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北海道大学農経論叢　第70集 

①生産段階を拡大・集積し，効率化を図る方向と，

②フードチェーンの複数部門を統合して統合度を

高め，流通の効率化を図る方向とに分けて考える．

本論では以上のような視点から，両事例の現状と

形成過程がどのように特徴づけられるかを示し，

両事例がなぜそのように展開したのかを明らかに

する．また，そのうえでこれら二つのタイプの今

後の発展方向を展望する． 

２．わが国採卵養鶏の概要 
 

　本節では，まず統計整理に基づいてわが国の鶏

卵生産構造の変化を示す．わが国の鶏卵生産構造

は全国で一様ではなく，地域差が見られる．これ

を統計整理と文献に基づいて明らかにする． 

　図１に採卵鶏飼養農家戸数と飼養羽数の推移を

示した．全国の採卵鶏飼養農家戸数は1962年の

380万5,600戸から2014年の2,640戸へと一貫して減

少している．飼養羽数については，1970年代前半

までは急速な伸びがみられたが，1970年代の前半

を境に伸びは緩やかになり1993年頃をピークにそ

の後は微減している． 

　以上のことからもわかるように，わが国の採卵 

養鶏は中小規模の経営の淘汰を伴いながら，

急速に規模を拡大してきた．1963年には

23.7羽であった一戸当たりの成鶏めす飼養

羽数は，2012年には4万8,212羽にまで増加

している．図２に飼養規模別の羽数の推移

を示した．時期を区切ってみると，1983年

までの羽数の推移は，5,000羽未満の層の

シェア減少と１万羽以上の層のシェア増加

と特徴づけられる．1983年から1993年にか

けては１万羽以上の層のシェア減少と５万

羽以上の層のシェア増加がみられ，1993年

以降は，５万羽未満の層のシェア減少と10

万羽以上の層のシェア増加と特徴づけられ

る．以上のことから，淘汰の基点となる規

模が急速に上昇していることがわかる． 

　次に，本論で扱う事例の所在地である北

海道と鹿児島県についてその特徴を示す．

表１は，全国の鶏卵総産出額に占める各都

道府県のシェアを示したものである．シェ

アが高い順に並べてあり，鹿児島県は全国

第３位，北海道は全国第７位と，ともに上

位に位置する大規模な産地であると言える． 

　また，図３からわかるとおり，北海道は

全国と比較して大規模層の割合が高く，10

万羽以上の層だけで９割近くを占める．一

方，鹿児島県においては10万羽未満の層の

羽数シェアが50%近くを占めており，全国

と比較してもその割合が高いことが分かる． 
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図１　採卵鶏飼養農家戸数と飼養羽数の推移（全国） 
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資料：畜産統計より作成．

図２　飼養規模別総飼養羽数に占める割合（全国） 

表１　上位10位道県の鶏卵産出額とシェア 
　　（2012年） 単位：億円，パーセント

順位 都道府県 鶏卵産出額 鶏卵産出額のシェア
1 茨城県 364 8.4
2 千葉県 299 6.9
3 鹿児島県 241 5.6
4 広島県 207 4.8
5 岡山県 199 4.6
6 愛知県 195 4.5
7 北海道 189 4.4
8 新潟県 167 3.9
9 宮城県 156 3.6

