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第1章

1

問題意識と課題

本研究の課題と調査の経過

一SCM志向の農協米共販の展望一

輸入圧力と過剰基調の下で、国内米産地では、安全性・信頼性の確保と「需要の多様性
に応じた生産」が主な課題になっている。それは具体的には、系統農協米共販において、
「生産の段階から最終消費者にいたるモノ及び付随する情報の流れに関するあらゆる活動」

の連携関係の改善を通じて、川上から川下かけての一連の活動を統合していくこと、いわ

ゆるサプライチェーン・マネジメント（SCM）の展開を要請している。「延期一投機」
の理論で言い換えれば、「作ったものを売る」投機的なシステムから、「受注後あるいは
販売動向にもとついて供給する」（全国農協大会方針の「販売可能な量だけを作る」）と
いう延期的なシステムの形成である。そして、サプライチェーンを構成する生産者及び消

費者・事業者の協調・連携によって、国産米を消費するSCMが確立されるならば、その
サプライチェーンは米流通の一定シェアにおいて、外国産米の流入に対する安定的なバリ
アーにもなりうる。農協米共販におけるSCMに該当する展開は、現状の生産工程管理・
記帳運動や有機米産直、量販店及び業務用需要の契約生産・販売等において萌芽的に見ら
れる。本研究は、これらの展開の延長に農協米共販の展望と課題を見出そうとするもので
ある。

なお、「サプライ・チェーン」とは、製造業においては、「原材料調達及び生産管理、
物流、販売までを一つの連続したシステム（垂直的連鎖構造）として捉えたときの名称」

である。、また、流通産業では、「POS（販売時点管理システム）や汎用受発注オンライ
ンネットワークなどの情報管理手段により、物流システムの効率化や適時適量の配送を目
的としたシステム」とも言われる。そのさい、当該「システム」のマネジメント（SCM）
においては、いずれもロジスティクス（物流管理）が重点におかれている。

これに対して、農業・食品産業を対象として、SCMに留まらず食品の安全性や品質保
証、表示の立証性等をも包含したフードシステム全体の諸問題に関して、農場から食卓ま
での多段階の事業者を特定主体が統合的に管理する手法として、「フードシステム・マネ
ジメント」の概念が提起されている（［新山］、P．259）。それによれば、「フードシステム・

マネジメント」の課題は、物流のマネジメント（ロジスティクス）、品質のマネジメント
（品質管理・品質保証プログラム等）、食品のリスクマネジメント（トレーサビリティ・
システム等）の3つであるという（同、p．264）。

本研究では、超私経済的ないし産業論的な観点に立っ「フードシステム・マネジメント」

ではなく、あくまでも個別経営（ないし産地運営）の視点に立ち、生産と販売活動を統合
したマーケティングの展開形態として「サプライチェーン・マネジメント」を意義づける。

従って、ロジスティクスの問題に狭く限定せず、既存の概念理解を拡張して、需要側のニ
ーズに対応した生産管理や品質管理、市場細分化、商品（製品）差別化等のマーケティン
グ活動の展開として捉えたい。

ところで、伝統的な農協共販論では、主に規模経済による交渉力と競争力に依拠して、

生産者の農産物販売取引での優位性を発揮することが共販の意義とされている。また、系
統農協ではその具体的事業方式として、無条件委託、共同計算、系統全利用、一元集荷多
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元販売、手数料実費主義などを共販の原則としてきたeこのような共販原則論に対しては、

品質の多様性が小さい米麦等の旧統制品目を対象とし、系統農協の販売責任を回避してい
るという批判がある。特に米共販においては、食糧法施行後の生産者直売の増大で共販率
が著しく低下してきたことを背景に、販売領域において系統段階間の「棲み分け」的な共

販方針に対して一部の単協から強い不満が出ている。そこでは、過剰問題に対する系統農
協の需給調整機能の意義と限界をめぐる議論とともに、単協レベルでの多様なマーケティ
ング展開の意義が強調されている。他方、最近の食品偽装や偽装表示、違法農薬使用等の

問題への対応、また安全性・信頼性確保のためにトレーサビリティ・システムの導入要求
などが強まり、農協共販論において、これまでの主に生産者側からの需給調整論やマーケ
ティング論では対応不十分な問題も発生している。
以上の問題意識に立って、本研究の課題は、農協の米共販において、安定的なサプライチェ
ンーン（市場ニー．．．一，ズに対応した生産から小売り・消費までの情報・物流・商流等の統合的連鋤の諸形
態と形成条件について、先進事例の実態から明らかにし、今後の米共販における産地マー一・一・一ケティングの

展開方向を探ることである。具体的には、以下の4つの点を実証的に検討することによって課題に接近
する。

第一に、米共販においてSCM志向を要請する市場ニーズ（品質、生産・流通管理等）の特質と、サプラ
イチェンーンに関わるステークホルダー（需用者、農協、生産者等）の意思反映と調整・統合の方法につ
いて検討する。

第二に、触等の品質管理のマネジメント・サイクルの形成方法に関して、特に品質規定要因（土壌
条件や栽培管理、生産資材等）の統制手法や農協管内多数生産者を対象とした統一的な生産管理の展開
形態を先進事例の検討によって明らかにするe
第三ic、生産管理工程の統制や認証システム化の条f弔流通段階におけるトレーサビリティの導入形
態、及びこれら関係機関（農協等）のコーポレート・ガバナンスのあり方について檎討する。

第四に、品質格差別の精算方式や買取方式等による生産者へのインセンティヴ（プレミアムとペナル

ティ）の導入形態と、需用者・農協・生産者間でのSCM関連コスト及びリスクの分担方法について、
先進事例の検討を通して検討する。
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実態調査の経過と研究成果の公表

前述の検討課題に関して、2004年度から06年度にかけて次のような実態調査を実施した。

04年度は研究計画の初年度として、全国的な米流通や産地形成の動きに関して・関連資
料や統計文献等からの情報収集とともに、系統農協米共販の取り組みや各道府県の水田農
業政策等に関連して先進事例の実態調査を行った。具体的には、農協からは・地域水田農
業ビジョンへの取り組みや米の独自マーケティング活動（買取り集荷、販路開拓・産地指
定等）、産米改良における生産者指導の取り組み等に関して調査した。他方・全農県本部

や県行政からは、水田農業ビジョンの策定状況や自県産米の販売状況、県下の系統米共販
の方針、トレーサビリティシステムの取り組みに関して情報収集した。

特に、長野県農協中央会及び全農長野県本部からは、水田農業再編対策や米の系統農協
共販活動の取り組み、農協独自のマーケティング活動の動き、さらに県下系統農協の経済
事業改革の方針についてヒアリングした。また福岡県においては、県農協中央会・全農福
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岡県本部、筑前あさくら農協、糸島農協、福岡市農協、くるめ農協及び筑紫農協から主に
系統農協の米共販の独自戦略にっいて情報収集した。

そして佐賀県庁では、生産目標数量の市町村配分方法や産米改良の取り組みについて、佐賀
県経済連からは自県産米の系統販売戦略について、さらに全農京都府本部からは米のトレーサ
ビリティシステムの先進的導入について調査した。そのほか、国内最大米産地の北海道では、

ホクレンからは道内系統農協米共販の戦略と課題について、いわみざわ農協では米の用途別需
要に対応した水稲再編戦略について、ながぬま農協からは品質改善の向上を目的とした生産者
個別管理の状況について実態調査した。また、中国の米主産地の再編動向や流通政策、マーケ
ティング志向について、関連文献や統計資料等の情報報収集により整理し公表した。

なお、農協米共販の実態把握においては、04年の秋・冬に良食味米産地である新潟県魚
沼地方を現地調査する予定であったが、中越地震の発生にともない次年度以降に延期する
ことになった。

05年度においては、米主産地の統一的生産管理及びSCM志向の現段階的性格について、
参考情報の収集のために、全国の先進的ないし特徴的な米共販を展開している事例農協の
現地調査を行った。まず、新潟県内の農協米共販の現状について、資料収集と関係機関か
らの概況調査を行なった。また、米の産地マーケティングにおいて先進的な北海道におい
て、道内の良食味米産地である上川地区内の現地調査を行った。具体的には、当麻農協、
ピンネ農協、東神楽農協、東川農協の各米穀担当者から、直売拡大志向のもとで、買取り

販売や生産者への系統的な栽培管理指導の実態にっいて情報収集した。次に、あきたこま
ちの低価格米産地である山形県最上地方において、新庄もがみ農協及び金山農協からは、

民間業者との激しい集荷競争の過程において、買付集荷や契約生産を展開している現状に
ついて情報収集した。さらに、西日本の良質米コシヒカリ産地である島根県において、全

農しまね県本部及び雲南農協から、産地指定の状況や県内農協のPB米の展開状況、農協
独自販売の拡大志向にっいて情報収集した。そして、環境保全型農業を展開している滋賀
県において、県水田農業推進協議会から「環境こだわり米」の販売状況について情報収集
した。

また、米産業の関連流通業者から、実需者ニーズの傾向や用途別需要の対象・傾向、及

び主産地とのSCM志向等にっいて実態調査したcまず、コープこ一べ（生協）からは、
「フードプラン」における米販売戦略について貴重な情報を得た。米卸大手の神明（株）

からは、最近の米卸・小売り市場動向や東北・北陸産米の市場評価等について参考知識を
得た。さらに、木徳神糧（株）からは、産地仕入れ戦略や業務用需要に対応した産地選別
の状況、ベンダーの原料米としてのニーズ等について貴重な情報を得た。

国内調査に加えて、日本のSCM的米共販の展開と対比する参考知識として、中国漸江
省杭州市において、ジャポニカ米の消費拡大傾向や米産地の契約生産や精米加工企業の農
民に対する統一的な生産管理の展開について、市食糧局や糧食企業、農業普及指導機関、
村幹部及び生産者から情報収集した。

06年度には、新潟県内の農協米共販の現状について、特に高級ブランド米地帯としての
魚沼みなみ農協と、県内大型産地としてのえちこ上越農協にっいて現地調査を行った。両
者の対比により、良食味米産地における産地マーケティング戦略の特徴と課題を検討した。

関連して、九州で唯一、地域区分上場している阿蘇農協において、管内全域を目指した低
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農薬・低化学肥料栽培の現状について情報収集した。

また、道府県レベルの産地マーケティングの展開形態に関して、主産地の各全農県本部
（新潟、秋田、岩手、山形庄内、石川）及び熊本経済連の米穀担当部から関連資料と情報

を収集した。そのほか、流通実態の補足調査として、京都生協及び米卸業者から最近の小
売り戦略及び消費者の品質・価格志向について情報収集した。

さらに、日本のSCM的米共販の展開と対比する参考知識として、韓国の稲作地帯にお
ける契約生産や農協（IPC）による米共販の現状について、現地の農協や行政府関係者
からヒアリング、資料・文献等で情報を収集した。そして、韓国政府の研究機関の研究者
と米の産地マーケティングの課題と展望について意見交換した。

以上の調査・研究の成果は、すでに下記の研究誌及び専門誌に部分的に論文として公表
した。

①椿慎一・佐藤加寿子・伊藤亮司・青柳

斉「米政策改革下での農協の米販売事業の展

開とその課題」『九州大学大学院農学研究院学芸雑誌』第60巻第1号、200S年
②青柳

斉「新政策下の農協米マーケティングの展開形態一一北海道の農協事例から一j

『新潟大学農学部研究報告』第58巻第1号、2005年

③青柳

斉「中国長江流域の米主産地の特質と展開過程一品種構成の観点から一」『新

潟大学農学部研究報告』第57巻第2号、2005年
④青柳

斉「全農改革の特徴と問題点」『農業と経済』第72巻第8号、2006年

⑤青柳

斉「米産地間競争の変化と産地マーケティングの展開」『農業と経済』第73巻

第3号、2007年2007年

⑥青柳

斉「高級銘柄米産地の農協マーケティングの展開形ue−一魚沼みなみ農協の事例

から一」『新潟大学農学部研究報告』第59巻第2号、2007年

本研究成果報告書は、これらの既発表論文（①を除く）の部分的修正をもとに、さらに

第3章の加筆によってとりまとめたものである。なお、章末に韓国内の米マーケティング
の現状を紹介した韓国語文献（翻訳）を「参考資料」として掲載した。本報告書が農協米
共販論の新たな展開に貢献できれば幸いである。

（参考文献）

新山陽子「フードシステム・マネジメントの可能性と課題」稲本志良編著『農と食とフー
ドシステム』農林統計協会、2002年
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第2章
1

米産地間競争の変化と産地マーケティングの展開

農協の独自販売の増大

各年産のうるち米の出荷・販売動向に関して、表1の全国出荷団体（全農・全集連）の
調べによれば、2000年以降、数量べ一スで「単位農協等→全国出荷団体販売委託」及び生
産者の「直販数量」は減少傾向にあり、対照的に「単位農協等の独自販売数量」が増大傾
向にある。ここで、生産者の出荷量（「生産者→単位農協等」及び「生産者→単位農協等
以外」の合計値）で、上述の販売・出荷先のそれぞれとの構成比を求め、00年産と05年産
の場合を比べてみよう。

これによれば、単協の系統共販（「単位農協等→全国出荷団体販売委託」）の割合は、0
0年産の64．4％から05年産に53．正％に低下し、生産者直販（「直販数量」）も同年間で22．4
％から18．1％に落ち込んでいる。これに対して、単協直販（「単位農協等の独自販売数量t）
は、推定幅が大きいのだが、仮に最大値で試算すれば4．6％から21．0％に急上昇している。

この推計が実態をそのまま表しているかはなお慎重な判断が求められるが、全農・経済連

からの買い戻しによる精米加工直売や、単協独自の販路開拓で業者の産地指定を受けてい
る系統共販（全農・経済連経由）も含めると、単協独自販売の実質シェアはさらに大きい
とも考えられる。

表1

米の出荷（販売委託・売渡）の動向
（単位：万トン）

生産者→単位農協等）（a）

単協等→全国出荷団体販売委託
単協等の独自販売数量（b）

生産者→単位農協等以外）（c）

00年

01年

02年

03年

04年

05年産

499

502

507

407

512

535

466

434

423

318

382

383

24〜33 28〜68 30〜84 42〜89 70〜130 71〜152＊
191
216
186
224
215
205
162

154

154

150
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89

84

82

78

75

71

＊生産者の出荷量（d＝a＋c）

723

717

723

612

703

721

＊単協等独自販売割合（b／d・％）

4．6

9．5

11．6

14．5

18．4

21．0

直販数量
無償譲渡数量
農家消費等）

注1）農林水産省「米穀の需給及び価格の安定に関する基本指針」（06年11月）より引用・

作成した。統計値は、農水省「生産者の米穀現在高等調査」及び「米麦の出荷又は
販売の事業を行う者等の流通状況調査」等をもとに作成している。なお、くず米を
含むうるち米で、「単位農協等」には全集連傘下の出荷取扱業者を含む。
2）05年度の「単位農協等の独自販売数量」は、原表では「71〜145」と記載されている
が、「145」は誤りで152（＝＝535・−383）が正しい値と思われるので訂正してある。
3）「＊単協等独自販売割合」は（b）の最大値で求めた。
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2

農協レベルの産地間競争へ
このような単協の独自販売の拡大傾向は、農協レベルでの産地間競争が本格的に展開し

ていることを示している。95年の食糧法施行を契機に、生産者とともに農協は単なる米の
集荷業者から販売業者に転ずることが可能となった。但し、これまでの単協直売の大半は、

販売経験が無かったせいもあるが、系統米共販の段階間の役割分担と全農による需給調整
（農協食管）の方針のもとでは、単協管内の消費者を相手にした精米小売り（その場合で
も玄米仕入れは連合会から買い戻し）に留まっていたとえよう。要するに、「産地聞競争」

とは言っても、それはあくまでも都道府県レベルのf銘柄間」競争を指していたといえる。

それが、90年代後半の米価暴落と以後の価格低迷のもとで、また、それと併行して「農協
食管」の破綻や生産者直売の増大という状況のなかで、一部の農協で独自販売の動きが露
わになってきたと考えられる。

前表をもう少し詳しく見れば、単協の独自販売の割合（b／d・％〕は、02年産の11．6％か
ら03年産の14．

5°／。にかけて特に上昇幅が大きい。これは、03年産の不作時に米価が全国的

に高騰し、一部の農協において、商系業者との集荷対抗策として、あるいは連合会共販よ
りも有利な販売対応として、生産者からの買付集荷による独自販売が一時的に増えたこと

によるものと思われる。ところが、平年作の04年産以降になっても、その独自販売の傾向
は止まないどころか持続している。

その背景には、04年産から開始された生産目標数量の都道府県別配分方式において、「需
要実績基準」配分枠の導入が強く影響しているのではないかと思われる。「需要実績基準」

枠は、周知のように当初の5割から徐々に拡大され、05年産6割、06年産9割、07年産か
らはいよいよ10割に移行する予定である。このこと自体、生産目標数量配分をめぐって都
道府県間の販売競争を激化させるものであるが、県内産地間においても競争に火を点けた
ように思われる。

例えば、各都道府県の市町村別配分において、「一律配分のみ」は04年産の17県から06

年産には4県に減り、反対に、「需要先との結びつき」が2県から11県に増えた。また、
生産者への目標数量配分においても、「一律配分1の市町村割合は、04年産の96．2％から
06年産に72．5％減少し、反対に「工夫をこらした配分」が3．8％から27．5％に上昇してい
るという（佐伯［4］、P．23〜24）。その中で、県内市町村別配分において、競争原理に基づ

く「格差配分」の考え方を当初から強く打ち出したのが北海道と新潟である。

3

競争原理に基づいた市町村別配分一北海道と新潟一
北海道の場合、道内市町村別の産米を7ランクに区分評価し、低いランクの市町村には

数量配分を減らし、その減少分は高いランクの市町村への加増に回すという方式である。
ランクの評価項目では、低蛋白米比率や産地指定比率、収量の安定性が特に重視されてい
る。一般に道内米主産地において、その土壌条件の適性から上川・北空知の市町村は高い
ランクで、反対に南空知地域のランクは恒常的に低い。そのため、道産米自体の配分目標

数量が増えなければ、市町村間の数量配分格差は年ごとに累積されて、数年後の稲作面積
の増減では大きな開きになっていく。さらにホクレンでは、用途別販売の方針から、97年
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産米から「品位別集荷」を導入している。1等米集荷の「品質」区分において、整粒歩合
と蛋白含有率による単純仕分けで7ランクに区分し、ランク別に価格プレミアムを設けて
いる。

このように、北海道では米の生産調整や集荷米の品質評価において、全国では最もラデ
ィカルな競争原理を導入している。その産地政策は、道産米全体の品質向上に大きく貫献
している。道産米の05年産及び06年新米の売れ行き好調は、ホクレンの巧みな販売戦略の
「勝利」という見方があるようだが（注1）、他方で、道内農協におけるこれまでの栽培管

理・品質管理の取り組みにより、食味等の品質が向上し安定性が増したという米卸等の評
価もある（注2）。

但し、道内の「競争原理」導入のもう1つの目的は、稲作限界地における「適地適産」

の貫徹という点にある。2年前に上川地域内の農協米穀担当者を訪れたさい、「1万3千
円台の低米価のなかで、道内でどこの産地がまず脱落するか、我慢比べだ！」という言葉
が印象的であった。

他方の新潟県では、生産目標数量の市町村別配分において、当初の04年産の配分基準で
は、「従来（03年産）べ一ス」配分を6割としつつも、他の4割については新たな方式を
導入し、うち全体の32％程度は「需要実績」配分とした。そして、都道府県別配分の考え
方と同様に、以後は「従来べ一ス配分」を徐々に縮小していくことが合意された。そして、

その後の「需要実績」枠は、05年産で約4割、06年産で49％、07年産では57％に拡大して
きている。当初、「従来べ一ス」配分枠は09年産でも3割程度残しておく予定であったが、
前倒しして、08年産で1割に減らし、09年産には全て無くすことになった。そして09年産

には、「需要実績」枠を8〜9割に増やし、残り1〜2割は「地域独自の別枠」配分（環
境保金型農業や担い手の状況）に充てる予定である。

このように新潟県の場合、北海道とは異なって産地の品質評価ではなく、都道府県別配
分方式に準じて需要実績基準で配分していく。当県では、県内産地間の品質格差評価は、
主要品種コシヒカリの入札市場におけるr魚沼」、「佐渡」、「岩船」、「新潟一般」の地区

上場でいちおう反映されている。そのため、価格プレミアムによるr品位別集荷」を導入

する必要性も小さい。また、主要銘柄米噺潟コシヒカリ」自体は、これまで高級米とし
ての市場評価の高さからそもそも販売残は少なく、従づて、市町村別の「需要実績」格差
が実際に生じる余地は小さかった。但し、05年産米の販売不振や06年産においても新米の
販売進度が鈍いという状況においては、県内産地間の売れ行きに「格差」が生ずるかもし
れない。特に06年産の新米については、新潟一般コシヒカリの売れ行き不振に対して、魚
沼コシヒカリの高価格形成と順調な販売進度が目立ち、このまま推移すれば、地域間の「需
要実績」格差は顕著になっていくことも想定される。

ところで、米の消費量の減少傾向は続いており、農水省によれば05／06年（05年7月から
06年6月まで）の米需要量は851万7千トンと試算されている。ここで、00／01年から05／06
年までの需要実績値で求めた回帰直線で単純に推計すれば、輸入米の増大を考慮に入れな
くても、2020年に760万トン、2030年には690万トン程度までに減少する見込みとなる。現
行の生産調整がいつまで続くが分からないとしても、「適地適産」を志向する需要実績配
分方式は、いずれ既存の一部の産地を耕境外にふるい落とすことになる。そのため、今後、

ますます小さくなっていく米市場の「パイ」をめぐって、米主産地としての生き残りをめ
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ぐって産地間競争は熾烈になっていくであろう。系統農協の米穀事業改革で提起されてい

る「売れる米作りjの取り組みは、直接的には、生産者に対する共販メリットの実現をね
らいとしているのだが、マクロ的に見れば、米産地としての農協レベルでのサバイバル競
争ともいえる。

4

産地マーケティングの展開契機
農協レベルの産地間競争の展開は、農協を主体とした多様な産地マーケティングの展開

を促している。その産地マーケティングの展開契機は、以下のような事情からも生じてい
る。

1つは、米需要の多様化への対応である。まず、家庭炊飯用の米消費が減少する一方で、

外食・中食産業における消費が増え続けている。農水省の推計（注3）によれば、主食用米

消費に占める外食・中食等の割合は、90年25％、95年31％、00年33％、05年37％というよ
うに増大傾向にある。外食事業者等の業務用需要では、蛋白含有率や整粒歩合、水分含有
率等に対する品質要求が各業者によって異なる。

他方の家庭用消費においては、低価格帯のブレンド米需要が拡大しているなかで、有機
米や胚芽精米等の高単価帯の「付加価値米」需要も増大している。農水省「食料品消費モ
ニター調査」によれば、消費者が入手した米の様態で、「付加価値米」は01年の12％から
05年産には17％に、「ブレンド米」は7％から11％に上昇している。

このような米需要の多様化に対して、主産地では業者の多様なニーズに即応できる集荷
・販売方式や、多様な価格帯に対応した品揃え・市場細分化政策の導入がマーケティング
の手法として重要になってきた。

2つ目は、07年度からの「品目横断的経営安定対策」と「生産者団体主役」の生産調整
方式の施行である。前者に関しては、05年度に新政策が提示されて以来、ほとんどの農協
・市町村において、その対象要件を満たす「認定農業者」の創出や集落営農の組織化に取
り組んでいる。但し、その「担い手」がカバーする地域稲作面積は部分的に留まる見通し
である。そのため、一部の農協・連合会では、生産調整に不参加の生産者増大に加えて、

統制力が弱まる農協主体の生産調整方式への移行と力湘まって、今後、生産調整不参加米
が急増し、米市場での過剰傾向をいっそう強めるのではないかと恐れている。そこで、「経
営安定対策」の対象から外れた生産者を農協共販に引き留めておくために、有利販売の取
り組みで共販の優位性を示す必要に迫られている。
ところで、系統農協の米共販方針「需要に応じた米生産」の取り組みは、農協のマーケ

ティング活動において、特に次の課題への対応を迫っている。1つは、実需者が要求する
用途・価格帯・品質別の「製品」ニーズ（品揃え）への対応である。2つは、価格・供給
量・品質に関する実需側の安定的な取引要求への対応である。3つ目は・産地（農協）側
の「製品差別化」による実需者への積極的な「提案」である。この中で、産地の宣伝や販
路の開拓・選択、低価格販売等とともに、産地全体の品質向上や品位・品種の区分集荷と

仕分出荷（品揃え）などの「製品（産地）差別化」が米共販の重要な戦略的課題になって
いる。
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5

農協の産地差別化戦略
この点に関して、最近の米「産地作り」の特徴として、いわゆる「環境保全型稲作」（特

別栽培米の生産）を農協管内全域で取り組もうとする動きがある。例えば、宮城登米農協
（宮城）や江差市農協（岩手）、ささかみ農協（新潟）などである。取引先は主に県外（首
都圏）であり、個人消費者に加えて、生協・スーパー、米卸などの大口需要者である。特
別栽培米の普及には、慣行栽培に比べてリスクが高く、濃密な肥培管理指導を伴うため、

産地全体の米品質の向上・均質化に結びっく。このような「環境保全型稲作」の産地作り
では、米卸・量販店や生協等の評価を高め、管内産米の多くが「産地指定」ないし産直取
引の対象になっており、産地米の「差別化」が一定程度実現されている。

但し、産地全体の栽培管理指導に基づく産米の「品質管理」（高位平準化）の強化は、

農協による産地統制ないし生産者の「個別管理jを強めることである。そして、生産者統
制がどの程度達成されているかによって「製品（産地）差別化」の水準が決まるともいえ
よう。このような展開事例として、北海道南空知のながぬま農協といわみざわ農協を取り
上げてみよう（注4）。

両農協では、まず、カントリーや食味計などの施設整備と濃密な生産指導の人的・機構
的体制のもとに、品質水準、栽培様式（栽培暦）や品質区分の統一、技術水準の平準化、
作付け品種の地域別配分（ゾーニング）などの「製品政策」をマーケティング活動の主目

的に掲げている。そして、これらの目標・計画の遂行に際しては、営農指導員の巡回指導
や栽培履歴の記帳、各種診断表の作成等でチェックされる。また、生産者ごとの生産・販
売計画の文書契約化とともに、「通信簿（成績評価）」や各種「診断結果」の多様な評価
・計測システムによって、製品差別化の遂行過程が統制されるeさらに、生産者評価と連
動して価格上のプレミアムやペナルティ、食味値成績等のランキング表示などのインセン
ティブがその統制機能を補完している。そして、個別巡回指導に加えて、各種研修会や「反

省会」などが生産者に対する「教育」機会に位置づけられている。

このような生産者の「個別管理」は、主に業務用需要に対応した用途・価格帯・品質別
の販売戦略のもとで、カントリー・エレベー・一一タを基幹施設とした品質区分集荷と、業者の

ニーズに即応したブレンド出荷を可能とする「玄米製造メーカー」（注5）としての展開方
向である。これに近い展開形態は、秋田おぱこ農協（秋田）、越後さんとう農協（新潟）
においても見られる。

6

産地マーケティングの課題
但し、このような「生産者管理」が可能である背景として、米産地としては道内でも販

売可能な「限界地」にあり、大半が業務用需要に対応していること、さらに、多くの生産
者は専業的農家で稲作の経営規模が大きく、しかも販売圏が遠距離にあり米販売を農協に
依存せざるを得ないという地域条件がある。要するに、当該産地の生産者は、農協の産地
マーケティング戦略に従わざるを得ないのである。この点は、同じ米主産地であっても、

新潟県のように主に高価格志向の家庭炊飯用需要に対応し、零細生産者や専業的農家など
多様な経営規模階層で生産されている産地の事情とは異なる。従って、産地マーケティン
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グとは言っても新潟県の場合では北海道内の農協とはやや異なった展開方向になろう。

