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懐かしさあふれるイラストがついた「こどもびいる」はネーミングの面白さもあ
り、全国ブランドに。仕掛けたのは佐賀の老舗の「ラムネ屋さん」だった。

変革は人にあり

27 朝霧 幸嘉／埼玉県
株式会社協同商事

川越の農業者の強い要望で農業指導をするために移住した朝霧さん。指導するうち
に新たな事業を見出した。農業者と協力し地ビールを生産し、一大町おこしに発展。ビ
ール研究にも力を入れ、世界的な食品コンテストでも賞を総なめにするほどになった。

＊本誌掲載文のうち、意見にわたる部分は、筆者個人の見解です。

観天
望気

夢の保存食

今年の夏は暑かった。人間もへばったが、野菜もへばった。不作を
うけて、野菜の市場価格が高騰している。サンマも不漁だという。不
作・不漁は凶事であるが、市場経済のもとでは想定外の豊作・大漁
も必ずしも幸せなことではない。価格の暴落を前に、畑に立派に育

國枝 武和

った野菜が収穫されることなくそのまま機械につぶされていく。そ

くにえだ たけかず
1971年岐阜県生まれ。東京大学にて薬学博
士号を取得。現在の専門は極限生物学。完全
乾燥してさまざまな極限環境に耐える動物クマム
シを材料に、生命と物質の差を探る。東京大学
大学院理学系研究科助教。クマムシゲノム解読
の研究代表者。
「爆笑問題のニッポンの教養」
などに出演。

うした映像を見たことのある方も多かろうし、生産にたずさわった
ほんろう

方であれば思いはなおさら複雑であろう。自然に直接寄り添う農林
水産業はこうした変動に翻弄されやすい宿命を持つ。農作物や水産
物は長期保管が困難で供給量の変動を吸収できにくいことも市場
価格の高騰や暴落を招く原因の一つになっている。
この食物の長期保管について自然の知恵を生かすことはできない
かと最近考えている。自然界には実に変わった性質を持つ生物がい
る。たとえばクマムシという微小動物は、普段はコケの上などの薄い
水膜の中で生息しているのだが、晴天が続いて周囲が乾燥してくる
と自分自身も脱水して「樽」と呼ばれる干からびた状態になる。この
状態は完全に干からびて生命活動も止まった状態で、
一般的には「乾
眠」と呼ばれる。いわば天然の干物であるが、魚の干物と違うのは、
水をかけると吸収して膨らんで一〇分から二〇分程度でまったく元
通りに生き返ってしまうのである。クマムシの寿命はおおむね数カ
月程度であるが、乾眠状態では数年間保存でき、しかも乾眠してい
た期間は寿命には含まれず、活動期間の総和が寿命に達すると息絶
える。この性質は卵でも幼体でも成体でも見られる。
もし、魚で同じことが可能になったと想像すると、乾燥した魚を
運送・保管し、食べたくなったら水を加えて生き返らせればいつで
も新鮮な刺身が食べられる。活造りさえ可能なはずだ。夢のような
話であり、実際、現時点では、産業応用はおろかクマムシ自身での仕
組みも分かっていないので夢そのものなのだが、こういうことが可
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能になれば、自然に翻弄されざるを得ない農林水産業にとっても一
助になるのではないかと夢想している。

極限生物学者
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ネットが食品流通の現場を大変革

Mayami Naka

Yukihiko Uehara

上原 征彦

なか まやみ
株式会社コムテック シニアコン
サルタント。大阪市出身、筑波
大学経営・政策科学研究科経
営システム科学専攻修士課程
修了。NTTテレマーケティング
株式会社
（現NTTソルコ株式
会社）
などを経て、
02年より現職。

うえはら ゆきひこ
明治大学専門職大学院 グロ
ーバル・ビジネス研究科教授。
1944年北海道生まれ。東京大
学経済学部卒業、
日本勧業銀
行（現みずほ銀行）、財団法人
流通経済研究所などを経て、
2004年より現職。

きているかをみると、日本は古くから魚屋や八百

現在の小売業態がどのように成長し、変化して

て位置づけられている。また、食品スーパーも地

の機能を持ち、生活には欠かせない小売業態とし

ストア（CVS）は、現在では社会インフラとして

多様なサービスを展開しているコンビニエンス・

一方、われわれの生活の利便性を追求し、多種

を遂げている。

四兆三一〇〇億円と過去最高額を占め、毎年成長

度の調査結果では、通信販売業界全体の売上高は

社団法人日本通信販売協会による二〇〇九年

その後、大量仕入れ、大量販売によるチェーン

現し、消費者の購買意欲を喚起させ成長を遂げた。

化とともに、百貨店やＧＭＳ（総合スーパー）が出

ーションの進展や消費者のライフスタイルの変

ところが、一九〇〇年代に入るとモータリーゼ

クトマーケティングを展開している企業の成長

ズが急速に高まっている。このことから、ダイレ

加や高齢化が進み、宅配や通信販売といったニー

る。また、インターネットが普及し、有職主婦の増

ていくであろう業態としてとらえることができ

この二つの小売業態は今後も安定的に推移し

いる。

でも通信販売が成長していることが注目されて

を利用するケースだけでなく、都会の高級住宅地

とになり、現在では衰退の方向をたどっている。

の影響も受け、より厳しい競争環境に置かれるこ

貨店、ＧＭＳは、バブル崩壊などによる消費低迷

１）。

づく小売業態が伸びていることを示している（図

以上のような動きは、消費者の居住地により近

や通信販売を利用する消費者が増えている。

な買い物をする店舗が近隣になく、そのため宅配

率的な運営ができないことから、日常生活に必要

エンス・ストアが出店するにはコスト高となり効

高級住宅地は地価が高く、スーパーやコンビニ

高級住宅地でも通信販売

オペレーションを展開するスーパーや郊外型ショ

が注目されてきたことは、間違いない。

るため近隣に店舗がないという理由で通信販売

通信販売の最近の傾向には、過疎地に住んでい

屋といった専業店が自然発生的に集積し、商店街

域生活に必要なものとなっている。

中 麻弥美

を形成して街が反映してきた。

インターネットが今や食品流通の現場を変えつつある。パソコンや携帯
電話から宅配や通信販売にアクセスするネット店舗型流通がそれだ。消
費者の高齢化や女性の社会進出がきっかけだが、既存流通に一大変革を
迫ることができるか。

明治大学専門職大学院教授

ッピングセンターが台頭してくると、商店街、百

消費者への直接流通に弾み

株式会社コムテック
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ど幅広い品ぞろえで多様な消費者ニーズを捉え

ている。本やＣＤ以外にも家電、日用品、食品な

信販売企業を大きく引き離してトップに位置し

年の通信販売企業の売上ランキングでは、総合通

〇五年から急速に売り上げを伸ばしており、一〇

とりわけアマゾン・ドット・コム ジャパンは

ーネット通販が急速に成長してきている（図２）。

二〇〇〇年以降は情報化の進展によりインタ

に、この対話（接客）をベースにしつつメーカー・

る（言い換えれば接客できるようになる）と同時

小売のいずれもが消費者と対話できるようにな

ところが、これからの流通は、メーカー・卸売・

価値をつくることが主たる流通の機能であった。

のが基本的なパターンであった。ここでは移転の

カーから卸売を経て小売店頭に到達する、という

り、この情報の流れをもとに商品が物理的にメー

ンストリームは大きく変わりつつあるといえる

く「接客型流通」「創造型流通」へと、流通のメイ

造プロセスに取り込むために顧客に接近してい

「集客型流通」「集物型流通」から、顧客を価値創

仕入れソースからモノやサービスを集めて売る

遠くから顧客を集め、これに向けてさまざまな

の兆候ともいえる。

出すデルコンピュータの事例は、こうした方向へ

でユーザーと対話して新しいサービスをつくり

スーパー

（安定業態）

41,400
29,000
2008

20,800
24,900
2001

20,300
23,900
2000

27,900
2003

21,900

2002

21,400
26,300

33,600
24,900
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36,800
26,700
2006

43,100
29,500
2009

全体
会員企業

年度

38,800
27,600
2007

30,400
22,700
2004

ダイレクトマーケティング （成長業態）
宅 配

図２ 通信販売売上高の推移（2000〜2009）

（出所）
社団法人日本通信販売協会
※推計値は物販を中心とした当協会の会員企業の売上に、
有力非会員約150社の売上を加えて算出しております。

億円

えることができる。

卸売機関である営業部門が小売を包摂したと考

のである。メーカーがネット店舗を経営すると、

ル画面（携帯電話などの移動体での画面）そのも

であり、小売に当たるのはパソコン画面やモバイ

たとえば、アマゾン・ドット・コムは卸売企業

ィング企業であり、卸売機関そのものである。

舗を展開する企業も、まさにダイレクトマーケテ

ネット店舗と呼ぶことにする。こうしたネット店

呼び、インターネットによる販売での顧客接点を

今、物理的な店舗での顧客接点をリアル店舗と

ていくと考えられる。

流通の有効化・効率化にとって重要な役割を担っ

活用が、顧客との関係性の構築に役立つとともに、

顧客に接近していく際には、インターネットの

（図３）。

卸売・小売の間で情報の交流が展開され、消費者

流通のメインストリームに変化

出されるようになる。

を巻き込んだ情報が創造され、新しい価値が生み

ている。
小売業態の変化やインターネットを活用した
通信販売の急速な成長を述べてきたが、情報化を
背景として流通の役割や機能に関して大きな変
化が生じるであろう。

CVS

Ｐ＆Ｇとウォルマートとの共同商品開発や、部

（衰退業態）

従来の流通は、小売の物理的店舗で集客した消

GMS

品製造段階・組み立て段階・販売段階のおのおの

図１ 日本における小売業態の変遷

費者からの注文が卸売を介してメーカーに伝わ

百貨店
商店街

このようなネット店舗を利用すれば、オーダー

メイドの洋服も低コストでつくれるようになり、

個別対応型マーケティングが普及していくこと
になる。

ここで、ネット店舗がリアル店舗に勝る点は、

おおよそ、次の三つに要約できる。
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集客型流通戦略から接客型流通戦略へ

消費者
（アプローチ）
流通業者
（恊 働）

長所をもつからである。

むしろ、リアル店舗とネット店舗のいずれが消

ず、多くの労力と時間がかかる。しかしネット店

用対便益がリアル店舗のそれより大きく、ネット

以下では、食品に関して、ネット店舗固有の費

買うことができる、という意味で「品選び欲求の

よく、まとめ買いによって単位当たり宅配費

調達時間の長さをそれほど気にしなくても

第三にネット店舗では、リアル店舗と比べ、品

5
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は、いつも同じ品ぞろえと空間構成をしていては
消費者に飽きられてしまう。タイミングよく品ぞ

費者に選択されるかは条件適合的に決められる

舗では、情報をモノから遊離させているため、情

店舗で購入する確率の高い商品の特徴を明らか

鮮度を気にしない食品が対象

あろう、と推察することができる（図４）。

択されるかはおのおのの費用対便益で決まるで

そこで、ネット店舗とリアル店舗のいずれが選

（状況に応じて選択確率が異なる）。

ろえと空間構成を変化させることが店舗を魅力
的にする。

ネット店舗とリアル店舗
リアル店舗では、品ぞろえと空間構成を変え、
それを消費者に認知してもらうためには、仕入先

報を変えるだけで直ちに品ぞろえと空間構成の

にしておく。

から店頭までさまざまなモノを動かさねばなら

変化を消費者に認知してもらうことができる。

充足」という概念に集約することができる。この

用を安くできる商品。たとえば、ミネラルウ

①在庫型食品

「品選び欲求の充足」は小売機能の中でも最も重

ォーターやワインなどは重量もあり宅配効

上記の三つは、いつでもどこでも好きなものを

第一に、物理的限界を越えて品ぞろえを大幅に

要な機能の一つであることを考えると、ここで優

一方、ネット店舗が上述のような優位性をもつ

ことが可能になる。
第二に、リアル店舗と比べ、ネット店舗にアク

品選びへの欲求が強く、ブランド力があるた

佐藤錦（サクランボ）や魚沼産コシヒカリな

からといって、リアル店舗が大幅に減り、ネット

なぜならば、ネット店舗は、上述のような「品

どが挙げられる。また、鮮度が問題にならな

セスすることはきわめて容易である。たとえば、

選び欲求の充足」での優位性を実現するためには、

い食品、具体的には有名菓子店のケーキや焼

め現物を見なくても品質が推定できる商品、

商品を注文してからそれを入手するまでの時間

き菓子などもその一つである。ケーキは保存

店舗が世の主流になる、ということはないであろ

たものがあることに気づいても、再びそこに出か

すなわち調達時間がかかる、宅配してもらうため

技術が進み冷凍での配送が可能で、焼き菓

コンビニエンス・ストアのようなリアル店舗で買

けることはおっくうだが、ネット店舗にはいつで

の費用がかかる、という犠牲を担わねばならない。

子は賞味期限が数カ月あれば鮮度をそれほ

たとえば、地方のブランド力のある農産物、

も（たとえ真夜中でも）容易にアクセスすること

また、リアル店舗は、購入にあたって現物に触れ

ど気にする必要がないため、これらはネット

う。

ぞろえと空間構成の変化をタイミングよく消費

る魅力を享受できる、というネット店舗にはない

ができる。

者に認知してもらうことができる。一般に、店舗

い物をして家に帰ってから夜になって買い忘れ

②手にとって見なくてもよい食品

拡大することができる。ネットを利用すれば、消

（アプローチ）

率が良く、保存が利くためネット店舗で買

接客型流通戦略

位に立つネット店舗はこれから飛躍的に成長し

（プ ル）

費者は世界中の商品から好みのものを選択する

メーカー

消費者
（集 客）
流通業者
（プッシュ）
メーカー

われる確率が高い。

集客型流通戦略

ていくであろう。

図3

店舗で売れる食品について、その特徴を整理して

とができるという長所をもつ。以下では、リアル

間の短さや実際に商品を見たり、触れたりするこ

リアル店舗はネット店舗と比較すると、調達時

く、加工のための人的サービスが必要となる。

場合には、店頭で商品を確認するだけでな

よって刺身用、煮付用などの処理を依頼する

や肉などが挙げられる。魚であれば、部位に

食品、具体的には、鮮度を目で確認できる魚

鮮度が訴求され、人的サービスを必要とする

は三〇％弱、五〇年には四〇％弱まで上昇すると

める六五歳以上の高齢者の割合は、二〇二〇年に

高齢化社会がますます進み、日本の総人口に占

ニーズに応えていかなければならない。

人的サービスの強化をしていくことで消費者の

ービスのほか、客の目の前での調理加工といった

店舗で買われる確率が高くなる。

おく。

予測されている。

このような社会構造の変化の中で、高齢者にな

鮮度を重視し、さらに人的サービスが必要と

①非在庫型食品

される食品はリアル店舗で売れる確率が高

ができないなどの理由で買い物に出かける頻度

調達時間の短さを要求される食品、たとえ

ネット店舗とリアル店舗、それぞれの長所や特

が低下してくる。近隣に店舗がなければ、日常生

ると身体的な問題で外出が困難である、車の運転

腹が空いたのですぐに食べたい、といった緊

徴と、そこで売れる食品について述べてきた。こ

活に必要な食料品の買い物さえも不便さを感じ

くなる。

急な需要が発生した場合には、リアル店舗で

れを踏まえ、食品流通チャネルがどう変わるかを

ば、夕食を料理するのにすぐに使いたい、お

しかこのニーズに応えることはできない。こ

るようになり、宅配や通信販売などのニーズは高

ネット店舗が有利となる条件

ネット店舗に有利な商品

◦有名ブランドネクタイなど（P が大、R が小）
◦よく知られている健康器具など（R が小、P が大）
◦ミネラルウォーターなど（H が小、D が小）

リアル店舗に有利な商品

階においても消費者と直接接点をもつネット店

ロジスティクスを構築すれば、流通機関のどの段

はネット店舗で販売することができる。効率的な

まず、鮮度を重視しなくてよい食品のほとんど

能なネット店舗の活用も今後検討されていくで

と協力して対応しているが、多様な品ぞろえが可

在のところ近隣の商店街やスーパーなどが施設

の移動販売や宅配の必要性が増加しつつある。現

高齢者が施設内で楽しむ買い物を提供するため

さらに、老健施設や介護施設の拡大にともない、

まると考えられる。

予想してみよう。

◦オリジナルな新製品（R が大）
◦鮮度が重視される商品（R が大）
◦人的なサービス（R が大）

のような食品については、リアル店舗で購入
される確率が高いといえる。

図4 ネット店舗とリアル店舗

社会状況がネット販売を加速

舗で食品を扱うことができる。

あろう。

女性の社会進出も買い物の利便性を要請して

また、鮮度を重視する食品については、鮮度を
保つための低温配送、いわゆるコールドチェーン

いる大きな要因となる。今まで、有職主婦は、日

ばならなかったが、最近では携帯やパソコンから

宅配があれば、ネット店舗でも生鮮食料品を容易
これが適正な宅配費用で実現できると、農業生

宅配や通信販売にアクセスすることが増え、これ

常の買い物を通勤やお昼の時間に費やさなけれ
産者は直売所を持たなくてもみずからネット店

が彼女たちにとって重要な買い物手段となって

に扱うことができる。

舗を運営し、消費者と直接つながることもできる。
別化を図るために、ネット店舗では得られない便

は、ネット店舗型流通チャネルの拡大に結びつく

以上のように食品需要を取り巻く社会的変化

いる。
益を消費者に提供しなくてはならない。鮮度が訴

と思われる。

一方、リアル店舗においてはネット店舗との差

求される生鮮を扱うだけではなく、店員によるサ
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②手にとって見なければならない食品

