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おわりに－残された課題を中心に－

はじめに－課題と構成

　一昨年度までの研究課題、「穀物メジャ－に関する一考察」(1)、（2）を通し

て、穀物メジャ－の経営戦略、事業動向、およびその企業としての特質は、あ

る程度明らかにされた。それは、主要穀物メジャ－は、カ－ギル、ADM、バン

ゲの３社に収斂されつつあり、なかでも、カ－ギル、ADMの２社の企業規模と

企業成長は際立っていること、この両社の事業展開は海外事業を中心にダイナ

ミックであり、いずれも「サプライチェ－ン」のコンセプトにもとづく経営戦

略を重視し、農産品の調達、流通、食品原料の製造から消費者向け食品の生産、

販売まで、事業領域を食料供給の全ての分野に拡大させていること、などの事

実である。そして、2000年代以降には消費者用食品類の生産、販売への事業進

出を積極的に追及していること、などにも論及した1）。

　このなかで、カ－ギル、ADMの２社は、原料農産品の調達、流通および食品
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原料の生産では、他の企業の追随をゆるさないものの、消費者用食品（加工食

品を主体とする）の分野における２社の競争力は、川上、川中の事業分野ほど

には強くはないと考えられる。それは、これらの食品分野では、加工食品に特

化する巨大食品会社の生産集中率が高まっている事実からも推定される。この

ことは、以下の本文でみるように、加工食品を中心とする巨大食品会社が、い

ずれもM&Aによる企業再編を進めている動きと関係する。そして、巨大食品会

社の企業再編は、アメリカの食品産業、とくにその中心に位置する食品製造業

の構造再編と一体のものである。

　世界の食品産業、とくに食品製造業に占めるアメリカの地位は高い。このた

め、世界の食料供給システムにおける穀物メジャ－の地位を評価するうえでも、

アメリカの食品製造業の構造再編、およびその経営主体をなす企業組織の再編

に関する考察、検討が要請される。それは、穀物メジャ－２社の事業展開は、

アメリカの食品製造業の構造再編、および各々の食品分野ごとの主要食品会社

の事業展開といかに関連するか、との問題でもある。本研究は、穀物メジャ－

の企業経営の特質とも関連させて、その事業展開の世界の食料供給システムに

おける地位の解明を最終的な課題としている。その一環として、以下の本文で

明らかにするように、ダイナミックに進展するアメリカの食品製造業の構造再

編を、各々の分野の主要企業の組織再編と事業展開と関連づけて明らかにする

こと、このことを本稿は課題とする。

　しかし、この課題は一研究者では容易に対応できない、広範囲におよぶもの

である。このため、本稿では、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲの三部構成をとり、焦点をできるだ

け限定したい。Ⅰは、アメリカの食品製造業の動向である。センサス統計など

に依拠して、アメリカの食品製造業の構造変化をやや長期的視点から整理する。

とくに、1990年代初頭以降の、食品製造業を構成する主要部門の比重の変化と

その特徴的な動きに重点を置いている。この際に、食品製造業の部門ごとの消

長、とくに、穀物メジャ－２社が関与する部門の動きを理解するために、食品

の品目別の消費趨勢にも簡単に言及する。次に、各々の部門ごとの、主要企業

による生産集中率を検討する。これは、食品製造業を構成する主要部門におけ

る穀物メジャ－の位置づけを評価するうえからも必要とされる。

　以上を前提に、Ⅱは、主要食品会社の組織変遷とその事業展開を考察する。
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食品製造業の主要部門における主要食品会社の企業再編は、その事業展開と一

体であり、食品製造業の構造再編の起動力をなす。この視点にもとづいて、主

要食品会社の企業再編、事業展開に焦点を当てる。ただし、それぞれの企業経

営の本格的な実態解明は困難である。このため、各々の企業組織の変遷と事業

展開の追跡を通して、それらが食品製造業の構造再編にいかに関係するか、こ

こに重点を置く。

　対象とするのは、食肉、穀粉を原料とする各種食品、および加工食品の分野

である。食肉はカ－ギル社が、穀粉原料はカーギル、ADMの２社がそれぞれ関

与し、食品製造業の主要部門を構成する。また、加工食品は、食品製造業の各

種部門にまたがる重要性を増している食品事業分野である。上記３分野、とく

に加工食品は、2000年代以降、穀物メジャ－２社が積極的に進出している分野

でもある。当該分野での穀物メジャ－の競争力を評価するうえからも、主要加

工食品会社の事業動向は重要である。

　Ⅱをふまえて、Ⅲではアメリカの食品製造業の構造再編を生む動因と事業再

編の帰結について論及する。それは、主としてⅡで対象とした巨大食品企業の

組織再編、事業展開に基づいている。この際、とくに最近の新しい動きが、ア

メリカの食品供給システム、ひいては世界の食品供給システムにいかなる影響

を及ぼしつつあるか、この視点にもとづいて論述する。

　以上のように、本稿は、Ⅱを中心に位置づけ、Ⅰはその前提に、ⅢはⅡから

得られる事実の整理、集約の構成をとる。この構成のもとに、２大穀物メジャ

－と競合する巨大食品会社の企業組織の変遷、およびその事業展開を通してア

メリカの食品製造業の構造再編に接近し、その意味を明らかにすることを、本

稿は目的とする。それは、食品製造業の構造再編を生み出す主要な条件、要因

の検討でもあり、また、２大穀物メジャ－とそれ以外の巨大食品企業の企業経

営、事業展開の同質性と異質性を把握することにもつながる。

　以上のように、本稿は、Ⅱを中心に構成されるが、そこでの考察に利用しう

る資料はごく限られている。また、各々の企業経営に関する正確な記述は困難

である一方、そこに詳細に立ち入ると煩瑣になる、との問題も内在させている。

それゆえ、各々の企業の組織変遷と事業展開の記述は、その特徴をできるだけ

浮き彫りにする範囲の概要にとどめる。また、数多くの企業名が頻出するが、
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主要食品会社の社名は、原則として原語のカタカナによる日本語表記としてい

る。しかし、日本語の表記に馴染まず、その正確な表記が難しい会社名（とく

に関連会社、子会社など）は、英語の原語名で表記している。

Ⅰ　アメリカの食品製造業の動向と構造

　１　アメリカの食品製造業の動向

　　(1) アメリカの製造業における食品製造業の位置

  周知のようにアメリカ経済全体に占める製造業の地位は、1960年代後半を境

に低下に転じ、以後、2000年代末まで低下の一途をたどっている。2011年現在、

アメリカのGDP、就業人口に占める製造業の産出高、就業人口のそれぞれの割

合は、12.2％、10.2％にとどまる2）。70年代初頭と対比すると、いずれの割合

も２分１以下に低下している。これと並行し、食品製造業のアメリカの経済全

体に占める地位も低下を続けている。

　しかし、食品サ－ビス業などを含める各種の食品関連産業を総合する、いわ

ゆる食品システムの、アメリカ経済に占める比重は相対的に安定している。ア

メリカの国内総生産に占める食品・繊維システムの産出額の割合は、統計を利

用しうる2001年には、12.3％である。その雇用者数は2,370万人を数え、アメ

リカの雇用者総数の16.7％に相当する3）。80年代初頭までのセンサスデ－タを

詳細に分析した、アメリカの食品製造業に関する代表的な研究成果によると、

農業から小売業までのアメリカの食品システムのGNPに占める産出高比率は、

82年には９％から15％の範囲と推計される4）。これは、さきの2000年代初頭と

比較しても、さほど異なる比率ではない。アメリカ経済に占める食品システム

の地位は、80年代初頭以降、2000年代初頭まで比較的安定的に推移したと言っ

てよい。

  アメリカの製造業における食品製造業の地位も、ほぼ安定的な増大傾向を示

している。食品製造業の製造業全体の産出額に占める割合は、80 ～ 2000年に

は8.8％から11.7％へ２ポイントほど上昇した。さらに2010年の産出高比率は

12.2％と、着実に上昇を続けている（表１）。同様な事実は、その雇用者数比

率にも見出される。アメリカの製造業の雇用者総数に占める食品製造業の割合
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は、80年の8.8％以降、年々、上昇を続け、2010年には14.1％に達した（表２）。

製造業全体に占める、食品製造業の就業人口比率の上昇傾向は、産出高の場合

よりもさらに明瞭である。

  このように、産出高および就業人口からみた食品製造業のアメリカの製造業

における地位は、2000年代には上昇している。ただし、産出高と就業人口比率

の上昇傾向は乖離しており、80年代末から2010年までのそれぞれの期間でも上

昇率は相違する。この産出高と就業人口の製造業全体に占める割合の乖離は、

食品製造業の一つの特質をなしている。この事実を前提に、製造業のセンサス

デ－タにもとづいて、アメリカの食品製造業のいくつかの特質を整理しておこ

う。

　　(2) 食品製造業の産業特性

  食品製造業の産業特性をみるために、その出荷額、付加価値額、賃金水準の

それぞれを、製造業全体と比較してみよう。2010年の食品製造業の出荷額、付

加価値額は、6,450億ドル、2,660億ドルである（表３）。製造業全体のそれぞ

れ13％、12％に相当する。付加価値額は、その定義により産出額に類似するた

め、製造業に占める食品製造業の産出額比率は付加価値額の割合とほぼ同等と

なる。一方で、食品製造業の出荷額は付加価値額の2.4倍におよび、その出荷
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額の製造業全体の出荷額に占める割合は付加価値額比率を１ポイントほど上回

る。出荷額比率の付加価値額比率との相対比が製造業の平均を上回ることが、

食品製造業の一つの特徴である。

　他方、2010年の食品製造業での雇用者数の製造業全体の雇用者数に占める比

率は、産出高比率を２ポイントほど上回る。これは、食品製造業は製造業のな

かで低付加価値部門であることを意味する。このことは、賃金水準に反映され

る。アメリカの食品製造業の平均賃金は、製造業平均を相当に下回っている。

09年の製造業の平均賃金は４万8,344ドルである。これに対し、食品製造業の

平均賃金は３万6,888ドルであり、製造業平均を24％も下回る（表４）。このよ

うに、食品製造業はアメリカの製造業のなかでも低付加価値、低賃金部門に位

置する。

  このなかで、食品製造業の就業者一人当たり平均出荷額は、製造業全体を若

干上回る事実に留意する必要がある。賃金水準が相当に低いなかで、製造業全

体に占める食品製造業の出荷額比率は、産出高比率を若干上回っている。この

事実は、食品製造業の生産費に占める原材料費の割合が製造業全体の平均を上
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回ることを意味する。要するに、食品製造業は、原材料費が相対的に高い一方で、

賃金水準は低位である。このことが、食品製造業の製造業としての最大の特徴

である。この傾向は、統計数字からみるかぎり、最近になるほど強まっている。

 もっとも、以上の特質も、すぐ後にみるように、それを構成する部門ごとに

一様ではない。80年代初頭までのアメリカの食品製造業の産業構造を体系的に

分析した、コナ－教授などによると、食品製造業は様々な部門、分野から構成

され、部門ごとの多様性が食品製造業の産業構造としての大きな特質であると

している5）。この事実は、食品製造業を構成する分野、部門ごとの成長率に大

きな格差が存在する事実に端的に反映される。

　このため、食品製造業の多様性を理解するには、それを構成する主要部門ご

との産出高の増加率にいかに大きな格差が存在するか、この点を、まず確認し

なければならない。この際に、部門ごとの成長格差を生じる主要条件は、主要

食料品の品目ごとの消費趨勢であろう。消費が拡大する食品を加工、生産する

部門の成長率は大きいのに対し、消費が低迷、停滞する部門では、当然、逆の

関係になるからである。

　　(3) 主要食品の品目別の消費、需要趨勢

  周知のように、90年代の半ば以降、とくに2000年代に入って「肥満問題」は、

アメリカ人の健康と関わる重大な社会問題となっている6）。「肥満問題」に対す

る社会的関心の高まりにもかかわらず、アメリカ人の平均カロリ－摂取量は、

90年代まで大幅に増加し続け、2000年代にも減少の萌しはみられない。例えば、

80年代を通したアメリカ人の平均カロリ－摂取量（1日当たり）は3,400キロカ

ロリ－であるが、90年代平均では3,600キロカロリ－にまで増大した。さらに

2000年には3,900キロカロリ－の水準に達し、2000年代半ばには2000年代初頭

の水準を若干、上回っている7）。

　以上のカロリ－摂取趨勢を反映して、80年代よりは若干、減速するものの、

90年以降の主要食品の品目別の１人当たり平均消費量も、概して、増加を続け

ている。もっとも、消費趨勢には、80年代までよりも品目ごとの差異が目立っ

ている。とくに、果物、野菜、肉類、甘味料などの１人当たり平均消費量は、

頭打ちの傾向を強めている。これに対し、油脂類、穀類の消費量は、依然、相

当の割合で増加を続けている。両者の中間に、魚類、卵、乳製品が位置する。もっ
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とも、この品目別消費趨勢は、主要品目を一括したものである。さらに細分類

すると、主要品目を構成する食品ごとに消費趨勢は明瞭に相違している。

　それを代表するのは、肉類と乳製品である。肉類では、赤肉、とくに牛肉の

１人当たり消費量は、70年代後半以降、減少に転じた。牛肉嗜好が強いアメリ

カでの牛肉の消費減少は、健康を重視する新たな消費パタ－ンとして注目され

た。この牛肉消費の減少趨勢は、90年代以降も続いている。牛肉の１人当たり

平均消費量は90 ～ 2010年に63.9ポンドから57ポンドへと11％減少した。対照

的に、肉類のなかで消費が大幅に増加するのは家禽肉である。これには、健康
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面への配慮と価格要因の双方が影響する。また、家禽肉の消費増には、外食依

存の高まりなども影響している。90 ～ 10年に、家禽肉の１人当たり平均消費

量は56.2ポンドから70.9ポンドへ26％増加し、赤肉の消費減を充分に埋め合わ

せる以上の割合で、消費増が続いている（表５）。

　この結果、肉類全体のアメリカの１人当たり平均消費量は、90年代以降も堅

調に増加している。また、乳製品全体の１人当たり平均消費量は漸増で推移す

るものの、品目ごとの消費趨勢は肉類以上に大きく相違している。飲用乳の１

人当たり平均消費量が90 ～ 2010年に26.2ガロンから21.7ガロンへ17％減少し

たのに対し、チ－ズ、ヨ－グルトの消費は顕著に増加している。とくにヨ－グ

ルトの平均消費量は、上記期間に３倍以上も増加した。

　主要食品のなかで、消費の伸びが最も大幅なのは油脂類である。しかし、油

脂類の消費も、品目ごとにその消費趨勢は大きく相違する。トランス酸問題と

の関連で、マ－ガリンの１人当たり平均消費量は、90 ～ 2010年に３分１に減

少した。対照的に、サラダ・料理油の消費量は２倍に増加している。後者の消

費量は、マ－ガリン、バタ－を量的にはるかに凌いでいる。この結果、アメリ

カの１人当たり油脂類の平均消費量は大幅に増加し続けている。

　また、甘味料の品目に応じた消費趨勢も相当に相違している。80年代に砂糖

の平均消費量は33％減少したが、90年代以降にはほぼ一定水準を維持する。こ

れに対し、トウモロコシ甘味料（コ－ン・シロップ）の平均消費量は80年代に

は2.6倍に急増し、以後、90年代の消費増は26％と小幅である。さらに、2000

年代にはコ－ンシロップの１人当たりの消費量は漸減に転じている8）。

　アメリカ人の最大のカロリ－源の穀類の消費動向にも、品目に応じて相当の

差異が見出される。例えば、80年代に16％も増加した小麦粉の１人当たり消費

量は、90年代以降、頭打ちとなっている。これに対し、米の消費量は90年代ま

で増加を続け、2000年の１人当たり平均消費量は80年の２倍に増加し、以後、

停滞している。そのなかで、スタ－チ類を中心とするトウモロコシ加工品の１

人当たり平均消費量は、80年代、90年代にそれぞれ66％、33％と大幅に増加し

た。2000年代にもトウモロコシ加工品の消費は小幅な増加趨勢を続けている。

  以上のような品目別の消費趨勢に影響を与えるものとしては、品目ごとの価

格動向、単身世帯の増加などにともなう食生活パタ－ンの変化、食料消費に際
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しての健康重視、などの様々な条件、要因を想定しうる。しかし、本稿では食

品の品目別の消費動向に影響を与える諸条件には立ち入ず、次の食品製造業の

主要部門別の事業動向をみる前提として、品目別消費趨勢に関する、以上の特

徴的な動きだけを指摘しておく。

　ただし、食品の品目別消費動向としては、外食依存の高まりなどの食生活パ

タ－ンの変容が、調理食品・簡便食品を中心とする加工食品の消費増につなが

り、それを通して油脂類、トウモロコシ加工品、穀粉を原料とする食品の消費

増を生み出している、この事実だけは確認しうるであろう9）。

　２　食品製造業の部門別構成

　　(1) 食品製造業の部門別構成とその特徴

  アメリカの製造業センサスでは、原料となる農産品の種類、およびそれを加

工して生産される食品に応じて、食品製造業を動物用食品、穀物・油糧種子、

砂糖・製菓、果実・野菜・特殊製品、乳製品、家畜屠殺・加工（以下、食肉と表記）、

水産物、製パン・トルティ－ヤ（製パン類）の８部門に分類する。ここでは、

出荷額、企業数、賃金水準、などの諸指標にもとづいて、食品製造業の部門別

の動向、および各々の部門ごとの業種としての特徴の概要を整理する。

  すでに前稿で言及したが10）、上記８部門を出荷額の大きさの順でみると、上

位から食肉、乳製品、穀物・油糧種子、野菜・果物・特殊品、製パン類、砂糖・
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菓子類である（表６）。また、出荷額の増加率に注目すると、90 ～ 09年にその

増加率が大きいのは、上位から順に、動物用食品、穀物・油糧種子、製パン類、

食肉、乳製品、砂糖・菓子類、果実・野菜となる。さきの主要食品の品目別消

費趨勢に照らすと、消費量の伸びが大きな品目を生産する部門の出荷額の増加

率が、大きくなっている（表７）。そのなかで、一般食品類には含まれない動

物用食品、いわゆるペット食品の出荷額の増加率が、90年代以降際立って大き

いことも注目される。これは、ペットブ－ムなどのアメリカの社会風潮を反映

するものである11）。

　表６、７の出荷額の大きさとその増加率の双方の点で、アメリカの食品製造

業のなかでは、食肉、乳製品、穀物・油糧種子の３部門がとくに重要な地位を

占める。また、出荷額の増加率だけでは、動物用食品とともに、製パン類、製

菓部門の増加率が目立っている。これに対し、出荷額では、野菜・果実は有力

な部門であるものの、その増加率は低位にとどまる。同様な事実は、乳製品の

飲用乳および砂糖・製菓の砂糖にも該当する。さきにみた、食品の品目別の消

費趨勢に対応するものである。以上の事実に、部門別の企業数および賃金水準

を組み合わせると、食品製造業を構成する各々の部門ごとにいかなる特徴が見

出せるだろうか。

  1977年の製造業センサスにもとづいて、コナ－教授らは、食品製造業の大部分
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の企業の規模はごく零細であり、このことを食品製造業の最大の特徴とした12）。

このような食品製造業の構造的特質は、2010年にも維持されている。10年に、

食品製造業の企業総数は２万673を数える。このうち、従業員数20人未満の企

業が1万5,028であり、全体の73％を占める。これに対し、従業員数500人以上

の企業は全体の３％未満、数にすると536社を数えるにすぎない。もっとも、“大

多数の零細企業とごく少数の巨大企業から構成される”食品製造業の構造も、

部門ごとに一様ではない。そこに、農産品の原料別、あるいはそれを加工して

生産される食品の品目ごとの、食品製造業の一つの特質が見出せる。

  それは、各々の部門ごとの企業、従業員当たりの平均出荷額、および賃金水

準に大きな格差が存在する事実と相応する。１企業当たり平均出荷額が最も大

きいのは、穀物・油糧種子である。最小の平均出荷額は製パン類である。それ

ぞれの１企業当たり平均出荷額は、１億8,400万ドル、640万ドルである。両者

間の１企業当たり出荷額の格差は、25倍におよぶ。穀物・油糧種子と製パン類

をそれぞれ両端に、企業当たり平均出荷額は、大きい順に、乳製品、5,860万

ドル、野菜・果実、4,950万ドル、食肉、3,120万ドル、砂糖・製菓、2,520万

ドルである（前掲表６）。原料とする農産品あるいは生産される食品品目に応

じて、企業の平均出荷額の規模は大きく相違する。この結果、穀物・油糧種子

部門の企業規模は、出荷額を基準にすると相当に大きいことになる。対照的に、

製パン類、砂糖・製菓類では零細企業が圧倒的な比重を占める。

  食品製造業の各部門ごとの従業員１人当たり平均出荷額も、企業当たり平均

出荷額とほぼ類似する。穀物・油糧種子部門の従業員１人当たり出荷額は、他

の部門に比して圧倒的に大きい。それに次ぐのが乳製品部門である。これに対

し、製パン類、砂糖・製菓部門の従業員１人当たり平均出荷額は相対的に小さ

い。このなかで、１企業当たり出荷額と相違し、食肉部門の従業員１人当たり

平均出荷額が小さいことが注目される。これは、食肉部門での賃金水準が、次

にみるように食品製造業の全ての部門を通して、最低水準にあることと関係し

ている。

　さきに言及したように、食品製造業はアメリカの製造業のなかでは低付加

価値分野に属する。09年の食品製造業全体の平均年間賃金は、３万6,888ドル

である。製造業平均の４万8,344ドルを23％も下回る（前掲表４）。そのなかで、



－ 64 －

穀物・油糧種子部門の平均賃金は５万4,257ドルと、砂糖・製菓部門とともに

製造業の平均賃金水準を相当に上回っている。これに対し、果実・野菜、製パ

ン類、食肉は３万ドル台である。なかでも食肉部門の平均賃金は、３万518ド

ルと際立って低位にある。食品製造業のなかでも、食肉加工、すなわち家畜の

屠殺・加工処理部門は、最も劣悪な雇用条件に特徴づけられる。

　このように一口に食品製造業と言っても、各々の部門ごとの１企業当たり出

荷額は大きく相違し、部門ごとの賃金水準にも大きな格差が存在する。このこ

とは、食品製造業の事業構造、経営構造は、食品製造業の名のもとに一括でき

ないことを示している。しかも、穀物・油糧種子、食肉などの主要部門をとっ

ても、それをさらに細分類した事業分野（加工・製造される食品品目の種類）

に応じても、企業数、企業規模、および生産集中率は大きく相違する。そのこ

とは、各々の部門のなかでも、さらに細分類した事業分野に応じて、事業構造

が相違することを意味する。

　この点を明らかにするには、センサスで８分類される主要部門をさらに細分

化し、とくに成長が大きな事業分野を特定し、それぞれの業種ごとの構造的特

質を考察する必要がある。この点を、食品製造業のなかで出荷額が大きい食肉、

穀物・油糧種子、および乳製品の３部門を中心にみておこう。とくに、前２者

は、二大穀物メジャ－が関与する事業領域でもある。

　　(2) 成長率の高い事業分野

　１）スタ－チ・植物油製造

  穀物・油糧種子は、90年代初頭以降、食品製造業なかでも出荷額の増加率が

最も大きい、高成長部門に位置する。なかでも成長率が高いのは、スタ－チ・

植物油の加工・製造である。スタ－チ・植物油製造の出荷額は、92 ～ 2011年

に188億5,800万ドルから616億4,600万ドルへと3.3倍に増加している。スタ－

チ・植物油製造は、スタ－チ類、異性化糖を製造するウエット・コ－ン・ミリ

ングと植物油製造の２つの分野から構成される（表８）。

　ウエット・コーン・ミリングの出荷額の増加率は、80年代までは植物油製造

をはるかに上回った13）。しかし、92 ～ 11年のウエット・コーン・ミリングの

産出額の増加率は2.2倍にとどまる。90年代以降の植物油の産出額の増加率は、

スタ－チ類を凌駕している。各種加工食品の主要原料となるスタ－チ類の需要
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は、依然、拡大を続けている。しかし、さきにみた植物油消費の大幅増ととも

に、その副産物の飼料（大豆粕に代表される）、食品原料、および工業原料用

に対する需要増も加わって、植物油製造の出荷額はスタ－チ類を上回って増加

している14）。

　次に、出荷額の増加率が大きいのは、食肉部門である。なかでも、消費が拡

大し続ける家禽肉の出荷額は、92 ～ 11年に2.2倍に増大した。90年代の増加率

がとくに大幅であるが、2000年代にも出荷増は続いている。また、センサス分

類の赤肉を主体とする「その他食肉」の出荷額の増加も堅調である。80年代以降、

牛肉を中心に赤肉の１人当たり消費量の減少にもかかわらず、その出荷額が増

加するのは、１人当たり消費量の減少を上回ってアメリカでの人口が増加して

いること、および肉類輸出の大幅増によっている。例えば、アメリカの肉類輸

出額は、NAFTA域内および日本、中国、韓国などの東アジア諸国向けを中心に、
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90 ～ 11年に25億ドルから170億ドルへと6.7倍にも増加している15）。

　2000年代に限定すると、上記の穀物･植物油、食肉の２部門以外に、出荷額

の増加が目立つ業種を品目別にみると、乳製品部門のチ－ズ、製パン類のトル

ティ－ヤ、クッキ－などである。また、砂糖・製菓部門の非チョコレ－ト製品、

砂糖製造の出荷額の増加率も相当に大幅である。例えば、2002～11年のチ－ズ、

トルティ－ヤの出荷増は、それぞれ1.9倍、２倍におよぶ。チ－ズの出荷増は、

品目別の消費趨勢に対応するものである。また、トルティ－ヤの出荷増は、ヒ

スパニック系人口の急増が背景をなすとみられる。　

　このように成長率が高い部門の、さらに細分化した事業分野ごとにも出荷額

の増加率に大きな差異が存在する。それは、アメリカ人の食生活、食料消費パ

タ－ンの変化に加えて、国内の人口動態、輸出動向、などの様々な諸条件が合

体した結果である。しかも、成長率が高い食品製造業の成長分野の企業規模は

相対的に大きく、それは、次にみる大規模企業の出荷額の比率が大きいことを

ともなっている。

　　(3)高成長部門での大規模企業の地位（企業規模別の雇用比率）

　出荷額の増加率が高い、上記分野の従業員雇用規模別の企業数の割合をみて

おこう。センサスデ－タによる、当該分野の規模別の企業分布は、雇用従業員

数の規模による統計しか集計されていない。これによると、出荷額の増加率が

最も大きいスタ－チ・植物油製造分野では、企業数が少ないことが特徴である。

2010年にスタ－チ・植物油製造分野の企業数はわずかに203社を数えるにすぎ

ない。そのうち、従業員数500人以上を超える企業は31であり、当該分野の企

業全体の15％に相当する。他方、従業員数20人未満の企業は114を数え、全体

の過半を占める。そのなかで、従業員500人以上の企業が雇用する従業員数は

当該分野の従業員全体の80％を占める（表９）。当該分野で雇用される従業員

の圧倒的な割合は、従業員規模500人以上の大規模企業に集中している。この

傾向は、スタ－チ・植物油製造のなかでも、スタ－チ類についてとくに強く該

当する。

　スタ－チ類の製造、いわゆるウエット・コ－ン・ミリングでは、従業員500

人以上の８企業（企業数比率では21％）の雇用従業員数の割合は、90％に達す

る。また、スタ－チ類よりもさらに成長率が高い植物油製造の中心をなす大豆
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搾油（精製、加工処理を含む）では、従業員数500人以上の企業の当該分野の

企業数、雇用従業員数に占める割合は、それぞれ24％、83％である。スタ－チ

類には若干劣るものの、植物油製造でも、大規模企業の比重が相当に高くなっ

ている。このことは、成長率の高い、穀物メジャ－が支配的地位を占めるスタ

－チ類の製造、植物油製造の事業分野は、その製造工程にもとづいてスケ－ル

メリットが作用しやすい、装置型製造業の特質を有することを示している。

　ちなみに、穀物・油糧種子部門のなかで出荷額が最大なのは、小麦製粉であ

るが、その従業員数500人以上の企業の企業数、雇用従業員数の割合は、それ

ぞれ９％、57％である。小麦製粉分野では、零細規模の企業もいまだ数多く存

立し、「多数の零細企業と一部の巨大企業から構成される」食品製造業の特質

を典型的に有している。

　食品製造業のなかで出荷額が最大の食肉部門の出荷額の増加率は、さきに

みたようにスタ－チ・植物油部門を相当に下回る。しかし、従業員規模別の企

業数の分布では、零細企業が多数を占めるものの、雇用従業員数の割合からす

ると大規模企業の比重が高いことを特徴とする。例えば、食肉部門の従業員数

500人以上の企業の当該部門の企業数、従業員総数に占める割合は、それぞれ

4.6％、84％である。穀物・油糧種子部門と対比すると、企業数ではるかに少

ない割合を占める、従業員500人以上の大規模企業が従業員数では圧倒的に大

きな雇用比率を占めている。
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　このことは、Ⅱで論及するように、肉牛を中心に早期に確立した食肉分野の