例えば、魚沼コシヒカリ産地の魚沼みなみ農協の例を取り上げてみよう（注6）。当農協

では、営業専任担当2名を配置して独自販売の割合を約6割まで拡大しているのだが、品
質管理においては上述と似たような生産者管理を展開しており、その動機は次のような点
にある。産地銘柄米「魚沼コシヒカリ」は超高単価米であり、その需要先は通販業者や量
販店における贈答品需要、あるいは高所得者層の個人消費向けが多い。そのため、固定的
な販路を確保しようとすれば、高単価にふさわしい恒常的な「品質保証」が要請される。

他方、長期的な米価の下落傾向を見通して、高単価の有機米・特別栽培米への生産誘導に
よって（05年産では2割強）、生産者所得の維持を図ろうとしている。それは需要対応の
面から見れば、一部の「こだわり消費者1のニーズに対応して、高級銘柄米における「品
揃え」多様化の販売戦略でもある。ここに、管内全体の集荷米品質の高位平準化を図ろう
とする農協側の強い動機がある。品質計測結果に基づく個別生産者ごとの栽培指導の徹底
は、その最大の実現手段である。
但し、当農協では、慣行栽培米において、品質評価に基づく区分集：荷や多段階評価区分

に基づく報償インセンティブ（価格プレミアム）制度は導入していない。これは、農協の
出荷米は専ら家庭用炊飯向けであり、多様な品質規格を求める業務用需要が全く無いこと、

生産者の大半が1ha未満の零細規模であることによる。従って、当農協のマーケティング
戦略は、「玄米製造メーカー」の方向ではなく、独自販売及び精米小売りの拡大のために、
単一銘柄「魚沼コシヒカリ」を「主食」としてよりも「特産物」（ないし贈答品）として、
安定的な販路を拡大する点にある。
以上のような産地マーケティングの展開において、統一した生産指導、例えば土作りや

晩期田植え、減農薬栽培、生産履歴記帳などを普及していくとき、特に「土日百姓」の零
細兼業農家や高齢生産者に対して、品質向上のモチベーションをいかに高めていくかが至
難の課題となる。さらに、新潟県のように高い価格水準で取引きされている高級銘柄米産
地の場合、その将来性を懸念していない生産者にとっては品質向上への意欲がそもそも低
い。また、広域合併農協管内に耕作条件の不利な中山間地水田が散在し・管内の農業立地
条件の違いが大きければ統一した産地作りは困難である。さらに、統一的なマーケティン
グの展開は、農協管内が複数市町村に及ぶとき、各市町村名を冠した「ブランド」作りの
動きによっても阻害される場合がある。このような制約条件をいかに克服していくかが、
大半の農協にとって、産地マーケティングを展開しようとするときの大きな課題となろう。

7

全農・県本部の「ジレンマ」

ところで、農協の産地マーケティングの展開が直ちに単協の独自販売（系統外直売）の

拡大を意味するものではない。小規模産地ならともかく・出荷量5万トン程度以上の大型
産地となれば、農協単独で全てを売りさばくことなど容易でなく・販売リスクや営業コス
ト等の面からみても不合理であろう。但し、「独自販売」の意味を「産地指定の単協独自

開拓による全農融販売」も含めて拡大解釈すると・大型産地のなかでもこのような「ll虫
自販売」志向の事例は少なくない。そして、生産目標数量配分において都道府県内におけ
る農協間競争の導入は、特に産地評価の高い農協に対しては・このような単協「独自販売」
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に駆り立てていくように思われる。それは次のような事情からである。

まず、多くの都道府県では、県内において伝統的に食味評価の高い産地がある。これら
の産地では、評価の低い県内他産地との「抱き合わせ」販売を嫌い、有利販売を求めて単
協独自販売に乗り出そうとする。そこで、系統連合会共販において、いわゆる特A産地（全
国米穀検定協会による食味ランキング）に対しては、価格プレミアムを設けている県もあ
る。但し、そのプレミアムが当該産地の農協の自己評価とズレポあるとき、他方で精米加
工事業における収益拡大のメリットもあって、やはり独自販売の拡大に動く可能性があるe

他方、大手卸や量販店等においても、品質管理の統制やクレーム処理対応に優れた農協
や市場評価の高い大型産地を選別し、継続的な取引関係を築こうとしているaそのさい、
実需者が全農県本部に対して特定産地との取引を希望しても、県本部としては県内各地域
の当該銘柄産米をまんべんなく販売しようとするため、このような産地指定をそのまま受

け入れられない。そこで業者は、全農を経由しないで当該産地農協と直接取引しようとす
る場合が出てくる。先述の魚沼みなみ農協の独自販売において、05年産で玄米販売が64％
占めているのだが、販売量で04年産実績を倍増させており、それは上述のような事情で新
規取引が拡大したためだという。

以上のような事情での単協独自販売の拡大傾向は、都道府県の生産目標数量配分に留ま
らず、都道府県内の市町村配分においても競争促進的な需要実績基準を導入することによ

っていっそう強まってくるだろう。その展開過程で、農協直売と全農の卸販売との競合問
題が顕在してくるかもしれない。

なお、全農は、06年4月に県本部の消費地駐在事務所を東西米穀販売センターに一体化
し、要員も本部間異動のうえ全国本部所属とした。そして今後は、販売センターとパー一・・一ル

ライス会社が一元的な販売戦略のもとで、卸会社への販売や大手量販店・外食事業者等と
の商談、地域に密着した中小量販店等への営業活動などを分担するという。このような全
農と県本部における米穀事業の一一体化政策は、都道府県レベルに加えて市町村・農協レベ
ルでも熾烈になってく産地間競争の実態と整合性を持つのであろうか（注7）。要するに、

全農・全中の米穀政策は、一方でf売れる米作りjや需要実績基準の生産目標数量配分の
導入で産地間競争を煽り、単協を独自販売に駆り立てておきながら、他方で、従来のよう
に各産地米をいわゆる「一手販売」したいという、矛盾した内容を孕んでいるように思わ
れる。

注1）佐伯［4］p．30による。

2）「金農米穀情報」（06年度第4号、06年12月22日、p．4）による。

3）農林水産省「外食事業者等に対する米の仕入動向等アンケート調査結果」（06年5月調
査）による。

4〕詳しくは拙稿［1］を参照されたい。

5）東岨5｝が秋田おばこ農協の事例分析で規定した表現である。
6）詳しくは拙稿［2］を参照されたい。

7）全農改革の問題点については拙稿［3］を参照されたい。
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（補論）全農改革の特徴と問題点
1

全農改革の背景と経過

全農に対する最近の直接的な改革圧力は、全農子会社の度重なる不祥事問題に対する農
水省の「業務改善命令」である。そこにはまた、この改善命令に「便乗」して、農水省が
「担い手」選別政策の推進ないし「担い手」助成政策の手詰まりから、特定「担い手」に
対する系統農協経済事業面での直接的な支援に過剰な期待があり、その実現方法の核心と
して全農改革を要求しているような傾向も感じられる。

ここで、最近の全農改革要求に関する経過を概観してみよう。まず、03年3月の農水省
「農協のあり方についての研究会」報告書で、主に系統経済事業の問題や課題について提
起しており、そのさい、農協改革のカナメは全農改革とまで言い切っている。これを受け、

全中では同年4月に「経済事業改革の指針」を策定し、7月にはその実践・推進主体とし
て「経済事業改革中央本部」を設置した。

他方、2001年から04年までに計6回の業務改善命令を受けた全農は、04年12月に会長の
諮問機関として、加藤丈夫（富士電機ホールディングス・相談役）を座長とする「全農改
革委員会」を設置し、「統治・執行のあり方」「監査機能の強化」「コンプライアンス機能
の強化」（以上は05年4月）、「事業推進のあり方」（同年6月）について答申を受けた。

さらに、改革委員会で審議中の05年4月に、秋田県本部等による「共同計算米流用」「架

空取引による価格操作」等の不正が発覚し、農水省は過去5年間で7度目の業務改善命令
を出すことになった。ここにおいて、全農改革に関して農水省においても直接検討するこ
ととなり、副大臣を座長とする「経済事業改革チーム」を省内に設置し、「経済事業のあ
り方の検討方向について（中間論点整理）」をとりまとめ、同年7月に全農に提示した。
その後、「秋田問題」で会長辞任まで追い込まれた全農は、改革委員会の「答申」と農

水省の「検討方向」を受けて、同年7月に「新生全農を創る改革実行策」、10月に「新生
全農米穀事業改革」等を策定した。そしてさらに、以上の一連の改革内容を集約して、「秋

田県本部及び株式会社パールライス秋田の米取引に関する業務改善命令に基づく改善計
画」を05年12月に農水省に提出した。

その後、この「改善計画」推進のために、06年2月に全農改革推進本部委員会と専任事
務局を設置した。そして、「改善計画」を全農組織全体の主体的な取り組み方針とする観

点から「新生プラン」と位置づけ、06年3月の臨時総代会で決定した。その後、「改善計
画」（新生プラン）は、全中の経済事業改革中央本部においても検討・具体化され、「経
済事業改革の指針」の改定に反映させていくことになった。

2

全農「改善計画」（新生プラン）の骨子
以上の経緯から、全農改革の方向を規定することになった農水省「検討方向」は、かな

り手厳しい表現での問題指摘と具体的な課題提起で改革を迫っている。その内容は、「事
業推進体制の再構築」、「コンプライアンスの徹底」、「組合員へのメリット還元」、「ガバ
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ナンスのあり方」などで構成されている。その多くは、全農改革委員会の「答申」と重な
るのだが、特徴的な点を指摘してみよう。

まず、「事業推進体制の再構築の可能性」として、「実質的な全国一本化1または、「全
農のダウンサイジングと県本部又はブロック別の再編成」のいずれかの選択を迫っている。

また、「事業見直し視点」として、「担い手の育成・確保などの農政の進むべき方向に事
業の軌道を修正していく」ことを求めている。この点は、r担い手支援」を目玉とする「改

善計画」に強く反映している。さらに、「ガバナンスの検討方向」として、全農改革委員
会の「答申」とほぼ同様に、経営管理委員会のスリム化や員外枠の拡大などを求めている。

当初、組織代表役員の削減案に対しては系統組織内で抵抗もあったようだが、この提言は
05年7月の新役員体制において早速、実現されている。
「検討方向jの内容は、現在の全農改革の基本方向を示している「改善計画」に強く反
映されることになづたe「改善計画」が提示している主な取り組み課題を列挙してみよう。

まず、「全農の使命」として5点を掲げ、一つは「担い手への対応強化」であり、5年
間の経営合理化効果から生み出される累計剰余240億円のなかから、うち120〜160億円を
生産資材の購買事業において「担い手」に対する価格還元に充てるという。二つは、「生
産者・組合員の手取り最大化」の取り組みとして、販売対策費の廃止や物流コストの削減
によって、米穀流通コストを08年産までに現行の60kg当たり3千円から2千円に削減するe
また、園芸部門については、直販事業や買取販売の拡大とともに、販売機能に応じた手数
料の見直しを検討する。三つ目は「消費者への安全・新鮮な国産農畜産物の提供」であり、

rJA米」を08年産には100万トンまで拡大することなどを提示している。四つ目に・「生
産者・組合員に信頼される価格の確立」として、生産資材の手数料を06年度から08年度ま

でに累計36億円削減すること、五つ目にrJA経済事業収支確立への支援」として、広域
物流の拡大により08年度までに物流コストを160億円削減するという。

また、経営合理化の一環として要員削減に取り組み、05年度の全農本体職員11，525名か
ら5年間かけて2， 500名の削減、子会社についても13，736名から2，500名を削減して、グル

ープ全体で計5千名（20％）の削減を図る。その削減効果は5年間の累計で160億円程度
になり、先の「担い手対策」の財源に充てるという。
さらに、「子会社管理態勢の強化」として、「現在の全国本部、県本部個別管理方式を、
事業を括りとした業種ごとの管理方式に抜本的に変更し管理を強化」するという。併せて、

現在の203社の子会社を撤退・統合等により98〜117社に再編する。また、「内部管理態勢
の強化」に関して、理事長直轄の内部監査要員の増強や全県本部にコンプライアンス専任
部署の設置などを掲げる。

以上のように、全農「改善計画」は、農水省にそのr進捗状況」の報告義務もあって・
具体的な取り組み課題と数値目標を掲げたタイムスケジュールで描かれている。

但し、この「改善計画」にはその改革方向の現実妥当性や実効性において、いささか疑
問な点もある。以下、改革の焦点になると思われる問題について取り上げてみよう・

3

危うい米穀事業「全国一元化」

米穀事業の改革構想に関しては、秋田県本部等の不祥事問題を契機に・すでに全農改革
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委員会の答申書「事業推進のあり方についてjでは、「共同計算」慣行の見直しに加えて、

米穀事業の全農本部一元化の意見があったことを紹介している。その改革方向は、05年10

Aに組織決定された「新生全農米穀事業改革」で明確になる。そこでは、「新生全農の米
穀事業は、県本部が各々バラバラに販売するのではなく、統合全農として一体的な仕組み
を構築し、そのもとで、各県本部の独自性を発揮することを基本とし、重複業務は徹底的
に排除する」という。具体的な取り組みとしては、以下の課題を掲げる。

まず、06年2月に「全農米穀グループ販売戦略統括部署」を新設し、東西米穀販売セン
ターを直轄する。そして同年4月に、県本部消費地駐在事務所の機構を販売センターに一
体化し、要員も本部間異動のうえ全国本部所属とする。他方、08年度までに、東西パール
ライス会社と隣県のパールライス会社とを統合する。そして、「販売センターとパールラ
イス会社が…一元的な販売戦略のもとで、卸会社への販売や大手量販店・外食事業者等と
の商談、地域に密着した中小量販店等への営業活動、などを分担する」という。

また、米穀部門における「効率的経営の徹底」のため、「新生全農内部における権限・
責任の再編」として次の取り組みを掲げる。①統合県では、県本部と全国本部が収受して
いる手数料の計上を07年度から新生全農の全国本部に一元化する。②事業を単位とした収
支計画、投資計画及び要員計画の最終的な決定権限・責任は全国本部本所に集約する。③

県本部は、産地∫Aに対する推進業務、県内需用者への販売業務のほか、定められた権限
範囲で県域共同計算の運営を行うものとする。④販売センターには、全国本部本所と県本
部等との事前の合意にもとづき、一定の販売権限と責任を付与する。

以上のような「全国一元化」の方向には、道府県間の販売競争が近年の米価低迷やひい
ては「秋田問題」発生の一因にもなづたという問題意識がある。もとより、全農による需
給調整機能の発揮やさらに07年度から農協が主体となった生産調整への移行を間近にして
いるとき、全農にとって米穀事業の全国一元化が望ましいことはいうまでない。また、米
卸や実需者への販売において、市場評価の低い銘柄・産地米を売れ筋の良食味米銘柄と「抱

き合わせ」によって、系統共販米全体の販売促進をねらう意義も大きい。

但し、供給調整の必要性の一方で、産米改良や特別栽培米などに積極的に取り組んでい
る産地も多く、米の需要や系統集荷量が減少しているもとで農協直売は増え続けていると
いう現実がある。特に、出荷量が大きく市場評価の高い農協のなかには、米卸や量販店・
外食産業との直接的な結びっきを強めようとする動きがある。他方の大手卸等でも、品質
管理の統制やクレーム処理対応に優れた農協や市場評価の高い大型産地を選別している。
特に産地の独自販売志向は、都道府県別の生産目標数−配分に留まらず、一一部の米主産道

県内の市町村配分においても競争促進的な販売実績基準を導入したことによって一層強ま
つている。また、近年の小売り相場の低迷は、主産地間の競争激化というより、主に北関
東圏の生産者直売での安売り競争が影響しているという見方もある。さらに、助成対象を
「担い手」に絞った新しい「経営安定対策」のもとでは、生産調整の実効性低下によって
乱売と米価暴落を予想している主産地農協もある。

このような点から、農協によっては、管内産ないし自県産販売の営業努力をしない県本
部ないし「販売センター

−jに見切りをつけ、直接販売の拡大に乗り出すことも考えられる。

しかも、連合会との機能分担に配慮した農協直売のやり方に留まらず、全農の卸販売との
競合間題を生じさせる恐れもある。また、大手卸等のほうでも、全農の「押しつけ販売」
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を嫌って、特定銘柄米の確保に向けて大型産地と直接取引を始めるかもしれない。従って、

全農の全国販売一元化政策は、そのねらいに反して、有力な米産地・農協の反発を呼び、
農協直売の拡大傾向をさらに強めはしないだろうか。

4

効果の薄い「価格対策1
全農の「新生プラン農業担い手支援基本要領」によれば、「担い手支援」の内容は主に

次の点である。①JAに担い手対応に絞った「担い手対応専任者」を設置する。②全農県
本部に専任対応部署を設置し概ね150名の専任者を配置する。③「担い手」の対象は全国
基準（経営所得安定対策の担い手や認定農業者）と県域基準（営農実態に応じた大規模農
家・法人や生産部会、共販組織等）にもとづき、後者は「担い手対応県域マスタープラン」

において定める。④5年間で累計240億円を購買事業での「価格対策」及び「営農・販売
・経営管理・体制つくり支援」に投入する。

このうち、目玉は240億円の担い手対策費の投入である。使途の主体は、全農本部で6

〜7割、県本部他で3〜4割の内訳になるという。農協の一部には、その総額すべてが価
格対策に向けられるとの誤解もあるようだが、「改善計画」では120〜160億円の枠である。

聞くところによると、その後、担い手対策費の比重は価格対策に傾斜し160〜180億円に増
額されたともいう。農水省の要求に沿って、「担い手」に対して、「目に見える」利益還
元を強くアピールしたのかもしれない。
但し、価格還元の効果は1戸当たりにすれば極めて過小である。仮に対象の「担い手」

を4ha以上農家の40万戸とすれば、160億円の場合では1戸当たり年間8千円（160億円÷

40万人÷5年間）、240億円すべてを充てた場合であっても年間1万2千円の価格還元に
すぎない。しかも、5年聞に限定されている。従って、個々の「担い手」にとって・殆ど
「実感」できない「メリット」であろう。その意味では、「担い手支援」対策費240億円
のすべては、農協の経済渉外担当者の育成や県域レベルでの渉外支援体制の整備に活用し
たほうが有効であろう。あるいは、「担い手」育成対策として、新しい「経営安定対策」
に対応した集落営農組織づくりに流用したほうが望ましいとも思われる。
なお、価格対策の原資は、全農本体及び子会社からそれぞれ2， 500人のリストラによっ

て生み出すものである。その「リストラ」は、いままで農協が経済事業の推進や指導

支

援において依存してきた全農・県本部職員の削減を意味し、県下農協の事業にとって全く
影響がないわけではない。単協にとっては、「価格対策」だけに目を奪われて、全農リス
トラのマイナス面での影響を見失ってはならないであろう。

5

全農本部「事業部制」の問題
統合全農における県本部の運営方式に関しては・これまで・実質的に旧経済連の状況と

あまり変化はなく、独立採算制のもとで県域の人事や各事業・子会社の運営等は県本部の

独自裁量に大きく委ねられてきた。そして、県本部の業績評価は・出資金の2％配当を前
提とした「1％ルール」を基礎に、当期利益の達成度合いを評価し・その結果を給与゜賞
与に反映する仕組みを基本としている。但し、その具体的基準の設定や運用については各
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県本部に委ねられている。なお、「1°／eルール」とは、「当期利益計画の策定にあたって、

県本部には県内会員の出資配当の2分の1（1％）及び非統合県会員の出資配当（2％）
相当を義務づけている」ことである。

このような分権的運営体制に対して、農水省は、既存の統合全農が実質的には独立した
県本部の合体組織にすぎず、組織統合のメリットの発揮やガバナンス態勢の確立ができて
いないとして、「実質的な全国一本化（全農本部による集権的体制）」あるいは、全農本

部の「ダウンサイジング1による「県本部又はブロック別の再編成」のいずれかの選択を
迫った。後者の選択方向には、全農の解体・分割も示唆されていたといえよう。

これに対して、全農は前述の米穀事業のように、全国本部への機能統合を強化して、こ
れまでの県本部分権体制から本部部門別の事業部制に移行する選択を示した。従って、系
列子会社の管理形態においては、従来の本部直轄の子会社に加えて、新設の広域子会社さ
らには既存の県域子会社をも全国本部の各部門直轄の体制に移行する予定である。

このような「全国集権体制」への統合全農の改革方向には、いくつかの間題が指摘でき
る。まず、事業運営業務の全国本部への統合によって、残された県本部の機能は、県下単
協への経済事業に関連した指導・支援や全国本部との仲介、県域の意思集約、行政対応な
どの活動に縮小される。単協の購買・販売事業では、極端なばあい代金回収や集荷業務だ
けになるかもしれない。但し、園芸販売事業のように、県によっては県本部ないし農協が
系統市場共販において大きな役割を果たしている場合がある。また、県下地域農業の振興
という観点からは、系統経済事業面においても品目・部門横断的な展開形態が望ましいは
ずである。果たして、巨大組織化した統合全農の全国本部から、都道府県農業の実情に応
じた地域個性的な事業展開や産地マー一一・・一ケティング等の発想が生まれるであろうか。

6

容易でない販売手数料の向上
また、多くの事業機能を全国本部に統合した場合、スリム化した県本部の運営財政をど

のように確立していくのであろうか。もとより、県本部・経済連の財政は、販売事業や生
産指導部門での赤字を購買事業部門の黒字でカバーすることによって成立していた。その
ような財政事情が、単協からの生産資材の原価公開要求になかなか応じられない理由の一
つでもあろう。その意味で、事業本部単位の収支均衡制は、非収益的な機能に特化した県
本部の財政問題を新たに顕在させるように思われる。
他方、「改善計画」では、大規模農家・法人等に対する生産資材購買の個別的対応を強

化するために、県本部及び単協に「専任者」の設置を掲げている。但し、専任者の人件費
負担は投資的性格をもち、競合業者に対する対抗的価格の提示などで、購買事業の粗利は
縮小すると予想されている。従ってまた、販売・利用事業の赤字を購買事業の手数料収入
で補填する現在の収益構造については、是正する必要があると提起されている。

そこで、部門別独立採算制の追究において、手数料率の低い販売事業の収益確保が最大
の課題となってくる。「改善計画」では、「販売機能に応じた手数料への見直し」を掲げ
るのだが、市場出荷中心から直販へのシフトを安易に想定しているように思われる。産地
として一定の市場評価を得ている農協ならともかく、大多数の農協のばあい直販の拡大は
至難であり、リスクも高く手数料収入の増大を保証するわけでもない。同様な事情により、
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県本部での手数料「見直し」も実際にはあきらめざるを得ないのではないであろうか・

また、「新生全農米穀事業改革」及び「改善計画」のなかで、「生産者・組合員の手取
り最大化」の取り組みとして、共同計算の透明化とともに、販売対策費の廃止やプール運

賃制から実費運賃の適用等によって、米穀流通コストを現行3千円／60kgから2千円に削
減することが提示されている。但し、卸売業者に対する値引き・リベート等の販売対策費
の廃止によって、価格形成センターの入札価格水準に不信感をもつ米卸から・今後は販売
単価の引き下げを求められるだけであろう。すでにその動きが出ていると聞く。また・運
賃コストの低減にとっては、くみあい運輸の体質改善や経営合理化・取引関係の見直し等
の抜本的改革が求められよう。そのため、これらの「流通コスト削減」の取り組みが・米
生産者にどれほど実質的なメリットをもたらすかどうかは不透明である。
以上のように、系統段階間を通して販売事業の収益改善が容易でない現状のもとで・全

国本部での事業別独立採算性の追究は、県本部の財政圧迫や単協・県本部での販売・指導
機能をかえって萎縮させかねないであろう。その意味で・r事業本部単位の収支均衡制」
の改革方向は、統合県の「管理」を優先にした対応であり、「総合経済事業経営と地域協

同を特色とするJA事業の強み」を削ぎ、「購買事業を中心にしたイビツナ事
業経営体制をさらに促進させる」という批判（注）は的を射ているように思われる。

最後に、巨大化した統合全農を民主的｝こ統治していくためには・事業唯営面での麟
自身の主体的な力量が問われる。その意味で、全農改革（実質2段階制への移行）にとっ
て最大の課題は、「農協の自己責任に立つ事業・経営能力の強化」にあるともいえよう。
催）統合全農の現状に対する埋橋茂人氏（全麟野県本部）の批判であり群しく
合全農の期待・成果と課題」『農業と経済』（2005年7月）を参照されたい。
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第3章
1

新潟県産米の動向と産地戦略一県内系統農協共販を中心に一

はじめに一全農県本部の「新RICE戦略」一

全農新潟県本部では、2006年7月に「新RICE戦略」（組織協議案）として、19年産以降
の県内系統米共販の産地戦略として5つの課題を掲げている。1つは、用途別・価格帯別
の生産・販売による県産米シェアの拡大であり、具体的には、コシヒカリの生産抑制と他
品種の拡大、品質向上と減農薬・減化学肥料の生産誘導、業務用の需要拡大への取り組み

などである。2つ目は、「売れる新潟米」に向けた生産者・JA・産地の主体的な取り組
みであり、具体的には、農協ごとのRICE戦略（需要別の生産・販売戦略）の策定、安定販
売の拡大、用途別・価格帯別の需要動向に基づいた生産誘導である。3つ目は、安全・安
心・高品質米と環境保全型農業の取り組みであり、全生産者による生産履歴の記帳、トレ
ー一

Tビリティシステムの強化、JA米100％の実現、全量の1等米生産、環境保全型農業

の取り組みとしている。4つ目は、消費者に向けた販売促進・宣伝対策の強化である。そ

して最後に、JAグループ米穀販売事業機能の強化を掲げており、具体的には、販売を起
点とした生産・集荷への転換、JAグループの一体的販売体制と実需者への販売機能の強
化、共同計算運営の改善と中間流通コストの削減、手数料の見直し、CE・RCの運営・収支
改善に取り組むとしている。

以上の産地戦略は、近年の新潟県産米の生産・集荷・販売をめぐる問題状況に対応して
提起された系統農協の米共販政策である。本節では、全農新潟県本部が「新RICE戦略」を
打ち出した背景やその産地戦略の特徴と課題について検討してみたい。

2

県内系統農協の集荷・販売戦略

（1）系統集荷率と農協独自販売の動向

表1にみるように、生産量対比の全農県本部レベルの系統農協集荷率は、ここ数年横ば
いで6割弱程度で推移している。単協レベルの集荷量データが無いので、農協の生産者集
荷率や農＄からの県本部集荷率（その反対指標は農協直売比率）は不明である。前者に関
しては、生産調整未実施者や零細生産者（飯米農家）の多さによって左右される。

いま、表2で06年産米の生産調整未達成による過剰分を見ると、福島6万5千トン、茨城
4万2千トン、秋田2万9千トンに次いで新潟県は2万5千トンと大きい。但し、その生産量対
比の割合では4．2％で全国平均より低い。また、米の大型産地で生産調整の未実施者が少
ないえちこ上越農協管内（上越市と妙高市）の場合では、08年産米の生産調整実施生産者
の作付け面積12，373ha、収穫見込み数量59，938トンに対して、農協への売渡委託数量は43，

295トンであり、集荷率は72．2％になる。これらの状況や他のいくつかの農協の実態から

判断して、集荷率の低い魚沼地域が6割前後、その他地域の農協は7割前後の集荷率かと
思われる。なお、全農県本部の米穀担当者によれば、県本部の集荷率は生産者の販売量対
比では85％くらいになると推測している。これらの状況から、新潟県において、95年の食
糧法施行以後に増えてきた生産者直売は、近年、横ばい傾向にあると言えよう。
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表1

新潟産米（加工用米を含む）の集荷：実績の推移

02年産
104
654，500
396，933
60
46

作況指数

生産量
集荷実績

①
②

集荷率

②／①

（

全国〉

∬

03年産
96
594，900
341，714
57

39

（トン、％）
05年
04年産
100
92
594，700
341，877
58
43

652，200
380，633
58
41

注）全農新潟県本部の関係資料より作成。以下の表も同じ・
表2

米主産地（30万トン以上）県の生産調整の達成状況（06年産米）

06年産米

（トン）
配分基準単 生産調整未 生産調整

06年産米

ｶ産確定数 蜷H用等 生産過剰分 福ｪ要因と B成による ｢達成の
ы〟
ﾈった生産 ﾟ剰分
ﾊ
①
?﨣ｽ年
@（％）
ﾟ剰分
ｶ産量
D＝③一④ D／②
B＝②一① @ ④
@ ②
一〇．3
一1，824
2，406
595，295
594，713
582
北海道

