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世界の食料消費動向と巨大多国籍食品・飲料会社の事業展開
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   おわりに

は じ め に

  昨年度は、アメリカの食品製造業の構造再編をめぐる新たな動き、およびそ

れにともなうアメリカの巨大食品製造企業の事業展開に関して、1980年代以降、

2010年代直近までの動きを追跡、検討した。後者は、アメリカの巨大食品会社

のM&Aを通した、企業組織の変遷とほぼ同義であった。このうち、1980年代か

ら90年代のアメリカの食品製造業の構造再編は国内市場を中心とするものであ

り、主要食品分野での主としてM&Aに依拠する一部の巨大食品会社への生産集

中がダイナミックに進展したことを明らかにした。それは、食肉部門を例にと

ると、川上から川下までの垂直的な事業統合の深化でもある。また、いずれの

食品分野でも、食料消費趨勢と密接に関連しつつ、食品産業における消費者お

よび各種施設への直接販売、配送などの、食品サ－ビス事業の比重が高まるこ

とも特徴である。

　さらに90年代末以降、2000年代に入ると、いずれのアメリカの巨大食品会社

も新興諸国を中心とする海外事業を積極的に追求するようになった。同時に、

特定の食品分野、食料品目への事業集中も進み、アメリカの巨大食品会社の国

内の食品サ－ビス事業への進出もさらに顕著となっている。アメリカを中心に
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先進諸国の食品市場の成熟化にともない、市場が急成長する新興諸国を中心に

海外事業の展開が本格化するのである。それは、アメリカの巨大食品会社が一

様に巨大多国籍食品会社に発展することを意味した。企業経営のさらなるグロ

－バル化の進展である。

　もっとも、アメリカの巨大多国籍食品会社のグロ－バルな事業展開の特徴

は、ヨ－ロッパを拠点とする巨大多国籍食品会社との比較を通して、始めて明

らかになる。ネスレ、ユニリ－バに代表される世界最大の巨大多国籍食品会社

は、ヨ－ロッパに本社を置いている。それゆえ、本稿では、このヨ－ロッパ系

の2つの巨大多国籍食品会社、および前稿では対象としなかった飲料を中心と

する巨大飲料・食品会社のペプシコとコカ・コ－ラの2社を加え、その企業経営、

事業展開を考察、検討する。後2社も、世界有数の巨大多国籍飲料・食品会社

に位置する。これを通して、巨大多国籍食品・飲料会社の食品・飲料の国際市

場における地位、および世界の食品・飲料の消費動向におよぼす、その影響を

少しでも明らかにすることを、本稿は主要な課題とする。

　しかし、前稿でも明らかなように、その事業が多数の国にまたがる巨大多国

籍食品・飲料会社の企業組織、企業経営の実態を正確に把握することは至難で

ある。それゆえ、本稿の課題も自ずから制約される。前稿のアメリカの巨大食

品会社の事業展開と対比した、ヨ－ロッパ系および飲料を中心とする巨大多国

籍食品・飲料会社の事業動向、企業経営の特質を探ることに主として焦点を当

てることにする。ネスレ、ユニリ－バ、ペプシコおよびコカ・コ－ラ社などの

事業展開は、日本では当該企業の関係者を除くとほとんど知られていない。こ

の現状に鑑み、本稿では上記4社の事業動向および企業経営の紹介も一つの目

的としている。これによって、前稿と併せて、巨大多国籍食品会社に関する企

業研究の一次的接近も意図している。

　なお、巨大多国籍食品会社の経営戦略にもとづく事業展開は、世界の食料消

費動向と密接に関連する。むしろ、本文にもみるように、その食料消費趨勢を

先取りしつつ、世界的な食品市場の開発を事業展開の梃子とする、と表現する

ことが適当であろう。本稿の主要な問題関心も、世界の食品消費動向、その趨

勢におよぼす巨大多国籍食品・飲料会社の影響、およびそれとも関連する食品

産業全体のなかでの巨大多国籍食品・飲料会社の位置づけに接近することにあ



－ 54 －

る。このため、巨大多国籍食品会社の事業展開を考察する前提として、世界の

食料消費動向を概観する。

　ただし、世界の食料消費動向と一口に言っても、それ自体が大きな研究課題

をなす。詳細な統計資料を収集し、世界の食料消費動向を時系列的に分析する

ことは、容易に対応しうる課題ではない。それゆえ、本稿での世界の食料消費

動向に関しては、巨大多国籍食品・飲料会社の事業展開に接近する前提として

の巨視的な整理にとどまる。国際連合食糧農業機関（FAO）を中心とする国連

機関、およびアメリカ農務省経済調査局(ERS)などの統計、調査報告などに主

として依拠する、世界の食料消費動向の俯瞰にとどまる。

　こうした問題関心にもとづいて、本稿の構成は以下のようになる。Ⅰで、世

界の食料消費の全体動向を俯瞰する。ここでは、世界の食料品貿易の動向を考

察したうえで、FAOの統計に示される供給ベ－スでのカロリ－、蛋白質、脂肪

分のそれぞれの摂取量の変化と主要農産品の供給動向がいかに対応するかを中

心に考察する。そのうえで、アメリカ、中国の1990年代以降の食料消費動向と

その動きを生み出す諸条件、諸要因を検討する。世界の食糧消費趨勢を把握す

るうえで、その動きを代表する国として、アメリカ、中国を選択している。こ

れにもとづいて、世界の食料消費動向に影響を与える主要な諸条件と世界的な

食料の消費趨勢を整理したい。

　Ⅱでは、本稿で対象とする巨大多国籍食品・飲料会社の4社のそれぞれの事

業展開、事業構造、企業経営に関して、とくに1990年代以降、最近時の2010年

代初頭までの動きを追跡、整理する。とくに、2000年代以降の事業展開に1990

年代までとは異なる新たな変化がみられるが、それはいかなる動きか、また、

4社の企業経営のそれぞれの特徴は何か、ここに重点を置いている。

　Ⅲでは、Ⅱの考察、検討を踏まえて、事業展開および企業経営をめぐる4社

の共通性、およびそれぞれの独自性を整理する。これは、Ⅱの考察、検討の要

約でもある。それを通して、巨大多国籍食品･飲料会社の事業展開および企業

経営の特徴を明らかにすることを意図している。これらの整理をふまえて、食

品の国際市場における巨大多国籍食品・飲料会社の地位、位相に接近したい。

Ⅲは、Ⅰ、Ⅱの整理および要約にも相当する。

　なお、これまで3回にわたって、「穀物メジャ－の一考察」の論考を発表して
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きた。それは、巨大穀物メジャ－が主要食品製造業に進出するなかで、世界の

食料生産・流通システムに占める穀物メジャ－の地位をいかに評価するか、こ

の視点にもとづいている。本稿は、これまでの論考をふまえて、ヨ－ロッパを

拠点とし、また飲料分野を含めた巨大多国籍食品・飲料会社に対象を広げて、

世界の食品産業をめぐる事業再編、および食品・飲料の国際市場における巨大

多国籍食品・飲料会社の地位、位相を追跡、整理するものである。

Ⅰ 1990年代以降の世界の食料消費動向

　１ 世界の食料品貿易の動向

　　(1) 1990年代以降の世界の食料品貿易の全体動向－80年代との対比を中心に

　1990年代以降の世界の食料消費動向を、とくに2000年代の特徴的な趨勢に焦

点を当てて俯瞰しよう。まず、世界の食料品貿易をめぐる動きから、世界の食

料消費動向に接近する。世界の食料品貿易をめぐる動きは、世界の食料消費の

全体動向のごく一部を示すにすぎない。しかし、そのなかに世界の食料消費趨

勢の一端も反映される１）。

　90年代の世界の食料品貿易額は、80年代と対比すると、その増加率が大きい

ことを一つの特徴とする。80年代の世界の食料品貿易は、80年代後半には増加

に転じるものの、全体的には停滞基調で推移している。世界の食料品貿易額は、

80 ～ 89年には1960億ドルから2914億ドル弱の1.5倍弱の増加率にとどまる。こ

れに対し、1990年代以降、世界の食料品貿易額は2000年の3,880億ドルを経て、

2010年の9,684億ドルへと大幅な増加を続けている（図1)。

　その増加率は、90年代の31％に対し、2000年代の最初の10年間には150％に

およんでいる。2000年代の世界の食料品貿易額の増加率は、90年代をはるかに

上回っている。それは、世界の食料品貿易構造の変化にともなうものである。

この2000年代の世界の食料品貿易構造の変容を、品目別の食料貿易額の動向か

らみておく２）。　　

　80年代には、世界の食料品貿易を主要品目別にみると、畜産物、水産物、野

菜、果実の貿易額の増加率が相対的に大きい。それに次ぐのが穀物、飼料類で

ある。一方で、糖類、コ－ヒ－・紅茶などの嗜好品の貿易額は若干、減少した。
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この80年代の品目別の貿易動向には、貿易数量とともに国際価格の動向が大き

く影響している。80年代には、穀物の国際価格が大幅に下落し（とくに80年代

初頭から半ばすぎに）、それが80年代の穀物貿易額に反映された。穀物以上に、

価格動向が貿易額に影響を及ぼしたのは、砂糖、およびコ－ヒ－・ココアの嗜

好品である。例えば、90年のコ－ヒ－の国際価格は80年の5分1の水準に下落し

ている。これはココアについても同様である。80年代のコ－ヒ－、ココアの国

際市況は、崩落の観を呈したのである３）。

　このような価格要因により、世界の品目別の食料貿易動向を数量的に正確に

把握することは困難である。しかし、大幅な価格変動がみられた嗜好品を除く

と、畜産物、水産物、酪農品、野菜・果実の80年代の貿易数量の増加率は穀物

類を上回った４）。この結果、80年代には世界の食料品貿易全体に占める穀物の

割合は低下し、畜産物、水産物、果実・野菜に加えて、各種調整品の食料品貿

易全体に占める比重が高まったのである。この点が、世界の食料危機に特徴づ

けられた70年代と、80年代の主要品目別の世界の食料品貿易をめぐる動きの大

きな差異である５）。

　　(2)90年代以降の品目別の食料品貿易動向　

　90年代以降の品目別の食料貿易動向の方向も、80年代の趨勢をさらに強める

ものである。水産物の貿易額の伸びは若干、停滞するものの、畜産物、酪農品、

果実類の貿易額はそれぞれ大幅に増加した。90 ～ 2010年に、上記品目の貿易

額はほぼ2.5 ～ 3倍前後に増加している（表1）。また、穀物類の貿易額は90年
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代には停滞を続けたが、2000年代後半には大幅増に転じた。これは、周知の07

年下半期から08年上半期の穀物の国際価格の急騰が大きく影響している。世界

の穀物貿易額（輸入額）は、価格要因にもとづいて、06 ～ 08年に497億8,100

万ドルから1,043億9,000万ドルに2倍以上に急増している。同様に、穀物ほど

ではないものの、酪農品の国際価格も、2000年代には相当に上昇した。このこ

とが2000年代の酪農品の貿易額の増加に寄与している６）。

　これに対し、2000年代には肉類の国際価格も若干は上昇する。しかし、他の

食料品目と比べると、肉類の国際価格は比較的安定的に推移している。それゆ

え、2000年代の肉類の貿易額の増加は、主として数量増によるものである。こ

れは、果実、野菜に関しても同様である。また、80年代と対照的に、90年代以

降には、糖類（菓子類を含む）およびコ－ヒ－、ココアの嗜好品の貿易額も、

時期を追って増加している。また、各種調整品の貿易額は、全ての主要食料品

目のなかで90年代以降、最も増加率の大きい品目の一つである。

　以上から、90年代以降、とくに2000年代の品目別の世界の食料貿易動向は、

次のように要約しうる。80年代と同様に、肉類、酪農品、野菜・果実、水産物

の貿易は着実に増加を続け、また、コ－ヒ－、ココアなどの嗜好品、糖類（菓
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子類を含む）の貿易額も、90年代以降、大幅増に転じた。一方、穀物類の貿易

額も07年以降、価格急騰により他の品目を上回るほどの増加がみられるものの、

90年代、2000年代を通すと、食料品貿易全体に占めるその貿易額の割合は低下

傾向を続ける７）。このなかで、90年代以降、各種調整品は80年代と同様に貿易

額の増加率が最も大幅な品目の一つである。

　各種調整品は、畜産物、穀物、水産物などの副産物から構成され、その多く

は加工食品の原料として使用される。その貿易額の食料貿易額全体に占める割

合は、2010年には21％に達する。それゆえ、各種調整品の貿易額の増大は、食

料品貿易に占める加工食品の貿易比率の上昇を意味する。糖類、嗜好品、およ

び果実類の貿易に関しても、その多くはそれらの加工ないし半加工品によるも

のである。この結果、糖類、果実類の貿易額の増大の相当部分は、加工・半加

工品で占められる。大賀氏は、食料品の主要品目を再分類し、飲料、たばこを

含む食品全体の貿易額に占める、2011年の加工食品および動植物加工食品の貿

易額の比率を45％と算出する８）。このように90年代以降の世界の品目別の貿易

動向は、畜産物、水産物とともに、加工食品の増加を特徴としている。また、

表1-2にみるように、飲料の貿易額の増加率は食料品をさらに上回っている。

とくに非アルコ－ル飲料の貿易額の増加が大幅なことも注目される。

　　(3) 食料品貿易の地域構造の変化

　このような主要品目別の世界の貿易動向は、食料品貿易の地域構造の変化と

並行するものである。世界の食料品貿易を、地域別の輸入額の構成からみると、

先進経済諸国以外の地域９）の比重が2000年代には急上昇している。このことが、

地域別の食料品貿易動向としては最も注目される。90年代までは、世界の食料

品貿易総額に占める先進経済諸国の比重が、輸出入のいずれでも高いことを特

徴とした。世界の食料品貿易は、先進国間貿易を中心としていたのである。
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　例えば、90年代にはわずかに低下するものの、2000年の世界の食料品輸出、

輸入額のいずれでも先進経済諸国が70％前後を占めた（表2-1、2-2）。ところが、

2010年までに、世界の食料品輸入総額における先進経済諸国以外の地域１０）の

割合は39％に上昇している。これは、食料品輸出にも該当する。世界の食料品

輸出に占める途上経済諸国の割合は時期を追って高まり、2010年に40％に上昇

している。

　食料品貿易の地域間の動きは、食料品貿易のマトリックスに示される。それ

によると、世界の食料品貿易におけるEUの域内貿易の割合が大きいことが、一

つの特徴である。世界の食料品輸出入額の40％弱は、EU27 ヵ国によっている

１１）。とくに、先進経済諸国の食料品輸入、輸出額の過半は、EUの域内貿易に

よるものである１２）。それゆえ、EUの域内貿易を除くと、2010年には世界の食

料品貿易は、輸出入のいずれでも、途上経済諸国によるものが先進経済諸国を
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上回るようになった。

　世界の食料品貿易に占める途上経済諸国の比重増大のなかでも、輸入比重を

高めているのはアジア（中近東を含む）である。とくに中国を中心に東アジア

の食料品輸入額の伸びが顕著である。なかでも品目別の輸入とも関連して注目

されるのは、2000年代の中国の大豆、乳製品の輸入の急増である。それ以外の

中南米、アフリカも、食料品輸入地域としての比重を高めている。また、途上

経済諸国のなかで食料品輸出地域としての地位を高めているのは、南米とアジ

アである（表2-2）。とくに、世界の大豆、家禽肉輸出に占めるブラジルを中心

とする南米の輸出比率は急上昇している１３）。　

　こうした地域別の食料品の輸出入の構成変化が、品目別の食料品貿易の動向

に対応する。東アジア、中南米を中心に途上経済諸国の食料品輸入の急増が、

特定の食料品目の貿易額の大幅増に相応している。これらの輸入動向は、輸入

を急増させている当該諸国の食料消費動向を反映するものであろう１４）。

　２　世界の食料消費、食料供給の全体動向－FAOの食料品収支表を中心に－

　最初に、FAOの食料品収支表（Food Balance Sheet）に依拠して、世界の食

料消費動向を俯瞰する。FAOの食料品収支は、細分類した食料農産物の品目ご

とに、世界の全ての国を対象に、その純供給量を供給源の構成別に集計したも

のである。それは、食料農産物の品目ごとの供給量の集計であり、消費ベ－ス

のものではない。しかし、FAOの供給ベ－スの統計を通して、国、地域別の主

要食料品目別の消費動向を、我々はある程度、把握しうる。

　　(1)カロリ－、蛋白質、脂肪分の摂取動向－世界の主要地域別に－

　1) カロリ－摂取量の動向

　ここでは、食料農産物の品目ごとの消費動向には立ち入らない。1人当たり

平均カロリ－、蛋白質および脂肪分のそれぞれの摂取量を2011年１５）と1990年

とを比較し、最近20年間のそれぞれの変化を地域別にみる。まず、11年の世界

全体の人口1人当たり平均カロリ－摂取量（供給量）は、2,868キロカロリ－で

ある。90年の世界の1人当たり平均カロリ－摂取量は2,619キロカロリ－であっ

た。最近20年余に、世界の平均カロリ－摂取量は249キロカロリ－（比率では

9.5％）増加している。この事実に示されるように、世界の栄養事情は全体平
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均でみると、最近の20余年間に相当に改善されている（表3）。

　これは、当然なことに地域的な偏倚をともなう。これを、上記の世界全体

の平均増加率を基準に整理しておこう。容易に想像しうるように、90年にすで

に高水準のカロリ－摂取量に達していた、先進諸国のカロリ－摂取量の増加率

は小幅にとどまる。最近20年間の北米、西欧の1人当たり平均カロリ－摂取量

の増加率は、いずれも5％未満にすぎない。一方、先進経済以外の地域（以下、

途上経済地域と表記する）の平均カロリ－摂取量の増加率は、先進経済地域を

はるかに上回る。そこでは、相対的に経済成長率が高い地域、諸国の増加率が、

それ以外の地域、諸国を相当に上回っている。

　例えば、アジア（アジアの途上経済地域全体）の90年の平均カロリ－摂取量

は2,414キロカロリ－である。それが、11年には2,581キロカロリ－に増加して

いる。このうち、東アジア、南アジアの平均カロリ－摂取量の増加率は、それ

ぞれ18％、10.5％である。そのなかで、高成長が持続する中国の最近20年余の

1人当たり平均カロリ－摂取量は22％も増加している。

　同様な事実は中南米にも該当する。90 ～ 11年に南米の1人当たり平均カロリ

－摂取量は2,758カロリ－から3,027カロリ－へと17％増加した。これには、大

国、ブラジルの経済の高成長が大きく影響する。この間の、ブラジルの平均カ

ロリ－摂取量の増加率は21％にもおよんでいる。これに対し、内部に最貧諸国

を含む中米、カリブ海諸国の同期間の平均カロリ－摂取量の増加は、それぞれ
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4.1％、13％にとどまる。このように、途上経済地域ごとの経済成長率の格差が、

各々の地域、国のカロリ－摂取量の増加率の大小に直接に反映されている。

　ただし、90年には栄養事情が相当に劣悪だったアフリカ、およびカリブ海諸

国などの食料消費事情も、カロリ－摂取量の点では、最近20年間に相当に改善

されている。90年のアフリカの平均カロリ－摂取量は、2,293キロカロリ－に

とどまった。それが、2011年までに14％増加し、2,615キロカロリ－の水準に

達している。最近20年余のアフリカのカロリ－摂取量の増加率は、カリブ海地

域とほぼ同一である。しかし、90年代以降の途上経済地域の平均カロリ－摂取

量の大幅増にもかかわらず、欧米諸国と途上経済地域には、次にみる動物性蛋

白質および脂肪分の摂取量では、依然、隔絶的とも云えるほどの格差が存在し

ている。

  2)　蛋白質、脂肪分の摂取動向－地域別の特徴－　

　1990 ～ 2011年に、欧米の先進経済諸国と途上経済諸国との1人当たり平均蛋

白質摂取量の格差は相当に縮小している。上記期間に、世界全体の1人当たり

平均蛋白質摂取量（1日当たり）は、70.5グラムから80.3グラムへ10グラム（割

合にして14％）増加した。これに対し、北米、西欧地域の蛋白質摂取量の増加

は微増にとどまっている。90年の平均蛋白質摂取量は、北米・西欧と世界全体

の間には50％前後の格差があった。それが、11年には25％前後に縮小している。

この格差の縮小は、途上経済地域における動物性蛋白質の摂取増に主として起

因する。最近20余年間の世界の蛋白質摂取増の大半は、動物性蛋白質の摂取増

によるからである（表4）。

　しかし、アメリカ大陸、オセアニアを除くと、途上経済地域における蛋白質

摂取は、依然、その多くを植物性蛋白質に依存する。例えば、アフリカ、アジ

アの平均蛋白質摂取量に占める植物性蛋白質の割合は、11年にそれぞれ76％、

66％である。この結果、11年のアフリカ、アジアの1人当たり平均の動物性蛋

白質の摂取量は、北米のそれぞれ24％、37％の水準にとどまる。これには、文

化的諸条件も大きく影響する。例えば、宗教的要因が強く影響するインドを中

心に、南アジアでの動物性蛋白質の1人当たり平均摂取量は北米の20％前後の

水準にすぎない。アフリカにおける畜産物消費水準も低位である。また、90

～ 11年の南アジア、アフリカの動物性蛋白質摂取量の増加率も小幅である。
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　対照的に、東アジアの動物性蛋白質の摂取量は、大幅な増加を続けている。