寡占体制は第二次大戦以降に解体するものの、80年代以降、スケ－ルメリット

を発揮する技術革新をともなう新たな事業再編が進展したことの結果である。

　なかでも、垂直的な事業統合が進展する、家禽肉分野には上記の条件が強く

該当する。家禽部門の出荷額の増加率は、食肉部門のなかでは最大である。また、

大規模企業の比重が高いことを特徴とする。家禽部門では、従業員500人以上

の61企業（当該分野の企業数の19％に相当する）は、当該分野で雇用される従

業員全体の93％を占め、一部巨大企業への事業集中が最も進展している16）。ま

た、食肉部門に劣るものの、砂糖分野でも大規模企業への事業集中率は高い。

例えば、企業数では５％弱にとどまる従業員500人以上の企業が、当該分野の

雇用従業員全体の76％を雇用している。

　これ以外の、さきに指摘した成長分野では、大規模企業への事業集中は若干、

遅れをとっている。例えば、チ－ズ分野でも大規模企業への集中はみられるも

のの、従業員500人以上の企業の従業員の雇用比率は10年に70％である17）。非

チョコレ－ト製菓では、零細企業の比重はさらに相対的に高い。従業員500人

以上の企業が雇用する従業員の割合は50％前後にすぎず、この傾向はトルティ

－ヤの分野では一層、明確である。　

　このように成長部門でも、大規模企業の事業集中の度合いは、それぞれが生

産する食品の品目に応じて相違する。これには、当該分野の事業に必要な投下

資本の規模、それとも関連するスケ－ルメリットが発揮される度合い、および

品目ごとの市場構造、などの諸条件が影響するとみられる。スケ－ルメリット

は単位当たり生産コストに還元され、各々の分野がどの程度に資本集約的ある

いは装置産業的な構造をなすか、などと関係する。また、市場構造としては、各々

の食品品目の市場規模とともに、その商品差別化の可能性、および最終用途先

とも関連する取引、販売チャンネルなどが、市場構造の主要条件を形成するで

あろう。加えて、原料農産品の調達方法および製造する各々の食品の出荷数量

規模も、市場条件を構成する一要件である。

　３　分野別の生産集中度、および各々の分野の有力食品企業

  アメリカでは食品製造業の生産集中度に対する、社会的関心は歴史的に高い。
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これは、食品産業の一部企業への過度な生産集中あるいは寡占化は、原料農産

品の供給者の農民の取引条件に不利に作用し、また、寡占化による巨大食品企

業の価格支配力は過大な消費者負担になること、これらに対する社会的懸念が

早くから強まっていたことによる。独占禁止法（反トラスト法）が先進諸国の

なかで最も早期に成立するのも、反独占を標榜する農民のポピュリズム的な政

治的主張が、革新運動と結びつくアメリカに固有な政治風土を背景となすもの

である18）。

　この結果、食品製造業の生産集中に関しては、多くの研究成果が発表されて

いる。そこでは、主として上位４社による生産集中度（あるいは出荷額シェア）

が検証されている。その研究成果に依拠して、主として90年以降の主要分野ご

との生産集中度を、以下にみておく。ただし、デ－タの整合性に留意し、90年

代末までと2000年代のそれぞれに時期区分して記述する。

　　(1) 90年代末までの上位4社の主要分野別の生産集中率

  1970年代までも、食品製造業の主要分野における上位４社の生産集中率は、

着実に上昇し続けた19)。この動きは、80年代に加速される。後に取り上げるよ

うに、80年代に食品産業では未曾有のM&A（企業合併・買収）ブ－ムが生じた

ことの結果である。M&Aブ－ムが、上位４社の生産集中率の上昇につながった

のである。その動きは、80年代よりは減速するものの、90年代以降も続いている。

80年代の上位４社の生産集中率の急上昇は、77 ～ 92年に食品製造業全体の上

位４社への生産集中率が31％から44％へと13ポイント上昇した事実に裏づけら

れる20）。もっとも、80年代の生産集中の動きは分野ごとに一様ではない。分野

に応じて、相当の偏倚をともなっている。

  とくに集中度が高まるのは、家畜（家禽を除く）屠殺・加工・処理、家禽屠殺・

加工処理の食肉部門である。それに次ぐのが製粉業である。家畜の屠殺・加工

処理での上位４社の生産集中率は、82 ～ 92年に29％から一挙に50％へと大幅

に上昇した。同期間の製粉業の上位４社の集中度も、40％から56％へと上昇し

ている（表10）。

　これに対し、チ－ズ製造を含む乳製品部門の上位４社の生産集中度は、80年

代には停滞している。生産集中度の停滞は、ウエット・コ－ン・ミリングにも

該当する。ウエット・コ－ン・ミリングは、80年代に食品製造業のなかで成長
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率の最も高い分野である。それだけに、この分野の上位４社の生産集中率が80

年代以降、一定水準で推移することは注目される。同様な成長分野の大豆加工・

処理分野の上位４社の生産集中度も、82 ～ 87年には61％から71％へ10ポイン

ト上昇したものの、87 ～ 92年にはほぼ停滞している。

　このように、上位企業への生産集中が総じて顕著な80年代にも、その動きは

各々の分野に応じて一様ではない。そして、分野ごとの生産集中の独自の動き

は、90年代にも見出される。家畜（家禽を除く）の屠殺・加工処理分野の上位

４社の集中率は、92 ～ 97年には80年代とは対照的に停滞に転じている。同様

な動きは、製粉業にも該当する。上位４社の生産集中度が80年代にすでに一定

水準に達したウエット・コ－ン・ミリングでも、92 ～ 97年には生産集中に大

きな変化はみられない。

　他方、家禽屠殺・加工処理、および大豆加工・処理のそれぞれの分野では、

上位４社の生産集中率は、92 ～ 97年にも上昇を続けている。それぞれの生産

集中度の92 ～ 97年の上昇率は80年代に比べて遜色がない。このような分野ご

との上位４社の生産集中率とその上昇率の差異は（90年代あるいは90年代後半

の）、各々の分野ごとの参入障壁を中心とする事業構造に加えて、それぞれの

品目に応じた消費趨勢が影響すると考えられる。

　高成長分野のウエット・コ－ン・ミリングは、相対的に少数の巨大企業で構
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成される。80年代初頭までに、この分野では、巨大企業の集中度がすでに高度

の水準に達していた21）。このことが、80年代以降、上位４社の生産集中率がさ

ほど変化しない要因である。これに対し、同じ高成長分野の大豆加工処理には、

より多数の企業が存立する。このなかで、当該分野の市場規模が拡大を続け、

企業間競争が激化した。それにともなって、大豆加工処理分野では、上位４社

への生産率が上昇したのである。また、家禽屠殺・加工処理で生産集中率が高

まるのも、家禽肉の需要拡大にともなう企業間競争の結果とみられる。この点

では、大豆の加工処理分野の動きと類似する。

  もっとも、80年代、90年代に主要分野ごとに上位４社の生産集中率に差異、

あるいはタイムラグを生み出す、ここで指摘した諸条件、諸要因はごく概括的

なものである。各々の事業分野に即して、上位４社への生産集中度がM&Aに主

としてよるものか、あるいは企業内部の事業拡大の所産か、この点も問われね

ばならない22）。以上の点を含めて、上位４社への生産集中度をめぐる動きは、

各々の企業の組織再編および事業展開の所産であろう。これに関しては、Ⅱの

主要課題として取り上げる。

　　(2) 2000年代の主要部門の上位４社の生産集中率

　表11は、食品製造業の主要分野の上位４社の2011年の生産集中率を、99年と

比較したものである。そこでは、上位４社の企業名が具体的に列挙される。さ

きの表とデ－タベ－スを異にするため、対象とする食品製造業の分野には若干

の相違がみられる。このため、90年代までの表９とは必ずしも正確には相応し

ない。しかし、これらの２つの表を比較対照すると、主要分野の上位４社の90

年代までと比較した、2000年代の生産集中の動きの特徴をある程度、把握しう

る。

  とくに、家畜の屠殺・処理に関しては、表10は表９よりも事業分野を細かく

特定している。表10によると、肉牛および豚の屠殺・処理における上位４社へ

の集中率は、99 ～ 2011年に79％から82％、57％から63％とそれぞれ上昇して

いる。また、ブロイラ－の屠殺・処理の集中率も、49％から53％へと上昇した。

　ただし、2000年代の上位４社への生産集中のテンポは、90年代までより総じ

て減速している。しかし、ブロイラ－などの家禽を含めて、家畜の屠殺・処理

の上位４社への集中は、2000年代にも着実に上昇し続けた。同様に、大豆の加
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工処理でも上位４社への生産集中率は、90年代までの動きを継承して2000年代

にも高まり、11年には85％に達した23）。また、高度な集中率に達するなかで、

90年代には上位４社への生産集中率にほとんど変化なかったウエット・コ－ン・

ミリングでも、99 ～ 11年には上位４社の集中率は74％から87％へと上昇して

いる。このなかで、2000年代に上位４社の集中率が唯一低下したのは、小麦製

 

  

           

 

 

          

 

      

      



－ 73 －

粉である24）。  

　以上の2000年代の上位４社への生産集中の動きから、我々は次の３つの特徴

的な動きを読み取れるであろう。１つは、2011年までに肉牛の屠殺・加工処理、

大豆の加工処理、およびウエット・コ－ン・ミリングの３分野では、上位４社

への生産集中率は80％を上回り、ごく少数の巨大企業への生産集中は極めて高

度な水準に達していることである。上記３分野にはおよばないものの、豚、ブ

ロイラ－の屠殺・加工処理でも、上位４社への集中率は60％を上回るか、ある

いはそれに近い水準に接近している。ここでも、少数企業への集中は相当の水

準に到達している。

　また、肉牛、豚、および家禽の肥育・飼養の各々の分野での上位４社は、そ

れぞれの屠殺・加工処理事業の上位４社とほぼ同一企業でもある。この事実に

も留意せねばならない。肉牛肥育で高い出荷シェアを有する企業は、肉牛の屠

殺・加工処理事業でも高いシェアを保持している。この事実は、肉牛、豚、家

禽のそれぞれに特化する巨大食肉企業が、肥育・飼養から屠殺・加工までの一

貫的な生産システムを組織化し、食肉分野では垂直統合的な事業組織化が実現

していることを意味する。これらの巨大食肉企業は、タイソン・フ－ズ、カ－

ギル、スミスフィールド・フーズなどに代表される。タイソン・フ－ズ社は、

肉牛、豚、家禽の３分野で、カ－ギル社は肉牛、豚の２分野で、そしてスミスフィ

－ルド・フーズ社は豚の分野で、それぞれに高い出荷シェアを確保している。

　２つには、上位４社の集中度が高い分野の多くで、カ－ギル、ADMの二大穀

物メジャ－が上位４社に含まれることである。とくに、カ－ギル社は多くの分

野で上位４社の地位を占めている。表10に示される６分野のなかで、上位４社

にカ－ギル社が含まれないのは、家禽の分野にすぎない。ADM社も、家畜の飼

養・屠殺・加工処理以外の、飼料生産、小麦製粉、ウエット・コ－ン・ミリン

グ、大豆の加工処理の４分野で上位4社に位置する。とくに、ADM社はウエット・

コ－ン・ミリング、および大豆の加工処理の分野では、最大の出荷シェアを有

している。カ－ギル、ADM社に次ぐ穀物メジャ－のバンゲ社も、大豆の加工処

理ではADM社に次ぐ出荷シェアを占める。11年の上位４社の生産集中度を通し

て、食品製造業の高成長部門に位置する穀物・油糧種子関連事業における穀物

メジャ－３社の地位がいかに高いか、この事実を我々はあらためて知ることが
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できる。加えて、食品製造業のなかで出荷額が最も大きい食肉部門でも、カ－

ギル社の地位はさらに高まっている事実にも注目したい。

　３つには、小麦製粉、ウエット・コ－ン・ミリング、大豆加工処理では、99

年と11年の上位４社はほぼ同一なことである。これは、穀物・油糧種子部門の

主力事業分野では、穀物メジャ－が圧倒的な出荷シェアを90年代までに確立し

たことを意味する。一方で、家禽を含めて、家畜の飼養、屠殺・処理分野では、

上位４社のランクとそこに位置する企業は、最近10年間にも相当に早いテンポ

で変化を続けている。上位４社の変化には、そのランクを含めて、後にみるよ

うなM&Aによる企業再編が大きく影響する。このため、近年のアメリカの食品

製造業の構造再編を理解するには、2000年代に食肉部門などを中心に企業再編

がいかに進展しているか、このことの検討が必要とされる。

  以上、99年と比較した食品工業の主要分野での2011年の上位４社への生産集

中は、成長分野での穀物メジャ－の地位がいかに高まっているか、また、食品

製造業の最重要部門の食肉事業でも、カ－ギル社が大きな比重を占める事実を

明らかにしている。しかし、上記の表９、10では、二大穀物メジャ－が2000年

代に積極的に参入する、消費者用食品（加工食品）分野の生産集中の実態は示

されない。

　消費者用食品は、多岐にわたる加工食品の種類、品目から構成される。この

ため、それぞれの品目ごとの生産集中率に関するデ－タの収集は困難である。

この結果、加工食品分野での生産集中に関する研究成果も存在しない。しかし、

加工食品は消費趨勢の微妙な変化と密接に相関し、その市場変化を最も敏感に

反映する食品分野である。しかも、人口動態および生活パタ－ンの変化とも密

接に関わっており、品目ごとの需要も頻繁に変動している。それゆえ、アメリ

カの食品産業の構造変化を理解するうえでは、最も重要な分野に位置する。食

品の消費趨勢が複雑に変化し続けるなかで、食品製造業の構造再編を明らかに

するには、消費者用食品分野の主要企業の構成とその事業展開を、我々は検討

しなければならない。

　　(3) 消費者用食品分野の主要企業

　消費者向け（その大部分は加工食品）の巨大食品企業は、センサス分類によ

る食品製造業の各々の部門を横断する、多様な食品を生産、販売する。このた
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め、センサス分類だけに限定すると、この分野の主要企業とその事業動向を把

握できない。そこで、アメリカの代表的な経営雑誌、フォ－チュンが、消費者

向け食品事業分野に分類する主要企業の売上高ランクに依拠して、この分野の

主要企業の構成をみておこう。

　表12は、消費者向け食品分野の2011年の売上高の上位10社である。売上高は、

上位の順から、ペプシコ（PepsiCo）、 クラフト・フ－ズ（Kraft Foods）、ゼネラル・

ミルズ（Genaral Mills）、ケロッグ（Kellog）、デ－ン・フ－ズ（Dean Foods）、

ランド・オレ－クス（Land O'Lakes）、コナグラ・フ－ズ（ConAgra Foods）、 サラ・

リ－（Sara Lee）、ハインツ・フ－ズ（ H.J.Heinz Foods）、ホ－メル・フ－ズ

（Homel Foods）である。

　このうち、ペプシコ社は周知のようにコ－ラを主力商品とする他に、ジュ－

ス、清涼飲料水の世界有数の飲料水メ－カ－である。また、同社の売上高のほ

ぼ半分はスナックを中心とする製菓類、乳製品、および食品添加物などから構

成される。この上位10社のうち、クラフト・フ－ズ、ゼネラル・ミルズ、ケロッグ、

コナグラ・フ－ズの４社については、その企業組織の再編と事業展開を、Ⅱで

取り上げる。それゆえ、上位10社のうち、４社以外の事業概要をごく簡単に紹

介しておく。　

　売上高で５位、６位に位置するデ－ン・フ－ズ社、およびランド・オレ－ク

ス社はともに乳製品を中心とする食品会社である。このうち、前者はアメリカ
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最大の乳製品メ－カ－であり、後者は乳製品製造にも関わるアメリカ最大の酪

農協である。ランド・オレ－クス社は、乳製品以外の飼料製造でも有力企業で

ある。サラ・リ－社は、製パンから出発し、冷凍デザ－ト、各種食肉製品など

各種加工食品事業を拡大し、カフェ－などの飲料事業の比重も高めている。ホ

－メル・フ－ズ社は調理済み食肉および簡便食品を事業の中心とする。H.J.ハ

インツ・フ－ズ社は、世界最大のケチャップメ－カ－として著名であるが、ケ

チャップ以外に各種香辛料、特殊食品の事業比重も高めている。特殊食品には

ス－プ類、野菜・果実を原料とする各種調理済み食品、幼児食、および病院な

ど各種施設向けの簡便食品も含まれる25）。

　このように加工食品分野の上位10社の主力食品は、企業ごとにそれぞれ特徴

を有する。それは、食品会社としての各々の独自性が、それぞれが開発してき

た商品ブランドと密接に関係することによる。これら上位10社のうち、いくつ

かの企業は主力食品の品目構成が類似し、強い競合関係にある。その典型は、

後に検討するゼネラル・ミルズ社とケロッグ社である。また、乳製品に全面的

に特化する点では、デ－ン・フ－ズ社とランド・オレ－クス社との間にも類似

の競合関係が見出される。さらに、コナグラ・フ－ズ社とホ－メル・フ－ズ社は、

ともに食肉を中心とする冷凍食品、調理食品などを中心事業としており、両者

の事業も競合する。

　上位10社が生産、販売する食品は、仔細に点検すると、非常に多種類の品目

から構成される。ただし、加工・包装食品を中心に、簡便・調理食品の比重が

高いことでは共通する。消費者用食品は、乳製品、食肉製品、および穀物・油

糧種子や野菜・果実などを原料とする各種加工食品を主体に、これに様々な食

品原料、各種調味料、飲料などを加えて構成されている。そして、加工食品を

主要事業とする食品会社は、それぞれの主要商品の品目構成を、市場動向に合

わせて絶えず変化させつつ、各々が比較優位を有する分野に事業を特化する傾

向を強めている。

　この結果、消費者用食品は食品製造業のセンサス分類からすると、穀物・油

糧種子、食肉、乳製品、砂糖・製菓、野菜・果実・特殊品、および製パン・トルティ

－ヤなどの部門を広く横断して、加工、生産される。このうち、穀物・油糧種

子部門および食肉部門を除くと、必ずしも成長部門に属さない部門も多く含ま
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れる。それゆえ、乳製品、野菜・果実・特殊品のような食品製造業の主要部門

を構成するものの、Ⅰの２の(2)では対象とはならなかった食品分野も相当の

比重を占めている。

  ところで、消費者用食品分野の売上高による上位企業のランクは、2000年代

に大きく変化している。それは、04年に上位５社にランク付けされた企業と比

較すると明白である。ペプシコ社は04年にも12年にも１位であり、消費者用食

品の１位の地位を維持している。しかし、12年のクラフト・フ－ズ、ゼネラル・

ミルズ、ケロッグの３社のランクは、いずれも04年より上位に位置する。この

期間に、それぞれの売上高は大幅に増大している。この事実は、当該分野の企

業再編が2000年代に急速に進展したことを示している。

　さらに長期的にみると、消費者用食品分野の企業の消長は歴然とする。80年

代初頭の上位10数社の企業名と対照させると、消費者用食品分野での企業再編

の進展がいかにドラスチックかが明らかとなる。この点に関しては、Ⅲで言及

する。ただし、企業再編がとくに顕著な食肉分野の一例だけを紹介しておこう。

食品製造業企業なかで、82年に上位50位にランクされた食肉関連企業は５社存

在していたものの、11年までにコナグラ・フ－ズ社を残してその全てが姿を消

している26）。しかも、そのコナグラ社も、2000年代に食肉事業から全面的に撤

退しつつある。この事実は、食品製造業での80年代以降の企業再編がいかに激

しいものであるかを、如実に示している。　

　なお、各種食品事業で高い地位を占める、カ－ギル、ADMの穀物メジャ－２

社は、消費者用食品分野には含まれない。これらの企業は、フォ－チュン社の

上位100社では、消費者用食品以外の食品生産に分類される27）。それゆえ、フォ

－チュン社による、2011年の食品生産分野の上位５社も示しておく。それは、

売上高の順に、ADM、タイソン・フ

－ズ、スミスフィ－ルド・フ－ズ、

CPC、シ－ボ－ド（Seaboard）社、の

各社である（表13）。

　これを04年と比較すると、ピル

グリムズ・プライド（Pilgrim's 

Pride）、チキタ・ブランド（Chiquita 
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Brands）が上位５社から脱落している。この間に、Ⅲでみるようにピルグリムズ・

プライドはブラジルの巨大畜産企業、JBSに買収された。この動きはあるもの

の、食品生産分野の上位企業の順位には、食肉企業を除くと、消費者用食品分

野ほどの変化は生じていない。食品原料の生産は大規模投資をともなう装置型

産業であり、食品生産分野への参入障壁は相対的に高い。この結果、当該分野

でもM&Aによる企業再編はみられるものの、上位企業は特定企業に固定されが

ちである。また、食品生産分野では、カ－ギル社が売上高では最上位に位置す

ることは間違いない。しかし、同社は非公開企業であり、財務内容は公表され

ない。このため、フォ－チュン社が発表する上位100社の対象外とされている。

この点にも、留意が必要である。

　以上のように、アメリカの食品製造業では80年代初頭以降、M&Aを通したド

ラスチックな企業再編が進展し、この過程で主要食品会社の企業規模も拡大を

続けている。この結果、2011年のフォ－チュン社によるアメリカの消費者用食

品の上位10社は、世界の主要食品企業の中心にも位置する。世界の食品企業の

上位20社のほぼ半数はアメリカ企業で占められる。世界の食品会社の上位10社

に限定すると、ネスレ、ユニリヴァ－の巨大多国籍食品会社を除くと、アメリ

カの食品会社がその過半を占めている。アメリカの主要食品企業は、世界の食

品製造業の事業展開を主導している、と言っても過言ではない。それゆえ、ア

メリカの食品製造業における企業再編は、世界の食品生産の全体動向に少なか

らざる影響を与えている。

　しかし、ここで示したフォ－チュン社による消費者用、生産者用のそれぞれ

の食品分野の上位食品会社のランクとその変化は、企業再編の事実の外形を示

すにすぎない。主要食品会社の売上高の変化は、それぞれの事業展開の所産で

ある。食品製造業における企業再編がその事業展開といかに連動し、食料供給

システムの変化に結びついているか、この課題に接近するには、主要食品会社

の企業経営の実態に接近しなければならない。しかし、食品製造業を構成する

主要食品会社は多様であり、その企業経営の実態の本格的な解明は至難である。

それは、前稿の二大穀物メジャ－の企業経営の特質を課題とした際にも、判明

した事実である。

　そこで、本稿では、食品製造業の主要部門、および二大穀物メジャ－が関係
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する事業領域とも重なる部門、および加工食品分野の最上位に位置する主要食

品会社に限定して、その企業再編、事業展開の追跡、整理を試みる。対象とす

るのは、企業再編が最も劇的に進展した食肉部門、および穀粉、乳製品などに

関係する消費者用食品分野の売上高が最上位に位置する企業である。そのなか

で消費者用食品分野の売上高が６位に位置するコナグラ・フ－ズ社を選択した

のは、同社は食品会社のなかで業態転換を最も迅速に進めている企業であり、

その事業転換にアメリカの食品製造業の事業再編の様相が象徴されるからであ

る。もっとも、主要食品会社の企業再編、事業展開の記述は、利用しうる資料

の制約によって、食品会社ごとの精粗を免れない。

　なお、アメリカ最大の食品会社のペプシコ社に関しては、本稿の対象から外

している。飲料事業は、各種の飲料需要が急速に変化し、飲料事業の商品構成

も急速に変化し続ける、急成長分野である28）。それゆえ、飲料企業の経営実態

の追跡には、消費趨勢の変化と対応する飲料品目の構成変化、および販売シス

テムなどを中心に、膨大な情報を必要とする。それ自体が独自の研究課題をな

す。それゆえに、本稿では飲料メーカーを対象から外している。

Ⅱ　主要食品企業の企業組織の変遷と事業展開

  食品製造業の事業再編を具体的に考察するために、ここでは７つの主要食品

会社の企業変遷と事業展開を取り上げる。この７社は、食品製造業の主要部門

の食肉、穀物・油糧種子、乳製品のいずれかに関係する食品事業を展開してい

る。Ⅰの３の(2)でみたように、食肉分野では寡占体制がほぼ確立し、肉牛屠殺・

加工処理ではカ－ギル、タイソン・フ－ズの２社が、豚ではスミスフィ－ルド・

フ－ズ社が、さらに家禽ではタイソン・フ－ズ社がそれぞれ最上位に位置する。

もっとも、Ⅲで言及するように、2010年前後からブラジル系企業、JBSのアメ

リカの食肉企業の買収によって、牛肉、家禽分野のJBSの生産シェアは急速に

上昇している。

　また、ゼネラル・ミルズ、ケロッグ、およびコナグラ・フーズの３社の食品

事業は、製粉業と深く関係する。ゼネラル・ミルズ社は製粉業から出発し、小

麦粉を原料とするシリアル、スナックに事業を拡大した。ケッログ社も、穀粉
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を原料とするシリアル類を創業以来の中心事業としている。コナグラ・フ－ズ

社は、90年代以降の短期間に食肉から冷凍食品などへ業態を急速に変容させる

が、もともとは製粉会社であり、80年代には一時的にアメリカ最大の製粉会社

に位置した。また、最大の多国籍巨大食品会社の一つに成長するクラフト・フ

－ズ社は、チ－ズを中心とする乳製品を主要商品として、事業基盤を築いてき

た。

　このように、Ⅱで取り上げる７社は、食品製造業におけるそれぞれの主要部

門と関係する。このため、各々の食品会社としての発展は、当該部門の歴史的

発展の経緯に位置づけて始めて理解しうる。しかし、アメリカの食肉産業、製

粉業などの歴史的な発展過程の追跡は、それ自体、産業史あるいは経営史の重

要な研究課題をなすものである29）。そこで、７社の企業発展を理解するのに必

要な最小限の前提として、食肉、製粉、乳製品加工の各々の食品事業の歴史的

発展に関わる特徴的な概要を、最初に整理しておく。

　１　主要な食品製造業の歴史的発展の概要

　　(1) 食肉加工業（家畜の屠殺・加工処理）

  19世紀後半以降、食肉加工業はアメリカの中心的な製造業の一つに位置して

きた。農業生産の西漸にともなう家畜飼養の増大、および急速な都市化による

食肉の国内市場の拡大が、その主要な背景をなしている。家畜の屠殺・加工処

理業にとっては、屠殺・加工処理をする肉牛を中心とする家畜の搬入、および

精肉の出荷・輸送が事業の重要な要件をなした。このため、農場から搬入され

る家畜の一時的飼養を兼ねる繋留施設（ストックヤ－ド）と、屠殺・加工処理

工場は密接に結びついて、立地・経営された。そのなかで、鉄道輸送網の拡充

につれて中西部の鉄道輸送のタ－ミナルに位置するシカゴが食肉加工業の中心

地に発展したのである。屠殺・加工処理、ストックヤ－ドの施設には大規模投

資を要し、工場経営には規模の経済も働いていた。

　そのなかで、ア－マ－（Armour）社と並ぶ先駆的な食肉業者のスウィフト

（Swift）が、1877年に冷凍車両の開発に成功した。それによる冷凍肉の東部市

場への出荷・輸送が、食肉市場の拡大と食肉加工業の発展を促進するようになっ

た30）。この結果、食肉加工業、いわゆるミ－ト・パッキングの業界では、比較
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的、早期に寡占体制が確立した。この寡占体制は、スウィフト、ア－マ－、モ