S

<

D・H

R：現物を見ることによって魅力や信頼を感じる程度
S：店舗建設・維持費用の負担を苦痛に感じている程度
P：品選びの要求を充たす程度
D：宅配費用の負担を苦痛に感じている程度
H：調達時間の長さを不便に感じる程度

P
R

次世代の食品産業を探る
特集

特集 次世代の食品産業を探る

「おひとりさま」市場に意外なチャンス

Yudai Ono

Mari Watanabe

景気減速の影響が続いていた日本経済は、徐々に

二〇〇八年のリーマンショックに端を発する

ＳＴ』（注一）によると、「おひとりさま」需要拡大

ジャパンの外食・中食市場の消費者調査『ＣＲＥ

ようです。われわれのかかわるエヌピーディー・

この『ＣＲＥＳＴ』の調査結果からは、外食 中･
食市場をマクロ的に把握することが可能です。し

発信しています。

者購買行動を一年三六五日間、丹念に調査し続け、

ですが、ＧＤＰの回復がみられ、消費者マインド

かも、利用した業態やメニューについて具体的な
〇五年～〇九年のデータを抜粋したものです。デ

経営戦略の立案やセールスツールに活用されて

をとらえることができ、受信企業ではデータを、

利用実態、評価、再利用意向、利用者の属性など

業態によっては消費者の購買意欲に際立った改

ータから読みとれる外食／中食市場と消費者購

います。

今回、ご紹介するレポートは、『ＣＲＥＳＴ』の

善を感じることができないというのが現状では

買動向の現状を整理し、次代の食品産業の姿を探

まずはじめに、日本の外食／中食市場全体のト

ーン店の動きにより、さらなる競争激化は必至と

って既存市場に活路を見出そうとする大型チェ

新型店舗展開、低価格路線などあらゆる工夫によ

ケティング・リサーチ会社です。日本での事業は

され、小売店および消費者パネル調査を行うマー

を簡単にご紹介します。一九四七年に米国で設立

その前に、Ｔｈｅ ＮＰＤ Ｇｒｏｕｐのこと

五年には六九％であった利用率が〇六年に四ポ

こ数年は大きな変化はみられません（図１）。〇

または中食を利用した率）を時系列でみると、こ

外食・中食全体の利用率（一日に一回でも外食

っていきたいと思います。

予想されます。このため比較的小規模にビジネス

〇三年発足で、それ以来、外食・中食市場の消費

レンドはどのようになっているのでしょうか。

を展開する店舗やブランド力に乏しい企業は、ま

それだけではなく店舗数の拡大、別業態へ移行、

ないでしょうか。

関しては、依然として市場規模の拡大はみられず、

という新たなトレンドがみえてきたからです。

さに受難の時代であるといえるかもしれません。

おの ゆうだい
わたなべ まり
1977年岡山県生まれ。明治大
愛知県生まれ。1986年に上智
学卒業。大手メーカーで営業、 大学卒業。
卒業後ASIマーケッ
ト
業務企画を経た後、
シドニー大
リサーチ
（株）
（ 現ニールセン・カ
学大学院にて商学科マーケティ ンパニー）
などを経て09年にエヌ
ング専攻課程を修了。2009年
ピーディー・ジャパン㈱に入社。
からエヌピーディー・ジャパン㈱で
現在、
フードサービス、
アパレル、
マーケティングに携わる。
スポーツなどの事業部を統括。

メーカー、チェーン、食品流通業界に対して、情報

小野 雄大

しかし、必ずしも暗いニュースばかりではない

需要低迷に価格競争が加わり環境悪化する外食市場で、今後のターゲット
は男性、一人暮らし、サラリーマンという「おひとりさま」市場だという意
外な調査結果が出ている。このターゲット層には、どのような特徴がある
のか、ポイントはどこなのか。

エヌピーディー・ジャパン株式会社
クライアントサービス部 部長

も上昇傾向にあります。しかし、こと外食市場に

競争激化で外食産業は受難

渡邉 まり

エヌピーディー・ジャパン株式会社
セールス＆マーケティング・グループ マネージャー
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イント落ちて六五％となり、それ以降横ばい状態
が続いています。

夜食・間食市場で消費者離れ

資料：CREST 2005年1月～2009年12月度データ

65

65

44

44

43

42

2人

イント減の二一％まで落ち込んでいます。比較的

容易に支出を減らすことができる予備的食機会

どの時間帯も下降基調に転じました。

年の世界的不況の影響からか、〇七年をピークに

りません。時間帯別の客単価に目を移すと、〇八

一方で、食事として必要とされている朝食時、

からの消費者離れがうかがえます。

一日を四つの食機会（朝食／昼食／夕食／間

中 食

それぞれの市場を比較すると、外食市場は〇六

2005 2006 2007 2008 2009

外 食

食・夜食）に分けた場合、各マーケットの外食・中

2005 2006 2007 2008 2009

外食・中食

年から三五％の利用率が続く一方、中食市場は〇

35

夕食時、フルタイムやパートタイムで働いている

57

1人

食市場の利用率に変化は起きているかどうかを

図２ 外食・中食の利用人数のトレンド（全体）

五年の四七％から徐々に低迷し、〇九年には五ポ

資料：CREST 2005年1月～2009年12月度データ

人や学生などの多くが利用する主要食機会であ

35

2009

見ると、注目すべきは、〇五年に二八％あった間

35

2008

イント減の四二％まで落ち込み、特に中食市場の

61
56

平均客単価は、〇七年の七九八円から〇九年に

は七四五円と▲五三円安くなりました。特に単価

の高い夕食時（一八時～二一時台）の下げ幅は著

しく、〇七年に一四五五円であった平均客単価は、

〇九年には一三一四円と、▲一四一円も下落した

ことになります。続いて、間食・夜食時（一四時～

一七時台・二二時～五時台）は、▲三八円下がって

五五九円でした。

外食・中食で「おひとりさま」増大

このように市場全体の利用率や客単価をみる

と、景気の低迷に比例して外食・中食市場の体力

も弱まっている印象です。しかしこの状況下でも

活況を呈する業態は唯一、利用率の持ち直しがみ

えるファストフードです。牛丼系およびハンバー

ガー系ファストフードの好調がそれで、外食市場

を牽引していると考えられます。

ファストフード業界がリードする外食／中食

市場について、店舗利用人数を詳しく調べると、

さらに興味深い傾向を確認することができます。

〇五年から〇九年にかけて、両市場とも「一人」で
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28
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21
22
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28

35

2007
37

21
16

75

35

る昼食時（一一時～一三時台）に顕著な動きはあ

47

65

40

3人
4人以上

％
100

69

食・夜食マーケットの利用率は、〇九年には七ポ

図１ 外食･中食利用率トレンド（全体）

利用低下が目立ちます。

50

65
60

外食
中食
外食・中食
％
70

2006
2005
30

次世代の食品産業を探る
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「おひとりさま」市場に意外なチャンス

利用時間帯は、その差が歴然で、「一人」客の約二・

の半分以下でした。夕食時のように客単価の高い

かります。しかもその割合は、近年ゆるやかに増

六倍でした。

率をみると、平日で特にその割合が高いことがわ

の割合が増加しています（図２）。外食市場で六
加基調であり、〇九年の平日に外食をした人の約

「二人以上」の客はわずか九％と、限られた時間の

最もよく利用されている「牛丼系ファストフー

「総合満足度」に貢献しているのは、店舗選択理

中でも「価格の手頃さ」は、一一ポイントも「二

たいか」という質問に対して、「ぜひ利用したい」

高く評価されていることが考えられます。これら

れらの点から、﹃ＣＲＥＳＴ﹄から読みとれる「お

人以上」の客を上回っており、「一人」客が持つ強

または「利用したい」という回答は ％に達しま

単価（六五九円）は、「二人以上」の客（一四五八円）

「価格の手頃さ」を重視する「一人」客の平均客

界の人気を助長していると考えられます。

評価されています。

の業態をみても、満足度および再利用意向は高く

した。「一人」客をうまく取り込んでいるそのほか

9
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外食・中食を利用する消費者（＝おひとりさま）
ポイント、また中食市場で五ポイント増加してい
四〇％が「一人」客でした。「一人」客の占める割合

な「一人」客は、食事にどのくらいの時間を費やす

続いて、「利便性」や「料理のスピード」が重要

利便性、
料理のスピードを好む

ることから、今後この「おひとりさま」はターゲッ
が多くみられる時間帯は、朝食マーケット（六時
（四七％）です。

～一〇時台）（五七％）に続いて、夜食マーケット

トとなりうる注目すべき消費者です。
ここからは外食市場の
「一人」
客に注目して、「一
人」客と「二人以上」で外食を利用した人との対

ストフード（一三％）」、「ラーメン・ギョウザ店（一

中で食事を済ます「おひとりさま」の姿がうかが

のでしょうか。調査の結果、一五分以内に食事を

まず、外食をした人の性別年齢分布をみると、

〇％）」です。さらに、「一人」客の割合が多い時間

えます。このような短い食事時間は、店舗の回転

「一人」客が最もよく利用する業態は、「牛丼系

男性比率は六一％です。もともと男性がやや多い

帯の業態別のシェアをみると、朝食マーケットで

率向上にも貢献できるといえるでしょう。

比から、年々需要の拡大しつつある「おひとりさ

ですが、「一人」客の場合、約八割が男性となり、

は「ハンバーガー系ファストフード（二二％）」「牛

さらに「おひとりさま」がよく利用する「牛丼

済ませる人の割合は、「一人」客の約四〇％に対し、

圧倒的に男性が主です。また世帯人数は、「一人」

丼系ファストフード（一五％）」「セルフサービス

系ファストフード」をどのように評価しているの

ファストフード（一三％）」、「ハンバーガー系ファ

客は「一人暮らし」をしている割合が三七％を占

型カフェ（一三％）」、夜食マーケットでは「牛丼

でしょうか。

ま」の特徴を探っていきたいと思います。

めており、「二人以上」の客より一八ポイント高い

系ファストフード（二八％）」、「ラーメン・ギョウ
（九％）」の順にシェアを占め、両マーケットとも

ド」
の
「総合満足度」
に対して、「非常に満足」と
「満

二〇ある満足度の項目をいくつかみてみると、
にファストフード業界が「一人」客を取り込み、人

足」のトップ二ボックスは七七％と、満足度が非
でしょうか。店舗選択理由を二人以上の利用者と

由として重視されている「注文後の待ち時間」、

常に高いことがうかがえます（図４）。
比べると、「一人」客はとりわけ「利便性」「価格の

ではなぜ「一人」客は、このような業態を選ぶの

気を得ていることが分かります。

ザ店（二一％）」、「ハンバーガー系ファストフード

結果が出ています。

男性、
一人暮らし、
会社員がカギ
さらに『日本の世帯数の将来推計』（注二）によ
ると、この「一人暮らし」（＝単独）世帯はさらに増
加していくと予測されている事から、「一人」で外
職業に関しては、「一人」客の七五％が「フルタ

手頃さ」「料理のスピード」を重視しているという

食する人は今後も増加すると考えられます。
イムで働いている」社会人であり、「二人以上」の

ことが分かります（図３）。

「立地条件」、「食べ物の味」、「値段の安さ」などが

客（五九％）を一六ポイントも上回っています。こ
ひとりさま」の特徴として、『男性・一人暮らし・

い節約志向に合致したことが、ファストフード業

のニーズが満たされて、「またそのお店を利用し

サラリーマン』というキーワードがみえてきます。
続いて「おひとりさま」の行動パターンについ
てみてみましょう。
平日と休日で、全利用者に占める「一人」客の比

85

『ＣＲＥＳＴ』を用いた以上の調査結果から「お
ることから、高い満足度と再利用意向に結びつい

食市場全体で考えると約四割に達し、マーケット

そのターゲットとなりうる「おひとりさま」は、外

ます。

も大きく、またその占める割合も年々増加してい

ているといえるでしょう。

今後のメニュー開発など課題

ひとりさま」は、『平日に、低価格で利便性のよい
店舗で、短時間で食事をする』という行動パター
ンがあり、合理的な側面を持っていると考えられ

70

60

※
「一人」
客が外食によく利用する業態に対する満足度
（２０項目中7）
の５段階評価のうち、
トップ２ボックス
（
「非常に満足」
「満足」
再利用意向は「ぜひ利用したい」
「利用したい」）を集計。
資料：CREST 2009年1月～12月度データ
再利用意向