10 青森県 150 3.5
4,309 100全　　　　国

資料：農業生産所得統計より作成．



採卵養鶏業における大規模企業経営と家族経営の展開 

55

10万羽未満の層は，複数の農場を持ちＧＰ

センターも保有するという形態であるとは

考えにくく，労働力の側面でも，家族労働

力が経営内で一定の存在感を持つ，家族経

営的要素をもった経営であると考えられる．

そのため，北海道において鶏卵生産を主に

担っている企業的経営体とは性質が大きく

異なると考えられる．１万羽～10万羽程度

の中小規模で家族経営的性格をもった経営

体が鹿児島県では一定の競争力を持ってお

り，大規模企業養鶏の寡占状態である北海

道とは鶏卵の生産構造が異なっていると言

える． 

　また以下に，このような生産構造が形成

されるに至る過程を示す．図４と図５に北

海道と鹿児島県の規模別飼養羽数割合の推

移を示した．これらの図を比較すると，

1978年頃までは両地域間に大きな差異は確

認できないが，1978年から1983年にかけて

は北海道においては１万羽未満の層のシェ

アが低下しており，１万羽～４万9,999羽

の層も停滞しているのに対し，鹿児島県に

おいては5,000羽～9,999羽の層と１万羽～

４万9,999羽の層が大きな伸びをみせると

いう違いが見いだせる． 

　その後も鹿児島県においては１万羽～４

万9,999羽の層が2003年ごろまでシェアを

変わらず維持し，2003年から2013年にかけ

てはこの層の低下がみられるが，その低下

分のシェアは10万羽以上層ではなく，５万

羽～９万9,999羽の層に吸収されている．以

上のように，鹿児島県では，北海道のよう

な大規模企業経営の規模拡大ではなく，中

小規模の経営による規模拡大の形跡が見て

取れる．このような差異が観察される要因

としては，両産地の市場条件などを含む競

争条件の違いが考えられる．平成25年度の

鶏卵流通統計によれば，北海道で生産され

た鶏卵の仕向け先は99.7%が道内で道外へ

の移出はわずか0.3％である．道外からの

移入については北海道の入荷量のうち0.04

％にすぎない．このように北海道の鶏卵の

生産と消費が道内で完結しているのに対し， 
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資料：畜産統計より作成． 

図３　飼養規模別成鶏めす飼養羽数の割合 
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資料：畜産統計より作成． 

図４　飼養規模別総飼養羽数に占める割合（北海道）
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註：1991年以降は飼養羽数300羽未満の経営体が，1998年以降は飼養羽数1,000
　　羽未満の経営体が統計調査の対象から外れる． 
資料：畜産統計より作成． 

図５　飼養規模別総飼養羽数に占める割合（鹿児島県） 



北海道大学農経論叢　第70集 

鹿児島県は図６のように九州全域のみならず，関

西まで移出をしている．この点は市場条件の違い

として指摘できる．これらの条件がいかに両産地

の生産構造の差異を生み出したのかについての実

証にはさらなる検討が必要だが，市場の広狭が中

小規模経営の存続に影響を与えた可能性が考えら

れる． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．北海道における大規模企業養鶏の形成と現状
 

 

　１）Ａ社の概要 

　Ａ社は，1949年創立の北海道の大手採卵養鶏業

者である．Ａ社全体での成鶏総飼養羽数は346万

羽であり，そのうち北海道内に存在する農場で飼

養している成鶏めす飼養羽数は，合計256万羽で

ある．平成26年の北海道における成鶏めす飼養羽

数の総数は514万7,000羽であるので，Ａ社１社の

みで北海道全体の半数以上のシェアを占めている．

鶏卵生産・育雛・選別集出荷を自社内で行ってい

るが，飼料生産・種卵生産・孵化・加工などの事

業には取り組んでいない． 

　次に，Ａ社の鶏卵生産部門についてより詳細に

述べる．Ａ社は道内各地に複数の農場を所有して

おり，各農場はすべて10万羽以上と大規模である．

表２にＡ社が所有する農場の一覧を示した．最大

の農場は道内最大の消費地である札幌市近郊（北

広島市）にあり， 80万羽を飼養している．なお，

この農場を除いては，すべて地元の養鶏場を買い

取る形での規模拡大である．農場の設備について

も，すべての農場で鶏舎はウインドレス化されて

おり，採卵，給餌，給水，除糞等の主な作業はコ

ンベアーなどにより自動化されている．また，各

農場は鶏舎が基本的に一か所に密集しており，集

められた鶏卵は農場内にあるＧＰにコンベアーで

直接運ばれるインライン方式を採用している．ト

ラックへの積み込みも農場内で行い，そのほとん

どがスーパー等に直接配送される．このようにＡ

社は農場を集積し，自動化されたシステム鶏舎を

導入することで，生産部門の効率化を図っている． 

 

 

 

 

 

 

 

 