90 ～ 11年に、東アジアの1人当たり動物性蛋白質の平均摂取量は、18グラム

から38.4グラムへと2倍以上に増加した。その動きを代表するのも中国である。

上記期間に、中国の動物性蛋白質の平均摂取量は13.8グラムから37.7グラムへ

と2.7倍に著増している。

　カロリ－摂取量の場合と同様に、動物性蛋白質の摂取増はブラジルにも該当

する。ブラジル人の平均の肉類消費量は、アジアの途上経済地域に比べると、

もともと高水準である。そのなかで、最近21年間のブラジルの肉消費増はとく

に顕著である。その動物性蛋白質の平均摂取量は、90 ～ 11年に29.4グラムか

ら51グラムへと73％も増加した。途上経済地域の地域、国ごとの経済成長率格

差が、カロリ－摂取以上に動物性蛋白質の摂取増（畜産物の消費増）に反映さ

れている。

　90 ～ 2011年の脂肪分摂取も、動物性蛋白質と基本的には同一の趨勢を示し

ている（表5）。それゆえ、脂肪分の摂取に関しては、主要地域ごとの特徴的な

動きだけを指摘する。第1に、最近21年間の世界の1人当たり平均脂肪摂取量の

増加率は、動物性蛋白質を上回っている。例えば、90 ～ 11年に世界の平均脂

肪摂取量は22.7％（67.4グラムから82.7グラムへ）増加し、動物性蛋白質の摂

取増を相当に上回る。第2に、一部の先進経済諸国、とくにアメリカにおける
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脂肪摂取の増加率は動物性蛋白質を相当に上回っている。上記期間に、アメリ

カの脂肪分の平均摂取量の増加率は22.5％におよんでいる。第3に、所得水準

が低位な途上地域での脂肪分の消費増加率も、動物性蛋白質を上回ることであ

る。例えば、アフリカ、南アジアの1人当たり平均脂肪摂取量の増加率は、90

～ 11年にそれぞれ8％、31％である。南アジアでは、文化的タブ－のない脂肪

分の摂取増が、所得水準の上昇にともない畜産物消費に先行する。第4に、途

上経済地域のなかでも、新興諸国における脂肪分の消費増が畜産物と同様に際

立って大幅なことである。東アジア、南米の平均脂肪摂取量の増加率は、他の

途上経済地域を上回っている。なかでも、同期間の中国、ブラジルの1人当た

り平均脂肪摂取量の増加率は、それぞれ74％、49％におよんでいる。

　第5に、とくに先進諸国を中心に、動物性脂肪から植物性脂肪への消費代替

が目立つことである。90年の西欧の脂肪分の摂取量の64％は、動物性脂肪によっ

ていた。ところが、11年にはこの比率は57％に低下している。同様に、11年に

1人当たり平均脂肪摂取量が160グラムと際立って大きい北米でも、植物性脂肪

への消費代替が進んでいる。11年の北米における脂肪摂取量全体に占める植物

性脂肪の比率は57％であり、90年に比べて5ポイント上昇している。

　3) 植物性脂肪の摂取増と外食依存の強まり

 植物性脂肪の摂取増は、ほぼ全ての地域に共通する１６）。なかでも、北米・西

欧の先進経済地域での植物性脂肪の摂取比率の上昇が注目される。また、大陸
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別では、1人当たり平均脂肪摂取量はアメリカおよびヨーロッパで大きくなっ

ている。とくに、北米の脂肪摂取量は際立って高水準である。

　このような事実は、いかに説明しうるだろうか。1つには、植物性脂肪の摂

取増は先進諸国の食生活における健康志向の強まりの反映とみられる。しか

し、それ以上に、ファ－ストフ－ドを中心に外食依存の強まりの影響も大きい

であろう。ファ－ストフ－ドなどの外食には脂肪含有率が高い食事が含まれる。

また、後にみるように、食生活の外食依存は先進諸国では着実に高まっている

１７）。外食依存の強まりと脂肪摂取増との相関に注目すると、脂肪摂取の大幅

増はアメリカ的な食生活が、近隣の中南米地域および高経済成長を持続する東

アジアなどを中心に普及しているとみることも可能である。

　なお、動物性蛋白質と脂肪分摂取の大幅増による健康、とくに肥満問題にお

よぼす影響も増大している。それは、途上地域を含めた世界の肥満人口比率の

水準にも示される（表6）。肥満人口比率は、先進諸国、とくにアメリカで最も

高いが、中南米、西アフリカの途上諸国でも相当に高いことが注目される。肥

満人口比率はカロリーの過剰摂取の帰結であるが、それを生み出す社会、経済

的条件はあらためて問われねばならない。以上のFAOの食料収支にみる世界の
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食料消費の全体動向は、主要品目別の食料農産物の1人当たり供給量の変化と

いかに対応するだろうか。

　　(2)　主要食料品目の供給動向と食料消費の全体動向

　ここでは、畜産物としては肉類、魚類、卵、牛乳(バタ－を除く）を、主

要作物としては主要穀物、大豆、砂糖作物、果実、野菜などを取り上げる。

90/91年～ 2010/2011年に、肉類、魚類、牛乳の世界の1人当たり平均供給量（1

日当たりのキロカロリ－）は、それぞれ26％、41％、17％増加した（表7）。1

人当たり平均供給量の増加率は魚類が最大である。肉類、牛乳の平均供給量の

増加率も相当に大幅である。同期間の世界の肉類、魚類、牛乳の供給増加率は、

動物性蛋白質の平均摂取量の増加率を上回っている。

　以上から、最近20年間の世界の魚、肉類、牛乳の供給増が、動物性蛋白質の

1人当たり平均摂取増を可能にした事実が示される。そのなかで、動物性蛋白

質の摂取増のとくに大幅な地域、諸国の畜産物の供給増は、その多くを輸入に

依存している。一例として、中国の動物性蛋白質の摂取増と中国の畜産物輸入

増の相関をみておこう。95 ～ 06年の中国の畜産物輸入の増加率は、年率平均

20％である。一方で、同期間の中国の肉類の平均消費量は年率平均4.5％で増

加し続けている。畜産物輸入の増加率は、肉類の消費増加率を大幅に上回って

いる１８）（表8）。

　これは、中国の脂肪摂取にも該当する。牛乳、畜産物の供給増、とくに前者

の輸入を含めた供給増が脂肪の摂取増に寄与している。中国では主要食料品目

のなかでも、とくに牛乳供給量の大幅増が目立っている。しかし、中国を含め

た世界全体の脂肪摂取量の増加は、依然、植物性脂肪の供給増により大きく依
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存する。90/91 ～ 10/11年に、世界の植物油の1人当たり平均供給量は23％増加

している。同期間の植物性脂肪の摂取増加率にほぼ等しい。このなかで、植物

油の主要原料の大豆の1人当たり平均供給量の増加率は、植物性脂肪の摂取増

加率を相当に下回る１９）。これは、大豆以外の油糧種子を含めても同じである。

　また、カロリ－摂取の主要供給源である穀物の世界の1人当たり供給量は、

90/91 ～ 10/11年に149.3kgから147.3kgへと2kg減少している。これは、主とし

て小麦供給量（世界の1人当たり平均）の減少によっている２０）（表9）。穀物以

外の主要作物では、野菜、果実の1人当たりの平均供給量も相当に増加している。

また、砂糖用作物の1人当たり平均供給量も1.4倍に増加している（表10）。こ

のように、90年代以降の穀物の1人当たり供給量の減少にもかかわらず、畜産物、

牛乳、果実、野菜、および砂糖用作物の供給増（世界の人口1人当たりの）が、

最近20年間の世界の平均カロリ－摂取量の増加を可能にしている。

　ただし、穀物はカロリ－摂取の主要源である。この間の世界の畜産物の供給

増も、飼料向け穀物の使用増に依存する。また、野菜、果実の供給増は、とく

に前者の食物特性からして、さほどのカロリ－摂取増には結びつかないだろう。

このため、穀物の1人当たり供給量の減少、および油糧種子の供給増が植物性

脂肪の摂取増加率をはるかに下回る事実と、90年代以降の世界全体のカロリ－

および植物性脂肪のそれぞれの摂取増はいかに整合するか、この点の説明が求
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められる。

　このために、最近20年間の供給ベ－スの穀物および大豆の使用構成の変化も

みなければならない。90 ～ 11年に、穀物供給全体に占める加工向け供給の割

合は3.2％から3.8％へ増加している（表11-1）。比率からするとさほどではな

いものの、穀物の加工向け供給量は相当に増加している。それは、主としてス

ターチ類（各種澱粉）の生産向けの穀物供給の増加である。加工用の穀物供給は、

スナック食品・調理食品の原料として主に使用され、その生産増と結びついて

いる。食品加工業の主要原料として使用される工程で、砂糖、植物油などの混

合、添加により、高カロリ－食品が生み出される。加工用の穀物供給増は加工

食品の供給増となり、穀物の直接的な食用使用よりも1人当たりの平均カロリ

－摂取増に結びつくとみられる。また、表には示していないが、ビールおよび

非アルコール飲料の１人当たり平均供給量も大幅に増大している。このビール

および非アルコール飲料の大幅な供給増も、カロリー摂取増を生む重要な一因

である。
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　主要油糧作物の用途先の構成比には、90年以降、大きな変化はみられない。

10/11年の油糧作物の加工用向け比率は77.6％であり、90/91年の76.2％を1ポ

イント上回るにすぎない（表11-2）。このように、油糧作物の供給増加率（1人

当たり平均）は低い水準にとどまり、また、加工用の使用比率にもほとんど変

化はない。このため、油糧作物の原料供給量と植物油の供給量、すなわち植物

性脂肪の摂取増の間には明らかに乖離が存在する。この乖離は、90年以降のパ

－ム油の大幅な供給増によって一部は埋められる。90/91 ～ 10/11年にパ－ム

油の供給量は161万トンから588万トンへと3.7倍に急増した。しかし、植物油

全体に占めるパ－ム油の供給比率からみて、90年以降のパ－ム油の急増も植物

油供給の大幅増のごく一部を占めるにすぎない２１）。

　それゆえ、植物油の供給増は油糧種子、とくに大豆搾油業の搾油効率の向上

に、その一因を求めることができる。これは、90年以降、大豆搾油が急増する

中国の90年代までの搾油工場が、零細規模の効率性の低い搾油工場が大きな比

重を占めた事実とも関係するであろう２２）。しかし、2000年代に入ると、中国
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での植物油および飼料需要の急増を背景に、カ－ギル、バンゲ、ADMなどの主

要穀物メジャ－が合弁企業の設立を通して、中国の大豆搾油業に相次いで進出

するようになった。それを契機に、中国の大豆搾油業の構造改革が進み、大豆

搾油の効率性は著しく高まったと推定される。

　このような中国などを中心とする新興諸国での大豆搾油業の効率性の向上

も、油糧作物の供給増を上回る、世界の植物油の供給増をもたらす一因であろ

う。これ以外に、植物油を使用する食品加工業、外食産業などの植物油の使用

効率の高まりも、原料の供給増を上回る植物油の使用増に寄与している可能性

が高い。

　このように、世界の1人当たり穀物供給量の減少のなかでのカロリ－摂取増、

および原料供給増を上回る植物油の摂取増は、FAOの食料収支表では充分に解

明されない。FAOの食料収支表などにみられる、主要食料品目、主要栄養素の

全体的な供給動向、およびそれらの地域、主要諸国ごとの供給と消費との相関、

および両者間の不均衡は、その一部は食料農産物の主要品目別の貿易を通して

調整される。(1)の世界の食料品貿易の構造と動向は、その一部を示している。

それは、世界のとくに地域別、主要諸国ごとの食料消費の動向とその供給動向

のギャップを知る一つの手がかりを与えてくれる。

　しかし、主要食料品目、主要栄養素の供給と消費との相関、あるいは両者間

の不均衡には、食品加工業および外食産業などの事業展開も密接に関わってい

る。この意味で、巨大多国籍食品会社を中心とする、食品製造業や外食産業の

事業展開は、世界の食料消費動向にも大きな影響を与えている。一方で、今後

の世界の食料消費趨勢は、巨大多国籍食品会社の事業展開にとっての重要な与

件をなしている。

　巨大食品会社は、世界の食料消費趨勢を先取りして事業活動を進めるからで

ある。この際に、世界の食品産業の事業展開は、前稿でもみたようなアメリカ

を中心、あるいは起点とする。また、最近20年間の世界の食料消費動向には、

中国の食料消費動向が大きな影響を与えている。これらの事実に注目し、アメ

リカ、中国の食料消費の動向、およびそれらに影響を与える諸条件、諸要因を

次に考察する。　
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　３　世界の食料消費趨勢に影響を与える諸条件、諸要因－アメリカ、中国の

　　　食料消費動向を中心に－

　  (1) 1990年代以降のアメリカの食料消費動向

　1990年代以降のアメリカの食料消費動向を俯瞰しておこう。80年代までにア

メリカの食料消費動向はほぼ成熟段階に達した。このため、90年代以降、多く

の食料品目における1人当たり平均消費量の増加は頭打ちとなっている。消費

が増加している主要品目でも、90年代以降の増加率は80年代と比較すると低下

している２３）。ただし、消費がほとんど増加しない品目でも、さらに細分類す

ると、品目内部で消費代替の動きがみられる。肉類での赤肉から鶏肉への、ま

た、牛乳・乳製品における飲用乳からチ－ズ、ヨ－グルトへの消費代替は、そ

の代表的なものである。とくに、牛乳・乳製品のなかでは、ヨ－グルト、チ－

ズの消費が90年代以降、際立って増加している。

　また、主要品目のなかでは、油脂類、穀類の1人当たり消費量は90年代以降

も増加を続けている。後者では、米、トウモロコシ関連の消費増が、穀類全体

の消費増を押し上げている。また、油脂類の消費に関しては、それを構成する

品目間の消費代替を含みつつ、その平均消費量は大幅に増加している。それは、

マ－ガリン、バタ－からサラダ油、料理油への消費代替である。90 ～ 2010年に、

サラダ料理油の1人当たり年間平均消費量は11kgから24kgへと2.2倍にも増加し

た。油脂類全体の消費増はサラダ料理油の大幅な消費増によるものである。

　このような主要品目ごとの食料消費動向を生む背景、諸要因を、ここではア

メリカ農務省、経済調査局(ERS)の二つの調査研究に依拠して紹介する２４）。1

つは、2000-2020年の主要食料に関する品目別の消費見通し、およびそれに影

響を与える諸要因に関する論考である２５）。それによると、アメリカ国内の食

品市場が成熟するなかで、食事慣行、食料消費に影響を与える最大の要因は、

今後の所得上昇率と人口動態である。今後20年間の所得上昇率を年率平均1％

と想定すれば、所得上昇にともない、品質重視の食料消費が選好され、とくに

高所得階層は高付加価値・高品質の調理食品への支出増が予想される。また、

所得水準の向上は外食支出を一層促進させる。人口動態と食料消費の関係では、

ヒスパニック系を中心に今後20年間に5,000万～ 8,000万人の人口増が予想さ

れ、それはアメリカ国内の食料市場を拡大させる最大の要因である。また、エ
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スニック別の人口増加率からすると、果物では柑橘類、穀物では米、肉類では

鶏肉、および魚類の1人当たり消費量がそれぞれ増加する。過去の趨勢を外挿

した結果として、以上の予測がなされている。

　もう1つは、1970年～ 2003年のカロリ－摂取の増加を、その摂取源別に分析

したものである２６）。それによると、70年以降のアメリカにおけるカロリ－摂

取増に最も寄与したのは油脂・脂肪類の消費増である。それに次ぐのが、穀類、

野菜、砂糖・甘味料の消費の増加である。70 ～ 03年の油脂・脂肪、穀物、野菜、

砂糖・甘味料の平均消費量は、上記の順に、それぞれ63％、43％、24％、19％

増加している。

　以上のアメリカの食料消費動向に関する2論考に加えて、ERSの食料消費に関

する他の調査報告を併せても、アメリカの品目別の食料消費動向に影響を与え

るのは、世帯当たり所得水準、品目ごとの価格動向、および健康に配慮する食

料消費（高品質、有機食品・農産物への消費選好の強まり）に加えて、人口動

態および食生活パタ－ンの変化、などの条件、要因になる。所得、価格要因、

および人口動態は、食料消費動向に影響を与える、ごく一般的な要因である。

このなかで、健康への配慮、および食生活パタ－ンの変化が、90年代以降のア

メリカの食料消費動向に影響を与える相対的に重要な条件、要因として強調さ

れる。なかでも、食生活パタ－ンの変化にともなう食料消費への影響が時期を

追って強まっている。この事実に、上記の論考では注意が喚起されるのである。

　なかでも、アメリカの食生活パタ－ンの変化は、外食依存の高まりに代表さ

れる。ERSの報告でも、アメリカの食料消費動向に影響を与える外食の意義が

とくに重視される。それは、アメリカの食料支出に占める外食支出の比率の上

昇に示される。食料支出全体に占める外食支出の割合は、第二次大戦以降、一

貫して上昇を続けている。その割合は、90年までに40％前後に達した。それ

が、2010年には50％前後におよんでいる。90年代以降の外食依存の傾向は、そ

れ以前よりもさらに強まっている２７）。そして、アメリカの外食支出に関する

最大の特徴は、ファ－スト・フ－ド向けの支出割合が高いことである。09/10

年の二カ年平均では、一般飲食店、ファ－ストフ－ドでの食料支出の外食支出

全体に占める割合は、それぞれ39.6％、37.4％である。両者の比率は拮抗して

いる２８）。
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　このように、アメリカの食料消費動向に影響を与える条件としては、外食依

存の高まりが益々重要性を増している。さきに指摘したように、油脂・脂肪類

の消費増加率は、主要食料品目のなかで最大である。また、牛乳・乳製品のな

かでは、チ－ズの消費増がとくに大幅である。これも、外食依存の高まりと密

接に関連する。外食、とくにファ－ストフ－ドの調理は、多くの料理用油の使

用に依存するためである２９）。

　また、家庭食としては、調理食品、簡便食品を中心に加工食品の比重が高まっ

ていることが特徴である。家庭での食品支出の内訳を産業別に分類すると、食

品加工業への支出の配分比率が最大である。家庭での食料支出の30％は食品加

工業に配分される３０）。これも、アメリカにおける食生活パタ－ンの一つの特

徴をなしている。以上のように、アメリカの食料消費動向に最も大きな影響を

与えるのは、人口動態を措くとすれば、食生活パタ－ンの変化である。それを

代表するのが外食依存の高まり、および家庭食での調理食品・簡便食品などの

加工食品の消費増である。

　このような食生活パタ－ンの変化による食料消費動向への影響は、先進諸国

のなかでもアメリカでとくに顕著である。その動きがアメリカで最も際立つの

は、「時間と場所を均一化し、此処と彼所、現在と過去との違いをなくす能力」

に長ける、アメリカに固有の社会特質にもとづいて加工食品が選好され、そ

の消費趨勢を背景に食品産業が発展してきたことが重要な要件をなすからであ

る３１）。

　それゆえ、アメリカが主導するグロ－バル資本主義の深化は、アメリカの

食生活パタ－ンの、日本を含む先進諸国への程度の差はあれ、普及、拡大につ

ながるであろう３２）。それは、食生活パタ－ンの変化を生み出す社会・経済的

条件は、グロ－バル資本主義の深化のもとでは、先進諸国に共通するからであ

る３３）。

　この結果、食生活パタ－ンの変化が食料消費趨勢に及ぼす影響の度合いは、

今後、一層、強まることが予想される。これには、女性の労働力化率および単

身世帯比率のそれぞれの上昇、高齢者世帯の増加、サ－ビス経済の深化にとも

なう就業形態の多様化、などの社会経済的条件が深く関わっている。社会・経

済の構造変容と食生活パタ－ンの変化は一体化しているのである３４）。
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　　(2) 中国の食料消費動向

　2000 ～ 2010年の中国の主要食品の品目別の消費動向を、所得階層、地域別

に克明に分析した報告書が、最近、発表されている３５）。この報告書は、1980

年代以降の中国の食料消費動向を視野に入れ、それと対比しつつ、2000 ～ 10

年の中国の主要品目別の食料消費動向を綿密に分析している。中国の食料消費

動向を知るうえでの現時点で利用しうる格好の報告書である。それゆえ、この

報告書に依拠して、90年代以降、とくに2000年代の中国の食料消費動向、その

特徴的な趨勢、および食料消費に影響を与える主要な条件、要因を整理してお

こう。

　中国の主要品目別の食料消費は、対外開放政策による経済の高成長が開始さ

れる80年代に、大きな変化を遂げるようになった。これは、周知の事実であろ

う。主要穀物の1人当たり平均消費量は、すでに80年代初頭に相当の水準に達

していた。このため、80年代を通しての主要穀物の平均消費量の増加は小幅に

とどまった。それは、野菜に関しても同じである。90年までに、穀物、野菜の

平均消費量はピ－クに達し、90年代に減少に転じている。

　これに対し、肉類、水産物、卵、料理用油の1人当たり平均消費量は、都市、

農村のいずれでも、80年代に大幅に増加している。80年代の10年間に、畜産物

および料理用油の平均消費量は、細分類した品目ごとの差異を含むものの2倍

前後に増加した。肉類、水産物、卵、料理用油などの消費量も増加を続けた。
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ただし、これらの90年代の増加率は80年代よりも相当に低下するようになる。