リス（Morris）、カダフィ－（Cudahy）、ウイルソン（Wilson）の５社から構成

され、食肉業界の“ビッグファイブ”"と呼ばれた。しかし、食肉加工業には、

特有な労働問題が存在していた。それは、食肉加工業が労働力を移民労働者に

全面的に依存し、劣悪な労働条件を特徴としたことを背景とする。

　この労働問題は絶えず社会問題化し、これを背景に政府による反トラスト法

が比較的、厳しく食肉加工業には適用された。また、食肉加工会社は、副産物

を利用する石鹸製造などの経営多角化を早期に図った。こうした事情により、

第二次大戦後のビッグ・ファイブの市場占有率は1920年代よりも低下した。ビッ

グ・ファイブは、1950年代初頭にも生鮮肉販売の40％を支配したものの、公的

規制による企業経営の制約、グレイハウンド、オクシデンタルなどの典型的な

巨大コングロマリット企業による買収も加わって、以後、ビッグ・ファイブは

解体の時期に入る。

　これは、新興の食肉会社が食肉加工処理工場を、タ－ミナルの家畜市場から

家畜生産の近隣に移す動き、およびグレイハウンドなどのコングリマリット企

業の食肉加工業からの撤退とともに開始された。ビッグファイブによって所有

されていた屠殺・加工処理工場の多くは閉鎖されるか、あるいは後述のIBPおよ

び他の新規参入の業者に売却された。それにともなう、牛肉を中心とする食肉

業界の集中的な構造再編は、1980年代以降のことである。例えば、肉牛の屠殺・

加工処理の工場数は、80年代に40％減少する一方、後にみる技術革新によって

工場規模は２倍に拡大し、従業員当たり産出量も45％も増加している31）。

　　(2) 小麦製粉業

  小麦製粉は、アメリカ人の日々の糧と結びつく、植民地時代から営まれる重

要な製造業部門である。もっとも、小麦製粉業は地域ごとに立地する、ごく零

細な製粉所から成り立っていた。19世紀前半のアメリカの製造業を代表する、

綿工業のような工場経営にもとづく製造業にはほど遠かった32）。地域ごとに立

地する零細規模の製粉所が圧倒的な多数を占める構造は、鉄道建設および農業

の外延的拡大と並行して、食品製造業のアメリカの製造業に占める地位は高ま

るものの、1870年代半ばまで続いた。センサス統計によると、19世紀末に食肉

加工業、製粉業のそれぞれの出荷額は、製造業の全部門のなかでも、１位と４



－ 82 －

位を占めていた33）。しかし、1870年代半ばまでの製粉工場は水力に動力を依存

し、製粉技術に制約される小規模なものにとどまっている。

　それが、本格的な製造業として発展するのは、製粉の鋼鉄製の圧延ロ－ラ－

が、ウォシュバ－ン（Washburn）によって1878 ～ 79年に開発される以降のこ

とである。それによって、技術的に大規模製粉が可能となった34）。ウォシュバ

－ン兄弟が設立に関与したのが、ゼネラル・ミルズ社である。時を同じくして、

ピルスバリィ（Pillsbury）も、大規模製粉工場の経営に着手した。両社は、

ともに小麦の生産および集荷の中心地のミネソタ州、ミネアポリスを拠点とし、

アメリカを代表する二大製粉会社として発展する。

　ただし、アメリカ各地に多数の製粉会社が郡立し、製粉業が多数の企業か

ら構成される構造には変化がなかった。ゼネラル・ミルズ社も、1928年のウォ

シューバーンの会社を中心に26の製粉工場の合併によって成立している。ゼネ

ラル・ミルズ、およびピルスバリィの２社は製粉企業として群を抜いていた。

しかし、この２社も1920年代以降、小麦粉を原料とする食品生産および食品以

外の分野へ進出し、それによる企業成長を追求した。この結果、製粉業の集中・

統合の動きは、1930年代以降、第二次大戦後のしばらくの間、ほとんど進展し

ない。

　小麦製粉業における急速な事業集中は、穀物メジャ－などによる製粉業が拡

大する1980年代以降である。78年には、ピルスバリィ社が製粉シェアの10％の

シェアを占め、依然として１位を維持した。しかし、88年までにコナグラ・フー

ズ、ADM、カ－ギルの３社の製粉シェアがそれぞれ23.2％、15.0％、12.1％に達し、

上位３社で製粉シェアの過半を占めるにいたった。とくにコナグラ・フーズ社

の日産製粉能力は、一連の企業買収によって80年代に一挙に３倍に増大した35）。

このように70年代末から80年代初頭を契機に、アメリカの小麦製粉業の構造再

編が一挙に進展する。

　　(3) 乳製品加工業

  食品製造業の部門別出荷額では、 乳製品は食肉に次ぐ重要な部門である。歴

史的にも、酪農業はアメリカ農業の重要な一部門を構成する。中西部の入植農

民は、専門的に酪農経営をしない場合でも、穀作、畜産経営の一部に乳牛飼養

を組み入れ、それを入植生活に活用していた。19世紀末以降、ほぼ一貫して酪
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農業（牛乳、乳製品を合わせた）の生産額は、アメリカの部門別の農業生産額

のなかでは畜産に次ぐ第２位の地位を占めた36）。

　とくに、第一次世界大戦期とそれ以降の時期に、乳製品の生産額は大幅に増

大した。所得水準の向上にともない、乳製品需要が増大したことを背景とする。

ただし、バタ－、チ－ズなどの乳製品は、地域ごとに組織化された小さな酪農

協で生産、出荷され、牛乳・乳製品の処理・加工場も、小規模なものが大部分

であった。このように、地域に割拠する多数の零細乳業工場が、アメリカの牛

乳・乳製品の処理・加工の大部分を占める構造は、第二次大戦後の1950年代ま

で続いている。

　しかし、60年代、とくに70年代以降、酪農場の規模拡大を背景に、酪農協の

統合が急速に進展する。それとともに、マ－ケッティング・オ－ダ－の酪農政

策で守られた、酪農協の地域割的な事業体制も崩れるようになる37）。州を超え

た酪農協ごとの牛乳・乳製品の出荷・販売競争が激化し、零細規模の乳製品処

理・加工場の淘汰と大規模工場への事業集中が急速に進展する。乳製品の加工

場数が、1950 ～ 79年に8000から2000未満へと一挙に劇減するのも、上記の事

実を端的に示している38）。

　これらの牛乳・乳製品の処理・加工工場の大部分は、酪農協によって経営さ

れていた。そこで生産される一次乳製品が、乳製品の加工食品会社向けに出荷、

販売される。消費者用食品会社の上位10社のうちの乳製品加工を中心事業とす

る食品会社は、このような牛乳、乳製品の流通構造のなかで事業展開を続けて

きた。牛乳の集出荷、および一次乳製品加工の酪農協による地域割り体制のな

かで、その合間を縫って独自の乳製品を開発し、都市住民向けの乳製品市場を

開発、拡大したのである。それを通して、現在の乳製品加工を中心とする食品

会社が、事業発展を遂げている。

　２　主要食肉加工会社

　　(1) タイソン・フ－ズ社

  同社のアメリカにおける一大食肉企業としての地位は、2001年に当時の全米

最大の牛肉、豚肉企業のアイオワ・ビ－フ・パッカ－ズ社（Iowa Beef Packer 

Inc.=IBP、以下、IBPと表記）を買収したことによる。このため、同社の沿革
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としては、タイソン・フ－ズ社とIBPのそれぞれに区分して記述する。

　　　１）沿　革

　①　同社の起源：タイソン・フ－ズ社は、J.W.タイソン（Tyson）が1935年

にア－カンサス州で開始した鶏の集荷、販売を起源とする。ブロイラ－の孵化、

生産会社の設立は、47年のことである39）。50、60年代を通じた企業買収により

事業を拡大し、63年に株式を上場するようになった。同時に、社名も現在のタ

イソン・フ－ズ社に変更し、同社の現在の企業組織が確立した40）。

　これを契機に、買収による家禽分野の事業拡大をさらに積極化させた。しか

し、不安定な家禽肉市場のなかで経営危機に直面し、その克服を模索するなか

で、投資活動、すなわち、M&Aによる利潤確保が企業経営の最も有利な方法で

あると判断するようになった。以後、M&Aによる投資収益の確保が、同社の基

本方針となる41）。この結果、60年代後半以降、家禽分野の企業買収をさらに活

発化させる。70年代には、豚屠殺・肉加工処理事業に進出し、同時に、70、80

年代には株式分割などの株式操作を通じて企業組織の再編を繰り返した42）。90

年代には、企業買収をさらに加速させるとともに、買収した企業および事業の

売却、整理も頻繁に繰り返している。この過程で、アメリカのブロイラ－肉生

産に占める同社のシェアは、77年の4.1％（全米４位）から89年には13.6％（全

米１位）へと急速に上昇した。

 　投資収益を目的とするM&Aは、2001年のIBPの買収につながった。IBPの買収

は、「小が大を飲み込む」企業買収の典型である。この買収により、タイソン・

フ－ズ社はアメリカ最大の食肉会社に位置するようになった43）。

　②　IBPによる食肉事業の革新

　1950年代まで、アメリカの生鮮肉販売の40％を支配していた、ア－マ－な

どの“旧ビッグファイブ”は、カダフィ－を除くと、シカゴに代表される大都

市の家畜市場の近接で大規模な屠殺・加工処理工場を経営していた。IBPは、

1961年にアイオワ州で、牛肉関連業者による肉牛の屠殺･加工処理会社として

設立される。このため、当初から、IBPは家畜の屠殺・加工処理工場の立地を、

ビッグファイブとは異にした。家畜の飼育･肥育の近接地への工場立地を有利

と判断したことによる。それは、肉牛の大規模フィ－ドロットが発展する動き

と軌を一にする。家畜肥育の近接地への立地とともに、IBPの食肉事業の急速
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な発展を可能とするのは、生鮮の“部分肉”の開発である。　

　牛肉を小さな部位に加工･処理し、それを真空パックに包装する部分肉の生

産は、牛肉加工処理の工程革新を意味する。と同時に、伝統的な枝肉に代わる

新たな出荷･販売方法（大型量販店への直接出荷など）の開発でもある。この

点で、部分肉の開発は食肉の流通革命をも意味した。原料産地への工場立地、

および部分肉の食肉加工処理の工程革新は、加工処理のエネルギ－、および輸

送コストを大幅に削減し、経営コストの大幅引き下げにつながった44）。また、

消費者、大型量販店、および食品サ－ビス業者の需要に応えるものでもある。

部分肉による比較優位にもとづいて、アメリカ国内のIBPの牛肉の生産シェア

は、77 ～ 88年に13％から27％へと２倍に上昇している45）。　

　IBPは、80年代には豚肉の屠殺・加工処理事業に進出し、同様に豚の部分肉

の市場出荷を通して、豚肉業界の構造再編にも影響を与えた。さらに、90年に

は牛肉および豚肉の屑肉などを46）、小売、食品サ－ビス業向けに特殊製品に加

工・処理する工場を開設し、94年には既存の食肉調理製品会社の買収により調

理用食肉事業も拡張した。さらに97年までに、IBPはス－プ、ソ－ス、惣菜か

ら調理用ステ－キまでの多様なブランドによる食肉関連食品を出荷、販売する

ようになる47）。高付加価値の食肉関連分野への進出を通して、食肉事業の多角

化を推進したのである。

　この結果、買収される直前の01年に、IBPの食肉事業は、生鮮肉と新規事業

の２つの部門から構成され、前者は食料品チェ－ン、肉配送業者、卸売業者、

レストラン、食肉加工業者向けの生鮮肉と加工食肉製品を、後者はレストラン

などの食品サ－ビス業向けの冷凍・冷蔵食肉および食肉関連製品を、それぞれ

中心とした。

　その他、ペット食品および動物用飼料原料の生産、皮革用の加工・処理も有

力な分野に位置づけた48）。この事業構成に示されるように、90年代以降のIBP

の事業展開は、調理食品、食品原料、食料添加物などに重点を置き、高付加価

値の川下の食肉分野の比重を高めている49）。また、生鮮肉、食肉加工製品の海

外向け販売拡大を中心に、海外での事業展開にも取り組んでいる。

　このような、部分肉に代表される牛肉加工処理の工程革新に、他の食肉企業

も追随した。部分肉の開発は、屠殺・加工処理の副産物の効率的な活用を可能
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とし、屑肉などの副産物は各種食肉調理品、食品原料の開発、生産につながった。

このような食肉生産の副産物利用の拡大を通して、アメリカの食肉加工業の事

業領域は拡大し、食品事業における食肉産業の比重も増大した。このことは、

アメリカの食生活パタ－ンを変容させる一因ともなった50）。この点で、IBPは

アメリカの食肉事業の構造変革の中心的な役割を果たしたのである。

　③　2000年代以降の動き

　01年のIBPの買収によって、タイソン・フ－ズ社はアメリカの牛肉生産の新

たなビッグフォ－の最大手に位置した51）。 2000年代以降のタイソン・フ－ズ社

の動きは、IBPが90年代以降に追求した事業方向の一層の展開である。それは、

１つには市場ニ－ズに対応する多様な品目の食肉製品の生産、販売、とくに食

品サ－ビス向け事業の拡大である。２つには、アメリカの国内市場の成熟化に

ともなう、海外事業の一層の拡大である。それは、中国、インド、中南米など

の新興諸国での家禽関連の食肉事業への進出である。とくに08年には、インド、

中国、ブラジルで集中的に、現地の大規模家禽肉会社を買収している52）。３つ

には、企業買収あるいは資本参加による事業拡大の一方で、傘下の子会社の積

極的な売却、閉鎖、整理も進めている。02年以降、不採算部門、事業などの売却、

閉鎖の件数は、買収件数を上回っている53）。2010年代には、M&Aによる成長戦略

は、明らかに岐路に立たされている。

　　　２）事業展開とその特徴

　表14にみるように、同社はアメリカ国内のブロイラ－肉の生産では１位（ブ

ロイラ－肉の生産シェアの22％を占める）、肉牛、豚の屠殺・加工処理ではそ

れぞれ２位のシェアを有し、肉類全体の売上高ではアメリカ最大の食肉会社に

位置する。11年を例にとると、週当たり平均屠殺・加工処理数は、ブロイラ－

4,230万羽、豚39万8,700匹、肉牛14万1,700頭である。この数字に、当社の食

肉事業がいかに巨大な規模であるかが、具体的に示される。

　沿革にみるように、家禽から始まり、IBPの買収を通して、牛肉、豚肉へと

食肉の領域を広げて、事業を拡大してきた。その際の特徴は、肉牛を中心に、

ブロイラ－、家畜飼養から最終の食肉製品までの食肉事業の一貫経営、すなわ

ち垂直統合的な食肉事業の組織化である。ブロイラ－を例にとれば、孵化、契

約生産者への雛鳥と飼料の供給、生産者への飼養管理技術の供与（飼養管理方
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法の徹底）、適宜の集荷と効率性を追求する加工処理の合理化、副産物の活用、

および多様な用途に応じた加工食肉製品の生産、販売、などを最大限に効率的

に追求する、事業システムの構築である。

　この一環として、直営農場を経営するほか、ブロイラ－飼養を中心に、5,590

ほどの農場との契約により家禽肉の原料のブロイラ－などを調達、確保する54）。

同社は、垂直統合的な事業システムを通して、アメリカの食肉生産の効率性を

向上させ、また、その事業領域を拡大してきたのである。

　また、家庭用の生鮮肉、加工食肉製品にとどまらず、食肉配送業とともに

食品サ－ビス向け食肉事業も重視している。これにともない、加工･調理およ

び冷蔵･冷凍調理向け、および特殊食品などの生産も増加している。食肉製品

を多様化し、その品目数も著しく増加させてきたのである55）。さらに2000年代

には海外事業を重視し、海外の食肉事業にも積極的に進出している。この結

果、11年の売上高は、家庭向け43％、業務用（食品サ－ビス向け）34％、海外

17％、その他６％の構成である。業務用の食品サ－ビス向けの販売比率の上昇

が、最近の事業展開の重点をどこに置いているかを示している。なお、食肉別

の売上高構成は、牛肉41％、ブロイラ－肉34％、豚肉14％、調理食品10％となっ
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ている（表15）。

　　　３）企業経営をめぐる動きと問題

　70年代半ば以降、沿革でみるように、当

社はM&Aと結びついた投資収益の追求を、

主要な経営目標としている。食肉事業は、

投資収益を追求する“場”に位置づけられ

る。そのことが、企業価値の引き上げを通

じて、食肉分野での効率的な事業システム

の構築につながってきた。それは、家禽肉分野での事業の垂直統合から始まり、

IBPの買収による肉牛分野での同様に最大限の効率性を追求する事業展開であ

る。

　しかし、このことは、工場現場での労働条件の悪化にもつながっている。こ

の結果、従業員の労働条件に関わる問題が、同社の経営問題の一つとなってい

る。同社の雇用問題は、白人とマイノリティの従業員間の差別待遇、不法移民

の雇用などを中心とする。前者は訴訟問題ともなっている。劣悪な雇用条件を

めぐる問題は、アメリカの食肉産業の伝統的な経営問題をなしてきた。この点

では、同社も例外ではない。同社も、労働問題への取り組みを迫られている。

　こうした劣悪な雇用条件をともなった効率的な食肉事業の展開にもかかわ

らず、その経営収支は、必ずしも好調とは言えない。2011年の売上高は増加し

ているものの、2000年代後半以降の経営収支は低迷している（表16）。とくに、

09年には巨額の赤字を計上した。これは、飼料原料の穀物価格の高騰に主とし

てよっている。また、外部資金の調達に依拠するM&Aは、同社の保有負債額を

増大させ、収益性を圧迫する一因ともなっている。
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　この結果、企業価値の低下につながる低収益性の事業、不採算の子会社の整

理、売却も積極的に進め、09年以降、同社の保有長期負債額も減少に転じてい

る。11年の従業員数は11万5,000人を数えるが、最近数年間に従業員数は若干、

減少している。これも、経営合理化に付随するものである。  

　　(2) スミスフィ－ルド・フ－ズ社

　　　１）沿　革

　当社の起源は、1927年に設立された地元のハムメ－カ－をルタ－（Luter）

親子が買収し、ヴァジニア州、スミスフィ－ルドで小さな豚の屠殺・加工処理

工場を経営する1936年に遡る56）。同社の社名は、創業地に由来する。ルタ－家

の同族会社として、豚の屠殺・加工処理からハムを中心とする豚肉製品の工場

を経営し、豚肉関連の一貫経営を発展させてきた。第二次大戦後、50年代まで

に、いくつかの豚肉関連会社を買収し、この分野での垂直統合事業の基礎を築

いたのである。

　しかし、60年代にはLiberty Equitiesに買収され、所有権は移転し、社名も

変更される。この経緯を経て、71年１月にスミスフィ－ルド・フ－ズ社に組織

改編された57）。これは、買収会社を子会社とする持株会社への企業再編である。

これが、現在の同社の事実上の発足に相当する58）。この組織再編を経た70年代

半ばに、一時的に財務危機に陥る。そして、経営危機を克服した80年代以降、

急速な企業成長の時期に入るのである。

　それは、積極的な企業買収によっている。81年のヴァ－ジニア州での競争企

業の買収を皮切りに、81 ～ 08年に豚肉、牛肉、その他の家畜の食肉企業、40

社を買収した59）。なかでも、84年のカダフィ－、95年のア－マ－社の主要事業

部門、および99年のタイソン・フ－ズ社の豚肉グル－プと養豚事業の２社60）

の買収が、当社の事業発展にとっては重要である。旧ビッグファイブのカダフィ

－、ア－マ－の買収は、その食肉事業の拡大とともに、モレル（Morrell)など

の豚肉製品の老舗ブランドを同社のブランドとして確保し、これにより食肉加

工会社としての企業価値を急速に高めることになった。また、99年の養豚を営

む２社の買収は、アメリカ最大の養豚経営の買収である。これは、同社の豚肉

事業とともに、アメリカの養豚および豚肉事業の構造変革をもたらす一契機を

なす61）。この結果、2000年代初頭までに、同社は養豚から豚の生鮮肉・加工製
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品の生産、販売を垂直統合する、世界最大の豚肉関連企業に成長する。

　2000年代には、豚肉事業の一層の拡大とともに、豚肉以外の食肉分野および

海外での事業進出が追求される。これも、M&Aあるいは資本参加によっている。

豚肉事業の拡大は、03年のファ－ムランド・フ－ズ社の豚肉部門の買収、およ

び07年の養豚経営における最大の競合企業、スタンダ－ド・プレミアム社の買

収にそれぞれ代表される。また、豚肉以外の食肉分野の拡充は、07年のコナグ

ラ・フ－ズ社の牛肉部門、アメリカ８位のパッカ－のファ－ムランド・フ－ズ

のそれぞれの買収に示される62)。海外事業としては、メキシコでの食肉事業以

外に、07年にサラ・リ－社のヨ－ロッパの食肉部門も買収した。また、ポ－ラ

ンド、ル－マニアの東欧２ヵ国で、低賃金を利用する養豚および豚肉加工業を

開始し、これも海外事業の重要な一部門を構成している。　

　これ以外に、各種食品サ－ビス業（ファ－ストフ－ド、レストラン、ホテル

チェ－ン、病院など）向けの食肉関連の調理食品事業も拡大させている。食品

サ－ビス業、宅配、および各種配送業者向け食品市場の成長に対応するもので

ある。2000年代の同社のアメリカ国内での食肉事業の拡大は、食品サ－ビス業

向け事業の拡大に代表される。なお、後に取り上げるように、13年に当社を中

国企業が買収する基本合意が発表され、大きな関心を集めている。

　　　２）事業展開とその特質

　沿革にみるように、ハムなどの豚肉製品の生産から始まって、豚の屠殺・加

工処理、さらに養豚まで、川下部門から川上部門に事業領域を拡大させ、豚肉

関連のほぼ全ての領域を組織化してきた。この結果、12年現在の年間の豚の飼

養およびその屠殺・加工処理の頭数は、それぞれ1,500万頭、2,700万頭におよ

んでいる。また、豚肉生産量は290万トンに達する63)。内訳は、生鮮肉170万トン、

加工豚肉製品120万トンである。この数字に、世界最大の養豚および豚肉生産

業者としての同社の事業規模が示される。

　豚肉関連事業は、子豚の繁殖･育成、養豚、豚の屠殺・加工処理まで、豚肉

生産のほぼ全てに関係する。豚肉生産に関わる川上から川下までの全ての分野

を垂直統合し、それを深化させ、効率的な豚肉生産の事業システムを構築して

いる。この際に、川下の豚の屠殺・加工処理施設の大規模化とその高性能化に

対応しうるように、効率的な養豚経営を追求してきたことが、事業展開の一つ
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の特徴である。同社の豚肉生産の垂直統合的な事業システムは、川下から川上

に向けて遡及している。

　例えば、同社が建設したノ－スキャロライナ州、タ－ヒルの世界最大の豚肉

処理工場は、１時間当たり2,000頭の処理能力を有している。この高度の処理

能力をフル稼働するには、養豚所から途切れることなく豚を搬入しなければな

らない。このために、養豚システムの徹底的な合理化、効率化が追求され、そ

れを実現している。効率的な養豚システムとは、養豚所を豚の各成長段階に特

化し、子豚は「保育施設」で、離乳豚は「育成施設」で、それ以降は屠畜重量

まで肥育するための「肥養施設」で飼育し、それぞれを統合するものである。

しかも、各々の飼養施設は大規模に統合され、システム化されている64)。

　これは、抗生物質の多投入、養豚施設・畜舎の糞尿を効率的に処理する傾斜

をつけた床形態の均質的な統一、などによって可能となる。養豚事業は直営農

場と契約農家の２つの方式をとるが、豚の飼養管理技術（養豚システム）はマ

ニュアル化され、直営農業、契約農家のいずれにも適用される。統一基準によ

る養豚システムを通して、最大限に効率的な養豚経営が実施される。このこと

が、同社がアメリカの養豚業の構造変革を主導したと評価される一つの根拠を

なしている65）。

  もっとも、集約的な飼養管理は、狭い閉鎖式畜舎での子豚の高密度飼養、抗

生物質の多投入、および糞尿、残渣物の処理などをめぐる問題を派生させてい

る。効率性を最大限に追求する集約的な養豚システムは、外部不経済に関わる

問題の発生を不可避とし、それは経営問題に跳ね返っている。

　豚肉関連の垂直統合による事業展開以外に、牛肉、家禽関連の食肉事業も展

開している。

　とくに、即席の食用可能な前菜を含む調理

食肉製品に、近年、重点を置いている。これは、

食品サ－ビス業（卸売り配送業者、ファ－ス

トフ－ド、レストラン、ホテルチェ－ン、病

院などを）向け事業の拡大に対応するもので

ある。この点は、タイソン・フ－ズ社と類似

する事業展開である。海外事業としては、メ
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キシコ、ポ－ランド、ル－マニアで養豚と豚肉加工処理をそれぞれ行い、イギ

リスを中心に西欧のいくつかの国でも豚肉の加工処理事業を展開する。この他、

日本、中国向けの豚肉輸出も増加している（表17）。

　　　３）企業経営をめぐる問題

  当社の食肉事業の一つの特徴は、すでに指摘した、垂直統合による豚肉関連

の事業システムの構築と、それによる最大限の効率性の追求である。もう１つ

は、生鮮豚肉、豚肉加工製品のいずれについても、その品質重視による商品差

別化である。豚肉の商品価値を高める商品差別化は、次の３点に集約される。

１つは、種（母）豚を特定の種畜に限定すること、２つには、“原料”の豚の

直接経営による調達である。種畜を特定した豚の直接調達は、同社の生鮮豚肉・

加工食肉製品の品質を保障する根拠とされる。さらに３つには、業界における

伝統のある企業の買収による老舗ブランドの継承であり、そのブランド力に支

えられる食肉製品価値の引き上げである66)。

  このような効率性の追求と商品差別化にもかかわらず、近年の経営収支は必

ずしも好調とは言えない。09、10年と２億ドル、１億ドル余の損益を計上した

後、11、12年と収益性は徐々に回復している。12年の売上高、純収益は、それ

ぞれ130億9,400万ドル、３億6,130万ドルを計上する（表18）。しかし、2000年

代を通して、年ごとに収益率は大幅な変動を繰り返し、株価は低迷を続けてい

る。これには、M&Aに依拠する財務問題も影響する67)。また、09年以降の２年

連続の赤字計上は、トウモロコシの価格高騰による飼料コストの増大によると

ころが大きい。養豚事業は多大な飼料コストを要する。このため、飼料の主要

原料をトウモロコシからソルガムへ転換し、これによる経営改善が志向されて

いる。
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　同時に、最大限の効率性を追求する養豚システムも、外部不経済に関わる問

題を発生させ、それが経営上の懸案をなしている。これは、畜舎のレイアウト

による糞尿処理問題、子豚の高密度畜舎での養育、および抗生物質の多投入な

どに関わる68）。これらの問題によって、同社は環境団体からの絶えざる批判の

対象となっている。加えて、同社の低賃金を中心とする劣悪な雇用条件への社

会的批判も強まっている。

　これは、養豚、屠殺・加工処理施設を南部を中心に立地することと関係す

る69）。最近、当社の企業経営目標として、“持続性”が提唱され、それへの取

り組みが強調される。“持続性”とは、“地域”、“環境”、“従業員”などのキ－

タ－ムに代表される企業経営を目指すものである。経営課題としては、豚の飼

養管理方法の改善、従業員の待遇改善も提起される。“持続性”を経営目標と

するのも、雇用条件の改善による地域との共生とともに、外部不経済が派生さ

せる諸問題への対応が迫られていることを示している70）。

  なお、買収による急速な企業成長を遂げた結果、同社は買収企業あるいはそ

の事業部を子会社として傘下に組み入れる、持株会社の組織構造となっている。

それゆえ、豚肉分野での垂直統合的な事業は、子会社を連合的に横断する組

織形態にもとづく。企業の中心にスミスフィ－ルド・グル－プが位置する。そ

こを核に、J.モレルなど時々に買収した企業、事業部を子会社とし、それらの

130の小子会社から構成される組織構造である71）。  

　　(3) カ－ギル食肉事業部

　　　１）沿　革 

　カ－ギル社の食肉事業は、同社の全額持株子会社のエクセル社（Excel 

Corp）によって長期に担われてきた。それを、2000年にカ－ギル食肉事業部に

組織再編し、これを機会に他の肉牛、養豚、七面鳥などの部門も加え、新たな

組織体制のもとで食肉事業を展開するようになった。ただし、食肉事業部の中

心には、依然、エクセル社が位置する。子会社のエクセル社がカ－ギル社の食

肉事業の中軸をなす構造に、基本的な変化はない。このため、エクセル社の沿

革からみる必要がある。

　エクセル社の起源は、1935年のシカゴでのExcell Packing Coの設立に遡る。

同社は、41年にカンサスに事業を移転し、卸売用の牛肉カット肉の加工処理
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を主要事業とした。買収などを通して事業を拡大するが、70年にKansas Beef 