81

二 資料 国立社会保障・人口問題研究所『日本

です。

した世界各国で利用されている情報サービス

ルの消費者から直接収集し、データベース化

阪神に住む一六才～五九才のオンラインパネ

たか」という情報を一年三六五日、首都圏と京

こで、何を、どのように食べ、どの程度満足し

です。外食・中食市場において「いつ、誰が、ど

数を誇る、二〇〇三年より開始したサービス

一『ＣＲＥＳＴ』とは、約二万人／月のサンプル

【注】

対応が求められるでしょう。

卸売り企業にとっても、このトレンドを踏まえた

また、外食企業に食材を卸す食品加工企業や

がるカギになるのではないでしょうか。

かが、外食企業にとって今後の業績アップにつな

とりさま」の満足を高めるサービスを提供できる

工夫し（窓際のカウンター席など）、いかに「おひ

スピードや、店舗の雰囲気づくり、座席の配置を

最大限応用し、メニュー開発はもちろん提供する

確かに「おひとりさま」の客単価は低いかもし

現代は、商品やサービスを通じて、ターゲット

73

ます。また、よく利用している牛丼系・ハンバーガ

81

れません。しかし、彼らの持つ『低コストと便利

85

の欲求を満たすことで「価値」を創造することが、

立地条件
食べ物の品揃え

接客態度の良さ

クーポン

店舗の混み具合

駐車場の有無

料理のボリューム

豊富なメニュー

雰囲気の良さ

料理のスピード

程よい料理の量

同伴者の薦め

好きなメニュー

料理の美味しさ

価格の手頃さ

の世帯数の将来推計（全国推計）』（二〇〇八

年三月推計）
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：

そば・うどん店
ハンバーガー系FF
牛丼系FF
50

注文後の待ち時間

%
90

6
6
6
7
0

値段の安さ

4
4
6

7

10

総合満足度

５段階評価中トップ２ボックス(%)

5
5

8
17

食べ物の味

ー系ファストフードなどの業態は、彼らのニーズ

20

6
8
9
12
10
13
19
25

8

店舗の利便性

図４ 業態別の満足度と再利用意向（おひとりさまの特徴／行動）

さ』という欲求と、『スピード』を重視する性格を

資料：CREST 2009年1月～12月度データ

より強く求められている時代であるといえます。

図３ 店舗選択理由（おひとりさまの特徴／行動）

にマッチしたメニューやサービスが提供できてい

43

73
77
80

44

40

28
33

30

2人以上
49

1人
%
50

8

0

次世代の食品産業を探る
特集

てしまうと、事件の影響が一気に全国的に広がる

大手乳業メーカーによる一万人を超す患者が発

二〇〇〇年の事件とは、六月から七月にかけて

凍食品メーカーなどに加工原料として販売して

肉を混入させて牛ミンチと偽り、長期にわたり冷

チなどの偽装事件である。意図的に牛肉以外の食

月に起きた北海道の食肉加工業者による牛ミン

具体的には次のとおりだ。

費者の不安や反発を招いたものばかりだった。

こった。直接の健康被害は出なかったものの、消

かけて食の信頼を揺るがす事件が立て続けに起

この事件に連鎖する形で、〇七年から〇八年に

11
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特集 次世代の食品産業を探る

信頼回復のカギは「見える化」や「協働」

後最大の食中毒事件が起きてしまったのは、食品

生した集団食中毒事件のことである。低脂肪乳の

いた。主導した元社長は、詐欺および不正競争防

残した。

飲用で食中毒が起きたが、原因は原料脱脂粉乳が

るブランド畜肉偽装

●二〇〇七年一〇月 愛知県食肉加工業者によ

賞味期限改ざんなど

●二〇〇七年一〇月 三重県和菓子業者による

期限改ざん

●二〇〇七年八月 北海道菓子業者による賞味

期限改ざん

●二〇〇七年一月 大手洋菓子業者による賞味
た製造業者は四六社、販売業者は三八社、中間流

この事件を農林水産省が調査した結果、関係し

局所的な事故が全国的問題を引き起こす恐れの

れて、小売、外食、学校給食などを通じて、日本全

通業者は二四二社となり、もともとの牛挽肉など

一九九五年に食品衛生法の大改正が行われて、

国で広く販売されていた。地方の一業者であって

あることをはからずも示すことになった。原料工

安全対策は一段とレベルアップしていたはずだった。

も、複雑かつ広域のフードシステムに組み込まれ

四一七㌧は最終的に九八三八㌧の製品に混入さ

にもかかわらず、業界を代表する大手企業で、戦

場は北海道、製品の製造工場は大阪にあった。

広域の生産体制が組まれている大手企業では、

止法違反で罰せられた。

これに次ぐ〇七年の大きな事件というのは、六

ことを浮き彫りにした事件で、さまざまな課題を

なかしま やすひろ
1959年埼玉県生まれ。89年東京大学大学院農学系研究科
博士課程修了。農学博士。専門は農業経済学。同大学助手、
助教授を経て、2007年より准教授。食料・農業・農村政策審
議会委員。日本フードシステム学会副会長。東京大学大学院
農学生命科学研究科・食の安全研究センター副センター長。

業界全体にとってもショッキングな出来事であった。

法違反承知での産地偽装などが次々に明るみに出て一気に高まった食への不
信。その信頼回復策として、食品業界の協力の下、
フード コ･ミュニケーション・
プロジェクト（ＦＣＰ）が動き出している。カギを握るのは「見える化」や「協働
の着眼点」だ。ＦＣＰの枠組みと活動を紹介する。

課題残した食品の連鎖的事件
食品産業界では、二〇〇〇年と〇七年に食の信

Yasuhiro Nakashima

中嶋 康博

黄色ブドウ球菌に汚染されたことであった。

頼を低下させる二つの大きな事件があった。

東京大学大学院農学生命科学研究科准教授

●二〇〇七年一〇月 秋田県食肉加工業者によ
るブランド畜肉偽装
●二〇〇七年一一月 有名老舗料亭による産地
偽装など
●二〇〇八年六月 岐阜県食肉加工業者による
ブランド畜肉偽装
●〇八年六月 大阪府水産物販売業者による産
地偽装
●二〇〇八年六月 兵庫県・徳島県水産物卸売

カビ毒の問題のあるような米が不正に食用に販

に購入時に余分な支払いが必要になってしまう

楽しみも半減する。確かなものを手に入れるため

まず偽装をするような悪質な業者を市場から

違反承知の悪質業者への対応

分に発揮されないだろう。

トがかかるようならば、期待される市場機能は十

かもしれない。取引を行う際に無駄な手間やコス

売され、非常に危険なものであった。

高まった消費者の食品不信
これだけの偽装事件などが発覚し、事件が何度
も大きく報道されると影響は大きい。消費者の食
図１は農林水産省が設けた「食品表示一一〇

追い出すための仕組みが必要なのである。そのた

のシステムへの不信感が強くなった。
番」への問い合わせおよび疑義情報の提供数の推

〇一年以降の牛肉偽装事件をきっかけに、ＪＡ

めに規制と監視が厳しく行われてきた。

これは、〇一年のＢＳＥ（牛海綿状脳症）にかか

Ｓ法違反の罰則は非常に厳しくなった。厳罰化に

移である。
った牛の発見直後に起こった牛肉偽装事件など

よる抑止効果はあると言われている。しかし偽装

業者によるうなぎ産地偽装

を受けて、〇二年二月に食品表示相談窓口として

事件を根絶させるには至っていない。

●二〇〇八年九月 事故米不正転売事件
よるたけのこ産地偽装

開設された。〇五年、〇六年には一時的な変動は

2005年度
2007年度

2008年度

100

80

60

40

20

2月

3月

●二〇〇八年一二月 愛知県農産物販売業者に
これらの事件は、ほとんどがＪＡＳ（日本農林

あるにしても、問い合わせ数は疑義情報提供数を

2004年度
2006年度

降、件数が増えた。その後も偽装事件が発覚する

ところが〇七年になり、六月の牛ミンチ偽装以

常に、法律に違反してでも利益を得ようとするよ

揮されることを目的に行われる。しかしそこには

自由な参入と競争を促して健全な市場機能が発

でもさまざまな規制緩和が行われた。規制緩和は、

一方で、一九九〇年代には農産物や食品の分野

規格）法に違反した食品偽装事件である。ただし

含め、おおむね安定していた。
資料：農林水産省

事故米の事件については、農薬が残留したものや

と、再び通報数が増加するという傾向が観察され

うな競争を誘発する危険がともなう。

たとえば〇六年から施行された会社法が内部

た。その当時、問い合わせだけでなく、疑義情報
の割合が一段と増えた。この背景には、消費者の

も内部告発によるものであった。

あったのだろう。現に、牛ミンチ偽装事件の発覚

費者への裏切りに近い経営中枢の行為に反発が

情報も含まれていたようで、内部関係者自身が消

疑義情報の中には内部告発と思われる詳細な

年三月には「
『食品業界の信頼性向上自主行動計

の信頼確保・向上対策推進本部」を設置し、〇八

アンス体制を確立するため、〇七年一〇月に「食

そこで、農林水産省は食品事業者のコンプライ

ための機構をあわせて用意しておく必要がある。

業においても不正を抑止し、健全経営を実現する

統制システムの構築を求めているように、食品産

「まがいもの」が横行した終戦直後が、そうであ

画』策定の手引き～五つの基本原則～」を公表し

食品への不信感の高まりがあると思われる。

ったように、消費者に信頼されない経済は不完全

た。そして同年五月の「二一世紀新農政二〇〇八」

において一八〇団体以上での自主行動計画の策定

なものとなる。高品質な食品を食べようとした時、
だまされているかもしれない心配があるならば、
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2003年度
（件）
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5月
4月
0

食品表示110番への問い合わせと疑義情報提供
図1

次世代の食品産業を探る
特集

信頼回復のカギは「見える化」や「協働」

などを政策目標として明記することになった。
この手引きで挙げられた五つの基本原則は次
の通りである。重要な点なので挙げておこう。

編成されて、合計四二回の会議を経て完成した。

ント」「衛生管理」
の観点別に九つの作業グループが

者コミュニケーション」「サプライチェーンマネジメ

一〇 お客さまとのコミュニケーションのための

■お客さまに関するコミュニケーション

九 取引先との情報共有、協働の取り組み

図のような形で中項目（製造業者四九、卸売業者

一二 お客さまへの情報提供

一一 お客さまからの情報の収集、管理及び対応

体制整備

（二）コンプライアンス意識の確立

四六、小売業者四九）→小項目（製造業者一二一、

一三 食育の推進

まず一六の大項目が示されて、その下には樹形

（三）適切な衛生管理・品質管理の基本

卸売業者九〇、小売業者一一六）の順にポイント

■緊急時に関するコミュニケーション

（一）消費者基点の明確化

（四）適切な衛生管理・品質管理のための体制整備
が列挙されている。

これは、どのような事業者であっても利用でき

りまとめられている（図２）

この一六の大項目は「ベーシック一六」として取

体制の整備

一六 緊急時のお客さまとのコミュニケーション

一五 緊急時の自社と取引先との協力体制の整備

一四 緊急時を想定した自社体制の整備

（五）情報の収集・伝達・開示などの取り組み

この自主行動計画の策定は、各業界団体を中

る「共通言語」として組み立てられている。協働の

「協働の着眼点」
一六項目にカギ

心とした取り組みだが、これとは別に個別企業の

着眼点に沿って事業者は自身の経営を振り返り

動き出したＦＣＰに期待

自主的な取り組みを結集させることによって、消

ながら、項目それぞれに合わせた取り組み内容を

食の安心には見える化を

事業者は、みずからの経営を振り返りながら高
■全体の目標

用することができる。

するための手掛かりとして「協働の着眼点」を利

りである。

協働の着眼点における一六の大項目は次の通

点検して実行していくようになっている。

費者の食に対する信頼を向上させる、「フード コ･
ミュニケーション・プロジェクト（ＦＣＰ）」が〇
八年度から始まっている。
取り組み自体は、これまでの規制・指導の行政
が食品安全管理に対して「まじめ」に取り組んで

一 お客さまを基点とする企業姿勢の明確化

度化を図り、食の安心の取り組みを「見える化」

いることを消費者に伝えていく手段と、そのこと

二 コンプライアンスの徹底

手法とは、まったく異なっている。すなわち、企業

が経営成果に結びつくようなビジネスモデルの

■社内に関するコミュニケーション

（一）自社の取り組みの充実

期待されている。

その結果、経営面での効果として以下のことが

開発をしていくというものである。一〇年二月始

三 安全かつ適切な食品の提供をするための体
四 調達における取り組み

●工場・店舗の取組の見直し・改善

●経営方針の精査・質の向上

●従業員の資質向上
五 製造（保管・流通／調理・加工）における取り

制整備

めで、ＦＣＰには食品に関連する六九七の企業・
団体が参加している。
ＦＣＰでは、食の信頼向上のために、すべての
食品事業者（製造業者、卸売業者、小売業者）が共

（二）取引先との情報収集・発信の効率化

●監査作業の効率化

組み
六 販売における取り組み

●バイヤーと食品事業者との情報交換の効率化

通して取り組むべき行動のポイントを「協働の着

■取引先に関するコミュニケーション

●農商工連携の取り組みを効果的に展開

眼点」としてまとめている。

七 持続性のある関係のための体制整備

これらの項目は、食品関連の大手を中心に約七
〇社の食品事業者の自主的な参加・協力によって

八 取引先との公正な取引

（三）第三者視点の活用による企業力強化
作成された。「製造」「卸売」「小売」の業種別、「消費
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●取引先への信頼向上

●食品事業者への融資機会の拡大

●食品事業者の知識・技術の広がり

組み立てられた。

まえ、知恵を集めて、項目を厳選した上で周到に

応に三項目も割かれている。これまでの経験を踏

ベーシック一六では、たとえば緊急事態での対

るならば、やみくもに企業行動の規制を再強化す

要である。
食品マーケットを発展させていこうとす

さらに偽装を見破るための検査や監視の強化も必

また、偽装に対しては罰則を強化すべきである。

●ブランド戦略のブラッシュアップ

違反する事業者を摘発して市場から退場させ

ることは対策として必ずしも望ましくないだろう。

て、「協働の着眼点」の内容は多くの大手企業にと

ると同時に、優良な取り組みを行う事業者が適

体系だって理解されているかどうかは別にし

●食品事業者と消費者間の相互理解の促進

ってすでに承知していることであるが、これを中

正に評価されてビジネスを発展できる制度を用

（四）消費者コミュニケーションの充実
●消費者の食品事業者の取り組みに対する理

小の食品企業に開示することで、取引先の安全管

解の深化

格品として認証して販売を促進させていくとい

それはまさに、より品質の高い製品をＪＡＳ規

意することが求められている。

減させることにもなる。

る。そのことは自身の経営にとってのリスクを低

理態勢を格段にレベルアップさせることができ

●食品事業者の取り組みに関する情報の効率
的な集約・発信
これらの効果を現実のものにするためのツー
眼点」をベースにした、原料・商品の監査項目の

引先同士でつながるならば、フードチェーン全体

小売業者それぞれが個別に取り組み、お互いが取

営を消費者に認知してもらうための新たな制度

このような優良製品の認証ではなく、優良な経

う、これまでのＪＡＳ制度が歩んできた道の延長

標準化した工場監査シート、新商品をアピールす

の食の信頼を高めていくことになるのである 。こ

とシステムの開発が必要となってきている。ＦＣ

そして食品業界のあらゆる製造業、卸売業者、

るための展示会・商談会シート、消費者ダイアロ

の仕組みは、これからの農業の六次産業化にとっ

Ｐはその試みの一つである。

ル開発も行われている。すなわち、この「協働の着

グシステム（コミュニケーション手法）、企業格付

て、大いに有効なものになることは間違いない。

戦後の食品安全対策は、食品衛生法とＪＡＳ

線上にある。

けなどの開発がすでに行われていて、商談会シー
トは現場で実際に活用されている。

食の安全と信頼の回復は、安全管理面での適切な

法を車の両輪にして進められてきた。これからの
食品業界において、九〇年代以降進められた規

規制と事業者の自発的な創意工夫とのバランス

信頼回復は法規制と自主行動で

費者や取引先との信頼関係を維持するために構

制緩和は、ある面では偽装表示の多発といった負

をとりながら進めるべきである。

「協働の着眼点」とは、これまで大手企業が消
築してきた食品安全対策とコミュニケーション

の側面を誘発することになったのではないかと

【注】

かな食を築いていくことに期待したい。

に活用しつつ、国際化の進展と調和しながら、豊

それらの取り組みが、最新の技術の進歩を有効

手法に関するノウハウの固まりである。

思われる。その結果、食の信頼は大きく傷つけら
れた。
取引相手間で情報は非対称性であるという問
題を背景とした、まさに「悪貨は良貨を駆逐」し
かねない状況が常に潜んでいることが改めて明