　2000 ～ 10年の主要品目別の消費動向は、90年代と基本的に同一方向の変化

である。もっとも、その変化率は品目に応じて、90年代よりも減速あるいは加

速している。例えば、2000年代の穀物、野菜の1人当たりの平均消費量は、90

年代を若干上回る割合で減少を続ける。一方、肉類、水産物、料理用油の平均

消費量の増加率は、90年代を下回っている。卵の平均消費量も2000年代には頭

打ちとなった。そのなかで、牛乳・乳製品の消費動向がとくに注目される。牛

乳・乳製品の消費に関する統計は、90年代から集計される。それによると、牛

乳・乳製品の平均消費量は2000年代に大幅な増加を続けている（表12）。

　以上の品目別の消費動向は、都市と農村および高所得階層と低所得階層との

間で、それぞれ大きな格差をともなっている。例えば、都市と農村のいずれで

も穀物の平均消費量は減少するものの、2010年の農村住民の穀物の平均消費量

は82年の都市住民とほぼ同一水準である。農村部の穀物消費水準は、依然、高

位にとどまっている。対照的に、農村住民の肉消費量の水準は都市住民と対比

すると、ほぼ30年ほどの遅れをとる。とくに牛肉、羊肉を中心に、都市と農村

の間の平均消費量には大きな格差が存在する。2010年の農村の最高所得階層の

牛肉・羊肉の1人当たり平均消費量は、都市の最低所得層の消費水準をさえ下

回っている。卵、水産物、牛乳・乳製品の消費水準も同様である。農村住民の

平均消費量は、それぞれの品目ごとに都市住民の2分1、3分1、4分1の水準にと

どまっている３６）。

　このような主要食料品目ごとの消費水準の格差は、富裕層と貧困層の間にも

同様に見出される。高所得層の主要品目の平均消費水準は、主要穀物と脱脂粉

乳を除くと低所得層を上回る。なかでも、所得階層間の大きな消費格差は、肉

類、水産物、牛乳・乳製品などに見出される。高所得層の肉の平均消費量は低

所得層の2倍以上である。とくに、所得水準と消費水準の相関は、水産物、牛乳・

乳製品で鮮明である３７）。　

　農村と都市、および所得階層間の主要品目ごとの大きな消費格差は、中国の

食料消費動向に影響を与える主要な条件、要因を示唆している。言うまでもな

く、その最大の要因は高経済成長の持続による所得水準の向上である。穀物類

から畜産物への消費代替は、基本的に世帯当たり所得水準の上昇によっている。
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それは、畜産物消費の所得弾力性が果物と同様に高いことを意味する。ただし、

消費増におよぼす所得要因による影響は、所得水準の上昇とともに低下してい

る。

　第2の要因は、都市化の影響である。食料消費におよぼす都市化の影響は、

上記の所得要因および次の生活スタイルの変化と相互に密接に関連している。

都市化は、食生活パタ－ン、食習慣の変化に影響をおよぼす点で、とくに重要

である。それは、都市化の度合いと食生活パタ－ンの変化の相関の問題でもあ

る。都市への人口移住とともに、新規の都市住民の穀物、野菜の平均消費量は

減少している。一方で、畜産物の平均消費量は明らかに増加している。これは、

都市の規模に応じて、都市住民の畜産物、水産物の平均消費量が、4.2kg ～

7.2kg、および1.5 ～ 1.7kgの範囲でそれぞれ増加している事実にも裏づけられ

る３８）。都市の規模、および都市化の度合いが、都市住民の主要品目ごとの消

費水準に対応している。

　第3の要因は、生活スタイルの変化である。これも、所得向上と都市化の複

合的所産である。都市生活は、時間節約的な食生活、食料消費パタ－ンを促進

する。それは、外食依存の高まり、および加工・半加工食品などの調理・簡便

食品の消費増に帰結する。当該報告書の食料消費分析は家計調査をベ－スとし、

外食関連の食料支出を含んでいない。しかし、生活スタイルの変化と関連して、

中国の食料消費に占める外食の比重が増大する事実に、報告書は注意を強く喚

起している。このような都市化と食生活パタ－ンの変化の相関には、大規模量

販店の急速な発展などに示される、中国での食料の小売・流通業の構造変化も

深く関係する３９）。

　以上の相互に連関、重複する条件ないし要因が中国の食料消費動向に影響を

与えており、今後、その影響はさらに強まるとされ、なかでも、報告書では食

料消費におよぼす都市化の影響が重視されている４０）。

　(3) 世界の食料消費趨勢に影響を与える諸条件－食料消費動向の変化の経路

　10余年前の2001年に、アメリカ農務省、経済調査局（ERS）は、「世界の食料

消費と食料貿易の構造変化」の報告書を発表した。それは、グロ－バルな視点

からみた、世界の食料消費の変化を生み出す諸条件、要因を、各種の統計分析



－ 77 －

にもとづいて整理し、それらの世界の食料貿易に与える影響を考察したもので

ある４１）。この報告書の考察、結論を、(1)、(2)のアメリカ、中国の食料消費

動向とそれに影響を与える諸条件などと対比させてみよう。

　ERSの報告書は、主として、1980年から2000年までのアメリカなど先進諸国

の食料消費と食料貿易の構造変化、および途上地域の51 ヶ国の食料消費動向

とそれに影響をおよぼす価格、所得要因を検証している４２）。まず、途上地域

における食料消費の価格、所得弾力性が検証される。次に、途上地域での食料

消費パタ－ンの変化に都市化がいかなる影響を与えるかが、様々な面から考察

される。最後に、アメリカの70 ～ 2000年の肉類、果物の消費動向とそれに影

響を与えている諸要因が検討されている。

　最初に、途上地域の51 ヵ国を、低、中位、高所得国に区分し、それぞれの

食料消費の変化に、所得水準と農産品価格がいかに影響するかを問題としてい

る。それによると、低所得国と多くの中位所得国の96年の食料消費の所得弾力

性は80年よりも高いか、あるいはほぼ同一である４３）。このような食料消費の

所得および価格弾力性には都市化が影響するとし、グロ－バルな食料消費パタ

－ンの変化におよぼす都市化の影響が、次に取り上げられる。

　それは、都市と農村の生活スタイルが相違するなかで、食料の入手可能性お

よび購買力の増大が食料消費の価格および所得弾力性と密接に関係するからで

ある。また、都市生活の時間節約の志向（時間節約への高い欲求）が、食料消

費パタ－ンに影響を与えることも強調される４４）。このことは、高成長を続け

る新興諸国の中国だけでなく、最貧国が集中する西アフリカ諸国の都市にも該

当する４５）。

　途上地域の食料消費動向におよぼす都市化の影響は、農村人口の比重および

経済状況に応じて相違する。貧困諸国における都市化は、雑穀、キャサッバの

ような主要食料産品から市場流通する穀物、加工食品への消費代替をもたらす

傾向を強める。加えて、人口の年齢コ－ホ－トも、将来の食料消費に影響を与

える有力な要因とされる。都市化が遅れている途上諸国では、概して、若年齢

層の人口比率が高い。このため、途上諸国での人口の年齢構成による食料消費

への影響は、都市化と相乗的に作用することになる。この結果、途上諸国の都

市部での若年齢層による欧米的な食習慣志向は、世界の食料消費と貿易動向に
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大きな影響を与えるのである４６）。

　最後に、1970年代以降のアメリカの消費動向にも立ち入った分析がなされて

いる。それは、(2)の記述内容と重複することが多い。そのなかで、アメリカ

の消費動向には、健康志向、生活スタイル、および人口動態が影響しているとし、

そこから演繹して先進諸国における食料消費動向に影響をおよぼす諸条件が示

される。例えば、牛肉に代表される赤肉から家禽肉への消費代替は、消費者の

健康志向に一部はよるが、同時に、女性の労働力化率の上昇が牛肉調理に比べ

て時間省略的な家禽料理に向かわせている４７）。また、アメリカの果物・野菜

の消費は、健康に関する果物・野菜の効果の周知とともに増加を続けることも

指摘される。

　以上の考察、検討にもとづいて、ERSの報告書は、グロ－バルな食料消費、

消費パタ－ンの変化を生み出す主要な条件、要因を、所得向上、都市化、人口

動態、輸送方法の改善、および消費者の食品の品質・安全性に関する認識の高

まり、などに要約している。このうち、先進諸国では食生活の多様化および高

品質かつ労働節約的な食料品への需要増が食料消費の変化を生む主要条件をな

している。この結果、先進諸国では簡便な加工食品および高付加価値（高品質）

食品の需要が増大する。また、長期的視点に立脚すると、世界の食料消費に

影響をおよぼす最大の要因は所得要因（所得上昇の度合い）であるものの４８）、

それと並んで都市化の進展が途上地域の食料消費を変化させる最大の条件をな

すと結論づける４９）。

　このような世界の食料消費動向に影響をおよぼす、2001年のERSの報告書の

結論は、(1)および(2)の、90年代以降のアメリカおよび中国の食料消費動向、

およびそれに影響を与える諸条件、要因とほぼ一致する。要するに、アメリカ

を中心とする先進諸国では、社会および経済の構造変容にともなう生活スタイ

ルの変化が、食料消費に影響を与える最大の条件とされる。また、途上諸国の

食料消費動向に影響を与えるものとしては、都市化と所得要因が重要であると

の見解は、さきの中国研究者の報告書とほぼ同じである５０）。都市化は、所得

水準の上昇をともなって生活スタイルの変化を生み、それが複合的に作用して

新たな食料消費動向を生み出す。それは、調理・簡便食品の消費増と外食依存

の高まりにもつながる。
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　以上の、アメリカの食料消費動向は先進諸国に、また、中国の食料消費動向

とそれに影響を与える条件、要因は、新興経済諸国を中心に途上諸国の90年代

以降、とくに2000年代の食料消費をめぐる動きに、ある程度共通するであろう。

とくに途上地域の都市化は、新興諸国を中心に生活スタイルの変化を通して、

中国と同様な食生活の変容を生み出しつつある。これは、インドネシア、イン

ドなどの食料消費動向に関する調査研究報告にも示される。それに依拠すると、

インド、インドネシアの両国の品目別の食料消費動態は、国内の地域ごとに大

きく相違することに留意せねばならないものの、いずれにも共通するのは、都

市部での加工食品の消費増の趨勢である５１）。

　同様に、経済成長が続くブラジルでも、生活スタイルの変化が食料消費パタ

－ンに影響を与えている。それは、食料消費に占める外食の比重の高まりであ

る５２）。新興諸国を中心に経済成長にともなう都市化の進展は、生活スタイル

の変化を通して、食料消費趨勢としては、加工食品の消費増および外食依存の

高まりを生み出している。農村から流入する新規の都市人口は、新たな就業機

会による所得向上のなかで、新たな食料品の入手機会が可能となる。同時に、

生活スタイルの変化は、調理食品・簡便食品の選好をともなう食料消費パタ－

ンを促進する。それらを通して、新規都市住民の食料消費パタ－ンは従来の農

村生活におけるのとは大きく相違することになる。新たな食料消費の機会と生

活スタイルが、それまでとは異なる食料消費趨勢を生み出すのである５３）。

　もちろん、途上地域のなかでも、地域、国ごとの大きな経済格差を背景に、

FAOの食料収支表にみるように、1人当たりの平均カロリ－摂取量、畜産物消費

量には、国ごとに大きな格差が存在する。アジアのなかでも、東アジアと南ア

ジアの穀物および畜産物の1人当たり平均消費量の水準は大きく相違する。こ

のような差異は、所得格差とともに国ごとの伝統的な食習慣にもとづいている。

しかし、地域、国ごとの固有な食生活は維持されつつも、途上地域における都

市化は、その住民の生活スタイルの変化を通して、中国と同様な食料消費趨勢、

食生活パタ－ンの傾向を生じると考えられる。　

　ここでは、都市化とそれにともなう生活スタイルの変化が、食料消費パタ－

ンの変化を生じることに焦点を当てて、世界の食料消費動向を整理してきた。

この際に、食生活における加工食品の比重の増大は国ごとの固有の食習慣の希
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薄化につながる。これは、世界のとくに都市部での食生活の同質化への趨勢の

強まりとも表現しうる。

　そして、食料消費パタ－ンの同質化の一つの起動力をなすのは、巨大食品会

社を中心とする食品加工業の事業動向である。それは、アメリカの食品産業は

食の絶えざる均一化、均質化の追求を、その事業発展の源泉とする事実にも由

来する。このような食料消費動向に影響を与える社会経済的諸条件の相互関連、

および食料消費の変化の経路に、我々は注目しなければならない。この食料消

費パタ－ンを生み出す経路に、食品加工業を中心とする各種の食品産業が位置

する。こうした理解のもとに、Ⅱの考察を進める。

Ⅱ　巨大多国籍食品・飲料会社の事業展開

　前稿の「穀物メジャ－に関する一考察(3)」では、アメリカの食品製造業の

構造再編を中心に、タイソン、スミスフィ－ルド、カ－ギル食肉事業部の主

要食肉製造の3社、およびゼネラミルズ、ケロッグ、コナグラフ－ド、クラフ

トフ－ドの加工食品の4社を取り上げ、それぞれの企業組織の再編および事業

展開を考察、検討した。このうち、加工食品4社は、コナグラフ－ドを除くと、

アメリカ以外の海外でも事業展開する巨大多国籍食品会社でもある。とくに、

クラフトフ－ド社は、2012年10月にモンデリ－ズインタ－ナショナル社とクラ

フトフ－ド・グル－プの2社に組織再編された。それは、より一層のグロ－バ

ル企業の追求としての企業分割である。

　前稿は、アメリカの食品製造業の構造再編を課題とした。このため、対象と

する食品会社はいずれもアメリカの巨大食品会社に限定された。だが、加工食

品会社としては、スイスに本社を置くネスレ社が売上高では世界最大である。

それ以外にも、ユニリ－バ社を始めとするいくつかの食品会社も世界規模で食

品事業を展開している。また、消費が急速に伸張している飲料分野を中心とす

る飲料企業も、前稿では対象としなかった。ただし、飲料と食品を組み合わせ

るペプシコ社は、売上高では世界2位の食品・飲料会社に位置する。また、飲

料分野でペプシコ社と熾烈な事業競争を展開するコカ・コ－ラ社も、2013年の

売上高では食品･飲料分野での世界5位の巨大多国籍食品・飲料会社である。
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　そこで、本稿ではネスレ、ユニリ－バ、ペプシコ、コカ・コ－ラの4社を、

巨大多国籍食品・飲料会社として取り上げる。この4社は、フォ－チュンの世

界の食品・飲料会社のトップ100社の、いずれも11位以内に位置する。この際に、

需要が急伸する飲料分野の世界規模の事業展開の特徴を理解するには、ペプシ

コとコカ・コ－ラの2社を比較することが必要であろう。

　表13は、フォ－チュン社の食品・飲料会社の売上高ランキングトップ100社

のうち、2013年の1位から11位までを示している。本稿で対象とする4社に、す

でに前稿に取り上げた会社と、ADM、カ－ギルの穀物メジャ－の2社を加えると、

上位11社のうちの8社が含まれる。前稿でみたように、食品産業界では2000年

代にもM&Aが積極的に追求された。この結果、2000 ～ 13年に上位11位までの

食品会社の地位に大きな変化がみられる。しかし、本稿で対象とする4社は、

2000年の売上高でも上位10社の上位に位置する（表14）。

　なお、すでに前稿でも記したように、多数の子会社、系列会社を傘下に置く

巨大多国籍食品会社の事業展開、企業組織は複雑であり、とくに企業組織の正

確な把握は至難である。ここでの各々の会社の企業組織、事業展開の紹介は、

利用しうる資料、文献の制約によって、とくに沿革を中心に精粗を免れない。

また、スペ－スの関係もあって、ネスレ、ユニリ－バ2社と比較すると、ペプシコ、

コカ・コ－ラの2社の紹介は簡略なものにとどめている５４）。
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　１　ネスレ社

   (1)  沿　　革５５）

　1) 創業から1930年代まで

　1830年にドイツのフランクフルトで生誕したアンリ・ネスレ（Heinrich 

Nestlé）は、薬剤師として若い頃から、高い幼児死亡率を克服するために母乳

に代わる幼児用食品の開発に強い関心を持っていた。それが、牛乳、轢いた穀

物、砂糖を原料とする乳児食の開発につながった。1866年に、買収したスイス

のジュネ－ブ湖畔のヴヴェの工場で、乳児食の製造、販売を開始した５６）。そ

れが、ネスレ社の創業年である。1866年は、奇しくも競合会社のアングロ・ス

イス練乳会社（Anglo-Swiss Condensed Milk Company）の創立年にも相当する。

この両社が合併して、現在のネスレ社の礎が築かれることになるのである。

　創業者のアンリ・ネスレには相続者がいなかったため、ネスレ社は1875年に

売却された。その時までに、同社は粉乳などを原料とする幼児食の生産、販売

を拡大し、海外16 ヶ国で事業を展開していた。他方、アメリカ人のチャ－ル

ズとペ－ジの2人によってスイス創立されたアングロ・スイス練乳会社は、ア

メリカで開発されたボ－デンの濃縮乳缶詰の技術を駆使し、それをベ－スに乳

児食の分野にも参入した。アングロ・スイス練乳会社とネスレ社との間で活発

な事業競争が続けられたのである。
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　ネスレ社も、コンデンス・ミルク製品を導入し、これを通してアングロ・ス

イス練乳会社との競争はさらに激化した。この過程を経て、1905年に両社はネ

スレ社の社名のもとに合併する。これが、粉乳を原料とする乳児食の一大会社、

ネスレ社の新会社としての発足である５７）。

　合併による新会社の設立を契機に、ネスレ社はM&Aによる新事業分野への進

出を追求した。これには、第一次大戦期にヨ－ロッパでの牛乳供給が厳しく制

約されたことが影響している。この結果、ヨ－ロッパでは牛乳を必要としない

食品分野への事業進出、および戦争による牛乳供給の影響を受けない地域（ア

メリカ、南米など）における粉乳乳児食の事業拡大が追求された。

　これらの事情を背景に、29年には、チョコレ－トバ－の最初の大量生産メ－

カ－、およびミルクチョコレ－トの発明業者など、スイスのチョコレ－ト製造

の3社５８）を買収し、チョコレ－ト事業にも参入した。20年代末にチョコレ－

トがネスレ社の有力な事業部門を構成するようになった。また、20年代にはブ

ラジルでのコンデンスミルク事業に投資するが、それを通して新たなコ－ヒ－

製品の開発にも着手した。

　それが、世界最初のインスタントコ－ヒ－（水に溶解可能な）の開発である。

これは、ブラジルのコ－ヒ－栽培者が、30年代のコ－ヒ－価格暴落のなかで従

来と異なるコ－ヒ－の飲用方法をネスレ社に示唆したことによる。それにより、

水溶性の粉末コ－ヒ－の開発が開始され、38年のインスタントコ－ヒ－、ネス

カフェ－の生産、販売につながった５９）。ネスカフェ・インスタントコ－ヒ－は、

すぐに市場で人気を博し、その後に開発された新製品６０）とともに、インスタ

ントコ－ヒ－は、当社の最も有力な事業分野に成長する。

　 2) 第二次大戦以降、1980年代まで

　インスタントコ－ヒ－の開発による新事業に示されるように、30年代の大不

況期、第二次大戦の経営環境の厳しい時期にも、同社の海外事業は拡大を続け

た。46年までに、ネスレ社は乳製品（コンデンスミルクを中心とする）、幼児食、

チョコレ－ト、およびインスタントコ－ヒ－を主要事業として、5大陸に107以

上の工場を経営するにいたった。第二次大戦後にも、新規事業への進出が続い

た。なかでも注目されるのは、47年のスイスの調味料会社６１）の買収である。

これにより、ネスレ社は、ス－プ、ブィヨン、香辛料、角砂糖などの食品分野



－ 84 －

に進出するようになった。これを通して、ネスレ社は広範な食品分野を網羅す

る、総合的な食品企業に成長したのである６２）。

　50年代には、内部的な組織体制の強化による事業発展に重点が置かれた。こ

のため、新規の企業買収はみられない。しかし、60年代以降、積極的なM&Aに

よる食品事業領域への一層の進出による事業の多角化が追求される。それは、

三極からなる新たな経営戦略にもとづいている。1つは調理用食品領域の多角

化、2つは乳児食、インスタントコ－ヒ－などの従来から蓄積した技術開発（乾

燥を中心とする食品生産の技術）の多方面への活用、3つは新規の成長市場へ

の積極的な参入である。

　この結果、1960 ～ 74年に多数の会社を買収し、また、多くの会社の資本の

一部を取得した。それによって、缶詰食品、アイスクリ－ム、冷凍・チルド食

品、レストラン、ミネラルウォ－タ－、ワインなどの分野に進出することになっ

た。同社の売上高は、60 ～ 74年に25億ドルから99億ドルに一挙に4倍にも増大

した。なかでも、68年のフランスのミネラル水の供給会社のヴィッテル社の資

本の一部取得は、その後のネスレ社の飲料事業の拡大の契機となった６３）。

  経営多角化の一環としては、70年の買収によるレストラン業への参入、およ

び77年のアメリカの製薬会社のアルコン社の買収による、眼科用医療機器･薬

品など、食品以外の異業種への参入も注目される６４）。このような70年代前半

のM&Aを通した、積極的な事業多角化の追求の一方で、70年代後半は当社にとっ

ての厳しい経営環境の時期でもあった。

　ドルの為替レ－トの下落と並行する物価高騰のなかで、使用する二大原料の

コ－ヒ－、ココアの国際価格が急騰した。1975 ～ 80年に、前者の価格は4倍に、

後者は5倍にそれぞれ上昇している。加えて、スタグフレ－ションによる先進

諸国での消費減およびそのなかでの企業間競争の激化により、同社の売上高も

70年代後半に不振に陥った。収益性が悪化するなかで６５）、経営体制の刷新が

図られたのである。

  新たな経営体制のなかで、経営戦略も新たに組み直された。それは、食品業

界の競争激化のなかで、規模の経済性の一層の追求によるさらなるグロ－バル

な事業展開を目指すものである。これにもとづいて、80年代前半にいくつかの

チョコレ－ト会社および焙煎コ－ヒ－会社を買収し、当社のコアの事業分野の
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拡大が図られた。それらを皮切りに、再びM&Aが積極的に推進される。なかでも、

