日にはそれまで以上の60

菜の絵入荷量は回復し､15
〜2月平均)福島県はo･2

てみると(2011年1月

葉茎葉類の占める割合を見

格は低下するが'取扱量が

見せる｡17日以降大きく価

価格変化は異なった動きを

こうした中で､福島県の

予想している｡

ではないかと､藤島教授は

野菜価格がさらに下がるの

伝達によっては福島県産の

た｡今回のテーマは｢﹃3･11後の農産物流通﹄

きく変化したのは17日以
00㌦近くにまでになる｡
‑3%で1%にも満たず､

少ない中で価格は回復Lt
も月には1時的に例年以上

れの分野における第1人者が講演した｡

本大震災による物流への影響や取組みなど'それぞ

東日本大震災の影響をどう乗り移見るか｣で'東日

降ごの日は､重昂電力福島
しかし17日以降は急激に下

茨城県ですら2%しかな

の藤島虞二教授が｢東日本

最敵スーパーrリンコス｣

六本木にオープン

マルエツ

リンコス六本木ヒルズ店

は六本木ヒルズ内の15階建

ズゲートタワー｣の1‑2

のオフィスビル｢六本木ヒル

階｡同所には今年8月まで

第1原子力発電所が13日に
がり､23日には約3000

東日本大震災は原子力発

マルエツは今月7一日'東

水素爆発を撃｣し放射性物
の総入荷量を17日と23日で

いcLかLt東京市場の野菜

同店の売場面積は690

店｣があった｡

ードマガジン六本木ヒルズ

㌦と半分までになる｡その

本木ヒルズ店｣をオープン

西友の高級路線の店舗｢フ

後､入荷菱は低迷を続け､簡

この動きに関して藤島教 ら､暫定規制値の見直しを

高級スーパーの｢リンコス六

質が拡散､その後､食品への

比べると約4･8%減と半

2006年3月に開業した

した｡リンコスの新規出店は

京･港区の六本木ヒルズに

放射能汚染が確認され､政
単には回復しなかったごう

来年4月をめどに進めてい

平方㍍で24時間営業｡初年

るなど｢放射性物質の食品

む｡

度は10億円の売上高を見込

響が大きいという｡3月以

｢高輪店｣(東京･海区)以来

援は｢がんばさつ東北｣の影

となる｡

数近く減少しており､出荷

｢東北｣｢福島県｣と害ったキ

降のニュースやメディアには 健康影響評価｣についての

制限を受けた福島と茨城県
産のホウレン草やカキ菜以

したことから野菜の流通に

17日'東京都中央卸売市 大きく影響を及ぼしたの

外も大きく影響を受けたこ

を発表した日となる｡

その他シンポジウムで

の影響｣について講演を行っ

電所の事故を含み大災害と 大震災による農産物流通へ
府が放射線量の暫定規制値

震災ではなく原発事故

大きく影響したのは

だといえると藤島教授は分

は､震災ではなく原発事故

講演が行われた｡

50円だった｡しかし25日

場の野菜平均㌔価格は2

5億円と推計できる｡

レン草'サトイモ'ブロッコリ

国をはじめ'中国からは､ホウ

ートコーンの輸入量が多い米

別に見ると､ジャガイモ､スイ

の規格を求めている｡

械を使用するため､野菜に一定

る外食産業では､加工工場の機

ントラルキッチンをもってい

件として挙げているoまた､セ

あるoしかし､不作の場合は､必

入れられるというメリットが

ると安定した価格で野菜を仕

保でき'外食企業サイドから見

から見ると､安定した販路を確

るとともに増加率が締小して

場規模は'バブル経済が破綻す

部化｣の進展により､コストの

野菜などを利用する｢調理の外

た背景には､外食企業がカット

する場合､食材品質の安定的な

①外食企業がチェーン展開

下記のようなケースがある｡

利用している｡この理由として

食チェーンを除き､輸入野菜を

参入することで､企業の求める

う欠点がある｡②の企業が農業

冷凍野菜類の普及過程を見

80年には､輸入野菜が63%を占
めたC85年には冷凍ホウレン草

安価な食材を求めたことがひ

外食産業では､一部の大手外 要な数量が確保できないとい

には｢米･その加工品｣の仕入

や冷凍サトイモなどの登場に

とつの要因となっていると考

きるo

額が7936億円､｢野菜･その

より冷凍野菜の輸入野菜への

2.調査先外食企業の野菜調薫

えられる｡

あるため､輸入品を指向するケ

的に供給する体制が未整備で

に通年同じ品質の食材を安定

じて確実に数量は確保できる

卸売業者の持つ集荷機能を通

る｡③の卸売業者との取引は､

確保は絶対条件であるが'国内 に不作の場合にはリスクがあ

ースo②食材の仕入れ基準を価

るため､高くても購入する必要

が､価格が市場価格に左石され

以上のように野菜の仕入れ

の現状

しかし､契約取引の場合と同様

できるというメリットがある｡

野菜の品質にこだわることが

また､農林水産省が調査した

加工品｣が1兆204億円'｢畜

品目別仕入額をみると､97年

①の契約取引は､産地サイド

(以下､食材率)は'およそ30‑

ピーク時の97年(29兆702億

が始まった75年には'輸入野菜

円)と比較すると､97年の外食 ると外食産業のチェーン展開

ーなどが輸入されているご｣れ

野菜を購入.