　２）Ａ社の経営展開 

　Ａ社は上述のように生産部門に経営資源を投入

することで発展を図ってきた．ここではその規模

拡大過程に注目する．生産部門の拡大については，

飼養羽数の推移をみなければならないが，十分な

資料が得られなかったので，断片的な情報をもと

にその推移を示す．Ａ社が本格的に採卵事業に参

入したのは1965年からである．この1965年に建設

された農場の採卵鶏の飼養羽数は2万羽である．

畜産統計によれば，1965年の一戸あたりの成鶏め

す飼養羽数は27羽であるので，この農場は当時と

しては例をみない大規模な農場であったといえる．

その後1967年に第二期工事を行い，成鶏の飼養羽

数を５万羽にまで拡大した．また，この際に新築

した鶏舎に関しては給餌・給水・採卵・除糞など

はすべて自動化されていた．1973年，1974年頃に

は，アメリカのメーカーからインライン方式の採

卵装置を導入するなど，内部設備の高度化も逐次

行われた． 

　以上のように既存の農場を改装して省力化と規

模拡大を進めるとともに，地元の大規模農場を買

収するかたちでの規模拡大も図った．Ａ社記念

史には，当時農林省より生産調整の通達がなさ

れ，養鶏場の新設ができない状況であったことも

あり，買収によって規模拡大を図った旨が記され

ている．表３に，Ａ社の規模拡大について，判明 
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資料：畜産物流通統計より作成．
図６　鹿児島県鶏卵仕向け先（2013年） 

表２　Ａ社の成鶏農場一覧 
単位：羽

農場名 所在地 飼養羽数
No.1 北海道北広島市 800,000
No.2 北海道登別市 400,000
No.3 北海道北見市 300,000
No.4 北海道河東郡音更町 200,000
No.5 北海道千歳市 760,000
No.6 北海道松前郡福島町 100,000
No.7 岩手県岩手郡岩手町 450,000
No.8 岩手県九戸郡洋野町 450,000

資料：聞き取り調査から作成．
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した範囲で示した．買収による拡大は，1975年の

食品専門商社である東食の直営農場買収から始ま

る．そののちも1980年に登別の孵化業者の直営農

場，1981年に北見の採卵養鶏業者，1986年に十勝

の採卵養鶏業者の農場を買収し，その後改築して

規模拡大及び，インライン方式の導入など設備更

新を行っている．Ａ社の買収農場はいずれも買収

時点ですでに一定の規模をもつ大規模農場であっ

た．  

　３）Ａ社の展開の特徴 

　図７にＡ社のフードチェーンについて示した．

Ａ社は採卵養鶏業に本格的に参入する際，巨額の

投資を行い，当時としては非常に先進的な大規模

農場を建設した． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

　その後も既存農場の設備を更新するとともに，

大規模農場の買収によって道内外に集積・効率化

された生産拠点を築いてきた．各農場は最低でも

10万羽以上，平均すると40万羽程度の規模をもち，

作業のほとんどが自動化されたウインドレス鶏舎

で効率的な生産が行われている．また，各農場は

ＧＰを併設したインライン式の農場であり，さら

に農場からスーパーに直接輸送するという流通体

制を整えることで，鶏卵の流通の効率化とコスト

削減を図っている．しかし，育雛，鶏卵生産，選

別・集出荷以外の部門は外部の業者に依存してお

り，自社の事業として取り組んではいない． 

　Ａ社は主に成鶏の飼養と鶏卵生産に集中的に経

営資源を投入し，規模拡大することで，経営を発

展させてきた事例であるといえる． 

４．鹿児島県における専門農協型インテグレーシ

　ョンの形成と現状
 

 