Industires に社名を変更した72)。さらに、74年にMissouri Beef Packers（1964

年に設立され、肉牛の屠殺処理を主要業務とする）と合併し73)、新たな社名を

“MBPXL”とする新会社が発足した74)。この新会社は、70年代末までに中西部の

西南部を中心に、アメリカ有数の肉牛の屠殺･加工処理企業に発展する。MBPXL

のベ－スをなしたエクセル社も、買収、統合を通して絶えざる社名変更を繰り

返したのである。

　このMBPXLを、カ－ギル社は79年に買収し、全額持株子会社に組織再編した。

同時に、その子会社の社名を82年に設立時のエクセル社に戻すことになった。

カ－ギル社は、それ以前から食肉事業に進出していた。しかし、MBPXLを買収

して、主として子会社のエクセル社に食肉事業を集中して以後、カ－ギル社の

食肉事業の拡大は極めて顕著である75)。それは、エクセル社の急激な事業拡大

とほぼ同義である。すぐに、カナダでの肉牛のフィ－ドロット経営、牛肉の屠

殺・加工処理分野に進出し、87年には豚の屠殺・加工処理の有力企業の２施設

をそれぞれ買収した。豚肉分野への進出後の短期間に、その市場シェアを急速

に高めている76)。

　また、各種用途向けの牛肉需要に応えるために、牛肉製品の多様化を図ると

同時に、牛肉関連事業分野の垂直統合を深化させた。2000年の食肉事業部への

組織再編も、牛肉を中心とする食肉関連事業の垂直統合の延長に位置する。そ

れは、食肉市場の多様なニ－ズに応え、食肉製品の高付加価値化の戦略にもと

づいている。これにともない、食肉卸・小売業への進出および外食産業との連

携にも重点を置くようになった。それは、スミスフィ－ルド・フ－ズ社などと

同様に、川下分野に向けての食肉事業の垂直統合の深化、および事業拡大の追

求である。このことが、新たに変更した組織名のコンセプトの含意でもある77)。

　食肉事業の海外進出は、90年代に入って本格化する。それは、カナダ、メキ

シコのNAFTA域内諸国から始まって、ブラジル、オ－ストラリアへの進出となっ

ている。とくにオ－ストラリアでの牛肉関連事業は、牛肉のアジア諸国向け輸

出が増加する見通しにもとづいている78)。食肉事業部の新たな組織体制のもと

で、2000年代には、海外の食肉事業の拡大をさらに積極的に追求している79)。



－ 95 －

　　　２）事業展開とその特徴

　すでにみたように、カ－ギル社はアメリカの牛肉、豚肉の市場シェアの１位、

３位をそれぞれ占める。カ－ギル社の年次報告でも食肉事業部の紹介に最も多

くの頁が割かれる。また、カ－ギル社の他の穀物メジャ－との事業活動の最大

の相違は、同社が食肉事業を大規模に展開することにも求められる。これらの

事実に示されるように、アメリカの食肉製造業のなかでも、また広範に農業･

食品関連事業を展開するカ－ギル社の事業全体のなかでも、カ－ギル食肉事業

部は重要な位置を占めている。

　沿革に示されるように、カ－ギル食肉事業部も、肉牛肥育、養豚から始まり、

それぞれを部分肉に加工処理し、ほぼ全ての消費者ニ－ズ（小売、食品サ－ビ

ス関係の顧客）に対応しうる各種牛肉、豚肉製品を生産、販売している80)。食

肉分野の垂直統合的な事業展開は、タイソン・フ－ズ、スミスフィ－ルド・フ

－ズの２社と基本的に同一である。このうち、肉牛肥育は、直営の大規模フィ

－ドロットを経営し、養豚は契約農家に委託する。そこを通して屠殺・加工処

理する原料の家畜を調達する。また、国内事業としては、需要が増加する調理

用食肉製品にも重点を置れている81)。この点も、上記の２大食肉企業と類似し

ている。アメリカの食肉事業は、上位４社への生産集中度が高く、寡占体制が

ほぼ確立している。にもかかわらず、後述する諸条件のもとで、食肉分野では

激しい市場競争が展開されている。この市場競争のなかで、経営効率を追求す

る結果として、主要食肉加工会社の事業展開は同一パタ－ンに収斂されること

になると考えてよい。

　また、2000年代に入って海外事業の比重が高まっている。このことも、タイ

ソン・フ－ズ、スミスフィ－ルド・フ－ズの２社と同様である。そのなかで、

海外でのカ－ギル社の食肉事業は、家禽の比重が高いことを特徴とする。アメ

リカ国内では、牛肉および豚肉（とくに前者）が食肉事業の中心をなし、国内

と海外とでは、食肉事業の中心分野は相違する。例えば、2000年代のブラジル

での食肉事業の拡大も、家禽の屠殺・加工処理事業が主体をなしている。また、

90年代以前から事業を展開するヨ－ロッパ、タイ、カナダでのカ－ギル社の食

肉事業も、家禽肉の生産が中心である。

　これは、カ－ギル社が食肉事業を展開する海外の地域、諸国では、家禽肉の
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消費が拡大しており、さらなる消費増が予想されることによる。この際に、海

外現地でのマグドナルドなど巨大多国籍ファ－スト・フ－ド企業向け販売が一

定の比重を占めている82)。この巨大ファ－スト・フ－ド企業との取引関係も、

カ－ギル社の食肉事業の海外展開の一つの特徴をなしている。

　　　３）企業経営をめぐる問題

　カ－ギル社は、非公開会社ゆえに、事業分野別の財務関係の数字は公表され

ていない。このため、食肉事業部の売上高、純利益額など、その経営収支、財

務内容を具体的には把握できない。90年代前半までは、子会社のエクセル社は

高収益を計上した。しかし、スミスフィ－ルド・フ－ド社などと同様に、事業

の垂直統合を深化させる過程で、予想外の問題も発生し、それが経営問題をな

した。エクセル社の時代のBSE発生による一時的な経営収支の悪化、および07

年のサルモネラ菌付着による挽肉製品の大量回収83)、などが、その一例である。

これらの不可測な問題の発生に、食肉事業部の経営も多大な影響を被っている。

　そのなかで、タイソン・フ－ズ、スミスフィ－ルド・フ－ズの２社と対比して、

穀物メジャ－としてのカ－ギル社の穀物集出荷および飼料製造事業が、同社の

食肉事業といかに相互連関効果を有するか、それがカ－ギル社の食肉事業の展

開に有利に作用しているか、この点の評価が重要となる。垂直統合に特徴づけ

られる、食肉事業の最大の生産費は飼料コストである。このため、企業内の事

業連携によって飼料コストの削減が可能となれば、カ－ギルの食肉事業は上記

２社に比較優位を有することになる。これは、食肉事業の垂直統合を上記２社

より深化させていることを意味する。このことは、一部の論者によって、海外

事業を例に強調される論点である84)。　

　しかし、アメリカ国内での食肉事業が同様な比較優位を有するかは、判然と

しない。それに必要な資料を、我々は利用できないためである。比較優位性の

評価は、家畜の屠殺・加工処理施設および飼料生産工場の立地とも関係する。

また、事業部体制を基本とする同社の組織体制のなかで、企業内取引がいかに

柔軟に行なわれうるか、との組織体制も密接に関係する問題である。これに関

する情報を入手できないゆえに、カ－ギル食肉事業が他の主要食肉会社と比較

して、飼料調達面で比較優位を保持しているか否かの評価を容易に下すことは

できない。ここでは、カ－ギル食肉事業部が、穀物の集出荷を主要業務とする
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穀物メジャ－の地位を利用して、飼料調達に比較優位性を有しうる、その可能

性だけを指摘しておく。

 

　３　主要加工食品会社

　　(1) ゼネラル・ミルズ社

　　　１）沿　革

　当社の起源は1856年に設立されたミネアポリス製粉会社に遡る。C.ウォシュ

バァ－（Washbur）が、1866年に同社を買収し、兄弟で協力してミネアポリス

に製粉工場を建設し、製粉業に本格的に参入した。それが、1877年にJ.クロス

ビィ（Crosby）との合弁によるウォシュバァ－・クロスビィ社（Washbur-Crosby 

Co）の設立である85)。1880年博覧会で同社の小麦粉は金賞を授与され、最高級

の小麦粉の評価を得た。それを契機に、ブランドの商品差別化に成功する。こ

れを背景に、1925年にはUS millを買収し、28年に26の製粉工場を合併して世

界最大の製粉会社、ゼネラル・ミルズ社が成立する。

　ゼネラル・ミルズ社の発足とともに、1930年代以降、小麦粉を原料とする加

工食品の生産に参入した86)。また、第二次大戦期には、大砲装置、化学、電子

関係の軍事関連事業にも進出し、さらに、60年代には製粉工場の半分を閉鎖、

不採算の電子部門も削減し、抜本的な業態転換を図った。代わって、玩具メ－

カ－を相次いで買収し、短期間に世界最大の玩具メ－カ－に発展する87)。さら

に60年代末から70年代にかけて、企業買収を一層、積極化し、衣料品、ファッ

ション関係、各種食品会社（冷凍食品などの）など様々な業種の企業を買収し

ている。第二次大戦後から70年代には、ゼネラル・ミルズ社は、典型的なコン

グロマリット企業としての事業展開を追求したのである88)。

　しかし、80年代に入ると、M&Aをめぐる同社の基本方針は大きく変化する。

80年代半ばまでに、玩具、ファッション関連の事業を全て売却し、80年代末以降、

主要事業として食品分野に再び回帰した89)。これにともない、巨大食品会社と

の事業提携も進められる。１つは、89年のネスレ社とのシリアル分野の、もう

1つは92年のペプシコ社とのスナック分野の、それぞれの事業提携である90)。

　また、将来の成長を見込み、いくつかの小規模な食品会社を買収し、食品事

業の領域を拡大した91)。一方で、シリアル市場での価格競争の激化、およびそ



－ 98 －

れまでの積極的な企業買収による財務問題を中心とする経営問題が浮上し、90

年代半ばに経営陣は全面的に交代した。これにともない、資金調達の必要から

も傘下のレストラン経営を含む、いくつかの食品事業の売却、およびスピンオ

フも図られた92)。以上のように、80年代末から90年代には、食品分野への事業

集中が進むなかで、その業種の“選択と集中”が集中的に追求された。

　2000年代も、90年代の事業展開の方向に沿っている。それを代表するの

が、01年の長年の製粉および食品分野のライバル企業のピルスバリィ－社

（Pillsbury Co）の買収である93)。これは、105億ドルにのぼる巨額買収であり、

反トラスト法とも関連して問題とされた94)。一方、ピルスバリィ－社買収にと

もなう新たな事業再編も要請され、2000年代前半のゼネラル・ミルズ社の最大

の経営課題をなしたのである。

　これ以外に、2000年代には有機（オ－ガニック）食品、健康食品などの成長

分野へも進出している95)。また、90年代と同様に、買収あるいは提携した企業

および事業の売却、整理も積極的に進められる。04年のアメリカのハ－ゲンダッ

ツ・アイスクリ－ムの店舗フランチャイズ事業の売却、09年の合弁豆乳事業の

デュポン社への完全売却などが、その一例をなす96)。海外事業でも、事業の売却、

整理を進めている。90年代初頭に注目を集めて開始された、ヨ－ロッパでのペ

プシコ社とのスナック関係の合弁事業も2000年代後半に売却された。2010年に

は、アルゼンチンの製パンチェ－ン事業も売却、整理された97）。さらに、成長

を見込んで進出した健康食品分野でも、短期間に撤退したものが少なくない98）。

　このように2000年代以降、ピルスバリィ－社の買収が事業再編に大きく影響

している。そこを中心に、国内外で事業の再編が続いている。ここでは紹介し

ないものの、小規模な企業、事業の買収、および売却・整理は多数を数える。

企業の組織再編をより加速化させつつ、現在もその渦中にある。

　　　２）事業展開と事業の概要

　事業展開の特徴は、沿革に示されるとおりである。高品質の小麦粉製粉業者

として出発し、それを原料とする加工食品事業に参入し、製粉とその加工食品

を中心に1930年代まで食品関連を中心に事業を拡大した。しかし、第二次大戦

期から70年代までは、製粉、食品類とは関連のない軍事製品の生産が一次的に

は中心となり、さらに企業買収による玩具、ファッション分野に進出し、60年



－ 99 －

代には世界最大の玩具メ－カ－に

転換した。コングリマリット企業と

しての試行錯誤を経て、食品中心の

事業構造に回帰するのは、70年代末

以降である。そのなかで、80年代か

ら90年代半ばには、シリアルを中心

とする穀粉関連を中心としつつも、

M&Aを通して多方面の食品事業に進

出した。しかし、90年代半ば以降、選択と集中の経営戦略にもとづく事業展開

を強めている。01年のピルスバリィ－社の買収にともなう事業再編も、その方

向に沿っている。　

　それは、小麦粉を原料とする加工食品を主要事業とするものである99）。主要

品目は、朝食用シリアル、各種スナック、パスタ、スナック類、各種ミックス

製品（パン粉などの食品原料を含む）である。これ以外に、各種の簡便・調理

食品としては、乳製品（ヨ－グルト－Yoplait－、アイスクリ－ム(Haagen-Dazs)、

ス－プ類、冷凍製品、有機食品なども有力な食品製品を構成する。12年のア

メリカ国内での主要品目別の売上高の構成は、シリアル22％、製パン関連製品

17％、スナック16％、冷凍食品15％、調理食品14％、その他（乳製品を中心と

する）16％である(表19）。朝食用シリアルの世界最大メ－カ－であり、次のケッ

ログ社と鎬を削るシェア競争を展開している。

　これ以外に、 製パン事業、各種食品サ－ビス業向け事業も重視し、その一環

としてレストラン、カッフェを経営し、食品流通の川下分野の事業にも進出し

ている。製パン・食品サ－ビス向け売上高は20億ドルに達する。2000年代以降、

海外事業の比重も高まっている。同社の主力食品は15 ヵ国で生産され、100 ヵ

国以上に出荷、販売される。12年の海外売上高は52億ドルであり、アメリカ国

内の家庭用売上高の２分１の水準に達している。海外事業は、当社のブランド

商品の販売を中心とし、そこでは、ネスレなどの巨大多国籍食品会社との連携

も進めている。海外事業の急速な比重増大が、ゼネラル・ミルズ社の最近の事

業展開を特徴づけている。  
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　　　３）企業経営の特徴と課題 

　当社は、玩具、衣料品などを一時的に中心事業にしたように、コングロマリッ

ト企業に典型な、異業種にまたがるM&Aによる投資収益の追求を経営方針とし

てきた。この過程で、M&Aの対象分野は伝統的に競争力を有する食品事業に集

約されるようになった。しかし、M&Aに依拠する食品事業の多方面への展開は、

低収益あるいは不採算性の事業分野を抱えることになった。この結果、不採算

あるいは低収益事業の売却、整理が要請され、90年代には多方面に拡大した食

品事業の集約化が重要な経営課題をなした。

　2000年代にも、低収益部門の整理は重要な経営課題をなしている。とくに01

年に買収したピルスベリィ－社は、同社と重複する多くの事業部門を有する。

それゆえ、ピルスベリィ－社の買収を通した企業価値の引き上げは、多くの分

野での事業整理を余儀なくしている。この結果は、ブランド力を重視する経営

対応である。これにともない、穀粉を原料とするシリアル、スナック類などの

加工食品の比重が、以前よりもさらに高まっている。同社の主力商品は、消費

者に浸透するブランド力に依存している。収益力確保の観点からも、ブランド

力が重視されるのである。　

　この点は、同社の主要販売先の大型量販店との取引交渉にも関係している。

同社の出荷・販売先としては、後にもみるようにウォールマートなどの大型量

販店向けの販売比率がとくに高いことが特徴である。この結果、大型量販店向

けの卸売り条件、すなわち価格交渉力が、収益性に大きな影響を与えることに

なる。この点で、ブランド力の確保は大型量販店との価格交渉からも要請され

る。

　12年に売上高、純収益は、それぞれ177億7,410万ドル、18億5,500万ドルを

計上している。最近５年間に売上高、純収益は、それぞれ22％、42％上昇し、
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収益率も９～ 12％と比較的、安定的に推移する。ここで取り上げる加工食品

の４社のなかで、ゼネラル・ミルズ社の収益率は最も高位であり、また安定

している（表20）。とくに、09年以降、売上高は大幅に増加している。これは、

主として海外での販売増によっている100)。海外事業の展開が、経営収支改善

の一因をなしている。

　ただし、M&Aを通して事業拡大を進めた結果、ゼネラル・ミルズ社も12年末

に59億ドル余の長期負債を保有する。後に取り上げるように、主要食品会社は

M&Aに依存して事業展開を進める結果、いずれの会社も多額の長期負債を保有

している。このような財務構成は、同社の経営上の懸案をなすものであろう。

　　(2) ケロッグ社 

　　　１）沿　革

　1898年に、W.K.ケロッグ（Kellogg）がアメリカ最初の小麦フレ－クを開発し、

99年にサナトリウムの患者向け食事としてフレ－ク状シリアルの生産、販売を

開始した。この成功にもとづいて、1906年にミシガン州でフレ－ク、シリアル

の生産、販売会社を設立する。これが、同社の起源である101)。1910年代にコ

－ンフレ－ク類の新製品を次々に開発し、さらにメ－ルオ－ダ－などの斬新な

販売方法も導入して、シリアル、フレ－ク事業を急速に拡大させた。新食品の

開発企業としての声価の高まりを背景に、22年に社名をケロッグ社（Kellogg 

Co）に変更し、同社が発足することになる。

　この間、14年のカナダを皮切りに、24年にオ－ストラリア、38年にイギリス

でコ－ンフレ－ク事業をそれぞれ開始し、早期に海外事業にも着手する。1930

年代の大不況期には労働者の就業機会確保を目的に、工場の操業を週当たり30

時間に短縮し、また、第二次大戦期に海外での従軍兵士用の携行食品を開発す

る、などの新機軸によっても注目された。第二次大戦期の携行食品の開発は、

60年代末のアメリカの宇宙飛行用の携行食品の開発につながり、シリアル、フ

レ－ク類のトップ企業の地位を第二次大戦後も維持した。

　しかし、60年代末から70年代にワッフル、サラダ、パイ類などの各種簡便食

品関係の会社（これらは、比較的小規模な会社である）を買収するものの、競

争相手のゼネラル・ミルズ社などに比べると102)、事業の多角化に後れをとり、

80年代前半までに同社のシリアルの国内シェアも36％前後に低下した。このた
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め、80年代以降、シリアル関係の多くの新製品の開発に着手し103)、とくに成人

向けシリアル市場の開発に成功した。しかし、シリアル市場の成熟化にともな

い、90年代には経営不振に陥り、90年代末には経営陣が全面的に交代した104)。

このなかで、新たな事業分野への進出が開始される。

　その動きが、90年代半ばの簡便食品部門の創設、コナグラ・フ－ズ社との協

調によるシリアル・ラインの増強、および肉代替食品の製造会社の買収による

冷凍食品、加工肉食品分野への進出である105)。これとも関連して、アメリカ

国内を中心に事業の売却、整理を進める一方、海外事業に一層、重点を置くよ

うになる106)。それは、企業の組織再編をともなった。2000年には、同社の組

織はアメリカ事業と国際事業の２つに再編された。

　企業の組織再編と並行して、2000年代にはさらに積極的な事業再編が追求さ

れる。それは、01年の世界的なスナック企業のケブラ－・フ－ズ（Keebler's 

Foods）社の買収である。この買収には45億ドルを要した。これにより、スナッ

クがシリアルと並ぶ当社の主要食品を構成する107)。2000年代半ばまで、買収

したケブラ－・フ－ズ社の事業再編に重点が置かれた。その後、2000年代後半

には海外でのスナック事業を積極的に推進するようになる。これは、08年の中

国のクッキー・クラッカ－の会社、ロシアのクラッカ－、ビスケット、朝食用

シリアルのトップメ－カ－、およびオ－ストラリアの朝食シリアル製造業者、

などのそれぞれの買収に代表される108)。

　これ以外に、グロ－バルなスナック事業の拡大を目標に、いくつかの関連事

業を買収している。とくに、12年にはポテトチップ関連の有力会社の主力ブラ

ンドを買収し109)、スナック売上高はペプシコ社に次ぐ、世界２位の地位を占

めるようになる。また、肥満を中心とする健康問題に関する食品事業も重視し

ている。食品の脂肪含有量の軽減、および肉を含まないハンバ－ガ－の生産な

どが、その一例である110)。

　　　２）事業展開とその特質

　沿革にみるように、同社は、コ－ンフレ－クを中心にシリアル食品の可能性

に早期に注目した。そして、独創的な簡便食品の開発を通して、アメリカの食

生活にも大きな影響を与えてきた。シリアル分野のブランド商品の数多くの開

発、生産の先駆者として、長期にわたって順調な事業発展を遂げてきたのであ
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る。しかし、シリアル市場でのゼネラル・ミルズ社などとの競争激化およびそ

の市場の成熟化にともない、90年代以降、既存事業を整理しつつ、食品事業の

多角化を積極的に追及している。それは、早期に着手していた海外事業の一層

の拡大、国内の低収益事業からの撤退、およびスナック類の中心事業への組み

入れ、などである。シリアルを中心事業に位置付けつつも、ケブラ－・フ－ズ

社の買収に示されるように、2000年代以降、成長が見込めるスナック類の事業

拡大を追求している。とくにスナック類の需要増が見込まれる、中国、旧ソ連

などの新興諸国を、海外事業の主要な対象地域に位置づけている。

　11年度の売上高は、シリアル類51％、スナック類37％、冷凍・特殊食品12％

の構成である。また、地域別の売上高構成は、北米67％、ヨ－ロッパ18％、ラ

テンアメリカ8％、アジア・太平洋7％である(表21）。アメリカ国内を中心とす

る北米事業の比重は高いものの、ヨ－ロッパ、アジア、中南米などを中心に、

ライバル企業のゼネラル・ミルズ社よりも広範に海外事業を展開している。早

期に海外事業に着手し、第二次大戦以前から海外事業を重視してきたことが、

その背景をなしている。当社の主要商品は17 ヵ国で製造され、180 ヵ国で販売

される。

　　　３）企業経営をめぐる動きなど

　企業経営とその課題は、事業展開にほぼ対応する。シリアル分野での安定的

な地位によって、70年代までは新たな経営対応を迫られることはなかった。企

業の社会的責務に企業活動の一つの重点を置いたのも、その安定した経営に支

えられている。しかし、シリアル市場での競争激化のなかで、食品事業の多角

化を追求するようになる。それが、M&Aによるスナック類、冷凍食品などの調
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理食品・特殊食品などへの進出、およびそれによる事業拡大である。

　この際、ゼネラル・ミルズ社と同様に、商品のブランド力をとくに重視する。

それは、02年のディズニ－会社との提携による、ディズニ－のキャラクタ－の

当社のシリアルの新規ブランドへの活用の動き、などに示される111)。子供向

けシリアル、スナックが海外の新興諸国を中心に大幅な販売増が期待されるな

かで、ディズニ－のキャラクタ－が、それらの地域、諸国の子供、家族にもア

ピ－ルするとの経営判断にもとづいている112)。スナック類、および健康に配

慮する加工食品分野への進出に際しても、ブランド力のある企業を買収対象と

して選択している。これは、大型量販店との取引関係への配慮も一因をなして

いる113)。

　ただし、ブランドを重視する経営多角化は、M&Aにともなう調達資金を嵩上

げしている。この結果、同社が保有する長期債務額は、11年の50億3,700万ド

ルから12年には60億8,200万ドルへと大幅に増加している114)。12年度の売上高、

純収益額は、それぞれ 141億1,970万ドル、12億6,500万ドルである。10年前後

まで停滞していた売上高は、スナック部門の拡充によって、11年以降、増大し

ている（表22）。しかし、収益率は若干低下しており、ゼネラル・ミルズ社を

２～３％下回っている。このため、事業が競合するゼネラル・ミルズ社に匹敵

する収益率の確保が、当社の最大の経営課題をなしている115)。なお、同社の

株式の23％はケロッグ財団によって所有される。株式の所有構成からすると、

同社は同族企業の性格も一部に有している。このため、同社がM&Aの対象とさ

れる可能性は小さい。このことは、同社の経営面における一つの強みであろう。
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　　(3) コナグラ・フ－ズ社

　　　１）沿　革

　1919年にA.キニ－（Kinney）がネブラスカ州の４つの製粉会社を統合し、ネ

ブラスカ合同製粉会社（Nebraska Consolidated Mills）を設立した。これが、

同社の起源である。42年にアラバマ州での飼料工場を開設するものの、50年代

まではネブラスカ州内の製粉企業にとどまった。事業拡大が目立つのは、飼料

製造と家禽加工処理の分野に進出する60年代以降である116)。70年までに、南

部のアラバマ、ジョ－ジア、ルイジアナ州で家禽の加工処理会社を相次いで買

収し、71年にコナグラ社（ConAgra）に社名を変更した117)。さらに、肥料、鯰、

アクセサリ－などの各種事業に参入し、コングロマリット的な事業展開をする。

しかし、70年代前半には財務問題による経営危機に直面した118)。これを契機に、

農産・食品関連分野に事業を特化し、80年代以降、M&Aを駆使して急速な企業

成長を遂げるようになる。

　80年代のM&Aによる同社の事業拡大は、実にダイナミックである。82年に巨

大製粉会社、ピィベィ－社（Peavey Co）を買収し、一時的にではあるにせよ、

公開会社としては最大の穀物取引・製粉会社となった。それ以外に、有力冷凍

食品会社を相次いで買収し119)、さらに牛肉を中心とする食肉事業にも参入し

た。食肉関連事業の買収には、著名ブランドを有する多くの有力企業の事業部

が含まれる120)。80年代のM&Aを通して、同社は穀物取引・流通業に加えて、食

肉生産（牛肉、豚肉）および冷凍食品の主要企業に成長したのである。

　90年代にも、M&Aに依拠する事業拡大は続く。ただし、90年代には加工食品

を中心とする食品分野に事業展開の重点を移行させた。それを代表するのは、

91年のビアトリス・フ－ズ社（Beatrice Foods）の買収である121)。加えて、

他のいくつかの食品事業の買収を通して122)、食肉製品、冷凍食品以外のスナッ

ク類、パン製品などの簡便食品、および調理食品分野の代表的な食品企業に位

置するようになる。2000年代にも、野菜およびポテト関連の加工食品分野、お

よび高齢者向け食品サ－ビス業などへ、M&Aを通して参入している。その一部

には、海外への事業進出も含まれる。

　しかし、90年代までのM&Aによる新たな領域への事業進出とは対照的に、

2000年代以降、大胆な事業の再編、整理を積極的に進めるようになる123)。こ
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の結果、80 ～ 90年代に買収した多くの企業・事業が売却処分されている。な

かでも、食肉、水産物関連事業を全面的に売却、整理し、家禽および牛肉・豚

肉関連事業は大幅に縮小された。事業売却は、2000年代前半の04年前後に集中

し、それとともに経営責任者の交代による経営の徹底的な再構築も追求される

124)。同社の食肉関連事業の売却、整理は、アメリカの食肉事業の再編にもつ

ながる大規模なものである。

　同時に、企業組織の抜本的な再編も図られる。それまでの３事業部制から２

事業部制へ企業組織は再編された125)。企業の組織再編は、事業の合理化、再

整理にともなうが、2000年代に生じた様々な経営問題への対応からも要請され

た。このように、2000年代に入って以降、川下の消費者用食品に重点をおいた

企業・事業の買収も多数にのぼるが126)、既存事業の売却･整理はさらに多岐に

わたっている。あまりに多岐の事業を整理、処分しているため、その正確な追

跡も困難なほどであり、現在もその渦中にある。　

　　　２）事業展開の特徴と事業の概要

　製粉業から出発し、農産品関連の多くの分野に参入し、一時的にコングリマ

リット的な異業種展開を経て、食肉、冷凍食品を中心とする加工食品事業に転

換した。このような農産品から食品への事業転換は、70年代末から80年代初頭

に図られた127)。それ以降、食品の新事業分野への参入を積極的に推進し、調

理食品を中心に川下の加工食品関連に事業を集約する経路をたどってきた。こ

のような川下重視のなかで、食品供給サ－ビス業も、同社の食品事業の重要な

一部を構成している。

　製粉、食肉から調理食品を中心とする多様な各種食品の生産、販売への事業

転換は、80年代以降の30年間に集中的に行われている。当社の中心となる事業

領域あるいは業種は、短期間に急速に変化を続けている。その業態転換の早さ

は驚異的ですらある。業態転換化は、全てがM&Aおよび買収した企業、事業の

売却・整理によっている。迅速な事業再編を続けるアメリカの主要食品会社の

なかでも、業態転換を急速に進めている点では、同社は最右翼に位置する。

　消費者と密接に結びつく川下の加工食品を主要事業とするため、事業領域は

多岐にわたる。主要な加工食品製品は、缶詰・冷凍食品、乳製品、食用油脂、

調味料・食品添加物、穀物加工食品（パスタ・シリアル）、食肉製品、ソ－ス・
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香辛料、スナック食品で構成される。工業セン

サスの食品製造業の分類に従うと、当社が関わ

る部門は、製粉、脂肪・油脂の精製・加工、冷

凍食品の製造、乳製品加工、食肉の加工処理、

水産物加工、冷凍ケ－キ・パイおよびスナック

食品となる128)。　

　なかでも、冷凍食品を中心とする調理食品類のアメリカ最大のメ－カ－に位

置する。ここに、当社の事業の最大の特徴を見出せる。調理食品類の比重が高

いことを背景に、高齢者向け食事の宅配、病院など各種施設への食事提供・配送、

などの食品サ－ビス業も同社の重要な事業を構成する。2000年代半ばから開始

された、その事業は急速に比重を高めている129)。この結果、12年度の業務用

の調理食品の販売額は同社の売上高の34％を占めるにいたった（表23）。食品

供給チェ－ンの川上、川中の事業を売却、整理する一方で、消費者向け食品へ

の集中を目指す事業展開の結果である。

　　　３）企業経営をめぐる動き、問題

　M&Aを駆使して、例をみないほどの早さで事業転換を推進する経営方針のも

とでは、財務問題が重要な経営課題とならざるをえない。2000年代に入って、

90年代までに買収した企業、事業を積極的に売却処分し、その売却処分の件数

は実に多数におよんでいる。これは、90年代までの積極的なM&Aの反動であり、

また、保有負債額の増大への対応でもある。

　利用しうる資料を入手できないが、2000年代前半の経営収支の悪化も、財務

問題が一因をなすとみられる。12年度の当社の利子支払額は純収益額の33％に

相当する。負債保有額による支払利子の増加は収益率を低下させる一因でもあ
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る（表24）。同時に、急速に進める業態転換も、企業経営には不利に作用しが