35%といわれているo食材率を
最も低い30%と仮定すると'外

産業全体の食材仕入額は､8兆

の使用率は全体の29%にとど

らの冷凍野菜の利用が増加し

調査でも外食企業では､精度や

食産業の食材仕入額は'09年の

まっていたoしかし'外食産業

冷凍野菜に使用されている

外食産業市場規模(外食産業の

7211億円となり､12年間で

の市場規模が急激に拡大した

(3)冷凍野菜に見る輸入野菜へ

売上高)が23兆9156億円で

64億円減少している｡

全体の食材仕入額は､1兆54

引では､農産物価格は収穫車に
いる094年には外食産業市場規

しかしながら'外食産業の市

よって常に上下するため'安定

模推計以来'初めて前年実績を

輸入野菜の主要品目を輸入国 熱度など品質の安定を第1条

(独)農畜産業撮界機構 調査情報部

ても7兆1747億円(23兆9

あることから､少なく見穣もっ

後'景気の低迷などの要因によ

の依存の拡大

が大幅に拡大し､97年には約29

トランチェーンなどの外食市場

たことがあげられる.1万で､
り縮小したものの､09年では約

｢外食産業原材料需要構造調

これを外食産業市場規模が

外食産業の求める食材は､安

国内産地では､天候などの気象
24兆円を推移しているo

品質の均1化､安全童心といっ 兆円規模まで成長した｡その

条件によって'収穫量が左石さ

食材市場は7兆2千億円

難｡こうした外食産業における

格水準に重点を置いているた

下回っている｡その後､市場規模

金額が約8400億の外食市

は前年実検を上回って推移した

場を抱えた外食産業の現状を

野菜調達について'(独)農畜産

依存が73%となり､07年には全

野菜は11･7%の8394億円

業振興機構発行﹃野菜情報﹄9

産物･その加工品｣が1兆86

め､一部の外食企業は'契約取
査｣によると､食材率を100

ースo③カット業者を通じて食

ものの'97年を境に下回り続

め､安価な輸入品を調達するケ が生じる場合があるoこのた

け､外食産業が過去に経験した

踏まえ､野菜調達の現状につい

月号記事｢外食産業における野

て外食企業数社へのヒアリン

菜調達について‑共同調査〜｣

り入れているものの､卸売業者

グを翼施した.

引や農業参入などの手段を取
体の88%まで拡大した｡以降､

規格にはこだわらず､カット業
安定して推移している｡

%'｢水産物･その加工品｣が乃T

｢畜産物･その加工品｣が2 1･4

｢野菜･その加工品｣が1 1･7%､

なる.

95億円減少していることに

10億円､3309億円'34

それぞれ､1407億円､18

ことから､09年と比較すると'

えた｡その後は'景気後退によ

と拡大し､07年には27兆円を超

兆円から85年には約23兆円へ

に呼応するように75年の約16

によると'食材を仕入れる際に

に関するアンケート調査結果｣

事業者の国産農産物の利用等

農林水産省の実施した｢外食

数量調整として重要な役割を

(秒農畜産業振興機構﹃野菜情

担っているo

夫を始めているo

化といった経営戦略を見直す工

94億円､｢畜産物･その加工

円'｢野菜･その加工品｣が83

加工品｣の仕入額が6529億

額が減少することとなる｡

場規模が減少すると'食材仕入

われることから､外食産業の市

成比は大きく変化がないと思

基本的には'食材率の品肖構

していると患われるC

に､外食産業の市場規模が拡大

輸入量の増加と連動するよう

らの数値を見ると､冷凍野菜の

り成長が鈍化しているが､これ

となっている｡

く'次いで｢価格｣がE･6%

とした回答が甲3%と衆も高

重点を置くポイントを｢晶撃

により'農場を置提経営｡③卸

産地との直接取引｡②農業参入

分類されるo①契約取引により

bleJindex htmI)

ww･alic･gO.jpJ<ege]:a

〜｣よりo詳しくはhttpJJw

達 方 法 は 大 き く 分 け て 3 つ に 野菜調達について〜共同調査

報﹄9月号｢外食産業における

1966年には6兆円という

品｣が1兆5354億円､｢水産

外食産業における野菜の調

薫方法

(2)外食産業による野菜の調

に応じて適訳しているケース｡

者が仕入れている食材を必要 などの中間事業者との取引が

材を仕入れているため'野菜の
品｣が1兆9710億円となる

63億円'｢水産物･その加工

(‑)外食企業が求めている野
｢米･その加工品｣が9･1%'

%とした時の品目構成比が'

り急速に変わりつつのる｡弁当'

境は､消費者の低価格志向によ

6%となっていることから､そ

また､外食産業を取り巻く環

ことのない状況となっている｡

惣菜などの中食産業との競争

れぞれの仕入額は､｢米･その

外食産業の市場規模は'これ 菜の条件

が激化しており'これに対して

*

1.外食産業の現状

業態の転換を図り'食材の差別

市場規模であったが'実質所得

(2)外食企業の食材仕入額

物･その加工品｣が1兆621

の増加､単身世帯の増加や女性

一般的には'外食企業の売上

ーストフードやファミリーレス

の社会進出などを背景に､ファ

当機構の実施した聞き取り 売業者やカット業者を通じて
高に占める食材仕入額の割合

我が国における外食産業は､

*

(‑)外食産業を取り巻く環境

授と共同調査)

る｡(宮城大学の堀田宗徳准教

の内容を2回にわたり転載す

した価格での食材の調達は困

れる性質をもっている｡市場取

156億円×o･3)と推計で

定した量の確保､仕入れ価格､

3月1 1日の震災後'1 2日

は､内閣府食品安全委員か

なった｡農林水産分野にも
た｡

能汚染による実害および風
評被害は今もなお続いてい
る｡シンポジウムでは'東京

農業大学国際食料情報学部

の価格を付ける｡

甚大な被告を及ぼし'放射

節
13 日第三種郵イ更物認可

201 1年(平成23年)12月12日(月曜日)昭和39年7月
( 3 )