85年の35億ドルを要した、乳製品、ペット食品および調理食品のアメリカの巨

大食品会社カ－ネション社の買収は、当社の事業展開に重要な意義を有した。

カ－ネション社の買収は、ヨ－ロッパ企業によるアメリカ企業のM&Aとしては

過去最大のものである。これを通して、ネスレ社はペットフ－ドの事業分野に

も参入することになった。続いて、88年に世界4位のチョコレ－ト・製菓会社、

イタリ－3位の食品会社、などの大規模な買収が相次いだ６６）。

　 3) 1990年代以降

　90年以降、新規分野への進出を中心に、M&Aはさらに積極化する。それは、

成長市場および成長分野に重点を置くグロバ－ルな事業推進との経営戦略にも

とづいている。とくに目立つのは、他の巨大食品・飲料企業とのグロ－バルな

事業提携、および中国、ロシアなどの新興諸国への積極的な事業進出である。

また、新規分野への参入と同時に、競争力の劣る分野からの迅速な撤退も図ら

れた。いわゆる、経営戦略としての”選択と集中”が、80年代よりもさらに積

極的かつ大規模に推進される。また、健康食品、栄養食品および医療向け食品

などの成長が見込まれる新分野への進出が重視され、このための事業部組織も

本社に設置される。

　90年代以降の事業展開は、2に記すとして、ネスレ社の年報のなかで90年代

以降の事業展開、および企業組織の再編にとって重要と位置づけられるのは、

以下の5点に要約される。

  1つは、競合する巨大多国籍食品会社との食品、飲料分野での事業提携の推

進である。それは、90年のゼネラルミルズ社との提携による朝食用シリアルの

子会社６７）の設立である。2つには、新事業として重点を置く分野を統括する

本社組織の再編である。93年の飲料事業と関連する水資源の活用・維持も視野

に入れるネスレ国際資源、97年の栄養戦略事業部、および2006年の食品サ－ビ

ス戦略事業部門のそれぞれの設立とその組織再編、などである６８）。

　3つには、80年代までに進出したペット分野、および新興市場を中心に成長

が期待されるアイスクリ－ム分野の、それぞれの一層の事業拡大である６９）。4

つには、中国などを中心とする新興諸国に重点を置く事業拡大の追求である。

5つには、収益性の停滞、低迷する事業の積極的な整理、売却である。上記の5
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つに特徴づけられる事業展開が、90年代、2000年代と時期を追って強まってい

る。それは、ネスレ社のグロ－バル企業としての成長経路でもある。

　　(2)1990年代以降の事業展開、および事業構造

   1)90年代以降の事業展開                                            

　沿革の3)で指摘した、90年代以降の事業展開の5つの方向の具体例を示して

おく。1の他の巨大食品会社との事業提携は、90年のゼネラルミルズ社との提

携が最初の試みである。それは、ゼネラルミルズ社のシリアル製品にネスレ

社の商標を付けて販売するものである。同年には、ウォ－ルトディズニ－と

も長期契約を締結し、そのレストランへの食品、飲料のネスレ社は独占的な納

入業者となった。ディズニ－のロゴのネスレ製品への使用も可能となった。こ

れも事業提携の一例である。また、91年にコカ・コ－ラ社との提携による子会

社７０）を設立し、飲料の販路を拡大している。

　2の飲料、栄養食品などの新事業分野の組織再編は、当該分野の事業拡大と

並行している。92年には、激しい買収合戦に成功して、有力なミネラルウォ－

タ－会社のペリエ・グル－プを買収した。80年代のヴィッテル社に加え、ペリ

エ・グル－プの買収によって、ネスレ社はミネラル水を中心にボトル飲料分野

での主導的地位を確保したのである。

　また、本社の組織再編と関連するM&Aは、2000年代後半には健康・医療用食

品分野で積極的に推進される。それを代表するのは、07年のノヴァルティス社

の医薬・健康事業の25億ドルによる買収である。これにより、ネスレ社は病院

患者向け食品を世界40 ヵ国で生産するようになった。収益性の高い分野に事

業を集中させる動きの一つでもある７１）。

　さらに10年には、リヴァ－プ－ルのメタボリック障害者向けの医療・栄養

製品メ－カ－を、11年にも同様な会社を、それぞれ買収した７２）。ネスレ社は、

慢性病対策の食品開発、および栄養食品の開発を重視している。後者の買収は、

急成長するニッチ市場への進出を目指すものである７３）。このように新事業と

して成長が期待される医薬・栄養食品分野を統括するのが、本社のネスレ栄養

部である。　　

　事業組織の再編と結びつくもう一つの分野は、ネスレ専門事業部が所轄する

調理・スナック類などの加工食品分野である。この分野では、06年にオ－スト
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ラリアのシリアル、スナック、ス－プなどの著名ブランドを買収し、それをゼ

ネラルミルズ社とのシリアルの合弁事業に統合した。また、09年には世界的な

飲料サ－ビス事業を買収し７４）、外食・飲料事業に組み入れた。さらに、10年

にはクラフトフ－ド社の北米冷凍ピザ事業を37億ドルで買収し、北米の冷凍ピ

ザ事業における主導的地位も確保するようになった７５）７６）。

　3のペットフ－ドおよびアイスクリ－ムの事業拡大は、98年にペットフ－ド

の2社、01年にさらに大規模なペットフ－ド会社のそれぞれの買収に代表され

る７７）。これらのM&Aを通して、2000年代初頭までに当社のペットフ－ドの売

上高は63億ドルに達し、世界最大のペットフ－ド生産者の地位を確立してい

る７８）。

　アイスクリ－ム分野での2000年代前半のM&Aによる事業拡大は、一層顕著で

ある。これを代表するのは、ハ－ゲンダッツのアメリカでの販売権のゼネラル

ミルズ社からの取得である７９）。さらに、02 ～ 04年にはドイツ、アメリカ、ス

イスの有力アイスクリ－ムメ－カ－を集中的に買収した８０）。とくに、03年に

スイスの食品会社のアイスクリ－ム部門などの買収により、ヨ－ロッパ、アフ

リカ、中東などの一部諸国（エジプト、フィンランド、ドイツ、ノ－ルウェイ、

スウェ－デン、サウジアラビアの諸会社）における販売権（ライセンス協定）

を確保した。これは、新規市場での販路開発、拡大に寄与するとみられる８１）。

　4の新興諸国への事業進出、事業拡大は、アイスクリ－ム分野の中東、アフ

リカへの販路拡大に加えて、飲料事業における02年のロシアのボトル飲料会社

の買収、さらに11年の中国の有力食品グル－プの株式の60％の取得がある。と

くに後者は、その食品グル－プが中国の食品事業で占める地位ゆえに重要であ

る８２）。ネスレ社の2010年代に入っての加工食品事業の拡大を代表するものの

一つである。

　このような新分野へのM&Aを通した進出および事業拡大と並行して、収益性

が停滞あるいは不振に陥っている子会社、関連事業の積極的な整理、売却も進

めている。その一つは、眼科医療関係のアルコン社の02年のスピンオフと10年

のノヴァルティス社へのその売却完了、および調味料事業やイギリスとアイル

ランドにおける周辺食品事業のそれぞれ売却である８３）。また、04年にはドイ

ツとイギリスのココア加工施設をカ－ギル社に、ドイツの冷凍食品の配送会社
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も、それぞれ売却している。

　2)ネスレ社の事業構造、および地域別の事業動向

　　①　事業概要と分野別の事業構成

　ネスレ社は、表13に示されるように、世界最大の食品の生産、販売会社である。

インスタントコ－ヒ－（ネスカフェを中心とする）、乳児用調合乳、ボトル飲

料（ミネラルウォ－タ－など）、およびアイスクリ－ムの分野で世界を主導する。

また、冷凍ピザ、ペットフ－ドでも世界最大の販売額を誇り、アイスクリ－ム、

シリアル、各種調理食品およびチョコレ－トを中心とする製菓分野でも世界有

数の企業である。この他、健康食品、医薬品、化粧品など、その事業領域は広

範囲におよぶ。2013年の従業員数は33万3,000人を数え、世界86 ヵ国に447の

工場を有し、その製品は世界196 ヶ国で販売される。世界各地で食品事業を展

開する、代表的な多国籍企業である８４）。

　その事業構成を、2013年の分野別（食品・飲料の事業分野別）の売上高、営

業利益額からみておく。13年のネスレ社の売上高、営業収益額は、それぞれ

921億5,800スイスフラン、140億4,700万スイスフランに達する８５）。利益率（売

上高に占める営業利益の割合）は15.2％である。売上高がいかに巨額であり、

収益性も高いことが示される。

　分野別の売上高とその構成比は、上位から順に、インスタントコ－ヒ－を中

心とする粉末・液体飲料、204億9500万フラン（22.2％）、乳製品・アイスクリ

－ム、173億5,700万スイスフラン（18.8％）、調理用食品、141億7,100万スイス

フラン（15.4％）、栄養・健康食品、118億4,000スイスフラン（12.8％）、ペッ

トケア、112億3,900万スイスフラン（12.2％）、チョコレ－ト・菓子、102億8,300

万スイスフラン（11.2％）、ミネラル飲料（ボトリング飲料）、67億7,300スイ

スフラン（7.3％）、である。この他に、ネスプレッソ、調味料、医薬品など上

記分野に属さない部門の売上高も、122億9,900万スイスフラン（10.1％）を計

上する（表15）。　

　分野別からみると、当社の創業以来の中心事業である粉末･液体飲料、乳製品・

アイスクリ－ムの売上高が、それぞれ1位、2位を占める。しかし、その多くを

90年代のM&Aによって事業拡大を遂げた、調理食品、栄養・健康食品、チョコ

レ－ト・菓子などの売上高構成比も相当の比重を占める。これ以外に、食品分
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野のなかではやや特殊なペットフ－ド、およびミネラル飲料の事業比重も相当

に高い。とくに、ペットフ－ドは主要食品分野に匹敵する売上高規模を有する。

　このようにネスレ社の食品事業は、創業から第二次大戦前に確立した分野を

中心とするものの、M&Aを通して多角的かつ総合的な食品分野におよんでいる。

それを代表するのは、ペットフ－ドおよびミネラル飲料である。これは、80年

代以降のM&Aによる事業拡大の所産である。これ以外に、医薬品、化粧品など

の異業種事業も含まれる。13年の事業分野別の売上高構成を、デ－タを入手し

うる5年前の08年と比較すると、粉末・液体飲料、およびネスプレッソを中心

とする食品サ－ビス分野の構成比が上昇し、医薬品、ミネラル飲料は低下して

いる。また、地域別の事業動向では、次にみるように、先進諸国以外のアジア、

ラテンアメリカを中心とする途上地域での事業拡大が目立っている。それは、

粉末・液体飲料を中心とするものである。地域別の事業動向と事業分野別の売

上高構成とが対応している。最近5年間に、粉末・液体飲料分野の売上高構成

比は4.3ポイント上昇した。これに対し、乳製品・アイスクリ－ム、調理・スナッ

ク食品およびチョコレ－ト・菓子の売上高構成比にはほとんど変化がない。こ

れら分野は、全体の事業とほぼ並行して拡大を続けている。また、ミネラル飲

料は市場競争の激化、医薬品は一部の売却整理によって、売上高構成比の低下

につながっている。　　　　　　　

　ただし、営業利益の構成比は、分野別の売上高とは乖離している。13年の



－ 90 －

分野別の営業利益額は、粉末・液体飲料、46億4900万スイスフラン（27.4％）、

乳製品・アイスクリ－ム、26億3,200万スイスフラン（15.3％）、栄養・健康食

品、22億2,800万スイスフラン（13％）、ペットケア、21億6,300万スイスフラ

ン（12.6％）、調理・スナック食品、18億7,600万スイスフラン（11％）、チョコ

レ－ト・菓子、16億3,000万スイスフラン（9.5％）、ミネラル飲料水、6億7,800

万スイスフラン（4％）、その他、12億6,400スイスフラン（7.4％）である（表

15）。

　営業利益額の構成比および利益率（売上高に占める営業利益額の比率）のい

ずれも、粉末・液体飲料、ペットケア、栄養・健康食品の分野でとくに高いこ

とが注目される。乳製品・アイスクリ－ムが上記3分野に次いでいる。その他

分野の利益率は、粉末・液体飲料を相当に下回る。この事実は、ネスレ社の独

自ブランドによる市場支配力が強い分野（例えば、ネスカフェなどのインスタ

ントコ－ヒ－およびペットフ－ド）、および栄養・健康食品のような高付加価

値の新規分野が相対的に高い利益率を計上することを意味する。栄養・健康食

品分野の高収益性は、当社の商品開発力にも支えられている。これに対し、調

理食品、チョコレ－ト・菓子、ミネラル飲料などは、他社との商品差別化が難

しい分野である。この結果、この分野の利益率は相対的に低くなっている。　

　　②　地域および諸国別の事業動向

　ネスレ社は、事業活動を地域別に組織化している。その事業地域は、アメリ

カ、ヨ－ロッパ、アジア・オセアニア・アフリカの三地域に区分される。アメ

リカ地域は、アメリカ、カナダおよびラテンアメリカ、カリブ海から、ヨ－ロッ

パ地域は西欧および東中欧から構成される８６）。アジア・オセアニア・アフリ

カ地域は、これらの地域内で事業活動を行う全ての諸国が含まれる。

　地域別事業の概容は、13年の地域別の売上高、営業利益額の構成に示される。

売上高は、アメリカ地域、283億7,500万スイスフラン、ヨ－ロッパ地域、155

億6,800万フラン、アジア・オセアニア・アフリカ地域、188億5,900万スイス

フランである。アメリカ地域の売上高が最大であり、それにアジア・オセアニ

ア・アフリカ地域が次いでいる。本社所在地のヨ－ロッパ地域の売上高は、ア

ジア・オセアニア・アフリカ地域をさらに下回っている（表16）。

　それぞれの地域を途上地域と先進地域に区分して再分類すると、途上諸国の
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売上高がほぼ50％に達すると推定される８７）。例えば、アメリカ地域の売上高

の40％強はラテンアメリカ・カリブ海によっている。アジア・オセアニア・ア

フリカ地域の売上高の80％以上は途上諸国で占められる８８）。また先進諸国の

なかでは、アメリカ合衆国・カナダの北米二ヶ国の売上高は、ヨ－ロッパ地域

の西欧諸国８９）を相当に上回る。このように、ネスレ社の売上高からみた事業

の地域別構成は、全体としては途上諸国の、また先進諸国としては北米二ヵ国

の比重が高いことを特徴とする。

　また、事業の収益性も地域に応じて相違する。13年度の営業利益額は、アメ

リカ地域、51億5,100万スイスフラン、ヨ－ロッパ地域、23億3,100万スイスフ

ラン、アジア・オセアニア・アフリカ地域、35億5,800万スイスフランである。

売上高以上に、営業利益額に占めるヨ－ロッパ地域の構成比が低くなってい

る。アジア・オセアニア・アフリカ地域の利益率はアメリカ地域とほぼ等しく、

18％台である。これに対し、ヨ－ロッパ地域の営業利益率は14％台であり、他

の2地域を4ポイントほど下回っている。

　このような地域別の収益性の差異は、それぞれの地域の中心事業が相違する

ことと関係する。例えば、アメリカ地域では乳製品・アイスクリ－ムとペット

ケアの事業比重が高い。とくにペットケアの売上高構成比は、当社全体の分野

別構成と比較しても、図抜けて高くなっている。これに対し、ヨ－ロッパ地域

の事業は、粉末・飲料、調理食品、菓子・チョコレ－トの比重が相対的に高い

ことを特徴とする。また、アジア・オセアニア・アフリカ地域の事業分野は、

伝統的な主力事業の粉末・飲料、乳製品・アイスクリ－ムを中心とする。
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　収益性が高いインスタントコ－ヒ－を中心とする粉末・飲料事業は、ヨ－ロッ

パ、アジア・オセアニア・アフリカのいずれの地域でも高い事業比重を占める。

にもかかわらず、ヨ－ロッパ地域の利益率はアジア・オセアニア・アフリカ地

域を相当に下回っている。これには、粉末・飲料事業の市場構造が、上記の二

地域では相違することが影響している。粉末・飲料、および菓子・チョコレ－

トは、ヨ－ロッパ地域、とくに西欧諸国では需要の伸びが期待できない成熟分

野である。これに対し、アジア地域における上記2分野では、市場の成長が続

いている。

　同様な事実は、乳製品・アイスクリ－ム分野にも該当する。西欧諸国での乳

製品・アイスクリ－ムの需要は停滞する一方で、厳しい市場競争に直面してい

る。これに対し、アジアでは、中国に代表されるように当該分野の市場は急成

長を続けている。このように同一事業でも、地域に応じてその市場動向は対照

的である。このことが、ヨ－ロッパ市場とアジアの途上市場との間の収益性の

格差を生み出している。

　このことは、アメリカ地域の収益性にも該当する。アメリカ地域でのチョコ

レ－ト・菓子、および調理・スナック食品の売上高は、北米二ヶ国よりもブラ

ジル、メキシコなどのラテンアメリカで急増している。当社の加工食品に対す

るラテンアメリカでの需要急増が、収益性が高いペット・ケアの事業比重が北

米二ヶ国で高いことも加って、アメリカ地域の利益率を押し上げている９０）。

   ③ その他事業部門

　地域別の事業編成とは別に、本社のなかにネスレ水、ネスレ栄養、およびネ

スレ専門の3つの独立した事業部が組織されている。

　このうち、ネスレ水はさきの分野別事業構成のミネラル飲料を、ネスレ栄養

は栄養、健康食品を、ネスレ専門はネスプレッソを中心とする食品サ－ビスに

医薬・医療を加えた分野に相当する。本社の3事業部が、それぞれに関わる事

業を統括、経営管理している。13年度の売上高は、ネスレ水、72億3100万スイ

スフラン、ネスレ栄養、98億2600万スイスフラン、ネスレ専門、122億9900万

スイスフランである。営業利益額は、上記の順に、6億8,000万スイスフラン、

19億6,100万スイスフラン、21億7,500万スイスフランである（表16）。分野別

の収益性に示されたように、ミネラル飲料の利益率は当社全体の利益率を相当
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に下回っている。対照的に、栄養、専門のそれぞれの事業部の利益率は全体の

利益率を上回っている。後2者に属する事業の多くは、高付加価値事業から構

成されることによる。

　栄養・健康食品・医薬関係、および食品供給サ－ビスは、2000年代にM&Aを

通して事業拡大が追求されている成長分野である。しかし、栄養・健康食品と

医薬品・医療の事業領域の截然とした区分は困難である。このため、11年に新

組織を設立し９１）、この分野を再構築しつつある。ただし、医薬・医療分野の

事業の多くは不確定要素を有するため、グロ－バルな事業展開に医薬・医療分

野をいかに位置づけるかは、今後の事業課題の一つとなっている９２）。

　3) ネスレ社の事業展開、事業構造の特質

　　①　事業構造の概要

　当社は、インスタントコ－ヒ－、粉乳乳児食、ミネラル飲料、チョコレ－ト、

ペットフ－ドなどの主力分野では、世界の市場シェアの1位ないし2位を占める。

世界の多くの地域、諸国で多くの食品類を生産、販売するゆえに、世界最大の

食品企業として、”真の”グロ－バル企業とも評価される９３）。前稿で取り上げ

たアメリカの巨大食品会社、および次に紹介する他の巨大多国籍食品会社と比

較しても、当社の事業ははるかに多数の途上諸国におよんでいる。本社の所在

地はスイスであるもの、先進諸国の売上高もアメリカを中心とする北米二ヵ国

が西欧諸国をはるかに上回っている。加えて、途上地域の売上高比率が高いこ

とを何よりの特徴とする。

　それは、成長市場および成長が予想される分野に重点を置く、当社の積極的

な事業展開と対応する。2000年代の事業展開も、中国、インド、インドネシア、

ブラジル、メキシコなどのアジア、ラテンアメリカの新興諸国などの途上地域

を中心としている。また、先進諸国での事業展開は、栄養・健康食品・医療関

係、および食品供給サ－ビスの分野に重点が置かれる。このような地域、分野

ごとの事業構成に、ネスレ社の事業展開の特質が示される。

　しかも、その事業拡大のほぼ全てがM&Aに依拠するものである。それは、M&A

を駆使した最大限に収益性を重視する迅速な事業展開とも表現できる。そこに、

ネスレ社のグロ－バルな食品事業の内実を見出しうる。このことは、最近2年

間（2012 ～ 14年）のニュ－ヨ－クタイムズなどのネスレ社に関する記事にも
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裏付けられる。ネスレ社に関するニューヨークタイムズの記事は、化粧品、医