ﾂ 森
竅@手
{ 城
H 田
R 形
氈@島
?@城
ﾈ 木
V 潟
全

Q82，750
R05，324
S03，964
S97，324
R98，936
R73，982
R57，162
R33，911
T89，344
8，330，983
国

Q99，351
R13，856
S08，953
T26，485
S14，500
S38，876
R99，129
R53，247
U20，258
8，755，440

P6，601
W，532
S，989

Q9，161
P5，564
U4，894
S1，967
P9，336

R0，914
424，457

P，978

P4，623

T．2

V，451

P，081
S，393
Q9，161
V，658

O．4

U4，528
S1，967
P7，262
Q4，879
365，063

P7．3

@596
@ 0

V，906

@366
@ 0

Q，074
U，035

59，394

P．1

T．9
P．9

P1．8
T．2
S．2

4．4

他方違協からの県本部輔率に関しては、齢省r総合農蹴誠』により・米販売
取扱高における系統利用率（系統利用高／麟蹴取扱高×1・・％）で肋ば・全国平均9
1．3％に対して新潟県は92．7％とやや高いeまた、上述で指nevたように・ここ数年の県
本部レベルの集荷率は変わっていないため、麟の（系統外）独自販売についても・特に
目立って増えている様子は無い。

但し違協「独自販売」の鰍を、独自の販路開拓で産地指定を受けている系統共販や

躰部からの「自諏り」をも含めて捉えれば・その取扱量は少なくないようにも思竺
る．全農県本部（旧経済連）では撲都・らの県内「産地指定」は96年から認めるよつに
なった．。5年の実績では、全酬本部罐由した産地指定の割合は39％である・産地指定

の取引先の多くは生協・量販店であるが、実舗が特定磯協産地を雛してきた例や
躰部による産地儂協）の斡旋濃協の販路開拓によって取引関係ができた例など多様
である．近年は虐協の主体的な営業鞠で産地指定を増やしている例が多いようだ・産

地指定を受けるためにはぽ地評価に醐こ関わる麟の営me「e導㈱が問われるため・
産地指定の実績は農協間によって雛が大きい・越後さんと膿協では・人工醒からの

画像デ・・一一タを基に作成した稲のタンパク・マップで、生産者ないし圃場ごとの栽培指導を

徹底しているが、田植え時点で集荷数量の7割以上が産地指定になっているという。なお、

生協「産直」を除くと、「産地指定」とはいっても業者との契約関係はルーズであり、販
売進度が遅延する例も多いようだ。

また、全農県本部からの農協「自己取り」は、県内ほぼ全農協で実施している。05年産
米の実績では、県本部からの玄米仕入れが3，

374トン、委託精米によるパールライス（全

農パールライス東日本・新潟支店）からの仕入れが8，166トンで、両者合わせて11，540ト

ンの取り扱いになる。そのうち、1千トン以上の実績がある農協は4農協であり、十日町
農協2，

045トン（パール809トン、県本部1，236トン）、柏崎農協1，659トン（パールのみ）、

魚沼みなみ農協1，242トン（パール39トン、県本部1，203トン）、越後ながおか農協1，

007

トン（パールのみ）である。このうち、県本部からの自己取りが大きい魚沼みなみ農協や
十日町農協は、精米直売に積極的に取り組んでいると言える。
なお、単協直売の限度に関して、秋田県のように系統内で合意したルール（申し合わせ）

は無い。但し、生産者と農協、農協と全農県本部との出荷契約において、契約不履行のば

あい、違約金としてうるち米1千円、もち米2千円、加工用米7千円を徴収する。違約措
置の執行の際には、加工用米を除いて、出荷契約数量に対して一定の基準（70％未満）の
アローワンスを設定している。そこには、契約時に出荷量を控えめに設定させないように

したい配慮がある。生産者違約金の場合、農協と県本部の徴収割合は8：2として共計収
入に組み入れる。生産者と農協の出荷ルールは、そのまま単位農協と全農県本部の場合に
も適用される。但し、これまで違約金を支払った例は無く、あくまでも生産者ないし農協
の系統外直売に対する牽制効果をねらっている。

ところで、県本部は米穀部を経由して出荷契約金（1俵5千円、金利1％）を契約後の
6月に支払う。最近では約半分の生産者が利用しているが、農協によっては仮渡金制度の
定着によって利用者は減る傾向にあるようだ。また、スポット契約（出来秋時点の出荷契
約）での集荷においては、農協事務経費等相当として100円／60kgを徴収している。さら
に、18年産からは、生産調整未実施者に対して、独禁法との対応で仮渡し金・共計におい
て生産調整参加者との格差をっけない方針である（但し農協によって対応に違いがあるも
よう）。

（2）系統農協米共販の問題状況一県産コシヒカリの販売難一

表3によれば、県産コシヒカリについて、06年6月末現在での05年産の販売実績は、04
年産同月末の86％の実績に留まる。特に、「一般地区」では78％と低い。06年産米におい

てもその傾向は変わらないようだ。表4の9月以降の販売進度について見ると、一般地区
コシヒカリは07年1月までの累計で前年産対比で80％に留まる。

他方、同表では、魚沼や岩船、佐渡地区はほぼ前年並みか上昇している。その中で、07

年1月の魚沼コシヒカリの販売量は前年に比べてかなり低い実績になっているが、対比す
る06年産1月の販売数量が「駆け込み需要」で急増したという事情がある。また、中価格

米のこしいぶきの販売進度も高く、05年産米では前年産対比で123％（表3参照）、06年
産米の1月累計では116．4％の伸びになっている（表4参照）。その背景として、こしいぶ
きが県内において特売の中心銘柄として売れ行きが好調なためだと言われている。
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県産コシヒカリの販売不振の要因に関して、県推進協議会によれば・①米卸が05年産米
在庫の消化を優先させたこと、②消費者の米購入において低価格志向が強まっていること・

③県産コシヒカリの主な取引先であった米穀等専門店が全国的に激減していること・④相
対的に高価格の県産コシヒカリは量販店の特売において、他県産米に比べて魅力ある価格
設定ができず、販売量が伸びないこと等を上げている。また・最近の米市場では・超高価
格米の魚沼コシヒカリと低価格米の北海道産米の需要増に対して・その他の中価格米が販
売不振に陥っているという、米需要の「二極化」が生じている。そして・中価格米の市場
状況が高価格米の新潟一般コシヒカリにも当てはまりつつあると言える。
県産コシヒカリの販売難は、政府米としての販売に向かわせている・表5に見るように・

04年産までは政府売渡しが皆無に近かったのに対して、05年産米では政府米として3万9千
トンも売却している。06年産米の販売においても、新潟産コシヒカリの過剰感から・全農
県本部では販売進度の確保（米穀年度内完売）のため、積極的に政府売渡しを進めていく

方針だ。なお、政府米の場合、値引き販売で不利な上に、実需者への販売が遅いため6月
末の需要実績にカウントされるかどうか不安だという問題がある。
ところで、全農県本部の価格設定の方針においては、銘柄によって目標とする価格水準

が異なる。コシヒカリの場合、他県産との価格差を考慮しつっ、家庭用精米として消費者
から受け入れられる水準に設定する。こしいぶきでは、県外需要拡大のために他県競合銘
柄に対抗できる水準であり、その他の銘柄では、県内の業務用需要に対応した水準に設定
しているという。

また、具体的な相対取引価格の決定においては、特定契約の場合、産地・銘柄ごとに「基

準価格」を設定し、業態、契約量規模、契約締結時期・引き取り完了時期、契約期間等を
勘案して決める。なお、「基準価格」の設定は、過去の販売価格や需給状況、販売見通し、

仮灘などを鹸して設定する．搬契約の場合は、出来秋から初回入札までは・特定契
約の基準価格を基本として銘柄ごとに設定するe初回入札後では、直近の入札価格プラス
加算額で決めるe R11方、コシヒカリ及びこしいぶきの入札希望価格においては・特定契約
の基準価格をふまえて別途設定するという。

表3

05年産の主食用うるち米の販売状況（06年6月30日現在）
（トン、％）

こしいぶ

コシヒカリ
販売計画（トン）

185，226

35．91

14，945

17，109

計
253，191

̲約率（％）

@

@98

@94

@98

@

o荷実績（トン）

P36，179

R3，717

P1，248

P4，008

O年産同期対比（％）
@出荷進度（％）

@
@

@112

一般地区 魚沼地区 岩船地区 佐渡地区

@未出荷数量（トン）

93

78
74

S9，047

@94
Q，193

94

P95，152

28，754

@93

Q1，940

P23
@82 @146 @86 @76
@82 @77
@75
U，814
T8，039
R，101
R，697

注）契約率とは販売計画に対する契 約数量の割合である。 出荷進度とは販売計画に対
する出荷実績の割合である。
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表4

06年産米の販売状況（うるち米、前年産対比）
（％）

06年9月

10月

1L月

12月

07年1月

累計（販売量・トン）

64．7

97．1

77．6

77．1

79．4，

P04．9

P31．6
P14．0
P50．0
P10．6
125．1
X5．4

P28．9
P04．8
P03．1
X1．0

P16．0
X7．8

P9．0

80．0（51，03G）
X1．5（20，990）

P09．7
W7．4

P31．8
P01．1
U3．2

P05．3（5，590）
P06．7（5，910）

115．8
U0．2

131．9
T1．0

104．0
U0．7

116．4（13，050）

うるち米 計
92．0
89．7
111．4
注）新潟米情報センターの関係資料より作成。

66．3

87．8（100，240〕

コシヒカリー般

@ 〃
@ 〃
@ 〃
@ 〃

魚沼
岩船
佐渡
計

こしいぶき

U3．9
S7．6
V0．5
ユ04．9

ｻの他

U8．2
76．1

表5

W5．6（83，520）

U7．8（3，680）

新潟県内コシヒカリの集荷・販売状況
（千トン）

作況指数

収穫量

集荷量

①

01年産

02年産

105

104
533
323
0
323

533
322

19
政府売渡 ②
303
民聞販売量③＝①一②
注）源資料は県農林水産部による

03年産

04年産

96
486
273

479
273

0

4

273

269

92

05年
100
528
305
39
266

（一部修正）。

（3）全農県本部の産地戦略一コシヒカリの生産抑制と作付転Pt−一

以上のような事情から、新潟県産米の産地戦略における大きな課題は、主力品種のコシ
ヒカリの価格維持と県内産米シェア（生産目標数量）拡大のため、コシヒカリの生産抑制
と他品種の奨励にある。具体的には以下の取組みである。

1）地域（農協）ごとの品種別目標数量の誘導
まず、地域ごとにコシヒカリの適正生産量へ誘導する。具体的には、コシヒカリの過剰
感から県内の米総生産量の70％に削減する目標を立て、07年度には各農協ごとに生産目標
数量を提示する。さらに08年度を目標に、コシヒカリ以外の銘柄品種の作付け誘導に向け
て、市町村別の生産目標数量配分の基準を変更する。試案としては、他銘柄の生産目標数
量の配分や目標数量のガイドラインの提示、奨励措置（加算金）の拡大を検討している。

生産奨励対策としては現行においても、こしいぶき、ゆきの精、越路早生、酒米、もち米

などに対して500円／60kgの加算措置を設けている。但し、05年産の指標価格で比較すれ
ば、新潟一般コシヒカリ18，303円に対してこしいぶきは14，

801円と価格差は大きい。生産

者の作付け転換のインセンテヴィを高めるためには、さらなる加算金の上乗せが求められ
ている。

また、全農県本部では、コシヒカリ以外の銘柄米の用途において、中・外食等の業務用
（低価格米）への市場対応をねらっている。表6に見るように、06年産の小売業者等の業
務別販売において、「外食・業務用・学校給食」の大幅な増大を計画している。

なお、大規模稲作経営においては、収穫時期の分散化の必要性から早稲種の導入は一般
化している。また、全農県本部では、大豆のあと作には、コシヒカリやこしいぶきの品質
低下を避けるため、業務用米の秋田こまちやひとめぼれの品種を奨励している。そして、
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管内酒造業者との契約栽培で酒米・掛け米生産が多い越後さんとう農協や・もち米・酒米
等の加土用米を含めて品種が多様化しているえちこ上越農協のように・コシヒカリの作付

け比率がすでに7割前後に低下している農協もある。このような状況から・コシヒカリか
らの作付け転換の進展は必然的な傾向とする見方がある。

但し現状では、高級銘柄米産地の魚沼地域のように、産米のほとんどがコシヒカリ品種
である農協も少なくない。また、コシヒカリの生産抑制は数年前から唱道されてきたが・
ここ数年の県内コシヒカリの作付け比率は82％で推移しており減る傾向にない。実際に・
単価の低い他銘柄にどれほど転換していくかは依然として不透明と言えよう。

表6

業態別販売の実績推定と計画（うるち米）
（千トン・％）

業

態

別

06年産（計画）

数

米穀店・県外農協

百貨店

量販店・生協
共同購入・通信販売
外食・業務用・学校給食
加工米穀（パック米飯等）

05年産（推定）

量 構成比 数
100
15
100
40

29
4
29

量 構成比
112

34

10

3

43

12
13

90
35
25

27

8

2

5

11
8
2

4
14
12
38
その他（政府米）
100
100
329
合
計
注）全農新潟県本部の関係資料より作成。 以下の表も同じ。

県内JA（自己取り）

14
20
340

4
7

2）「こだわり米」の産地づくり
産地戦略の2つめの大きな課題は、品質の向上対策と特別栽培米等の拡大の取組みであ
る。具体的には以下の内容である。

①品質向上対策
県本部では、品質向上の目標として、反収540kg（平坦地）・1等級95％以上・整粒歩
合85％以上、玄米タンパク含有率（水分15・／・）コシヒカリ6・0％・こしいぶき6・2％を掲げ

ている。品質向上対策の取組みとしては、1等米の整粒歩合SO°1・以上・タンパク含有率6

％以下等々の高品質米を「品質基準適合米1として、その有利販売を試みてきた。但し・

1等米の整粒歩合80％以上という晶質基準のハードルが高く・春先の事前登録数量に対し
て集荷実績は皆無に近く、実需者と安定的な契約ができないため06年産からは廃止してい
る。

県産米の品質向上対策において、目下の最大の課題は1等米比率の向上と安定化にある。

新潟県産米において、01年から05年産の過去5年間平均における1等米の比率は69・4％で
あり、集荷量7万トン以上の18道県のうち15位と低い水準にある。詳しく見れば・地域間
格差と変動幅が大きい。量販店ダイエーの産地指定を受けている上越地区の場合・5力年

平均の1等米比率は87％と高く、変動幅（最大と最低の格差）も5％と小さい。これに対
して、地区上場している佐渡及び岩船では、それぞれ1等米比率が68％・73％と低く・変
動幅では64％、54％と大きい。1等米比率には、台風や洪水など自然災害も影響するが・
農協の栽培管理指導の在り方によっても大きく左右される。県本部では・重点取組課題と
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して、土づくりの推進、適期播種・適期田植え、高温下での過剰生育抑制、適正な水管理、

カメムシ斑点米の発生抑止、後期栄養の維持と適期収穫を掲げている。

また、JA米（種子更i新、生産履歴記帳、統一指針に基づく栽培管理の産米）の100％

の実現を目指して、JA米基準を達成していない一般米はJA米価格より300円を減額し
ている。その成果はJA米比率の高さに現れており、05年産米の集荷において、コシヒカ
リについては99．0％、主食うるち米においては95．・8％の実績となっている。

②特別栽培米等への生産誘導
全農県本部では、固定需要（実需者との結びつき）の確保策として、産地指定と「こだ

わり米」の普及を推進している。表7によれば、05年産の実績では、産地指定が全集荷量
の39％、「こだわり米」が18％を占めている。06年産計画はそれぞれ41％、23％に増やし、

全集荷kの3分の2を目標としている。
なお、05年産の「こだわり米」約6万トンのうち、有機JASおよび特別栽培農産物が計

約1万トン、全農安心システム米が4，560トンを占める。最近、県農政の3割減農薬運動
もあって、新潟県内においても特別栽培米の普及に取り組む農協が増えている。特にささ

かみ農協では、管内水田面積の約4割（06年度）が特別栽培米の生産であり、07年度の特
別栽培米の需要希望数量では集荷量の5割強（3，200トン）になるという。また、越後な
がおか農協では、管内全域の特別栽培米の生産を目指して、05年度（計画初年度）の258h

aから06年度に1，407ha（集荷量の3分の1に相当）に増やし、07年度に2千ha、08年度に
は3千haまで拡大する計画である。

表7

産地指定およびfこだわり米」の実績・計画
（トン・％）

区

06年産（計画）

分

数
固定需要
i結びつき
ﾚ標）

産地指定

ｱだわり米

ｬ

計

一般需要（産地指定なし）

量

構成比

140，000
V7，800
Q17，800
122，200
340，000

41
Q3
U4
36
100

05年産（実績）

数

量

127，539
U0，554
P88，093
141，401
329，494

構成比
39
P8

T7
43
100

合
計
注）「こだわり米」とは、有機JAS、特別栽培農産物、栽培指定米
（低農薬・低化学肥料米など）、はさかけ米、棚田米をいう。

ところで、コシヒカリはいもち病に弱く、新潟県では1970年代後半にはしばしば大発生

し、大きな減収を招いてきたeそこで、1986年から県ではコシヒカリBLの育成・開発に
取り組み始めた。従来のコシヒカリを母に、いもち病抵抗性品種を父として1度交配し、
その子供に従来のコシヒカリを5〜6回繰り返し交配して育成した品種である。栽培育種

の方法で約15年をかけて、2000年度にコシヒカリ新潟BL1〜3号、02年度に4号を品種
登録している（現在まで1〜6号）。そして、01年度に関係団体・流通業者等との協議・
合意を得て、県全体に導入・普及していくことを決定し、現在では県内ほぼ全域に拡大し
ている。

BL導入によるいもち病の削減効果は顕著である。葉いもちの発生面積率では、93年か
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ら2000年度までの間でみると、最低45％（98年）から最高70％（96年）の発生率でこの間

年平均58％にもなる。これに対しBL導入以降では、01年27％・02年37％・03年22％・04
・年29％、05年1％というように激減している。

いもち病対策に加えて、コシヒカリBLの普及推進のねらいは、農薬低減による環境保
全型農業の普及と生産コストの低下にある。BLの導入によって、平場での試験例では・

農薬使用回数は従来品種に比べて約25％の削減が可能だという。また・DNA判別で他県
産コシヒカリと区別ができるため、関東消費圏で横行している「偽物」流通への牽制効果
がある。なお、2年前に一部マスコミで食味低下が報道されたが、県では02年度以降・毎
年、県内外で食味調査を実施しており、その調査結果や日本穀物検定協会の「食味ランキ
ング」においても、従来の新潟コシヒカリと変わらない食味評価を得ているという・（以

上は主に新潟県農林部HPによる）
3

競争促進的な生産目標数量の配分方式
県米政策改革推進協議会では、07産から都道府県別生産目標数量の配分において・需要

実績基準が10割になったことを歓迎している。そして、07年産米の生産目標数量（需要量
に関する情報）は596，500トンであり、前年に比べ7，240トン増になった。新潟県としては、

表8に見るように、04年産以降、需要実績基準枠の拡大により、毎年、県内産シェアを増
やしてきたeそして07年産は、04年産から米政策改革が始まって以来、最大の目標数量配

分になった。その増大の背景には、需要量に関する情報の算定方法（6中4）により、販
売不振の05年産の需要実績が計算対象外となり、また、06年産の全国作況96のもとで、過
剰作付けに伴う生産分の控除が前年より縮減されたことがある。

表8

目標数量（トン）

O年増減（トン）

O3年産対比（％）

S国シェア（％）

新潟県の生産目標数量の推移
05年産

03年産

04年産

578，500

587，320

592，810

@8，820

@5，490

@ニ

ー

@102
@6．8

@103
@7．0

06年産

07年産

589，260

596，500

｢3，550

@7，240

@102
@7．1

@

@103
7．2

注）新潟米情報センターの関係 資料より作成。 以下の表も同じ。

但し、08年産米の需要量算定においては、直近6力年（01年産〜06年産）のうち・新た
に加わる06年産の販売が依然として厳しい状況で推移している。そのため・05年産または
06年産のいずれかの需要実績が中庸4力年に参入され・08年産の算定においては・今後・

販売実績を伸ばさないと需難の減少に転ずる恐れがある・この点に関しては・県行政お
よび県中・全農において共通した危機感を抱いている。
ところで、新潟県では、県全体の生産目標数量配分をさらに次のような基準で各市町村

別に配分している。まず、当初の04年産の配分基準では・従来（03年産）べ一ス配分を6
割としつつも、他の4割については新たな方式を導入し・まず全体の32％程度は「需要実
績配分」とし、そのほか、「品質の状況j5％程度、
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f実需者との結びつき」1千トン程度・

「担い手の状況」2％程度、「環境保全型農業の状況」600トン、「中山間地対策」700ト
ン程度とした。そして、都道府県配分と同様に、今後、「従来べ一ス配分」は徐々に縮小
していくことが合意された。

そして、05年産では従来べ一ス5割に減らし、他方の需要実績配分は4割程度に増やし、
そのうち「多様な品揃え」として低価格米（業務用需要対応）の「こしいぶき」等を2，70
0トン（O．S°／・）に配分した。06年産では需要実績配分は49％に増え（うち「多様な品揃え」

3，000トン、0．5％）、07年産では同実績配分は57％程度に増え（うち「品揃え」枠4，100
トン）、「品質の状況」12％程度、「実需者との結びつき」6，700トン、「担い手の状況」3．

5％、「環境保全型農業の状況」2，400トン、「中山間地対策」（当年度の直接支払制度実施
面積）1，360トン程度とし、「従来（03年産）べ一ス」は26％程度に減った。

さらに、表9に見るように、08年産になると「従来（03年産）べ一ス」は1割に減らし、

09年産には除外する予定であるaそして、09年産においては「需要実績」基準が全体の8
〜9割に増え、うち「コシヒカリ以外銘柄米の品揃え」枠を一定量とし、「地域独自の別
枠配分」（環境保全型農業や担い手の状況）を1〜2割に設定する予定である。なお、市
町村別の需要実績の統計は、各農協・業者別の在庫調査に加えて、生産者（生産調整未実
施者も対象）の在庫調査（サンプル調査）から推計して把握する。

表9

08年・09年の生産目標数量配分の算定基準

算定要素

割合等
08年産 09年産
米政策改革 約9割
10割
①需要実 改革要素の
W〜9割程度
@績
コシヒカリ以

O銘柄
ﾄの品

一定量

算定要素の考え方等
○段階的に高め09年産は100％
○需要に応じた売れる米作りの基幹
寰 要実績の把握の手法・データ等を検討

O方針作成者の販売状況や拡大計画の反映
ﾈど、ニーズに即した品揃えが実践される
謔､に、手法やデータを検討する。

ｵえ

②品質の

@状況
③地域独

@自の別
@枠配分

○品質向上への課題対応
改革要素の
P〜2割程度

@の設定
従来べ一ス

1割程度

一

○担い手や環境保全型農業実践者等へ別枠
z分を行う取り組むに対する配慮
寰s町村協議会の別枠配分計画を反映する
ｱとが基本
09年産は0割

このように、新潟県の生産調整方式においては、全国の都道府県別配分方式と似て、基
本的には需要実績基準での市町村別配分に移行していく予定である。そのため、生産目標
配分をめぐって「売れる米作り」が県内各農協に強く要求されてきている。

ところで、県米政策改革推進協議会では、市町村協議会から方針作成者への「需要量の
情報提供」（生産目標数量配分）においても、配分ルールにおいて「農業者の努力を考慮

した配分基準」の導入を促進している。05年産では3協議会（全協議会数の3％）であっ
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たのが06年産では11協議会（13％）に増えた。さらに、09年産に導入見込みの協議会は17
（21・／。）、検討が必要としている協議会では65（79％）になるという。なお、06年産の場

合、11の協議会では表10に示すような配分基準を設定している。
表10

11の協議会が設定した「農業者の努力を考慮した配分基準」（06年産）

配分の対象者 協議会数
品目横断対策

1

ﾌ対象者
認定農業者

3

環境保全型農

4

ﾆの取組者
学校給食米供

去ﾒ

4

3

配 分 基 準
品目横断的経営安定対策の加入対象者を拡大
ｷるため、水田経営面積に応じて一定量を別枠
z分する。

認定農業者に対し、水田経営面積に応じて一
阯ﾊを別枠配分する。
環境保全型農業に取り組む農業者に対し、前
Nの作付実績に応じて一定量を別枠配分する。
学校給食米の年間必要量を別枠配分し、認定
̲業者の手上げ方式で配分する。

おわりに一産地作りの展望と課題一
次年産から新潟県では都道府県別配分方式に準じて、ほぼ需要実績基準での市町村別配

分に移行していく。そのため、北海道のように、県内における生産目標数量配分をめぐる
農協間競争は熾烈になっていくかもしれない。この意味で、今後、「固定的な販売ルート」

の獲得や独自販売の拡大に向けて、農協による産地マーケティングが本格的に展開するか
どうかが注目される。

そのさい、重要となってくる課題が低価格銘柄米の拡大と品質の向上・安定化である。

特に後者に関して、県内大型産地のある農協米穀担当者の話では、最近の米卸は計測器で
品質のチェックを厳しくしているという。新潟産コシヒカリといえども・米卸や生協によ

っては、米の等級相違やタンパク含有率の高さ（7％以上）で返品を求めてくる例もある
という。このような状況下で、県内農協にとっても、生産者の個別管理を強め・生産者間
及び年度間の品質バラツキをいかに抑えるが産地作りの要点になづてくる。
但し、再度の広域合併により、中山間地や平場、都市部など管内水田農業において多様

な立地条件を抱える大型農協では、未合併時代の旧農協ブランドや産地指定が残存してい
る場合もあって、栽培管理の統一や統一プランドの形成は容易でない。特に新潟県では広
域合併の取組みが遅く、合併して数年しか経ていない農協が多い・また・土づくりや適期
田植え、減農薬栽培、生産履歴の記帳などを普及していくとき・特に「土日百姓」の零細
兼業農家や高齢生産者に対して、品質向上のモチベーションを高めていくことは至難であ
る。さらに、新潟コシヒカリが他の主産地銘柄よりも高い価格水準で取引きされており・
その将来性を懸念していない一般生産者は品質向上への意欲がそもそも弱い。この点で・

新潟コシヒカリの過剰認識があり、他県産銘柄との品質格差縮小を懸念している農協゜全
農県本部レベルとの認識ギャップはまだ大きい。そのため、生産統制や品質管理において
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は、魚沼みなみ農協や越後さんとう農協では先進的な取組みが見られるが、県内農協の大
半はこれからの課題になっている。

（参考文献）

［11

JA全農にいがた他『新潟県JAグループの新RICE戦略（組織討議案）』06年7月

［2］JA全農にいいがた『平成18年産米集荷・販売方針（案）』06年7月
［3］JA全農にいいがた『平成18年産米集荷・販売方針（別添資料）』06年7月
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第4章

高級銘柄米産地の農協マi・一一一ケティングの展開形態

一一魚沼みなみ農協の事例から一
1

問題意識と課題一産地マーケティングの展開契機一
各年産のうるち米の出荷・販売動向に関して、全国出荷団体（全農・全集連）の調べに

よれば、2000年以降、数量べ・一・一スで「単位農協等→全国出荷団体販売委託」及び生産者の

「直販数量」は減少傾向にあり、対照的に「単位農協等の独自販売数量」が増大傾向にあ
る（注1）。ここで、生産者の出荷総量（「生産者→単位農協等」及び「生産者→単位農協

等以外」の合計値）と「農家消費」を合わせた数値（生産量に相当）で・上述の販売゜出
荷先のそれぞれとの構成比を求め、00年産と05年産の場合を対比してみよう。

これによれば、単協の系統共販（「単位農協等→全国出荷団体販売委託」）の割合は・0
0年産の59．4％から05年産に34．3％に低下し、生産者直販（「直販数量」）も同年間で20・0
％から16．5％に落ち込んでいる。これに対して、単協直販（「単位農協等の独自販売数量」）

