ることができます。与え
られた環境として昨日と今日は同じで
も、その人が実際に生きる「今日」は昨
日とはまったく違ってくるのです。１人
１人の意識で、変化は実りに変わります。

変化→困難・障害
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読 書
の 窓 『Ｈ . ミンツバーグ経営論』
ヘンリー・ミンツバーグ著
ＤＩＡＭＯＮＤハーバード・ビジネス・レビュー編集部訳
ダイヤモンド社（2007 年１月 12 日）
（社）ＪＡ総合研究所 基礎研究部長

吉 田 成 雄 （よしだ しげお）

わが国では日本語への翻訳書が多いピーター・ドラッカーはよく知られてい
るのに対し、ヘンリー・ミンツバーグを知る人は少ない。だが、欧米ではドラ
ッカー同様よく知られており、
『エクセレント・カンパニー』の著者であるトム・
ピーターズとロバート・ウォーターマンは「世界最高の経営思想家」とまでいう（「はじめに」）。
本書には

Harvard Business Review

に寄稿されたミンツバーグの１０の論文が収められている。ミン

ツバーグの研究テーマを大きく３つに分け、「マネジャーの仕事の分析」を第Ⅰ部に、「戦略形成」と「組織
設計」をそれぞれ第Ⅱ部と第Ⅲ部にまとめている。
神戸大学大学院経営学研究科の加護野忠男教授は「本書を読むに当たって、ミンツバーグ教授の結論を学
ぶという姿勢ではなく、教授がどのような方法でその結論を出しているか、を学ぶという姿勢を取ってほし
い。それが経営者になる人の本の読み方だと私は思っている」（
『Ｈ・ミンツバーグ経営論』に寄せて「
『素
朴な問い』の重要性」
）と記す。ミンツバーグの姿勢は、これまでの理論や常識を疑ってかかることだ。ド
ラッカーの著作が機知に富んだ有益な箴言の塊であるとすれば、ミンツバーグはもちろんそうした側面はあ
るが、むしろ素朴な子どものような疑問を取っ掛かりにして、常識とか、暗黙に共有している前提を改めて
検証し、現実にそれが妥当なのか、本当にそのような事実があるのかといったことを考え抜くプロセスに読
者を参加させる。それは、ミンツバーグが考えた結論に従ってではなく、いま自分が置かれた組織ではどう
だろうか、といったことを同時に考えることである。
「マネジメントの世界は、不可思議なことこのうえない。（略）少なくとも、流行のマネジメント理論、そ
してマネジメント慣行の大多数はまったくの常識外れである」、これが第５章の書き出しである。
ミンツバーグは、現在、研究よりも教育にその時間を費やしているという。
「ただしそれは学生の教育で
はなく、次代のリーダーたちの教育である。これは彼自身がたどり着いた一つの結論でもある。ミンツバー
グいわく『マネジメントはリーダーシップにかかっている。これは教室では教えることができない』
」
。ミン
ツバーグは現在のＭＢＡ教育を批判的にとらえて語る。
「若いうちに学校の成績だけで選抜され、たとえば
商品を製造する、顧客にサービスを提供する、さまざまな人々と一緒に何かを成し遂げるといった経験──
いずれも大変難しい仕事のはずです──も不十分なまま、追越車線を走って昇進していく人たちに社会を任
せられますか。私はＭＢＡを生産することよりも、たたき上げのマネジャーたちに自分の時間を捧げたいと
思っているのです」
（
「補遺