詳しくは、農林水産省消費・安全局表示・規格

課監修『食への信頼はこう創る！―フード・コ

らかになった。
安全で良質な食品を得るため、消費者は特別の

ミュニケーション・プロジェクト―』（ぎょうせ

い、二〇〇九年）を参照。

販売先をわざわざ選ばなければならないなど、す
でに一部で余分なコストを支払っている。
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図2

次世代の食品産業を探る
特集

日本政策金融公庫 農林水産事業
◦

●

食品産業の動向調査結果

日本政策金融公庫（日本公庫）農林水産事業
は、食品産業（対象6,824社、回答2,651社、回
答率38.8％）
を対象に、平成22年上半期食品
産業動向調査を行いました。

しても四五・七％から三八・六％の

ト減少しています。また、今後に関

二・七％から四〇・七％と二ポイン

あり、この消 費 者トレンドをどう

今後四二・一％）とは大きな開きが

費者の「健康」志向（現在三六・六％、

高い志向水準を維持している消

景況感は回復、
底打ちか

くかが課題となっています。

商品開発と販売促進につなげてい

減少となっています。
これは消費者の「経済性」志向の
減少と一致した動きとなっていま
す。食品産業の景気回復基調の中
で消費者の“節約疲れ”が出てきた

食品産業の景況動向指数（ＤＩ）

は悪化傾向から回復に転じ、平成

のと同じく、「低価格」競争が続い
てきた食品産業の安売り競争への

りました。明らかに食品産業の景

二二年下半期も改善の見通しとな
なお、この調 査結果に関連する

況感は景気底打ちの判断と見受け

疲れがうかがえます。
消費者動向調査では「経済性」志向

られます（図５）。

期調査で、調査開始（平成九年）以

景況ＤＩが前回平成二一年下半

が、前回平成二一年度第二回調査の
四三・二％だったのが今回調査で三
九・〇％に減少しています。

が減少し、節 約疲れがみられまし

現在の主力もしくは今後伸びる

となり、八・〇ポイント上昇でマイ

上高、経常利益、資金繰りとも改善

来、最低水準のマイナス二七・〇と

調査結果によると、食品産業（製

た。今回の食品産業を主体にした

商品は何かとの質問に対して、「安

りました。

なりましたが、今回の調 査では売

造業、卸売業、小売業、飲食店）の商

調査結果との整合性がポイントに

ナス一九・〇と下落に歯止めがかか

「安全」優先に「健康」を意識

品志向は「安全」を最優先にしつつ、

全」と答えた企業の割合が、現在の
四六・六％から今後は四八・〇％と

また、消費者の「手作り」、「簡便

係企業の景況感や価格動向などを

造・加工・流通・販売を営む食品関

五％、今後二三・九％）の水準に比べ

消費者の「安全」志向（現在一八・

なっています。

二・三と持ち直しが続く見通しと

六・七ポイント 上 昇のマイナス一

今回の調査は、農林水産物の製

化」志向と同じく、今回の動向調査

把握することが目的で、平 成九年

て高い割合となっており、食品産業

販売量・価格やや回復

平 成二二年 下 半 期 について も、

で、食品産業は「味」、「地元産」、「簡

から半年ごとに定期調査している

増加しています。

便」について志向を高めています。

意識していることを示しています。

としては「安全」をやはり最優先に
ものです。

いて、低 価格からむしろ付 加 価 値

志向については、現在の七・八％が

とも見える傾向が続いていました

もに下落が続き、デフレスパイラル

販売数量ＤＩ、販売 価格ＤＩと
食品産業で現在の主力商品の志

今 後は一九・〇％と大きく 伸びる

が、今回の調査では販売数量で六・

また、食 品 産 業で「 健 康・美 容 」
向で「低価格」と答えた企業の割合

と予測しています。

をつけることに方向転換してきた
同じ時期に行った平成二二年度

が、前回平成二一年下半期調査の四

ことが反映されたとも言えます。
第一回消費者動向等調査（ＡＦＣフ

安売り競争の疲れ見える

これは、食品産業が商品戦略にお

たのが特徴です（図１、図２）。

なります（図３、図４）。

の低価格化を求める「経済性」志向

ォーラム一〇月号に掲載）では、食

「低価格」から
｢付加価値｣に
方向転換へ

味、
簡便化などを重視か

Report on research

その一方で「低価格」志向が減少し

情報戦略レポート
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図1

現在の主力商品の志向の推移（2つまで回答）
H20年下半期

％
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図2

低価格

8.8 7.6

7.8

健康・美容

安全

味

国産

簡便

今後に伸びる商品の志向の推移（2つまで回答）
H20年下半期
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現在の食の志向（上位）の推移（平成22年度第1回消費者動向等調査）
H20／5

％
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経済性

手作り

簡便化

安全

国産

8.3 9.3

12.1 11.2

ダイエット

八・四％）、「資金調達の確保」（三七・

ることがわかりました。

さが参入の大きな障壁になってい

米金融危機をきっかけにした世

響していると考えられます（図６）。

費者の低価格志向の一服感などが影

景気が回復基調にあることや消

合が、それぞれ七・七％（平成一九

入している」と回答した企業の割

は、
過去三回の調査では、
農業に「参

業、飲食店）からの農業参入の割合

食品産業（製造業、卸売業、小売

での採算性・収益性の判断の困難

しかし今回の調査では農業経営

るものが強く意識されていました。

上位で、農業生産の特殊性に起因す

査では、「人材確保」「技術的支援」が

三年前の平成一九年上半期の調

的な支援が大きなポイントになっ

性の判断などを含めた初期の財政

農業参入の促進には、採算性・収益

食品産業など異業種企業からの

▲10.0

0.0

▲20.0

▲30.0

▲40.0

▲50.0

（情報戦略部 澤野敬一）

10.0

見通し
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七ポイント、販売価格で一四・六ポ
八％）と続きました（図８）。

界経済低迷が日本経済にも押し寄
年上半期）、八・六％（平成二一年

農業参入が初の減少

せ、消 費者の生活防衛意識の高ま
上半 期 ）、一〇・五％（ 平 成二一年

イントの上昇となりました。

りから低価格志向が強まり、食品
下半期）と拡大してきましたが、今

一・七％から二・六％となりました。

日銀短観
（製造業・全規模）

てきています。

産業もその影響を大きく受けてき
回の調査では九・四％と初めて一・
一ポイント減少しました（図７）。
「関心はある」と回答した参入予備

また、「検討または計画している」

インドに持ち直しの動きがあるこ

軍ともいえる企業の割 合は、前回

うやく上昇傾向に転じ、消費者マ
となどから、食品産業にも景気回

の平成二一年下半期調査と同じ三
たが、一方で「参入を断念または撤

三・四％と変化がありませんでし

復の兆しが見えてきました。

設備投資、
雇用も回復
前回調 査時より も一四・六ポイン

これらから食品産業からの農業

退した」と回答した企業の割合が

ト上昇しマイナス四・五と三年 前

参入がやや足踏み状態であること

平成二二年の設備投資見通しは、

の水準まで大幅に改善し、景気回

がわかります。

採算・収益性困難が理由

復基調の景況感を裏付ける結果と
なっています。
平成二二年上半期の雇用判断は、

21
22
（暦年、半期）

20

19
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17

16

15

14

13

12

11

10

9

しかし販売数量や販売価格がよ

ました。

ダイエット
国産
安全
簡便化
手作り

日銀短観
（全産業・全規模）
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「参入している」「検討または計画
農業参入に必要な支援、課題は何

10

景況DI（うち製造業）

景況DI（食品産業）

図5

前回調査平成二一年下半期より〇・
わずかながら悪化しましたが、下

かとの質問（複数回答）に、「採算性、
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経済性
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している」と回答した企業のうち、

半期見通しは五・五ポイント上昇

収益性の判断」と答えた企業の割合

52.3
50

H22／6（今回）
H22／1
H21／7
H20／12
H20／5
％
60

二ポイント低下しマイナス九・三と

しマイナス三・八まで改善となって

が四五・三％と最も高くなりました。
次いで
「事業地
（農地）
の確保」（三

おり、食品産業の雇用情勢にも回
復基調が見られます。
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今後の食の志向（上位）の推移（平成22年度第1回消費者動向等調査）
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図6

販売数量DI、販売価格DIの推移
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農業参入への支援・課題（複数回答）
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参入に関心がない

33.4

事業地の確保

0％
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37.8

技術的支援

その他
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H22年上半期

資金調達の確保

18

上

食品産業の農業参入への取り組み

平成19年上半期

図8

上
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さん

私が、
彼の背中を
どーんと押していく。
お尻に付いた火を
消しながら彼が進むの。
火付けと火消しの夫婦力。

大石 仁美

静岡県掛川市

大石農場ハム工房

農業の六次産業化、地産地消、異業種の地域内
連携など、
そこに農業の将来展望がある。養豚
からハム・ソーセージ加工、
店舗を設けそれを販
売す る。そして、地域のパン屋、
ワインショップ
との連携。若い夫婦が農と食の世界を広げる。
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P. 19
短大の時、仁美さんを実家に送った帰り
に善弘さんが偶然立ち寄ったハム屋が
「グロースヴァルト」
「つきあってなければ
。
全く別の人生だったかも」
と仁美さん。
P. 20
右上：顧客の好みを聞きながら丁寧に商
品説明
右下：カフェかプチホテルのような外観
左：この笑顔に会いにくる顧客も

どと始めると、それで満足してしまう。やる

対したのが仁美さんだった。「最初は細々な

大きな木の扉を開けると、三〇～四〇種類の

なら最初からきちんとしたお店を構えたほ

畑の中にたたずむおしゃれな洋風の建物。
ハム・ソーセージが並ぶケースが目に入って

うがいい」と促した。

善弘さんがつくる商品は師匠と同じく、ド

くる。大石善弘さん（三一）と仁美さん（三一）
夫婦が二〇〇八年に開いたハム・ソーセージ

と聞き慣れない商品も並ぶ。お客さんにはじ

から「ビアシンケン」、「モツァレラヴルスト」

おなじみの「ロースハム」や「ウィンナー」

のならどこでも買える。おいしいものを常に

店を考えがちだ。しかし仁美さんは「安いも

ない。それだけに人通りの多い繁華街での出

格も少し高めで、誰もが買いやすい商品では

イツ本場の手づくりハム・ソーセージだ。価

っくりと選んでもらえるように、売り場はゆ

提供していけばお店がどこにあってもお客

の専門店だ。

ったりとつくってある。

さんは来てくれる」と断言した。

した。お金も信用もないから。小さい工房で

「最初はもっと細々始めようと思っていま

なった。二〇代の若い夫婦には大きな投資だ

買っておいた現在の土地に店を出すことに

ふさわしいとは言えないが、善弘さんの父が

仁美さんの意向が反映され、商業店舗に

つくった商品を農産物直売所などで少しず

ったが、両親の養豚場の信用で公庫から融資

最初からきちんとした店を

つ売って、名前が知られてから大きな店を持

を受けることができた。

市で本場ドイツのハム・ソーセージをつくる

う」と決め、静岡県立農林短大卒業後、富士

る様子を見て育った。「自分もハムをつくろ

くるベーコンや焼き豚が近所の人に喜ばれ

いが、名古屋市から毎週のように来てくれる

になった。掛川市、磐田市、浜松市の人が多

った」など大勢のお客さんが来てくれるよう

だった。「ホームページを見た」、「口コミで知

オープンしてみると予想以上の盛況ぶり

自然体の接客が顧客をつかむ

つ方がいいと思って」――。こう話すのは善
弘さんだ。

「グロースヴァルト」に弟子入りした。あちこ

ファンもいる。「今までに食べたことのない

養豚を営む両親のもとに生まれ、母親のつ

ちの商品を食べ歩いて、「ここしかない」とほ

「子どもが喜んで食べてくれる」との一言だ

味」と言ってくれる人が多い。うれしいのは、
六年にドイツでの国際ハム・ソーセージコン

という。一年目と比べると、少し客数は落ち

れ込んだ店だ。足掛け八年かけて修行し、〇
テストで金メダルを受賞。師匠から「店を出

着いたが、一日平均七万円の売上を維持して
いる。

してもいい」と言ってもらった。
「細々…」という計画に、家族でただ一人反
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美さんの接客もお客さんの支持を集めてい

シンプルな味がする。そんな特徴に加え、仁

香辛料などを加えただけで、混じりけのない

善弘さんのハム・ソーセージは豚肉に塩、

らですよ」と善弘さんは気を引締める。

二年しか経っていませんから。勝負はこれか

れがリピーターをつくっている。「でもまだ

イケメンの善弘さんのファンもいて、それぞ

格がファンを増やしている。一方、背が高く

の仕事をしてきた。豚の扱いには全く抵抗が

ト」で修行している間、仁美さんは大石農場

なかった。だが、善弘さんが「グロースヴァル

も生まれたために退職。セリ師の夢はかなわ

入社後半年で善弘さんと結婚し、子ども

ない。

ど一通り学んだ。その後、静岡県立農林短大

地元の農業高校に進み、酪農、養豚、養鶏な

を助けたい」と迷いなく農業を継ぐと決め、

みなく働く親を見て育った仁美さん。「母親

水にした」という祖父母の苦労話を聞き、休

父母がゼロから始めた。「雨水を溜めて飲料

して生まれた。酪農は戦後開拓で入植した祖

のふもと、朝霧高原で酪農を営む家の次女と

る、というより好きなほうだという。富士山

仁美さんは実は動物の扱いには慣れてい

こっちの社長をやろうと思っているんです」。

行く。「親もそろそろ年だし、これからは私が

親が管理し、仁美さんも週に数回は手伝いに

経営を引き継ぐこと。今は、主に善弘さんの父

今、仁美さんが考えているのは大石農場の

工房のベーコンが使われている。ワインショ

るエピ（ベーコン入りフランスパン）にはハム

酵母のパン屋「ロミパン」（磐田市）で売られ

地元の商店との連携も生まれている。天然

消すのはこの人」と楽しい掛け合いが絶えない。

しょ？ 私は一生懸命火を付ける役。ただし

められたらそこで成長が止まってしまうで

ってくれない」と言うと、すかさず「人は褒

のつくったハムを絶対に『おいしい』とは言

てプレッシャーをかけてくる。いまだに自分

らね」。横で聞いている善弘さんが「こうやっ

ます。だって師匠を超えてもらいたいですか

「ダンナにはハムづくりに専念してもらい

さんに知ってもらいたいと思っている。

化して、農場と工房の二つのブランドをお客

になった今、仁美さんは大石農場もブランド

ハム工房がブランドとして知られるよう

畜産学科に進学。善弘さんとはこの大学で同

ップとのコラボも進行中で、パンとハムとワ

農場と工房をブランド化したい

る。
らん まん

天真爛 漫で誰とでも親しくなってしまう
人懐こさがある。店に来るお客さんとの話が
盛り上がると、一時間でもしゃべり続ける。

級生だった。

てしまうことです」と善弘さん。確かに、「し

「驚くのは『久しぶりですね』と平気で言っ

業を行った。仕事は性に合い、「将来セリ師に

牛のセリの補助、牛の角切り、去勢などの作

西部畜産センターに嘱託社員として入り、肉

ことになったため、仁美さんは農協経済連の

さを教えてくれる。

似ている若い二人。養豚から始まる世界の広

ける魅力を持つ仁美さん。違っているようで

い直感を持ちながら、天真爛漫で人をひきつ

職人気質の実直な善弘さん、経営者らし

インを一緒に楽しんでもらう計画もある。

ばらく来ませんでしたね」と受け取る人もい

なろうと思ったこともありました」と仁美さ

その後、仁美さんの弟が実家の酪農を継ぐ

るかもしれない。だが仁美さんに言われると

んは話す。

（青山浩子／文 河野千年／写真）
悪い気がしない。自然体で人あたりのいい性

っていますよ」と笑う。

そんなに話が続くなぁ、と思うぐらいしゃべ

売り場の奥でハムをつくる善弘さんは「よく

上：善弘さんの父、照雄さんとともに
下：来年には３人目の子どもが生まれる予定
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日本政策金融公庫
テクニカルアドバイザー