　１）Ｂ農協の概要 

　Ｂ農協は，鹿児島県の採卵養鶏農家86戸，ブロ

イラー農家43戸，計129戸の養鶏農家で構成され

ている専門農協である．採卵養鶏農家８戸で立ち

上げられた任意組合を前身とし，1957年に農業協

同組合として設立された．ブロイラー農家も所属

しているが，本論文では主に採卵養鶏部門につい

て述べる．Ｂ農協は，鶏卵生産だけでなく，種卵

生産・孵化，育雛，飼料生産，鶏卵選別集出荷，

加工を農協の事業として取り込んでおり，統合度

の高いインテグレーションを実現している．各事

業はB農協出資で設立された関連子会社が担って

いる．各関連会社の概要は表４に示す．Ｂ飼料の

み，外部からの出資を受けているが，基本的にグ

ループ会社はＢ農協もしくはグループ各社の出資

である． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

　ヒナ生産・育雛部門はＢ農協の子会社であるＢ

ファーム株式会社（以下Ｂファーム）が担ってい

る．Ｂ農協は組合員に雛を大雛（孵化後17週令を

過ぎた育成鶏）で供給しており，Ｂファームが種

鶏場・孵卵場・育雛場を所有し，種卵生産から育

雛までを行っている．採卵鶏の種鶏は外部の業者

から購入している． 

　飼料生産部門はＢ飼料株式会社（以下，Ｂ飼料）

が担っている．Ｂ飼料は，自社のサイロおよび飼

料工場を所有し，配合飼料の生産を行っている．

配合飼料の原料調達は外部が行いＢ飼料のサイロ

に貯蔵される．これを飼料工場で配合し，各農場

へ輸送する． 

表３　Ａ社の規模拡大過程 
年次 拡大の方法 買収・建設当時の飼養規模 
1965 新設 20,000
1967 改築 50,000
1975 買収 50,000
1980 買収 100,000
1981 買収 不明 
1986 買収 不明 
1986 買収 80,000

資料：Ａ社記念史より作成． 
註：Ａ社記念史等より知ることができる規模拡大についてのみ述べている． 
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加工育雛種卵生産・孵化
小売