は、推定幅が大きいのだが、仮に最大値で試算すれぱ4．1％から19・2％に急上昇する。こ

の推計が実態をそのまま表しているかはなお慎重な判断が求められるが・全農・経済連か
らの買い戻しによる精米直売や、単協独自の販路開拓で業者の産地指定を受けている系統
共販（全農・経済連経由〕も含めると、単協独自販売の実質シェアはさらに大きいように
も思われる。

このような単協独自販売の拡大から想定される米の産地マーケティングの展開は、最近、

次のような背景によって促進されている。1つは、04年産から導入された生産目標数量の
都道府県別配分方式において、「需要実績基準」の配分枠が当初の5割から徐々に拡大さ
れ、07年産からは10割に移行することである。そして、各都道府県内の市町村別配分にお
いても、先行している北海道や新潟県のように「需要実績基準」の導入が普及し、その配
分枠も徐々に拡大する傾向にある。ここにおいて、米消費の減少傾向で小さくなった市場
の争奪をめぐって、「売れる」米作りを目指した産地（市町村ないし農協単位）の「差別
化」戦略がよりいっそう要請されるようになった。
2つは、米需要の多様化への対応である。まず、家庭炊飯用の米消費が減少する一方で・

外食．中食産業における消費が増えている。農水省の推計（注2）によれば・主食用米消費
に占める外食．中食等の割合は、90年25％、95年31％、2000年33°／・・05年37°1・というよう

に増大傾向にある。外食事業者等の業務用需要では、タンパク含有率や整粒歩合・水分含
有率等に対する品質要求が業者によって異なる。また・家庭用消費においては・低価格帯
のブレンド米需要が拡大している一方で、有機米や胚芽精米等の高単価帯の「付加価値米」

需要も増大している．農水省「食料品消費モニター調査jによれば・消費者が入手した米
の様態で、「付加価値米」は01年の12％から05年には17％に・「ブレンド米」は7％から11

％に上昇している。これら米需要の多様化に対して、主産地では業者の多様な二一ズに即
応できる集荷・販売方式や、多様な価格帯に対応した品揃え・市場細分化政策の導入がマ
ーケティングの手法として重要になってきた。
3つ目は、07年度からの「品目横断的経営安定対策」と「生産者団体主役」の生産調整
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方式の施行である。前者に関しては、05年度に新政策が提示されて以来、ほとんどの農協
・市町村において、その対象要件を満たす「認定農業者」の創出や集落営農の組織化に取
り組んでいる。但し、その「担い手」がカバーする地域稲作の水田面積は部分的に留まる
見通しである。そのため、一部の農協・連合会では、生産調整に不参加の生産者増大に加
えて、統制力が弱まる農協主体の生産調整方式への移行とが相まって、今後、生産調整不
参加米が急増し、米市場の過剰傾向をいっそう強めるのではないかと恐れている。そこで、

「経営安定対策」の対象から外れた生産者を農協共販に引き留めておくためにも、有利販
売の取組みで共販の優位性を示す必要に迫られている。

ところで、農協による産地マーケティングの展開形態は、産地の立地条件や直面してい
る市場条件の特性によって異なる。60万トン前後の同じ米主産地であっても、北海道のよ
うに主に低下価格志向の業務用需要に対応し、10ha以上経営の専業農家が厚く存在する場

合と、対照的に、新潟県のように高価格志向の家庭炊飯用需要に対応し、零細生産者や専
業的農家など多様な経営規模階層で生産されている産地とでは、その産地づくりや有利販
売においてやや違った展開方向になろう。

筆者はすでに、北海道における農協マーケティングの展開事例について取り上げ、カン
トリー・エレベータを中核施設として、集荷ロットごとの品質評価、多様な品質に応じた

区分集荷、業者のニーズに対応したブレンドによる製品出荷が展開しており、その過程で
品質評価と濃密な栽培指導にもとつく生産者管理の強化が進展していることを明らかにし
た（注3）。これに対して、高単価の銘柄米「新潟コシヒカリ」の産地である新潟県におい

て、産地マーケティングの先進農協ではどのような展開を見せているのであろうか。本稿
では、新潟県内では三島越路農協とともに、産地マーケティングの先進事例と思われる魚
沼みなみ農協を取り上げてみたい（注4）。当農協は、高級銘柄米「魚沼コシヒカリ1の産
地に属する。

2

事例農協の米関連事業と管内農業の概況

（1）農協管内の地域稲作の概況

05年度の県作物統計によると、3魚沼地区合計の水稲作付面積は1万5，

800ha、収穫量は

7万9，500トンで、それぞれ新潟県全体の13，1％、12．2％を占める。地区毎の作付面積では、
南魚沼5，

061ha、北魚沼5，

078ha、中魚沼5，630haとほぼ均等している。また、平年作であ

った05年度の平均単収は、魚沼地区全体で502kgであり県平均の539kgよりやや低い。

魚沼みなみ農協は南魚沼市内にあって、00年3月に旧大和町農協と旧六日町農協の合併
によって誕生した。組合員総数は8，172名（正組合員4，735名）で、職員数が331名（パー

ト職員61名含む）の中規模の農協である。農協の内部機構は、管理部及び金融共済部（六

日町地区）と営農部及び経済部（大和地区）の4部と金融特化店舗の8支店で構成されて
いる。そのほか農協本体とは別に、Aコープ及び食材センター、ホテルの経営を統括する
子会社がある。なお、南魚沼市は、04年11月に旧大和町と旧六日町が合併して成立し、さ
らに05年10．月に旧塩沢町を吸収統合している。また、隣接のしおざわ農協は、旧湯沢農協
を吸収合併し旧塩沢町と湯沢町が管内である。
管内の地域稲作は、稲登熟期間の日温較差が大きく、良食味米に適した栽培環境にある。
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旧六日町と1日長岡市の8月の日温較差（1995年〜Ol年までの平均値）を比べてみると、最
高気温は両者とも30度強とほぼ同じだが、最低気温では後者が22〜23度に対して前者は約

20度と低い。農協管内では、登熟期間の平均気温が平年の約24度であれば1等米比率は格
段に高くなるという。但し、いもち病の多発地域で、葉いもち病については、予防粒剤の
普及で県平均並みの発生程度になったのだが、気象条件によっては穂いもち病が依然とし
て多発しやすいという。反面、そのことが食味を落とす多肥栽培を抑制している・

農協管内は上述のように旧大和町と旧六日町にあって、水田面積は3，810ha、普通畑300
haであり、うち水稲作付面積が3，

110haで、コシヒカリの作付比率は98％（県平均82％）

に達する（05年度）。管内には市場評価の高いスイカやシイタケの生産も展開しているの
だが、中心的な農業部門は稲作である。06年産米の生産目標数量は1万4，867トン（24万7，
783俵）で、うち六日町地区7，868トン（面積換算1，
6ha）である。水田転作率は六日町地区24．

513ha）、大和町地区6，999トン（1，

O°／・、大和町地区22．
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5％であり、転作田は調整

水田が多いという。なお、管内の米生産調整においては、主に県内の震災被災地市町村と

の地域間調整により、05年度は前年度より稲作面積86haを増やしている。また、06産米の
目標数量では県内配分で273トンの増で、「担い手」農家に傾斜配分している（基準反収
面積の変更で換算面積は05年度と同じ）。

2000年農業センサスによれば、農協管内の総農家数は3，788戸で、うち自給農家19．4％、
第2種兼業農家が70．・3％を占め、第1種兼業農家6．3％と専業農家4．0％を合わせ』ても約1
に留まる。平均耕作面積は1．Ohaで、規模階層別ではO．

5・

一

1．

Oha規模層が30．4％と厚く、

2ha以上規模層は11．4％に留まる。なお、農協管内には、05年度末現在で、認定農業者22

4名、農業法人8、61の集落営農組織（機械共同利用組織及び作業受託組織）がある。ま
た、農地利用権設定面積は1， 853ha（うち農協合理化事業で29ha）で・「担い手1への農
地集積率45％という農地流動化率である。
管内農家の農機具所有台数では、トラクター（15ps以上）2，053台・田植機1・ 668台・コ

ンバイン1，734台、乾燥機1，660台であり、2〜3戸に1台前後の所有率になる。個人所有
が少ない背景には、集落生産組織や有志農家の共同経営が少なくないこと、農協の育苗受
託事業やカントリー・エレベータの利用率が高いこともある。
（2）農協の米関連事業
05年度の農産物販売取扱高は52億6，400万円で、うち米販売高が35億8・600万円であり

68・

1％を占める（園芸24．4・／。、畜産7．4％）。また、事業総利益で見ると・販売部門の1億8・3

75万円に対して加工部門が1億9，647万円と大きく、その供給高での内訳を見ると・精米小
売が9億4，480万円、その他加工が6，

588万円というように大半を精米加工事業が占めてい

る。このことから、農協営農部門における米穀事業の比重の大きさが分かる。

なお、農協管内の米集荷率は生産量対比で6割くらいで・最近はやや上昇傾向にあると
いう。例えば、05年産の作況は100で農協の集荷量は14万5，669俵であったが・06年産の集

荷は作況98であったにも関わらず15万646俵とむしろ増大している。その背景として農協
では、未検査米に対する低評価で、従来まで商系卸に出荷していた一部の農家が・米穀検

査の行う農協への出荷に切り替えたためではないかと見ている。農協では・05年5月に独
自の農産物検査室を設けて検査委員の資質向上を図り、また・検査補助器具として米の品
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質判定機（後述）を各米穀検査場に設置している。

米穀事業に関連した農業施設では、米倉庫6棟（低温、準低温、常温）、カントリー・
エレベータ（サイロクーラー付、2基、6，

OOOトン、05年度の利用率73．・3％）、

CE玄米

色彩選別機2基、精米施設2基（25ps、15ps）、もち・味噌加工所1棟、広域有機センタ
ー（施設受託管理）1棟を装備している。06年度は、もち加工施設（1日当たり製品製造
能力860kg、約6千万円）と精米所（40ps｝を補助事業で導入した。そして07年度には、
ラック式米低温倉庫（収容規模4万俵、約6億5千万円）を増設する予定である。
なお、純農村地帯の立地条件にあって、本農協の経営収支に占める農業部門の比重は大
きい。いま、05年度の事業総利益の構成割合を見てみると、「農業関連事業」は30．8％で
あり、信用事業28．4°／。、共済事業22．・2％、「生活その他事業」20．4％より大きい（そのほ

か営農指導事業△1．8％）。しかも、「農業関連事業」部門は、事業利益で1億2，333万円、

営農指導費配賦前の当期利益で1億4，

249万円の黒字である。営農指導費を配賦（賦課率8

9．8％）すると約2千万円の損失になってしまうが、全部門の税引前当期利益4億5，869万
円との相対で見れば、「農業関連事業」は部門独立採算性をほぼ達成している。

農業関連事業部門の収益性の高さは、後述するように、米の農協独自販売割合の高さや
マージンの大きい精米小売り事業の展開、そして、高い生産者組織率及び濃密な栽培指導
による農産物共販率及び生産資材統制率の高さに基づくように思われる。事業分量の伸び
においては、農産物販売の取扱高は横ぽい傾向にあるのだが、生産資材は03年度1．7％、0
4年度3．8％、05年度3．5％と伸長している（特に農業機械の取扱高が02年度と07年度対比
で約30％増）。

3

農協の米独自販売の内容と価格メリット

（1）独自販売の実績と取引先等

当農協の米販売戦略は、産地精米の小売りや単協独自販売の拡大をめざすことにある。

表1によれば、05年産でその割合は6割弱まで増やしている。なお、同表の05年産の独自
販売量8万5，

997俵のうち、全農県本部からの買い戻し分は2万5千俵くらいあるという。買

い戻し操作は、農協にとって全農経費加算により不利なのだが、全農の取扱量確保への協
力に対する農協側の配慮だという（本農協の組合長は全農県本部の運営委員）。

農協にとっては、玄米販売よりも付加価値をつけた精米販売のほうがマージンが大きく、
高価格化で生産者への利益還元も可能となるという。取扱金額における05年度実績では、
精米供給高が9億4，480万円、玄米が13億5，102万円であり、両者合わせて前年対比で35．9

％の増加になった。また、精米需要は増える傾向にあり、その主な取引先は、個人消費者
（約1万5千名）、東京都内の6農協、通販会社（ギフト業者）である。精米販売に占める
各割合は、おおよそ個人40％、農協35％、通販25％だという。

他方、これまでの玄米販売の主な取引先は、首都圏コープ、大阪パルコープ、千葉コー
プの3生協であり、大手米卸を通して産地指定を受けている。生協との産直（特別栽培米）

では、県認証のガイドラインに従うことが契約条件であり、取引価格は仲介の卸売業者と
交渉して決めているという。なお、前表を見ると、05年産の玄米販売量は前年産に比べて
2倍以上に急増している。これは、新たに全糧連系卸から産地指定を受けたためである。
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以上の直売事業の専門部署は本店の「特産センター」であり、スタッフ17名（うち臨時

雇1名）で、精米加工、包装・出荷、受注・清算、宣伝・営業、クレーム処理等々の業務
を担当している。そのうち2名は、首都圏での販促活動を恒常的に担当している専任渉外

職員である。渉外活動によって、05年に2農協、06年には1農協の新規取引を獲得してい
る。その他の職員も各種イベント活動に際しては販促に協力するという。

表1

農協の独自販売の実績
05年産

独自販売

集 荷 量
P等米比率
精米販売量

04年産

145，669俵

135，050俵

@71．1％

@79．9％

ｺ米販売量
ﾆ自販売量計

30，990俵
T5，007俵
W5，997俵

28，008俵
Q5，221俵
T3，229俵

i独自販売率）

@（59．0％）

@（39．4％）

Q3億3千万円
P6億5千万円
ﾆ自販売額計
注）当農協の関係資料から作成。以下の表も同じ。
（2）特別栽培米の価格メリット

農協の独自販売では、特に特別栽培米の拡大を重視しているという。その背景には、需
要の増大傾向と以下のような高価格形成にある。
まず、05年産の精米小売価格（10kg）は、 JAS有機米10，500円、特別栽培米8割減7・

980円、同5割減7，600円、慣行栽培米6，900円であった。このうち、有機米と特別栽培米
については、年間契約方式なので小売価格は固定している。年度当初に当年度の小売り価
格を提示するが、ここ10年間は固定（同一価格）しているという。慣行栽培米については、

入札市場価格に連動しているが、期中の価格改定を可能な限り避けているという。その背
景には、もとより「高価格」米であるため、価格変動（特に引上げ）に伴う顧客離れを懸
念しているようだ。

他方、生産者への仮渡し（05年産）及び清算価格（04年産）では、表2に示すように、
有機米や特別栽培米は慣行栽培米に比べると単価がかなり高い（特に有機米）。但し・表
3の入札価格の推移に見るように、不作の03年産を別にすれば・通常（02年産・04年産）

の2万6千円台の新米価格が05年産では2万3千円くらいに低下しており・農協営農部で
は、魚沼コシヒカリといえども長期的には下落すると予想している。そこで・生産者に対
しては単価の高い特別栽培米への拡大を誘導している。その一方で・減農薬栽培はいまや
一般的な栽培形態になりつつあり、価格面で慣行栽培とあまり較差をつけられない状況も
生まれてきたという。

なお、高単価のJAS有機米は通販業者からの需要が多いのだが・その需要量に生産側
が応えられない現状にあるという。生産者にとって完全無農薬栽培のハードルは高くNO6
年度からのポジティブリスト制度の施行によってむしろ減少する傾向にある。そこで農協
としては、条件の緩い減農薬の特別栽培米の拡大に力点を置いている。特に・05年からの

コシヒカリBLの導入により、いもち病に対する抵抗性が増し、さらに除草剤の投入費を
3分の1に減らせることが分かったため、特別栽培米は従来より普及しやすくなったとい
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う。なお、コンタミ問題に対応するため、区分集荷に対応できる有機米及び特別栽培米専
用のラック式低温倉庫と小型（10ps）精米機を導入する予定である。

今後の課題として、有機栽培米の団地化（無農薬栽培6ha）の促進、精米小売り施設の

JAS認証資格の取得、小袋（5009）精米小売りの拡大等に取り組んでいくという。ま
た、都市消費者との交流活動として、特別栽培米契約者との交流会を東京で年1回開催し
ている。さらに、5月下旬に田植えツアー、9月下旬に稲刈りツアーに延べ1千人ほど受
け入れ、そのほかに「猫の手援農隊」として約100人、小学生の林間学校や体験農園修学
旅行に500人ほど都会から受け入れているという。これら消費者・取引先との交流活動は、

新規顧客の開拓や取引拡大とともに、既存契約者との固定的な取引関係の維持に大きく寄
与しているようだ。

表2

魚沼みなみ農協の有機米等の仮渡金等
05年産（コシ1等米）
集荷実績
仮渡金

JAS有機米

ﾁ別栽培米8割減
@ 同上 5割減
ｵ行栽培米
表3

04年産（コシ1等米）
清算金
販売実績

1，568俵 36，000円／俵

1，740俵 45，000円／俵

@3，373俵 Q5，000円／俵
Q0，646俵 Q2，000円／俵
P20，082俵 Q0，000円／俵

@2，592俵 R4，000円／俵
P5，130俵 R0，030円／俵
P15，588俵 Q5，435円／俵

「魚沼コシヒカリ」の新米価格の推移
（60kg当たり：円）

9月

10月
28，685
23，008
26，442
31，762
26，011

11月
30，837

12月

（年産平均）

06年産
（23，345）
05年産 23，012
23，028 23，102
（25，608）
04年産 26，025
26，629 26，566
（34，724）
03年産 31，505
35，619 38，819
（27，384）
02年産 26，009
26，016 26，015
注1）「コメ価格センター」での各月平均入札価格である。
2）「年産平均」は生産年の翌年6月までの加重平均価格である。
●
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■

●

■

■

●

晶質改善の目標と生産者指導
当農協が独自販売拡大のために重視している産地作りの課題は、品質の高位平準化であ

る。その具体的な取り組み課題は、「第3次地域振興計画」（05年〜07年）において、米
関連事業に関連する重点的な推進項目として以下の点が掲げられている（「計画」からの
部分抜粋）。

①「魚沼米」ブランドの維持・拡大
◎年次変動のない高品質、良食味米の生産

◎安全・安心のJA米の確立
◎特別栽培米、こしいぶき、こがねもちの生産拡大
◎品質保持と区分集荷に対応できる米倉庫建設
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②産地精米の販売拡大と600俵までのもち加工の拡大

③生産工程管理記録簿の100％記帳運動の継続
④南魚沼広域有機センタ・一・一一を核にした資源循環型農業の推進

◎堆肥生産受託組織の新設による土作りの推進
◎良質堆肥製造と経営の安定化
06年12月末現在で、上記の推進項目の多くは達成しつつあるのだが、以下・それぞれの
内容について詳しく紹介してみよう。
（1）栽培管理の指導上の重点

まず、当農協は品質の向上と平準化のため、栽培指導において以下のような項目を重点
取り組み課題としているe

①土作りの励行
気象変動に左右されない高品質及び安定生産を目指して、作土深15cmの確保と堆肥や土
作り資材の活用を促進する。そのため、主に「南魚沼広域有機センター」の堆肥を供給し
ており、05年度の堆肥生産組合の受託散布実績は2，

611トン、そのほかパラ販売1・772トン

及び個体袋詰め155トンを販売している。その他にも3つの堆肥製造散布組織がある。ま
た、土壌改良資材としてケイカル・溶燐混合剤を986トン（493ha）受託散布している。

ところで、「南魚沼広域有機センター」とは、隣接のしおざわ農協との共同で運営して
いる堆肥製造・販売施設である。当センターの堆肥施設は魚沼みなみ農協が受託管理して
おり、南魚沼市内の畜産農家からの糞尿と稲作農家の籾殻、シイタケ栽培農家からの廃菌
床を原料としている。先述の「中期計画」において、堆肥投入は05年度実績の511haから0
7年度には1千haへ拡大し、水田7割、畑地に3割の投入を目標としている。

②田植え時期の是正
品質向上のために、出穂期が8月10日以降になるように、田植えを5月15日〜28日にな
るように指導する。

③過剰生育防止対策の徹底
播種量は1箱当たり130g〜140gの薄まきとし、植え込み本数は1株3〜4本に抑える。
栽植密度は60株植えとして過剰生育（倒伏）を防止する・また・生育過剰地域は・基肥を
減らすとともに、早期溝きり・中干しにより適正生育量を確保する。

④カメムシ類による斑点米発生の防止
農道．畦畔の一斉草刈りと発生予察による適期防除を実施する。また・コシヒカリBL
のいもち病対策として箱処理か出穂期に1回の薬剤散布を励行する。

⑤後期栄養の持続
穂肥に重点をおいた施肥体系により、後期栄養維持の肥培管理を指導する。但し・出穂
前10日以降の穂肥は食味を極端に落とすので絶対に使用させない。また・元肥及び追肥・

穂肥には指定の専用肥料を普及させるe

⑥水管理の徹底
登熟期間は高い土壌水分を維持するとともに、落水時期は出穂後25日以降に行う。また・
フエーン現象による高温時には25日以降でも潅水する。

⑦適期収穫と適正乾燥・調製等
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管内16台の刈取り適期判定機を活用した適期収穫と適正な乾燥温度に努め、1．85mmの箭
い目で選別する。

（2）「食味調査報告書」での改善指導

また、カントリーで荷受け単位ごとに、品質判定機5台と食味計1台による喰味成分」
とr外観品質」を計測している。これらの計測値を「食味調査報告書」として生産ごとに
まとめ、これに基づいた栽培指導と高品質米の奨励に努めている。なお、「食味成分」と

は水分・タンパク・アミロースの含有率と脂肪酸度、食味値であり、「外観品質」とは良
質粒、未熟粒、被害粒、死米、着色粒、胴割粒、砕粒の各割合から成っている。05年産米
の各平均値及び目標値は表4のようになっている。

表4
食味成分
平 均

ﾚ標値

水

05年産米の品質評価・目標値

分

タンパク

アミロース

15．0％
P5．0％

6．8％
U．0％

19．7％

未熟粒
外観品質
26．2％
平 均 7L7％
P0％以下
W0％以上
ﾚ標値
外観品質
胴割粒
砕 粒
0．2％
平 均 0．6％
ﾚ標値 P％以下 O．1％以下
良質粒

脂肪酸度
9．8％

食味値
77．6

P8％以下 P6．0％以下
被害粒
死 米

W5以上
着色粒

0．1％

0．8％

0．4％

P％以下

P％以下

O．1％以下

「食味調査報告書」には、上記のうち、特に食味成分項目では玄米タンパク含有率、外
観品質項目では良質粒を重視しており、その計測結果にもとついた改善指導内容が「項目

説明」と「分析評価」という2つの欄で明記されている。前者は当該品質（計測）指標の
解説と農協管内の当該年産米の状況を紹介している。後者は、生産者個々の成績評価にも
ついた栽培管理の改善を提言している。例えば、タンパク含有率7．0％（平均値6．8％）、
食味値74．8（同77．6）、良質粒67．9％（同7L

7％）の（平均水準以下の）ある生産者に対

して、05年産米の「報告書」には以下のような指導文書が記載されている。
①「玄米タンクパク（含有率）」

「項目説明」…「食味との関連が非常に高く、多くなると食味が落ちます。後半の窒
素を多く施用すること等によりタンパク含量が多くなります。05年度
米は、特に早期倒伏し、未熟粒・死米が多くなった圃場で玄米タンパ
クが高くなる傾向です。J

「分析評価」…「後期栄養は適正です。今年度も引き続いて適正な肥培管理に努めて
ください。」
②「良質粒（割合）」

「項目説明」…「品質の良し悪しを判断する上で重要な値です。最低でも70％を超え
るようにして下さい。05年産米の品質は、早期倒伏及び籾数過剰の圃
場で品質的影響を受けました。対策としては、植え付け坪株数を減ら
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し、適期に生育調整（中干し）を実施することが過剰生育を抑えるポ

イントですeまた、出穂期前後の水管理及び土づくりも倒伏予防の重
要な決め手ですe」
f分析評価」…r良質粒の値は、改善が必要です。次年度に向けて更なる高品質米生
産に努力してください。」

品質改善へのモチベーション向上の観点から、出荷者に対する奨励措置として2ランク
の奨励金を設けている。rSランク」は、「良質粒割合」（整粒歩合に類似）80％以上、「食

味値」85〜87点の場合であり、1俵当たり100円の奨励金が出る。また、「SSランク」
は「良質粒割合」85％以上、「食味値」88点以上の場合で、1俵当たり500円の奨励金が
加算されるe但し、この2ランクの条件は厳しく、05年産の全出荷米の平均値では、「良
質粒割合」71．7％、「食味値」74．8％であった。従って、実際の奨励金支給対象となる集

荷米は、例年、全体の5％以下に留まるというe年間の奨励金の支給総額も130万円くら
いにすぎず、指導部費予算の営農改善費から支出している。
（3）「安全・安心」の米作り対応と指導体制

本農協では、環境保全型稲作としての減農薬栽培の普及や「安全・安心」対策を重視し
ており、そのため以下のような取り組みを展開している。
①5割減農薬と8割減農薬の特別栽培米については、05年産から県特別栽培農産物認証

制度の認証を受けている。そして、05年7月に「有機米部会」を設立し、部会員276名を中
心に05年実績の329haから07年に350haへの作付け拡大を目指しているe
②05年からコシヒカリBLの導入により除草剤の軽減をはかり、農協独自調査によれば

従来栽培より薬剤費も3分の1に低減する効果があったという。また、06年度からは「ポ
ジティブリスト制度」への対応として、農薬散布時のドリフト防止対策に努めている。

③トレーサビリティの取り組みとして、全農家に栽培履歴記帳を義務づけている。米出

荷契約時に記帳カードを配布し、8月下旬に1回目の回収、収穫終了後に2回目の回収を
行う。06年度からは「農業環境規範」に関するチェック欄も加えた。現在は・紙媒体（カ
ード）の保存であり、パソコンでのデータベース化が今後の課題になっている。なお・出

荷米のほとんどがrJA米」に該当し、全農より300円／俵の加算金を受けている。
④監査委員会を農協監事と生産者代表の6人で組織し、特別栽培米及び一般米について・

それぞれ抜き打ちの査察を実施している。毎年、監査結果にもとついて・監査委員会から
は農協に対して厳しい改善指導の指摘が出るという。このような自主監査の取り組みは・
産直先の生協等に高く評価されているようだ。
なお、個別生産者に対する営農指導の場として「集落懇談会」が大きな意義をもってい

る。05年度の場合、懇談会は4回開催しているが、そのテーマは・まず4月に農協の決算
説明と米販売契約のとりまとめ、9月に米の市場情勢や仮渡金の紹介・11月は品目横断的
経営安定対策等の農政情報や米品質向上対策に関して、3月には翌年度の生産調整や農政
関係の情報提供となっている。06年度では、春先に開催された集落懇談会の場で・先述の
r食味調査報告書」に基づいて各生産者に対する栽培改善の指導が行われている。

また、営農部は営農企画課、米穀課、園芸特産課、特産センター・資材課（資材店舗2
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カ所）で構成されている．米穀課の職員は19名おり、そのうち「生産指導担当」が5名で、

そのほか「集荷・販売担当」7名、「施設（カントリー、育苗受託、倉庫）管理担当」8
名（1名は他担当と兼務）、そして各担当との兼務で5名の「補助金業務担当」が配置さ
れている。上述の「安全・安心」の米作りや特別栽培米の普及・指導、品質向上の栽培指
導等は、主に「生産指導担当」が負っている。なお、農協の営農指導員は総計で17名であ
り、大和地区の営農センター（営農部・経済部）に集中配置されている。
5

結論と展望

これまでの検討結果に基づいて、魚沼みなみ農協の産地マーケティングの展開形態を改
めて整理すると以下のようになる。

①「製品差別化」

産地銘柄米「魚沼コシヒカリ」は高単価米であり、その需要先は通販業者や量販店にお
ける贈答品需要者、あるいは高所得者層の個人消費向けが多い。そのため、固定的な販路
を確保しようとすれば、高単価にふさわしい恒常的な「品質保証」が要請される。ここに、

管内全体の集荷米品質の高位平準化を図ろうとする産地側の強い動機がある。品質計測結
果にもとつく個別生産者ごとの栽培指導の徹底は、その最大の実現手段である。他方、長
期的な米価の下落傾向を見通して、高単価の有機米・特別栽培米への生産誘導を図り、生
産者所得の維持に努めている。それは需要面から見れば、一部の「こだわり消費者」の需
要にも対応して、高級銘柄米における「品揃え」の多様化の販売戦略でもある。また、有