袴田 勝弘

毎
ひ ふく

年四月、新芽がもえ出づる頃になると、
てん ちゃ

よしず

かん れい

玉露や碾茶（抹茶の原料）園では、被 覆
こも

います。

これらテアニンの生成・代謝の機作の解明は、

高級茶生産に不可欠な覆下栽培の有用性を示

わら

栽培の準備が始まります。藁や薦、葦簾、寒冷

すもので、遮光の程度、遮光資材、遮光日数など

しゃ

紗などにより日光を強度に遮った状態で茶芽

を決める上での理論的裏づけとなっています。

おおいした

を伸育させ、摘採することから覆下栽培と呼ば

高級緑茶に多く含まれており、緑茶の味に関与

テアニンは、碾茶、玉露、上級煎茶のような

その歴史は古く、一六世紀の中頃までさかの

し、茶の品質との相関も高いアミノ酸であるこ

れています。
ぼりますが、当初は防霜を、その後は高級茶づ

とから、茶生産における品質の指標成分として

ミン酸の一〇倍以上と高く、なめ

（味を感じる最低濃度）はグルタ

せんが、テアニンのうま味の閾値

いきち

位置づけが変わることはありま

品質の指標成分としてのその

重要な役割を担ってきました。

くりを目的に行われていたようです。覆下栽培
で育てられた新芽は、うま味成
分のテアニンを多く含むことが
知られています。
テアニンは、今から六〇年 前
に、当時の京都府茶業研究所の
酒戸弥二郎所長によって、世界で

結果、テアニンは根においてグルタミン酸とエ

いての放射性同位元素を用いた詳細な研究の

茶樹におけるテアニンの生成・代謝経路につ

ンにもリラックス効果、神経伝達物質の代謝調

ールマイティーな機能性はないものの、テアニ

ら研究が進められており、カテキンのようにオ

アニンの生理作用については、二〇年ほど前か

はかまた かつひろ
１９４４年静岡県生まれ。静岡大学農学部卒業後、農
林省茶業試験場入省。農林水産省野菜茶業試験場
茶利用加工部長、
（独）農研機構野菜茶業研究所茶
業研究官を経て、
２００５年から農林公庫（現日本政策
金融公庫）勤務。専門は茶の利用加工・栄養生理。
主な編著に『お茶の力』
（化学工業日報社）がある。

てもグルタミン酸ナトリウムの

ような強いうま味は感じられな

いことから、近年、茶のうま味の

本体ではなく、茶浸出液中に共

存するカテキン類やカフェイン

の苦渋味を緩和させる効果があ
ると考えられています。

近年、テアニンの生理的効能を期待したテア

チルアミンから合成され、地上部に移行し、カ

節、抗ストレス作用、血圧上昇抑制効果などの

Profile

初めて玉露から発見・分離され、
化学構造が決定されたグルタミ
ン酸のエチルアミドです。
当時の茶の学名テアシネンシ
スにちなんで、テアニンと命名さ
れました。テアニンは、茶以外で
はごく一部の植物にしか含まれ
ていない茶特有の成分で、茶葉中のアミノ酸類

テキンに代謝転換されること、また、その代謝

機能があることが明らかにされつつあり、今後

ニン入りの食品や飲料も開発されています。テ

は光により促進され、遮光により抑制され、生

の進展が期待されるところです。

の約五〇％を占めています。

玉露園遠景と茶摘風景
（福岡県星野村
［中村晋一郎氏提供］
）

育温度にも影響されることが明らかになって
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耳

よりな話

連載 第105回

テアニンと覆下栽培

森本 桂次氏

㈱𠮷野家ファーム神 奈川は、外 食

株式会社𠮷野家ファ
ーム神奈川
代表取締役社長

クトとして、二〇〇九年九月に設立し
た農業生産法人である。
現在、横浜市内に二・二㌶の農地を
確保し、コメやタマネギ、キャベツな
どの野菜を生産し、𠮷野家の店舗に
出荷している。
𠮷野家が農業に参入した理由は三
つある。
一つは、企業のブランドイメージの

り、自治体などからの補助や助成、制

〇九年一二月には、認定農業者とな

ただき事業に参画してもらっている。

農家にも、わが社の考えに賛同してい

法人の形態をとったが、地元の

人設立にあたっては農業生産

その後、市場では予約相対取引が主

産地共販体制を整えていった。しかし

が、一九七二年から農協が核となって

合が商人や市場相手に取引していた

もともと富里では、個々の出荷 組

位置する畑作中心の農業地帯である。

た農業の課題に対し、企業としても

担い手不足や耕作放棄地増大といっ

二つ目は、地域や社会への貢献だ。

て人員を確保すると、人件費が経営

ことが多い。とくに、農繁期に合わせ

とっては、農業の特殊性に悩まされる

しかも農業の実体験がない企業に

ッコラを出荷してほしいという外食

していった。たとえば、土耕栽培のル

企業と組合員農家の契約取引を仲介

向を把握しながら、農協が主導して

さらに実需者の求める農産物の動

社員が農業体験することで、食材に

機械的になってしまっている。そこで、

拡大し、営業黒字にもっていきたい。

年間をメドに耕作面積を五㌶にまで

𠮷野家ファーム神奈川では、今後五

など複数の販路を選択できる体制を

員が、系統共販や企業との契約取引

このような取り組みによって、組合
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農業に参入するに当たっては、農地
法や農業経営基盤強化促進法といっ
た法令をしっかりと理解しながら進

向上だ。店舗で使用する牛肉以外の

流となり、農産物価格は低迷してい

加工卸や 量販 店 などへの販 路

のような状況に対して農協は、

くことになる。

こ

何とかお役に立ちたいという点だ。

を圧迫してしまう。今は、𠮷野家の店

企業の要請を受け、ホウレンソウ農家

開拓を図っていった。

して、三つ目は、𠮷野家自身の

長研修を農繁期に組み込み、人員不

望みたい。

社員教育の観点からだ。店舗運

を説得し、ルッコラ栽培に転換しても

対する理解を深め、食の安全・安心に

そしてノウハウを確立した上で、全国

らったこともあった。

対する考え方を見直すきっかけにし

構築してきた。

てもらいたかったからだ。

展開を図っていければと考えている。

営は完全にマニュアル化されており、

そ

足を補っている。

果だ。

度資金の利用が可能となった。ただ、

法

本公庫横浜支店などの関係機関に早

わが社の場合、神奈川県や横浜市、日

めていくことが不可欠となっている。

い段階から相談し、支援を受けなが

千葉県富里市は、成田市の南側に

仲野 隆三氏

ら、手続きを進めていった。

Ｊ
Ａ富里市
常務理事

地域農業と
企業の
農業参入

コメや野菜は、ほとんど国産を使用し

催した農業参入セミナーの一部をご紹介します。

率 直に申し上げて、こうした制度に

日本政策金融公庫（日本公庫）が今年八月に開

ている。そこで、「みずから農 業 生産

長エンジンを何に求めるかが大きな問題だ。

関する情報は、異業種の企業関係者

どで課題を抱える日本農業にとって、新たな成

に取り組み、収穫した農産物は店舗

担い手の高齢化、それに耕作放棄地の増大な

にとってはわかりにくく、ぜひ改善を

その成果と
解決すべき課題

で提供しています」というアピール効

農業参入は
成長
エンジンに
なるか
外食企業の
農業参入

企業の㈱𠮷野家の農業参入プロジェ

農 業 参 入 セミナー

ブンファーム富里の設立は当初、

少なくなっていたことが挙げられる。

するさまざまなアレルギーが比較的

まえて、組合員農家の間で、企業に対

の背景には、こうした過去の経験を踏

㈱セブンファーム富里を設立した。そ

ーパーのイトーヨーカドーと組んで、

二〇〇八年に、ＪＡ富里市は大手ス

担い手候補になるだろう。

の研 修生は意欲的で、将来の地域の

者夫妻と地元出身の研修生一人だ。こ

出向者が二人いるものの、中心は農業

労働力はイトーヨーカドーからの

有していたものを賃借し使っている。

投資が必要だが、これらは農業者が所

ている。農業生産には多額の農業機械

ーヨーカドー各店舗に向けて出荷し

さらに、農業参入時の人材確保も重

て払しょくして取り組むことが重要だ。

と考えていただきたい。先入観はすべ

ひ、農業には独自のノウハウがある、

から参入を目指す企業の方々にはぜ

んでも、うまくいくはずがない。これ

功ノウハウをそのまま農業に持ち込

これまでの業界での成功体 験、成

も不可欠だ。しかし、いまの農業には、

ングするコーディネーターのＣの存在

づけることが重要だ。ＡとＢをマッチ

当然ながらＡとＢを並行の関係に位置

ップリバーとしては、このコーデ

な人材を投入するのは当たり前だろう。

取り組むに際しては、社内で一番優秀

要なポイントだ。企業が新しい分野に

に沿った農家（産地）とのマッチングや、

うのもその一つ。さらに、企業のニーズ

業から研修生を受け入れ人材育成を行

たいと思っている。農業参入を目指す企

ィネーター役を今後担っていき

農業もこれまでと同じようなビジネス

私たちトップリバーのケースを申

農産物の生産指導などもサポートする。

ト

そのコーディネーター役が存在しない。

関係がうまく成り立たない。そこでは、

イ ト ーヨー カ ド ー か ら 農 協 に

産物を専属的に栽培してくれる畑は
モデルは持続できるはずがない。農業

し上げよう。トップリバーは、利益を

企業経営者の皆さんには、ぜひ、農

セ
ないだろうか」と相談を持ちかけら
を取り巻く環境が大きく変わってくれ

社 内に 留 保 するという 考 えはない。

社会情勢が大きく変化をする中で、

れたことがきっかけだった。その後、

ば、農業現場の取り組みも変わらざる

対し、「自分たちの店舗で販売する農

農業者と提携して農業法人を設立し

業に参入して、農業分野で雇用を増

やしていただきたい。そのことが、地

すべて社員の人材育成に還元してい
る。そして、育った人材を、どんどん

域のためにもなる。

を得ない。企業との提携もその一つだ。

独立させていく。そして農地や販路は

たいとの申し出があった。
そこで、ＪＡ富里市は、地域におい
てリーダー的な存在であったある農

は販売やマネジメントという考え方

でには相当悩んだが、最終的に、農協
自体も新たな農業法人に出資し支援

農作物をつくることは三〇〇点中で
一〇〇点に過ぎない。残りの二〇〇点

B

トップリバーが用意するのだ。

をベースにしている。「いいものをつ
きな誤りだ。
さらに、農業参入が成功するための
「ＡＢＣ理論」をご紹介したい。
これは、Ａが農家・産地で、Ｂが食

■企業が農業参入し成功するための構図（ABC 理論）

業経営者を紹介した。その農業者は

する姿勢を示したことで、話は一気に

それぞれの業界で成功を収めた大手

くりさえすれば売れる」というのは大

の持論に「三〇〇点理論」と名

進展していった。

企業が、農業に参入した後、なぜ現場

家族会議を開いたり、仲間の農家に

そうした経緯を経て、設立された

で苦労しているのだろうか ―― 菓子メ

づけているものがある。これは、

のがセブンファーム富里だ。出資構成

ーカーを脱サラして農業に取り組んだ

私

は、リーダー的存在の農業者夫妻が

私の経験を踏まえ、お話したい。
農業に参入する企業が直面する問

産地取引を望む
外食・中食・中間企業

ニーズにフィットする
農家・産地

相談したりするなど、決断を下すま

四八・二％、イトーヨーカドーと農協
がそれぞれ二五・九％となった。

品企業だとすると、「ＢがＡの上に立
つ」関係にあるとコトが運ばないし、

食品産業界など

A

農業発の
新たな
ビジネス

農業界
（全国）

農家（産地）紹介
取り組み説明
契約支援

コーディネート

現場ニーズの把握

専門
コーディネーター

ニーズに基づく
リサーチ
ヒアリング
評価
商品概要
規格
価格
物流

嶋崎 秀樹氏

題の一つに、企業側の農業に対する勉
強不足が挙げられる。
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約二㌶の農場でブロッコリー、ダイ
コン、トウモロコシなどを栽培し、イト

C

産地開発
総合支援企業

有限会社トップリバー
代表取締役社長

農業参入を
成功させる
ノウハウ

「
『こどもびいる』ができたのは偶

還後に事 業再開を計り、ラムネ充

追い込まれた。しかし、戦地から帰

直し、新しい時 代にあった安 定 成

方、経営体質などすべてを一から見

変革期』と位置付けて、事業のあり

に、その年からの一〇年間を『自己

周年を二年後に控えた二〇〇〇年

そこで、友田社長は、創業一〇〇

か？」と悩んだそうである。

って 付 加 価 値 を 付 け た ら よ い の

シャンメリー、サイダーで、どうや

る意義はどこにあるのか？ ラムネ、

のに、中小企業のわが社が存 在す

伸びていたが、大手メーカーがいる

は言う。そして「清涼飲料水市場は

の率直な気持ちでした」と友田社長

っていたな』というのが、そのとき

任した。「
『この会社が、よく生き残

翌年には二五歳の若さで社長に就

て、家業に戻ったのは二〇〇〇年。

卒業し、福岡の薬品商社勤務を経

四代目の現社長、諭氏が大学を

将来性のある事業構築へ

業容を拡大してきた。

パーへの販路拡大などに取り組み、

時代を通じ、宅配事 業や食品スー

つけた。その後、三代目の桝一氏の

し、四七年にやっと事業再開にこぎ

搭載されていた機械の購入に成功

填機探しに奔走した結果、軍艦に

然が重なった結果なんです。もう一
度同じことをやれと言われてもで
きません」と笑うのは、佐賀県小城
市で「老舗ラムネ屋さん」として愛
ともます

される友桝 飲料の社長友田諭さん
（三五歳）だ。

ラムネがコレラに効く？
日本最古の炭酸飲料であるラム
ネは、一八五三年にペリーが浦賀に
来航した際に、幕 府の役人に飲ま
せたのがはじまり。
国産第一号は長崎でコルク栓ラ
ムネが製造され、現 在のような玉
栓ラムネが流行し始めたのは八八
年頃から。炭酸の持つ静菌作用が、
当時流行したコレラに効くという
噂が広まり、流行に弾みをつけた
部分もあったようだ。
一九〇二年に、現社長の曾祖父、
桝吉氏が、長崎街道（別名シュガー
ロード）の宿場町であった小城市に
おいて、長崎でしか手に入らなかっ
た砂糖を使って、最先端商品「ラム
ネ」の事業化に乗り出したのがは
じまり、という。
二代目の軍平氏は、三五年に跡
を継いだが、翌年には戦地に赴き、
じゅうてん

