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フードシステムの全体構造を捉える分析枠組みに関する一考察
農林水産政策研究所 八木

浩平

複数の視点が採用されている。ただし、多様な主
１. フードシステム学の課題

体間の相互依存関係に規定されるフードシステム
を検証するには、
視野の狭いところが認められる。

フードシステムとは、
「食料品の生産・供給、消
費の流れにそった、それらをめぐる諸要素と諸産

２）Marion et al.,[3]のサブセクター分析の枠組み

業の相互依存的な関係の連鎖」と捉えることがで

既述の通り Marion et al.,[3]は、垂直的な産業

きる[1、2]。このフードシステムは、各産業や行

構造の検証に SCP パラダイムを当てはめた分析

政、消費者等の多様な主体間の関係から構築され

枠組みを提示した。ただしその分析枠組みは、

るため、その複雑な全体構造の把握は非常に難し

SCP パラダイムの枠組みが形式的に踏襲された

い。本報告では、垂直的な市場構造を把握するた

印象が強く、ケーススタディの分析枠組みとして

めの分析枠組みについて幾つかレビューした上で、 活用し難い致命的な欠点を有している。
既存の枠組みの改良を試みることを目的とする。

むしろ、Marion et al.,[3]の貢献として重要な点

改良に当たっては、以下の点に留意する。フー

は、垂直的調整の分析枠組みを提示している点で

ドシステム学の課題として、成果(Performance)

あろう。ここで垂直的調整とは、現物取引市場か

をどのように理解し、評価すべきかという点があ

ら、契約や戦略的提携、垂直統合に至るまでの垂

る。古典的な産業組織論では、市場の構造

直的主体間の取引活動のことである。Marion et

(Structure)が企業の行動(Conduct)を規定し、そ

al.,[3]はこの垂直的調整の成果について、
「資源分

れらが成果(Performance)に影響を与え、産業構

配」、
「公平性」、
「取引費用」等の５点から評価す

造を変化させるとする SCP パラダイムを基に分

る方法を提示した。こうした多様な成果の評価指

析する。この SCP パラダイムを垂直的な産業構

標を認めるべきとする見解は、フードシステムを

造 の 分 析 に 当 ては め た研 究 と し て Marion et

検証する上でも参考になる。

al.,[3]等があるが、その際、成果をどのように理
解し、評価していくべきか、未だ統一的な手法は
提唱されていない。本報告では、こうした課題の
検討も行う。

３）Lutz et al.,[6]の分析枠組み
Lutz et al.,[6]は、食料品マーケティングシステ
ムを、市場(水平的側面)、異なる市場間の関連(空
間的側面)、マーケティングチャンネル(垂直的側

２．既存の分析枠組みのレビュー

面)の３側面に分類し、それぞれを SCP パラダイ
ムに沿って分析する枠組みを提示した。また成果

１）Kaplinsky et al.,[4]のバリューチェーン分析
の枠組み

の分析を、
「有効性」
、
「公平性」、
「効率性」といっ
た指標に分類して行っている。この枠組みは、マ

Kaplinsky et al.,[4]の枠組みは、分析の問題意

ーケティングシステムを多様な側面に分類するこ

識の例と、生産から消費までの流れを理解するた

とで、全体像の理解を容易にしている。ただし、

めの手順を提示しており、体系的で扱いやすい。

本分析枠組みはフードシステムを垂直的な制度的

また成果の評価指標として、アップグレード等の

機構として捉えたものでないため、こうしたアイ

表１

フードシステムの成果の評価指標の例

研究の目的の例
「川上」と「川
中・川下」のミ
スマッチ
多様な環境変化
に伴うフードシ
ステムの構造転
換の補足

成果

市場や情報へのア
クセスビリティ
動的安定性
健康への影響

指標の例
所得分配の状況、価格伝達性、賃金、フードシステム内での売上高・付
加価値・収益のシェア(市場支配力が構成主体からの搾取に繋がってい
ないか)
コスト面での競争力、品質、リードタイム、収益性、価格伝達性、売上
高、新製品の売上高の全体に占める割合、不要な垂直的段階は存在しな
いか
所得分配の状況、価格伝達性、賃金、フードシステム内での売上高・付
加価値・収益のシェア(市場支配力が構成主体からの搾取に繋がってい
ないか)
各段階の参入障壁(規模の経済、製品の差別化、流通段階の長期取引関
係等)、取引市場の開放度
生産量、価格、正確な情報提供
栄養価、疾病率の変化

食料安全保障

食料自給率(金額、カロリーベース)

公平性
効率性の変化(ア
ップグレード)
公平性

対象となる副構造
「連鎖構造」
、
「競争構造」
、
「企業構造・企業行動」、
「企業結合構造」
「連鎖構造」
、
「競争構造」
、
「企業構造・企業行動」
「連鎖構造」
、
「競争構造」
、
「企業構造・企業行動」、
「企業結合構造」
「連鎖構造」
、
「競争構造」
、
「企業構造・企業行動」
「競争構造」
「消費構造と消費者の状
態」
「消費構造と消費者の状
態」

註：動的安定性とは、「蜘蛛の巣理論」で論じられる生産と価格の周期的な変動を安定させることを指す。
出典：Kaplinsky et al.,[4]、Marion et al.,[3]、Lutz et al.,[6]を参考に筆者作成。

デアをフードシステム学に適用する必要がある。

後はこの表について、これまでのフードシステム
学における研究成果の整理を通じてブラッシュア

４）新山[1]のフードシステムの構造論的分析枠組

ップしていくことが求められる。

み
このフードシステムの構造論的分析枠組みとは、
「解明の対象とすべき全体構造を幾つかの副構造
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