A社

飼料生産（配合）

飼料原料輸入

種鶏生産

農場

農場

農場

（8農場）

鶏卵生産

（7施設）

ＧＰ

ＧＰ

ＧＰ

資料：聞き取り調査により作成． 

図７　Ａ社の事業範囲 

表４　Ｂ農協グループグループ会社と事業内容 
会社名 

Ｂ食品 

Ｂ運輸 

Ｂ飼料 

Ｂファーム 

Ｂ農協 

資料：Ｂ農協会社案内より作成． 

事業内容 

Ｂ農協で生産される鶏卵，ブロイラーの処理加工及び 
販売，加工食品の製造及び販売． 

組合員への飼料の輸送，生産物の保管・輸送など．また， 
組合員以外の一般顧客にも物流サービスを提供． 

飼料の製造及び供給． 

ひなの生産及び販売・種卵の生産及び販売． 

組合員の生産管理技術指導，経営管理，購買事業，グ 
ループの衛生品質管理，総務庶務会計，人事教育，企 
画広報，情報システムの企画・開発・保守・運用． 



北海道大学農経論叢　第70集 

58

　生産物販売はＢ食品が担っている．組合員の生

産物はすべてＢ農協が一旦買い取り，その後まと

めてＢ食品が買い取り，小売業者等に販売する形

になっている．鶏卵の販売先については，生協と

の取引が全体量の12％を占めており，大阪府，福

岡県，広島県，沖縄県の生協と取引がある．また，

関西での販売事業を担う関西鶏卵販売事業部や全

農、関西及び九州にある地域営業部、その他問屋

割卵業者に出荷されている．なお，Ｂ食品の工場

内に割卵業者の割卵工場があり，Ｂ食品の加工品

の原料は，この割卵業者の工場の液卵を使用して

いる． 

　鶏卵の選別はＢ食品が所有するＧＰセンターで

行われている．Ｂ食品はＧＰセンターを２施設所

有しており，この二つの施設で合わせて１日約

130ｔ（220万個）の処理能力を有している．組合

員が生産した鶏卵はすべてこのＧＰセンターに集

められ，選別・包装される．また，生産物の輸送

はＢ運輸が担っている． 

　Ｂ食品は食品加工工場を所有しており，自社で

鶏卵及び鶏肉の加工食品を製造し，販売している． 

以上のようにＢ農協はフードチェーンにおいて種

卵生産・孵化部門，飼料生産部門，加工部門まで

を取り込み，統合度の高いインテグレーションを

形成しているといえる． 

　生産部門については，農

協の成鶏の直営農場は存在

せず，鶏卵生産は86戸の組

合員が担っている．組合全

体での飼養羽数が約260万

羽であるので，羽数は平均

すると約３万羽である．一

つの経営で複数の農場を所

有している例もあり，農場

数としては99農場である．

すなわち，１農場の飼養羽

数の平均は２万6,000羽で

ある．このことから，Ａ社

と比較し，生産拠点が分散

しているとみることができ

る． 

　２）Ｂ農協組合員の概要 

　ここでは，Ｂ農協の組合 

員の経営について，35万羽を飼養する，Ｂ農協内

でも最大規模のＸ経営と，飼養羽数約６万羽とＢ

農協の平均よりすこし大きな規模をもつＹ経営を

例としてとりあげ，その実態を述べる． 

表５に組合員の経営の概要を示した． 

　労働力については，Ｘ経営では22名の正社員を

雇用しており，雇用労働力を主とした経営である

といえる．一方Ｙ経営では家族労働力を主とした

労働力構成になっている．経営主，妻，次男と一

名の従業員が主に農場内の作業に従事しており，

集卵のみパート労働者が行っている．施設につい

ても，大きな差異がみられた．Ｘ経営の所有する

鶏舎はすべてウインドレスのシステム鶏舎であり，

給餌・給水・除糞・集卵・舎内温度調節など，作

業のほとんどが自動化されている．一方でＹ経営

は，１棟３万羽の鶏舎を２棟所有しており，とも

に高床開放鶏舎である．内部設備については，除

糞・舎内温度調節が自動化されていない． 

　以上のように，Ｂ農協の組合員間でも規模・施

設・労働力に明確な差異がみとめられる．Ｂ農協

の１戸当たりの飼養羽数が３万羽であることを考

えれば，Ｙ経営も規模としては比較的大きく，Ｘ

経営は特殊な例であるといえるだろう．Ｂ農協内

でも比較的規模の大きいＹ経営においても，いま

だ家族労働力が中心となっていることから，Ｂ農 

単位：羽 

Y経営（有限会社） 
飼養羽数 61,500

ウインドレスシステム鶏舎 8棟 高床開放鶏舎　　　　　　2棟 
糞尿処理施設　 7棟 糞尿処理施設　　　　　　2棟 
鶏卵保管庫 2棟 
倉庫 2棟 

正社員1名 
パート2名 

法人設立年 1996年1月 

資料：聞き取り調査より作成． 

X経営（農事組合法人） 

350,000

1965年3月 

施設 

従業員 正社員22名 

表５　Ｂ農協の組合員の経営概要 

単位：％，羽 

実数 割合 実数 割合 
開放低床鶏舎 
開放高床鶏舎 

ウインドレス鶏舎 
セミウインドレス鶏舎 

計 

48
32
16

3
99

48.5
32.3
16.2

3
100

610,246
1,267,008

927,744
208,620

3,013,618

20.2
42

30.8
6.9
100

農場数 収容羽数 
鶏舎形式 

資料：聞き取り調査より作成．

表６　農場数と収容羽数からみたＢ農協の鶏舎形式別割合 
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協を構成する組合員の大多数は家族労働力を中心