ラムネ充填機を軍に供出させられ
たこともあり、事業は一時、中断に

経営紹介

老舗のラムネ屋に新風
次々にアイデア商品
佐賀県小城市

株式会社友桝飲料

創業●1902年
設立●1966年
資本金●3,000万円
代表者●友田 諭
事業内容●各種ソフトドリンクの企画・開発・製造・販売

アイデアマンの友田諭社長（本社店舗内にて）
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経営紹介

そして業界では初めて、ＨＡＣＣ

とにした、という。

長できる仕組みづくりを目指すこ
のを一緒につくり上げるビジネス

でもお客さまがほしがっているも

メーカーの下請けはやらない。少量

げ られた。そして、一躍、全国ブラ

載されたほか、マスコミでも取り上

ＡＨＯＯ！ のトップページに掲

せどころです」と述べ、自信をのぞ

めるのが、わが社営業マンの腕の見

どこまでのサポートが必要か見極

コミュールをつくりたい」というプ

かせる。〇九年には「おいしいモス

この時一緒に商品開発に取り組

ロのバーテンダーの要望に応え開

ンドに躍り出たのである。
んだ仲間が、後のＯＤＭ事 業 拡大

をやりたい」と考えたそうである。

次々と商品化のヒント

発した、ショウガの持つ豊かな香り

Ｐ手法支援法による高度化計画の
認定を受けたほか、ホームページ開
設にもいち早く取り組んだ。

の核となっていったのである。

提 供していたんです。普 通の感 覚

かせ、お店のオリジナル商品として

『こどもびいる』というラベルを描

が、デザイナー志望の知人 女 性に

福岡市内のもんじゃ焼き店の店主

「その頃、ジュースを卸していた

す」と当時のエピソードを語る。

いる﹄ができた経 緯が面 白いんで

商品化だ。友田社長は「
『こどもび

後にヒットした「こどもびいる」の

光協会と連携した
「温泉
（うんぜん）

盛り込んだ商品。長崎県の雲仙観

などで地域のオリジナリティーを

し、地域農産物の活用やパッケージ

とは、地域や 自 治 体 とタイアップ

Ｍ事業が拡大する。「地域サイダー」

ここから「地域サイダー」のＯＤ

味を徹底して再現した。

を発 売し、いわゆる佐 賀の昭 和の

ランド「スワンサイダー」の復刻版

〇五年には、戦 前からの自社ブ

のが幸運でした」と語る。

りせずにチャンスをものにできた

アンテナを張ってきましたが、素通

践した結果が今なんです。情 報の

つつ、一〇年間その言葉を守って実

われました。そんなものかなと思い

父に、『 人より先にやれ』とよく言

友田社長は「子どもの頃から祖

しかし、最 初からＯＤＭ事 業が

なら、無断で製品のラベルを貼り替

レモネード」、福岡県の能古島観光

「でも今の状況がいつまでも続く

このあたりが友田社長の時代先

や特有の辛さを生かしたプレミア

えられるなんてあまり気分がよく

協会と連携した「ノコリータ」など

とは限りません。これからの一〇〇

軌道に乗ったわけではない。転機と

その一つが、ＯＤＭ事業だ。ＯＤ

ないはずなんですが、私の場合ごく

の商品化により地域活性化を後押

年も企業を継続するために新たな

取り経営なのだろうが、「やれるこ

Ｍとは相手先のブランドで製品を

自然に、その発想を『面白い』と思

しした。友田社長は、「企画から商

企 画 に チャレンジしていき ま す。

ムジンジャーエール
「ｎｅｏ
（ネオ）」

設計・生産し、マーケティング、物流、

ってしまったんですね。それで、ど

品化までに、半年から一年かかりま

『こどもびいる』や『ｎｅｏ』をつくっ

「人より先にやれ」

販売まで一貫して支援する事業の

うせやるなら、ネーミングだけでな

す。お客さまの事情により、企画か

た会社という消費者からの期待に

なったのが、〇三年に開発し、その

ことだ。

く、中身も売り 方もこだわり 抜い

ら販路開拓まですべてサポートす

応えられるよう、『面白いもの』『こ

とから何でもやった」と話す。

「自社ブランド以外のメーカーの

た商品にできたらなあと思ったの

るケースから一部の機能提供にと

だわりのもの 』をつくっていき た

（情報戦略部 能登 謙一）

わいてくるのだろうか。

このようなアイデアはどこから

水産省）に選ばれたのだ。

が、輸出有望加工食品四〇選（農林

製造にも取り組もう。ただし、大手

です」

どまるケースまでＯＤＭもさまざ
こうして、店主、デザイナー志望

さらに「お客さまの立場に立って、

い」と友田社長の夢は膨らむ。

の女性と共同で「こどもびいる」を
開発したところ、インターネットＹ
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まです」と言う。

上：大ヒット商品「こどもびいる」
右：事業再開を実現したラムネ充填機

シリーズ 変革は人にあり

朝霧 幸嘉

霧さんの経 営手腕によって、地 ビー

地ビールを生産。協同商事会長の朝

産指導するうちに川越地域おこしで

市の農業者からほれこまれ、農業生

野菜産直をきっかけに埼玉県川越

のアイデアと技術力を武器にしたグ

いうタイトルで、しかも日本ならでは

り上げ方が「小さな巨人、躍進中」と

業特集の一環でしたが、特集全体の取

ングでは四五位でした。日本の中小企

きましたよ。一〇〇社のうち、ランキ

朝霧

用したわけですね？

を残す小江戸といわれているのを活

の埼玉県川越市が、昔の江戸の風情

――ブランド名は、生産や販売拠点

ある、と見てくれたのでしょうね。

トで高評価を受けるほどの技術力が

作障害も回避できる、という 信念が

化の役割を果たす、そればかりか連

に浄化する植物があって、麦はその浄

です。自然界には土を汚す植物と逆

てはまず麦を植えろ」と指導したの

って、農家に対し「野菜づくりに際し

生産に際しての土づくりに考えがあ

埼玉県
株式会社協同商事

ルは国際コンテストで受賞し海外で

ローバル中小企業一〇〇社を選ぶ、と

があるネーミングなのと、憶えやすい

あったからです。

さん

もブランド評価を受けるほど。だが、

いう切り口でした。

ので、地ビールのブランド名としては

―― 農家の反応はどうだったのです

地ビールを国際ブランドに
「 農 業 は 成 長 産 業 」が 信 念

朝霧さんのすごさは島根大学農学部

―― 協同商事に対する最大の評価ポ

ピッタリだと考え、つけました。

具体的に言うと、私は、野菜などの

時代からの有機農業への信念と「 農

イントは？

そうです。なかなか粋な感じ

いき

業は成長産業になる」を行動に移す

朝霧 ニューズウィーク誌によると、

か。

実践力だ。

りと製造ノウハウを学び、五種類の﹃Ｃ

イツの技術者を招いて五年間じっく

朝霧

は何ですか。

―― 地ビールに取り組んだきっかけ

落ちるからイヤだ、というのです。

がとられるし、かえって野菜の収量が

ないし、そんなことをしても麦に肥料

植えると、その分、野菜の生産ができ

朝霧 農家は最初、反対でした。麦を

―― 米 誌ニューズウィーク（日本 語

ＯＥＤＯ﹄（小江戸）ブランドのビール

野菜の産直でつきあいができたのが

麦の作付け指導がきっかけ

版）
の二〇〇七年一一月一四日号で
「世

を二〇〇六年に立ち上げた。世界的

きっかけで農業生産の指導を始め、そ

「プレミアムビール製造企業。本場ド

界が注目する日本の中小企業一〇〇

な食品コンテスト﹃モンドセレクショ

外国誌で「小さな巨人」の評価

社」の中に協同商事がランクされた、

ン﹄ビール部門の賞を総なめにした」、 のからみで最後はビールづくりに話
が及び、現在に至ったのです。

実は、川越の農 家の人たちと

というのは、すごいことですね。

という企業紹介でした。国際コンテス

の野菜の収量がぐんと増え、これがき

従って試験的に対応してくれた農家

ところが、結果は私のアドバイスに

朝霧 うれしかったというよりも驚
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Profile
あさぎり ゆきよし
一九四七年岡山県生まれ。六三歳。島根大学農
学部中退。業界紙の日本セルフニュースを経て、
日 本 生 活 協 同 組 合 連 合 会に入 社し青 果 物 産
直に取り組む。七五年に産直青果物配送会社
協 同 商 事を設立し代 表に就 任。八二年に株 式
会社化し社長に。二〇〇九年に会長就任。
「夢
のオーガニックファーム 朝霧幸嘉の農業発想」
（ダイヤモンド社刊）など著書多数。
Data
株式会社協同商事
本 社は埼 玉 県 川 越 市。
一九七五年に朝 霧 幸 嘉
現会長が産直青果物配送会社を立ち上げスタ
ート。八二年に株式会社化。当初は農家の株主
も含め二〇人だったが、現在は農家株主二人を
含め六人 構 成にスリム化。資 本 金六四〇 〇 万
円。年商二五億円で青果物産直を主体に地ビ
ール生産、運送ビジネスを展開。社長は朝霧重
治氏。

っかけで農家との信頼関係のパイプ
は太くなりました。
問題は、植えた麦の収穫時の処理

事だとわかりました。

伝統に裏打ちされた技術の習得が大

なども訪れ、いろいろ話を聞くうちに

察しました。ビール製造機 械の会社

イツに行き、ビール工場をいろいろ視

朝霧 そうです。実は一九九五年ごろ、

きっかけとか。

泡酒ですが、朝霧さんの取り 組みが

―― 今でこそポピュラーになった発

つながらないからです。

私が発泡酒をつくる技術を開発した

―― 規制緩和は、ビール生産が後発

した。

場づくりを断念せざる終えませんで

なってしまいました。一時はビール工

ち出したため、これが意外な障害に

の細川内閣がビールの規制緩和を打

生産に踏み出すという時に、そのころ

朝霧 ビール研究も進め、いざビール

ったでしょう。

―― 未経験からのスタートは大変だ

した。そこで、私は、発泡酒の製造を

税の基盤が狂うので、当然、あわてま

ールができるということになると、課

に大麦からダイレクトに糖化してビ

て課税しており、もし、麦芽を使わず

朝霧 国税局は麦芽の含有率によっ

局が黙っていなかったでしょう。

―― お酒に課税権を持っている国税

聞でもニュースになりました。

技術で、画期的なものです。当時、新

イレクトに糖化してビールをつくる

のです。麦芽を使わずに大麦からダ

の朝霧さんにはプラスのはずでは？

認めてほしいと掛け合い、免許を得ま

規制緩和で一時はビール断念

朝霧 いや、そうでもなかったのです。

した。

切って「もったいない。よし、それなら

ててしまうのです。そこで、私が思い

朝霧 農家は収穫時にビール麦を捨

―― と、言いますと？

ですね。要は、六〇㌔リットル程度の

あれは確か一九九四年ごろだった

まで、規制のハードルを下げたのです。

いうのを一気に六〇㌔リットル以上

量規制の二〇〇〇㌔リットル以上と

「サツマイモビール醸造工場小江戸ブ

をつくりました。九六年に、世界初の

越の特産、川越サツマイモでも発泡酒

朝霧 そうです。大麦原料以外に川

実上のスタートなのですね。

―― ここからが川越の地ビールの事

川越イモで発泡酒

当時、私は、年間生産量四〇〇〇㌔リ
ットルで始めるつもりでいたのです

川越でビールをつくろう」と、地ビー

ビール工場だと、生産量も限られてい

ルワリー」のオープンということでア

が、細川内閣の規制緩和は年間生産

ルづくりに踏み出したのです。

るうえ、地域おこしという観点でいえ

でした。

―― ビールづくりは簡単じゃないで

―― 焼酎ならいざしらずサツマイモ

ピールしました。
ができず、私にいわせれば地域再生に

ば、地元産の原料を多くは使 うこと
私がビールづくりの本 場、ド

しょう。どうしたのですか。
朝霧
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協同商事本社前で配送トラックに指示を出す会長の朝霧幸嘉さん

連載 変革は人にあり
川越のサツマイモが主力ですか？

されているようですが、原料はいまも

―― 高級なプレミアムビールに特化

大産地ですからね。

いわれるくらい川越はサツマイモの

原料にするのが大事です。川越イモと

ルというのは、やはり地域の生産物を

朝霧 地域おこしにつながる地ビー

で発泡酒というのは面白いですね。

家をもうけさせるのがうまいと見ら

朝霧

ょうか。

とか経営手法にほれこんだ結果でし

金を提供するのは農業への取り組み

―― 朝霧さんに農家の方が大切な資

房を説得して移住したのです。

まで考えてもらっているならばと女

万円の支 援の申し入れがあり、そこ

ら何と会社設立資金の一億七〇〇〇

朝霧 どんな野菜でも消費者などの

―― まさに農商工連携ですね。

が私の仕事だと思っているのです。

に回った方がいいのではないか。それ

よりも、むしろ私が農家を助ける側

でも、私が農業に本格的に手を出す

長産業だと思っているのは事実です。

朝霧

か？

業生産に取り組まれたらいかがです

り経営も巧みであれば、ご自身で農

て朝霧さんはそれに応えたわけです

―― 川越の農家の方は定住をすすめ

もってもらえるのはうれしいことです。

リア女性にも日本農業について関心を

い、という申し出がありました。キャ

らの日本」というテーマで話を聞きた

りの人たちから「農業から見たこれか

出のキャリア官僚や企業幹部の集ま

近、東大法学部女性の会という、東大

ただきたい」と声がかかりますが、最

いろいろな所から「話を聞かせてい

きです。これは私の持論です。

朝霧 いま、年間の生産 能 力が八〇
れたのじゃないですかね。ある農家は、

ニーズが何かを見抜き、品質をよくし

農業をよくしたい、農業は成

〇㌔リットルにのぼっており、大麦が
三〇〇〇万 円 を 出してく れました。

産 直 ビジネスを見ていて、農

主体です。サツマイモ原料地ビールは

越の生産農家からほれこまれ、定 住

東京で野菜産直にかかわるうち、川

大学農学部で学び、中退され一転して

んな出会いがあったようですね。島根

―― 朝霧さんの経歴を見ると、いろ

機農業手法などを指導したんですね？

―― そこで、川越の農家に持論の有

がんばるしかなかったです。

ってくれよ」と。そこまで言われたら

その代わり、川越のためにちゃんとや

いいのか」と言ったら「覚悟している。

が、「返せないかもしれない。それでも

れ」というのです。うれしかったです

朝霧

にこだわりを持たれたとか。

くれるならば入会してもいい、と農業

れたら、「農商工会」と名前を変えて

―― 川越の商工会から加入を求めら

るのです。

めの仕事をした方がいいと思ってい

うな分野で、日本農業をよくするた

だから、私は農家が手の届かないよ

―― 最後に、世界に通用する川越の

川越で育てた地ビールなのです。

と農家に言っています。

界に通用する日本モデルをつくろう

がわいています。農業に関しては、世

をつくりました。今はこの土地に愛着

朝霧 川越で地ビールづくりの基礎

が、川越というところのどこに魅力が

し地域おこしに地ビールにと。

朝霧 川越は、江戸時代から、肥料を

と位置付けるべきだと思っているの

地ビールという点では、昨年一〇月か

て売りさばくコツがあります。

朝霧 人生はドラマですよ。とくに、

やらずに独特の土づくりをやってい

です。農業は知恵と工夫次第で十分

ら米国、欧州、中国などに輸出を始め

「川越農業をよくするため、暴れてく

川越の農家との出会いは面白いです。

た伝統があります。平地の雑木林の

に産業として力を発揮できる自然循

られたそうですね。今後も輸出に力

二〇％ほどです。

たまたま東京で生協組織の野菜の産

落ち葉が肥料となり、そこに作物を

環的な産業です。
農業は、商工業のように人件費の

私自身も世界に通用するものをつ

くりたい。私がそれを実践できるのは

高騰や競争の激化で淘汰が進むとい

営判断に委ねます。ただ、国際ブラン

朝霧 このあたりは後継の社長の経

を入れていく方向ですか？
ったこともなく、人間の生命を支える

（経済ジャーナリスト 牧野義司）

ド評価を高めたいですね。
業でもあります。農業を大事にすべ

仕事にかかわり成長の余地が多い産

とう た

あるのですか。

直にかかわる中で、野菜の集荷の関係

植える一種のリサイクル農法がベー

七年越しラブコールに応える

でつきあっていた川越の農家から信

スにありました。これこそが有機農法

そのとおり。農 業 をしっかり

頼を得て「川越に来ないか」と七年に

であり、私の農業と合うのです。

―― そこまで農業に対する信念があ

世界通用の日本農業モデルを

わたるラブコールがありました。
産直の仕事が本格化し、独立して
集配センター、現 在の協同商事を立
ち上げる時に、川越の農家の人たちか
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フォーラムエッセイ