ちである。2000年代半ばに、労働訴訟、サルモネラ菌に汚染されたバタ－ピ－

ナッツ、挽肉の大量回収、などの多岐にわたる経営問題が集中的に発生してい

る。短期視点にもとづく経営対応は、不可測の経営問題を発生させることにな

る。このうち、労働訴訟は買収した食肉企業から引き継いだものである。この

労働訴訟問題が、食肉事業の売却処分の一因をなしている。

　このなかで、2000年代半ば以降、高齢者向け食品供給サ－ビスなどの新事

業も重視している。また、主要加工食品分野でのプライベ－ト・ブランドの販

売拡大にも重点を置いている。これは、大型量販店との関係で、取引量を増大

させる経営方針にもとづくものであろう。この点は、ブランド力を重視するゼ

ネラル・ミルズ社、ケロッグ社と対照的な経営対応である。関与する加工食品

分野での、同社は最大のプライベ－ト・ブランドの生産会社となっている130)。

大型量販店との取引関係では、プライベ－ト・ブランドに活路を見出す経営戦

略である。

　この経営対応によって、同社の収益性は2000年代半ばと比較すると、若干、

回復している131)。それでも、11年度の売上高、純収益額は、それぞれ123億

300万ドル、８億3,000万ドルであり、最近３年間の収益率は、若干であるが低

下を続けている。11年度の従業員数も２万3,200人と前年度から1,000人以上減

少し、これも経営合理化にともなうものである。他の巨大加工食品会社の収益

率と同等の水準をいかに達成するか、これが同社の主要な経営課題をなしてい

る。

　　(4) クラフト・フ－ズ社 

　クラフト・フ－ズ社は、2012年に企業組織を抜本的に再編した。この結果、

モンデリ－ズ・インタ－ナショナル社（Mondelez International,Inc.）と北

米の食品事業に特化するクラフト食品グル－プ(Kraft Foods Group,Inc.）の

２つの独立会社に分離された。前者は、2010年に買収したイギリス最大の製菓

企業キャドバリ－・モンデリ－ズ・インタ－ナショナル社（Cadbury Mondelez 

International Inc）の社名の一部を借用し、クラフト食品会社の海外事業と

北米のスナック事業を引き継ぐ。後者は北米のスナック部門を除く食品・飲料

事業を継承する。ただし、現在は２社への組織分割から１年を経ていない。こ
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のため、ここでは、12年の企業分割以前のクラフト・フ－ド社に関して紹介する。

　　　１）沿　革

　1980年代末以降の同社をめぐる組織再編の動きはめまぐるしい。とくに、

2000年代には、同社は食品業界におけるM&Aの最重要の対象企業とされた。こ

の結果、親企業および主要株主の利害も関係して、企業組織の分割、スピンオ

フなどを繰り返している。正確に追跡することも難しいほどの、企業組織の変

遷である。12年の企業分割もその一環に位置する。

　同社の起源は、1903年のJ.L.クラフト（Kraft）によるシカゴの食料品店

へのチ－ズ配送に遡る。４人の兄弟と協力して、09年にクラフト兄弟会社

（J.L.Kraft&Bros.Company）を設立した132)。それが、同社の発足にあたる。14

年までにチ－ズ工場を開設し、とくに15年にはアメリカで最初の低温殺菌チ－

ズを開発し、事業発展の基礎を築いた。以後、1920年代から30年代には、チ－

ズ関連の企業買収を通して事業拡大を続け、この間、一時的に社名も変更した。

また、マ－ガリン、ドレッシングなどの新たな食品分野にも早くから参入して

いる。

　第二次大戦後、50年代から80年代末までも、何回かの社名変更を繰り返し、

その組織変遷も錯綜している。50年代から70年代に海外市場への進出を果たし

て、チ－ズなどの乳製品を中心に食品企業として発展した133)。しかし、80年

代初頭には、コングロマリット企業となり、異業種の企業買収を進めた。ただし、

これも一時的であり、異業種部門を短期間に売却している134)。この動きを経て、

88年に巨大煙草企業、フィリップ・モリス（Phillip Morris）社に買収され、

同社の子会社に組み入れられる135)。買収された翌年の89年に、ゼネラル・フ

－ズ社（General Foods）（同様にフィリップ・モリス社によって買収されていた）

と組織合体した136)。これによって、当時のアメリカ最大の食品会社としての

クラフト・ゼネラル・フ－ズ社（Kraft General Foods）が誕生した。ただし、

それはフィリップ・モリス社の持株子会社として、その傘下に置かれたもので

ある。

　ゼネラル・フ－ズとの合併により、旧来のクラフト・フ－ズ社の事業は抜本

的に再構成され、食品分野としては、シリアル、製菓、飲料の比重が増大した。

90年代には成長が期待される事業を買収する一方で、低収益事業の売却も繰り
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返される137)。収益性の改善に直結する事業の再構成が続き、この過程で調理

食品・簡便食品の事業分野が重視されるようになった。　

　2000年代の組織再編は、さらにめまぐるしい。それは、親会社のフィッリ

プ・モリス社がM&Aを主要業務とする事実上の投資会社となり、傘下の持株

子会社の組織再編を、投資目的に活用したことによる。2000年までに食品事

業の組織再編が開始され138)、01年には持株会社のクラフト・フーズ（Kraft 

Foods,Inc.）社が創設された。フィリップ・モリス社が買収した食品関係の全

ての事業が、そこに糾合された。同時に03年に、親会社のフィリップ・モリス

社も、アルトリア・グル－プ（Altria Group)に社名を変更している139)。

　2000年代初頭以降、親会社の経営戦略にもとづき、大規模なM&Aが絶え間な

く追及される。１つは、2000年のナビスコ持株会社（Nabisco Holding）の買収

である。これ以外に、いくつかの巨大食品会社のM&Aが積極的に追求される140)。

また、食品事業の持株会社としてのクラフト・フーズ社の創設にともない、03

年にその株式がニュ－ヨ－ク株式市場に新規上場され、親会社のアルトリア・

グル－プから組織的に独立するようになった141)。

　2000年代前半は公開の独立会社への移行にともなう、様々な経営問題への対

処の時期に相当する。この過程で、不振事業、周辺ブランドは、キャンディ類

を中心に集中的に売却、処分された142)。また、アルトリア・グル－プからの

独立は、煙草の第二次汚染問題から食品事業を切り離すものであり、食品事業

の展開には有利に作用した143)。この経営環境を活用して、社会的関心を益々

集める肥満問題にも取組むようになる。それは、食品製品の脂肪、砂糖の含有

量の減少、製品サイズの小型化、などである。

　2000年代後半には、ブランド構成をより明確にする方向で、食品事業の再構

成が追求される。それは、シリアル事業の売却につながっている144)。同時に、

製菓分野を中心に海外事業を拡大し、グロ－バルな食品企業としての発展方向

が明確となる。この結果が、ビスケット、クッキ－事業の拡大であり、グロ－

バルな製菓企業としての発展である。2000年代後半には、ヨ－ロッパを中心に、

ビスケット、クッキ－などの事業を集中的に買収し、そのなかには07年のダノ

ングル－プ（Groupe Danone）のクッキ－、ビスケット事業部の買収も含まれ

る145）。
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　この動きは、10年の世界的なイギリスの製菓企業、キャドバリ－社（Cadbury）

の買収につながる146）。この買収により、クラフト社は世界最大の製菓企業に

位置するようになり、12年のクラフト・フ－ズ社の２社への分割に帰結するの

である。

　　　２）事業展開とその特徴 

　創業以降から長期間、同社はチ－ズなどの乳製品分野を中心事業としてきた。

しかし、フィリップ・モリス社の買収による89年のゼネラル・フ－ド社との組

織合体の結果、売上高で全米１位の食品会社になるとともに、事業構成も大き

く変化した。乳製品に加えて、シリアル、スナック、製菓の比重が著しく増大

する。乳製品の比重の低下は、北米市場でフランス、イタリア系の乳製品会社

が市場シェアを急速に伸長させたことも影響する147)。さらに2000年代の企業

再編にともなう事業の再構成を通して、グロ－バルな製菓企業の志向も明確と

なる。その画期が、200年の歴史を有する著名なイギリスの製菓会社、キャド

バリ－社の買収である。この統合を通して、長らくキャンディメ－カ－として

首位の座に君臨してきたマ－ズ（Mars）社の地位を、同社は凌ぐようになった。

　このようなグロ－バルな事業展開は、チ－ズ製品のブランド力を重視し、早

期に海外事業を拡大してきた、同社の企業発展の歴史的な経緯を背景とする。

同時に、2000年代後半以降のグロ－バルな製菓事業の推進は、新興諸国などに

おける近い将来の食品消費趨勢の予測にもとづいている。新興諸国などの消費

趨勢を先取りし、そこに焦点を当てるグロ－バルな経営戦略に立脚するもので

ある。

　それは、2012年に２社に分割して新しく創出されたモンデリ－ズ・インタ－

ナショナル社の品目別、地域別の売上高構成にも示される。後でもみるように、

モンデリ－ズ・インタ－ナショナルの売上高構成では、ビスケットも製菓に含

めると、製菓類が販売額の70％以上を占める。売上高の地域別構成でも、途上

諸国41％、ヨ－ロッパ39％であり、途上諸国での売上高比率を急速に上昇させ

ている。ビスケット、チョコレ－トなどの製菓を中心に、途上諸国市場を重視

する事業展開が、キャドバリ－社の買収を契機に強まっていることは明らかで

ある。

　同社が主力とするビスケット、チョコレ－トなどの製菓類の需要は、経済成
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長を続ける新興諸国で、さらなる大幅な伸びが予想される。経済成長にともな

う食品の消費趨勢として、子供向け製菓類の消費の伸びがとくに大幅なことは、

先進諸国における過去の経験則として知られる。このような事業展開のなかで、

11年度の同社の売上高規模は、ネスレ社、ペプシコ社に次ぐ、世界３位に位置

する。

　　　３）企業経営をめぐる動き、問題

　同社は、1980年代までも絶えざるM&Aを通して企業の組織再編を続けてきた。

この動きは、88年のフィリップ・モリス社による買収以後、さらに鮮明となる。

M&Aによる組織再編は、投資資金の回収、投資収益の確保を最大の目的とする。

この結果、食品事業も企業経営の観点からすると、投資目的に全てが従属する

ことになる。フィリップ・モリス社による買収以降のクラフト社の経営は、そ

の典型例でもある。親会社の投資判断で、食品事業の買収、あるいは売却・整

理が行われている。

　この結果、企業の組織再編も、投資収益の確保、株価の引上げのための方策

に位置づけられる。それは、03年の株式の上場によるクラフト・フ－ズ社のア

ナトリア・グル－プからの独立、その株式上場にも該当する。アナトリア・グ

ル－プにすると、クラフト・フ－ズ社の株式新規公開は、投資資金の回収を目

的とするものである。また、株式新規公開によるクラフト・フ－ズ社の独立は、

同社が外部からの金融取引（投資）の対象となることを意味する。それは、一

部投資家によるクラフト・フ－ズ社の株式買い占め、大口投資家による同社へ

の絶えざる経営介入への道を拓いている148)。2000年代後半にグロ－バルな製

菓事業に食品事業が収斂されるのも、有力投資家の意向が強く影響するとされ

る。

　さらにキャドバリ－社の買収にも金融業者、投資家が関与し、投資家の関与

が同社の企業経営に大きな影響を与えている。それは、企業価値の増大、株価

上昇が、最大の経営課題となることと同義でもある。このことが、グロ－バル

な製菓企業を志向する動因をなしている。しかし、絶えざるM&Aによる組織再

編は、同社が保有する負債額を増大させ、その財務構成が経営問題に転化する

要素を内在化させる。事実、11年度の同社の保有負債額は585億ドルにおよび、

売上高を上回る巨額の規模となっている。
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　11年度の売上高、純利益額は、543億6,500万ドル、35億2,700万ドルを計上

するものの、純利益率は6.5％であり、ゼネラル・ミルズ社、ケッログ社など

を相当に下回る（表25）。加工食品会社としての収益率は、相対的に低位で推

移している。これも、組織再編に付随する巨額の保有負債がその一因をなすと

みられる。12年の企業組織の抜本的な再編も、財務問題を背景としている。11

年の従業員数は12万6,000人であり、従業員数の削減にも努めている。

Ⅲ　食品製造業の構造再編：その動因と帰結

　１　企業再編の動因としてのM&A（企業合併・買収）

　Ⅱにみたように、主要食品会社の企業組織はいずれも急速に変化し続けてい

る。それにともなう事業再編あるいは業態の変容、転換も、実にダイナミック

である。そして、この動きが食品製造業全体の構造再編につかながっている。

この際に、企業再編の経緯は個々の企業ごとに固有なものの、その方策をM&A

に全面的に依拠する点では、Ⅱで取り上げた全ての企業に共通する。

　歴史的にみると、食品産業のM&Aはアメリカ経済全体における企業合併・買

収と時期を同じくし、世紀末から1960年代まで間欠的に繰り返えされてきた。

なかでも食品製造業は、アメリカの製造業のなかでもM&Aによる企業再編が最

も盛んな分野である。1960年代のM&Aは、コングロマリット的な統合（異業種

統合）に、食品事業を組み入れることを特徴とした。60年代のコングロマリッ

ト的な統合を経て、食品製造業でのM&Aによる企業再編は70年代末から80年代

にさらに過熱化し、2010年代前半の現在におよんでいる149）。

　例えば、82年に売上高で上位５～ 15位に位置する食品会社は、77年には４
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社を例外とする全てが15位未満に位置していた。同期間の売上高規模別の企業

ランクの劇的な変化は、そのほとんどがM&Aによるものである150）。このように

70年代末から80年代初頭以降、食品製造業のM&Aはブ－ムと言えるほどの活況

を呈した。80年代のM&Aは、アメリカ経済全体の現象ではある。しかし、食品

製造業におけるM&Aの過熱化は、他分野をはるかに凌いでいる。80年代のM&Aブ

－ムには、レ－ガノミックスの経済政策が大きく影響している。この点には立

ち入らないものの、食品製造業でのM&Aの過熱化には、食品製造業に固有な条

件が見出される。この点への言及が簡単にでも必要であろう。そこに、食品製

造業の業種としての特質が存在するからである。

　 (1) コングロマリット的な事業展開とM&A

　M&Aが食品製造業の構造再編と密接に関連する主要な一因は、1960年代まで

主要食品会社の相当数が、コングロマリット的な組織形態をとったことによ

る。アメリカの食品製造業に関する既存研究でも、コングロマリット的な組織

形態が市場に及ぼす影響が、企業行動と関連づけて論じられてきた。巨大なコ

ングロマリット企業が、他の事業分野で確保した収益を食品事業の買収に集中

的に投下し、そのことが当該食品分野の寡占化を生む一因をなす、との論議で

ある151)。

　これは、食品製造業の多くの分野で零細規模企業が多数を占めることとも関

係する。規模が零細であるために、当該部門の企業あるいは事業の買収は比較

的容易である。要するに、食品製造業の構造的特質が、コングロマリット的な

事業展開を容易にすることになる。それは、Ⅱでみた、スミスフィ－ルド・フ

－ズ社による、60年代の買収活動にも該当する。

　同時に、製粉業から出発したゼネラル・ミル社が、50年代に玩具製造に事業

の中心を転換させたように、主要食品会社もコングロマリット的な組織形態を

企業発展に活用してきた。食品製造業は、他の産業分野以上にコングロマリッ

ト的な企業組織と親和性を有するのである。そして、一旦、コングロマリット

の組織形態をとると、その一部をなす事業部門の買収、売却は、企業形態のう

えからも容易となる152)。

　　(2) ブランド力を求めてのM&A

　食品製造業でM&Aを活発化させるもう一つの要因は、その企業価値が食品製
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品のブランドに支えられることである。食品製造業のM&Aは、企業全体の買収、

売却ではなく、その有力ブランドを有する事業部門が対象とされることが多い。

新たに開発された食品製品が、市場評価を得るには長期間を要する。食品ブラ

ンドの市場価値は、長年にわたって培われた消費者の嗜好および消費者意識と

深く結びついている。それゆえ、短期間に企業価値（株価の上昇）を高める方

策としては、市場評価を確保しているブランドの所有企業、あるいはその事業

部門の買収が、最も容易かつ有効な方策となる。

　以上の食品製造業に固有な特質が、80年代にM&Aを活発にさせ、その事業再編

を生み出してきた。その動きの延長に、投資集団のクラビスによる史上最大の

250億ドルにのぼる、89年のRJRナビスコ社の巨額買収が存在する153)。RJRナビス

コ社の買収は、買収する対象企業の資産を担保にした資金調達（借入）にもと

づく企業買収、いわゆるLBO（leveraged buyout)の典型例をなしている。80年代

のM&Aは、次第にLBOが一般的になるが、それには買収対象の企業価値の再構築

と結びつく、金融機関・投資家集団の利害、思惑が深く関与する。それだけに、

それまでの食品製造業のM&Aと様相あるいは質を異にする。それは、一種の投資

ゲ－ム、ギャンブル的な金融取引の要素を従来以上に、M&Aに内在させるもので

ある154)。

　　(3) 金融操作によるM&Aと食品製造業の構造再編

　LBOによるM&Aの対象としても、食品会社は選好される。それは、LBOの成否

が資金の調達条件に依存するからである。買収主体にとって、資金調達の借入

条件としては、一時的な資金確保あるいは資金の流動性が重要な要件となる。

この点で、食品事業は“日銭を稼げる”業種である。食品事業は、借入資金

返済の繋ぎ資金の確保が比較的容易な分野である。このように、80年代以降、

LBOの方式がM&Aとして一般的になるにともない、M&Aの対象として益々、食品

会社は選好されたのである。

　ところで、90年代までのアメリカの食品製造業での海外直接投資は、NAFTA

（北米自由貿易協定）発効を背景に、カナダ、メキシコ向けでは活発化してい

た155)。しかし、Ⅱの主要食品会社のM&Aにみるように、部門ごとの差異を含む

ものの、食品製造業のM&Aは、国内の競合企業（あるいはその事業）の買収を

中心とした。M&Aを通して、当該部門の生産シェアの拡大、あるいは関連事業
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領域の拡大が追求されたのである。タイソン・フ－ズ社によるIBP、スミスフィ

－ルド・フ－ズ社による旧ビッグファイブ２社の関連事業のそれぞれの買収は、

当該食肉分野のシェア拡大、あるいは事業領域の拡大を追求するものである。

　アメリカの食品製造業の海外直接投資は、カナダ向けなどを例外とすると、

90年代までは他のヨ－ロッパ系の巨大多国籍食品企業に比べると、相対的に遅

れをとってきた156)。しかし、90年代末から2000年代に入ると、Ⅱにみたように、

主要食品会社のいずれもが、M&Aあるいは資本参加による海外事業への進出を

強めている。クラフト・フ－ズ社によるフランスのデノン社のビスケット事業、

およびイギリスの巨大製菓会社、キャドベリ－社のそれぞれの買収は、その動

きを代表的に示している。また、タイソン・フ－ズ、スミスフィ－ルド・フ－

ズおよびカ－ギル食肉事業部などの食肉会社のM&A（あるいは資本参加による

合弁事業）も、海外企業を対象とするものに重点が置かれるようになる。その

際に、対象地域としては新興諸国が重視される。M&Aによる海外事業の展開は、

当然のことに、市場の成長が最も期待できる諸国、地域を対象とするからであ

る。

　２　食品製造業の事業再編

　1980年代以降の食品製造業の企業再編は、その事業再編と並行している。た

だし、事業再編の実態は、食品製造業の各々の部門、分野ごとに一様ではない。

ここでは、Ⅱで示される、食肉関連および加工食品のそれぞれの分野に即して、

事業再編の実態を整理しておこう。

　　(1) 食肉関連分野

　食肉関連分野の事業再編は、広義に解釈した技術革新と密接に結びつく。そ

れは、タイソン・フ－ズ社の前身のIBP社が肉牛の屠殺･加工処理事業の革新の

担い手となる経緯にも示された。Ⅱで明らかにしたように、技術革新は、肉牛

の屠殺・加工処理工場の大規模フィ－ドロットの近接地への移転、および部分

肉の開発による牛肉の加工処理の工程革新に代表される。この技術革新を通し

て、牛肉の生産、出荷の効率性は著しく増大した。早期に工場の立地移転を行

い、部分肉への加工処理の工程革新を実施した企業の食肉事業の比較優位が高

まり、旧ビッグファイブは事業から退出を余儀なくされた。それは、肉牛の屠
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殺･加工処理（メ－トパッカ－）業界の再編、および食肉事業の再編を意味し

た157)。部分肉の工程革新は、豚肉の加工処理にも普及し、豚肉関連分野の構

造改革も促されたのである。

　同様なことは、家禽部門での孵化から飼養、屠殺・加工処理までの一貫経

営、垂直統合的な事業システムの組織化にも該当する。家禽部門でいち早く実

現した、川上から川下までの事業の垂直統合は、その事業システムを導入した

企業の競争力を強めることになった。垂直統合的な事業システムが、孵化、飼

養、加工処理の各々の段階を連結する生産コストを大幅に削減したことによる。

M&Aを通して、家禽分野の垂直統合をいち早く実現したタイソン・フ－ズ社が、

アメリカ最大の食肉企業に成長したことが、その証である。

　垂直統合的な事業システムは、フィ－ドロットの近接地への屠殺･加工処理

工場の立地とともに、牛肉分野でも進行した。養豚は伝統的に家族農場によっ

て担われてきた。このため、豚肉分野の垂直統合的な事業システムは、家禽、

牛肉分野に遅れをとった。そのなかで、豚肉の加工処理の工程革新を進めたス

ミスフィ－ルド・フ－ズ社は、養豚と豚肉加工処理のそれぞれの業務をいち早

く統合した。これによって、スミスフィ－ルド・フ－ズ社は、急速な企業成長

を遂げた。80年代から90年代のアメリカの養豚、および豚肉加工処理事業のそ

れぞれの構造改革の担い手となったのである158)。

　食肉分野の垂直統合的な事業システムは、アメリカの食肉生産の生産性を大

幅に引き上げた。1987 ～ 2011年に食肉部門全体の従業員1人当たり平均出荷額

は22万5,800ドルから40万6,000ドルへと1.8倍に増大した159)。ブロイラ－を例

にとると、出荷するまでの飼養月齢、一羽当たりの出荷重量、出荷重量に対す

る飼料使用量（両者の相対比）のいずれの面でも、飼養効率は上昇を続けてい

る（表26）。食肉分野の垂直統合的な事業システムは、アメリカの食肉生産の

生産性の著しい引き上げにつながったのである。しかも、垂直統合的な事業シ

ステムは、後に触れるように家禽分野を中心に、家禽飼養とその屠殺・加工処

理工場の南部への立地もあって、賃金コストの引下げをともなった。

　このような食肉分野の垂直統合的な事業システムは、M&Aによる企業再編、

および事業再編と分かちがたく結びついている。三者は一体となって進展した

のである。ここに、90年代までのアメリカ国内を中心とする食肉分野の事業再
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編の最大の特徴が存在する。この際に、90年代までの食肉分野の事業再編は、

アメリカ国内を中心としていた。それは、国内での生産シェアの拡大の余地が

いまだ存在し、市場シェアをめぐる企業間競争が熾烈に展開したことの結果で

もある。

  このようなアメリカの主要食肉企業の事業展開は、国内市場の飽和化、成熟

化にともない、2000年代以降、海外に重点が移ることになった。それは、90年

代までに確立した、アメリカの垂直統合的な食肉事業システムの海外への普及、

拡大を意味する。いわば、アメリカ的な食肉供給システムは、アメリカの食肉

会社の海外事業の展開にともなって、グロ－バルスタンダ－ドとなるのである。

　　(2) 加工食品（消費者用食品）分野

　M&Aによる企業再編と事業再編との一体性は、食肉関連分野よりも加工食品

分野に一層、強く該当する。コナグラ・フ－ズ、クラフト・フ－ズの２社に代

表されるように、M&Aに次ぐM&Aを通して、めまぐるしい企業の再組織化と事業

再編、および業態転換が追求されてきた。これは、アメリカ国内の食料消費の

成熟化にともない、食品嗜好の微妙な差異、変化が市場条件の変化につながる、

加工食品市場の特質も一因をなしている。また、アメリカの主要加工食品会社

は、加工食品に関する独創的な新規商品の開発を通して創業され、それが企業

発展の原動力となった歴史的な背景も影響している。主要食品会社は、加工食

品分野のそれぞれの主力商品（ブランド）を有し、そのブランド数の増加と新
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たなブランド創出を企業成長の梃子としたのである。

　この結果、食生活パタ－ンの変化とも関連する食料消費動向を予測しつつ、

加工食品のいかなる品目に経営資源を集中するかが、加工食品会社の重要な経

営課題となる。この際に、消費趨勢を先取りする新製品の開発が、有力な収益

源をなす。ただし、食品嗜好の変化は迅速かつ複雑なだけに、新商品の独自開

発よりは、新規の食品開発に成功した企業あるいは既存の有力ブランドを所有

する企業（あるいはその事業部）を、傘下に組み入れることが市場動向に最も

迅速に対応する方法となる。そのための方策としても、M&Aが最大限に活用さ

れる。このことが、加工食品分野の事業再編にM&Aが早期に、また最も頻繁に

活用された基本条件をなしている。

　このような食品加工業の特質のなかで、その事業再編は次のような方向が支

配的となっている。１つは、アメリカの食料消費趨勢を反映して、調理食品、

簡便食品の加工食品に占める比重の高まりである。コナグラ・フ－ズ社の業態

転換は、その典型例である。加工食品分野で、健康食品、機能食品が一様に重

視されるのも、新たな食料消費パタ－ンに対応するものである。２つには、主

要食品会社が最も比較優位を有するそれぞれの加工食品分野に特化する動きで

ある。これは、ゼネラル・ミルズ、ケロッグの２社のシリアル、スナック類へ

の、クラフト・フ－ズ社の製菓、スナック類への、それぞれの事業集中に示さ

れる。それは、ブランド力の強化による収益性増大を目指す事業再編と、ほぼ

並行する動きである。

　３つには、アメリカ国内の食品市場としての食品サ－ビス市場の比重増大に

ともなう、その事業への組み入れである。これは、高齢化、単身世帯の増加な

どの社会構造の変化にともなう外食依存への一層の高まりとともに、各種施設

への食品供給、食品配送などの需要増大を背景とする。この結果、食品事業全

体に占める食品サ－ビス事業の比重が急速に増大している。食品サ－ビス事業

の比重増大は、調理食品、簡便食品の比重増大と軌を一にする。このことは、

加工食品会社の事業が、末端の実需者に限りなく近接する、川下分野に重点を

置くことを意味する。

　もう一つは、アメリカ国内の食品市場の成熟化にともない、今後、加工食品

の大幅需要増が見込める、新興諸国に重点を置く海外事業の展開である。ただ
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し、消費者用食品は、ヨ－ロッパ系の巨大多国籍食品会社が強い国際競争力を

有する。Ⅱで対象とした、アメリカの巨大加工食品会社は、いずれも有力な巨

大多国籍食品会社である。アメリカ系多国籍食品会社にとって、ヨ－ロッパを

拠点とする多国籍巨大食品会社と、それぞれの加工食品分野でいかなる棲み分

けをしつつ事業展開を図るか、このことが今後の事業再編の重要な課題をなし

ている。

　　(3) M&Aによる事業再編と雇用条件の劣悪化

  食肉、加工食品のいずれの分野でも、企業および事業の再編は、M&Aに全面

的に依拠してきた。この過程で、M&Aは事業再編の方策であると同時に、それ

自体が自己目的となる傾向を強めている。そのことが、当該食品分野の事業再

編にも様々なかたちで影響を与えている。

　RJRナビスコの買収劇に典型のように、投資収益の追求がM&Aのもともとの動

因をなしている。タイソン・フ－ズ社がM&Aを通して企業再編を図るのも、投

資収益の迅速な確保を目指すためである。とくに、M&Aが買収対象企業の資産

を担保とする資金調達による、いわゆるLBOが支配的になるにしたがい、金融

操作、資金調達の方策が企業経営に与える影響の度合いが一段と大きくなる。

M&Aを通して、企業の資本構成を中心に財務構成が一変するばかりか、計上さ

れる収益もLBOによるM&Aの当事者間で優先的に配分される。

　また、M&Aが投資収益の最大限の確保、および企業価値の増大（株価の引上げ）

を主要目標とする結果、低収益性、不採算部門の売却・整理、あるいはコスト

削減（合理化）を通した当該事業部門の徹底的な再構築（リストラ）が追求さ

れる。すでに、食肉分野では、垂直統合的な事業システムの構築が、雇用条件

の劣悪化と並行したことに言及した。これは老朽化した工場の廃棄をともなう

食肉加工処理工場の移転を契機とするが、直接的にはM&Aの所産である。表４

にみたように、食肉製造業分野の賃金水準は、食品製造業のなかでも最も低い。

この事実は、食肉事業が低賃金労働にいかに依拠するかを端的に示している。

不法移民に労働力を依存することもしばしば報じられ、それも劣悪な雇用、労

働条件の温床となっている。

　食肉分野での高生産性を追求する事業展開が、その労働条件の悪化といかに

密接に関連しているか、これに関しては、最近、刊行された優れたドキュメン
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ト的な著作が生き生きと伝えている160)。それらの著作にも紹介されるように、