薬品関連事業、系列会社の売却処分などに関するニュ－スが中心を占める９４）。

2000年代には、医薬品、医療、化粧品などの成長が期待される分野への参入、

進出に事業展開の一つの重点を置いた。しかし、収益性が予想を一旦下回ると、

その迅速な売却、整理に着手している。

　グロ－バル企業としてのネスレ社の特質は、事業と組織体制の一体化にも見

出される。すでに言及したように、当社の事業活動の大部分は地域別に組織さ

れる。当該地域の各国ごとに設立された完全子会社（本社が資本を100％所有

する現地法人）が、当該国のネスレの食品事業のほぼ全てを担っている。この

組織体制のもとで、事業の現地化が全面的に推進されてきた。子会社の資本の

100％を本社に集中する一方、現地の事業は現地子会社が全面的に担う組織体

制である。この資本所有と事業活動との分割、それにもとづく事業の現地化、

ここに当社のグロ－バルな食品事業の特徴を見出すことができる。

 　 ② 事業の現地化

　事業の現地化は、原料の農産品の現地調達あるいはその現地生産の比重が高

いことに示される。主力分野の粉末飲料のコ－ヒ－豆、粉乳乳児食の牛乳など

に関しては、現地調達あるいは現地生産の比重がとくに高くなっている。原料

の現地調達は、原料供給を担う生産者、供給業者（サプライヤ－）を通して確

保される９５）。円滑な原料調達のためにも、農家あるいは供給業者との信頼関

係が重視される。このため、現地における地域農業の支援、振興も、現地事業

の重要な一環を構成する。これは、途上地域での現地事業にとくに該当するこ

とである。原料の現地調達は、輸送、保管のロジスティック機能を中心とする

流通コスト削減のうえからも要請される。原料価格が食品加工業の収益性に大

きな影響を与えるからでもある。

　また、それぞれの地域、諸国における食品製品の販売ル－トの形成、販売基

盤の構築にとっても、事業の現地化は要請される。食品類の流通・販売ル－ト

は、とくに途上地域においては国ごとに固有な特徴を有する。その流通・販売

ル－トの開発、整備も、事業の現地化の必要条件となる。また、同じブランド

の食品製品でも、食味嗜好は地域、国ごとに微妙に相違する。同社の製品がそ

れぞれの国民の食味嗜好に合致し、受容されるには、同一ブランドの味覚にも
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国ごとに様々な工夫を施すことによっている９６） 。

　　③ 事業の現地化とグロ－バルな事業展開

　このように事業の現地化は、地域、国ごとの流通・販売チャンネル、選好さ

れるパッケ－ジの大きさ、さらに味覚に関する嗜好の差異、などの諸条件に即

して要請される。ネスレ社の企業経営の一つの目標として、効率性の追求によ

る低コスト、高品質の製品開発が一般に指摘される９７）。事業の現地化は、原

料および流通コストの削減の観点からも、この経営目標とも合致している。

　低コスト・高品質製品の開発、生産とともに、(3)でも論及するように、「研

究開発」および「人材育成」も当社の重要な経営目標となっている。これらの

経営目標も、事業の現地化と一体化している。グロ－バルな企業間競争にとっ

て、「低コスト・高品質」の食品製品の開発、生産は最重要の条件をなしている。

また、同社が設定する高い経営基準に合致しうる現地事業の遂行には、現地マ

ネジャ－を中心に現地従業員の資質に依存することが大きい。これらの諸条件

を満たすためにも、事業の現地化が推進される。

　なお、同社の食品製品の世界各地における受容は、そのブランド化と同義で

ある。このため、グロ－バルな事業展開は当社製品のブランド力の強化でもあ

る。それゆえ、M&Aを通した事業拡大はブランド力の活用に重点を置くM&Aの追

求となるのである。

　　(3) 企業経営の特質－企業組織、収益性と財務構成、企業理念など－

　 　1) 企業組織と資本構成

　ネスレ社の本社の組織機構は、図2に示される。会長のもとに最高経営責任

者(CEO)と研究・開発センタ－が並置され、コ－ポレ－ト・ガヴァナンス（法

令遵守）、コミュニケ－ション、人的資源の3本部が置かれる。それとは別に、

経営、財務、戦略事業部・営業販売、技術革新・研究開発の4部門が設置され

ている。それぞれに、企業経営の企画・立案、新事業分野への対応、および新

製品の開発などを担当する。

　この4部門以外に、すでに指摘したように、ネスレ水、ネスレ栄養、ネスレ

専門の3事業部が本社に設置され、それぞれの事業を経営管理する。この3事業

部は、主として1980年代以降にM&Aを通して新規に参入した新事業分野を統括

している。これ以外の主要事業は、CEOに直結する方式で地域別に管理、統括
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される。それが、アメリカ、ヨ－ロッパ、アジア・オセアニア・アフリカのそ

れぞれの地域を統括する3地域本部である。

　当該地域のそれぞれの国の事業活動を担う子会社は、3地域本部の管轄下に

ある。その子会社名のほぼ全ては、そこで活動する国の名前か事業名の前に

ネスレを付けたものである９８）。事業を広範に展開するアメリカ、中国には、

2013年にそれぞれ31、35もの子会社が存在する。この子会社のうちネスプレッ

ソなどの事業名の子会社は、組織的には本社の3事業部に所属する。それ以外

の大部分の子会社を地域本部が管轄する。もっとも、事業活動自体は子会社の

責任に全面的に委ねられる。一部の事業分野と国を除くと、海外事業を担う子

会社の株式（資本）の100％を本社が所有する、完全子会社である９９）。

　要するに、ネスレ社の主要事業は本社がその資本（株式）の大部分を所有

する子会社が、事業活動を担う構造である。本社の3事業部が管轄する分野も、

傘下の海外子会社によって担なわれる。コ－ポレ－トガヴァナンスを中心に、

財務、人事、研究･開発などの管理業務を本社に集中させ、現地事業は子会社

の責任に委ねられる。この組織体制にもとづいて、ネスレ社の企業体制は分権

的あるいは分権制ともされる。

　しかし、事業活動の子会社への集約化は、子会社の資本（株式）の本社によ

る所有（資本所有関係）によって担保される。それゆえ、本社の株式の所有構
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成が、ネスレ社の企業特質を評価する際には重要となる。ネスレ社の株式所有

の構成に関しては、世界各国の株主に株式が分散所有されること、および各種

機関の所有比率が高いことが特徴である。株主数を国別に分類すると、スイス、

35％、アメリカ、28％、ヨ－ロッパの主要諸国、2 ～ 5％、中国、日本がそれ

ぞれ2％強、その他、21％の構成である。また、株式所有額からみると、79％

は機関、21％は個人株主による所有である。機関による資本所有の構成比がと

くに高い構造となっている１００）。

　要するに、ネスレ社の資本の所有構成としては、特定株主（とくに個人株主）

の比率が低く、多くの国の多数の株主に機関を中心に分散所有される。このよ

うな資本所有構造のうえでも、ネスレ社はグロ－バル企業と評価されるのであ

る１０１）。

　　 2) 収益性および財務構成

　2012、13年度の当社の売上高、営業利益額は、それぞれ921億5,800万スイ

スフラン、140億4,700万スイスフランである。営業利益額の売上高に占める割

合は15.2％に達する（表17）。10 ～ 12年の3年間の利益率も15％を若干上回る。

事業内容が比較的類似する、アメリカの巨大食品会社のゼネラルミルズ、ケ

ロッグの各社の営業利益率と対比しても、ネスレ社の利益率は相当に高い水準

である。ネスレ社の利益率は、上記2社をそれぞれ5 ～ 8ポイントほど上回って

いる１０２）。同社がブランド力のある多数の食品、飲料製品を有することによる

ものであろう。

　　 3)　経営戦略および企業理念

　高い収益性は、良好な財務構成と一対をなす。とくに有利子長期負債の保有

額は、売上高および自己資本額との関係ではごく低い割合にとどまる。前稿で

対象とした、絶えざるM&Aを通して事業再編を追求するアメリカの巨大食品会

社の多くとは、この点では対照的である。具体的には、ネスレ社の13年度の売
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上高に占める金融負債の保有額の割合は23％である。また、その自己資本額に

占める比率も16％にとどまる。この結果、13年度の内部留保額は852億6,000万

スイスフランもの巨額におよんでいる（表18）。

　このような強固な財務基盤にもとづいて、ネスレ社はM&Aによる食品事業の

再編を競合他社よりも有利に進めることが可能となる。ブランド力を有する

企業を慎重に取捨選択し、しかも積極的なM&Aを仕掛ける資金力を有している。

また、研究開発にも潤沢な資金を活用できる。これを通して、とくに成長が期

待される健康・栄養食品分野の新製品の開発のうえでも有利な地位を確保でき

るのである。

　同社はグロ－バル企業として、4つの基本的な経営戦略を追求、保持してきた。

それは、革新・刷新、経営効率、製品の遍在性、および消費者とのコミュニケ

－ションである１０３）。この経営戦略にもとづいて、事業の現地化、ネスプレッ

ソに代表される食品供給サ－ビス、および成長分野への積極的進出、などの事

業展開を推進してきた。この点は、(2)の事業展開でみた通りである。そのな

かで、海外直接投資による海外事業の拡大、早期からのM&Aに依拠した経営多

角化の追求に加えて、成長市場向けの新製品の開発、導入に際してアメリカ市

場での成功を評価の基準に置くことがとくに注目される。開発した食品製品の

アメリカ市場での商品評価が、グロ－バルな商品評価につながるとの企業認識
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である。このようにアメリカ市場での商品評価にもとづいて、ネスレ社は食品

製品の開発を進める経営戦略を追求してきたのである１０４）。

　この意味で、ネスレ社はスイスに本社を置くヨ－ロッパ企業にもかかわら

ず、”アメリカ的”企業の経営体質を濃厚に有している。これは、アメリカ系

企業との合併を通して発足した当社の出自にも由来するものであろう。比較的

早期のM&Aの活用による事業展開も、この文脈で理解しうる。グロ－バルな食

品企業としての発展は、アメリカ市場に適合的な食品開発による事業展開をベ

－スとしている。アメリカ的な食生活パタ－ンの世界的普及とネスレ社の経営

戦略は符合するのである。

　また、企業理念としては、早くから企業の社会的責任を強調し、高邁な企業

理念も提唱する。その企業理念は、コンプライアンス、サステナビリティ（持

続可能性）、共通価値の創造１０５）－水資源保全、農業・地域開発、栄養改善（世

界の食糧安全保障）などに関する－、などに集約される。このような企業理念

にもとづき、途上地域の農村地域の開発・振興にも取り組んでいる。そして、

この企業理念は途上諸国での事業の現地化にともなう経営課題と対応するもの

である。

　進出先の現地の国々の法制遵守は雇用条件を中心に、”地域との共生”は現

地での原料生産、調達との関係で、”資源の再活用・資源循環”はミネラル水

の現地事業にとって、それぞれ重要な経営課題とならざるをえない。グロ－バ

ルな事業志向は、包括的かつ高邁な企業理念の提唱をともなうことになる。問

題は、途上諸国における現地の事業活動が、提唱される企業理念を体現し、内

実をともなっているか否かである。本稿は、これらを評価する用意はない。

　最後に、経営コンサルタン会社のネスレ社に関する評価を紹介しておく。そ

れは、「ネスレ社の強みは、多数の様々な食品製品における強力なブランド力

を有し、それが当社のグロ－バルな主導力をなしていること、また、特定の消

費者需要に応えうる強い開発力を有し、強力な財務力の基盤を確立しているこ

と、ここに求められる。あえて弱点を探すと、プライベ－ト・ブランドの浸透

が世界全体で強まっていること、食品規制の強化にともなう法令遵守（コンプ

ライス・コンプリアンス）コストの増大や将来の水資源の希少性などであろう」、

とするものである１０６）。
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　２　ユニリ－バ社

  ユニリバ－社の売上高全体に占める食品の割合は、2000年代に時期を追って

低下している。2013年度の年報によると、当社の売上高全体に占める食品売上

高の比率は45％強である。現在では、各種生活用品を中心とする「生活企業」

がユニリバ－社のキャッチフレ－ズとなっている。このため、厳密な意味では、

ユニリ－バ社を食品企業に分類できない。にもかかわらず、当社の食品類の売

上高規模は、2013年の”フォ－チュン社の世界トップ100社”の食品産業にお

ける11位に位置する。しかも、重要な食品原料の植物油脂関連製品の生産、販

売では歴史的に世界を主導し、原料調達を中心に世界各地で事業を展開する代

表的なグロ－バル企業でもある。

　ユニリ－バ社の前身の2社は、すぐ後に記すように、植物油脂の原料を求め

て19世紀末からアフリカを中心に南洋諸国に積極的に進出し、世界各地で石鹸、

マ－ガリンの生産、販売を開始した。19世紀末から20世紀初頭に海外事業を主

導するヨ－ロッパの代表的な企業である。とくに、イギリスなどの西アフリカ

（ナイジェリアを中心とする）植民地経営とその事業活動は密接に結びついて

きた。また、石鹸および食品事業を中心に、様々な分野の事業をグロ－バルに

展開してきた。ユニリ－バ社の企業経営は、その事業が地域および各種分野に

広範におよぶことを特徴とする。このため、創業以来、現在までの企業経営の

変遷、推移は複雑である。ここでの沿革は、同社の事業発展を画する特徴的な

時々の動きに限定する１０７）。

   (1) 沿　　革

　1) ユニリ－バ社の前史

　イギリス人のW.レバ－は、弟のジェ－ムズとともに家庭用雑貨卸売業で販売

技術を磨いた後、1885年にリ－バ兄弟（Lever Brothers）社を設立した。同社

は、サンライトのブランド名の包装石鹸の生産、販売によって、イギリスで成

功をおさめた。石鹸需要が欧米市場で急増していたこともあって、サンライト

は石鹸の世界的なブランドとなり、1900年代初頭までにヨ－ロッパ、北米を中

心に世界各地でサンライトが販売されるようになったのである。リ－バ兄弟社

は、第一次大戦前に主に企業買収を通して発展を続けた。また、石鹸原料の各

種の植物油脂の原料調達のために、世界的規模でプランテ－ションと貿易会社
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も設立し、さらに第一次大戦期に植物油を原料とするマ－ガリン生産にも着手

した。第一次大戦期と戦後の1920年代に、リ－バ兄弟社は連合アフリカ会社の

所有権も確保したのである。

　一方、オランダ人のユルヘンスとバンデンバ－グは、1872年にマ－ガリン生

産の共同会社を開設した。その事業は順調に拡大し、80年代後半にはドイツを

事業拠点とし１０８）、1909年には原料のパ－ム油確保のためのパ－ムプランテ－

ションをドイツ領アフリカで経営するようになった。第一次大戦のドイツ敗戦

により、ユルヘンス・バンデンバ－グ社は大きな打撃を被った。しかし、第一

次大戦後、マ－ガリンの生産、販売は順調に回復した。さらに事業拡大のため

に同じ事業分野の他社との企業連合を積極的に進め、1927年にマ－ガリン・ユ

ニ（連合）（Margarine Union=Magarine Uni)を組織化した。これらを通して、

植物油脂の原料確保を求めて、同様な事業を展開するリ－バ兄弟社とマ－ガリ

ン連合との間の市場競争が激化したのである。

　2) ユニリ－バ社の創立と第二次大戦前の企業経営

　リ－バ兄弟社とマ－ガリン連合間の競争激化の回避のために、 1929年にマ－

ガリン・ユニのオランダ系の企業群とリ－バ兄弟社によって支配されるイギリ

スの企業群との間で協定が調印された。この結果、1930年に本社をイギリスと

オランダの双方に有する、ユニリ－バ社が誕生した。当時のヨ－ロッパ史上最

大とされる企業合同が成立したのである１０９）。

　当社の設立と時期をおかずに1930年代の大不況が発生した。さらに第二次大

戦期に入り、当社にとって厳しい経営環境の時代が続いた。30年代の大不況期

には、多数の石鹸工場を閉鎖した１１０）。また、第二次大戦の勃発にともない、

ドイツおよび日本の占領地域の事業は、イギリス、オランダの本社の経営から

切り離され、占領地の海外事業は独立性を強めるようになった。さらに第二次

大戦後には、東欧地域におけるユニリ－バ社の工場はいずれも国有化された。

　しかし、30年代から第二次大戦期は、技術開発（新洗剤の開発、マ－ガリン

製造方法の改良－ヴィタミンを付加する－など）の時期でもあった。また、新

規の食品分野（冷凍・調理食品など）に積極的に進出し、当社は本格的な食品

企業として発展するようになる。それは、37年のリプトン社のアメリカ支社、

44年のペソデント社の買収に代表される。食品事業の拡充は全面的に企業買収
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によるものであり、様々な分野の食品企業を買収、統合したのである。

　3) 第二次大戦以降の企業発展

　30年代から大戦期の各種分野の技術開発、およびM&Aによる様々な食品分野

への参入が、第二次大戦後、60年代までの事業拡大を支えることになった。多

様な食品事業を買収した結果、大戦直後の同社の売上高に占める肉、魚類、ア

イスクリ－ム、缶詰の売上高の比率も9％に達した。ヨ－ロッパの戦後復興に

よる消費ブ－ムのなかで、マ－ガリン、加工食品、新洗剤、および各種家庭用

品の売上高は大幅な増加を続けた。それは、企業買収をともなう事業の急激な

拡大の時期でもあった。また、60年代までは、子会社の連合アフリカ会社によ

る各種アフリカ産品の貿易も拡大し、その収益も同社の技術開発と企業買収を

支える重要な資金源となった。

　50 ～ 60年代の事業展開のなかで目立つのは、洗剤などの用品、食品包装の

技術革新による製品の多品目化と新製品の導入である。また、食品分野でのア

イスクリ－ム、ビスケット、魚類、ビ－ルなどの事業拡大も注目される。主要

ブランドの管轄を子会社から本社事業部に移すような、事業組織の再編も実施

された。この間の企業買収は多数におよんでいる。なかでも、57年のイギリス

の有力食品メ－カ－、61年のアメリカのアイスクリ－ムメ－カ－、68年のイギ

リスの大手ビ－ル会社のそれぞれの買収は大規模なものである１１１）。

　70年代には、製品品目の多数および多種類化にともない、配送・包装面の

技術革新に重点が置かれた。このことが、一つの新しい動きである。ただ、事

業展開の方向は60年代までと基本的に同一であり、その動きを加速するもので

あった。引き続いての企業買収の結果、77年までに当社のECにおける従業員数

は17万7,000人に、工場・営業所数は200に増加した。例えば、70年代にはイギ

リスの本社の固定資産額は年間5,000万ポンドの割合で増加し続けた、とされ

る。

　70年代の大規模な企業買収には、71年のリプトン本社、73年のスペインのア

イスクリ－ムメ－カ－のフリゴ社、78年のアメリカ有数のスタ－チ業者、ナショ

ナル・スタ－チ社などの買収が挙げられる。70年代までのM&Aによる当社の事

業拡大は極めてダイナミックである。一時的には、毎週、1企業を買収したと

される１１２）。また、70年代にはナイジェリア政府の国有化方針にもとづき、連
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合アフリカ会社の当社が保有する株式の一部を放出した。しかし、石油危機に

よる当社の経営環境が悪化するなかで、子会社の連合アフリカ会社の石油収益

は当社に資金面で大きく寄与した１１３）。

　80年代には、プラスチック包装品、化粧・医薬関係を含む家庭用品、およ

び食品事業の一層の多角化が図られる。70年代までと同様に、技術開発および

M&Aを通した事業の多角化が追求された。ただし、84年に「コア事業戦略」が発

表され、戦略的に重視する事業分野も設定される。企業買収と並んで事業の売

却、整理が開始され、70年代までとは明らかに異なる事業展開の方向が追求さ

れるようになる。それまでの拡散した事業分野が整理される一方、食品事業と

しては、アイスクリ－ム、茶の分野を重点に、M&Aを通した事業拡大が追求さ

れた。また、化粧分野の拡充も図られた１１４）。　　　

　90年代には、次にみるように80年代に開始された事業の再構築がより鮮明と

なる。そのなかで、生活用品分野では、洗髪、衛生用品を中心にM&Aを通して

新規分野への進出が図られた。また、新興諸国への事業展開に重点が置かれる

ようになる。2000年代には、新興諸国を中心とする事業展開の方向はさらに明

確となり、同時に有力ブランドを中心に事業の合理化が推進される。「ブラン

ド事業化」が、一段と強化されるのである。それは、人々の生活を快適にする

「生活企業」を企業経営のモット－とする経営方針によるものであり、「持続的

生活プラン」の企業理念の提唱でもある。

　　(2) 1990年代以降の事業展開および事業構造

　 1) 90年代以降の事業展開

　沿革に示したように、90年代以降、80年代に開始された事業の合理化が本格

的に推進される。93年のアイスクリ－ムの有力企業、96年の調髪剤・防臭剤メ

－カ－のそれぞれの買収による、アイスクリ－ム事業の拡充、および化粧・洗

髪分野の新規事業への進出などもみられた１１５）。さらに、旧ソ連・東欧地域を

中心に新興諸国への積極的な事業進出も図られた。また、95年には食品事業の

中心をなすマ－ガリンに関して、トランス酸を当社製品として使用しないこと

も決定した１１６）。

　そのなかで90年代の事業展開を特徴づけるのは、90年代半ばを契機とする各

種事業の大胆な整理、処分である。95年に従業員を7,500人削減し、97年に特
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殊化学事業、98年に育種事業をそれぞれ売却処分１１７）した。これは、80年代