「君のオヤジの味は何？」「ネギがいっぱいのチャーハンかな」「う
ちは、手羽中カレー」そんな会話が一〇年、一五年後に聞こえてくる
ざんまい

オヤジの味があったっていいじゃない

世の中を想像できるだろうか。
僕が料理を始めたのは長女が産まれてから。外食三昧で土日も働
いていた仕事大好きワーカホリックが、家族と一緒に食卓でごはん
を食べることに目覚めた。きっかけは単純。赤ちゃんを連れての外
食ができず、けれど家でおいしい料理を食べたいから。ある料理本
のレシピ通りつくったところ、自分がびっくりするほどおいしい料
理ができた。そこから料理にはまった。しかし、自分のつくりたい料
理ばかりつくりっぱなしで、洗い物もしない週末が続いた。僕にとっ
て「料理」は「趣味」だった。
あれから数年。自分のお腹が減っていなくても、子どもたちが「そ
ろそろお腹へるよな」と気づき、先手を打って米を炊くようになった。
「料理」が「日常」になったのだ。母親は、子どもを産んだときから、赤
ちゃんがいつもお腹を減らさないようにオッパイをあげ、気遣って
生活をする。自然に「誰かのための食」を意識する。男は仕事をし、
自分の腹が減ったら食事をする。「自分のための食」が中心。でも今
はぐく

は共働き含め多様化の時代。ともに働き、ともに子を育て、家事をし、
夫婦協力しながら家庭を育むほうがいい。すると、父親も「趣味」で

滝村 雅晴

はなく「日常」の料理をする必要がある。「家族のためにつくる、お父
さんの手料理」にたどり着いた僕は、妻からようやく言われるよう
になった。「やさしくなったね」と。僕の料理に足りなかったのは、「思
いやり」だったようだ。
「父親の料理で、食卓の笑顔を増やす」のが、パパ料理研究家の仕
事だ。自分の母親の味を、父親になった息子が受け継いでもいいじゃ
ないか。それぞれの家の味を、パパ、ママが家庭でつくる。食べる味の
数だけ、思い出は増えていく。そうすれば、お父さんのつくる料理の
味を覚えている子どもたちが育つ。そこには、「おふくろの味」ならぬ、
「オヤジの味」が文化として育った証拠だ。そんな未来はきっと笑顔
にあふれていることだろう。
あなたのオヤジの味はなんだろう？
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たきむら まさはる
日本で唯一の「パパ料理研究家」。料理教室やセミナーの開催、
NHK教育「まいにちスクスク」ほか、
メディアなどに出演、執筆も行う。
オフィシャルブログ「ビストロパパ～パパ料理のススメ～」は、現在で、
1600日以上更新している。著書に『ママと子どもに作ってあげた
い パパごはん』
（マガジンハウス）。

パパ料理研究家
株式会社ビストロパパ 代表取締役

むらづくり

ットコム

住民の手で復活した
過疎の集落
徳島県海部郡美波町

齢化率も四四パーセントを超えていた。俗にいう

や、学校存続を陳情・要望した。ある種の行政依

は、都市部の子どもを受け入れる留学制度の提案

草野 裕作

「おっちゃんたちの勝手なルール変更にも負け

限界集落目前であったが、現在は人口が一二〇人

存であったことは否めないが、時が過ぎても反応

伊座利の未来を考える推進協議会 事務局

ず、頑張ることを誓います ―」

ほどに増え、高齢化率も二四パーセント台にまで

動会」と表現されることもあるが、赤ちゃんから

トン代わりのリレー競走などに、「日本一変な運

っとでは抜けきれない障害物競走や、大漁旗がバ

う世代を越えて立ち上がった住民たちによる独

ることなら、できることはなんでもやる！」とい

このような現象の背景には、「地域のためにな

行政からの支援をあきらめることができるま

なんとかせな」と変化し始めていったのである。

危機感を強めた住民たちの意識が、「自分たちで

サラリーマンや主婦などさまざまな職業の住民

でに六年という歳月を費やしたが、漁師をはじめ、

自の移住・交流の取り組みがある。
さび

「子どもが少なくなったなぁ…」。こんな会話が

ける漁村体験イベント「おいでよ海の学校へ」を

合った。とりあえず、伊座利校への転校を呼びか

たちは、仕事が終わってから、毎夜のように寄り

コンビニもない、生活の利便性とはほど遠い過疎

日常的に交わされていた伊座利地区には、住民が

学校がなくなったら地域はますます寂れる

の集落に子どもが増えたことで、こうして運動会

開催することになったものの、何をどうしていい

今でこそさまざまな支援制度を利用できるよ

愛着を込めて伊座利校（通称）と呼ぶ町立の小中
盛期には八七人の児童生徒がいたが、過疎化によ

うになったが、当初は活動資金もなく、昼食の食

が続けられるだけでなく、数年前には、秋祭りを

り急激に児童生徒数が減少し、廃校の危機に直

材は住民の持ち出し、参加を呼びかけるチラシな

かわからない手探り状態であった。

面したのである。

どもすべて手づくりであった。手分けして、人の

併設校がある。子どもたちが同じ校舎で学び、最

「なんとかできんか…」と、廃校の危機にある各

集まる場所を訪ね歩いてはチラシを置かせても

ぶりに復活した。

座利地区である。全国多くの農山漁村同様に過疎

地の情報を収集するなど、知恵を絞った住民たち

「陸の孤島」と呼ばれていた小さな漁村集落の伊

ところは、徳島県の南部、美波町の東端にある

化が進み、一時期は人口が一〇〇人を下回り、高

盛り上げる子どもが打ち手のかき太鼓が四〇年

特別な観光地も有名な料理もない、スーパーも

体となった共楽運動会なのだ。

お年寄りまで、全住民が参加する学校と地域が一

もも大人も一緒になって邪魔をし、ちょっとやそ

子どもたちのこんな宣誓で始まる運動会。子ど

が鈍かった。「このままでは学校がなくなる！」と

ま

ち

低下している。

まちづくり

ド.com
づ

くり

むらづ

く

り
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連載 地域再生への助走

り

くり まちづ
らづ
く
む

まちづくり むらづくり

らったり、県内のマスコミやメディアに開催告知

活動である。

べて住民が行ったこの活動をきっかけに、地区へ

準備から運営、活動資金の捻出に至るまで、す

このようなイベントは、瞬間的な華やかさがあ

の愛着心がさらに醸成され、やればできるという

必要なのはつながりを深めること

り、話題性もあるが、学校や地域を存続させてい

住民の士気を高めるとともに、以後の活動の自信

をお願いに伺ったりという状態の中で、第一回目
定数三〇人で始まった活動も、住民総出の出迎
くためには、地域全体を課題としてとらえた活性

へとつながったことは否めない。その後、東京や

を開催することができた。
えや、漁船クルージング体験や磯遊び、子どもが
化が必要であることは言うまでもない。

積極的に都市部へ出向いていく一方で、地区内

活動などを行ってきた。

徳島市内でも、多彩なつながりづくりと情報発信

先生となったテナガエビ獲りなどの素朴な活動

どう活路を見出していくのか。ないないづくしの

とはいえ、資金も情報も何もない状況の中で、

回目（平成二二年七月開催）は四〇〇人を超える

中で、取り組んできたのが外部の人とのつながり

が話題を呼び、年々参加希望者が増えて、第一六
参加者でにぎわった。

最初に仕掛けたのが、地区の出身者や関係者な

ーマにしたバンダナアート展など、地域にある資

船クルージングや魚介類の料理体験、海と魚をテ

においても、まず住民が楽しむことを前提に、漁

まって何でもできる、と批評されることも少なく

どの縁者とのつながりをさらに深めることであ

源を活かしたさまざまな活動などを通してつな

を深めることであった。

ないが、伊座利地区にも、百人百様の考え方を持

った。住民の約半数が大阪市内へ出向いて「関西

がりを深めてきた。

人口が少ないところで、小さな集落だからまと

った住民がいる。ただ、それぞれの違いを認め、で

伊座利応援団発足会」を開催し、約三〇〇人の参

上：山間に位置する伊座利集落
下：
「日本一変な運動会」の障害物競走、でも笑いは絶えない

こうした活動の積み重ねにより、関西、首都圏、
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きる人ができることを、気づいた人が気づいたこ

１９５１年大阪市生まれ。両親
の出身地の伊座利と大阪の両
方で育ち、旧由岐町役場（現美
波町役場）へ。
「伊座利の未来
を考える推進協議会」立ち上げ
から公務を離れて自主的に参画。
現在は事務局的な役割を担当し
ている。
【伊座利の未来を考える推進協議会】
〒779－2107 徳島県海部郡
美波町伊座利
連絡先：イザリＣａ
ｆ
ｅ
TEL＆FAX/0884-78-1186
もしくは伊座利漁業協同組合内
TEL 0884-78-1185
FAX 0884-78-0512

なにもないけど、なにかある！を
キャッチフレーズに、伊座利地区
の全住民で構成する地域づくり
活動団体として２０００年１２月結
成。伊座利では、
１９９９年より全
国各地から留学生を受け入れて
いる。活動ジャンルは幅広く、内
容も多様であるが、できるときに
できる人が、気づいた人が気づ
いたことを、また活動を義務づけ
ず、無理をせず、グチを言わずを
モットーとしている。
０７年度農林水産祭のまちづ
くり部 門で天 皇 杯を受 賞。同
年度にオーライニッポン大賞も
受賞。

加者に、学校と地域存続への理解と協力を求めた

草野 裕作 くさの ゆうさく

伊座利の未来を考える推進協議会

とを行動に移すことができるのである。

profile

まちづくり むらづくり

た物語「漁火、海の学校」を出版した絵本作家の

空家を提供する団員もいれば、地区をモデルにし

応援団員」を有するようになった。移住者用にと

徳島市内などを中心に、約一〇〇〇人の「伊座利

応性などを確かめる。とことん意見をぶつけ合う

座利校の代表者との三者面談に望み、本気度や適

は伊座利校に体験入学をする。家族は住民と伊

には来るもの拒まずだが、転校を希望する子ども

のが伊座利流の「漁村留学制度」である。基本的

たちが運営する漁村カフェ「イザリＣａｆｅ」の

の刺身定食が人気メニューの漁師のおばちゃん

が過ぎた。漁村留学制度の導入や、その日朝獲れ

さて、立ち上がってからあっという間に一〇年

イベントや地区内外での多彩な活動などを通

して地域が用意するが、住民とは対等の関係にあ

出身者から借り受け改修した空家などを住居と

受け入れを決めた家族には、都市部に住む地区

座利が将来にわたって存続していくという保証

口減少化の中で、漁業以外に働く場のない今の伊

過疎から復活したかのように見えてはいるが、人

オープンなどにより、移住者や来訪者でにぎわい、

たのだが、それには誰も気づかなかった。伊座利

㌔やせると命がないという状態の時にやってき

が拒食障害の少女だ。医者から見放され、あと一

て受け入れ、地区外に住みながらも新たな担い手

を寄せる地区外に住む人たちを「伊座利人」とし

心を持つ人など、
伊座利に〝心〟（愛着心、
志、
関心）

出身者やその二世・三世などの縁者、訪れたり関

にはヒジキ刈り、初夏には定置網漁体験、秋には、

な漁業や漁村での生活を体験する。たとえば、春

大人たちが先生となって、年間を通してさまざま

ぶ。子どもたちも大人たちを愛称で呼ぶ。そんな

もたちみんなのことも、大人たちは呼び捨てで呼

この少女のことも、漁村留学で受け入れた子ど

でもある イ｢ザリＣａｆｅ の
｣ような、伊座利が培
ってきた経験がほかで生きてくれる、こんな交流

が食事をできる場としてのコミュニティーカフェ

り場、食事の支度がおっくうなお年寄りの人たち

の交流も必要と考えている。たとえば、住民のたま

は過疎、少子高齢化、課題いっぱいの農山漁村同士

には、都市との交流はもちろん必要だが、これから
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人口減少化時代の新たな仕組みづくり

団員など、応援の形態はさまざまである。
こともあり、断った家族も少なくない。

じて、伊座利校への転校希望や問い合わせが絶え

る。漁師になりたいという親や若者には、先輩漁

移住者は地域が選ぶ

ないようになったが、親子一緒に転入してもらう

はない。来たいという人はいるが、住宅と働く場

い課題を抱えている。しかし、そこに人が住み続

師が漁の仕方などを指導するが、それ以外の仕事
こうした厳しい条件にもかかわらず、これまで

ける限り、小さくともコミュニティーのある地域

は限られ、住民の意欲と努力のみでは解決できな

に一～二年の短期を含め、全国各地から七〇人を

でありたいと願っている。

での生活が回復させたという親と、親の愛情に飢

となる「ふるさと住民制度」を創出していきたい

そこで、コミュニティーの新たな仕組みとして、

えていたという住民、それぞれに受け止め方は異

と考えている。

子どもたちが体験で獲ってきた伊勢エビが豪華

があってもいいのではないかと思っている。

さらに、コミュニティーのある地域であるため

な給食となる伊勢エビ漁体験などがある。

ていった。

なるが、少女は明るくてかわいい大人へと成長し

きた。この中でも、住民にとって一番印象深いの

超える子どもたちが漁村留学生として転校して

などの生活面はすべて自己責任である。

漁船クルージング体験は毎回大人気のアクティビティ

書評

その生源寺さんが「高校生からの食と農の経済

八％よりずっと高い。しかし、食生活の水準はバ

ラデシュの穀物自給率は九八％あって、日本の二

1,575円

2 撤退の農村計画

林 直樹・齋藤 晋/著

学芸出版社

2,415円

3 「食料自給率」の罠

川島 博之/著

朝日新聞出版

1,575円

4 どうする・どうなる口蹄疫

山内 一也/著

岩波書店

1,260円

5 ランドラッシュ

ＮＨＫ食料危機取材班

新潮社

1,575円

6 食品企業のグローバル戦略

新井 ゆたか/著

ぎょうせい

3,500円

7 さよならニッポン農業

神門 善久/著

ＮＨＫ出版

735円

8 世界の食料事情と北海道農業

生源寺 眞一/著

財団法人北海道地域総合振興機構 1,000円

9 最強の農家のつくり方

木内 博一/著

ＰＨＰ研究所

1,470円

生源寺 眞一/著

家の光協会

1,260円

ーマが魅力的である。
「食料危機は本当にやってくるのか？」「先進国
＝工業国、途上国＝農業国は本当か？」「自給率で
食料事情は本当にわかるのか？」「土地に恵まれ
ない日本の農業は本当に弱いのか？」「食料は安
価な外国産に任せて本当によいのか？」
毎回の授業のテーマを見ただけで、先生の授業
を聴いてみたくなる。試しに、食料自給率の授業
をのぞいてみよう。
わが国の自給率は四〇％しかないが、これはカ
ロリー換算の自給率で、ほかに生産額換算の自給
率などがあって、ひとつでないこと、自給率の低
下は、一九八五年ごろまでは日本人の食生活の洋
風化によって、それ以降は国内農業生産力の低下