機米・特別栽培米の取組みは、県の生産目標数量配分における「環境保全型基準」（3割
減農薬栽培面積）枠で目標数量の拡大にも結びついている。
②「価格政策」

独自販売における単価の設定においては、高単価による顧客離れを警戒して固定的であ
り、入札価格の変動の影響を抑えようとしている。また、特別栽培米については、減農薬
栽培の普及とともにその評価が小さくなっているため、慣行栽培との価格差を小さくして
いる。

③「販路政策」

大口需要（生協）や個人消費者との取引開拓による農協独自販売の拡大で、安定的な販
売ルー・トの多様化を実現している。特に特別栽培米等の精米小売り事業の拡大では、マー

ジンが大きく農協経営収支に寄与しており、間接的に生産者に対する奨励措置や営農指導
費の財源確保にも一一定程度貢献している。
④「販売促進」

1万5千トンくらいの小規模米販売農協にも関わらず、営業専任職員を2名配置して、
恒常的に首都圏での販路開拓に努め、東京都内の農協との取引拡大など実績を上げている。
営業専任職員を複数人配置している農協としては、県内で唯一の例であろう。そのほか、
インタ・一一ネット販売やイベント企画、広報誌による宣伝活動などで顧客の拡大を図ってい
る。

⑤「関係性マーケティング」

都市消費者との交流活動に積極的に取り組んでおり、体験農園での交流に加えて、特栽
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培米契約者とは東京でも年1回開催している。このような交流活動は、既存顧客との取引
関係の固定化とともに来訪者との新規取引機会の拡大にもなっている。また・クレーム対
応は大口業者と一般顧客に分けて担当者を充て、また、「クレーム米の原因・検証」の担
当者（兼務）も業務分掌で明記している。迅速なクレーム対応は、継続的な取引関係の構
築にとって欠かせない。

以上の魚沼みなみ農協の産地マーケティングでは、一般米（慣行栽培米）において・品
質評価に基づく区分集荷や多段階の生産者報償のインセンティヴ制度は導入していない。
これは、当農協の販売米は専ら家庭用炊飯向けであり、多様な品質基準を求める業務用需

要が全く無いこと、生産者の大半が1ha未満の零細規模であることによる。従って、岩見
沢農協や長沼農協（北海道）、秋田おばこ農協（秋田県）のように、カントリー・エレベ
ータを基幹施設とした品質区分集荷と、業者のニーズに即応したブレンド出荷を可能とす
る「玄米製造メーカー」としての展開方向とは異なる。魚沼みなみ農協のマーケティング
戦略は、単一銘柄「魚沼コシヒカリ」を「主食」としてよりも「特産物」（ないし贈答品）

として、安定的な販路を拡大しようする点に大きな特徴がある。
ところで、新潟県では生産目標数量の市町村別配分において、当初の04年産の配分基準

では、従来（03年産）べ一ス配分を6割としつつも、他の4割については新たな方式を導
入し、全体の32％程度は「需要実績配分」とした。そして、将来的には「従来べ一ス配分」

を徐々に縮小していくことが合意された。その後、07年産では需要実績配分は57％程度に
増え、「従来べ一ス」は26％程度に減った。当初は、「従来べ一ス配分」は09年産でも3

割に残す計画であったが、前倒しして08年産は1割に減らし、09年産には無くして「需要
実績」基準を全体の8〜9割に増やす予定である。
このように、新潟県では都道府県配分方式に準じて、ほぼ需要実績基準での市町村別配
分に移行していく。そのため、県内における生産目標数量配分をめぐる農協間競争は熾烈
になっていくかもしれない。この意味で、今後、f固定的な販売ルート」の獲得に向けて、

魚沼みなみ農協のような産地マーケティングの展開形態が県内農協に波及するどうかが注
目される。

但し、統一した生産指導、例えば土づくりや晩期田植え、減農薬栽培、生産履歴記帳な
どを普及していくとき、特に「土日百姓1の零細兼業農家や高齢生産者に対して・品質向
上のモチベーションをいかに高めていくは産地マーケティングの大きな課題となる。さら
に、「新潟コシヒカリ」が他の主産地銘柄よりも高い価格水準で取引きされており・その
将来性を懸念していない生産者は品質向上への意欲がそもそも小さい・この点で・「新潟
コシヒカリ」の過剰認識があり、他県産銘柄との品質格差縮小を懸念している農協

全農

県本部レベルとの認識ギャップが大きい。
これに対して、魚沼地域の生産者は超高単価の銘柄米産地にあって・零細生産者・兼業

農家であっても栽培意欲や品質向上へのモチベーションが高いかもしれない。その場合で
あっても、魚沼地域内の農協が魚沼みなみ農協と同様な展開ができるかどうかは微妙であ
る。当農協の場合、上述の産地マーケティングの展開にとって・立地条件において次のよ
うな優位性を持っている。

まず、管内中心部を新幹線（浦佐駅）や高速道路（六日町と浦佐インター）が貫通して
おり、中魚沼地域に比べて首都圏へのアクセスが便利な交通立地条件にある。この点は・
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都市との交流活動や首都圏での営業活動において優位な条件をもたらしている。2つは、

農協管内の水田は魚沼川が貫流する盆地にあり、中魚沼及び北魚沼地域のように農業条件
が不利な中山間地が少ない。また、同じ市内の2農協の合併であり、両者の農業立地条件
の違いが小さく、管内統一した産地作りを容易にしている。立地条件の優位性に加えて主
体的な条件としては、食糧法施行を契機に90年代半ば以降、旧大和町農協がすでに東京都
内の百貨店と贈答品需要の契約販売を開拓しており、集荷米の品質評価にもとつく個別生
産者指導やその組織化において先進的に取組んできたという歴史がある。
以上の制約条件ないし特殊条件をいかに克服していくかが、魚沼地域及び新潟県内一般
の農協が産地マーケティングを展開しようとするとき大きな課題となろう。

注1）農林水産省「米穀の需給及び価格の安定に関する基本指針」（06年11月）に掲載されて

いる表孤一1「米の出荷（販売委託・売渡）の動向」（p．27）にもとつく。なお、05年度

の「単位農協等の独自販売数量Jについて、同表では「71〜145」と記載されているが、
「145」は誤りで152（

・535−−383）が正しい値と思われる。そこで、本文中の19．2％

は訂正値で求めた値である。
2）農林水産省「外食事業者等に対する米の仕入動向等アンケート調査結果」（06年5月調

査）による。外食事業者及び中食製造業者、炊飯事業者の484業者を対象としたアンケ
ート調査である。
3）拙稿「新政策下の農協米マーケティングの展開形態一北海道の農協事例から一一

j『新

潟大学農学部研究報告』（第58巻1号、2005年）による。

4）魚沼みなみ農協・営農部からのヒアリング及び関係資料の収集は、06年12月中旬の時
点である。
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第5章新政策下の農協米マーケティングの展開形態
一北海道の先進事例から一
1

問題意識と課題一農協の米マーケティングの意義一

04年度から始まった新しい米の生産調整政策では、需要実績を反映した都道府県別の生
産目標数量の配分方式が部分的に導入された。また、このような政策的環境の変化を前提
に、系統農協の米共販の方針では、「販売を起点とした事業方式」の展開として・とりわ
け用途別・価格帯別需要に応じた販売対応への取り組みを提起している。そして・業務用

や加工用など多様な需要に対応した品質・価格の米生産の推進が強調されている（全中
［1］）。その背景の1つには、家庭用飯米需要の減少と外食・中食産業における業務用需要

の拡大という需要構造の変化がある。他方、供給産地の面では、大都市近郊県に加えて北
陸．東北の米主産地でも生産者直売の増加傾向が続いており、当該産地農協では・安定的
な集荷確保のために有利販売の努力をいっそう迫られている。最近の農協直売の増大や買
付集荷の動きはその現われであろう。
このような「需要に応じた米生産」の取り組みは、言い換えれば農協の産地マーケティ

ング活動の展開を意味する。具体的には、マーケティング概念を構成する4P・すなわち
他産地との製品差別化、戦略的な価格設定、有利なチャネルの選択と開拓、積極的なプロ
モーションの展開であるeこのなかで、農協の米マーケティング活動の焦点は「製品差別
化」の取り組みである。これまでの米共販においては、無条件委託のもとで生産者の品質
志向は必ずしも高くなく、農協においても品種・栽培技術や栽培仕様の統一指導はあって
も、生産者に対する栽培過程のチェックや集荷米の品質評価、インセンティブとペナルテ

ィ等の統制機能を欠いていた。そして、家庭米飯向けを対象に、栽培仕様のゆるやかな統
＿標準化のもとで、スーパー・生協等の産地指定や価格プレミアムを追究した「こだわり
米」の系統出荷や精米販売に留まっていたといえよう。
ところで、生産者マーケティングでは、米の「製品差別化」政策において「実質的な

差別化要因」（品種端培方法品質）の形成には限界があるという指齢1ある・米の場
合、減農薬米や有機米などを別にすれば、競争相手の模倣によってこれらの実質的差別化

は困難であるという．そのため、心理的差別化要因（産地注産者滴品名

商標・包装・

ブランド等）と融合させて差別化とイメs−…一ジァップを図ることが必要であり・そのさい・

インタ＿ネット上のホームページなどで、消費者に対して積極的に生産者情報を提供して
いくことが重要であると指摘する（斉藤［4］）e

これに対して．xwnこよる産地マーケティングの場合・剛性産者のマーケティングと
は異なって．9地としての「製品差別イヒ」は、品種・銘柄端培仕様・嚇形態等の統一・

価格．品質格差や多数品蹴などで、多様な「差BIJ化jの翻可能性をもっていると言え
よう．東山［8］によれば、農協による米の「品質向上対策」（一製品差別化）の取り組み

では、「踊依存隈階からr生産過程重視」の段階・さらに「物流過鱈視」の段階に
進んでいるという。そのさい、先進的農協は集出荷施設の整備により・「玄米製造メーカ
＿」としての性格を帯びていると指摘する．具体的には・細おばこ農協の例を取り上げ・
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そこでは実需者に対して・品質・価格帯別の商品（玄米）メニューを提示しうる「提案力あ
る産地」の形成が目指されているという。

但し、農協の米マーケティングの展開形態に関する現状分析はまだ乏しく、全体的な傾
向を体系的に把握するまでに至っていない。本稿では、新らしい生産調整政策や業務用需
要の拡大が、米主産地の農協に対してどのような産地マーケティングの展開をもたらして
いるのか、先進的な事例分析を通してその特徴を検討してみたい。

このような課題設定に関連して、特にホクレン農業協同組合連合会（以下ホクレンと略
称）の場合、その用途別・需要別販売及び品質格差別の集荷政策や市町村別の生産目標数
量配分政策に見られるように、全国の系統農協の米共販において、「販売を起点とした事
業方式」を最も強く意識した取り組みを展開している。そこで、ホクレンの系統米共販の
状況とともに・道内では産地マーケティングにおいて、先進的な取り組みを展開している
いわみざわ農協とながぬま農協を取り上げてみよう。なお、調査時点はいずれも2005年2
月である。

2

品質・市場評価を反映させた系統米共販一ホクレンの場合一

（1）用途別販売と品位別集荷政策

ホクレンでは、道産米の市場評価の低さを反映して、家庭用以外の業務用米や加工米飯
向けなどの多様な販売ルートを開拓してきた。例えば、牛丼チェー一・一・・ンN社にはホクレンか

らは2万8千トンの出荷があり、主要な供給産地になっている。また、もち米の販売では、

約7割は播種前契約（数量・価格）で複数年契約の安定した取引だという。なお、実需者
との契約では、不作の場合のリスクを考慮して、要請された取引の7割を上限としている。

このような用途別販売の方針から、ホクレンでは1997年産米から「品位別集荷」に取り

組んできた。その「品質」では、2004年産の1等米の場合、表1に示すような7ランクに
区分している。区分の基準は、基本的に整粒歩合と蛋白含有率による単純仕分けであり、

同表の①②を「一般米」、③〜⑥を「高品質米」としている。そして、ホクレンの共同計
算において・高品質米の③④が一般米①②より1俵当り1，

OOO円、⑤⑥が1，500円のプレミ

アム、高蛋白米⑨は△1，000円の品質別価格差を設けている。最近、品質重視の価格差別
化の傾向を強めている。04年産の場合、その価格幅は2，
〜△600円）、02年産の1，260円（260〜△1，

500円だが、03年産の810円（210

OOO円）、01年産の250円（250〜0円）に比べて

拡大している。また、03年までは高整粒歩合についても価格差に反映させていたが、04年
にはもっぱら低蛋白率のみで格差をつけている。

なお、蛋白含有率の測定・仕分け等は、北海道米品質管理協議会の指導のもとで、各農
協が簡易成分分析機によって実施している。また、衛星リモー一一トセシングを利用した蛋白

値推計を00年より導入している。蛋白含有率を人工衛星で推定し地図化する作業であり、

現在、道内水稲作付面積の約6割に当たる8万haで実施しているという。解像度の向上に
より、一・筆圃場ごとの生育状況の把握が可能になったという。蛋白値は、衛星デー・…一タと地

上データ（サンプル圃場での葉色値及び収穫時の蛋白値）とから、両者の相関式を作成し
て推計する。

但し、市場では品質よりも低価格志向が根強く、「高品質米」であっても低い評価に留
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まっているという。また、米卸との契約はルーズで、相場の変動によっては販売契約が一
方的にキャンセルされる場合も多いという。他方、業務用の卸販売の場合では、用途別の
価格が設定できず、りべ一トで補正するしかないようだ。さらに、加工用米等の低価格販
売に際しては、あまり低価格だと生産者は出荷しなくなり、産地農協にその負担を転嫁さ

せられないため、道内の「共計」で価格補填しているという。具体的には、北海道米販売
拡大委員会が「共計負担金」から「販売対策費1（億引き）として支出している。
以上のことから、「品位別集荷」の取り組みは、道産米全体の品質向上や地域聞格差の
平準化という「産地の底上げ」をねらう意義も大きいようだ。なお、業務用米の展望に関
しては厳しい見方もしている。味噌や米菓等向けの加工用米については全農の販売力が強

いと言われているが、現状の国産米が平均8千円くらいに対して輸入（MA）米は5千円
と安く、この3年くらいで輸入米に代替されるのでないかとみている。
ところで、04年産のきらら397（以下単に「きらら」と表記する）の仮払いは一律9，500
円で、当年末に追加し1万円強にして、最終精算は06年正2月になる見込みだという。その
さい、04年度から自主流通米制度の廃止により、全農が仮払い制度をやめたため、各道府

県で仮払資金を手当せざるを得なくなった。しかも、自主米制度廃止により支払いの担保
保証が無くなったため、資金手当が難しくなっているという。
（2）7ランクの市町村別r生産目標数量配分」

次に、北海道農協米対策本部による市町村別の「生産目標数量配分」のガイドラインを
紹介してみよう。米政策の転換により、生産目標数量の都道府県配分において、04年度か
ら需給実勢を反映した方式に変わったことを受けて導入された。北海道の場合、全国で最

も市場評価を反映させた配分方式である。具体的には、同年度から道内市町村別の産米評

価を7ランクに区分し、低いランクの市町村には数量配分を減らし、高いランクの市町村
に目標数量を増やすという方式である。そのfガイドライン」配分時の評価項目では、表
2に見るように、低蛋白米と産地指定比率、収量の安定性が特に重視されている。

なお、04年度配分の評価項目は、主に家庭用飯米を対象にして設定した。但し・家庭用
向け販売は10万トンくらいしかないため、05年産からは用途別販売を重視して評価基準を
見直すという。例えば、各用途を地域別に割り当てて、北空知は主食用・南空知は加工用
に配分するというような仕組みである。
ところで、産米評価による生産目標数量配分の市町村別格差の導入は・産地評価の高い

農協からの集荷確保というホクレン自体の思惑もあるe現実に・評価が高い一部の産地で
は農協直売の動きを強めている。例えば、当麻農協及びひがしかわ農協では・独自販売の
拡大によりホクレンには農協集荷量の約3割しか出荷していないという。前者は道内生協

r後者はコープフーズ（コープさっぽろの関連会社）に直売していると言われる。農協
直売のメリツトは、端的に共計経費（1俵約2千円）の節約にある。ホクレンでは・この
ような道内の直売志向は容認しているものの、単協の道外出荷については牽制している。
各農協に「最低出荷量」を課してでも、安定的な集荷を確保したいという。

ところで、需給実績を反映させた品位別系統集荷や生産目標数量配分は・道内一部の米
主産地農協において、多様なマーケティング活動とともに・生産者管理ないし産地管理を
強化する勤きを見せている。とりわけ、管内に泥炭地が多く非良食味地域の空知南部では・
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現状でも水田転作率が5割くらいに達しており、米産地としての存続を賭けた対応を迫ら
れている。そのことが・農協の米マーケティング活動では先進的な取り組みをさせている。

表1

ホクレンの1等米集荷の品質区分（04年産）
蛋白質含有率（％）

低蛋白米

一般米

6．8以下
6．5以下

整粒80％以上

⑥

6．9〜8．4

④

8．5以上

②

⑨
⑤
③
①
注）ホクレン関係資料による。表中の番号（①〜⑨）は共計
次数である。そのうち③〜⑥が「高品質米」に区分される。

1等米

表2
評価項目

道内市町村のランク分けに関する評価項目等（04年度）

具体的な指標

評価対象（評価年は産地指定比率以外は98〜 最高点
O2年の5力年、産地指定比率は00〜02年）
生産力
収量の安定性
反収の変動係数
100
反収水準
反収水準
50
1等米比率
検査数量に係る1等米比率
50
商品力
高整粒比率
計圃出荷米に係る高整粒米の比率
50
低蛋白米比率
計画出荷米に占める低蛋白米の比率
100
産地指定比率
計画出荷米に占める産地指定数量（ホルン産
販売力
n指定数量と消費者契約栽培米）の比率
100
計圃出荷比率
生産量に対する計画出荷米の比率
50
注）北海道農協米対策本部委員会の関係資料による。

3

品質重視の価格形成と製品差別化一ながぬま農協の場合一

（1）03年産の農協直売

03年度の統計によれば、農協管内の作付面積9，908haのうち水稲作3，595ha、総農家数1，

026戸のうち稲作農家593戸となっている。稲の主な作付品種はきらら52．1％、ほしのゆめ

22．3％である。なお、水田約8千haのうち転作地は4，400haで、その約6割は麦・大豆作
である。

また、「ながぬま健康米」として、90年より始めた低農薬の特別栽培米に関して、00年
度より北海道クリーン農産物表示制度「イエス・クリー一ン」の認証を受け、「地域循環型

農業」を目指しているという。03年産の「ながぬま健康米」の生産量は、栽培農家80戸で
きらら166ha（399トン）、ほしのゆめ60ha（100トン）という実績であった。

03年産は、農協直接販売を急増させた年度であった。当年産は凶作により大量の2、3
等米が発生し、ホクレンの共計販売では精算価格が低いため直売が有利であった。具体的
には、入札価格から流通経費として2，

300・v2，400円が控除されると、ホクレン販売価格〉

農協販売価格〉ホクレン精算価格という関係が成立した。当時、ホクレンには「買取り」
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を要請したが受入れなかったという。そこで、ホクレンへの3万2千俵出荷分に対して違

約金を支払って、集荷量の3分の2を直接販売した。そして、表3のように、ホクレンの
精算価格に対して、きららで894円／60kg、ほしのゆめで663円のプレミアムを実現させた。

直接販売向けのほとんどは業務用の玄米で、その販売先は以前より取引があった中小卸

5社（うち4社が道外）に加えて、仲買業者からも購入打診があったという。卸間売買の
無い中小卸に限定して、ホクレンから納入している大規模卸とのバッティングを避けたの
であった。取引価格の決定方法は、入札価格の準拠と年間統一価格方式とがあり・リスク

回避のためにいずれも入金後に出庫する方法を採用しているという。また、商系卸との安
定的取引による量的確保のため、農協自身による買取集荷・販売も一部あるようだ。

03年産米は04年12月で販売は完了したが、農協独自の仮渡金（販売立替金）対応のため
に、その財源確保が大変だったという。なお、直接販売分については、農家負担の販売手
数料が3％で共計の2．4％より高い。また、販売リスクの対応とクレーム処理のために・
農協の当期剰余金の一部を積み立ている。なお、04年産米については、約8割をホクレン
にlli荷し、残り2割が米卸に直売（玄米）したという。
（2）品質別価格の集荷

生産者には、系統出荷米に対しても、ホクレン奨励金に農協独自の加算金を加えている。

具体的には、「一般米」（04年産・一等米）では、ホクレンの一律500円加算に対して540
円のプレミアムを設けている。詳述すれば、ホクレン仮渡金9， 300円プラス追加渡し1千
円←・700円＋農協独自加算300円）で計1万300円になる。これに、ホクレンでは一律500
円に対して当農協ではさらに540円の追加払いをしているのである。その原資は、商系業
者への直接販売によるメリットから生み出しているらしい。
さらに、蛋白値と整粒歩合の指標から、表4に見るような8区分の品質別のプ「レミアム
格差を設けている。農協独自の品質間プレミアムは、最大1，500円（1・

OOO〜△500円）の

格差で、低品質の米を安く精算し、高品質の米に加算している。この方式は00年から実施
していたが、03年の凶作で一時中断し04年に復活した。品質区分それ自体は・前述の道内

共計の7ランク区分と類似しているが、農協独自の品質区分としては・「一般米」（蛋白
値6．9〜7．5％）と「特定用途米A」（同7．

6〜8・

4°／・）がある。

このような「一般米」の規格は牛丼チェーンY社のニーズに対応したものである。Y社と

冷凍米飯業N社は、03年産の米価が高騰したため、一時・政府米に切り替えたというeO3
年産米は契約1，

soeトンに対して500トンしか出荷しなかった。その後・下落した04年産米

で取引が復活している。

産米改良の取り組みにおいては、稲作生産者組織rクリーンライス生産協議会」が中心
となって、96年より全戸で年3回の生育期間中のアンモニア態窒素を測定し・土壌別に窒
素施肥量の適正値を設けてきた。さらに98年産から、生産者個々の栽培履歴である「栽培
カルテ」や人工衛星を使って作成した蛋白マップを全生産者に配布し・トラックー車（荷
口）ごとに後述のカントリー荷受けで品質データをとっている。そして・植生マップにも

とづき、適期収穫（刈り取り順序）を判断している。また・営農指導員は1人100戸の巡
回指導体制で、個別相談会も100〜200戸くらいで行っている。また・土づくり対策として

5千万円の予算で堆肥施設を建設した。これらの取り組みにより・00年には蛋白値が道内
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平均を下回ったというe
（3）カントリー・エレベータによる製品差別化

当農協のカントリー一・エレベータ（CE）「ながぬま米の館」は、長沼町の水稲作3，50

0haのうち2，649haが対象面積で、貯蔵能力1万1千トン（籾）、その利用農家は496戸で
ある。04年産の荷受原料は1万7，297トン（籾）で、うちきらら47．7％、ななつぼし26．1
％、ほしのゆめ15．・8％の構成となっているe荷受日数は33日間で、バラ搬入45．3％とバー一

ドコンテナ輸送53．0％が主である。出荷の物流形態では30kgと60kgの紙袋、1トンフレコ
ン、純バラ輸送とがある。また、低温二段階乾燥方式によって「光沢の良い米」に仕上が

るという。さらに、当CEは、サイロは500t規模で22本あるが、蛋白値・整粒歩合によ
って等級・品位別に仕分けている。さらに、食味・鮮度保持に優れた籾低温貯蔵や「今摺
米」での出荷、色彩選別機による「異物除去した安全性」において、玄米（精米）製品の
差別化が可能となっている。このようなCEの性能により、04年産では2・3等米をブレ
ンドして1等米に格上げして調製・出荷することもできたという。そのさい、18％以下の
半乾燥で荷受けし、CEによる仕上げ乾燥の過程でブレンドするという。このようなセー
ルスポイントを持っているカントリー利用を拡大するために、生産者に対して出荷奨励金
として120円／俵を加算している。
また、荷受台（荷口）数4，

747台でこれが品質別追加払いの単位となっている。そして、

施設利用料の単価は4，7円／60kgで、玄米集荷では130円／60kgの利用単価となる。なお、

「米の館受入明細書」には、受入日や品種、区分、荷受番号の事項が記載されている。荷
受けごとの計測項目は、荷受重量や水分、換算率、乾燥推定重量、調整率（網目1．95㍉／乾
燥籾）、良質粒率（玄米整粒歩合85％以上が80％）、精玄米推定重量、色選推定重量、中米（1．
9〜1．95㍉）率、中米推定重量、屑米（1．9㍉以下）率、屑米推定重量、良質粒％・未熟粒％（等

級を規定）、被害粒、死米、着色粒、蛋白値、品位（等級）、仮渡対象重量、仮渡金額であ

る。また、生産者ごとの合計値として、荷受重量、乾燥推定重量、精玄米推定重量、色選
推定重量、中米推定重量、屑米推定重量、仮渡対象重量、仮渡金額が記載されている。こ
れらの生産者デ・・…一タが前掲表4のような品質区分の判定に利用されている。また、「なが

ぬまの米の館」は品質別にサイロ仕分けを行っており、表5に示すような9つの区分に仕
分けている。

以上のように、ながぬま農協では、米価水準の如何によって系統出荷と直売のチャネル
を使い分け、通常においても一定割合の農協直売の確保が、系統出荷米に対して農協独自
のプレミアムを上乗せ可能にさせている。また、蛋白値や整粒歩合の基準にもとつく品質
評価により、生産者に対してホクレンよりも多段階の価格差を設定している。そこでの独
自の品質区分は、業務用需要に対応したものであった。そして、衛星リモート・セシング
による適期刈り取り指導や営農指導員による濃密な生産者指導により、品質の高位平準化
をめざしている。また、多機能的な装備をもつ大型カントリー・エレベーターは、収穫後
段階の玄米（精米）製品の差別化を可能とさせているのであった。

このような生産者管理ないし製品差別化の展開方向は、いわみざわ農協ではいっそう顕
著に見られる。
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表303年産米の仮渡金・精算価格（ながぬま農協）
（円／60k）

品

等

種

ほしのゆめ
きらら

級 仮渡金 追加仮渡 最終精算 合 計
O3年12月 O4年12月 @（a）

1等米
Q等米
1等米
Q等米

12，500
P2，500
12，000
P2，000

3，000
Q，500
3，000
Q，500

ホルン精算
@（b）

1，400 16，900 16，237
P，400 P6，400
1，400 16，400 15，506
P，4．00 P5，900

@一

価格差
ib−a）

6竺

8ど

@一

注1）農協関係資料による。

2）共乾施設「米の館」利用分については120円／60kg、減農薬米には300円加算
される。

表4

04年産・1等米の品質別追加払い（ながぬま農協）
（04年12月、円／60kg）

高品位

ﾄ5
蛋白値・％

高品位

ﾄ4

高品位

高品位 高品位

ﾄ3

ﾄ2

一般米

ﾄ1

特定用途 特定用

ﾄA

r米B

6．5以下
6．6〜6．8
6．9〜8．4 6．9〜7．5 7．6〜8．4 8．5以上
80％以上 70％以上 80％以上 70％以上 80％以上 70％以上 70％以上 70％以上

整粒歩合
340
840
740
540
1，540
1，240
1，040
追加払い
ニヒ0
価格差
十1，000
十500
十200
十700
十300
△200
注）農協関係資料による。対象品種はきらら、ほしのゆめ、ななつぼしである。

表5

40
△500

「ながぬま米の館」の品位仕分基準
（04年産）

品

蛋

位

1 等
2 等
3 等

白

整粒歩合

値（％）

6．5以下 6．8以下 7．5以下 7．6以上
④
①
③
②
65％以上

55％以上
⑧
40％以上
⑨
40％未満
規格外
注）農協関係資料により作成。原資料を簡略化して示す。

4

⑤

⑥

6．9以上⑦

ゾーニングによる産地形成一いわみざわ農協の場合一

（1）農協の概況

いわみざわ農協は、03年度の場合、正組合員戸数2，

079戸（総組合員数12，970人）、販

売額171億円（うち米65億円）、貯金650億円、貸出金238億円である。農協の「地域水田農

業ビジョン」によれば、以下のような地域農業の特徴を持っている。農協管内は、3市1
町1村（岩見沢市、美唄市、三笠市、栗沢町、北村）に及ぶ。管内耕地面積1万8，542haの
うち水田が1万6，