半ばに策定されたコア品目に主力製品を絞り込む経営戦略によるものである。

90年代を通して当社のブランド数は実に3分1に削減された１１８）。

　この事実に、90年代に事業合理化がいかに徹底的な開始されたかが示される。

これにともない、関連子会社の売却、整理も進み、抜本的な事業組織の再編も

図られた。また、70年代に開始された連合アフリカ会社の株式の放出も、94年

に完了した。連合アフリカ会社の所有権の完全喪失は、ユニリ－バ社の歴史に

一時代を画している。

　 2) 2000年代の事業展開

　2000年代の事業再編は、90年代以上にドラスチックである。2000年代前半に

は、食品事業としては、アイスクリ－ム分野のM&Aによる拡充はみられた１１９）。

また、アメリカの大手食品会社のベストフ－ド社の240億ドルによる買収も、

業界の大きな話題となった。さらに、途上諸国を中心に洗濯用品などの生活用

品の多数の企業も買収している。しかし、子会社の売却件数は買収件数をはる

かに上回っている。

　食品、化粧品関連を中心に事業の売却は枚挙に暇がない。食品関係では、冷

凍食品、チ－ズ類分野のほとんどの事業が売却処分された。とくに、北米、ヨ

－ロッパの子会社を中心とする食品および日用品事業の売却、整理が大胆に推

進されている１２０）。そのなかに、巨額のM&Aによって取得した有力子会社の売

却も含まれる。例えば、さきのアメリカの有力食品会社のベストフ－ド社も結

局、2000年代後半に放出された。クラインカルバンの化粧部門の買収を通して、

再組織した化粧関連事業部も05年に売却された１２１）。デンマ－クおよびノ－ル

ウェ－での酪農製品事業の2010年の買収はあるものの、西欧、北米では食品事

業から急速に撤退している。

　このようなドラスチックな事業整理の一方で、新規の成長分野への進出もみ

られる。とくに2000年代には、新興諸国を中心に途上地域における事業拡大が

注目される。この動きは90年代に開始されるが、新興諸国における事業活動が

本格化するのは2000年代に入ってである。しかも、後に紹介するように、途上

地域における事業活動にはそれぞれの諸国の特殊条件に配慮した様々な方策が

駆使されている。
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　例えば、ロシアへの直接投資は体制転換の直後の90年代初頭から開始され、

90年代末のル－ブル危機期にも継続された。その投資活動が、ロシアでの本

格的な事業展開に結びつくのは2000年代である。また、90年代後半に決定され

るインドでの各種事業プロジェクトが進展するのは2000年代前半である。同様

に、中国の上海研究開発センタ－は03年に、メキシコシティにおける同社のセ

ンタ－も06年に開設され、それぞれの地域における事業活動の拠点となりつつ

ある１２２）。

　 3) ユニリ－バ社の事業構造

 2013年現在のユニリ－バ社の分野および地域別の事業動向を通して、その事

業構造の概要を整理しておこう。

　　① 分野別の事業構成

　当社は、事業領域をパ－ソナル・ケア、リフレシュメント、食品、家庭用関

連の4分野に分類している１２３）。パ－ソナル・ケアは、洗剤・化粧品および防

臭剤などの保健・衛生品を含む日用品、リフレシュメントは紅茶、アイスクリ

－ムの嗜好品、食品は調味料、スプレッド、マ－ガリンなどの食品、家庭用関

連は洗濯用洗剤、各種掃除用品、などをそれぞれ中心とする。食品、嗜好品の

主要ブランドは、ヘルマン（マヨネ－ズ・マ－ガリン）、クノ－ル（ス－プ・

調味料）、リプトン（紅茶）である。また、パ－ソナル・ケアの主力ブランドは、

サンライク（石鹸）、デヴ（石鹸）、ラックス（洗髪剤）が挙げられる１３１）。食

品とは別分野に区分されるリフレシュメントは、一般には食品事業に含まれる。

　2013年度の全体の売上高は、497億9,700万ユ－ロ－と前年度を若干下回る。

これは、主としてユ－ロの為替レ－トの変動によるものであり、売上げ数量で

は前年比4％の増加である。13年度の事業分野別の売上高は、パ－ソナル・ケア、

180億5600万ユ－ロ（36％）、リフレシュメント、93億6900万ユ－ロ（19％）、食品、

134億2600万ユ－ロ－（27％）、家庭用関連、89億4600万ユ－ロ－（18％）である（表

19）。洗剤・化粧品を中心とするパ－ソナル・ケアの売上高が食品を相当に上回っ

ている。パ－ソナル・ケアが同社の中心事業に位置しており、それゆえに“生

活企業”と自らを呼称している。

　さらに分野別を細分類すると、パ－ソナル・ケア－では調髪関連品、防臭剤

の、食品ではクノ－ル、ヘルマンのブランド製品のそれぞれの販売増が目立っ
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ている。一方で、リフレシュメントでは、アイスクリ－ムの売上高が減少して

いる。13年度のリフレシュメントを含めた食品の売上高は、全体の46％を占め

る。08年度の食品の売上高構成比は54％であった１２４）。最近5年間に、食品関

連の売上高構成比は8ポイントも低下している。このように食品と日用品の2分

野を中心に構成されるユニリ－バ社の事業構造に最近、大きな変化が生じてい

る。90年代以降、なかでも2000年代に食品分野を中心に事業整理、事業の合理

化が推進された結果である。

　もっとも、分野別の収益性は売上高とは様相を異にする。当社の13年度の営

業利益額は69億7700万ユ－ロ－であり、パ－ソナル・ケア－、29億2500万ユ－

ロ－（41％）、リフレシュメント、9億800万ユ－ロ－（11％）、食品、26億100

万ユ－ロ－（41％）、家庭用関連、5億4300万ユ－ロ－（7％）である。リフレシュ

メントを含めた食品分野が計上する営業利益額が全体の過半を占める。食品分

野の収益性は、後に言及するコア事業とも関連して、パ－ソナル・ケア、家庭

用品分野を相当に上回っている。それは利益率（売上高に占める営業利益額の

割合）に反映される。13年度のユニリ－バ社の食品、リフレシュメント分野の

利益率は、それぞれ23％、9％である。嗜好品以外の食品事業の利益率は、高

収益性を誇るネスレ社をさえ上回っている。

　　② 地域別の事業動向

　当社の事業は、途上市場、先進市場１２５）の2つの市場に区分される。そのう

えで、アジア・太平洋・アフリカ、アメリカ、ヨ－ロッパの3大陸に地域区分して、

それぞれの事業を分類している。13年度の市場グル－プ別の売上高は、途上市

場、282億5700万ユ－ロ－、先進市場、215億4000万ユ－ロである。途上市場の

売上高が57％と過半を占めている。成熟市場の先進市場における事業比重は、
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急速に低下しつつある（表20）。

　3つの大陸別の13年度の売上高は、アジア・太平洋・アフリカ、200億8500万

ユ－ロ（40％）、アメリカ、162億600万ユ－ロ（33％）、ヨ－ロッパ、135億600

万ユ－ロ（27％）である。また、当社の営業利益全体に占める地域別の割合は、

アジア・太平洋・アフリカ、37％、アメリカ、38％、ヨ－ロッパ、25％である。

売上高と営業利益額とを対比すると、アメリカの収益性が他の2地域を上回っ

ている。このことが、当社の地域別の事業動向の一つの特徴である。途上市場

に事業展開の重点を置く結果、売上高、営業利益額のいずれでも、アジアおよ

びアメリカの構成比が上昇している。本社所在地のヨ－ロッパの売上高、営業

利益額は、いずれも30％を下回っている。

　このようにヨ－ロッパを拠点に創業され、企業発展を遂げてきたにもかかわ

らず、2000年代以降、途上地域を事業の中心的な市場としている。この点では、

ネスレ社と共通する。このことは、アジアのなかではインド、インドネシア、

中国が、当社の三大市場に位置づけられることに端的に示される。上記3 ヶ国

の売上高は、最近数年間、毎年二桁台で増加を続けている。また、アメリカ大

陸では、ブラジル、アルゼンチンにおける事業拡大が目立つ一方で、先進市場

の北米2 ヶ国の売上高は低迷している。この点は、ヨ－ロッパにおける事業動

向と共通している１２６）。

　　③ 主要ブランド事業の動向

　当社は、次にみる経営戦略との関連で、主力ブランド製品に事業を集中させ

るようになった。主要ブランド事業をコア事業と位置づける。そのコア事業の
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経営収支、事業動向が年報に報告されている。それによると、コア事業が計上

する営業利益額は、分野別にパ－ソナル・ケア、32億600万ユ－ロ、リフレシュ

メント、8億5,600万ユ－ロ、食品、23億7,700万ユ－ロ、家庭用関連、5億7,700

万ユ－ロ、である。食品を除く3分野ではコア事業の営業利益額がそれぞれの

分野の営業利益額を上回っている。食品以外の3分野では、コアに属さない事

業は損益を計上し、その損益をコア事業が補填する構造である。

　コア事業の利益率は、パ－ソナル・ケア、食品のそれぞれでは17％強、リフ

レシュメント9.1％、家庭用関連6.4％である１２７）。リフレシュメント、家庭用

関連のコア事業の収益性は必ずしも高くはない。しかし、主力ブランド製品に

よって構成されるコア事業が、事業全体の収益性を支えていることは明らかで

ある。

　4) 事業展開および事業構造の特質 

　これまでの考察を通して、当社の事業展開および事業構造の概容は、ある程

度、明らかにされたであろう。当社は、食品、家庭用品を中心に、包装消費者

用製品１２８）では、世界最大の生産、販売会社の一つに数えられる。その製品は、

アフリカ、アジア、中東、中南米、北米、ヨ－ロッパなど190 ヵ国以上で販売

される。ただ、1)にみたように、ドラスチックな事業再編の途上にあり、その

事業構造も急速に変化し続けている。

　沿革に示されるように、比較的早期に、全面的にM&Aに依拠して事業領域の

拡張による事業拡大を追求してきた。一方、90年代以降、とくに2000年代には

主力ブランドに重点を置く事業再編を徹底的に推進している。このようなM&A

に全面的に依拠する事業展開が、当社の企業経営を最も特徴づけている。

　このことは、（3)にも取り上げる、主力ブランドを最大限に活用する「コア

事業化」の経営戦略にもとづいている。いくつかの分野では、従業員の削減を

ともなう本社事業の整理もみられるものの、事業再編はM&Aによって取得した

子会社の売却を中心とする。この結果、2000年代末までに当社のブランド数を

1500から400へと大幅に削減する「コア事業化」が事業再編の核心をなしている。

これは、M&Aによって取得した子会社、関連会社の売却によって始めて可能と

なるものである。

　このような事業展開は、新興諸国、途上地域に事業の重点を置く、2000年代
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の動きと並行している。そして、途上地域を中心とする事業展開は、植物油脂

の原料調達を事業発展の要件とした、同社の歴史的な企業発展の経緯に由来す

る。それは、創業以来、西アフリカの植民地経営に密接に関わっていたことに

も示される。このような歴史的背景が、途上地域に事業展開の重点を置く要件

をなしている。

　このことは、事業構造にも関係するものである。石鹸、マ－ガリンの生産、

販売を事業の中心としたことにより、原料調達（パ－ムの栽培・採集を含めた）、

植物油製造、植物油脂の加工処理による製品（石鹸、マ－ガリンなど）加工、

包装材料の生産、各種製品の配送、貿易および販売業務、などの広範な領域に

当社の事業はおよんでいる。その事業は、原料生産から加工製品の販売までの

垂直的な構造をなしている。垂直的な事業構造のなかで、川上には原料調達が、

川中には一次産品の加工、生産が、川下には製品の貿易、販売業務が、それぞ

れ位置する。70年代まで、連合アフリカ会社を傘下の有力子会社として所有し

たことも、当社の事業領域を多様かつ複雑なものにしてきた。

　それは、当社の有力子会社であった連合アフリカ会社が様々な系列会社を傘

下に有し、産業組織としても複雑で、その事業構造の全体像の把握が困難であ

る事実にも具体的に示される１２９）。この結果、現在でも一部の途上国では茶の

プランテ－ションを経営している。途上地域での事業活動は、各々の国ごとの

社会・経済的条件に影響されるものの、原料調達および製品販売が、最も重要

な事業活動を構成する。10万人以上のサプライヤ－の活用も、途上地域の現地

事業における原料調達の重要性を示している。

　このような各々の固有な諸条件に応じての多数の途上諸国での事業活動だけ

に、原料調達、製品販売を中心に様々な方策が施されている。この点で、ネス

レ社の事業構造と一部で共通する。ただし、原料調達から製品販売までの広範

かつ垂直的な事業構造ゆえに、すでに指摘したようにその全体像の把握は難し

い。これは、ネスレ社の場合と同様である。途上諸国を事業の主要対象地域と

し、植民地経営にも関与した歴史的経緯によるものである。それは、次の企業

の組織構造とも関係している。



－ 110 －

　　(3) 企業経営の特質と問題－企業組織、収益性、企業戦略－

　 1)企業の組織構造

　ユニリ－バ社の組織構造は複雑である。企業組織の構造を正確には把握でき

ない。まず、本社がイギリスとオランダの二カ所に所在する。各々の本社の業

務分担も、外部の者には判然としない。このことが、当社の組織構造の把握を

困難とする最大の要因である１３０）。

　本社には、財務、人事、経営企画、中央研究所などが設置される。そのうえ

で、当社の組織は、「カテゴリ－チ－ム」と「リ－ジョナルチ－ム」のマトリッ

クス構造を基本とする。「カテゴリ－チ－ム」は主要事業に関わり、グロ－バ

ルブランドの中長期戦略の策定や、製品の開発生産の基礎研究、原材料の購買、

および国、地域を超えた人材活用などを経営、管理する。グロ－バル企業の長

所を活用するために、地域横断的な経営管理を担っている。

　これに対し、「リ－ジョナルチ－ム」は地域別の事業展開を経営、管理する。

各国の消費者や取引先のニ－ズへのきめ細やかな対応１３１）を中心に、地域ご

との販売活動、営業戦略の立案、実施が、その主要な経営管理の対象である。「リ

－ジョナルチ－ム」には、各国の市場特性（それぞれの国の文化、慣習に関わる）

への理解が求められる。例えば、当該諸国での製品開発は、そこでの現地法人

（各国の子会社）が主導するものの、「リ－ジョナルチ－ム」との連携のもとに

進められる１３２）。

　以上の「カテゴリ－チ－ム」と「リ－ジョナルチ－ム」のマトリックス構造、

両チ－ムの連携のもとに、いわゆる、「ロ－カルル－ツ・グロ－バルスケ－ル」

の製品開発、事業展開が推進される。このようなマトリックス構造のもとで、

主要事業はパ－ソナル・ケア、リフレッシュメント、食品、家庭用事業に4分

類され、傘下の子会社および系列会社が事業活動の責任を負っている１３３）。

　事業活動を担う現地法人の海外子会社の株式は、イギリスかオランダのいず

れかの本社によってほぼ100％所有されている。この際に、個々の子会社ごと

にその株式をイギリスかオランダのどちらかの本社が所有（あるいは分有）す

る。この資本所有関係が当社の組織構造の一つの特徴である。このような資本

所有関係を通して、それぞれの本社が子会社の事業活動を管理しているのであ

る１３４）。



－ 111 －

　このように本社に集中する資本関係にもとづいて、当社はユニリ－バ・グル

－プと呼ばれる１３５）。それは、本社が株式を全面所有する子会社、系列会社の

集合体であり、グル－プを構成する個々の子会社の経営の独立性が強いことを

意味する。このことは、グル－プに所属する子会社の事例にも明らかである。

2例だけを紹介する。オランダに所在するユニリ－バフ－ド・ソリュション社

は主要食品の卸売業を専門とする企業である。また、ユニリ－バ・イギリス食

品会社は、食品、ホ－ムケアの各種製品を生産、販売する独立企業である。そ

れぞれに、ユニリ－バ・グル－プの重要な一部門を構成している１３６）。

　以上のように、当社は独立性の強い子会社の集合体であり、資本関係を通し

て本社に権限が集中する組織構造をとっている。そのなかで、企業の経営管理

は「カテゴリ－チ－ム」と「リ－ジョナルチ－ム」のマトリックスによって担

保される。このような組織構成は、M&Aに全面的にもとづく事業拡大の所産で

あろう。買収した個々の子会社の事業の自主性を温存したうえで、株式所有を

通して企業グル－プとしての一体性が保持される。また、グロ－バル企業とし

て、地域および国ごとの特性に配慮した事業再編には、財務、経営の立案、企

画などの本社への権限集中とマトリックスの経営管理体制が要請されるのであ

る１３７）。

　2) 収益性、財務構成

　2013年度までの最近3年間の収益性は、表21に示される。分野別の事業動向

でみたように、13年度に売上高497億9700万ユ－ロ、営業利益75億1700万ユ－

ロ、純利益（税引き後）52億6300万ユ－ロを、それぞれ計上する。売上高に占

める営業利益額の割合は15.1％である。前年の12年度比では、ユ－ロの為替相

場の変動によって売上高は若干減少した。しかし、営業利益額は増加し、利益
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率は上昇している。最近3年間の営業利益額の増加率は売上高の増加率を上回っ

ている。当社の収益性は明らかに向上している。

　収益性の向上は、2000年代後半以降に顕著である。07 ～ 09年に売上高は減

少傾向で推移し、この3年間の平均利益率は11％前後にとどまった１３８）。2010

年代前半の利益率が2000年代後半を上回るのは、低収益事業の集中的な整理、

処分の結果である。さきに示した、「ブランド事業化」は収益性の向上に明ら

かに寄与している。

　高収益性を背景に、財務構成も相対的に健全である。当社の債務総額に占

める有利子債務保有額の割合は13年度に39％である。ネスレ社と比較すると、

金融負債の保有額の割合は高い。しかし、13年度の内部留保金として204億

6800万ユ－ロ－を計上し、115億ドルの金融負債保有額をはるかに上回ってい

る１３９）。また、売上高に占める金融負債保有額の比率も、前稿でみたアメリカ

の巨大食品会社を相当に下回っている。当社の財務構成は、ネスレ社ほどでは

ないものの安定している１４０）（表22）。

　3) 経営戦略および経営理念

 当社は、ブランド製品およびそのサ－ビスの提供を通して、快適な生活の持

続的な創出を企業理念としている。そのための経営戦略として、”ユニリ－バ

持続可能生活プラン”が2009年に決定された１４１）。そこでは、”持続性の保障”
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を経営戦略および企業理念として最も重視している１４２）。

　”持続性”は”持続的成長”と同義とされる。固有のビジネスモデルによ

る”持続的成長”の実現を、当社は最大の経営課題に掲げている１４３）。それゆ

え、”持続的成長”は「ブランド事業化」と一体である。そのキ－コンセプトが、「ロ

－カルル－ト・グロ－バルスケ－ル」と表現される。それは、グロ－バル企業

として途上市場に事業の重点を置くゆえの、個々の途上諸国の文化、慣習を事

業活動に積極的に組み入れる経営志向として強調される。持続性の保障のため

に、原料調達に関わるサプライヤ－との持続的関係が重視され、同時に原料生

産に関しても環境、生態系の保全が提唱される。

　この経営志向は、紅茶およびパ－ム油の調達方法に見出される。当社は、世

界の紅茶原料の12％を使用する。しかし、紅茶の原料を公開市場から買い付け

ずに、紅茶生産の持続性を保障するために、ケニアで茶のプランテ－ションを

経営している１４４）。また、パ－ム油の原料調達も森林消失につながらない、環

境基準を充たすサプライヤ－に限定している。生態系・環境保全に配慮する原

料調達が、長期的に”持続的成長”に結びつくとの企業理念に立脚するもので

ある１４５）。

　それは、現代の時代を”混迷・不確定・複雑性の時代”、とみなす企業認識

とも関係する。このように不確定性の時代に特徴づけられるものの、途上市場

に事業機会が存在する。それゆえに、政治・経済的に不透明かつ複雑さを増す

途上市場におけるグロ－バル企業として、”ロ－カルル－ト・グロ－バルスケ

－ル”のコンセプトが案出され、それにもとづく経営志向が模索されていると

考えられる１４６）。

　３　ペプシコ社

   　(1) 沿　　革

　ノ－スカロライナ州の薬剤師、C.ブラッドハム（C.Bradham)は、1898年に濃

縮液、ペプシを発見した。コカ・コ－ラが人気を博し始めていたため、この新

飲料をペプシコ－ラと名付け、消化不良に効果があると主張した。彼は1902年

にペプシコ－ラ社(Pepsi-Cola Com.)を設立し、03年に商標を登録した。ペプシ・

コ－ラ社が株式を公開し、株式会社として発足するのは19年である。ブラッド
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ハムはコカ・コ－ラ社に追従して、ボトリングのフランチャイズシステムを組