家禽部門を例にとると、家禽の屠殺・加工処理企業は、賃金水準の低い南部に

工場を集中させ、ブロイラ－の調達も南部の近郊農家との飼育契約が支配的で

ある。家禽部門以外の食肉企業、例えば、肉牛の屠殺・加工処理でも、工場立

地の移動を契機に低賃金労働への依存を強め、以後、賃金の引き下げが続いて

いる161)。  

　このような労働条件の悪化は、M&Aが頻繁に繰り返される加工食品分野でも

一般的である。M&Aによって取得した企業価値の引き上げを目的に、徹底的な

事業の整理、合理化が実施される。とくに、LBOがM&Aの支配的方式になると、

借入金の返済のためにも、取得した企業、事業での厳しいリストラが実施され、

リストラ効果が生じると直ちに、それらは売却処分の対象とされる。加工用食

品分野のM&Aは、そのような事例に充ち満ちている。2000年にフィリップ・モ

リス社がナビスコを買収した際の、ナビスコ社の従業員の解雇がいかに多数に

およんだか、それはほんの一例にすぎない162）。

　このような金融操作によるM&Aの自己目的化は、雇用条件の劣悪化だけでな

く、食品製造業の収益性あるいは収益構造にも大きな影響を及ぼすのである。

　３　食品製造業の収益構造

　　(1) 食肉会社および加工食品会社の収益性

　食品製造業の各部門ごとの事業再編は、その収益構造にも影響を与えている。

それゆえ、食品製造業の主要部門の収益性を、Ⅱで取り上げた企業に即してみ

ておこう。各々の収益性が、いかなる条件、要因に依存するかに関しての簡単

な考察である。

　Ⅱのカ－ギル食肉事業部を除く６社の収益率には、部門ごとに大きな格差が

存在する。まず、この事実に留意しなければならない。売上高では、６社のな

かでもクラフト・フ－ズ社が群を抜き、それに次ぐのがタイソン・フ－ズ社で

ある。しかし、タイソン・フ－ズ社の売上高の３分２前後（あるいはそれ以下）

のゼネラル・ミルズ、ケッログ、コナグラ・フ－ズの３社の純収益額は、タイ

ソン・フ－ド社をはるかに上回っている。同様に、スミスフィ－ルド・フ－ズ

社の純収益額も６社のなかでは最少である（前掲表18）。同社の売上高は、ゼ
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ネラル・ミルズなど３社を下回るものの、その純収益額は加工食品３社との売

上高格差に配慮しても、格段に小さい。食肉会社の収益率は、加工食品会社を

相当に下回るのである。

　やや具体的にみると、07 ～ 11年のタイソン・フ－ズ社の収益率（売上高に

占める純収益の割合）は、黒字を計上した年でも0.3 ～ 2.7％、スミスフィ－

ルド・フ－ズ社の収益率は、07 ～ 12年に1.1 ～ 4.2％で、それぞれ推移する。

スミスフィ－ルド・フ－ズ社の収益率は、タイソン・フ－ズ社を若干上回る。

しかし、同社は、07 ～ 12年のうちの２年間に赤字を計上し、タイソン・フ－

ズ社の経営収支も09年に巨額の損益に陥っている。これに対し、ゼネラル・ミ

ルズ社の収益率は９～ 12％、クラフト・フ－ズ社、ケロッグ社の入手しうる

期間の平均収益率は７～８％弱である。コナグラ・フ－ズ社の07年以降の平均

収益率も、12年を例外として、６～８％で推移する（表27）。

　12年までの最近数年間に限ると、食肉関連２社の平均収益率は、加工食品４

社の４分１から５分１の水準にとどまる。また、食肉会社の収益率は年ごとに

大幅に変動することも特徴である。加工食品会社のなかでは、コナグラ・フ－

ズ社の収益率が他の加工食品３社を１～３ポイント下回っている。これも、食

肉関連分野がコナグラ・フ－ズ社の事業に、一部含まれることの影響かもしれ

ない。

　　(2) 食肉会社の収益性と飼料コストの増大

　食品製造業の収益性は、他の製造業分野よりも原材料およびエネルギ－コス

トに依存する度合いが大きい163)。例えば、2000年代前半のカナダの食品製造
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業に関する研究報告によると、食品製品の出荷額１ドル当たりに占める原材料

費は、平均すると60セントにもおよぶ。なかでも原材料費の出荷額に占める割

合は、家畜の屠殺･加工処理事業が最大である164)。これは、肉牛、豚などの家

畜肥育・飼養に占める飼料費の割合が高いことによるものである。食肉分野の

垂直統合的な事業システムは、川上の原料価格の上昇を玉突き的に各段階に波

及させ、その収益性に影響を与えている。09年にタイソン・フ－ズ社、08、09

年にスミスフィ－ルド・フ－ズ社は、いずれも損失を計上した。これも、07年

以降のトウモロコシを中心とする穀物価格の高騰によっている。食肉会社の収

益性が、飼料の価格動向にいかに依存するかを如実に示している。スミスフィ

－ルド・フ－ズ社が、飼料原料をトウモロコシからソルガムに切り替える方針

を打ち出したのも、飼料コストの削減が経営改善にとっての喫緊の課題をなす

ことを示している。

　食肉部門の労働条件は、低い賃金水準に労働環境も加わって、社会問題とな

るほど劣悪である。にもかかわらず、食肉会社の収益性は、とくに2000年代後

半以降、低迷を続けている。これには、飼料の主要原料をなす穀物の価格高騰

に加えて、食品会社の財務構成も影響している。　

　　(3)財務構成の収益性への影響

　食品製造業における負債・資産比率は、製造業全体の平均比率を上回って

いる165)。食品製造業でのM&Aによるドラスチックな企業再編は、外部からの資

金調達額を嵩上げさせる。このことが、食品製造業の負債・資産比率を上昇さ

せてきた。Ⅱで取り上げた食品会社の負債額は、いずれも巨額である。保有す

る長期負債額の売上高に対する相対比率は、一番低いタイソン・フ－ズ社では

7.8％である。しかし、それ以外の５社の保有長期負債額の売上高に対する相

対比は、いずれも25％をはるかに上回る。保有負債額の増大は、利子支払額を

嵩上げさせ、収益率の低下につながっている。　

　なかでも、保有する長期負債額の売上高との相対比は、加工食品会社の場

合に高くなっている。加工食品業でM&Aが執拗に繰り返された帰結である。ゼ

ネラル・ミルズ、ケロッグ、コナグラ・フ－ズ、クラフト・フ－ズの４社の長

期負債保有額の売上高に対する割合は、11年にそれぞれ、35％、40％、25％、

100％である（表28）。とくに投資目的に企業組織の再編を続ける、クラフト・
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フ－ズ社が保有する長期負債額は売上高を上回るほどの、巨額な水準である。

　また、負債総額に占める長期負債額の比率も、非常に高いことが特徴である。

11 ～ 12年に負債総額に占める長期負債額の比率は、最も小さいタイソン・フー

ズ社で38.6％であり、それ以外の各社の場合には、50％前後の高水準である。

　これにともない、経営費に占める支払利子額の割合も高くなっている。例えば、

M&Aを通して急速な業態転換を続けるコナグラ・フ－ド社の支払利子額は、12年

度には純利益額の33％に相当する。同社は、長期負債に加えて相当規模の短期

負債も保有している。このことが、支払利子額の増大につながっている。2000

年代に事業の売却・整理を、コナグラ・フ－ズ社が積極的に進めるのも、財務

構成の悪化に起因する。この結果、2010年以降、長期負債の保有額は減少しつ

つある。にもかかわらず、長期負債の保有残額は、依然として巨額である。こ

のような財務構成が経営収支を圧迫し、収益性を低迷させる一因をなしている。
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　アメリカの主要加工食品会社が保有する長期負債額がいかに巨額であり、そ

れが財務構成に影響を与えているかは、日本の代表的な食品会社の財務指標と

比較すれば明らかである。表29にみるように、日本の主要食品会社が保有する

長期負債額の売上高との相対比は高い会社でも10％を若干上回る水準にとどま

る。また、負債総額に占める長期負債額の割合も、最大の森永乳業でも27.8％

にとどまっている。これに対し、表28に示される、アメリカの主要食品会社の

長期負債の保有額の売上高との相対比は、日本の主要食品会社の１～９倍の水

準であり、負債総額に占める長期負債額の割合も２～５倍もの高水準である。

いかに、アメリカの加工食品会社の長期負債保有額が巨大であり、それが財務

構成の悪化につながっているかが示される。アメリカの巨大加工食品会社の収

益率は日本の主要食品会社を上回るものの、財務構成に大きな問題を抱えてい

るのである。アメリカの加工食品会社は、収益力向上を目的にM&Aによる事業

再編を進めてきた。しかし、そのことが、皮肉なことに財務構成を通じて会社

の存立基盤の弱体化につながっている。

　　(4) 大型量販店との取引関係

　食品製造業の収益性に影響をおよぼす、さらに重要な要因は、食品販売にと

もなう小売業との関係である。ここでは、川上から川下までの食品のサプライ

チェ－ンの各段階の取引関係には立ち入れない。ただ、近年の小売革命を通し

て、ウォ－ルマ－トに代表される大型量販店の取引力が増大の一途をたどって

いることは、周知の事実である。それは、小売業に占める大型量販店の販売シェ

アの大幅上昇によるものであり、廉価販売による大型量販店間の熾烈な販売競

争の結果でもある。

　この大型量販店間の廉価販売競争は、食品製造業者の小売業者向けの卸売価

格に当然、影響を与えることになる。販売シェアの上昇による大型量販店の仕

入れ量の増大は、食品製造業者と大型量販店との取引関係を、後者に有利に作

用している。このことは、主要食料品類の生産者価格と消費者価格間の上昇率

に相当な格差が存在することにも示される。原材料コストが急騰する2000年代

後半以降の時期を除くと、主要食料品の生産者価格は、1980年から2000年まで

10 ～ 20％台の上昇にとどまっている。これに対し、この期間に食品全体の消

費者価格は70％弱も上昇している（表30）。食品製造業の各々の分野では、１
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でみたように少数の製造業者への生産集中度が高まっている。とくに、食肉事

業の上位４社の生産集中率は、牛肉、豚肉、家禽のいずれの分野でも極めて高

水準にある。高度な垂直統合的な事業組織化を通して、寡占体制が確立してい

る。にもかかわらず、食肉の生産者価格は80 ～ 2000年までほぼ一定水準で推

移し、消費者価格への転化がみられない。このことが、さきに指摘した様々な

要因と合体して、巨大食肉会社の収益率を低位にとどめる収益構造を生み出す

最大の要因である。高度な寡占体制の確立にもかかわらず、それがウォ－ルマ

－トなどの大型量販店などとの取引関係に反映できないのである。

　とくに加工食品会社にとっては、大型量販店との取引関係は、その企業経営

にとっての重要な課題をなしている。加工食品の特性によって、大型量販店向

けの販売比率が高いからである。表31に示されるように、2010年にゼネラル・

ミルズ社のアメリカ国内の売上高の35％はウォールマート向けで占められる。

ケロッグ、コナグラの２社のウォールマート向けの販売額比率も、それぞれ
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20％、18％の水準に達している。

　しかも、2000年代にウォールマート向け販売額の比率は急上昇している。ゼ

ネラル・ミルズ社の02年のウォールマート向け販売額比率は12％であった。

2000年代に入っての８年間に、ゼネラル・ミルズ社のウォールマート向け販売

額の比率は３倍弱にも上昇している。ウォールマート１社で、これだけの高い

販売額比率を有すると、主要加工会社にとって、ウォールマート社との取引関

係をいかに維持するか、あるいは新たな取引関係を構築できるかが、重要な経

営課題とならざるを得ないであろう。

　４　食品製造業の事業再編をめぐる新たな動き

　アメリカの食品製造業の事業再編をめぐる新たな動きとは、外国企業による

アメリカの食肉企業の買収、および加工食品分野における巨大多国籍企業の事

業再編である。

　　(1) 外国企業によるアメリカの食肉事業の買収

　外国企業のアメリカの食肉事業の買収は、ブラジルの巨大食肉会社、JBSに

よるものを中心とする。JBSのアメリカの食肉会社の買収は、07年のスイフト

社（Swift Co.）の買収から始まり、08年にはスミスフィ－ルド・フ－ズ社の

牛肉事業、および肉牛のフィ－ドロット経営を買収し、2010年代初頭までにア

メリカ最大の牛肉生産業者に位置するようになった166)。JBSの買収は牛肉分野

に限らない。買収対象は家禽肉にもおよんでいる。家禽部門では、生産シェ

アのそれぞれ２位、３位を占めるピルグリムズ・プライド（Pilgrim's Pride）

社とゴ－ルド・キスト（Golid Kist）社の合併によって、06年にタイソン・フ

－ズ社を上回る世界最大の家禽肉の加工処理企業が誕生していた167)。この新

たに組織再編されたピルグリムズ社を、JBSは09年に買収した。

　ピルグリムズ社のJBSへの身売りは、経営破産を回避する措置である。合併

による財務問題に加えて、08年のエネルギ－および飼料コストの高騰が経営収

支を圧迫し、当社の資金繰りは極度に悪化した。経営破産に直面して、JBSに

売却されることになったのである168)。家禽分野の伝統を有する巨大会社の消

滅は、アメリカの食肉分野での絶えざるM&Aによる企業の組織再編が、企業の

経営力をいかに削ぎ、弱体化させてきたか、この事実を端的に物語っている。
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これにより、JBSはアメリカ国内の家禽肉生産シェアでも、タイソン・フ－ズ

社に次ぐ地位を占めるにいたった。

 さらに、豚肉関連事業ではアメリカ最大のスミスフィ－ルド・フ－ズ社が、

中国企業、双匯国際社に売却されることが、2013年5月に発表された。Ⅱでみ

たように、スミスフィ－ルド・フ－ズ社の経営収支は、2000年代後半以降、低

迷を続けていた。これに財務問題も加わって、同社が売却されることになった

のである。

　中国企業によるスミスフィ－ルド・フ－ズ社の買収は、これまでの中国企業

によるアメリカ企業の買収のなかでも最高額にのぼるものである169)。このた

め、両社間の企業譲渡に関する合意にもかかわらず、政治的判断も影響してア

メリカ政府による買収の認可は遅れた。しかし、アメリカ政府の対米投資委員

会も、結局、中国企業によるスミスフィ－ルド・フ－ズ社の買収を認可した。

この結果、中国企業のアメリカの豚肉関連事業への参入がほぼ決定したのであ

る170)。

　JBSおよび中国企業のアメリカの食肉会社の買収は、それぞれの本国におけ

る肉類の消費増の動きが一つの背景をなしている。とくに中国では、中間層の

膨張にともなう豚肉需要が大幅に増加し続ける一方で、養豚技術の遅れと環境

衛生に起因する豚肉の劣悪な品質は、中国の社会問題となっている。豚肉の品

質管理を重視し、豚肉分野の垂直統合的な事業システムを確立したスミスフィ

－ルド・フ－ズ社の中国企業による買収は、豚肉の中国向け輸出を中心に、双

匯国際社によるさらなる事業拡大にとっての格好の機会でもある。

　このような新興諸国を中心とする外国企業のアメリカの主要食肉会社の買

収は、アメリカの食肉分野の事業再編の画期を意味する。2000年代前半までの

M&Aによる事業再編と相違し、外国企業、とくに新興諸国の企業が主体をなす

M&Aだからである。それは、グロ－バルな食品事業の再編が、アメリカ以外の、

とくに新興諸国に主役が移ることをも示唆するものである。このようなM&Aの

主役の交代は、アメリカの食品製造業がM&Aに依拠して事業再編を続けてきた

ことの帰結でもある。

　食肉関連事業に典型なように、M&Aは雇用条件の悪化をともないつつ、垂直

統合による最大限とも表現できる効率的な事業システムを創出してきた。し
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かし、M&Aへの過度な依存は、結局、企業経営の基盤を弱体化させる。それは、

劣悪な雇用条件と効率的な垂直統合的な事業システムの結びつきのうえでも生

じている。M&Aに関与する金融・投資関係者、および株主に企業経営の収益は

優先的に配分、還元される。それとともに、財務問題が収益性を圧迫する経営

構造が生み出される。この結果、M&Aの主体が外国企業であろうとなかろうと、

それまでのM&Aと同様に、買収主体が株主に有利な株式の買取価格を提示しさ

えすれば、当該企業の買収が可能になるのである。

　　(2) 加工食品分野の巨大多国籍企業による事業再編

　もう一つの新たな動きは、消費者用食品事業分野での巨大多国籍会社による

新たな事業再編である。この動きは、2000年代後半に入って強まり、ブランド

力を重視する巨大多国籍食品会社による、特定の食品分野に集約する事業展開

をともなっている。2000年代に入ってのゼネラル・ミルズ社のピルスバリィ－

社、ケッログ社のケンブラ－・フ－ズ社の、それぞれの大型買収もこの動きの

一環をなす。さらに、その動きを代表するのは、クラフト・フ－ズ社の企業分

割とそれによる事業再編である。

　Ⅱでみたように、クラフト・フ－ズ社のグロ－バルな製菓企業への志向は、

ダノン社の製菓事業を始め、いくつかの買収を通して2000年代後半に明確と

なった。そして、10年のイギリスの世界的な製菓会社キャドバリ－社の買収に

よって、さらに鮮明となる。クラフト・フ－ズ社は世界最大の製菓企業の地位

を占めるにいたった。しかし、これまでの事業継承にともない、クラフト・フ

－ズ社は多種多様な食品事業を網羅している。このため、グロ－バルな製菓企

業の志向にとっては、企業組織の再編が要請される。それが、12年10月のモン

デリ－ズ・インタ－ナショナル社（Mondelez International Inc)とクラフト・

フ－ズ・グル－プ（Kraft Foods Group）の２社への分割である。

　２社への分割によって、クラフト・フ－ズ社の事業は完全に二つに分離され

た。グロ－バルな製菓事業は、モンデリ－ズ・インタ－ナショナル社の中心事

業となる。企業発足時の売上高は360億ドルであるが、その４分３以上はビス

ケット、チョコレ－ト、ガム・キャンディで構成される（表32）。ビスケット、

チョコレ－ト、キャンディ、粉末飲料の売上高では世界１位、ガムとコ－ヒ－

では世界２位の地位を占める。また、地域別売上高はヨ－ロッパが30数％を占
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めるが、途上国市場の売上高構成比は40％に達し、今後、高成長を続ける新興

諸国を中心に、途上国が同社の市場として益々、重要性を増すことは間違いな

い171)。途上諸国を主たる事業の対象地域とする事業展開を目的に、企業分割

がなされたとみてよい。キャドベリィ－社を買収対象としたのも、同社が途上

諸国に有力な製菓の販売チャンネルを有したことによっている172)。

　分割によって設立された、もう一つのクラフト・フ－ズ・グル－プは、北米

の製菓部門を譲渡し、それ以外の北米の食品事業に特化する。その主要食品事

業は、伝統的なチ－ズなどの乳製品を中心に、飲料、簡便食品、各種飲食物、

ナッツ類で構成される。成長が期待される健康食品、調理食品関連の事業も組

み入れる173)。同社は、売上高では北米４位の消費者用食品・飲料会社となる。

北米の乳製品市場では、フランス系のラクタリス社およびイタリア系企業の事

業拡大が目立ってきた。クラフト・フ－ズ・グル－プにとっても、これら企業

との競争が重要な経営課題をなすとみられる。

　このように、2012年のクラフト社の２社分割、それによるモンデリ－ズ・イ

ンタ－ナショナル社の創設は、製菓、スナック食品のグロ－バル市場での販売

競争の一層の激化が予想されるなかでの、生き残りに向けた企業組織の再編で

ある。新興市場を主要な対象に、消費増が期待しうるスナック、製菓分野に事

業を集約すること、これがモンデリ－ズ・インタ－ナショナル社の経営戦略で

あろう。この事例に示されるように、2010年代前半は、新興諸国を主要市場と

位置づけ、高い収益性を有する食品・飲料に事業を集約し、加工食品類の一層
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のコスト削減とブランドの商標価値の引き上げなどに重点を置く経営戦略が、

巨大食品会社によって追求されている。ここに、巨大多国籍食品企業の事業再

編、事業展開の具体的な姿を見出せるのである。

おわりに－残された課題を中心に－

　1980年代初頭以降の、アメリカの食品製造業における企業再編、および事業

再編を追跡すると、その動きのあまりの速さ、激しさに驚きを禁じえない。企

業再編の動きは、食肉分野でとくに際立っている。82年に売上高の上位50位に

ランクされた食品会社のなかに、食肉関連企業は５社が含まれていた。ところ

が、Ⅰでも言及したように、2011年までに、コナグラ・フ－ズ社を残してその

全てが姿を消した。そのコナグラ・フ－ズ社も、2000年代に食肉事業から全面

的に撤退している。代わって、80年代以降に企業再編の中心となった、いくつ

かの企業を買収して、外国系企業のアメリカ国内の食肉の生産シェアが拡大し

つつある。外国系食肉会社の牛肉、豚肉、家禽肉のそれぞれのアメリカ国内の

生産シェアは、20 ～ 30％に達している。このような食肉分野での抜本的な企

業再編は、M&A（合併・買収）による企業再編が執拗に繰り返された帰結でもある。

　80年代以降のM&Aによる企業再編は、アメリカ経済全体の現象である。そこ

に、レ－ガノミックスの経済政策を背景に、世界経済のグロ－バル化にともな

う、金融主導の80年代以降のアメリカ資本主義の一特質を見出しうる。食品製

造業でのM&Aの席捲は、アメリカ経済が世界の新自由主義経済を先導する際の、

ミクロレベルでの企業の具体的な経営対応とも表現しうる。しかし、食品製造

業ほど、M&Aを通して企業再編がドラスチックに進展した製造業分野は他には

見出させない。また、M&Aによる企業組織の再編が、最も早期から実施されて

きた点でも、食品製造業は群を抜いている。

　食品製造業の事業展開にM&Aが主要方策として活用されるのには、本文で指

摘したように、第二次大戦以降、コングロマリット企業が食品分野をその事業

展開の一つに位置づけたこと、ブランドが食品の商品価値の創造に重要な役割

を果たすこと、食肉分野での垂直統合的な事業の組織化はM&Aを通して加速さ

れたこと、加工食品分野に特有な選択と集中を経営戦略とする企業間競争には、



－ 132 －

M&Aが適合的であること、などの食品製造業に固有な要因、条件を指摘できる。

  しかし、M&Aに全面的に依存する企業再編は、次第にM&Aを自己目的化させ、

企業組織の再編とそれによる事業再編の、際限のない悪循環に導くことにもな

る。フィリップ・モリス社によるクラフト・フ－ズ社の買収以後の経過は、こ

の悪循環が加工食品分野の事業再編と一体であることを、具体的に示している。

そこでは、企業組織の再編が錬金術の方策に位置づけられ、現代の錬金術とし

てのM&Aが新たに再編される企業の資本構成、財務構成の骨格を形成する。そ

のなかに、企業の経営基盤を崩しかねない要素を内在させる。食肉分野は、そ

の典型例でもある。最も効率的な垂直統合的事業システムを創出する一方で、

M&Aは企業の事業基盤を崩し、その経営基盤の弱体化につながっている。しかも、

劣悪な雇用条件を活用し、そこを温床にしてである。

　RJRナビスコの買収劇を克明に追跡した著者が、エピロ－グに、「競売台に乗っ

たRJRナビスコは巨大なプリズムであった。それを透かしてウォ－ル街の幾多

の人間が、それぞれの栄光の輝きが映っているのを見たのだ。……RJRとナビ

スコの創立者はどちらも、……こんな疑問を述べることだろう。この連中（買

収劇の当事者）はなぜ、コンピュ－タ－からうまれるものをこうも大切にして、

工場から生まれるものはこうもないがしろにしたのか？なぜ彼らは、築き上げ

るのではなく、破壊することにこうまで熱心だったのか？そして最後に、こう

したことすべては、ビジネスをすることと、どんな関係があるというのか？」

と記述している174)。M&Aによる食品製造業の事業再編の内実は、この記述に集

約される。

  食品製造業での事業再編は、時間軸の視点からは、長期的視点にもとづく

事業の構築あるいは事業活動に代わる、瞬時の金融的取引条件が全てに優先す

るもの、あるいはコ－ポレイト・ガヴァナンスに関わるステ－クホルダ－間

の関係にもとづくと、事業の持続性と労働現場に責任を負うステ－クホルダ－

よりも、利鞘に群がるM&A関係者（当事者）の刹那の利害関係を最優先するも

の、とも表現しうる。1980年代以降のM&Aを動因とする食品製造業の企業再編

は、新自由主義を先導するアメリカ資本主義の一断面を鮮明に浮き彫りにして

いる。

　もっとも、このようなアメリカ的な食品製造業の事業再編が、世界の食品供
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給システム、および世界の食品消費趨勢の起動力になっていることに、我々は

改めて、留意しなければならない。クラフト・フ－ズ社の企業分割による、グ

ロ－バルな製菓企業への志向は、新興諸国でのキャンディ－、チョコレ－トな

どの製菓類消費が、子供達を巻き込んで大幅に増大するとの見通しにもとづい

ている。ケロッグ、ゼネラル・ミルズの２社がシリアル、スナック類の世界的

な事業展開を志向し、前者がディズニィ－のキャラクタ－をスナック類のブラ

ンドに使用するのも、同様な予測に立脚するものである。また、中国企業によ

るスミスフィ－ルド・フ－ズ社の買収も、中国での豚肉の大幅な消費増の見通

しによっている。そして、これらの見通しは現実的な根拠を有している。 

　アメリカの食品製造業の企業再編、事業再編は、金融操作、ギャンブル的な

投資ゲ－ムに主導されつつも、企業価値の絶えざる引き上げの追求に結果する。

それが、食肉分野に即すると、最も効率性の高い（高生産性の）事業システムを、

また加工食品分野では、大衆の関心を引きつけるブランドを有する加工食品群

を、それぞれ創出してきた。要するに、高生産性と簡便性（便利さ）を通して、

世界の食料供給システムを形成し、同時に、新興諸国を中心に途上国、あるい

は世界全体の食料消費趨勢を変化させる原動力をなしている。

　また、アメリカ国内に即すると、本稿で取り上げた７つの食品会社の事業分

野としては、川下の消費者に最も近い調理関連食品の売上げ増とともに、食品・

食事の宅配、各種施設への食品･食事供給などの食品サ－ビス事業の比重が増

大していることも注目される。これは、アメリカの社会動態を背景とするもの

である。「食に関わる事業」は、社会構造の変化と密接に関係することを示す

ものでもある。

　食品製造業の構造再編を対象とする本稿は、世界の食料供給システム、世界

の食料消費動向の主導力の一つとして、アメリカの食品製造業の構造再編を生

み出している諸条件とその事業再編の構図を示すことに努めている。ただし、

それは一つの構図の提示にとどまる。「穀物メジャ－の一考察」をテ－マとす

る本研究には、多くの課題が残されている。最後に、その残された主要課題の

いくつかを、箇条書き的に簡単に指摘しておく。

　１つは、主要食品会社の企業組織の再編と事業展開を対象とする本稿の考察

は、企業経営および事業活動の点では、いまだ不十分にとどまることである。
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それは、主要食品会社の企業の組織構造にもとづく事業活動にまでは立ち入っ

ていないことによる。本稿で取り上げた巨大食品会社は、ほとんど全てが持株

会社の組織形態をとる。その傘下に、特定食品分野の事業活動に従事する多数

の子会社を有し、その子会社の事業が合体されたものが、当該食品会社の食品

事業をなしている。M&Aを通して取得した様々な企業、事業を子会社として傘

下に組み入れ、それにもとづいて企業の組織再編と事業再編を積み重ねてきた

所産である。

　持株会社制のもとで、子会社の経営の自主性はどの程度に保障、保持される

かは、個々の企業ごとに相違するであろう。しかし、企業の組織構造を検討し

なければ、M&Aによる企業再編および事業再編の内実を理解したことにはなら

ない。M&Aによる企業の所有主体の変化は、当該食品分野の事業構造の実体と

いかに関わるかの問題である。この点の分析にまで、本稿はおよんでいない。

  ２つは、消費者用食品分野の主要食品会社が、2000年代以降、新興諸国など

を中心に、急速に海外に事業展開の重点を移すことと関わる。それは、巨大多

国籍食品企業による、独自の経営戦略にもとづくグロ－バルな事業再編の一環

である。とすれば、クラフト・フ－ズ社などと競合する、ヨ－ロッパ系のネス

レ、ユニリヴァ－などの巨大多国籍食品会社がいかなるグロ－バルな事業活動

を展開しているのか、それはアメリカ系の巨大多国籍食品会社と比較するとい

かなる特徴を有するのか、この点の考察も当然に要請される。このことを通し

て、本稿で紹介した加工食品を中心とするアメリカ系巨大食品会社の2000年代

以降の事業再編の意味も、始めて明確になるはずである。

　３つには、Ⅲの収益性でも言及したように、食肉分野に代表されるように

極めて生産性の高い事業システムの構築にもかかわらず、主要食品会社の収益

率が低位の水準にとどまる重要な一因は、大型量販店との取引関係に基本的に

よっているが、これに関わる問題である。大型量販店との取引において、食品

製造会社が主導権を確保できない問題でもある。これは、小売革命を通じた大

型量販店の企業規模の拡大、その販売力の増強に支えられて、食料供給システ

ムの各々の段階の取引関係の主導力が川下に移行していることに関係する。そ

れゆえ、川上から川下の食品流通のそれぞれの段階の取引関係がいかに変化し、

この変化に食品製造業はいかに対応するか、この問題の検討が必要とされる。
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これは、加工食品会社の出荷、販売先として大型量販店の比重が益々増大して