482haで89％を占める。なお、道内でも非良食味地帯を反映して、生産

調整の傾斜配分により水田転作率は03年度で50％にもなる。但し、管内東部は低蛋白米の

地域で、後述の広域農協ブランド「情熱米」の主産地にあたる。他方、管内の平坦部は泥
炭層が占め、高蛋白米の地域になっている。
04年度で水稲作8， 080ha（1，130戸）の品種別作付構成は、きららが3，539ha（43．8％）、
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ほしのゆめ2・

040ha（25・2％）、ななっぼし1，672ha（20．7％）、大地の星829ha（10．3％）

となっている。また、米関連の農協主要施設として、4つの共同乾燥施設と従来の倉庫を
集約して新設した2棟の低温倉庫がある。前者の乾燥施設は、下記のような装備や機能を
備えているe

カントリー・エレへ㌔タの名称

加トリー・エレへ㌧タの性能と付帯設備

情熱米ターミナル

未調製玄米、粒別選別機、貯留タンク225t、プレンドタンク、均質化装置

未ら来る米ステーション

泣Rン計量、石抜機、色彩選別機
半乾燥籾、乾燥施設、籾摺調製施設、粒別選別機、貯留タンク3，900t、
vレンドタンタ、均質化装置、ルコン計量、石抜機、色彩選別機、

ｴ低温籾貯蔵施設、籾殻処理施設
北村半乾燥施設

半乾燥籾、乾燥施設、籾摺調製施設、粒別選別機、貯留タンク5，400t、
vレンドタンク、均質化装置、ルコン計量、石抜機、色彩選別機、籾殻処理施設

大富玄米ビラ施設

未調製玄米、粒別選別機、貯留タンク300t、均質化装置、ルコン計量、石抜機

04年産は51万俵のうち11万俵は30kg紙袋で、その他はフレコンで出荷している。このな
かで、「未ら来る米ステーション」は、前述のながぬま農協のCEのように、品位別仕分、

籾貯蔵による今摺米、ブレンド対応などのポスト・ハーベストの製品差別化機能を備えて
いる。

（2）用途別対応（品揃え）と品質向上対策

これまで、米の「用途別販売」として、約8千haの産米を売り切るために多様なニーズ
に対応した用途別生産・販売に努めてきたという。まず、独自ブランド米「情熱米」を区
分集荷し販売してきた。r情熱米」とは、いわみざわ農協、びばい農協、みねのぶ農協、
月形農協で構成する「空知中央地区米生産流通協議会」（水稲作計1万4，

693ha）が育成し

た広域産地ブランド（きらら、ほしのゆめ）である。その特性は、精米蛋白値6．

8％以下、

整粒歩合80％以上、1等米、玄米水分14．・5〜15．0％、網目ではきらら2．0㎜、ほしのゆめ1．

95皿mにしている。また、栽培仕様では、除草剤1回、病虫害防除2回、適期（5月25日頃
まで）田植え等の統一栽培基準を設けている。

また、業務用米の販売として、牛丼チェーンY社5千t、すし屋グループ3千t、加工
米飯業S社に3千tを出荷している。さらに、加工（冷凍ピラフ）用として、冷凍米飯業
N社に3，600t（大地の星）を販売している。このうち、

Y社には農協独自規格の「準情熱

米」（きらら、蛋白率7．5〜6．9％）を供給している。牛丼用には粘性の低い飯米が適してい

るという。業者からはバイヤーが年2回ほど圃場を視察にきている。

なお、Y社との取引は当農協から開始し、その後、道内8農協と取引を拡大している。
そして、8農協で協議会を設置して、供給契約未達の場合に除名する申し合わせなどによ
って、安定供給ための自主ルー・・一・・一ルを設けている。当農協のばあい、大手卸4社を仲介して

取引している。Y社自体は、全国3ブロック（卸もブロック別に指定）に分けて調達してい
るという。道内の農協は、北海道・東北ブロックに区分され、ホクレンの共同計算の枠で
取引している。
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なお、同生産流通協議会の資料によれば、「空知中央地区」の産地指定率では・00年の
43．4％から02年には77．se／・に上昇している。いわみざわ農協の場合（03年産）では・表6
に見るように、冷凍米飯や米飯加工業者の産地指定が大半を占めている。但し・ここでい
う「産地指定」とは、産地や品位、栽培内容、出荷施設、包装形態の指定内容をいう・

またこれまで、「栽培履歴1を生産者に提出させ、これに基づいて、農協が栽培方法と
産米品位に配点して生産者を順位づける「お米の通信簿」を作成している。この通信簿に
基づき、農閑期の冬季の個人面談により産米改良について指導して、次年度の栽培方法の
改善に生かしてきたという。さらにG3年産の場合、「情熱米生産管理台帳」と「栽培履歴」か

ら「高品位米生産のための診断カルテ」を作成し、10月末日までに提出することになった。

「カルテ」の内容は、「生産管理台帳」（品種別作付構成、育苗様式、土性型・品種別の

全層・側条の施肥量及び銘柄）と「食味に関わる栽培診断1・皿・皿3の診断項目から構
成されている。後者の診断項目は12あり、①乾田化対策、②稲藁の活用、③ケイ酸質資材・

④播種・早期移植、⑤栽植密度、⑥初期成育の水管理（除草剤の使用）・⑦中千し・初期
防除、⑧生育期間の観察、⑨本田防除、⑩登熟期間の水分保持、⑪成熟期の観察・⑫収穫
期間となっている。

なお、「空知中央米」の品質水準（きららとほしのゆめ2品種の平均）で02年の実績は・
精米蛋白値7．7％（目標6．8％以下）、アミロース21．3％（同20％以下）、整粒歩合78．

8°／・

（同80％以上）、玄米水分14．3％（同14．5〜15．0％）であった・このうち・00年〜02年平
均では、「高品質米」（精米蛋白6．8％以下）の出荷率は、空知中央では22．0％に留まり、

空知全体の43．8％に比べて著しく低かった。そこで、低蛋白化への栽培上の改善点として、

同生産流通協議会では、下記の項目を掲げてきた。

①稲わらの搬出により必要以上の地力増強を抑える。
②側条施肥割合の向上（全層施肥の縮小）にともなう減肥で精米蛋白を改善する。
③栽培密度（穂数・籾数）の確保による収量向上で精米蛋白値の引き下げを図る。
④幼穂形成期からの深水管理で障害型冷害を回避し、不稔籾の発生を抑制する。

⑤ケイ酸の追肥により不稔籾の発生を抑制し、1穂籾数の向上（収量確保）を図る。
また、03年度に作成した「中期経営計画」（04〜06年度）では3つの方針を掲げている。
第一に、米の作付面積は現状維持を基本とし、用途別作付けの地域別ガイドラインを示す。

そこでは、高品質米を10％、一般米（こだわり米含む）40％・業務用米50％という構成に

するe第二に、こだわり米を増やし、独自販売ルートの確保対策として精米事業を拡大す
る。また、蛋白含有率の仕分け調製により、実需者のニーズに応えた製品作りをめざす。
このような方針は、ゾーニングによる産地管理という展開に向かっていった。

（3）ゾーニングによる産地管理

まず、03年1朋末のガイドラインによる市町村別ランキングで・当農囎内は三笠市以
外では2ランクという低い位置づけであった。そこで04年春に・各支所域に「稲作農業再

構築プ。ジ＝クト」を設置L．生麟弓A・関係団体の連携によりランクアップに取り
組んできた．特に濡要に応じた販売対応のために・二つの地郷分による作枯ナSU「を
。4年産から進めることになった．具体的に｝ま表7｝こ見るように・A地域（三笠・岩見沢市

及び栗沢町の山間部）はr㈱米」の酬｝こ、B地域（北村及び管内の泥炭鋤は「鞘

一50一

熱米」及び大地の星を指定して、さらに用途・出荷先ごとに作付け圃場を特定化した。そ
して、品質・品種ごとのゾーニングの区分けは、同表の「将来計画」においてさらに顕著
になっている。

また、生産者のランキング評価において、従来の「お米の通信簿」では栽培方法を重視
してきたが、今後は行政別ランキングと同じような品質基準で個人別ランキングを作成し、

生産者個々の品質向上への意欲を喚起させたいという。なお、02年産の「通信簿」では、

以下の4つの診断書等で構成され、各生産者の肥培管理等の実績や出荷米の品質等の成績
を評価しているe

①「高品位米（情熱米）生産の診断書」（品種別）で品質と成績水準の評価
◎カントil一受け入れ日別評価…等級米、アミロース値、蛋白値、水分、脂肪酸、食味値

製品推定重量
◎目標値・地区平均との比較…一等米比率、高品位米、アミロース、蛋白値、食味値

各等級米比率、蛋白比率別出荷数量、食味値別出荷数量
②「高品位米（情熱米）の生産指導書」で栽培診断評価と改善指導
◎「食味に関わる栽培診断1・ll・皿」…上述の診断項目の採点評価（300点満点）
◎作付け、育苗、施肥方法、施肥量、窒素量について改善内容を記載
③「情熱米管理システム総合診断書」で農協、支所、町会、農事組合単位での順位表示
④「栽培カレンダー対比表」で栽培目標カレンダーとの個人実績との比較
◎対比項目…播種期間、移植期間、中干し期間、最終入水日、幼穂形成期、出穂期、
成熟期間、収穫期間

さらに、栽培上の取り組み課題として、まず、土壌分析による適正施肥管理と低蛋白高
品位米の生産を目標に、重点的な取り組み課題として、稲わらの搬出、側状施肥割合の向
上、栽培密度の確保、幼穂形成期からの深水管理、ケイ酸追肥、泥炭地での浅耕代かきを
指導してきたという。また、04年度から生産目標数量の市町村別ガイドラインの変更によ
って、生産量の変動を抑える生産指導に取り組むことになった。

ところで、品位別集荷においては、表8に見るように、ホクレンの区分とは少し異なっ
た独自の品位ランクを設定している。その中で、「S情熱米」と「情熱米」を主食用とし
て位置づけている。特に、減農薬・減化学肥料栽培の「S情熱米」は、おおよその販路を

確保してから作付けを誘導している。他方の「情熱米1は、地元のAコープで精米販売し
ているほか、名古屋の米卸にも出荷している。そのほか、米卸を通してK大学生協へ一一．一一般

米より500〜700円高で出荷しているという。なお、網目を大きくした選別集荷により、く

ず米の量が増えてしまった。そこで、くず米を3ランク米として、さらに選別精米して外
食企業に販売しているという。

また、きららの高蛋白米や大地の星は加工向けに販売してきたが、05年産からは大地の
星のみに限定するという。大地の星は需要が大きく、助成金交付を含めれば収益性の面で
も転作大豆（加工用）の収益に匹敵するという。さらには、反収が高ければ助成金を受け
なくても採算性確保は可能だともいう。

特に05年の栽培指導の目標として、以下の3点を掲げている。第一に、品種別作付面積
として、きらら45％、ほしのゆめ25％、ななつぼし15％、大地の星15％の構成比を目標と
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する。そして、高蛋白米の生産地域では多収志向で取り組む。第二に・04年産の個人別品
種別の出荷データから、個人別及び町内会別の蛋白マップを作成する。なお・従来は衛星
リモ＿ト、セシングを利用していたが、収穫時までにデータが得られないことや・衛星デ
＿タと生産実態にズレがあってやめたと1・・Nう．第三に、米生産都f用途別」生産の意識
の定着化を図る。「作って売る米」ではなく、「どこに売るための米」を作るかという意
識に転換させたいという。また、圃場の土壌条件や産米の蛋白特性にあった適地（圃場）
・適作（品種）の作付けを誘導する・

また、03年から、岩見沢市管内で土壌診断を実施し、肥培管理や品質に関するデータを
収集してきた。これまで、低蛋白米を画一的に普及・指導していたが・高蛋白米でも特有
の需要があるので、泥炭地の高蛋白地域では多収性品種（大地の星）に切り替えた。そし
て、北海道のガイドライン配分の考え方に準拠して、いわみざわ農協独自の「米評価基準」

を作成している．また洞基準により生産者の通信簿と成績ランキングを｛械し・当農協
の道内ランキングの向上をめざすという。さらに、04年まではホクレンの評価基準を採用

してきたが、下記のように、05年からr戦略米出荷」の基準として・新たに地域区分ごと
の品質標準を設けた。そして、採点評価を生産指導への活用に加えて・生産者個々に対す
る生産目標の数量配分に反映させたいという。

①計画出荷…1．JA出荷率＝＝ JAth荷−／当年共済単収x面積
2．契約量達成率＝JA出荷量∠出黄一契麹．数量さ亜逸鎭i堕＿＿＿．一＿
薗頁一甦：：
5．低蛋白米比率（地域ごとの期待数量に対する達成度合）
＝低蛋白米数量／JA出荷量
（目標：A地域は準情熱米以上、B地域は8・4％以下）
＊A地域→低蛋白地域

B堤塵ご」亘蛋旦地i蓮＿一一一．一＿＿．＿＿一＿

噸釆蹄二 蝠搭c巖一鱗絃全鵬量一一＿一．…一
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表6

いわみざわ農協における産地指定（03年産米）
（トン）

品

指定数量 指定実績 達成率

種

（a）

きらら397

（b）

505

13

2．6

1亨933
1，502

1，600
2，306
1，110

82．8

3，108
2，061自

一

一

●

一

白

ロ

（小

ー

一

一

一

計）

吻

一

一

一

一

一

一

一

一

●

2，061−

一

一

韓

一

（小

一

一

一

一一●

計）

一1■

一

■い一

（小

唱・

rL■

1L・」齢

計）

1

r

−

一

100．0−

一

一

一

一

7，090

77．8

92

639
225

10
651
225

101．9

1，346

1，346

田一

一

一口

●

工

一

一

一

■

米飯加工業者Sほか

●

一

米飯加工業者Sほか一

●

一

一

一

●

齢

一

一

一

．

情

一

一

●

一

一

〔

一

一

一

高蛋白一

一

一

一

古L一

一

一

●

已

㊤

一

一

「

100．0
100．0

■

■

白

■

■

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

−

i

一

卓

芦

一

ロ

コ

白

■

●

2，097

■

一

一

一

｝

一

■

エ

■

一

一

中

一

「

一

肖

中

一

一

一

，

2，035
あきほ
1521
23
23
大地の星
4
4
その他
合 計
13，116
15145
注）農協の関係資料により作成。

133．8
100．0
100．0
86．6

色選調製品、高蛋白
高蛋白

一

一

一

一

一

一

●

一

一

一

一

一

一

一

●

一

●

一

一

鞠

■

「

米飯加工業者K

㌔

已

一

唱

」

一

●

一

一

●

一

一

●

一

一

一

一

一

一

一

＿

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

r

高蛋白

その他

10（工0

78．4

表7

一

97．0
78．2

1，643

情熱米

その他

97．8

■

2，320
1，633
10

10
⊇

，

系統卸P
米穀卸1
冷凍米飯業者N
米飯加工業者K

10．9

87
一

2，391
2，087

ななっぼし
■

一

系統卸
情熱米
K卸ほか（Y社向け）
色選調整品
冷凍米飯業者N

153．5
35．7

9，109

89
一一一一古

品位の特徴

■

ほしのゆめ
●

産地指定先

（b／a・％）

一

一

一

一

一

一

一

一

一

齢

■

■

−

●

A

●

一

■

一

■

一

一

一

一

●

已

一

声

一

一

冷凍米飯業者N
米穀卸S
米穀卸S

04年産米の出荷実績と将来計画（いわみざわ農協）
（ha、俵）

04年実績

情．来

面積 数量

A地域

準情熱輩

書β4糞 匡41妻772 1キ265

一般来

2鍵｝9§o

大地の星

i16％）

鑓，5琵

820

64β02

将来計画
i数

量）

数量 面積 数量 A地域 B地域

面

61，927

きらら高蛋白

B地域

34
i1％）

合計

35，387
26，540 40，000
40，000
30，270 5，577 137，600 30，000 220，000 250，000
8890 i73％） 168，992 5，000 90，000 95，000
270
42，244
787 61，905
2，397
13，000 13，000
一
i10％）

合 曇
？662 51▲496 1，299 77，215 6，364 437281 75，000 440，000 515，000
注1）農纏翼馨資繋こより作成。
2）「将来欝画謬〉作持霊積では、A地域の品位構成は、情熱米50％、準情熱米40％、
一般米鐙璃、葺捲域では準情熱米50％、一一般米20％、大地の星30％の割合である。
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表8

いわみざわ農協の品位別米集荷状況

共計次数
1

2
3

（04年産、俵・％）
数 量
割 合
271，018

（うち大地の星）

（64，302）

準情熱米

112，736

一

一

成 分
情熱米

4

5，301

42，367
5，834
24，683
52，565
514，504

S成分
S情熱米

5

6
9

合

品 位
一般米

高蛋白

計

52．7
（12．5）

21．9
一
1．0
8．2
1．1

4．8

10．2

100．0

注1）各農協関係資料による。

2）当農協では共計次数1が一般米と準情熱米
とに分かれる。準情熱米とは、蛋白率7．5〜
6．9％の独自規格である。情熱米、S情熱米とは、

当農協の独自呼称である。

4要約と結論

一製品差別化戦略と「生産者管理」の展開一

以上の二っの先進的な農協事例の検討から、新政策下の米マーケティング活動の特徴と
して、以下のように整理できよう。
まず、系統農協の米共販方針「需要に応じた米生産」の取り組みは、農協のマーケティ

ング活動において、特に次の課題への対応を迫っている。1つは、実需者が要求する用途
・価格帯・品質別の「製品」ニーズ（品揃え）への対応である。2つは、価格・供給t・
品質に関する実需側の安定的な取引要求への対応である。3つ目は、産地（農協）側の「製
品差別化」による実需者への積極的な「提案iである。ながぬま農協といわみざわ農協は・
程度の差あれ、これらの課題に応えようとしてきた先進事例である・

そのさい、米のマーケティングの展開形態において、産地の宣伝や販路の開拓

選択・

低価格販売等に加えて、産地全体の品質向上や品位・品種の区分集荷と仕分出荷（品揃え）

などの「製品差別化」が米共販の大きな戦略的課題になっている。その取り組みにおいて

は、農協による産地統制ないし生産者のr個別管理」が強まっている。具体的には以下の
ような内実である。

まず、カントリーや食味計などの施設整備と濃密な生産指導の人的・機構的体制のもと
に、品質水準、栽培様式（栽培暦）や品質区分の統一・技術水準の平準化・作付け品種の
地域別配分（ゾーニング）などのr製品政策」をマーケティング活動の主目的に掲げる。
そして、これらの目標・計画の遂行に際しては、営農指導員の巡回指導や栽培履歴の記帳・

各種診断表の作成等でチェックされる。また、生産者ごとの生産・販売計画の文書契約化

とともに、r通信簿（成績評価）」や各種「診断結果」の多様な評価

計測システムによ

って、製品差別化の遂行過程が統制される。さらに・生産者評価と連動して価格上のプレ
ミアムやペナルティ、食味値成績等のランキング表示（公示）などのインセンティブがそ
の統制機能を補完している。そして、個別巡回指導に加えて・各種研修会や「反省会」な
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どが生産者に対する「教育」機会に位置づけられる。

このように・主に業務用需要に対応した用途・価格帯・品質別の販売戦略は、品質別の
集荷及び価格プレミアムの形成と品揃え、管内産地のゾーニングや計画的な作付け誘導な
どの展開をもたらしている。その過程において、生産者の栽培技術力や出荷米の品質の評

価・生産指導や作付け統制等によって生産者の「個別管理」が進展しているのであるeい
わみざわ農協のように、生産者の成績評価を生産目標数量配分にも反映させようとする姿
勢は、その傾向を強く表している。
但し・このような「生産者管理」が可能である背景として、米産地としては非良食味地
域で道内では販売可能な「限界地」にあること、さらに、生産者にとって、稲作の経営規
模が大きく、米販売を農協に依存せざるを得ないという地域条件がある。要するに、当該
産地の生産者は、農協の産地マーケティング戦略に従わざるを得ないである。この点は、
北陸の良食味米地帯や大都市近郊県の米生産者の立地環境と大きく異なる。

従って・「需要に応じた米生産」の取り組みが、ながぬま農協やいわみざわ農協のよう
に、「生産者管理」の展開方向を辿るかどうかは一般化できない。そのため、立地条件の
異なる他の先進事例の現状分析を通して、農協米マーケティングの多様な展開形態の実態
把握とその展開条件について解明してく必要がある。この点は今後の調査・研究課題とし
たい。

（参考文献）

［1］全国農協中央会『JAグループ米改革戦略』2003年4月
［2］大泉賢吾「農協の米マー・一・一一ケティングカに関する一考察」『農林業問題研究』第150号、

2003年
［3］石井淳蔵他共著『ゼミナール

マーケティング入門』日本経済新聞社、2004年

［4］斉藤仁蔵「稲作経営の独自販売における製品差別化の可能性に関する考察」『東北農業

経済研究』第22巻第1号、2004年
［5］五十嵐俊成「業務用米の実需者ニーズと産地対応一北海道産米を中心に一」『フードシ

ステム研究』第11巻第1号、2004年
［6］大木

茂「生協コメ事業の現状と課題」日本協同組合学会第24回大会・個別論題報告資

料、2004年10月

［7］藤野信之「外食・中食産業の米需要」『農林金融』2004年2月号

［8］東山

寛「流通再編と東北米主産地の対応一秋田県を事例に一」『農業市場研究』第

13巻第2号、2004年
［9］福田

晋「新たな米政策と九州における米販売戦略」同上

［10］佐伯尚美「動き出した新食糧法システム」『農業研究』第17号、日本農業研究所、2004年
［11］椿真一・佐藤加寿子・伊藤亮司・青柳斉「米政策改革下における農協米販売事業の展開と

課題一福岡県内の農協事例分析から一」『九大農学芸誌』第60巻第1号、2005年
［12］佐伯尚美「米政策改革の構造・実態・展望」『農村と都市をむすぶ』No．643、2005年5月
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［13］松岡公明「地域水田農業ビジョンの検証と実践強化を」同上
［14］仁平恒夫f米政策改革と北海道農業の対応」同上
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第6章

中国長江流域の米主産地の特質と展開過程
一品種構成の観点から一

1．問題意識と課題
近年、中国の米主産地の生産・流通実態に関して、国内の農業団体及び大学・研究機関
等による現地視察は多い。但し、厳密な事例実態調査にもとついた実証的な研究となると
少なく、菅沼［1］の長江二期作地帯の生産・流通構造分析や、坂下・朴［3］・加古・張［4］

による黒竜江省稲作の産地形成の分析に留まる。
また、菅沼［1］［2］を除いて、これまで中国の米の生産・流通構造への関心は・ジャポニ

カ米の主産地である中国東北地方に偏っている。とりわけ近年は、急激に稲作面積を拡大
した黒竜江省（特に三江平原）が視察や調査の主な対象とされている。これは・1993年の
凶作時に中国東北米が大量に輸入されたこと、以後のミニマム・アクセスのなかで国内輸

入米市場における東北米の競争力の強さ、そして近年、黒竜江が有力な日本向け輸出産地
であることが大きく関係している。
但し、黒竜江省の米生産量（2001年の実績）は1，000万トン強で、中国諸省では9番目の

大きさにすぎない。これは、最大生産量の湖南省の2，400万トン弱や・同じジャポニカ米
の主産地である江蘇省1，800万トン及び四川省1，

600万トン強をかなり下回る。その意味で

は、良質米産地といわれる黒竜江にとっても、その需給関係や米価は他産地の動向に強く
規定されている。

他方、中国全体おける米の需給関係の検討においては、総量的な分析に留まり、インデ
ィカ種（軸稲）とジャポニカ種（糎稲）あるいは「一般米」と「優質米」の品種構成や産
地間競争にあまり注意が払われていない。品種構成に着目すると、伝統的にインディカ米
（軸米）消費圏であった揚子江中下流域でジャポニカ米（梗米）の生産・消費が増えてい
る。また、稲作農家の米商品化率が高い東北の梗米が販路を上海以南に伸ばしてきている。

そして、中国全体の米生産は03年まで供給過剰で減産が続いたのだが・その間・梗米のシ
ェアは拡大したのである。このような点から、中国の米生産や需給関係を展望するとき・

総量的な検討だけではなく、品種構成の変化や産地間競争にも着目する必要があろう。と
りわけ、中国国内における梗米の需要動向は、狭隣なジャポニカ米国際市場を通して日本
にとっても無関係ではない。
ところで． ・lt国南方における糧米の生産・ es要の拡大傾向やその背景については不明な

点が多い．この解明には浦方主産地の稲作付体系や主要品種の栽培 膿の特質・品種
．産米改良の経過、消費者の米飯麟の変イヒぽ地間の価格鱒・さらには鮒流通の自

靴や鮒生産者保護の麟にも縣してくる・本稿の目的は・これらの諸課題へのアプ
ローチに関して概括的な検討を行うことである。

そこでまず、米の消費・生産面での品瀦成に着目し・その地域的特徴や近年の動向に

ついて統計的に概観する．併せて、髄の鮒政策の轍について・米の需給関係の変化
に関わらせてその背景を巌てみる．そして・

li国米主産地である長江流域の現地ヒアリ

ングにもとついて、上述のマク・的な動向を検証するとともに・品鮪成の変化をもたら
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した産米改良や育種開発の展開過程、さらには稲作生産・経営の地域的特質について捉え
てみたい。最後に、これらの知見にもとついて、中国南方米主産地の生産形態や需給構造
の展望に関して諸論点をまとめてみよう。

2．中国における米消費の特質と米主産地
（1）主食としての米（大米）の地位

消費の面からみると、中国人にとって麦（マントウ、麺、鮫子等）とともに米は主食の
地位にある。但し、米を主食とする地域は偏っている。銭［5］の推計によれば、主食（米

＋麦）に占める米消費の割合が70％以上である地域は、江蘇、安徽、湖北、四川以南の諸
省である。他方、小麦と米の混食地域（米40〜60％）は東北三省及び寧夏、チベットで、
小麦を主食とする地域（同25％以下）がその他西北地域となるという。
また、食糧生産においても米の占める比重は大きい。食糧作物4億3，

070万トン（03年）

のうち、米（籾）は1億6，066万トン（37．3％）と最大で、以下トウモロコシ1億1，583万ト
ン、小麦8，

649万トン、大豆1，

539万トンの順になる。

なお、中国では、米の品種はインディカ種（軸米）とジャポニカ種（梗米）とに大きく
分かれる。そして、両者の嗜好性に明瞭な地域的特徴がある。主に梗米が消費される地域
は、上海や江蘇、河南以北の北方地域である。これに対して、江西や湖南以南の南方地域
は粕米の消費圏である。両者の中間地域にあたる漸江、安徽、福建、湖北は両品種の混食
圏と言えよう。但し、例外として南方の貴州、雲南は梗米の消費地域になっている。

このような品種別の米消費の特性は、表1にみるような生産の地域性に反映している。
同表の早稲（早生）と晩稲（晩生）の多くは二期作の軸米であり、中稲（中生）は一期作
の軸米と糧米とに分かれる。同表によれば、02年の中稲の作付面積は全体の55．9％を占め

ている。なお、中稲は単収が高いため、総生産量1億7，450万トンのうち中稲生産量は1
億900万トンで62．5％を占める。

なお、03年9．月〜04年8月までの期間で、米（精米）の需要量は1億3，861万トンで、
輸出分を控除した国内消費は1億3，650万トン、うち食用消費が1億1，760万トンになると

いう推計がある。同時期の米（籾）の生産量は1億6，008万トンで、精米換算（出米率70
％）では1億1，
に対して2，

210万トンになる。これに輸入米（精米）約40万トンを加えても国内需要

400万トンくらいの供給不足になる。不足分に対して、減産が続いたここ数年

間は備蓄米を当てている。この4年間で5，900万トンの備蓄米が放出されたという（注1）。
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表1