織し、第一次大戦までに300のボトラ－１４７）と契約するにいたった。

  第一次大戦後には原料コストの上昇を見込まれた。その防衛策として、彼は

砂糖の在庫を積み増した。しかし、20年の砂糖価格の下落による砂糖の過剰在

庫は、経営に大きな打撃となった。会社の所有権も転々とし、結局、ペプシコ

－ラ社は31年に破産した。ペプシの製造法と商標は、メリ－ランド州で液体甘

味料（シロップ）やキャンディを製造するロフト社の社長のガス(C.Guth)に買

収された。ガスはキャンディの小売りチェ－ンも経営し、その資産をペプシ事

業の拡大に使用したのである。

　ガスに買収されたペプシ事業も破産の淵にあった。しかし、大不況期の最中

の33年にペプシ事業に転機が生じた。価格を変更せずに、従来の12オンス瓶を

倍の大きさとしたことにより、ペプシコ－ラの販売が大幅に増加したのである。

そのなかで、ロフト社の株主とガスの間で、ペプシ社の株式所有権に関する訴

訟が生じ、ロフト社の株主側が勝訴した１４８）。この間も、ペプシの販売は拡大

を続け、39年には最初のラジオコマ－シャルも使用した。このような経緯を経

て、41年にペプシ社はロフト社に吸収され、ペプシコ－ラ社が新会社として再

発足したのである。

　1960年代初頭までに、当社はダイエット・ペプシの導入などによる製造ライ

ンの拡大を通して、事業を順調に拡大させた。64年に、炭酸飲料メ－カ－のマ

ウンティンデュ－、65年にスナックメ－カ－のフリトレ－の、それぞれの分野

の有力2社を買収した１４９）。この2つの大型買収、とくに後者の買収・統合を機

に、現在のペプシコ社(PepsiCo)に社名を変更した。これによって、新たな飲料・

食品会社に転身したのである。

　70年代には、ペプシコ社はさらに積極的なM&Aを通して事業拡大を追求する。

それは海外事業の展開をともなった。72年に、ソフト飲料の瓶詰をソ連で認可

される最初の西欧企業となり、ソ連のソフト飲料事業にも進出した１５０）。さら

に、アメリカ国内のファ－ストフ－ド企業のM&Aに乗り出した。当社は、70年

代後半から80年代に有力なファ－ストフ－ド企業の相次ぐ買収を通して、一躍、

ファ－ストフ－ド業界の一大企業に成長する。それが、77年のピザハット、78

年のタコベル、86年のケンタッキ－フライドチキンの、一連の著名なファ－ス
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トフ－ド企業の買収である。

　80年代は、ライバル企業のコカ・コ－ラ社との市場競争が一段と激化する、

いわゆる”コ－ラ戦争”の時期である。コカ・コ－ラ社がコ－ラの製造処方を

変えたことにより、当社はアメリカ国内で短期間にせよ、コ－ラ戦争にも勝利

した１５１）。

　90年代に入ると、91年にリプトンの紅茶販売をめぐる事業提携がユニリ－バ

社との間で開始された。同年のコカ・コ－ラ社によるネスレ社との茶の飲料事

業１５２）の提携に対抗するものである。これを皮切りに、91 ～ 96年に、ペプシ

コ社は精力的に海外ボトリング事業を拡大し、海外での飲料事業のネットワ－

クを本格的に組織化する１５３）。また、96年にR.エリンコ（R.Enrico）がCEOに

就任し、80年代後半までに買収したファ－ストフ－ドの関連子会社を再組織化

する。それが、97年の100億ドルの事業規模に相当するファ－ストフ－ド事業

部門、トリコン・グロ－バルレストラン１５４）の当社事業からの切り離しである。

また、次にみるように、90年代後半にはスナック食品、ソフトドリンクの有力

企業を相次ぐM&Aで買収した。これにより、当社の食品、飲料事業は急速に拡

充したのである１５５）。

　2000年代には、01年の有力シリアルメ－カ－のクエ－カ－オ－ト社、および

ソフトドリンク会社の大型買収（130億ドルによる）を実現し、03年には本社

の事業部組織を再編した１５６）。同時に、それまでに買収した事業および企業の

再構築も開始される。さらに、06年にインド生まれの女性CEOが任命されると

ともに１５７）、事業の再構築（事業組織の再編をともなう）がより積極的な推進

される。それが、2010年のボトリング事業の集中的な買収であり、海外事業の

拡大にともなう当社の海外事業組織の再編でもある１５８）。

　　(2) 1990年代以降の事業展開、および事業構造

　 1) 90年代以降の事業展開

 沿革に示されるように、90年代以降の事業展開はM&Aによる事業再編をともな

う急激な事業拡大に特徴づけられる。それは、CEOの交代を一つの契機として

段階的に進行する。それを代表するのが、エリンコ氏のCEO就任とそれによる

90年代後半の一大ファ－ストフ－ド・グル－プの当社からのスピンオフである。

沿革に示される、97年の巨大ファ－スト・フ－ド企業、ユム・ブランド社の誕
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生である。これと踵を接して、90年代後半にスナック食品会社、ジュ－ス飲料

会社を相次いで買収した１５９）。なかでも、98年のシ－グラム社からの33億ドル

によるトロピカナジュ－スの買収は、オレンジジュ－スの飲料分野への本格的

な参入を意味したものである１６０）。これは、ジュ－ス分野でのコカ・コ－ラ社

に対する競争力の強化を意図している。一方で、99年には新規に設立したボト

リング・グル－プの株式の65％を公開市場で売却した１６１）。

　2000年代に入ると、01年のクエ－カ－オ－ト社の130億ドル余での買収によ

るシリアル事業への進出を皮切りに、同年のスポ－ツ・ドリンク剤メ－カ－、

ガトレ－ド社の有力ブランドの買収１６２）による飲料事業のさらなる拡大が図

られた。また、特殊飲料メ－カ－の資本取得による支配権も確保し１６３）、若者

向け特殊飲料１６４）にも事業の一つの重点を置くようになる。これらは、2000

年代前半の飲料事業の拡大の一環をなすものである。

　M&Aによる事業拡大は、2000年代後半にさらに積極化する。05年にはゼネラ

ルミルズ社との合弁経営のヨ－ロッパのスナック会社の資本（ゼネラルミルズ

社の資本持分の買収）を全て取得した。これによって、当社はヨ－ロッパ最大

のスナック食品会社の支配権を確保したのである１６５）。

　2000年代後半には、インド人の女性CEOの就任のもとでさらに新たな事業再

編が追求される。それは、コ－ラ以外の飲料事業の一層の拡大とともにブラン

ド商品への事業の集約化である１６６）。また、子供の肥満問題への社会的懸念の

高まりに対し、他の飲料メ－カ－との協調による対応策にも着手する１６７）。こ

のことも、飲料事業をめぐる新たな動きである。

　グロ－バルなブランド事業の重視は、新たな競争力の強化を目的としている。

それは、ボトリング事業の垂直統合の動きとも並行している。2010年には、二

つの巨大ボトラ－のペプシボトリング・グル－プおよびペプシ・アメリカの株

式を全面的に取得した。これは、ボトル部門の直営化の動きである１６８）。11年

には、ロシアの有力食品会社の全ての資本を取得し、ロシアでの事業基盤をさ

らに強化した。グロ－バルな経営戦略にもとづくブランド事業の強化、および

ボトリング事業の垂直統合による新たな事業再編は、現在も進行中である。

　2) 事業構造

　当社は、コ－ラ、各種ソフト飲料などの飲料分野、およびスナックなどの加
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工食品分野の世界最大企業の一つである。2013年のペプシコ社の調味スナック

および非アルコ－ル飲料のアメリカの国内市場シェアは、それぞれ37％、24％

にもおよぶ。上記2分野では、アメリカでは最大のシェアを有している１６９）。

アメリカ国内の高い市場シェアを背景に、世界的規模でもスナック類の加工食

品、ソフト飲料を中心に各種飲料事業を展開し、食品、飲料のいずれの分野で

も事業を拡大している。

　当社は、著名なブランドを多数所有し、そのことが当社の事業構造を特徴づ

ける。売上高10億ドル以上のブランド数は、12年に22におよぶ１７０）。その主力

ブランドのほとんどは、M&Aを通して当社の傘下に組み入れた子会社の製品で

ある。また、主力ブランドの一部には、事業提携する巨大食品会社が所有する

ものも含まれる。

　代表的なブランドは、飲料のペプシ、マウンティンデュ－、セブンアップ、

トロピカナ、リプトン、加工食品のレイ、フリトス、ラッフル、クエ－カ－シ

リアルなどである。飲料事業はコ－ラから始まり、ジュ－ス、健康飲料、各種

調味・風味を加えたソフト飲料、および紅茶まで、多種、多用途の非アルコ－

ル飲料の生産、販売におよぶ。一方、食品事業はポテトチップなどを中心とす

るスナック、シリアルなどの特定品目に集中している。

　13年度の食品、飲料の分野別の売上高構成は、食品、52％、飲料、48％であ

る。食品事業の売上高が飲料事業を若干上回るものの、両分野でほぼ均等に二

分される。地域別の売上高は、アメリカが51％、その他の海外諸国が49％の構

成である。これも、アメリカとその他海外諸国に均等に二分される（表23）。

　アメリカ以外の海外諸国では、いくつかの特定地域、国の事業比重が高いこ
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とが特徴である。例えば、ロシア、インド、および中東地域における食品・飲

料の売上高では、主要食品飲料会社のなかで当社は1位の市場シェアを有して

いる。メキシコでも2位に位置し、ブラジル、トルコでも高い市場シェアを有

する１７１）。当社は多国籍食品・飲料会社であるものの、アメリカ国内の事業比

重が高いこと、およびロシア、インド、中東などの特定地域、諸国での市場シェ

アが高いことを特徴とする。

　当社の食料・飲料事業は、川上の原料調達から川下の製品販売におよんでい

る。とくに川下の販売網（販売のネットワ－ク）の組織化が飲料事業にとって

は重要である。それは、次にみるコカ・コ－ラ社によるボトリングの組織化が、

事業拡大の要である事実にも示される。販売網のネットワ－クは、ボトリング

の組織化を中心に、小売業者への直接搬送・販売、各種レストランなどへのファ

ウンテン販売、自販機などの様々な末端小売りへの販売ル－トから成り立って

いる。

　小売向け販売では、大型量販店向けの比重が高まっている。北米における

13年度の当社の大型量販店（上位5社）向け販売比率はほぼ30％に達している。

そのなかで、ウォ－ルマ－ト単独で当社の北米での売上高の17％を占めてい

る１７２）。

　販売ネットワ－クの構築とともに、原料調達も事業構造の重要な一部をなし

ている。各種の飲料、食品製造には、オレンジを始めとする各種果物、砂糖、穀粉、

馬鈴薯、トウモロコシ、植物油など様々な原料産品の調達が必要とされる。こ

の結果、適宜の原料調達が当社の収益性に直接的な影響をおよぼすことになる。

　このように当社の事業活動の多くは、主要ブランドを有する子会社が担うも

のの、創業以来の中心事業のコ－ラの生産、販売は本社の直営事業である。ま

た、その事業領域は、原料調達、製品の加工・製造、その配送・販売などのサ

プライチェ－ンの各段階におよんでいる。

　3) 事業展開の特質

　(1)の沿革に示されるように、当社の事業はコ－ラを中心にライバルのコカ・

コ－ラ社にいかに対抗して拡大を図るか、ここに貫かれる。事業展開の課題も、

コカ・コ－ラ社への対抗に集約される。それは、コカ・コ－ラ社にとっても同

じである。
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　コカ・コ－ラ社への対抗は、開発した飲料原料をコ－ラの名称として販売す

る当初の試みから始まり、ボトリングのフランチャイズ制の追従、味覚および

瓶のサイズとカラ－にいたる全ての面におよんでいる。コカ・コ－ラ社との商

品差別化が、当社の事業課題の中心に位置づけられる。その一つの帰結が、80

年代の両社間の”コ－ラ戦争”でもある。コ－ラ以外でも、ジュ－ス、健康飲

料を含めて、コカ・コ－ラ社との品揃えやブランド化をめぐって、とくに90年

代後半から2000年代前半の競争は熾烈を極めている。

　このようなコカ・コ－ラ社との市場競争を動因としつつ、当社の事業展開

を特徴づけるのは徹底的なM&Aの活用である。M&Aを通して、コカ・コ－ラ社と

対抗してきたとも言える。スナック食品分野への参入、およびペプシコ社への

社名変更もM&Aの所産である。そこに、ペプシコ社の事業展開の独自性を見出

しうる。そして、時期を経るに従って、コカ・コ－ラ社への対応の域を超え、

M&Aによる事業再編が自己目的の様相さえ呈している。それを代表するのが、

70年代から80年代にかけての一連のファ－ストフ－ド企業の集中的な買収であ

り、また、それを子会社に組織再編したうえでの90年代後半のスピンオフであ

る。

　前稿でみたように、アメリカの食品産業では80年代以降、M&Aによる企業組織

の再編が集中的に進展した。なかでも、ペプシコ社はゼネラルフ－ド社やクラ

フト社などを買収したフィリップ・モリス社とともに、M&Aに依拠する企業組織

の再編では、その最右翼に位置する。有力ファ－ストフ－ド企業の集中的な買

収・統合と、その新たなグル－プ企業への組織化（スピンオフ）もM&Aが企業経

営の自己目的となることを示している。M&Aは、資産の売買差益の取得、企業価

値を高める方策に位置づけられる。この動きは、2000年代にも続いている。

　しかし、2000年代後半に入ると、新たな事業展開の動きがみられる。それは、

M&Aによる過度に拡散した事業分野を整理、集約化する動きである。この背景

には、北米での飲料市場の飽和、成熟化が存在する。それを象徴するのが、ア

メリカでの肥満問題の重大化である。肥満問題にみられる炭酸飲料市場の飽和

のなかで、成長が期待しうる分野、および海外地域に重点を置く事業展開が強

まらざるをえない。それが、主力ブランドへの事業の集中化であり、それは、「コ

ア事業化」とも表現される。
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　この結果、「コア事業化」は新興諸国での積極的な事業展開、および食品・

飲料事業における新分野（健康志向の追求を中心とする）と並行して進展して

いる。2000年代後半以降の途上市場への重点的な事業展開は、地域別の売上高

構成にも示される。当社の売上高に占める途上地域の割合は、06年の24％から

12年には35％に上昇した。最近6年間に、途上地域の売上高比率は10ポイント

以上も上昇している１７３）。また、健康志向への事業の重点化は、スナック食品

の飽和脂肪酸成分の削減、健康飲料（機能性飲料）の開発などに示される。そ

のなかで、ボトリングの関連・系列会社の資本の全面買い入れ、それによるボ

トリング事業の直営化の動きも強まっている。2000年代前半までと対照的な、

新たな事業再編の動きが追求されており、それは経営の集権化をともなうもの

でもある。

　　(3) 企業経営をめぐる動き－収益性、財務構成など－

　 1)企業の組織構造

　本社組織は、通常の理事会、財務、人事などの部署以外に、4つの事業部か

ら構成される。ペプシコ・アメリカ食品、ペプシコ・アメリカ飲料、ペプシコ・

ヨ－ロッパ、ペプシコ・アジア・中東・アフリカに区分される、4事業部制で

ある１７４）。事業部は、基本的には地域別に編成されるが、事業の半ばを占める

アメリカに関しては、食品および飲料の2事業部から構成され、アメリカの食

品事業部はさらに3つの組織に区分される。

　例えば、ペプシコ・アメリカ食品は、北米フリトレ－、北米クエカ－食品、

ラテンアメリカ食品の3部門から構成される。北米フリトレ－は、子会社のフ

リトレ－のポテトチップ類などのブランド、およびラフェルなどのスナック類

の各種ブランド事業を所管する。北米クェ－カ－食品は、子会社のクェ－カ－

オ－ト社のシリアルを中心に、M&Aを通して取得したシリアル、穀粉製品など

の北米での製造、販売事業を管轄する。また、ラテンアメリカ食品は、上記の

フリトレ－、クェ－カ－関連のラテンアメリカにおける食品事業に加え、ラテ

ンアメリカ諸国における独自のスナック事業も傘下に置いている１７５）。

　ペプシコ・アメリカ飲料は、北米のほぼ全ての飲料の製造、ボトリング、配

送、販売を担当する。この他に、ドクタ－ペッパ－、シェウェップなどの他社

ブランドもライセンス制にもとづいて製造、販売する。ペプシコ・ヨ－ロッパ
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は、ヨ－ロッパでの当社の食品および飲料事業の経営に責任を負っている。ヨ

－ロッパ事業は、完全子会社および資本関係のない系列会社１７６）の双方によっ

て担われるが、そのいずれをも所管する。同様に、ペプシコ・アジア・中東・

アフリカは、当該地域の当社の食品、飲料事業を担当する。そのなかに、アジ

ア諸国に固有の飲料、食品事業も含まれる。また、中国事業は特有な合弁方式

をとるが、その合弁事業も当事業部の管轄下にある。

　以上の組織構造は、(2)の2)の事業構造と一体のものである。このように、

本社の事業部組織は事業分野と地域とを組み合わせたものである。それは、買

収した有力子会社を中心に事業部組織を編成した結果であろう。ただ、飲料事

業には固有のボトリングのフライチャイズ組織も組み入れられ、当社の組織内

では独自の地位を占めるとみられる。このため、創業以来の固有の事業、子会

社の事業、系列会社および他の食品企業との提携事業、などが事業部体制のな

かに複雑に組み合わされる、とみられる。M&Aを駆使した事業拡大が、事業部

制の組織構造を重層かつ複雑なものにしていると考えられる。

　2) 収益性および財務構成

　09 ～ 13年に、売上高は432億2,300万ドルから665億400万ドルへと50％以上

も増加している。最近10年間（13年までの）の売上高は年率平均9％で増加し

ている１７７）。このように、最近10年間の当社の企業成長には目覚ましいものが

ある。しかし、最近3年間に限ると売上高、営業利益はほとんど増加していな

い（表24）。

　事業部別には、アメリカ飲料、ヨ－ロッパ事業の営業利益は減少を続けてい

る。先進諸国の飲料市場の飽和化によるものである。ただし、北米の食品事業

の営業利益は増加を続けている。それ以上に目立つのは、ラテンアメリカ、お

よびアジア・アフリカ・中東地域における営業利益の大幅増である。途上地域
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の収益性の向上を背景に、最近3年間の利益率はほぼ14％台を維持する１７８）。

当社の利益率は、ネスレ、ユニリ－バ2社を若干下回るものの、前稿でみたア

メリカの巨大食品企業の多くを上回っている。アメリカの国内市場を拠点とす

る巨大食品会社のなかでは、高位の収益性を維持している。

　しかし、財務構成の点では、資産総額に占める有利子債務の保有額の割合は

相対的に高い。当社が保有する短期の金融負債、社債を中心とする長期の金融

負債は、それぞれ53億600万ドル、243億3300万ドルにおよんでいる。売上高に

対する金融負債の保有額の割合は37％である(表25)。財務諸表からみると、ネ

スレ、ユニリ－バ社と対比すると、ペプシコ社の財務構成には不安定な要素も

含まれる。

　また、営業費を含めた経費全体に占める利子支払額の割合も15％におよんで

いる１７９）。資産総額に占める有利子債務額、および経営費に占める支払い利子

額のそれぞれの割合が高いのは、M&Aを中心に事業を拡大してきたことの結果

である。M&Aに必要な資金調達は社債発行などに依存する。ペプシコ社の財務

構成は、絶えざるM&Aの繰り返しのうえに、12年に組織を分割させたクラフト・

フ－ド社（アナトリア・グル－プ）と比較すると、はるかに健全である。しか

し、M&Aの結果として金融負債の保有比率が高くなる財務構成は、アメリカの

多くの巨大食品会社と共通している。
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　3)経営戦略および企業経営をめぐる諸問題