アングロサクソン経営を超えて─インタビュー─」）

では、どのようなマネジャーを育てたいというのだろうか。
「有能なマネジャーは常に、抽象的な思考を
しながらも、地に足の着いた行動を取ろうとしている。考えずに行動するのは軽率、行動せずに考えだけを
巡らすのは慎重にすぎる。マネジャーはみな、これら二つのマインドセットを結びつける方法を見出さなけ
ればならない。すなわち、
『内省』しながら、
『現実的な行動』を選択すべきなのだ」
「内省のテーマは自分
自身だ。自己を知らずして洞察など得られはしない」
最後に第５章「マネジメントに正解はない」から気がかりな考察を１つ紹介しておこう。
「考察９：組織
に必要なのはたゆまぬ心配りであって、『余計な治療』ではない」「だからこそ、医師よりも看護師の仕事の
ほうがマネジメントの参考になり、男性よりも女性の方が経営に向いていると考えられるのだ。
（略）外科
医なら手術を行うのは当然だが、経営者は余計なことをする人々があまりに多い。経営者は、経営手法や組
織を改善しようとたえず大きくメスを入れ、さまざまなものを取り除く。その挙げ句に、手に負えなくなっ
た事業を看護師に委ねるのだ。
（略）組織は育てる必要がある。常に変わることなく世話をして、いつくし
むべきなのだ。避けなければならないのは、社外から新任ＣＥＯがやってくるつど、斬新な戦略プランを取
り入れたり、大胆な組織改編を行ったりして、組織を疲弊させてしまうことである」
以て他山の石としたい。
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お知らせ
■常務理事の退任と就任について■
2008 年３月末をもって、常務理事黒瀬幹夫（企画総務部担当）
、常務理事櫻井勇（地域研究部
担当）が退任し、新たに４月１日付けで常務理事吉田正己（企画総務部担当）が就任いたしました。

■機構改革について■
2008 年４月１日付けで、これまでの協同組合研究部、経営研究部、地域研究部の３部を廃止し、
新たに調査研究を専担する「基礎研究部」と相談・研修・コンサル等を中心とする「経営相談部」
の２部を設置する機構改革を実施しました。

編集後記
今号の基調テーマは、ＪＡ改革に関連するテーマのなかで「農産物流通 変化への対応」に焦
点を当てて企画編集を行った。論説は千葉大学大学院斎藤修教授に執筆していただいた。また、
ＪＡ富里市の仲野隆三常務理事からは当研究所の研究会でご報告いただいたものを取りまとめ
て、実践報告とさせていただいた。今村奈良臣研究所長のコメントと合わせてお読みいただきたい。
「コラム」は当研究所常勤役員の持ち回りで執筆してきた。今号は、３月末で当研究所を退任
された前常務理事黒瀬幹夫氏から頂いた原稿を掲載した。同氏にはＪＡ総研の発足準備段階から
今日までご尽力いただいたことに対し改めて感謝したい。
（基礎研究部長兼企画総務部付企画担当 吉田）
新年度が始まり、よし、がんばるぞ〜などと意気込んでいた矢先、はりきりすぎがたたったの
か体調を崩し、数日間仕事を休んでしまいました。ひどい胃炎でほとんど何も食べられないよう
な日々が続き、体力は落ち、ほおもげっそり……。年初にたてた今年の目標は「柳のようにしな
やかに」でしたが、しなうどころか、しなびてしまい、平成 20 年度は波乱（？）の幕開けとな
りました。体調を崩してみて初めて実感する健康のありがたさ。体調管理がおろそかでは決して
いい仕事はできません。今年の目標に、新たに「健康第一！」も加えることにしました。
さて、私は今号で初めて取材に同行させていただきました。シリーズ《現地報告》で根岸客員
研究員とともにＪＡ横浜の矢沢営農部長を訪ね、直接お話をうかがいました。「地産地消をもっ
と広げ、横浜を『ハマッ子』の町にしたい！」と熱く語る矢沢部長の熱意にうたれ、こんなに
すばらしいＪＡがあるのだ、と、とても頼もしく感じるとともに、ＪＡってすごい、
農業ってすごい、と心から感動しました。机上では決してわからない現場の状況
を、担当部長からじかにうかがえたことは、これまで事務方一本で、現場を
知る機会が全くなかった私にとって、とても意味ある経験の第一歩とな
りました。ＪＡや農業をもっともっと応援するために、私たちＪＡ総
研ができることは何か、改めて考えるきっかけにもなりました。
『Ｊ
Ａ総研レポート』でも、今後さまざまな角度からＪＡや農業をとらえ、
新たな情報発信を行っていきたいと思います。
（基礎研究部企画調整室長 小川）

ご意見・ご感想をお寄せください
『ＪＡ総研レポート』は、食料・農業・農村・ＪＡなどに関する情報を提供することを目的とした社団法人ＪＡ総合研
究所の機関誌です。読者の皆様のご意見やご感想をいただき、より充実した誌面づくりに役立てていきたいと考えて
おります。つきましては、本誌に関する皆様のご意見・ご感想をお寄せください。
【送付先】 ＦＡＸ：０３−３２２２−０００２
〒１０１−０００３

東京都千代田区一ツ橋２−４−３

社団法人ＪＡ総合研究所『ＪＡ総研レポート』編集部
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