米主産地の品種別作付け面積（99年・05年）
（千ha）

早

全国計
遼 寧
吉 林
黒竜江
江 蘇
漸 江
安 徽
福 建
江 西
河 南
湖 北
湖 南
広 東
広 西
重 慶
四
貴

川
州

1999年
中 稲 晩

稲

15，300

7，575

合

稲

計

31，283

8，408

稲

6，028

502
465

502
465

16，272

02／99

05／99

28，847

90

568
654

U1

92
113
141
102
92
53

合

6，547

568
654

計

1，650

1，615

1，650

2，383

15

2，398

2，207

3

2，210

443

804
404

1，941

143

700

1，029

2，145

L558

186
298

2，150

379

951

1，430

3」29
511

1，615

694
372
514

早

合計の99年対比

2005年
中 稲 晩 稲

143
97
83
60
95
79
91

100
69
103
101
91

349
290
508

510

1，373

294
272

1，452

3，050

1，284

540

LO83

661

2，284

365

1，282

430

2，077

1，571

585

1β28
1β29

3，984

1，324

1，069

1，402

3，795

2，557

1，034

1，103

2，137

92
85
89
86

1，122
3

2，388

1，131

1，108

2，360

101

789

0

121
747

84
99

0

747

2，083

1

2，087

96
95
98
120

95
96
96
116

1，308

1，369

1，228

1，116
3
7

150
783
2，164

508

6

2，177

3

300
415
511

95

0
722
0
1
722
749
747
18
1，049
61
970
903
41
812
50
雲 南
注）資料は各年度『中国農業統計資料』による。最右橋は作付面積合計の99年対比の指数値である。
1

なお、「中稲」には一期作晩稲を含み、「晩稲」

は二期作晩稲のみである・

（2）米（稲谷）の主産地

中国の米の主産地は、同表に見るように、主に揚子江流域の珠江デルタ地帯に集中して

いる。いま、02年の実績で作付面積200万ha前後以上の諸省を掲げると・湖南の354万haが
最大で、江西279万ha、広西241万ha、広東220万ha、四川208万ha・安徽204万ha・江蘇198

万ha、湖北193万haの順となる。これら8省の主産地だけで・全国の水稲作付面積の約3
分の2を占める．なお、生敵の大きさでは品種Bii・地域別の単収格差から・作付面積で
は7番目の江蘇省が1，710万トンと最大の湖南の2，119万トンに次いでいる。

なお、中稲の主産地に限れば詐付面積の大きさ順に示すとM米産地の四川・瀟・
黒竜江そして安徽潮北と続く．このなカ・で、特に栽培醐を継に拡大してきた地域
が東北で、とりわけ黒竜江瀬著である．同省の米生杜は・1983年の93万トンから9°年
に314万トン、99年には944万トンと急増する。省内の水稲栽培の拡大は・周知のように・

8。年代に昨の稲作技術や踊が導入さ繊収繰醐こ向上したこと・また・8°年代末
から外資による三江平原の醗が進展したことによるものである・但レ近年の価格低迷
で生敵の伸びは止まっており、最近Vまむしろやや減少している（同表参照）・

他方胤米の主産地醐南、江西、広西、広東・四川であり・四川を例外としてその多
くは二期作（早稲覗稲）地帯である．そのうち洞表に見るように・広西を除V

て近年・

栽培面積㈱こ早稲）が大幅磁少している・なお・インディカ稲（粕稲）の3分の2強
は、76年から南方を中心に甑し女台めたハイブリッド品種（雑交稲）である（後述）・

3．米の需給関係と品種構成の変化

（1）米の需給関係と価格変動

中国における米の需給関係は、1970年代宋の市場経済の導入以後、80年代半ばまでは供
給不足の状況にあった。加えて農民保護の政策強化もあって、78年以後、買付価格は89年
まで一貫して上昇し続け、89年には対前年比30．7％と高騰した。このような価格上昇に刺
激されて、この間は生産量が急増し、豊凶の変動もあったが78年頃の1億3，

70e万トンか

ら86年1億7，200万トン、90年には1億8，900万トンまで増大する。

それ以後、中国の米需給関係は過剰と不足を繰り返しながら価格も上下に変動していく。
まず、90年代に入り、過剰生産が顕在し買付米価は90年から92年まで下がり続iけた。それ
と並行して生産量も減り続け、94年には1億7，

600万トンまで低下する。減産の進行は一

転して供給不足状況をもたらし、米価は93年から再び急反転しはじめ、対前年比で93年24．
6％、94年54，0％、95年20．・8％、96年4．2％と暴騰するeそれに対応して、95年から生産も

急速に回復に向かい、97年には2億100万トンと過去最大の米生産量を達成する。
そして、98年及び99年も1億9，

900万トンと連続して年間の国内消費量を上回ったため、

ここにおいてまた過剰問題が発生した。買付米価はまた97年から00年まで下がり続け、過
去最高であった96年水準を100とした場合、00年の買付米価は67までに低下する。以後、
米価は低位で推移した。

一方、生産量は、価格低迷によって00年から顕著に減り始め、03年には1億6，100万ト
ンまでに減少する。そこでまた、需給関係は供給不足基調に変わり、備蓄米を取り崩して
対応することになる。そして、03年秋頃から再び米価は上昇してきた。例えば、吉林省の
食糧卸売市場価格では、03年の10月前まではトン当たり1，
の3月末から4．月初めでは2，

800〜3，

800〜1，900元であったが、04年

OOO元までに急騰したという（5月以後は2，

400〜2，6

00元に沈静化）（注2）。表2に見るように、▲国的にも小売市場価格においては04年、05
年に急上昇し、最高米価を記録した96年水準に接近している。

最近の需給関係の逼迫状況から、中央政府は過剰下の構造調整（適地適産）政策から、
一転して増産運動を展開することになった。国家の重要政策課題として、04年の食糧生産

の目標においては、03年の4億3千万トンから4億5，500万トンへの増産を掲げたeそし
て、農民への生産刺激策として、主に食糧主産地（省）対して、政府は04年から農業税の
段階的減免（5年間で全廃）や02年からの直接支払い（04年の平均で300元／ha）を試行し

始めたという。また、農機具等の購入に対する助成に加えて、減産の著しい早稲のインデ
ィカ種（軸稲）に対しては、1．4元／kgの最低買入価格を定めた。以上の米価の回復と生産

刺激政策によって、04年の食糧生産量は政策目標を超えて4億6千万トン以上になる見込
みだという（注3）。
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表2米の小売市場価格の推移（品種別）
1トン当たり（元）

年度 梗 米 早紬米

晩紬米

96
97

3，193

2，540

2，678

2，521

2，013

2，147

98
99
00
01

2，400

1，967

2，126

2，273

1，905

2，023

1，919

1，553

1，676

2，045

L598

L730

02
03
04

L986

1，651

1，746

2，004

1，707

1，826

2，815

2，444

2，604

05

2，933

注D中国農業部

2，497
『2006

2，639

指数／1996＝100
米 早軸米 晩軸米
100
100
100
79
79
80
75
77
79
71
75
75
61
63
60
64
65
63
65
65
62
68
63
67
88
97
96
99
92
98

梗

指数／梗米＝100

早軸米
80
80
82
84

晩紬米
84

81

78

83
85
87
85

85
89
89
87
85
88

生産量の
増減率％
5．3
2．9
一1．0
一〇．1

一5．3
一5．5

一1．7

91

一6．0

93

11．4

90

0．8

中国農業発展報告』 による。

2）小売価格の数値は、農業部の160カ所の物価情報ネットワーク拠点県に
おける平均価格（「中等」米）である．「晩軸米」には中稲の軸米を含む・

（2）食糧流通政策の変遷

上述の米の需給関係や価格変動は、国家の流通政策によっても大きな影響を受けている。
ここで、中国の食糧流通政策の展開過程について概観しておこう。
まず、70年代末からの市場経済の導入・拡大によって、農産物流通は国家の統制から徐

々に規制緩和の道を辿ってきた。但し、食糧流通の規制緩和政策は、その時々の需給関係
や農民保護と財政負担のバランス関係から紆余曲折してきた。
まず、84年まで国家の生産者からの統一買付価格を引き上げ、また、超過生産は自由市

場に販売できるようにして濃民の食糧増産を繊したeそして・一応の錨生産が達成
された85年になって、鯖になってきた館赤字を削減するため・政府買入制限の喫約
買付」制と超過分に対する「協議買付」制（市場価格での買入）を導入する。

その後、9。年よ鵬別備蓄制度を設ける．そして・需繍係が逼迫した94年に｝a「省長

責任制」により、錨の繊内自給麟として、各省に生産臨を割当て錨企業の買付
を強化させた．その蜜過剰問題瀬在して生麟価格が下落すると・安上がりの価格支
持嫌として、 98￠に国営錨企業の鮒独占を農民に強制する・この政策は完全な失敗
に終わった．そして、99年よ順入嚇｝こ品質格差やR：M作物の適地適難策を導入する・

このとき、品質の悪い献早稲米は保護（優遇）価格の肚対象からはずれることになっ
た。その後、保護価格自体も市場実勢価格までに引き下げられる。
また、食願付市場の紬化鞭も進展してくる・丁［6］疏業部［17］によれば・まず゜1

年に、北京．上海天津・広鱒の主要‡肖酬8省（疎市）で錨買付が全面的｝こ昨
化され、。2年｝こは需給平衡的産地の雲南、鑓清海・広西・酬に拡大した・そして゜3
年には， ftMEIi産地でも酬的に縮｛ヒされてきており違地の酬市場にSb V ては遇

有鎌鱗以外の民間企業の参入が増えてきている・そこではm民は蹄錨企業への
販売義務が無くなり、基本的に錨販売力紬となった・
他方、「国営」館鱗の改革が98年より開女台され・徹（錨縣統）と企業麟σ国
有ば齢業）の分離、さらに鰭業務と販売経営（協議買付対象）の分離などが齢さ
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れた。但し、政府指定の保護買入価格と販売での市場競争価格の二重価格制により、過剰
基調下で市場価格が暴落した場合には、国有（営）食糧企業は大きな損失を抱えた。この

ような過去のf政策性欠損」（累積債務）に対して、これまで政府は十分な補填をしてこ
なかったと言われる。特に、南方のインディカ米地帯では、売れない早稲米を在庫として
大量に抱えた国有食糧企業が多い。98年に政策方針としては、過去の政策性欠損から生じ
た債務については財政支援による計画的解消が決定された。但し、国有食糧企業の負債問
題が、その後どの程度解決されたのかは定かでない。
さらに・郭［7］・農業部［17］、趙・顧［19］によれば、食糧生産農民への保護政策として、

02年から直接（支払い）助成制度の試行が始まり、安徽では全省内で、湖北や湖南、内蒙
古、新彊では一部の市・県で実施された。03年からはその他諸省にも広がり、対象品目や
範囲、助成額等において各省ごとに多様な形態で展開しているという。このような直接支
払い助成政策の導入は、上述の食糧買付（販売）の自由化政策とセットで進行している。

従って、これらの政策は、最近のWTOルール（交渉）を意識した政府の対応とも見るこ
とができよう（注4）。

（3）ジャポニカ米の生産・消費圏の拡大

農民の食糧販売（食糧輩業の買付）の全面的な自由化は、米の主産地に対して、市場評
価ないし消費者需要に対応した産地展開を迫ってきた。なお、中国の稲（稲谷）・米（大
米）の種別において、作期の相違（早稲・晩稲二期作、中稲一期作、晩稲一期作）と梗稲
紬稲のマトリックスで分類することができる。一般的には、早稲・晩稲二期作は粕稲で、

中稲・晩稲一期作は梗稲が多い。例外的に、四川省のように中稲軸稲の米主産地もある。
ここで、消費・生産面から米の品種別構成の変化について概観してみよう。

まず、近年の中国においても、所得向上に伴う食生活の多様化により、1人当たり米消
費量は低下傾向にあり、食味（品質）志向が強まっている。この点で、二期作の早稲米に
対する食用需要は低く、加工用や飼料用に向けられる部分も多いようだ。対照的に、早稲
・晩稲のインディカ米（粕米）よりも、中稲一期作のジャポニカ米（梗米）め食味評価は

高い。それは精米の流通価格に反映している。いま表2で、品種別の卸売市場価格を見て
みると、03年でいえば早紬米価格を100とした場合、晩粕米が106、梗米は127と著しく高
い・そして・2000年に入って米価は一段と下落するのだが、梗米と早粕米、晩軸米との価
格差が拡大している。

このような価格差は、稲作収益性の大きな格差となって現れている。朱［8］によれば、0
1年の試算で、品種別の税引純収益を比較すると、梗稲は晩粕稲の1．5倍、中粕稲の1．7倍、

早軸稲の10倍の高さに相当するという。そして、収益性の低い早稲・晩稲（二期作粕稲）
の作付面積は大幅に減少し・収益面で有利な中稲（特に梗稲）が増大している。いま、93
年以降で栽培面積が最大であった97年を100とした場合、02年の指数は中稲の108に対して、

早稲72及び晩稲73と3割弱も減少している。その結果、中稲の割合は、この間46．1％から
55．9％に上昇した。

以上の背景から、近年はいずれの省でも中稲栽培が増える傾向にあるのだが、価格低迷
前後の99年と02年の対比でみた場合、特に増大した省は漸江54％、吉林43％、湖南39％、
雲南20％である。逆に減少した主産地もあり、江蘇△17％、四川△4・／。、黒竜江△3％、
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貴州△2％などである。
ところで、梗米の価格優位及び生産拡大は、消費者の梗米嗜好が伝統的粘米消費圏の南

方にも浸透しているという証拠であろうか。紬米消費圏の江西、湖南では・中稲の栽作付
面積割合は02年でそれぞれ14・7％・22・9％に増えているものの・品種の大半は紬米である。

また、タイの香米を輸入している広東や広西においては、中稲栽培は今なお皆無に近い。

他方、粕米と糎米の生産が混在している漸江、福建、安徽、湖北では・明らかに中稲の
栽培面積が増えており、二期作の軸稲は大幅に後退している。その傾向が顕著な例が漸江
である。99年から02年にかけて、漸江省の水稲栽培面積は、開発による農地減少などで△
40％と大幅に減少している。但し、先述のように中稲（梗稲）はむしろ54％も急増してお
り，減少したのはもっぱら二期作（早稲・晩稲）であった。この間、中稲の栽培面積割合
は、99年の22．8％から02年には58．4％に上昇している。栽培構成の変化でみる限り・漸江

は軸米から梗米の生産・消費圏に移行しつつあるようだ。このような現象は・程度の差あ
れ周辺の福建、安徽、湖北でも見られる。
なお、二期作減少の背景には、農外兼業の拡大によって、労働過重になる二期作が忌避
されたという面もある。もともと、南方の稲作農家の生産規模は零細で商品化率は低い。
菅沼［2］によれば、揚子江中流域の湖北省二期作地域は、1戸当たり稲作面積30〜50aで、

米の商品化率は31％に留まるという（注5）。南方の多くの飯米農家にとっては・価格面に
加えて、農外兼業との両立という面からも二期作を減らしているようだ。
（4）ハイブリッド種（雑交稲）の普及状況

中国南方の稲作の発展にとって、大きな役割を果たしてきたのが1代雑種（雑交稲）の

開発・普及である。後述の湖離交水稲研究センター㈱南省長沙制で入手した資料を
もとに、雑交稲の普及過程を統計的に辿ってみよう。
まず、雑交種の開発普及は、表3によれ1ま、 7・年代後半から本格的に始まったと言え
る．そして、8・年代になって急速に拡大した．1981年の｛鮒面積514万haカ

ら・9°年には

その5倍以上の1，665万haに急増している．全稲作面脈のシェデでは・同期間で15・4％
から50．4％への上昇であるeそして、90年代に入ると頭打ちの傾向がみられ・91年の1・76
4万ha（全稲作の54．1％）、・億1，43・万トン（同62・2％）をピークとして・以後1ま1・6°°

万ha（1億1千万トン）前後で変動しながら横ばい気味で推移している。
単収の面では、8・年代半ばから9・年代判ままでは・1・a当たり65・kg前後で変動して推

移しており、この間の単収向上曄認できない・それが9・年代半ば以降ではおよそ69°kg
で推移しており、以前｝こ比べて4・kgほど向上している・なお・雑交種の単収は・99年時点

の非雑交種の平騨収598kg｝砒べて、かなり高lt N水準であることが分かる・
また、㈱別に見ると、8・年代前判ま二期作晩稲の㈱醐が大きいのだt°S・

ば以降になると．

8°年代半

・li稲・一期作晩稲が二期作繍を上回るようになる詐付醐のピーク

では、早稲が91年の32・万ha、二期作晩稲も酔の662万ha沖稲 端作晩稲は95年の81
3万haとなっている．なお洞表に掲示していないが・ 95−99年鞠の1°a当た弾収を
比較すると、早稲653kg、二期作嚇639kg｝こ対して・中稲・ −MVFM稲は745kgとかなり

高㌫で、表3の統計は99年までしかないのだが、以後は前述の全国的な傾向から・雑
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交早稲の生産も減少していると推測される。前掲表1によると、全稲作の早稲では99年の
758万haから02には587万haに減少している。その傾向は99年時点で、早稲全体の41％を占
める雑交早稲の場合も同様と思われる。但し、どの程度の減少になっているかは不明であ
る。

表3

雑交種の水稲作付面積及び生産量等の推移
（単位：面積・ 万ha、単収・kg／10a、収量・万トン）

年
度

面積
76
78−

一

W1

82
83
84
85
86
87
88
89−

一

14
一

一

計

ムロ

426−

一

@

一

一

一

一

514
561
673
885
860
947

1，098
一

一

一

一

一

473中

一

1，333
1，333■

単収
464

一

90

1，665

91

1，764

一

一

■

●

T28
590
634
642
645
654
657
588
652−

一

工

一

一

656
648
672
602
650
690
691
705

稲

早

面積 生産量

生産量
65
2，013●

■

■

■

一

一

中

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

●

●

@

一

一

19

黶@一

一

■

@

●

●

唱

5，544

41
75
51

6，192

69

7，209

117
188

257
456
298
388
729
858

一

一

一

■

一

一

175−

一

一

一

一

■

1，095−

■

一

●

一

一

252
300
403
451
477
514
628

4，268

7，833

一

@228

165

5，680

黶@

111

27

一

面積 生産量

一

3，312

8，696−

二期作晩稲

一期作晩稲
面積 生産量

一

一

黶@

Q，714

稲・

一

一

●

●

685−

一

一

一

一

一

一

齟@一■一

一

●

P，412

黶@一

●

@

2，936
3，323
3，511

3，726
4，225
一

一

一

●

一

一

一

473−

一

一

一

一

一

一
黶@

一

一

●

一

一

一

P，191

282
332
407
358
401
467
517

1，719

一

■

267

2，王29

4，843−

一

1，428
1，882

2，288
1，923

2，293
2，754
2，750
＿

2，758一

声

一

一

一

一

一

248
787 5，859
1，525
630 3，546
320
1，931
782 5，585
662
3，914
92
1，656
286
11，127
795
1，762
575
5，885
3，480
93
1，542
225
9，289
754 4，616
1，314
563
3，359
94
1，555
229
10，101
770 5，416
1，326
556 3，359
95
1，629
238
11，238
813 6，116
1，494
578
3，628
96
1，620
298
11，195
789 6，002
1，812
533
3，381
97
1，542
305
10，876
624 4，793
2，030
613 4，053
98
工，533
691 10，594
296 2，030
624 4，793
613
3，771
99 1，687
669 11，278
312
765 5，156
2，105
610 4，017
注）湖南省雑交水稲研究中心 ・資料館でのパネルから引用した。但し、面積は
10，930

11，430

畝からhaに換算し、「合計」の数値は「早稲」＋「中稲・一期作晩稲」＋「二期作

晩稲」で再計算した。なお原資料は、全国農業技術普及センターの2001年度
関係資料である。

4．長江中下流域の米主産地の生産・流通対応
以上で概観した中国全体の稲作形態や需給関係の変化等に関して、中国南方主産地での
具体的な様相を紹介してみよう。取り上げる地域は、同じ長江流域の稲作地帯にあって、

梗米の主産地である江蘇省と杣米の主産地である湖南及び江西省である。各省関係機関か
らの聞き取り調査時点は、2004年9月下旬である。
（1）江蘇省のジャポニカ米の生産・流通

1）省内農業の概況と米政策
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まず、江蘇省の農業概況について、省農業交流協会の担当者は次のようにいう。省内総
人口7，400万人のうち」農民人口はおよそ約半分で、耕地面積が約500万haになる。近年、食

糧過剰下にあって農業構造調整政策として、食糧作目から花卉、果樹への転換を進めてき
た。但し最近、食糧生産の減少傾向が続いたため、一転して食糧の増産政策に転換し、農

地転用規制強化により総耕地面積6千万畝（1畝≒6．7a）の維持を目標としている。03
年の実績では、食糧作付面積は7千万畝（二期作を含む）で、生産量は550億斤（1斤＝0．
5kg）であった。特に水田の場合、04年では2，800万畝であったが、翌年はさらに3，200万
畝への拡大と生産量330億斤の増産を目標としているという。

省内の主な耕種農業は、冬期が小麦となたね作、夏期が稲とトウモロコシ、綿花作であ
る。水稲二期作は80年代までは一般的に普及していたが、農民にとって過重労働であった
ため、農村雇用市場の拡大とともに減少していったという。

農民補助政策としては、農業税の免除や省力技術の導入、農業機械・資材の助成などが
ある。04年の農民の現金収入は、上半期の実績対比で03年より正0％増になった。但し、肥

料・ビニール等の資材価格の高騰で生産費が上昇しており、資材費に対して政府の助成を
増加させているという。

省内ではかつて郷鎮企業の発展が顕著であったが、90年代後半より外資企業の進出がめ
ざましい。雇用労働市場の拡大にともない農家後継者の農業意欲は低く、都市部への出稼

ぎも多い。なお、集団出稼者に対する研修事業として、省政府が年間4千万元の予算で60
万人の研修を実施しているという。
2）泰興市の稲作と食糧流通

ここで、江蘇省南部にある農村都市で、一部長江に接している泰興市の稲作を取り上げ

てみよう（以下は市農業局幹部からの聞き取りによる）。泰興市は、人口129万人に対し
て耕地面積が102万畝であり、人口1人当たり耕地面積はe．・S畝の計算になる。

市の主な耕種農業は、米と小麦の二毛作であり、それぞれ50〜60万畝の作付面積になる。

一般的には、5月中旬に稲の田植え、同月末に小麦の収穫、10月に米の収穫、同月末に小
麦の播種という栽培体系になる。但し、小麦よりも単収の高い米生産を優先している。米
の生産政策としでは、耕作面積62万畝と単収約600kg／畝を目標にしている。なお、過去
5年間の米生産量は12億斤以上で安定している。
また、二毛作の過重労働に対して、労働軽減のため直播や機械化栽培の普及が課題にな
っている。そして、農地の有効利用も兼ねて4年前から米・小麦の混作を導入しており・
現在では耕作面積の23％までに拡大している。また、田植えでは、10年前からは「投げ苗」
栽培を導入している。

先述のように、平均耕地面積は一人当たり0．8畝という零細規模であるe単収米500kg／
畝と小麦250kgで推計すると、1人当たり生産量（籾）はそれぞれ400kg、200kgになる。

さらに、前者を精米べ一スでみれば7割の換算率で280kgにすぎない。他方・精米の年間
消費量は、都市部の86kg／人に対して農村は120kgになるという。そこで・農家在庫やロ
ス率等を考慮すれば、米の商品化率は5割以下になるであろう。
もとより、米単作では農業収入の確保は限られている。そのため、行政では農民収入の

向上策として、日本向け輸出の有機野菜の振興や落花生、根菜類の普及・また・地域特産
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の銀杏（全国生産量の約3分の1〕の拡大を掲げている。なお、近年の農民収入は増大し
ており、02年の3， 884元／人から04年には5，500元の見通しで、うち農業収入が2〜3割を
占めるという。

ここで、市の国有食糧企業の買付政策や最近の食糧流通事情について紹介してみよう（市

食糧局による）。まず、市内には、食糧買付のために28カ所の国有集荷場と4つの倉庫が
ある．03年の場合、食糧集荷量は55万トンであった。また、市食糧企業の精米加工は3カ
所の工場で運営されている。なお、食糧企業の運営は、まず92年に国から地方（集団）に
移管された。さらに、食糧企業の体制改革が02年から始まり、主に従業員に株式が売却さ
れ、職員は公務員から民間労働者へ変わった。但し、株式は国が50％以上保有し、運営管

理の実権を握っている。以上の改革過程で、92年以前は集荷企業43カ所で労働者約1千人
を雇用していたが、現在は28カ所・300人に合理化されたという。

そして、04年6月の喰糧流通管理条例」の施行により、行政の管轄領域が明記され、
国の認可によって食糧卸・小売販売の民間企業の参入が可能となった。但し、小売・卸売
業者ごとに備蓄kが規定され、業者は国に対して取扱量の報告義務がある。国家備蓄につ
いては、国家食糧備蓄局が全国の省・市等まで統一的に管理し、回転備蓄方式で食糧企業
に毎年ごと買入・売却させている。米（籾）の備蓄期間は2年間である。保管料は省と国

政府で2分の1ずつ負担する。なお、省内行政区への国家備蓄量は省政府で決定され、各
食糧企業に割り当てられるというe当市の場合、80年代の米不足のときは、国家から9億
9千万斤を移入したこともあったが、84年以降では単収向上により自給自足を達成したと
いうe

また、01年に全国に先駆けて、江蘇省では買付価格を市場実勢に委ね自由化した。04年
からは、全国の諸省で自由化されたという。当市の場合、農民からの国有食糧企業の買付

量は、年間で小麦7千斤と米1億5千斤になる。その他は自由市場で販売される。米の場
合、約2割は自由市場で直売され、その他が国有食糧企業に売り渡されるという。
但し、農民保護政策の指示により、国有食糧企業は最低保障価格で農民から無制限に買
い入れなければならない。近年の最低保障価格は市場価格とほぼ同水準であったが、04年
の市場価格は米（籾）でL7〜1．8元／kgで、前年より40％も上昇した。なお、最低価格保
障買入による食糧企業の赤字部分は、農業発展銀行を通して国から補填される。また、食
糧企業の過去の政策性欠損については、監査局の財務調査を経て解消の方向にあるという。

なお、食糧企業は、行政の認可を経て市外、省外からも仕入れ可能である。地元では東
北米も販売しており、他方また、上海や漸江等への省外販売もある。最近、一一般米より3
割も高い有機米（緑色大米）がよく売れるという。スーパー（小売段階）での等級では、

特急、1〜3等級、無洗米というランク区分になっている。備蓄米としての食糧企業の買
付対象は5等級米らしい。
3）省内の産米改良の取り組み

ここで、省内の産米改良の過程と現状について、揚州市大学農学院等でのヒアリングか
ら紹介してみよう。まず、江蘇省の水田面積は、90年代末の3，400万畝から03年には2， 760

万畝へと、主に農地転用開発によって約2割も減少した。但し、04年の稲作面積は3，100
万畝に増えたという。
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省内の二毛作の主な栽培体型は、「稲＋小麦」作及び「稲＋なたね」作である。稲の栽
培期間は140〜185日で、省北方の徐州では140日間、省南部では180日間になる。なお、作
期別の中稲では160日以下、晩稲では160日以上になる。また、10年・くらい前から梗稲が増
大し、粕稲は減少傾向にある。梗稲は穂が垂直的で丈が低いという特性（穂が垂れる方が
粒の充実が良い）から、収量が多く食味も良いという。他方、梗稲の栽培ではウンカや縞
葉枯病が大発生しやすい。

また、60〜70年代には、日本の品種「金南風」（中稲）も栽培していた。その後、f同
本晴」では単収500〜400kg／畝にもなったが、現在では国内品種で単収600〜650kgに向上
している。食味の面でも「武育re

3号」は日本の品種よりも高い評価を得ているという。

生産量では98年が最大であり、当時の平均単収は588kg／畝で、うち紬米564kg及び梗米
594kgであった。他方03年は、出穂期に夏の高温障害で439kgに落ち込みこの10年間で最低

であった。04年は、98年以来の豊作傾向にあり単収590kgを予想している。他方、江蘇省
では生育期間の昼夜の寒暖差が小さいので、一般に良食味米の生産は難しいという。