いるだけに、加工食品会社の事業展開にとっては、とくに重要な問題である。

　Ⅱで考察した主要食品会社のいずれもが、その販売額の20 ～ 30％をウォ－

ルマ－ト向けとしている。このように大型量販店向け販売比率が高まるなか

で、主要食品会社は、大型量販店との関係でいかに取引力を維持、確保するか

が問われている。その一つの対応は、ゼネラル・ミルズ、ケッログの２社にみ

られるブランド力の強化である。他方で、コナグラ・フ－ズ社にみられるよう

に、プライベ－トブランドによる販路拡大に活路を求める動きもみられる。こ

れは、加工食品市場では、ブランド商品とプライベ－トブランドとはいかなる

競争関係にあり、商品差別化はどの程度に経営上の比較優位をもちうるか、と

の問題でもある。このことは、大型量販店の経営戦略、経営対応とも密接に関

わる問題でもあろう。いずれにせよ、食品会社の事業展開を理解するには、大

型量販店を中心に小売業で生じている新たな構造変化にも目を向けなければな

らない。

　４つには、農産品の集荷･販売およびその一次加工に従事する、二大穀物メ

ジャ－と事業領域を同じくする企業の事業活動の検討である。とくに、2000年

代に急成長を遂げているバンゲ社の動向が注目される。これ以外に、穀物メジャ

－と事業領域を同じくしつつ、急速に事業を拡大させるいくつかの新興企業も

存在する。こうした穀物、油糧種子を中心とする農産品の集出荷、輸出業務は、

原料農産物の一次加工事業を伴うことが多い。農産品の集出荷、輸出およびそ

の一次加工事業は、08年の世界食料危機の発生を契機に、再び、重要性を増し

ている。事実、日本の商社を含めて、穀物、油糧種子の集出荷、貿易業務、お

よび海外での穀物などの生産活動を、明らかに活発化させている。世界の食料

供給システムにおける穀物メジャ－の地位を評価する際には、バンゲ社を含め

て、２大穀物メジャ－と類似する事業活動を展開する新興企業の動きも追跡し

なければならない。世界の穀物などの需給動向、および中国を中心に新興諸国

に世界経済の成長ベクトルが移行しつつある状況は、こうした新興企業による

積極的な事業活動を可能にする条件をも作り出している。

　ここでは、気がつくままに４つの課題を指摘した。これらは、それ自体が広

範囲におよぶ大きな課題である。この残されている課題の困難さを十分に認識
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しつつ、このうちのいくつかへの接近を通して、「穀物メジャ－の一考察」と

題する本研究を、次回で一応の終わりとしたい。

注

１）消費者用食品とは、加工食品を中心とする各種食品類である。原語はconsumers's 

foods productsであり、家庭用および業務用のいずれも含んでいる。これは、フォ－

チュン社の食品会社の分類にもとづいている。

　　　なお、消費者用食品の用語は日本ではあまり使用されないので、本稿では、その中

心をなす加工食品と（原則として）表現している。ただし、文脈に応じては消費者用

食品とも表記する。

２）USDC,Statistical Abstract of the U.S.,2012,p452,p.411。

３）三石誠司解題・翻訳『のびゆく農業－977-978、アメリカの食品マ－ケッティング・

システム：最近の変化(1997-2007年）』（農政調査委員会、2009年）、6頁。

４）代表的な研究とは、J.M.Connor,R.T.Rogers,B.W.marion,W.F.Mueller,Food Manufacturing 

Industries,(Lexington Books,1985)である。9 ～ 15％と幅が大きいのは、食料シス

テムを構成する分野の産出額の定義の差異にもとづいている。なお、産出額の定義を

最も狭くとった場合には、82年に食品製造業は食料システムの産出額の30％を占める

（ibid.,p.404）。

５）コナ－教授らによると、“アメリカの食品製造業は、その集合と多様性において秀で

ている。……競争力の特性も魅力的な多様性に富んでいる”（ibid.,p.3)とされる。

６）「肥満問題」に関しては数多くの文献が刊行されている。なかでも、グレッグ・クライ

ツァ－著、竹迫仁子訳『デブの帝国』（バジリコ、2003年）は、肥満問題を生むアメ

リカの社会病理を扱い、興味深い内容に富んでいる。

７）以上の数字は、USDA,Agricultural Statistics,2010,p.xiii-1。なお同書によると、

05年のアメリカ人の平均カロリ－摂取量は4000キロカロリ－である。

８）以上については、USDC,Statistical Abstract of U.S.,2013,p.148。

９）例えば、アメリカでは外食への依存度がいかに高いかは、2010年に世帯の食料

支出に占める外食費の割合が41％に達する事実にも示される。また、90 ～ 2010

年に食料品販売における家庭外向け販売の割合は、43％から47％へ上昇している 

(ibid.,p.485,p.687)。

10）小沢健二「穀物メジャ－に関する一考察（1)」（日本農業研究所『農業研究』2010年、所収）、

40頁。

11）02 ～ 11年の10年間に、動物用食品の出荷額は1.8倍に増加している(American Fact 

Finder,manufacture2.census,2013, p.2）。

12）1977年に食品製造業と分類される企業数は1万9,451であり、その56％は従業員数10人

未満の企業である。また、従業員数100人未満の企業は食品製造業の企業全体の96％

に達した(J.M.Connor &Others,op.cit.,pp72-73.)。

13）ウエット・コ－ン・ミリングの80年代の出荷額の大幅増は、トウモロコシ甘味料、す

なわちコ－ンシロップ（high fructose corn syrup=HFCS）をソフト飲料の主導的メ

－カ－のコ－ク、ペプシコの二社が使用するようになったことが大きく影響する。80

年代にHFCSの55％は上記の二大飲料メ－カ－によって使用された。なお、ウエット・

コ－ン・ミリングはトウモロコシ化工、トウモロコシの湿式製造、とも表記される。
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しかし、本稿では、センサスの原語に従って表記している。

14）植物油の副産物の工業原料用需要は、化粧品、石鹸類などが中心である。なお、穀物・

油糧種子部門のなかでは、出荷額が最大なのは穀物の製粉である。穀物製粉（モルト

製造を含めた）の出荷額は、90年代には若干減少したものの、2000年代には再び増加

に転じている（02 ～ 11年の製粉の出荷額は2.2倍に大幅増している）。ただし、食品

の品目別消費趨勢でみたように、それぞれの穀粉を原料とする品目ごとに出荷額の増

加率は相当に相違する。

15）USDA,Agricultural Statistics,1992,p.490, ibid.2012,p.xv-4。

16）食肉部門のなかでも、屠殺・加工処理に比べると、枝肉から各種用途に特定した食肉

製品、および肉の副産物生産などの分野では、大規模企業への生産集中率は相対的に

低い。

17）このことは、乳製品部門では農協の事業シェアが高いことと関係している。また、ト

ルティ－ヤ製造の分野では、従業員500人以上の企業の雇用従業員数の比率は43％と

さらに低い。

18）これに関しては、小澤健二『アメリカ農業の形成と農民運動』（日本経済評論社、1990年）

第３章第４節（85 ～ 99頁）、およびR.ホ-フスタッタ－著、斉藤真他共訳『革新の時代』

（みすず書房、1988年)4-10頁などを参照。

19）1950年代から70年代までの食品製造業の各部門ごとの上位4社の生産集中率の上昇に

関しては、J.M.Connor &Others,op.cit,pp.70-77,pp.108-129が詳細である。

20）1977 ～ 97年の食品製造業およびその主要部門の上位4社の生産集中度の推移に関して

は、「アメリカの食品関連産業における構造変化」（三石誠司解題/翻訳『のびゆく農業』

961、農政調査委員会、2005年）24頁も参照。また、90年代後半から2000年代初頭に

も上位4社への生産集中度の上昇率は、部門ごとに特徴ある動きを示している。例えば、

2002年センサスによると、44の食品および飲料製造業界における上位四社の市場集中

度は50.2％であり、97年の49.8％からごくわずかしか上昇していないが、大豆加工業

の集中度だけは相当に高まった（『のびゆく農業－977-978』前掲書、42頁）。

21）ウエット・コ－ン・ミリングの業界での上位4社のシェアは1977年の62.8％から88年

には78.2％へと上昇した。ADM社は新工場の建設、他社の買収などによる生産能力の

増強を通して、88年までに全体では65万ブッシェル（業界全体の27.8％のシェア）の

生産能力を有するようになった。また、業界第2位のスタンリ－社の加工処理能力も

1977年の25万ブシェルから88年には47万ブッシェル（シェアは20.1％）に拡大し、カ

－ギルの加工処理能力も77 ～ 88年に20万ブッシェルから39万5000ブッシェルへと着

実に増大している。

22）80年代の生産集中が、M&Aによるものか、企業内部の事業発展によるものかに関しては、

マリオン（B.W. Marion)教授などが食品製造業のいくつかの分野を取り上げて、簡

潔に整理している。それによると、製粉業での生産集中は主としてM&Aによるのに対

し、ウエット・コ－ン・ミリングでの生産集中は穀物メジャ－のADMを中心とする内

部的拡大に、さらに大豆搾油はM&Aと内部拡大の双方による（Bruce W.Marion,Donghwan 

Kim,"Concentaritoin Change in Selected Food Manufacturing Industries:The 

Influence of Mergers vs Internal Growth"(Agribusiness,Vol.7,No.5,1991)とされ

る。例えば、製粉業の製粉工場は、1978 ～ 88年に256工場から207工場へと20％ほど

減少する一方で、上位4社の製粉能力の集中度は78年の36.3％から88年には60.6％へ

と大幅に上昇した。

23）七面鳥の屠殺・処理では、上位4社の集中率は1999 ～ 2011年に42％から58％に大幅に

上昇し、ブロイラ－での集中率の伸びをはるかに上回っている。また、2011年の大豆
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加工処理分野での上位4社への生産集中率は99年を5ポイント上回っている。ただし、

表9と比較すると、表10では家畜（非家禽）の屠殺・処理、およびブロイラ－の屠殺・

処理の集中率がやや高目に集計されていることに、注意する必要がある。

24）99 ～ 2011年に小麦製粉業の上位4社への集中率は、62％から52％へ10ポイントも低下

している。これには、後にみるゼネラル・ミルズ社によるピ－ヴィ社の買収が影響し

ている可能性が高い。

25）デ－ンズ・フ－ド以下の各社の概要は、それぞれの会社のAnnual Reportに主としてよっ

ている。

26）J.M.Connor&Others,op.cit.,pp161-162。

27）食品生産の原語は、food productionである。最終食品ではなく、消費者用食品向け

の食品原料を生産する企業が食品生産に分類される。しかし、タイソン・フ－ズ、ス

ミスフィ－ルド・フ－ドの各社が食品生産の分野に含まれるように、消費者用食品の

生産の比重が高い企業も含まれる。

28）飲料のなかでも、とくに需要の伸びが大きく、上位4社への集中度が上昇しているのは、

ボトル入りの飲料水（ペットボトル・ウォ－タ－）である。例えば、97 ～ 02年にア

メリカでのペットボトル・ウォ－タ－1人当たり消費量は14.1ガロンから21.5ガロン

へと53％も増加している。この飲料業界における動きの速さは、例えば、ペプシコや

コカコ－ラの2社は、最近、ペットボトル・ウォ－タ－業界に参入したが、ボトリン

グと流通に関する広範なネットワ－クを充分に活用し、すぐに上位４社に位置し、両

社のペットボトル・ウォ－タ－のマ－ケットシェアは各々 11％と10％に達している事

実にも示される。これについては、『のびゆく農業－977 -978』前掲書、45 ～ 46頁参照。

29）食肉産業、製粉業の歴史的発展は、本格的な産業史、経営史の研究領域である。なお、

家畜の屠殺、加工処理による食肉生産の業種は、食肉加工業あるいはミ－トパッカ－

と一般には表記される。ここでは、食肉加工業と表記している。

30）E.C.Kirkland,Industry Comes of Age(Holt(Rinehart&Winston,Inc.,1961),pp.171-172

31）家畜屠殺・肉の加工処理事業の長い歴史は、労働争議、反競争的経営の告発、およ

び法制的規制の歴史でもある。1920年に始まって、五大パッカ－とアメリカ政府の

間での協定は、最大企業が公共のストックヤ－ド、鉄道、その他施設を所有するこ

とを規制した。以上を含めて、1960年代以降の食肉加工業の構造再編については、

USDA,ERS,Michael Ollinger,Sang V.Nguyen,Donald Blayney,Bill Chambers,and 

Ken Nelson,Structual Change in the Meat,Poultry,Dairy,and Grain Processing 

Industrie,2005,が参考となる。なお、五大パッカ－の代わりに、四大パッカ－ある

いはビッグフォ－と呼ばれることもある。

32）製粉業の工場は極めて零細であった。全米では、1860年に約1万4000の製粉所があっ

たが、その製粉所の平均労働者数は2人にすぎなかった（ハ－マン・E・クル－ズ、チャ

－ルズ・ギルバ－ド著、鳥羽欽一郎他訳『アメリカ経営史』(上）（東洋経済新報社、

昭和49年、133頁）。

33）19世紀末にも、食品製造業はアメリカの製造業のなかで重要な位置を占めていた。

1899年に、出荷額からみると、製造業全体のなかで、食肉加工業は1位、小麦製粉業

は4位にそれぞれ位置した。

34）E.D.Kirkland, op.cit.,p.175。

35）これについては、Bruce W. Marion, Donghwan Kim,op.cit.,pp.8-9。

36）H.U.Faulkner,The Decline of Laissez Faire(W.E.Sharpe,Inc,1951),p.326。

37）酪農業と牛乳集荷、飲用乳および乳製品の流通構造は、アメリカの酪農政策に支えら

れて複雑である。本稿は、そこまで立ち入らない。1980年代までのアメリカの酪農業
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の構造に関しては、小沢健二「アメリカにおける酪農業の動向」（『農業総合研究』、

第38巻第4号所収）参照。

38）G.S.Shepherd,Marketing Farm Products(Iowa State Univ.Press,1982),pp.320-321。

39） 以 下 の 沿 革 に 関 す る 記 述 は、 と く に 断 ら な い か ぎ り、Hoover's Company 

Records,2009、Tyson Foods,Inc.、Hoover's Company Records,2010、Tyson Foods 

Inc.、2012 Annual Report of Tyson Foods,Inc.による。最初の事業を継承して、

1947年にTyson Feed & Hatchery Inc.が設立された。

40）この間、60年代初頭にブロイラ－の屠殺・加工処理施設を開設している。

41）企業経営としては、家禽事業よりもM&Aによる投資活動を経営目標とするようになっ

た(http://www.tysonfoods.com/1960,2012/12/15)。

42）1972年にTyson Foodsに新たに社名を変更し、さらに、Tyson Foods,Incが85年１月に

デラウエア州で設立され、それ以前の親会社を株式交換（残存する普通株と見合うク

ラスAの普通株を発行することにより）によって吸収した。

43）01年8月にIBP,Incの株式51％を17億ドルの現金で取得した。さらに、同年９月にIBP

の残りの株を取得するために、1億2,900万ドル相当のクラスAの株式を発行し、さら

に買収を完成させるために17億ドル相当のIBPの債務を引き受けた。

44）"部分肉"の原語はboxed beefである。牛肉を顧客のニ－ズに応じて小さな部位に加工

･処理し、それを真空パックに包装するものである。日本では、boxed beefを“部分肉”

と業界では呼んでいる。正確には、部位に加工・包装する、箱詰め肉である。また、

箱詰め肉は脂肪分、骨、および、その他の付属物を除去することによって、輸送コス

トを削減した。また、食肉の加工処理にともなう必要エネルギ-の節減にもつながった。

45）IBPの牛肉生産のシェアについては、B.W.Marion&D.Kim,op.cit.p.48。なお、70年に

事業領域の拡大によって、社名をIowa Beef Processors,Inc.に変更し、さらに豚肉

およびその他領域への参入によって、82年に社名をIBP,Inc.に変更した。

46）屑肉と表記したが、原語はtrimmingである。部位肉として使用できない切り落としの、

従来は廃棄されていたものも含まれる。

47）既存食肉会社の買収とは Foodbrands Americaの買収である。ここでの調理肉、惣菜

の原語は、それぞれprepared meats、side dishesである。

48）IBPはアメリカ最大の皮革のなめし業者であり、ペット食品および動物用飼料原料の

最大の供給業者でもあった。なお、99年のIBPの雇用従業者数は4万5,000人である。

49）さきに記したFoodbrandsの買収により、レストラン向けの様々なブランドで出荷、販

売する諸会社、事業をIBPは統合した。また、2000年には、広範な生鮮、冷凍、調理

済みステ－キなどを網羅する新たな消費者ブランド名を創り出している。

50）食肉生産の工程革新による食肉調理食品・各種食品原料の開発、生産は、食料消費に

おける簡便食品の消費増の趨勢も関連するものである。簡便食品の消費志向が、食肉

の副産物を原料とする食肉調理食品、食品原料の開発、生産を促し、それが簡便食品

の消費志向を加速するとの因果関係である。

51）新たな“ビッグフォ－”は、タイソン・フ－ズ社を1位とし、2位はエクセル社、3位

は02年にコナグラ・フ－ド社の食肉事業の資本持ち分を購入したスイフト社（Swift）、

4位は生産者出資協同組合のNational Beef Packing Coである。NBPCはファ－ムランド・

ナショナル・ビ－フ（Farmland National Beef）とも呼ばれる。

52）インド、中国の現地企業の株式のそれぞれ51％、60％買収し、家禽の屠殺・加工処理

の合弁事業として行っている。このうち中国企業については11年に全ての株式を買収

した(Tyson Foods,Inc.,Fiscal 2011 FactBook,p.28)。また、メキシコでの同社の

事業活動に関しては、星野好子「メキシコのブロイラ－・インテグレ－ション」（『ア
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ジア経済』2010年、10月号）参照。同論文によると、タイソン・フーズ社は1989年に

少数株主としてメキシコのブロイラー分野に参入し、その事業展開が本格化するのは

2001年以降である。ブロイラー飼養を直営するインテグレーション方式で、メキシコ

のブロイラー分野で３位のシェアを有する。

53）Tyson Foods,Inc.,Fiscal 2011,Fact Bookによる。

54）Ibid.,pp26-28。

55）事業分野は、ブロイラ－を例にとると、その飼養から生鮮 冷凍、高付加価値のブロ

イラ－加工品におよぶ。食肉以外では、魚介類、ピザ類のトッピング製品、調理食品、

肉の配送業者、軍隊や産業用食品加工業者、学校、病院など肉製品を扱うほぼ全ての

用途向けの搬送、配送に関わる事業も展開する。センサスの産業分類からすると、同

社の事業は、製造業の食品分野を中心としつつ（食肉以外の調理・冷凍・特殊食品も

含み）、農業生産、魚類生産、卸売業などの事業領域におよんでいる。

56）以下の記述は、とくに断らないかぎり、Standard & Poor's Corporate Descriptions,

    Smithfield Foods,Inc.2010,Hoover's Company Records Basic Record,2010,Smithfield 

Foods,Inc.およびSmithfield,2012,Integrated Report、などによる。

57）Liberty Equitiesによる買収によって、企業の所有権は移転された。しかし、この買

収および70年代半ばの財務危機の時期を通しても、実質的な経営責任はルタ－家の子

孫が担ってきた。財務危機の克服以降に、豚関連の食肉企業として急速な発展の緒に

つくことになる。

58）Liberty Real Estate Trustの所有から、71年にSmithfield Foods, Incに社名を変更し、

新会社として発足する際に、負債引き受けの見返りに普通株を発行している。ただし、

この間の組織再編の方法は複雑であり、正確には追跡できない。

59）社名変更を伴わないものの、97年にも新会社に企業組織を変更している。しかし、新

会社への組織再編の実態も把握できない。

60）養豚業者の2社とは、 Murphy Family FarmsおよびCarrol's Foodsである。とくに前者

はアメリカ国内で最大規模の養豚経営業者であった。

61）アメリカの豚飼養農場のうち、5万頭以上を出荷する大規模養豚農場（養豚農場数の

1％ )の飼養頭数の割合は、88年の7％から97年には33％へ急上昇した。90年代にアメ

リカの養豚経営の構造変革が、いかに急速に進展したかが示される。また、98年に子

豚生産から豚肉製品の加工・包装までの豚肉のサプライチェ－ンを垂直統合する企業

の典型が、プレミアム・スタンダ－ド社（Premium Standard）とスミスフィ－ルド・

フ－ズ社の2社である。これについては、J.E.Hobbs&Others,Vertical Linkages Agri-

Food Supply Chains in Canada and the United States,(Agriculture and Agri-

Food Canada,2001)p.16。 

62）07年のプレミアム・スタンダ－ド社の買収は、株式交換によるものである。この競合

業者の買収は、同社の豚肉関連事業を著しく拡大させた。プレミアム・スタンダ－

ド社は豚肉加工分野でアメリカ国内6位の地位にあったため、この買収によりスミス

フィ－ルド・フ－ズ社は、養豚および豚肉の屠畜･加工処理のそれぞれの分野で20％、

31％のシェアを占めるようになった。なお、ブロイラ－事業のButterballの買収も、

豚肉以外の食肉事業の拡大を示すものである。

63）Smithfield Foos Inc.,2012,Integrated Report.

64）92年に、同社は世界最大の豚屠殺・加工処理工場を開設した。そのタ－ヒ－ルの工場

での豚の加工処理とそのための豚調達の必要性、および養豚システムの具体的な様子

については、ポ－ル・ロバ－ツ著、神保哲生訳『食の終焉』（ダイヤモンド社、2012年）、

149頁参照。
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65）養豚経営、豚肉生産をめぐる急速な構造変化は、アメリカでの豚の出荷方法にも影

響を与えている。06年に、出荷される全ての豚の70％は契約出荷によって販売され、

20％は食肉会社（パッカ－）によって飼養、屠畜されるものである。残りのわずか

10％だけが“スポット・マ－ケット”（現物市場）と呼ばれる“交渉による売買”を

通じて取引される（『のびゆく農業－977-978』前掲書、48頁）。アメリカでのスポット・

マ－ケットの比率は、93年には87％であった。80年代から90年代にアメリカの豚肉関

連分野での構造変化は、豚の出荷方法を含めて、いかに急速であったかが示される。

66）買収を通して著名なア－マ－（Armour）、モレル（Morrell）などの著名ブランドを確

保し、そのブランド力を活用してシェア拡大を追求してきた。それ以外にも、クック、

パトリック、カダフィ－などの著名な食肉製品のブランドを有するようになった。な

お、ア－マ－社は1827年にイギリスで設立され、アメリカの肉製造の最古の歴史を有

する旧ビッグファイブのなかでも、最大の食肉会社であった。そのブランドは、1867

年以来、アメリカ国内で最も信頼される食肉のブランドである。

67）「買収によって肥満した同社は、世界最大の養豚および豚肉加工業者にもかかわらず、

必ずしも経営が安定しているとはいえない。よろめきながらも細い道を前進している」

と、Hoover's Company Records- Basic Record,2010,Smithfield Foods,Inc は表現

している。株価（ニュ－ヨ－ク株式市場）は2000年代に入って上昇を続け、07年には

35.79ドルとピ－クに達した。しかし、以後、低下し続け、09年には17.62ドルにまで

下落した。

68）Smithfield Foods,Inc,Annual Report,2012,p.1-2。

69）南部の賃金コストは相対的に低水準である。このことが、食肉企業が工場を南部に立

地し、契約農家も南部を中心とする最大の要因である。

70）これら個別課題への適切な経営対応が、企業経営の“持続性”の保障になる、との経

営陣の認識にもとづいている（ibid.,pp.3-4)。

71）J.モレルグル－プ は、スミスフィ－ルド・フーズ社の最大の事業単位であり、豚肉

部門の重要な子会社である。同グル－プは、全米14州に17の工場を有し、従業員数は

8,500人を数える。そのホ－ムペ－ジを読むと、スミスフィ－ルド・フ－ズ社の子会

社に位置するものの、独自の経営裁量にもとづく独立性の強い子会社の印象を受ける。

72）エクセル社の沿革は、Cargill Annual Report,2012,Cargill Meat Sollutionsに拠る。

なお、カ－ギル社の食肉事業を統括するCargill Meat Solutionsを、ここでは、カ－

ギル食肉事業部と表記する。

73）Missouri Beef Packersは、1964年に設立され、肉牛の屠殺処理を主要事業とした。

74）“MBP”はMissouri Beef Packersを、"XL"はKansas Beef Industiresをそれぞれ表し

ている。

75）カ－ギル社がMBPXLを買収し、エクセル社に社名を変更したのは、前者では組織名が複

雑で、営業に支障をきたしたことによる。カ－ギル社の牛肉事業への参入は、その事

業展開が他の穀物メジャ－と決定的に異なる根拠とされている。また、エクセル社は

すぐに部分肉への加工処理を行い、牛肉加工処理の効率化を追求した。これらについ

ては、W.G.Broehl,Cargill from Commodities to Customers(Dartmouth,2008),p.16。

なお、次にある豚の2施設は、Homel OscarおよびMayerの2社である。

76）80年代にエクセル社がいかに事業を拡大させ、高収益を計上したかに関しては、

ibid.,p,55

77）カ－ギル社の食肉事業を再編した新組織名の“Cargill Meat Solutions”は、そのネ

－ミングからして、食肉事業の体系化の追求を含意する、と考えられる。

78）カ－ギル社の海外での食肉事業は、すでに2000年代以前から開始されている。90年代
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初頭までにブラジルではブラジル国内3位の規模の家禽屠殺・加工処理工場を経営し、

オ－ストラリアでも牛肉の加工処理事業を90年代に開始した。とくにオ－ストラリア

の牛肉関連事業は、アジア市場向け輸出拡大を見通すものである。これらに関しては、

W.G.Broehl,op.cit.,p.155,p.233。

79）2000年代の海外事業の展開に関しては、http://www.cargillmeatsolutions.com.