とした経営であると推測できる． 

　また，施設についても，大多数の経営は開放鶏

舎で，作業も自動化されていない部分が多いと考

えられる．Ｂ農協全体のウインドレス化率につい

ては表６に示したとおりである．Ｂ農協全体で飼

養されている成鶏のうち，ウインドレス鶏舎およ

びセミウインドレス鶏舎で飼養されている割合は

38％にとどまり，開放高床鶏舎が42％，開放低床

鶏舎が20％となっている．ウインドレスか否かと

いうこと自体は外部の環境と遮断されているかど

うかということの違いにすぎないが，ウインドレ

ス鶏舎は，自動化された給餌・給水・除糞・集卵

システムなど，先進的な内部設備とセットで導入

される場合が多く，施設の先進性の一つの目安と

なる． 

　以上より，Ｘ経営のような一部の大規模経営を

除いてＢ農協の組合員のほとんどは家族労働力を

主体とした経営であると考えられる． 

　３）Ｂ農協組合員の経営展開  

　Ｂ農協の組合員数の推移と成鶏めす飼養羽数の

推移を図８に示した．組合全体の飼養羽数は2000

年ごろまで増加しているが，組合員数は一貫して

減少している．Ｂ農協がある地域の養鶏農家はほ

ぼすべてＢ農協の組合員であり，また，県内の他

の産地は地理的に離れている．Ｂ農協の組合員が

他県の養鶏業者や県内の農協外の養鶏業者を買収

することは不可能ではないが，組合員の資本規模

から考えて，地理的に離れた他農場を買収するよ

りも，既存農場を拡大した方が効率的生産を行え

ると考えられる．また，今回調査した経営につい

てのみいえば，両経営ともに他農場の買収という

形ではなく，既存の農場の改築や鶏舎の増築によ

る拡大である．以上のことから，Ｂ農協組合員の

規模拡大は，主に既存農場の拡大という形で進行

してきたと考えられる． 

　４）Ｂ農協の展開の特徴 

　Ｂ農協が形成するフードチェーンを図９に示し

た．Ｂ農協の組合員が所有する農場の平均飼養規

模は２万6,000羽であり，農協全体での農場数は

99にも上る．また，２）で示したように，Ｂ農協

の組合員の生産設備は開放鶏舎が多く，除糞・舎

内温度調節など一部の作業は自動化されていない．

すなわち，農場が分散しており，設備も旧式のも

のが多く，省力化の余地があるということが指摘

できる．一方でＢ農協が形成するフードチェーン

全体をみると，飼料部門・種卵生産部門・孵化部

門・育雛部門・生産部門・選別及び集出荷部門・

加工部門と，その事業範囲は広く，高い統合度を

示しているといえる．以上のようにＢ農協は，採

卵養鶏の関連産業を組合内の事業として取り込み，

利益を確保する方向で，発展してきたといえる．

特に飼料の自己生産は取り組みが始まった当時は

大きなアドバンテージとなっており，生産コスト

の削減につながった．また，農協で取り組んでい

る生産指導や経営指導も組合員の経営の維持に貢

献している． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

　Ｂ農協全体での成鶏めす飼養羽数は，図

８のように，1990年頃で増加が頭打ちとな

っている．Ｂ農協は徐々に一戸当たりの経

営規模が拡大しており，Ｘ経営のような30

万羽規模の経営も出現してきてはいるが，

売り先に限りがあり，各経営が自由に規模

拡大できるという状況ではない．そのため，

各経営が規模拡大をするには販路を拡大す

るか，もしくは農協内での廃業をまつよう

な状況となっている． 図８　Ｂ農協の組合員数と成鶏めす飼養羽数の推移
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資料：聞き取り調査及びＢ農協記念史より作成． 