稲作改善の方向としては、省エネ・低コスト、高反収、優質・食味の向上という課題を
掲げる。まず、省エネ・労働力節約対策としては、「投げ苗」、籾直播、混作、機械田植
えの普及を課題としている。03年で、米と小麦の混作が80万畝あり、「投げ苗」栽培が66

0万畝、籾直播150万畝で、いずれも急増しているという。他方、機械田植えが110万畝に

対して手植えが約2千万畝と大半を占めるeコンバインによる収穫は、小麦作では全体の
約8割、稲作では7割くらいになるという。乾燥は庭先天日乾燥が主である。
また、一般栽培では窒素投入量が16〜23kg／畝と非常に高く、日本の稲作に比べて約3
倍の肥料投入になっているという。化学肥料の多投が環境汚染やコスト増を招いているた
め、有機栽培の普及や複合肥料の投入、適期施肥を指導している。さらにそのほか、単収
向上への栽培対策として、風通しを良くするため株間を20cmから25〜30cmに拡大させ、肥
料として藁・籾殻の鋤き込みを普及させているという。
なお、先述のように、粕米は単収が低いため、近年、大幅に減少した。94年当時では、
軸米と梗米はおよそ半々くらいであったが、98年には軸米980万畝に対して糎米が2，

040万

畝に急増する。03年になると粕米550万畝、梗米2，160万畝・さらに04年には軸米500万畝・
梗米2，

SOO万畝と推移している。なお、軸米（一般米）は中山間地域で生産・販売され、

肥料節約的で作りやすい。但し、蛋白が高く食味が悪い。炊くと水分の吸収で大きくふく
らむが、冷めると固くなってまずいという。
但し、05年の予想では、軸米が拡大し梗米がやや減少する見通しだという。ハイブリッ

ド種（雑交米）の殆どは粕米であり、省内で糎米の雑交種は20万畝にすぎない。梗米の主
な品種としては、蘇南地域では武育梗15号、同7号、武育梗香14号・雑交常優1号であり・
蘇中地域では武育梗3号、武育梗香14号が多い・

また、徽香米の踊「富優香」はあま囎えていないとy・う・その理由として・精米
力肛施設が躰製で梗米に適応してV・るが、「韻香」のばあい・胴割れを起こしやすい
ため、出米率（籾摺噂米比率）が40％と極めて低いからだという・一部の業者は・タイ
製の精米施設を導入したが、それでも出米率は50〜55％に留まるらしい。
4）ハイブリッド種（雑交稲）の開発

一66一

ここで、省内の稲の品種欝発に関連して、揚州市農業科学院における取り組みを紹介し

てみよう。まず、当科学院は1949年設立し、7つの研究童で研究員34人と職員221人がい
る。揚州は稲作適地であり、当科学院は湖南と漸江にある稲作研究所とともに、国家の重点
稲作研究機襲になっているe

1970年代は全省的に病害虫の被害が多く、耐病性品種の開発に取り組んだという。80年
代には・増産政策のもとで単収向上が開発の主昌標であった。そして、江蘇省の南方では、

閲〜80年代は軸稲の雑交種が主であった。その後、二期作・粕稲は中稲一期作・擾稲に転
換していった。但し、梗稲は病害虫に弱く単収向上にも限界がある。そこで、近年は粕稲
の雑交種や「優質米」への転換が今後の開発B標になっている。梗稲の雑交種は、上述の
ように育種効果が小さく普及していない。
また、当科学院は、雑交稲の開発で全国をり一ドしているという。雑交稲の育種では、

15人のスタッフ（うち研究員3人）で、実験田ぶ約300畝、海南島に原種センターを保有
している。なお、雑交稲の開発は国家プロジェクトとして1973年から始まり、湖南雑交永
稲研究中心（後述）の衰博士の指導を受けてきた。プロジェクトの主目標は、高品質と多収の品
種開発である。

最近では、陽稲6号（粕稲、単収600kg／畝）、揚梗9538（日本の品種との交雑）などの新品種

を開発している。雑交稲の開発では、高単収の維持と高品質化の両立が難しい。開発の工

夫としては、2系の場合は不安定なため3系の交雑に力を入れており、特に野生の系統を
入れると耐病性が強まるという。

雑交香米の育種では、豊優香占、揚両優、K優818（H本の種苗会社との共摘開発）など
を開発した。中国でも広東省農業科学院に香米の原種があり、これと江蘇省の梗米と交配
して開発している。また、雑交香米の炊き方や炊飯時の水分量は梗米と同じで、食味もあま
り変わらないという。単価はタイ産米と同じであり、香港にも移出している。栽培上の問題は、

長桿で台風に弱いことであり、他方、肥料節約的で肥培管理が容易という長所をもつ。現在、雑
交香米は、長江デルタ地域でおよそ200万畝（約13万ha）が栽培されているという。

また、遺伝子組み換えによる高反収や高品質、耐病性品種の開発にも取り組んでいる。

遺伝子組み換え育種は、南京農業大学と漸江大学とで共同プロジェクトとして実施してお
り、無農薬でも耐病性に強い品種の開発に取り組んでいるという。
（2）江西省の二期作経営と生産政策

1）省内の稲作と生産政策
江西省農業庁幹部等からの聞き取りから、江西省の稲作と生産政策の現状について紹介して
みよう。江西省の地勢では、山間地が6割、農地2割、湖水1割を占めている。水路が発達し稲作
に適地である。耕地面積3，380万畝のうち水田が2，700万畝、畑地600万畝である。水稲では、早
稲・晩稲の二期作が主であり、水田面積のうち1，800万畝を占める。なお、早稲・中稲・晩稲合計
での稲作付面積は4，300万畝になり、米収量は280億斤になる。

早稲の作期は3月下旬〜7月上旬であり、中稲の田植えは5〜6月、晩稲の田植えは7月中旬
で収穫時期は10月中旬になる。冬期作では、なたねや大豆、イモが主である。単収では早稲が3
20kg／畝、中稲400〜450kg、晩稲350〜370kgであり、中稲の単収が最も高い。
省内の稲品種は全て雑交種の軸米である。高収量を目指して密植栽培を指導している。また、
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最近は「投げ苗」栽培が急速に普及している。他方、田植機やトラクター、コンバインも普及して
おり、コンバイン刈りは、収穫面積の約2割に達している。

雑交米の普及は1973年から実験的に始まり、78年から本格的に普及した。また、香米の
品種はタイと台湾から導入した。収量が一般米より2割ほど低く、生産量は「優質米ユ生

産の約1割（省内米総生産の約1％）にすぎない。他方、早稲米は6月上旬の気温上昇で
米質が悪く、主に加工用（酒、ビール等）や飼料用に向けられる。一般消費者の主食用は
中稲と晩稲であるe98年から04年まで連続して早稲米の生産量は減少した。但し、加工用
需要の伸びで早稲米の生産量は現状維持を目標にしているという。なお、アジァ・アフリ
カ向け輸出では早稲米が主である。

01年から早稲米に対して、03年からは全ての食糧作物が売渡義務の無い自由販売が可能

となった。但し、販売先は国有食糧企業が主である。03年の米価は、早稲96元／100kgに
対して、中稲120元、晩稲128元で、晩稲が最も高い。当年から米価は回復傾向にあり、04
年の早稲米の買付価格では140元に上昇している。
農民保護政策として、04年の農業税は前年より40％の減税にした。財政事情で変わるこ

ともありうるが、今後3年間で全て免税にする予定だという。農業税の廃止は省の財政に
は影響するが、郷鎮財政とは無関係である。なお、省の農業税減免政策に対して中央政府

の補助がある。また、モデル農業地域で農業機械の導入に対して補助がある。2〜3年前
は農産物価格が低く、農業経済は悪化していたが、03年の価格上昇にともない農家経済は
改善されているという。

ところで、農業技術普及ステー・ションが99の県・市・地区にあり、総職員数で1万1千

人（うちおおよそ省級1割、県級3割、郷級6割の配置）になる。主に、種子の選定や新
品種の普及、栽培方法や病害虫予防、施肥方法の改善指導などを担当している。特に、各
郷ステーションには普及員5〜6人が配置されており、約4万部の農業情報誌の配布や肥
料・農薬散布等の栽培指導を作目別に担当している。農薬散布においては、メーカーとの
共同で指導しているという。なお、農薬市場では国営企業が生産シェアの3割を占め、商
品はメーカー直売と商社経由で流通している。「投げ苗」栽培の栽培体系では除草剤の使
用が多いという。

また、品種改良の面では、減農薬普及のために耐病性の強い品種や優良品質の高単収品
種を奨励している。なお、97年の「農薬管理条例」の施行により強い毒性の農薬使用は禁
止になった。そして、「省農産品安全検査中心」（農業庁）の管轄のもとで、03年から残
留農薬検査が各行政単位ごとに産地や卸売市場で始まった。近年、「無公害栽培」を農民
に推進しているが、その普及には手間がかかるという。
また、種子管理ステーションが省・市・県の各行政レベルにあり、02年7月制定の種子

法（以前は条例）にもとついて、種子の管理や新品種を普及している。法制定時に・種子

管理センターと種子公司は分離し、種子事業の経営が自由化されたことにより・省域を超
えた販売が許可された。そのさい法の規定により、全国ネットの会社網を創設するには3
千万元の資本が必要だという。但し、省域内での会社新設の場合では・500万元以上の資

本金で良い。なお頑子生産には政府の許可がいる．また・食糧作物は国家管理の対象で
あるため、園芸作物の場合とは異なって、食糧種子公司の外資比率は50％未満に規定され
ている。
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2）南昌市近郊農村の稲作経営

ここで、省都・南昌市の近郊農村において、稲作を中心とした専業農家Aの農業経営を
取り上げてみよう。A農家の家族は、経営主41才のほか妻、母、長女20才、長男18才（南
京で自営）の5人である。農地はすべて村から請け負い、20年前から03年までは20畝であ
ったが、04年になって33畝に規模拡大した。稲作は早稲と晩稲の二期作である。まず、早
稲（30畝）の場合では、田植え（投げ苗）が4月20日〜5月1日で、収穫は7月中旬になるe

早稲の単収は400kg／畝であった。早稲（雑交軸米）の品種は「優質米」で、2〜3年前
から導入しているという。当該種子は、種子公司から20元／kgの単価で購入し、播種量は
畝当たり0．6kgになる。他方、晩稲（33畝〉の場合では、田植え（手植え）が7月末で収
穫がio月末になる。晩稲の平年作の単収は、500〜550kg／畝と高いという。早稲・晩稲と

も天日乾燥である。04年の場合、早稲と晩稲作で米（籾）2万8千kgの販売見通しだとい
う。なお、家族の米消費量は1ヶ月で70kgになる。

肥料では、畝当たり複合肥料40kg（単価1元／kg）と豚糞を投入している。肥料や除
草剤は村内商店から購入している。村統一の水管理で、04年の管理費は20〜50元／畝であ
るが毎年変動している。また、トラクターは保有していないが、個人所有のコンバインが
あり、刈り取り後は他農家に30〜40元／日の賃料で貸している。以上の資材費・水利費等
に農業税・税外負担を合わせて、米生産諸費用は畝当たり約500元になるという。

米価は、03年の場合、早稲（優質米）で50元／50kgで、04年は85元（一般米の最低保障
価格は71元）だという。これに対して、晩稲（一般米）は03年で65元と早稲よりも高い。

ここで、03年の稲作所得を推計してみよう。まず、平均反収を早稲400kg、晩稲550kg、作

付面積を各20畝と仮定した生産量から自家消費分を控除すれば、総販売量1万9千kgとな
る（農家在庫を無視する）。7割の換算率で精米1万3，300kgとして、早稲と晩稲の割合
は半々とする。従って粗収入は、早稲6，

650kg×単価1元＋晩稲6，650kg

×同1．3元：1万5，

295元となる。これから生産諸費用（500元／畝X20畝＝）1万元を控除すると5，

295元の

所得しかならない。これに対し04年の見込みでは、生産諸費用の単価を不変とし、早稲と
晩稲の米価の上昇率を同一とすれば、規模拡大（1．65倍）と単価の上昇（早稲で1．

7倍）

で2万2千元くらいに増加する群算になる。

また、精米工場を村から2年間契約で借り受け、村内の仲間5人（と臨時雇5人）で精
米加工業を共同経営している。村に支払う施設利用料は年間7万元であり、工場稼働時に
10万元の初期投資をした。A農家は自家産米を当工場で精米加工するとともに、他農家か

らも精米加工を受託（100kg当り2〜3元の手数料）している。庭先には、広東省や福建
省からも買付けに来る。自家でも臨時雇を使って省内各都市に営業販売しているという。

そのほか、養豚20頭の肥育経営があり、飼料は自家配合と米ぬかで、4ヶ月飼育で出荷

している。養豚部門の販売収入は、300元／頭×20頭X2回／年で、年間およそ1万2千
元になるという。経営主の説明では、年間の総収入が3〜4万元と言うが、同行した鎮長
によれば実際にはもっと大きいはずだという。なお、農業税は03年の場合70元／畝で、04

年には35元に減額され、この5年間で無税になる予定だという。そのほか、税外諸負担と
して120元／畝もかかる。
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（3）湖南省のインディカ種の二期作

湖南省の二期作の現状について、省農業庁幹部等からのヒアリングにより紹介してみよ
う。湖南省では、都市住民6，600万人に対して農民人口は5，

400万人である。耕地面積は38

3万haのうち水田293万ha、畑90万haであり、そのほか草地が400万ha、湖151万haである。

湖南省は亜熱帯性気候にあり、年平均気温16〜18度Cで、年間10度C以上が240〜260日も
ある。

食料作物のうち約8割が稲作（紬稲）で残りが雑穀である。01年の場合、稲作面積は約
6千万畝で、うち早稲が2，200万畝、中稲1，300万畝、晩稲2，

質稲が2，

500万畝であった。また、優

66e万畝と4割強を占めている。湖南省の「優質米」の開発は80年代初めからだ

という。なお、早稲については00年2，400万畝、01年2，200万畝、03年1，

769万畝というよ

うに減少傾向にあり、中稲品種や他作目に転換している。なお、農民の稲作耕地面積はO．
8畝／人と零細で、自家産米の自給用仕向けが多く、米の商品化率は35％に留まるという。

省内の稲作形態に地域性があり、山間地で中稲の一期作、平野部では二期作が一般的で
ある。中稲作では成長時間が長くなり単収が増す。そのため、平野部でも中稲一期作が増

えているという。なお、単収（畝当たり）では、早稲400kg、中稲500kg、晩稲480kgの水
準にある。さらに、高多収性品種「超級雑交・中稲」が、試験栽培の段階で数十万畝程度
普及しており、今後、拡大する見込みだという。
早稲米は、おもに加工や飼料、備蓄用に向けられるe但し、早稲でも「優質米」は米粉

の原料に充てられる。米価は03年から上昇し始め、04年では早稲の優質米は70〜79元／50
kgになり、、00年の20元に比べてかなり高位である。それに伴い、政府の最低保障買入価格

も引き上げられている。他方、香米の生産は400万畝（約27万ha）で、需要の増大で増え
る傾向にある。但し、単収が350kg／畝と低い。主にタイ産米の混米用として広東に販売
されている（現地で「タイ米」に化けるという）。

なお、食糧備蓄は省長責任制であり、省内ではさらに市・県まで割り当てられ委任にさ

れる。食糧備蓄は2〜3年の回転備蓄制で、毎年3分の1ずつ回転し、主に加工用に向け
られるe買付けの対象は早稲米の「一般米」で、価格は04年の場合で1元／kgであり、省
内175カ所で農民から直接買付けるe国有食糧企業の買付シェアは、農民の米販売量の45
％に相当するという。

農業税は04年に前年より30％減額し、5年後に全額免税にする予定だ。さらに、稲作農
民に対する直接支払い助成を04年から全省で実施するという。支払い助成額は現金11元／
畝で、その財源は省・中央が半分ずつ負担することになっている。
ところで、湖南省長沙市には、国家雑交水稲工程技術研究センター一＋（湖南雑交水稲研究

センターも兼ねる）がある。i当研究センターは、1984年に湖南雑交水稲研究中心として設
立され、97年に現在の国家級の研究所に昇格した。衰隆平博士を主任として、研究員16人、

副研究員35人、全職員212人のスタッフである。中国国内では雑交育種の主導的な研究機
関として、主に原種保存や発芽研究、食味の研究などを実施しているという。
中国では、雑交米の開発・導入は60年代から開始されたという。70年代1三ぱ雑交稲の多

品種が開発され、87年からは3系から2系での雑交種開発が試みられた。96年からは・高
単収品種である超雑交稲の育種開発に取り組んでいるという。湖南省では・02年に単収70
．Okg／畝に成功し、食味も良く、05年までに800kgを目標としているという・なお・当研究
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センターの話によれば、全国で軸米が2億2千万畝に対して梗米が1億9千万畝になる。
捜米の雑交種は品質が悪く、低単収で変異が起こりやすいため雑交梗稲は300万畝（20万h
a）と少ないという。

5．まとめ
これまでの統計的検討やヒアリング調査の結果から、本稿のまとめとして、長江中下流
域における米主産地の生産・流通の特徴や品種転換の動向について整理してみよう。

第一に、近年（特に90年代半ば以降）の品種構成の変化において、二期作の後退、特に
早稲・粕米の減少と中稲一期作、特に梗米の増大が指摘できる。これまでも、伝統的に粕
米の消費圏であった畏江中下流域で、統計的な裏付けはないが、梗米の生産・消費が拡大
しつつあるという指摘は少なくない（注6）。今回の現地ヒアリングによって、とりわけ江

蘇省で、90年代に軸米から梗米の生産・消費に急速に移行していることが分かった。揚州
市大学農学院の話によれば、江蘇省において1994年での梗米と杣米の割合は約半々であっ

たが、梗米は98年に71％、2003年に80％、04年には83％に増えてきたというeそして、前
掲表1によれば、最近では漸江省で梗米（中稲）への転換が進展している。

第二に、上述の梗米生産・消費圏の拡大は、中国南方の米主産地すべてで生じているの

はない。表1によれば、江西や湖南でも「中稲」の生産が増えているが、それは梗米生産
の増大を意味するのではなく、二期作（早稲＋晩稲）の軸稲から、単収が高く労働軽減に
なる一期作（中稲）の軸稲への転換であった。現在でも中稲栽培がほとんど見られない広
東や広西においても、梗米の生産は全く普及していない。その意味で、上述した梗米の生
産・消費の拡大地域は江蘇、漸江等に限定されている。また、中稲が増えている湖北や安
徽、福建においては、実際に粕米・梗米の内訳を捉えて確かめる必要がある。

但し、統計上の制約から、f中稲」の紬稲と梗稲の作付面積や生産量、また、軸稲の雑
交種と非雑交種の構成比等に関しては不明である。後者に関して、湖南省雑交稲研究セン
ター・一…によれば、稲作面積で見た最近（04年頃）の品種構成では、中国の稲作総面積4億2

千万畝のうち、軸稲の雑交種54．8％及び非雑交種23．8％であり、これに対して梗稲の雑交
種0．7％及び非雑交種20．7％を占めるという。また、2003年度の『中国農業統計資料』．に

は、省別の軸稲・梗稲の統計が記載されており、これによれば米主産地省の作付面積及び
生産量は表4に示す通りである。
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表4

杣 稲
積 生産量

面
全国＊
北 京
天 津
河 北
山

西

内蒙古

中国省別の軸稲・梗稲の作付面積等（2003年）

（千ha）

（万トン）

16，667

9，786

＊

一
一
＊

一

梗
単

収

（kg／ha）

587
＊

＊

一
一
＊

一L

面積A 生産量 単
（千ha）

一

一

（万トン）

6，349

4，240

＊

＊

6

76

41

＊

＊

40

（kg／ha）

668
＊

7

一
＊

作付け面積
収 合計B 梗 稲

稲

25

857
539
＊

625
793
588
653
774
782
734
496

（千ha）

23，016
＊

a／b（％）

27．6
＊

7

100．0

76

100．0

＊

40
392
541

＊

100．0

311
100．0
392
遼 寧
一
一
一
100．0
541
318
吉 林
一
一
一
100．0
1，291
843
1，291
黒竜江
一
一
一
106
100．0
82
106
上 海
一
一
一
85．3
1，685
163
660
247
1，124
江 蘇
1，438
39．7
976
387
587
284
589
346
漸 江
19．9
166
1，681
522
335
702
1，346
安 徽
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
福 建
0
0．0
o
0
2，145
526
1，129
2，145
江 西
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
山 東
16．5
503
506
471
198
42
83
420
河 南
16．4
277
179
1，687
646
727
1，025
1，410
湖 北
3．1
57
553
3，312
103
559
1，795
湖 南
3，209
2，096
559
1，171
2，096
一
広 東
一
一
一
511
1，203
2β56
一
広 西
一
一
2ほ56
i
343
100．0
143
417
343
海 南
一
一
一
22．5
750
105
621
169
675
392
581
重 慶
7．0
1，767
683
123
84
782
1，286
1，644
四 川
7
13．1
99
13
538
709
61
86
貴 州
53．1
941
656
328
500
590
260
441
雲 南
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
西 藏
6．9
101
571
7
4
596
56
94
陳 西
5
100．0
800
5
4
甘 粛
一
一
一
一
甲
一
一
青 海
一
一
一
一
47
787
100．0
37
47
寧 夏
一
一
一
67
100．0
761
51
67
新 ■
一
一
一
注）資料は、2003年度『中国農業統計資料』による。資料には北京、山西、福建、

山東、西蔵の統計が記載されていない。

第三に、インディカ種（雑交稲）の開発・普及は、中国南方で80年代に急速に進展した
が、90年代に入り横ばいに推移し、90年代後半で全国稲作のおおよそ53％に留まっている。

この現象は、90年代における東北部の梗稲水田作の急速な拡大や上述の江蘇等での梗米へ
の転換により、雑交種の大半を占める粕米の比重が相対的に低下したためである。但し・

江西・湖南等の粕米主産地においては、すでにほとんどの軸米生産において雑交稲が普及
している。そして、近年の雑交種においては食味の良い「優質米」への普及や・最近開発
差されてきた超多収品種の「超雑交稲」が導入されつつある。
また、03年から国の食糧増産政策への転換により、梗米生産に傾斜した江蘇省でも・耐

病性や多収性に優れている雑交軸稲が再評価されてきているようだ。なお、雑交種の模米
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も開発されているが、品質・増収効果や品種としての安定性に問題があり、湖南雑交水稲
研究中心の話では全国で約20万haの普及に留まっている。

第四に、量的には少ないのだが雑交香米の生産が増えている。調査した関係機関の話で
は、国内での香米の消費者需要は少ないと聞くが、沿海部の主要都市のスーパーには、タ
イ産香米が一般的に売られている。04年9月末で南京のある大型デパートでは、江蘇省産

米がkg当たり3元前後であったのに対して、タイ産香米はその2倍弱の6．2元という高さ
であった。そのほか南昌や長沙でのスーパーで見かけた範囲では、おおよそ、地元産粕米
く梗米く東北米く有機（緑色）米く国産香米く輸入米という価格序列であった（注7）。

このような産地・品種間価格差を見る限り、米小売市場において最高価格の香米の国内
需要は大きいと言えよう。実際にも、揚州市農業科学院の話では長江デルタ地域に約13万
haの雑交香米、また、湖南省農業庁の聞き取りでは、省内に約27万haの香米が栽培されて
いるという。但し、今のところ香米の生産が顕著に拡大しない背景として、関係者の話を
総合すれば、病害虫への弱さや収量の低さ、胴割れ被害の大きさ等々という栽培・品質特
性に問題があるようだ。一方で、国産香米を高級ブランドとして販売する食糧企業も現れ
ており、今後の育種開発や生産・需要の動向を注視する必要がある。
第五に、早稲（二期作）から中稲（一期作）へ、紬米から梗米へ、「一一般米」から「優

質米」への転換、さらには香米生産の拡大という品種構成の変化は、基本的には、所得向
上に伴って、消費者の食味・品質への要求が強まっていることに起因している。そして、

近年の食糧販売の自由化攻策は、産地間・ブランド間競争を通して、消費者の品質志向に
対応した産地再編（産米改良や品種転換等）を促進している。

但し、粕米から梗米への移行には、嗜好の地域性も関わっている。江西や湖南、広東、
広西省ではいまだに粕米の生産・消費圏であり、現在時点で、梗米の需要が増える傾向は
見られない。それは、単純に糧米がやや高いという価格関係だけでなく、炊飯に対する地
域的な嗜好性が強く規定している。また、90年代に入って食味の良い「優質米」の雑交種
・粕米が普及したことも影響していよう。江西省南昌市のレストランで試食した粕米炊飯
では、炊き方は梗米と同じであり食味も東北産米と同等に感じた。現地での話では、かつ
ての紬米は食味が悪く、冷めると固くなって箸さえ突き刺さらなくなったほどだという。

それでは、90年代後半の江蘇省で、なぜ軸米から梗米に転換したのだろう。江蘇省の場
合、「優質米」の雑交軸米が普及する前に、すでに60・70年代から当時としては多収品種
であった日本米が導入されたことや、隣接する山東省や上海の梗米消費圏の影響で、糎米
への消費噌好の移行が容易だったのではないか。さらに、郷鎮企業の発展で農村労働市場
が早期に拡大し、労働過重の二期作（軸稲）が忌避され、また、90年代後半の価格低迷の
もとで、相対的に良食味米・高単価であった中稲・梗米が選択されたのではないであろう
か。但しあくまでも推測にすぎず、その解明には、各諸省における梗米の育種開発・普及
の過程に加えて、炊飯の歴史的な嗜好・慣習等に関しても詳しい検討が必要である。

また、最近の食糧増産政策への転換や直接支払い助成等の農民保護政策が、多収品種の
雑交軸米を再び拡大させるかもしれない。もっとも、過去がそうであったように、農民保
護政策の強化により食糧供給不足は一時的な問題で、過剰問題が再燃する恐れもある。そ
の上、農業税の減免や直接支払所得助成は、国及び省政府にとっては大きな財政負担でも
ある。そのため、最近の「新農政」がいつまで継続されるかどうかは不透明である。
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以上の諸論点にはまだ不確定な要素が多く、さらに文献や統計的資料によって厳密に検

証しなければならないe特に、二期作の後退と中稲の急増が見られる漸江省について、最
近の品種構成の変化とその背景について、生産面及び消費面から追求する必要がある。な
かでも、漸江における糎米消費の動向分析は、中国全体の梗米需要や品種構成の将来を明
らかにしてくれるだろう。他方、中国国内産の雑交香米の生産を展望するとき、伝統的な

粕米消費圏の広東において、軸米の生産実態や香米の消費形態、輸入米を含む流通構造の
解明が必要となる。今後、これらの諸課題について引き続いて調査・研究を重ねていきた
い。

注1）中国価格信息・農産物価格趨勢分析（HP）の04年9月9日配信「国内大米市場価格走勢
分析」（情報源：金光農業網）による。
2）同上による。

3）中国価格信息・市場動態（HP）の04年11月01日配信「中国糧食生産5年来首次止鉄回昇」
（情報源：新華網）による。

4）このような見方に対して、玩［18ユは、中国における直接支払いの最大目的は食糧の増

産であり、生産と切り離した農家の所得支持政策とは異なるという。また、直接支払
制度を導入した背景として、国有食糧企業を経由した従来の「保護価格による買付政
策」では、中央政府の助成金が流通過程（特に国有食糧企業のレベル）で吸収（流用）

されてしまい、農民への実質的助成になっていないという問題状況を指摘する。
5）菅沼が算出した商品化率は、事例農家平均の生産量2，400kgに対して、販売量750kg、「農
家在庫を含む自家消費」を1，

650kgと見積もって推計している。但し、氏が指摘するよう

に、当時は供給過剰下の販売難であり、農家滞貨が極めて大きい。家族4人で一・…一一人当た

り消費量120kg（籾換算で170kg）と仮定すると、農家の実質消費量は680kgにすぎない。
従って、通常年であれば（農家在庫を無視すれば）、商品化率は5〜6割くらいになろう。
6）黄［9］によれば、長江中下流域の農村で、品種別の米需要の収入弾性値は、梗米0．138、

雑交米0．099、紬米一〇．116と紹介している（計測対象期間やサンプル数については不
明）。

7）李［10］は、上海のスーパーからの聞き取り調査で、同様の産地ブランド間価格差を詳
しく紹介している。
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