80）各種需要に応える、全ての牛肉製品の原語は、complete line of beefである。

81）調理用食肉製品は、加工処理した挽肉のパッティや各種牛肉冷凍品などである。

82）http://www.cargill.com/company/businessses/cargill-meats-europe,2010。カ－ギ

ル社は、アメリカ以外の海外の食肉事業に従事する従業員として、2万人ほどの雇用

従業員を有する。

83）前掲「穀物メジャ－の一考察」(1) 51頁。

84）B.ニ－ン氏は、台湾でのカ－ギル社の家禽、および養豚と豚の加工処理事業がその飼

料製造と密接な事業連関を有し、その豚肉関連事業に有利に作用している、と論じて

いる。これについては、B.ニ－ン著、中野一新監訳『カ－ギル－アグリビジネスの世

界戦略－』（大月書店、1997年）、228 ～ 233頁参照。

85）以下の記述も、とくに断らないかぎり、HooVer's Company Records,2010,General 

Mills,Inc.、およびGeneral Mills,Annual Report,2013によっている。

86）小麦粉を原料とする加工食品への進出は、1931年のBisquik、41年のCheeriosの2社の

買収による。

87）1967年のKenner Products、68年のParker Brothersなどの2社の買収である。

88）その主要なものは、68年のGorton社の冷凍水産食品事業、宝飾関係のMonet社の買収、

および71、73年の衣料品のEddie Baueroutwear社、The Talbots社のそれぞれの買収

である。

89）食品事業を重視する一環として、レストランなども買収し、そのなかには70年の Red 

lobsterの買収も含まれる。また、77年にはYoplaitヨ－グルトのアメリカでの販売権

を取得した。

90）後者のペプシコ社との事業提携は、Snack Ventures Europeの合弁事業の発足である。

91）そのなかには、Ralcorp Holding's Chex社のスナック、シリアル部門、Gadetto's 

Bakery 社のスナック部門などの買収が含まれる。また、Scotia Holdings社の食欲抑

制添加物のような特殊食品の事業も買収した。

92）価格競争の激化のなかで、同社の主力製品のシリアルの価格も引き下げられた。また、

資金調達の必要に迫られて、60年代末に買収した冷凍水産物のGorton社をユニリヴァ

－社に売却し、また、レストラン事業もDarden Restaurantsとしてスピンオフした。

90年代半ばは、同社の経営問題が重大化した時期であり、95年にCEOが交代した。また、

シリアルの価格引き下げを防ぐために、ゼネラル・ミルズ社は1億4,000万ドルをかけ

て5,500万箱のシリアルを処分した。

93）ピルスバリィ－社は、1872年にC.A.ピルスバリィ－(Pillsbury)とその祖父によって

設立されたが、89年にイギリスの会社によって買収された。その後、1923年にピルス

バリィ－の家族によって買い戻され、35年にピルスバリィ－製粉会社として再組織さ

れた。穀粉を原料とする加工食品事業にも早くから進出し、60年代には活発な買収な

どによって、各種食品および食品原料（パン生地、パスタなどの）の生産を拡大した。

また、70年代までは、アメリカ最大の製粉会社でもあった。このため、買収される直

前まで、ゼネラル・ミルズ社の最大のライバル企業に位置した。穀粉を原料とする加

工食品、およびその他の食品原料の世界最大の生産者の一つだったのである。

94）この買収は、証券取引委員会（SEC）の審査対象となり、買収したピルスバリィ－社
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の一部事業の売却、整理をともなった。買収の一部がゼネラル・ミルズ社の株式交付

によったため、その株式の持ち合いがSECの審査対象とされたのである。

95）健康食品、有機食品の事業分野への進出としては、オ－ガニック食品メ－カ－のSmall 

Planets Foods社の買収、オ－ガニックシリアルの開発、などが挙げられる。また04

年には、コルステロ－スを引き下げる植物ステロ－スを含むヨ－グルトも開発、販売

している。

96）豆乳飲料の合弁事業は、2000年代初頭にデュポン社と開始したものである。

97）これは、合弁事業のSnack Ventures Europeの資本持ち分をペプシコ社に7億5,000万

ドルで売却したものである。また製パンのチェ－ン事業の売却は、Delicityチェ－ン

の売却である。このチェ－ンをピルスバリィ－社の買収によって、ゼネラル・ミルズ

社は取得した。ただし、事業売却後にもゼネラル・ミルズ社は、同チェ－ンに練り粉、

パン生地の供給を続けている。

98）例えば、06年に健康食品の開発のために、DHA(anomega-3fatty acid)の供給協定を

Martek Biosciences社と締結する一方で、砂糖減量児童シリアルから撤退している。

99）同社の事業分野としては、小麦粉を原料とする加工食品が中心になり、これによって

半世紀を経て、企業発足時の事業に回帰したとも評価しうる。もちろん、現在の加工

食品の品目数は過去と比較にならないほど多数におよび、加工技術の発達によって加

工度も深化している。

100）10 ～ 12年に海外での売上高は、ヨ－ロッパを中心に、28億7,550万ドルから52億20万

ドルへと80％以上増大している(Annual Report,2013,p.26)。

101）会社名はBattle Creek Toasted Corn Flake Coである。その地域名を社名とし、兄弟

が協力して設立した。以下の記述は、主として、HooVers Company Records,Kellogg 

Co,2013、および同社のAnnual Reportによっている。

102）ゼネラル・ミルズ社と並ぶ、もう一つの競争会社は Quaker Oats Coである。

103）そのなかの有名ブランドがCrispixである。

104）98 ～ 99年には数人のトップ役員が会社を離れた。

105）肉代替製品の製造会社は、Worthington Foodsである。同社の買収は、ケロッグ社に

よる食品事業の新たな動きとして業界に衝撃を与えた。

106）1997 ～ 98年に、オ－ストラリア、イギリス、アジア、ラテンアメリカの事業を拡大

する一方、北米の従業員を25％削減した。

107）これにより、同社のスナックの商品ブランド数は大幅に嵩上げされた。ケブラ－・フー

ズ社の買収は現金と借入金によっている。買収後に、ケブラ－・フーズ社の従業員を

大幅に削減した。

108）中国、ソ連での買収企業は、Zhenghang Food CompanyおよびUnited Bakers Groupで

ある。

109）それはProcter & Gamble社である。そのポテトチップのブランドはPringlesであり、

140 ヵ国以上で15億ドルの売り上げを有する。

110）肥満、心臓疾患に対する消費者の懸念に配慮して、その一部商品の脂肪含有量を減ら

している。

111）ミッキ－マウスなどを、シリアル製品の袋に活用するものである。

112）この経営戦略は成功し、2000年代前半にはシリアルの市場シェアのトップの座をゼネ

ラル・ミルズ社から一時的に奪回した。また、買収したケブラ－・フーズ社のプライ

ベ－トブランドを6,500万ドルで直ちに売却したのも、ブランド力を重視する経営戦

略にもとづいている。

113）他の加工食品企業と共通に、同社もウォ－ルマ－トを中心に大規模量販店向けの販売
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比率が高い。ウォ－ルマ－トへの販売は同社の販売総額の20％に達し、ウォ－ルマ－

トを含む大型量販店の上位5社への国内の売上高比率は、11年に46％を占める。

114）一方で、12年度の保有資産総額に占める暖簾の資産額は50億5,300万ドルと対前年度比

で40％増大している（Annual Report,2012 p.32)。ブランド力を重視する結果、負債

額は増大するものの、暖簾資産額が大幅に増大している。このような財務構成が、今

後の経営収支にいかに影響するか、これが一つの経営課題でもある。

115）12年度の従業員数は3万1,000人であり、08年の3万2,393人をピ－クに従業員数は若干、

減少している。売上高、従業員数ともに、ゼネラル・ミルズ社をやや下回る。同社は、

アメリカのシリアル市場でゼネラル・ミルズ社と絶えず首位の座をめぐって競争を続

けてきた。

116）以下の記述も、断らない限り、Hoover's Company Records ConAgra,2010、および

ConAgra Food,2011,2012 Annual Reportによる。家禽分野への進出は、競争企業が調

理食品の分野に事業進出する動きに刺激されたものである。

117）ConAgraとは、ラテン語で“大地”とのパ－トナ－シップを意味する。

118）子会社の業績悪化と過度な投機活動によって、74年まで厳しい財務問題に直面した。

このなかで役員が交代し、資産売却によって76年までに事業基盤が再建された。

119）冷凍食品会社の買収としては、80年のBanquet社（冷凍食品のメ－カ－であり、その後

の6年間にそのラベルのもとに90の新製品を導入）、81年のSingleton Seafood社、86

年のRJRナビスコ社の冷凍食品事業、などが代表的なものとして挙げられる。

120）食肉事業の買収としては、83年のア－マ－・フ－ド(食肉、乳製品、冷凍食品）、87年

のE.A.ミラ－社、モンフォ－ト社、スイフト社の各社である。いずれも、牛肉の屠殺・

加工処理分野などの有力企業である。

121）ビァトリス社は有名な加工食品会社であり、ポップコ－ンの著名ブランド以外に、ハ

インツ社のトマト製品などのブランドも所有していた。

122）その他の食品会社の買収としては、98年の Good Mark Foods、および Nabisco Egg 

Beaters、99年のHolly Ridge Foodsなどがある。

123）同社は、99年には事業の全面的なリストラを発表し、大胆な事業再編に乗り出した。

124）同社が04年前後、とくに02年以後、いかに多数の子会社、事業を売却、整理したか、

そのごく一部だけを紹介しておく。02年には、牛と豚の生鮮肉加工処理事業をBooth 

Creek Management、HM Capital Partnersに売却（ただし、この売却後に買収会社は

Swift&Companyに社名を変更し、このSwift社は07年にブラジルの巨大牛肉会社のJBS

に買収される）した。03年には、コナグラ・フ－ズ社は調理食肉製品をウエッブサイ

トで販売するGeorge Foreman Foodsに供給する一方で、水産食品事業およびチ－ズ事

業を売却し、さらに家禽処理事業をピリグリムズ・プライド社に5億5,000万ドルで売

却（株式と現金を組み合わせて）した。同年には、障害者労働者の訴訟調停（コナグ

ラ社が2000年に買収した工場の以前から継続していた労働訴訟）、に1,500万ドルを支

払った（この種の訴訟決着にともなう最高額）。04年には、Swift Foods の少数持ち

株をHM Capital Partnersに売却(1億9,400万ドルで）し、またSwiftのフィ－ドロッ

トをスミスフィ－ルド・フ－ズ社に売却した。

　　　なお、04年には、CEOが以前のペプシコ飲料の会長兼CEOのGary Rodkinに交代し、広

範なリストラに着手するようになった。

125）それまでの同社の組織は、Food Service、Food Ingredient、ConAgra Retailの3事業

部から構成されていた。このうちの前2者を統合して、ConAgra Foods Commercialに

新たに再編した。

126）07年に、天然冷凍ポテト、前菜などのメ－カ－のAlexia Foods、およびいくつかの有
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名なスナックブランドを有するLincoln Snacks Companyを買収した。一方で、08年に、

コナグラ社の貿易、流通事業を投資グル－プに売却している。

127）コナグラ社は穀物取引・流通、製粉業などの農産品分野に事業の重点を置いてきた。

しかし、農産品の価格変動に事業が影響を受け、不安定な経営構造を有すると判断し、

70年代末に食品分野に重点を移すようになる。

128）同社がいかに多数の食品を生産、販売するかを、「コナグラ社はアメリカ人の冷蔵庫、

配膳室、胃袋などを、冷凍食品やパッケ－ジ食品で満杯にし、そのブランドは多くの

アメリカの著名な食品ブランドで満ち溢れている。同社は、アメリカ最大の食品サ－

ビス、食品製造・供給業者の一つとして、調理食品、簡便食品を中心とする多くの食

品を供給する」と、ConAgra Hoover's Company Recordsは表現している。

129）04年に高齢者向けの冷凍食事製品（Cuisineのブランド）を導入、製造し、在宅の高

齢者の食事宅配を行うようになった。宅配事業に対応するように高繊維粉（Ultragrain

と呼ばれる、穀物の全要素栄養と味覚を有する精製粉の混合物）も開発、販売している。

130）Annual Report,2013 p.13。なお、ウォ－ルマ－トは同社の最大の顧客であり、2010

年の同社の売上高の18％はウォ－ルマ－トで占められる。また、海外事業の展開にも

重点を置き、なかでも中国市場を重視している。冷凍ポテトでは、中国が同社の海外

市場では2位の地位を占めている。

131）ConAgra,Annual Report,2011,p.15。

132）以下の記述も、とくに断らないかぎり、HooVer's Company Records,2013、Kraft 

Foods Group,Inc,およびKraft Food.Inc.,Annual Report,2011によっている。クラフ

ト社は1924年にフィラデルフィアのクリ－ムチ－ズメ－カ－、Phoenixを買収し、チ

－ズ事業を拡大した。しかし、30年にはNational Dairyに買収され、一時的に社名

を変更する。ただし、クラフト社の事業は分離して経営され、33年、40年にMiracle 

Whip、Parkayなどの2社を買収し、サラダドレッシング、マ－ガリンなどの当時とし

ては新規の食品事業に参入した。

133）69年にNational DairyからKraftcoに、さらに78年に国際的な知名度を活かすために、

Kraftに社名を変えた。

134）80年にバッテリ－などを生産するDart Industriesと合併し、Dart&Kraf社に社名と企

業組織を変更した。しかし、非食品事業の売り上げ高の低下にともない、86年にDart 

Industriesと袂を分かち、クラフト社は食品事業に回帰した。

135）フィリップ・モリス社による買収は、130億ドルの巨額のものである。フィリップ・モ

リス社にすると、訴訟との戦いや健康問題の懸念に苦しめられてきた煙草以外への事

業多角化の動きの一部である（Mergers & Acqisition, August,4,2011）。

136）ゼネラル・フ－ド社は、伝統を有するアメリカの代表的な食品会社の一つである。

1896年に小麦・糠の健康飲料の会社として設立され、シリアル商品の売り上げ増とと

もに事業を拡大し、1920年代にチョコレ－ト、コ－ヒ－（Maxwell House）などの各

社を次々と買収した。

　　　さらに、29年には冷凍野菜の先駆的企業を吸収し、ゼネラル・フ－ド社に社名を変

更した。第二次大戦以降も、いくつかの企業を買収し（そのなかには、アメリカ最大

のホットドッグメ－カ－のOscar Mayerの81年の買収も含まれる）たが、食品以外の

事業分野にも進出した。しかし、この食品以外の事業経営に失敗し、85年にフィリップ・

モリス社に56億ドルで買収された。

137）90年代前半に、冷凍野菜、加工肉などの市場シェアを低下させ、300の食品品目の事

業を中止し、アイスクリ－ム事業もユニリバ－社に売却した。一方で、93年にはRJR

ナビスコ社の冷凍シリアル事業、デルモンテ社のプッテング事業、タコ・ベル社の食
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品事業を買収している。

138）95年に社名をクラフト・フ－ズ社（Kraft Foods,Inc.）に変更したが、2000年代まで

に、食品事業はクラフト・フ－ズ（Kraft Foods）とクラフト・フ－ズ・インタ－ナショ

ナル（Kraft Foods International）との二大事業部に組織体制を大幅に改編している。

139）フィリップ・モリスのアルトリア・グループへの組織改編、クラフト・フ－ズ社のス

ピンオフはウォ－ル街の大きな話題になり、これに関する新聞記事は多い。USA Today

の記事によると、スピンオフにともない、クラフト・フ－ド社は2001年以降、自社株

の公開買い付けを行っている（Mergers & Acqisition,August,4,2011）。

　　　なお、01年にフィリップ・モリス社は、子会社の16％を売却し、86億8,000万ドルを

調達した。これは、フィリップ・モリス社による資産の大きな引き剥がしの開始であっ

た。02年にMiller Brewing Co.を売却し、社名をアルトリ・グル－プに変更する(Mergers 

& Acqisition,op.cit.)。

140）2000年には、いくつかの巨大食品会社（ダノン、キャドバリィ－、シェウェップ（Sc 

heweppes））に買収を仕掛け、そのうちのいくつかは後に実現した。また、RJRナビ

スコの買収は189億ドル（40億ドルの負債を含めて）の巨額取引であり、2000年には、

それ以外に大豆製品（1億ドル）、スナックや飲料事業（2億6,800万ドルにのぼる）な

ども買収している。

141）この株式上場によるアルトリア・グル－プからのスピンオフは、投資関係者の話題を

集めた。これは 当時のアメリカで史上2位の、AT&T Wirelessに次ぐ規模の株式新規

公開(IPO)とされる。IPOの完了により、クラフト食品会社が公開の独立会社として再

発足するのは、07年である。

142）新会社の創設により、経営体制も一新された。新たな経営体制のもとで、不振事業部

門と周辺ブランドが集中的に売却され、収益改善への努力が続けられた。売却・整理

された事業、ブランドは、ミント、キャンディ類を中心に多数にのぼる。一方で、人

気のあるブランドを、リグレイ社（Wm.Wrigley Jr.Co）から買収している。

143）クラフト社はゼネラル・フ－ズとの統合以降、その食品事業分野を拡張しつつも、煙

草会社を親会社とする企業構造のもとで苦しい経営を続けてきた。それを代表するの

が、煙草の第二次汚染問題の食品事業の経営におよぼす影響である。

144）07、08年と相次いでシリアル事業を売却した。とくに08年に売却したシリアル事業（ブ

ランド）のポスト(Post）は、ゼネラル・ミルズ、ケッログ社に次ぐアメリカ3位の売

上高を誇るシリアル商品であった。また、成長が期待できるサラダなどの新分野にも

参入している。

145）これらには、United Biscuitsのスペイン、ポルトガル事業の買収、ナビスコの

Oreo,Ritz,ChipsAhoyのヨ－ロッパ、中東、アフリカにおける商標権の買い戻し、LU, 

Petit Ecolier,Creme Rouleeeのブランドの買収、などが含まれる。なお、07年のダノン・

グル－プからのクッキ－などの事業買収も76億ドルの巨額にのぼるものである。

　　　このような経営対応は、株式新規公開による新会社としての発足の過程で、有力投

資家が当社の株主の一部を構成し、彼らの意向、思惑への経営対応をせざるをえない、

とのスピンオフにともなう固有な事情も影響している。

146）キャドベリ－(Cadbury)社は、1824年に茶、コ－ヒ－、ココア飲料の販売会社として

発足した、製菓業界ではMars Inc.に次ぐ、世界2位のイギリス企業である。09年にク

ラフト・フ－ズ社は同社を162億ドルで買収すると発表し、この買収にはゴ－ルドマ

ン・サックス、モルガン・スタンリィ－、UBSなどの投資金融機関も関与した。結局、

2010年2月に、クラフト・フ－ズ社はキャドベリ－社の株式の75％を取得し、この買

収劇は終了した。買収資金の60％は現金、40％は株式交付によるものである。最終的
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には、190億ドルにのぼる巨額買収となった。

147）北米の乳製品市場では、フランスのラクタリス（Lactalis）社、イタリアのパルマラッ

ト（Parmalat）社、カナダのサプト（Saputo）社の事業拡大が目覚ましい。それによって、

クラフト・フ－ズ社の伝統的な食品事業は大きな影響を受け、そのことが同社の乳

製品事業の不振にもつながっている。例えば、イタリアの多国籍乳製品会社のパルマ

ラット社は、97年にカナダの乳製品加工業の相当の資産を取得し（Agriculture&Agri-

Food Canada,Report On Long Term Challenges and Opportunities for Future 

Competitiveness and Prosperity of the Agriculture and Agri-Food Industry, 

Janu.2007,p.31)、最近までカナダの乳製品の最大企業の一つに位置していた。

　　　なお、ヨ－ロッパ系の二大乳業、乳製品会社のうち、最近、上記のイタリア企業の

パルマラット社はラクタリス社に買収され、乳業、乳製品会社の世界的な再編も進ん

でいる。クラフト・フ－ズ社がグロ－バルな製菓企業を志向するのも、乳製品をめぐ

る世界的な企業再編も影響するとみられる。このことは、東京大学矢坂氏の教示によ

る。

148）注の145に言及したように、株式新規公開にともなう新株主が、同社の経営に対する

発言権を持つようになった。例えば、富豪のWarren Buffet氏が07年に当社の少数株

主（持株比率、5％ 未満）となった他に、ウォ－ル街の著名投資家、Nelson Peltz (株

式の3％を所有すると推定される)、Carl Icahn（同様に持ち株比率3％）も、クラフト・

フ－ズ社の株式買い占めの動きに加わった。同社の経営をめぐっては、Peltzはクラ

フト・フ－ズ社がコア－のブランドに集中し、海外事業の拡張の資金確保のために既

存投資の引き上げを提案した。クラフト・フ－ズ社は、Trian Partnersとして知られ

るPeltzの投資事業を承認し、役員会に二人の理事（1人はTrianに支持される）を加え、

クラフト・フ－ド社はTrianとの“休戦協定(standstill agreement) ”に調印した。

149）20世紀の食品・煙草産業の企業合併・買収による構造変化を概括的に整理した論文に

よると、企業合併・買収は5つの時期に区分される。「最初は世紀転換期であり、反ト

ラスト規制が阻止しようとした有名な合併・買収が含まれる。この波のなかでアメリ

カ煙草などが設立された。第2の波は1920年代であり、合併・買収を通してゼネラル・

ミルズ社、ゼネラル・フ－ズ社などの食品会社が誕生した。第3の波は1960年代であり、

無関係な企業の経営のシナジ－効果を求める、驚嘆すべきコングロマリットの形成に

特徴づけられる。第4は1970年代後半から80年代のLBOや問題の多い金融取引を資金源

とする敵対買収などの、猛々しい時期である。食品会社は、この買収運動の先陣を切っ

たが、それはRJRナビスコの買収劇に代表され、フィリップ・モリス社によるゼネラ

ル・フ－ズ、クラフト・フ－ズなどの買収も、これに続くものである。現在は、第5

の合併の波の渦中にあり、食品産業は再びその主要な担い手となっている。食品製造

業が関わる食品関連の合併の大部分は、史上最大の統合を含むが、M&Aの動きは、益々、

小売業、食品サ－ビス業、卸売業で一般的となっている。この現在の波は、食品製

造業者が合併の相手として当面の競争者を求めており、益々、水平的なものとなって

いる。企業が当該市場で有する強い地位をさらに強めることを目標とし、猛々しいコ

ングロマリットは過去のものとなっている」（Richard T.Rogers,"Structural Change 

in U.S. Food Manufacturing 1958-1997"(Agribusiness,Vol.1 7(1),2001),と整理し

ている。

　　　なお、現在の第5の波のなかでも、97～ 2001年に食品関連の積極的なM&Aが起こった後、

02 ～ 06年にはフ－ドシステムにおける合併の動きは減少している。食品製造業者は、

M&Aの結果に失望し、自らの中核資産と最も売れている商品ラインに集中するように

なっている、との評価もある。これについては、『のびゆく農業－977-978』前掲書、
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49頁参照。

150）1981～83年のM&Aに関しては、J.M.Connors & Others,op.cit.p.162参照。なお、乳製品、

ミ－トパッカ－、野菜缶詰の最大手企業も、この時期に一様に当該部門での事業縮小

を図るか、あるいは事業撤退を進めている（ibid.,pp.230-231）。

151）J.M.Connor & Others,op.cit.,pp.241-270。ここでは、巨大煙草会社、フィリップ・

モリス社によるミラ－ビ－ル社（Miller Brewing Co)の買収、および巨大電話電信会

社ITTによる製パン会社の買収などの事例が挙げられる。巨大コングロマリット企業

による食品事業の買収が、買収した事業分野の市場シェアを急速に上昇させた。

152）肉牛の屠殺・加工処理のビッグファイブのア－マ－社は巨大バス会社、グレイハウン

ド社に買収された。しかし、グレイハウンド社は、すぐにその食肉事業を売却した。

これも、コングロリマリット的な組織形態が影響しているとみてよい。

153）これについては、ブライアン・パ－ロ－、ジョン・ヘンリ－著、鈴田敦之訳『野蛮な来訪者、

RJR ナビスコの陥落』（上）、（下）（日本放送協会、1990年）を参照。

154）アメリカ全体のM&Aブ－ムの様相を時期別に示したものとしては、春田素夫・鈴木直

次著『アメリカの経済、第2版』（岩波書店、2005年）、120頁が分かりやすい。

155）S.Zahniser&J.Link ed.,Effects of North American Free Trade Agreement on 

Agriculture and the Rural Economy,USDA,ERS,2002,pp23-25。

156）食品加工業の多国籍企業の71％は、非アメリカ系企業である。これらでは、全出荷額

のうち、平均するとその38.9％は海外工場の出荷によるものである。これに比べて、

アメリカを本拠地とする多国籍企業の場合、海外関連企業からの出荷額は平均すると

全出荷額の27.7％を占め、アメリカ系企業は非アメリカ系の多国籍企業を下回ってい

る（L.P.シェルツ/L.Mダフト編、小西孝蔵･中嶋康博監訳『アメリカのフ－ドシステム』

（日本経済評論社、1996年）、129頁。

157）これは、オリンガ－氏らの報告書による、次のような記述にも裏づけられる。「（ビッ

グフォ－）などの、旧来からのいくつかの企業は食肉産業にとどまり、高付加価値や

ブランドによる高収益の加工肉に集中するために、屠殺業を放棄した。他方、新規参

入企業は枝肉や部分肉のような低コストの半加工品に集中した。多くの場合、非労働

組合員の労働者を雇用するか、厳しい交渉力を通して交渉契約における賃金引き下げ

を強いた。1980年代の激動のなかで、旧来のミ－トパッカ－だけでなく、労働者も賃

金下落によって敗者となった。」(M.Ollinger & Others,op.cit.,p.8）。

158）これには、家禽肉の需要増も影響している。家禽肉の需要急増は、豚肉、牛肉などの

市場を侵食したからである。ポール・ロバ－ツ氏によると、「（家禽部門での動きは）、

ほかの食肉産業にもドミノ効果を引き起こした。鶏肉の市場シェアの上昇に直面して、

豚肉生産業者は素早く、高生産性、低コスト戦術を取り入れた。（ポール・ロバ－ツ著、

神保哲生訳、前掲書、149頁）。

159）Census of Manufactures of 1992,Fact Finder.

160）これらの著作は、上記のポール・ロバ－ツ著、および堤未果『（株）貧困大国アメリカ』

（岩波書店、2013年）である。

161）「食肉・家禽部門の統合は1972 ～ 92年に進展しているが、……1992年までに、各々

の部門は1972年に存在した工場の少なくとも60％を失っている。……工場数および

従業員の減少は、とくに食肉産業における賃金をほぼ3分1も引き下げた」(Michael 

Ollinger & Others,op.cit.,pp10-16,p.23。

162）2000年のフィリップ・モリス社のナビスコ事業の買収にともない、7,500人の従業員

を解雇している（HooVer's Company Records,2013、KraftFoods Group,Inc.)。

163）これは、カナダの食品製造業に関する研究であるが、食品製造業の利益率は投入財コ
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ストの上昇により製造業全体を下回っている。それは、原材料コストおよびエネルギ

－の上昇による（Agriculture&Agri-Food Canada,op.cit.,pp41-43)。

164）ibid.,p45

165）これも、2000年代初頭のカナダの食品製造業に関してである(ibid.,p.41-43）。

166）ブラジルに本社を持つJBSは、アメリカJBS持株会社（JBS USA Holdings）を設立

し、買収企業をそこに統合した（Pilgrim's Pride Corporation,HooVers'Company 

Rcord,2011）。また、Five Rivers Ranchなどのフィ－ドロットも買収している。なお、

ブラジルにはブラジル・フーズとJBSの２大食肉会社が存在する。前者は、家禽を中

心とするのに対し、JBSは牛肉を中心に発展してきたが、最近は需要が拡大する家禽

分野の食肉事業も拡大し、現在は世界最大の食肉会社となっている。これについては、

農林水産政策研究所、清水純一上席主任研究官の教示による。

167）06年には、鶏肉分野では、第2位と第3位、すなわちピルグリムズ・プライド（Pilgrim's 

Pride）とゴ－ルド・キスト（Golid Kist）の総額1億ドルによる合併がなされた。こ

の結果、タイソン・フ－ズを上回る世界最大の鶏肉企業がピルグリムズ社が誕生した。

ピルグリムズ社は世界最大の鶏肉加工処理業者として、孵化、飼養、加工処理、出荷・

販売の事業領域を横断する事業を展開してきた。その家禽製品は、著名ブランドとし

て、また、家禽肉（カット肉を含めて）を生鮮、冷凍、付加価値調理品などの様々な

形態で販売する他に、その副産物は家畜飼料としても販売してきた。家禽肉の処理・

加工の他に、飼料工場、孵化事業も行い、アメリカ以外のメキシコ、プエルトリコに

配送センタ－を経営し、家禽製品を東欧（ロシアを含む）、極東（中国を含む）を中

心に海外90 ヵ国に輸出し、メキシコでは第2位の家禽会社の地位にあった。メキシコ

でのピルグリムズ・プライド社の事業展開については、星野前掲論文参照。

168）当社は、破産回避に努めてきたが、結局、破産が採りうる最善の方策であった。鶏肉

の卸売価格が低迷する一方で、飼料価格の高騰が経営破産の直接的な原因となった。

破産回避のための方策を講じ、雇用確保のためにルイジアナ州も努力をしたが、同社

は08年に破産法11章の適用を受け、09年後半には主要な資本持ち分をJBSに売却した

（HooVers'Company Rcord,op.cit.,2011)。

169）「香港の拠点を有するShuanghuii International Holding Ltd.が47億ドルで取得する

ことで、両者は合意した。これは、中国企業によるアメリカ企業の買収としては、こ

れまでの最高額のものである」（The Japan Times,May 31,2013)。「買収額は約47億

ドルであるが、スミス社の負債の引き受けを含めると買収総額は約71億ドルに上る。

……米国内の豚肉需要の伸び悩みで事業環境が厳しいスミスフィ－ルドと、中国向け

の供給強化を目指す双匯の思惑が一致した「日本経済新聞（夕刊）」。なお、双匯国際

社は、スミスフィールド・フーズ社の買収を決定する時点で、中国最大の養豚、豚肉

加工処理・食肉会社に成長していたが、その事業規模は、スミスフィールド・フーズ

社を上回るようになっていた、とされる。これは、農林中金総合研究所の阮蔚主任研

究員の教示による。

170）「米政府の対米投資委員会は、中国食肉大手の双匯国際が世界最大の豚肉生産企業、米

スミスフィ－ルド・フ－ズを買収することを承認した。両者が（9月）6日発表した」（2013

年9月7日、「日本経済新聞」夕刊）。(  )内の9月は筆者による。

171）モンデリ－ズ・インタ－ナショナル社のホ－ムペ－ジのFact Sheetによると、「北米

食品事業のスピンオフによって、同社は、社名、経営戦略ともに全く新しい会社となっ

たが、伝統的な組織の価値と同社のブランドの豊かな遺産をさらに活かしていく……

2012年の売上高は350億ドルであり、11万1,000人の従業員を有し、世界の65 ヵ国で生

産、販売している」としている。以下の同社の事業概要も、このFact Sheet、および
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Mondelez International,Inc.,HooVeer's Company Records,20013による。同社の100

万ドルの売上高を誇る菓子類（pantry）の主要ブランドは、Cadbury and Milka チョ

コレ－ト、LU,Nabisco,Oreoビスケット、トリデント・ガム、Tang粉末飲料、Jacobs

コ－ヒ－、などから構成される。

172）キャドバリィ－社は200年の歴史を有するイギリスの製菓企業であり、ブラジル、イン

ド、メキシコ、ロシア、南アフリカ、中国などで堅固な顧客を有した。このため、ク

ラフト・フ－ズ社は、キャドバリィ－社の買収により、これら市場へのアクセスが容

易になった。

173）もう一つのクラフト・フ－ズ・グル－プは、著名なコ－ヒ－ブランドの Maxwell 

House coffeeやチ－ズなどの乳製品を中心とする。クラフト・フ－ズ・グル－プは、

フィリップ・モリスに買収される以前の食品事業の構成に回帰したともいえる（Kuraft 

Food Group,HooVeer's Company Records,20013)。

174）ブライアン・バロ－＆ジョン・ヘルヤ－著、鈴田敦之訳、前掲書（下）395-396頁。（）

内の買収劇の当事者は、筆者による。