学入門」という副題のついた本書を出した。若者

ングラデシュの方が高いとはいえない。私たち日

ナツメ社

書評

『農業がわかると、
社会のしくみが見えてくる』
生源寺 眞一著

平易だがレベルの高い食と農の入門書
村田 泰夫
（ジャーナリスト）
生源寺眞一さんは、東大教授で農業経済学の第

さらに、自給率は高ければ高いほどよさそうに

によって起きたことを説明する。

なる者と議論しても、みずからの主張をきちんと

見えるが、数値にとらわれすぎると、思わぬ落と

一人者でありながら決して偉ぶらない。意見の異
貫くことができるのは、その視野の広さとバラン

向けの入門書の出版は、初めてではないだろうか。

本人は、ごちそうをたくさん食べるから自給率が

し穴にはまることを指摘する。たとえば、バング

読者として想定している高校生に対し「食料と農

低く見えるのだ。大切なことは、国産食料の絶対

1 史上最強カラー図解 プロが教える農業のすべてがわかる本 八木 宏典/著

10 農業がわかると、社会のしくみが見えてくる

定価
出版社
著者
タイトル

ス感覚に相手が敬服するからである。

業の奥行きの深さの発見につながることを願っ

的な食料供給力、つまり「食料自給力」であるこ

提供するところは、生源寺さんの真骨頂である。

なものの見方の大切さを教え、
読者に考える素材を

消費者や納税者の立場からも考えてみる。複眼的

農業問題を、生産者の立場からだけではなく、

とを導き出す。

ている」と出版の意図を語っている。その試みは
成功していると思う。
記述はやさしく、わかりやすい。しかし、みず
からいうように「中身のレベルは高く」、農業関
係者にも読んでもらいたい内容である。
本書は五限の授業の形をとっている。毎回のテ
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三省堂書店農水省売店（平成22年10月20日～平成22年11月19日・価格は税込み）

読まれてます

（家の光協会・1260円 税込）

「アグリフードEXPO
輝く経営大賞」
決定
日本政策金融公庫農林水産事業は、
このたび、平成22年度「アグリフードEXPO輝く経営大賞」の各賞受賞者を
決定しました。
「アグリフードEXPO輝く経営大賞」は、日本政策金融公庫農

農業の推進を図ることを目的に毎年実施しているものです。

林水産事業（旧農林漁業金融公庫）が平成17年度に創設したも

全国各支店から候補者の推薦を受け、選定委員会（会長 大

ので、地域の農林漁業、食品産業の担い手としてふさわしい優

泉一貫 宮城大学副学長・事業構想学部長）での審議を経た結

れた経営体などを表彰し、多くの経営体の目標となる姿を示す

果、特に優良と認められる先を下記受賞者一覧のとおり選定し

と同時に、地域の農林漁業、食品産業の育成および環境保全型

ました。

■平成22年度アグリフードEXPO輝く経営大賞 受賞者一覧

大 賞

経営部門

賞

受賞者

東日本エリア

株式会社菅与

秋田県横手市

養豚

西日本エリア

有限会社大串農園

高知県宿毛市

果樹、加工販売

有限会社岡野農場

鳥取県境港市

露地野菜

株式会社千葉県食肉公社

千葉県旭市

食肉センター

唐津農業協同組合

佐賀県唐津市

農業協同組合

環境部門
特別賞

アグリフードEXPO輝く経営大賞 選定委員（五十音順、敬称略）

青山 浩子
農業ジャーナリスト
梅本 雅
独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構 中央農業総合研究センター研究管理監
大泉 一貫（会長） 宮城大学副学長・事業構想学部長
学習院女子大学国際文化交流学部教授
荘林 幹太郎
藤田 毅
有限会社フジタファーム代表取締役
アグリビジネス・ソリューション株式会社代表取締役 税理士
森 剛一

大賞

経営部門

（東日本エリア）

株式会社

経営部門：優れた経営能力、技術力を有し、担い手経営体としての実績を
有するとともに、公庫資金を活用した投資により顕著な経営発
展を実現されている先
環境部門：環境保全型農業への取り組みを強みとして、優れた経営を行っ
ている先
特 別 賞：地域農業の活性化や公庫資金の活用推進に大きく寄与された先

菅与

DATA●代表取締役：菅原一範／設立年月日：1989年4月／資本金：7,000万円／売上金：21億100万円／事業内容：養豚（一貫）
／住所：〒013-0103 秋田県横手市平鹿町下鍋倉字下六ッ段132-1 TEL 0182-24-3298 FAX 0182-24-3299
URL http://www.sugayo.co.jp

受賞のポイント

●経営不振に陥った農場を引き受け、
子豚（エコブー）」のブランドで販売。
独自のノウハウで雇用は継続しなが
●飼養データを従業員間で共有し、改
ら、再生することにより規模を拡大。
善度合に応じて従業員一律に成功報
●食品リサイクル工場を立ち上げ、食
酬を支給するなど、従業員の一体感
品ロスを原料としたリキッドフィー
を醸成。
ディングを活用して育てた豚を「笑
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インフォメーション

大賞

経営部門

（西日本エリア）

有限会社

大串農園

DATA●代表取締役：大串謙二／設立年月日：1996年8月／資本金：300万円／売上金：2億1,400万円／事業内容：果樹（文旦、
デコポンなど）、加工販売（ジュースなど）／住所：〒788-0023 高知県宿毛市宇須々木36 TEL 0880-65-7352 FAX 088065-7690
URL http://www.gogo-oogushi.com/

受賞のポイント

●台風被害で市場販売ができず、やむ
を得ず実施した対面販売で成功し直
接販売を開始。現在、２万５千人の顧
客データをパソコンで管理。
●データに基づく栽培管理手法を確立
し、作業を標準化することで、品質の

大賞

環境部門

有限会社

均一化と向上を図っている。
●農商工連携でジュースなどの加工販
売にも取り組み、６
次産業化を実践し
ている。

岡野農場

DATA●代表取締役：岡野修司／設立年月日：1994年4月／資本金：500万円／売上金：3億6,200万円／事業内容：露地野菜（ダ
イコンなど）／住所：〒684-0072 鳥取県境港市渡町1998 TEL 0859-28-8248 FAX 0859-28-5026
URL http://www1.ocn.ne.jp/~okano-nj/index.html

受賞のポイント

料の使用量は慣行栽培の半分以下。
●平成６年から中海干拓地に入植し、
●ダイコンは大手コンビニエンススト
減農薬減化学肥料栽培を開始。現在
は県内で165haの規模で露地野菜を
アチェーンのおで
展開。
んの種として納入
●ダイコン3.5haで有機JAS認証を取得。
されている。
そのほかのほ場における農薬、化学肥

特別賞

株式会社

千葉県食肉公社

DATA●代表取締役：長田光司／設立年月日：1996年3月／資本金：6億2,600万円／売上金：60億1,600万円／事業内容：食肉セ
ンター／住所：〒289-2505 千葉県旭市鎌数6354-3 TEL 0479-62-1073 FAX 0479-63-8515
URL http://www.cmpc.co.jp/

受賞のポイント

●日本公庫が全国初となるABL（動産
担保融資）の融資スキームを肉用牛
農家に対して行うにあたって、担保
となる牛の日常管理や牛の処分に
関して協力する協定を公庫と締結し
（その後、豚でも締結）、ABLの実現に

特別賞

唐津農業協同組合
DATA●代表理事組合長：才田安俊／設立年月日：2006年4月／組合員数：15,420人／販売品販売高：271億円／事業内容：農業
協同組合／住所：〒849-5131 佐賀県唐津市浜玉町浜崎598-1 TEL 0955-70-5225 FAX 0955-70-5262
URL http://www.ja-karatsu.or.jp

受賞のポイント

●公庫資金の活用推進に継続して取り組
み、
管内農業者の公庫資金活用に貢献。
●全国ブランドに成長した「佐賀牛」のPR
活動において中心的な役割を果たして
いる。また、直営の大型直売施設を開設
し、農家所得の向上に取り組んでいる。
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大きな役割を果たした。
●と畜業務に加え集荷・販
売・部分肉加工までの総
合的な業務で県内畜産業
の発展に貢献。

催しました。

内にて、公庫林業資金友の会を開

は、平成二二年九月三日に、京都市

日本公庫京都支店農林水産事業

ーフティネット資金（災害）を始め

の皆さま方を対 象に、農林漁業セ

るなどの被害を受けられた農業者

暑の影響により米の品質が劣化す

日本公庫農林水産事業では、猛

九〇〇〇万円）となり、前年同期の

け融資件数は、三九件（金額一一億

平成二二年度上半期の新規参入向

への積 極 支 援に取 り 組んだ結 果、

種から農業参入をめざす企業など

日本公庫農林水産事業は、異業

ための基本契約を締結しました。

の間で証券化支援業務を開始する

東濃信用金庫（岐阜県多治見市）と

開始していますが、一〇月二二日に

向け融資に係る証券化支援業務を

年一〇月から民間金融機関の農業

手への資金供給のために、平成二〇

した金融機関は、今回を含め四七

先となりました。（証券化支援室）

佐賀共栄銀行、
徳島県信用漁
業協同組合連合会、
社団法人
千葉県農業協会との業務協
力について

日本公庫 農 林 水 産 事 業は、一〇

や食品製造・販売業に加え、自動車

なお、従来から多かった建設業

水産分野において、
また一一月一日に

徳島県信用漁業協同組合連合会と
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東濃信用金庫と証券化支援

講 演 会では、三菱ＵＦＪリサー
とする公庫 資 金のご融資や、既 存

二〇件に比べ一・九倍と大きく増加

日本公庫農林水産事業は、担い

チ＆コンサルティング株式会社の
の公庫資金の返済に関するご相談

しました。

農業参入の取り組みを
積極支援

前田滋副主任研究員と三菱ＵＦＪ
をお受けする窓口を一〇月二〇日

新規参入向け融資が増加してい

災害などに関する
相談窓口の設置について

リース株式会社の牧野佐和子オフ

付で、全国の支店農林水産事業お

る背 景 として挙 げ られるのは、農

京都で公庫林業資金
友の会を開催

セットサービス室長から「オフセッ

よび農林水産事業本部に設置しま

なお、これまで基本契約を締結

ト・クレジット（Ｊ ―ＶＥＲ）制度の

利用しやすくなったことや、安全・

地法改正を受けて、企業が農地を

また、一〇月二一日付で、奄美地

安心な食品を求める消費者のニー

した。
方の大雨によって被害を受けられ

ズに対応するため、自社で農産 物

概要」や「カーボンオフセットの活

た農 林 漁 業 者の皆さまを対 象に、

の生産に取り組む食品関連企業が

用事例」についてご講演をいただき
参加した林業経営者からは、森林

特別相談窓口を鹿児島支店農林水

増えてきていること、などがありま

ました。
保全における新たな取り組みのひと

産事業に設置しました。

月二二日に佐賀共栄銀行と農畜産
設置支店などについての詳細は、日

部品製造業、石材輸入販売業、縫製

は、社団法人千葉県農業協会と農

す。
本 公 庫 農 林 水 産 事 業 本 部 のＨＰ

加工業など、多 様な業 種からの参

業 経 営 者への経 営 支 援において、

業 および関 連 産 業 分 野において、
）を ご 覧 く
（ http://www.jfc.go.jp/
ださい。

入が増えてきていることも大きな
日本公庫は、融資による支援の

今後とも、農畜水産業や関連産

「業務協力に関する覚書」の締結を
漁 業 者の皆さまからの相 談に、政

ほか、コンサルティングなどを通じ

業分野において積極的に取り組む

特徴です。
府系金融機関として円滑、迅速か

て、農業 参入の取り組みを引き続

行いました。
つきめ細やかな対応を行っていま

ていきます。

（総合支援部）

金融機関などとの連携強化を進め
（総合支援部）

き積極支援していきます。
（営業推進部）

す。

染病などの被害を受けられた農林

日本公庫は、自然被害や家畜伝

主な資金制度および相談窓口の

つとして、大いに勉強になったとの
（京都支店）
意見が寄せられました。
事例を挙げながらの説明に参加者の理解が深まる

「技術の窓」農業の最新技術情報を提供しています！
日本政策金融公庫農林水産事業では、
「技術は経営の基盤」の考えのも
と、農業関係試験研究機関などの研究成果や現場で役立つ実用化技術の
ポイントをまとめた最新技術情報「技術の窓」を毎月提供しています。
メール配信サービスでは、これらの更新情報をお知らせしていますの
で、登録がお済でない方は、日本政策金融公庫農林水産事業ホームペー
ジ（http://www.afc.jfc.go.jp/）にアクセスしてご登録ください。
「技術の窓」
のバックナンバーは、
日本政策金融公庫農林水産事業ホームページ
「お役立ち情報」
をクリック！
「最新技術情報
（技術の窓）
」
でご覧ください
http://www.afc.jfc.go.jp/information/technology.html

技術の窓 No.1698

健康な子牛を育てるための

パイプハウス牛舎の利用技術

小・中規模の酪農家では哺育・育成牛を専用牛舎ではなくカーフハッチや
成牛舎の一部を利用して飼養する例が多く見られますが、
一方で管理労働の
増大と飼養環境悪化の要因になることもあります。そこで低コストなパイプ
ハウスを利用した収容頭数20頭程度の哺育・育成牛舎について構造や環境
制御方法を整理し、
自然条件や環境条件に応じた利用法を提示します。

ット販売」と答えた層が実に七％に

購入する場所として「スーパーのネ

の消費行動調査によると、野菜を

している。先日発表されたＪＡ総研

方を困らせていた。大石さんのお店

ーセージに、最後まで迷ってレジの

ーケース内のたくさんのハムとソ

お肉屋さんをほうふつさせる。ショ

昔住んでいたドイツでよく通った

大石農場ハム工房さんの写真は、

達したとのこと。高齢者や共働き

を訪れたお客さんも、毎回そんな

ネットスーパーの市場が急拡大

世帯から支持を得ており、
一過性の

わくわく感を味わっているのでは

（片岡）

ものではなさそうだ。

ないだろうか。

ご意見、ご提案をお待ちしております。
巻末の児童画は全国土地改良事業団体
連合会主催の「ふるさとの田んぼと水」子ども
絵画展の入賞作品です。

みんなの広場へのご意見募集

■定価 500円（税込）

本 誌への感 想や農 林 漁 業の発
展に向けたご意 見などを同 封の
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