GP

加工 

（99農場） （2施設） 

育雛 種卵生産・ 
孵化 

小売 

鶏卵生産 

B農協 

飼料生産（配合） 

飼料原料輸入 

種鶏生産 

資料：聞き取り調査により作成 

図９　Ｂ農協の事業範囲 
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５．結　　論 
 

　Ａ社とＢ農協の展開を，課題設定で述べた視点

からとらえると，以下のようなことが指摘できる．

まずＢ農協についてであるが，フードチェーンの

統合という面では生産部門を起点として統合度の

高いインテグレーションを形成している一方，生

産部門の集積化の面では一農場の平均規模が２万

6,000羽と，分散している．次にＡ社についてで

あるが，フードチェーンの統合という面では飼料

を起点としたインテグレーションをめざしたが，

結果的には育雛・鶏卵生産・ＧＰのみを統合する

にとどまっている．一方生産部門の集積の面では

350万羽の採卵鶏を８つの直営農場で飼養しており，

また，そのほとんどがＧＰを併設したインライン

の農場となっているなど，集積が進展していると

いえる．同一の視点から他の採卵養鶏業者にも目

を向けてみると，国内の採卵養鶏業者最大手のイ

セ食品グループや，第２位の㈱アキタなど，フー

ドチェーンの統合と生産部門の集積の両方が高度

に進行している例も存在する．フードチェーンの

統合度と生産部門の集積度から以上にあげた例を

位置づけると，図10のようにあらわすことができ

る． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

　各事例が以上のような発展を遂げるにいたった

要因については，以下のようなことが指摘できる．

まず，Ａ社については，飼料メーカーを出自とし

ており，豊富な資金力を背景に最初の生産拠点で

ある№１農場に巨額の投資をすることが可能であ

ったということである．すなわち，単独の採卵養

鶏業者として経営を拡大することが比較的容易で

あったといえる．その後もこの最新設備を導入し

た№１農場の採卵事業が軌道に乗り，道内の大規

模農場を買収し改築する形で，数十万羽という単

位での規模拡大を実現した．しかし№１農場のみ

の規模では飼料工場や種鶏農場・孵卵場といった

施設を持つには至らないため，生産面への経営資

源の投入を優先したと考えられる．次にＢ農協に

ついて述べる．消費が停滞し，容易に新しい販路

の開拓ができないような市場条件のもとでＢ農協

が生産面での集積を図るためには，農協内での変

革が求められている．農協という組織の特性上，

当然組合全体の運営の効率化というベクトルだけ

でなく，組合員の個別経営の維持および発展とい

うベクトルによっても展開方向を規定される．多

様な事業部門を組合内に取り込み，統合度を高め

て効率化するという発展方向は，組合全体の効率

化と個別経営の維持発展とを両立するものであり，

Ｂ農協が現在のような形に展開したのも必然とい

える． 

　ここまで，各々の出自と，採用した戦略の違い

から各事例の発展方向の違いを説明してきたが，

北海道と鹿児島という産地の特性もこの発展方向

に影響していると考えられる．第2節で述べたよ

うな市場条件の違いに加えて，系統農協による養

鶏団地の形成・衰退など，系統農協の取り組みの

違いも重要な視点であろう．また，鹿児島県は北

海道に比べ気候が温暖であり，大規模な投資を必

要とするウインドレス鶏舎の導入への圧力が低い

と考えられる．このような点も鹿児島県において

家族経営的性格を持った中小規模の養鶏農家が生

存している要因であると考えられる． 

　今回得られた情報のみから今後の各事例の展開

方向を正確に展望することはできないが，以下の

ようなことは指摘できる．まず，Ｂ農協のような

専門農協型インテグレーションについては，フー

ドチェーンの統合によるメリットの発揮という方

向での発展は限界点にまで達していると考えられ

るが，生産面での集積についてはその組織として

の特性上制約がある．農協として組織を維持しな

がら，さらなる発展を目指す場合，加工部門での

商品開発および市場開拓など，販路拡大のための 

垂 
直 
的 
統 
合 
度 

生産部門集 
積度 

高 低 

低 

高 

アキタ・イセ 

Ａ社 

Ｂ農協 

図10　各事例の特徴 
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突破口を模索することが必要になると考えられる．

また，Ａ社のような方向での発展も，現在の供給

過剰の市場条件下では農場の買収による拡大とい

う形にならざるを得ない．近年のＡ社の動きとし

ては岩手県の大規模農場を購入するなど本州での

シェア拡大を図っており，本州の大手採卵養鶏業

者との競争に際しては，フードチェーンの統合と

いう形で競争力を高めるという方向も模索する必

要があるだろう． 

　本論では，地場資本の拡大により形成された大

規模企業養鶏と，農家養鶏の生存戦略として形成

された専門農協についてそれぞれ事例を取り上げ，

形成過程とその展開論理を明らかにしてきた．し

かし，系統農協のもとで経営を維持する農家養鶏

のような本論で触れていないタイプの経営も存在

する．これらの経営の形成過程と展開論理を明ら

かにすることは今後の課題とせざるをえない． 

 

付　記 

　本論文は，�北海道開発協会より平成26年度研

究助成を受けて調査を行った．同財団に対して，

感謝の意を表したい．また，調査にあたっては，

Ａ社，Ｂ農協をはじめ，ＪＡ鹿児島経済連，道庁，

鹿児島県庁，鹿児島県鶏卵販売農協の皆様に大変

お世話になった．記して感謝申し上げる． 
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