　07年に、新CEOのもとでペプシコ社は新たな経営方針を発表した１８０）。それは、

食品・飲料事業をめぐる経営環境の急速な変化、とくに小売業の構造変容にい

かに対応するか、これに関してである。そこでは、先進市場におけるコア事業

への集中、および配送・販売コストの削減が新たな経営方針として強調される

１８１）。後者は、効率的な配送・販売のネットワ－クの構築と関連するものであ

る１８２）。

　同時に、新たな経営戦略としては、新興諸国での事業拡大、および健康重視

の食品・飲料事業の追求も強調される。これは、アメリカでの肥満問題の一層

の重大化、それにともなう炭酸飲料の過剰摂取に対する社会批判の強まりへの

対応でもある。先進諸国での飲料市場の飽和状態のなかで、先進諸国での飲料

市場に活路を見出すならば、健康重視の機能性・栄養飲料の開発、販売が重要

な経営課題とならざるをえない。

　また、途上市場への事業展開にともない、ネスレ、ユニリ－バの2社と同様に、

持続性の追求も企業理念として提唱される。これは、今後の世界の政治・経済

動向には不安定性の要素が強まるとの認識にもとづいている。世界的な政治・

経済情勢の不安定化のなかで、一部の途上地域では様々な政治・経済問題が顕

在化している。それは、途上市場における今後の当社の事業活動に大きな影響

を与えかねない。この点では、ユニリ－バ社の認識と同じである。

　そのなかでの円滑な事業遂行には、現地での安定的な食品・飲料の原料調達

が不可欠な条件をなしている。途上地域の事業比重の高まりは、持続的な原料

調達の必要を強めており、それとの関連からも飲料事業に不可欠な水資源の持

続性が企業理念として提唱される。

　もっとも、企業理念として資源の持続性は提唱されるものの１８３）、世界の政

治・経済情勢の不安定化のなかで、途上地域における配送、小売りのネットワ

－クの構築とその定着化が、経営戦略としては重視される。当社が重視する中

東地域で、とくに最近のエジプトの政治混乱にもかかわらず、事業基盤が安定

していることが年報では強調される１８４）。それも、エジプトでの飲料・食品製

品の当社の配送･販売体制の末端小売にいたるまでの定着化によるところが大

きい。



－ 124 －

　このように現実の事業活動に即すると、”地域に根差す持続性”の企業理念も、

持続的な配送・販売体制の強化、あるいは効率的な配送・販売のネットワ－ク

の構築などに読み代えられる。それは、ボトリングの系列会社の資本取得を進

め、配送・販売ル－トの本社への集権化を強める最近の経営対応と合致するも

のでもある。

　４　コカ・コ－ラ社 

   　(1) 沿　　革１８５）

 アトランタの薬剤師のジョン・ペンバ－トン（J. Pemberton）は、1886年に

健康に良い飲料を発明した。彼の会計士のロビンソン（F.Robinson）が、その

二つの原料成分のコカの葉とコラの果実にちなんで、コカ・コ－ラの飲料名を

付けたのである。88年にコカ・コ－ラの製造販売権を、同様に薬剤業を営みつ

つ、ビジネスの機会を探していたエイサ・キャンドラ－（A.Candler）が取得し、

コカ・コ－ラ社の所有権も確保した。コカ・コーラは健康に良い飲料として売

り出されたが、それはアメリカでは沢山の「いんちき売薬」が売り出されてい

た社会風潮を背景とする１８６）。そうしたなかで、キャンドラ－はコカ・コ－ラ

を馬車に積んで、軽飲食店に直接販売する販売方式を考案した１８７）。

　90年代前半までに、容器入りのコカ・コ－ラはアメリカの全ての州で入手可

能となった。さらに98年までには、カナダ、メキシコでも販売された。98年に、

キャンドラ－はアメリカでのコ－ラの瓶詰めの権利をト－マス（B.Thomas)と

ホワイトヘッド(J.Whitehead)の2人に1ドルで売却した。2人は、すぐにフラン

チャイズ制のボトラ－システムを構想した。それぞれの地域に設立されたボト

ラ－の会社に、コカ・コ－ラの原液（濃縮液）を販売し、ボトラ－が原液に水

や糖分、炭酸などを加えてコカ・コ－ラを製造、瓶詰めして販売する方式であ

る１８８）。ボトラ－方式を通して、コカ・コ－ラはアメリカ国内で急速に普及す

るようになった。1920年までに、アメリカの全ての州に加えて、カナダなど海

外7ヶ国で1,000以上のボトラ－会社（業者）が設立されたのである。

　この間、16年にキャンドラ－は引退し、株式を所有する家族は、19年にアト

ランタの銀行家のウッドラフ（E.Woodruff）に2,500万ドルで会社を売却した。

これを機に株式も公開され、コカ・コ－ラ社は新たに株式会社として発足した
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のである。20年代に新会社は、「いつでも、何処でも、誰でもコカ・コ－ラを

入手しうる」をキャッチフレ－ズとしたが１８９）、それが現在まで続く当社の販

売戦略の基本をなしている。

　この販売戦略とともに、コカ・コ－ラ社は各種国際スポ－ツ大会のスポンサ

－ともなり、スポ－ツ大会をコカ・コ－ラの宣伝の機会として活用した。また、

経営の多角化を拒否し、コカ・コーラのブランド化に固執した、20年代前半か

らほぼ30年余にわたって当社を事実上、支配したウッドラフ二世の経営方針も

功を奏した。そのなかで、コカ・コ－ラの消費はさらに増加し続け、次第にア

メリカの国民飲料の性格も帯びるようになった１９０）。それは、第二次大戦期に

アメリカ政府がコカ・コ－ラ社の海外事業を支援したことにも示される。兵士

を鼓舞するために、アメリカ政府は従軍兵士に25セントでコ－クを提供するよ

うに、海外にコカ・コ－ラの64のボトル工場を建設したのである。

　第二次大戦期の44年までに、コカ・コ－ラの原液生産量は10億ガロンに達し

た。さらに戦後の55年には缶入りコ－ラも導入された。60年代には、コカ・コ

－ラ社は新たな飲料分野への進出および新飲料の開発を通して、事業拡大を追

求する。60年のミニュト・メイドの買収を皮切りに、60年代にはファンタ、ス

プライトの新たな炭酸飲料事業に次々に着手した１９１）。

　70年代には、60年代から開始された飲料事業の分野拡大を進め、また、海外

事業の拡大も追求し続けた。これに対し、80年代にはペプシコ社との市場競争

の激化のなかで、コカ・コ－ラ社の市場シェアは一時的に低下した。このため、

製造処方を変えるニュ－・コ－ラが導入された。しかし、それは失敗に帰し、

味覚を元に戻す対応を余儀なくされた１９２）。ただし、”コ－ラ戦争”はアメリ

カ国内でのソフト飲料の消費量を大幅に増大させたのである。また、82年のコ

ロンビア映画会社の買収による異業種への参入１９３）、86年のアメリカのボトリ

ング事業の新会社としてスピンオフ、などの企業経営をめぐる新たな動きもみ

られる１９４）。

　90年代後半には、新経営体制のもとで１９５）、ボトル事業の再構築が追求され

た。ソフト飲料の有力ブランド数も大幅に増加され、このなかには97年のドク

タ－ペッパ－、シェワップの2社などの30余のブランドの買収も含まれる１９６）。

　2000年代には、90年代をはるかに上回る規模とテンポで、新たな事業展開と
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事業組織の再編が進められる。代表的な動きに限定すると、2000年代前半には、

01年の茶、ジュ－ス、ソ－ダ水関連の各種ブランドの買収１９７）、および中国の

ボトリング施設への大規模投資１９８）、02年のヴァニラコ－ク１９９）の導入、ダ

ノンとの合弁による北米でのダノンのミネラル水の生産、販売、配送事業２００）

の開始、04年のレモンなどの各種風味を加えたダイエットコ－クの導入、など

を列挙できる。　

　2000年代後半には、ペプシコ社との対抗を意識した新飲料の開発、および

M&Aによる新分野への進出が続いている。それを代表するものとしては、05年

のエネルギ－飲料２０１）の導入、06年のコ－ヒ－風味コ－ク、”カロリ－燃焼”

飲料、プレミアムコ－ヒ－などのそれぞれの導入２０２）、ブラジル最大のジュ－

ス・メ－カ－２０３）の買収、07年のビタミン飲料の買収、08年の茶・有機飲料

会社のオネスト社の資本の40％取得、などを指摘できる。

　　(2) 2000年代以降の事業展開と事業構造

　1)2000年代以降の事業展開

　2000年代の事業展開の代表的な事例は、沿革に示した通りである。これを通

して、2000年代以降の事業展開の特徴は次のように要約しうる。

　まず、成長が期待できない炭酸飲料事業の整理（人員削減）を積極的に推進

した２０４）。これは、肥満問題の重大化にともなう企業責任に対する社会的批判

の高まり、およびアメリカ国内での炭酸飲料の市場縮小を背景としており、さ

きのペプシコ社の場合と同様である２０５）。

　それに代わって、新飲料の開発、買収、および健康志向の飲料事業の重点化、

などの新たな飲料分野への進出、およびそれによる事業拡大が積極的に追求さ

れる。飲料の新事業分野への進出は、様々な風味、味覚をともなう飲料、エネ

ルギ－飲料、健康飲料などの開発、およびそれに関連するブランドの買収を中

心とする。それは、ペプシコ社との市場競争、とくに各種飲料の品揃え競争の

激化にともなっている。この結果、2000年代前半には新たな飲料製品が集中的

に導入されるようになった。これは、ラインアップの強化とも表現される。こ

れ以外に、コ－ヒ－、茶、ココナツ水の分野にも進出し、当社の飲料製品は90

年代末に比べて格段に多様化し、品目数も大幅に増加するようになった２０６）。

　新規の飲料分野への進出とともに、2000年代の事業拡大は海外事業を中心と
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する。このことが、何よりの特徴である。イギリスを中心とする先進諸国の一

部でも事業拡大はみられる２０７）。しかし、海外事業の拡大は、そのほとんどが

新興諸国を中心とする途上地域におけるものである。2000年代前半には、ロシ

アでのソフト飲料事業の本格化、ブラジルを中心とするラテンアメリカのそれ

ぞれの国民の嗜好に合う飲料製品の品揃えなど、地域ごとの市場特性を重視し

た海外事業が進められた。2000年代後半以降には、インド、中国、中東などの

新興諸国を中心にさらに積極的に事業拡大が推進されている。

　例えば、2011年度以降の最近時に限定しても、12年に中東の最大の独立飲料

会社の資本を取得し２０８）、インド、中国、ロシア、中東などのボトリング関連

事業のそれぞれに、20億ドル、40億ドル、30億ドル、50億ドルの巨額投資が進

められている２０９）。さらに、市場成長が期待されるベトナム、ミャンマ－での

ボトリング施設への投資の動きがみられる。

  新興諸国を中心とするボトリング施設への投資と並んで、ボトリング事業の

直営化も追求されている。それが、2000年代の事業動向の一つの特徴でもある。

それは、ボトラ－システムの再構築を意味する。その動きは、01年のフィッリ

ピンのボトル会社の株式取得から開始され、07年にはドイツの17のボトル会社

を買収、統合した。

　なかでも重要なのは、2010年の当社最大のボトラ－会社の完全子会社化であ

る２１０）。この株式の全額買収により、北米のボトル事業は本社に統合されるこ

とになった。次の事業構造にみるように、当社の飲料事業はボトラ－システム

に支えられてきただけに、ボトル事業の直営化はコカ・コ－ラ社の今後の事業

展開に大きな影響をおよぼすものとみられる。

　 2) 事業構造

　当社の事業構造は、(3)の1)の企業の組織構造と密接に関連する。当社は、世

界最大の非アルコ－ル系飲料会社であり、その主力ブランドのコカ・コ－ラは

世界で最も著名なブランドの一つである。そのブランドとしての商品価値はア

メリカ国内だけで160億ドルに達するとされる２１１）。それ以外に、製造、販売

する飲料のブランド数は500以上におよび、世界の200以上の国々で消費される。

　当社の飲料事業は、著名ブランドのコカ・コ－ラを中心に、製造、瓶詰め、

配送、小売までの独自のネットワ－クに支えられる。そのネットワ－クは世界
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的規模で組織され、それを通して世界の毎日の飲料消費額（全ての種類の飲料）

570億ドルほどのうち、19億ドル相当が当社からの供給とされる２１２）。そのネッ

トワ－クは、ボトラ－システムを根幹とする。本社から供給される原液をベ－

スに、飲料製品の製造、包装製品の製造、瓶詰め、配送の業務は、ボトル会社（業

者）によって担われる。そのボトル会社（業者）も、資本の全額を当社が所有

する完全子会社から、資本の一部を所有するもの、資本関係を持たない独立業

者、などの多様な構成をなしている。ボトル会社（業者）以外の配送業者、卸

売り業者、小売業者なども当社のネットワ－クの一部を構成する。ボトル会社

への業務委託（その責任分担を含めて）は、当社との厳密な協定にもとづいて

いる。

　コカ・コ－ラ社は、コ－ラの原液を製造し、それをボトル会社に販売する。

しかし、ボトル会社（業者）２１３）によっては、原液に他の飲料成分を加えた原

料製品を本社から供給され、それに一定の原料を加えて製造、販売する業者も

ある２１４）。また、コ－ラ以外の飲料製品に関しては、M&Aで取得した子会社が

主体となって各々のブランド製品を製造し、ネットワ－クを通して配送、販売

されるものもある。

　売上高を原液部門と飲料製品部門とに分類すると、13年度の構成比は原液部

門38％、飲料製品部門62％である２１５）。原液の製造、販売は、当社の重要な収

益源である。この意味で、原液の製造、販売は事業構造の要に位置する。以上

のような事業構造は当社固有のものであり、それがコカ・コ－ラ社の飲料企業

としての特質をなしている。

　3)地域別の事業体制と事業展開の特質

　当社の事業体制は、地域別を中心に6つの事業部から構成される。ユ－ラシ

ア・アフリカ、ヨ－ロッパ、ラテンアメリカ、北米、太平洋地域、およびボ

トリング投資部門である。13年度の事業部別の売上高構成比は、ユ－ラシア・

アフリカ6％、ヨ－ロッパ10％、ラテンアメリカ10％、北米46％、太平洋地域

12％、ボトリング投資部門16％である（表26）。地域、国別には、アメリカが

41％、海外が59％の売上高構成である。アメリカ国内の事業比重が相対的に高

い構成である。

　アメリカを中心とする北米の事業比重が高い点は、ライバルのペプシコ社
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と共通する。ただし、海外のなかでも、それぞれが比較優位を有する地域は相

違する。コカ・コ－ラ社の海外事業としては、ラテンアメリカ、太平洋地域の

比重が相対的に高く、海外事業の売上高比率はペプシコ社を10ポイントほど上

回っている。著名なブランド力によって、ペプシコ社よりも有利に海外事業を

展開している。そのなかで、ボトリング施設への最近の投資は太平洋地域に集

中している。この事実に示されるように、太平洋地域を成長市場と位置付けて

おり、その事業比重が今後、益々高まることが予想される。

　以上の事業展開の特徴は、創業から一貫する、そのブランド力の徹底的な活

用である。それは、コカ・コ－ラの原液成分の厳密な秘密管理とボトラ－シス

テムに支えられる。ボトラ－システムを根幹とする、製造、瓶詰め、配送、お

よび販売の独自のネットワ－クは、ブランド飲料の事業拡大の原動力をなして

きた。しかし、2000年代には新規飲料分野および新興市場における事業拡大が、

ボトルシステムの再構築をともなって進展している。

　これは、固有のネットワ－クとブランド力に支えられてきた当社の事業展開

が、2000年代に新たな対応を迫られていることを意味する。その背景としては、

先進諸国での炭酸飲料市場の飽和、各種飲料に関する嗜好の微妙な変化、およ

び健康志向の強まり、などに特徴づけられる飲料市場の変容が存在する。こう

した飲料市場の変化は、主として先進市場を中心とするものである。一方で、

新興諸国を中心に途上諸国の飲料市場は急速に拡大している。新興諸国を中心

とするボトリング関連施設への最近の大規模投資は、市場動向に対応するもの

である。そして、これらの動きはペプシコ社とほぼ共通している。ただし、コ

カ・コ－ラ社の飲料事業は、ボトラ－システムによる独自のネットワ－クに支

えられる度合いが大きいだけに、その新たな動きはボトラ－システムの再構築
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に集約的に見出される。

　　(3) 企業経営をめぐる動き－収益性、財務構成、企業理念をめぐる問題－

　1) 企業の組織構造

　当社の組織構造は、事業構造と一体化している。コカ・コ－ラ社の本社は、

コカ・コーラの製造、販売事業に即すると、独立の単一の企業組織とは言えない。

本社は、北米ではボトル会社と資本関係などを通して組織的に連結している。

また、北米以外の各国では、完全子会社の現地法人を通してボトル会社を傘下

に組み入れている。このように、コカ・コ－ラ社の企業組織は、ボトラ－シス

テムおよびそれにもとづく独自のネットワ－クによる重層構造をなしている。

その企業組織が、”コカ・コ－ラシステム”と呼ばれるゆえんでもある２１６）。

　このような個有の”コカ・コ－ラシステム”に、当社の組織構造は特徴づけ

られる。そのうえで、原液の製造、供給、販売、さらに製品の企画開発、広告

などを中心とするマ－ケッティング戦略などの業務は、本社に集中している。

原液の製造、販売は当社の飲料事業の中枢に位置し、この業務が本社に集約さ

れるのである。また、ブランド製品の企画・開発、宣伝、販売などの事業企画、

経営戦略の立案、実施も本社の役割である。新規のM&Aの立案、実施を中心と

する事業計画は本社が主導している。

　また、すでに指摘したように、地域別を中心に6つの事業部－ユ－ラシア・

アフリカ、ヨ－ロッパ、ラテンアメリカ、北米、太平洋地域、ボトリング投資

部門－が本社に設置される。それが、当社の事業部体制でもある。この地域別

の事業部制を通して、本社はそれぞれの地域、国の現地子会社を経営管理する。

また、様々なボトリング事業にはボトリング投資部門が関与するが、これはと

くに、途上地域のボトリング関連事業に該当するとみられる。

　以上のように、企業組織は”コカ・コ－ラシステム”と呼ばれる重層かつ柔

軟な構造に特徴づけられるものの、事業の中心業務は本社に集中する。この意

味で、コカ・コ－ラ社の企業組織は、本社への集権的な組織体制とも評価でき

る。”コカ・コ－ラシステム”と呼ばれる効率的なネットワ－クを維持、活用

する一方で、事業の中枢を本社に集中させており、このことが当社の組織体制

の特質であろう。



－ 131 －

　2) 収益性、財務構成

　表27は、2011-13年度の経営収支に関する主要指標である。11年度以降の3年

間の売上高、営業利益はほとんど変化していない。最近10年間に売上高は倍増

し、09 ～ 13年にも売上高は309億9,000万ドルから468億5,400万ドルへと50％

以上も増加した２１７）。このような過去の実績と比較すると、最近の売上高の伸

びは停滞している。これは、ブラジルのボトル事業の当社からの分離２１８）、な

どの組織再編が影響しているとみられる。

　最近3年間の営業利益額も101億ドルから107億ドル台とほぼ一定水準で推移

する。一見すると、売上高、営業利益額はともに停滞の様相を示している（表

27）。しかし、利益率は21％台から22％台と高位の水準で推移している。これは、

ペプシコ社を始め、アメリカの他の主要食品会社の利益率を相当に上回ってい

る。これには、飲料製品の売上高に占める製造コスト、および販売・管理費の

割合が低いことが影響している。売上高に占める製造コストの割合は40％前後

の水準にとどまる。また、営業・管理費の売上高に占める比率は、ペプシコ社

を10ポイントほど下回っている。原料費に加え、効率的なボトラ－システムが、

高利益率を計上する一つの源泉をなしている２１９）。年度ごとに利益率は変動す

るものの、それは事業を行なう各々の国における原料費および為替相場の変動

を主要な要因としている（表28）。

　以上の高収益性のもとで、当社の財務構成も健全である。債務総額に占める

有利子債務の保有額の比率は40％に達する。金融負債の保有額の比率は一見す

ると高い。しかし、それは、主として北米ボトル事業の買収によるものである。

当社保有の長期金融負債の保有額は13年度には一時的に増加している２２０）。

　自己資本比率は37％と相対的に高率である。なかでも、一つの特徴は負債項

目のなかに多額の再投資向け利益留保額が含まれることである。その額は、13
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年度に616億6000万ドルにもおよんでいる。再投資向け利益留保額は、有利子

債務の保有額をはるかに上回っている。ただし、13年度には北米のボトル事業

の直営化の影響はあるものの、売上高に占める金融負債額の比率は相当に高く

なっている。この点では、アメリカの巨大食品会社に共通な保有債務額が大き

い、との特徴が財務諸表に見出される（表29）。

　3) 経営戦略および企業経営をめぐる諸問題

　品質の高い飲料の世界全域での販売、供給－世界の何処でも同一品質の飲料

製品の供給－を、当社は経営方針の基本とする。この経営方針にもとづき、経

営戦略としては製品の品質管理に重点が置かれる。それは、独自のマネジメン

トシステムに代表される２２１）。
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　このマネジメントシステムは、原材料の調達から製造、物流、販売までの「品

質」、「食品安全」、「環境」および「労働衛生」に関する基準の設定、体系化である。

それぞれの基準策定にもとづくマネジメントシステムの推進は、当社の経営戦

略の要とされる。そのエッセンスが高邁な企業理念として提唱される。製品の

高い品質性の保持は、システムを構成する各々の基準設定を高度なものにする。

しかし、このシステムにもとづくグロ－バルな事業展開は、とくに途上市場に

おける現地事業との関連では様々な問題を内在させることになる。

　一例として、サプライヤ－の認証基準を取り上げてみよう。当社は、様々な

原料を合成して飲料製品を製造する。それゆえ、現地事業での原料調達は現地

サプライヤ－への依存度を高めることになる。製品の品質保障には、現地サプ

ライヤ－の認証基準（適格性）の厳格化が要請される。一方、サプライヤ－の

安定確保には、地域の文化、慣習と結びつく現地の労働慣行にも配慮せざるを

えない。しかし、これを円滑に遂行するには、様々な支障が存在するとみられ

る。これは、現地での環境・資源保全の問題にも該当する。現地事業の効率的

な展開は、水資源などの利用コストの低下を要請する。他方で、当社のマネジ

メントシステムが要請する環境基準を充たすとすれば、当該地域、諸国での環

境・水資源保全に本格的な対策を講じねばならない。

　また、当社の事業展開を支える効率的なネットワ－クに関しても、それを

構成する多様な業務、とくに配送、販売の川下分野を中心に様々な問題を内在

させる。それは、高邁な企業理念とは相反するものである。一例を挙げると、

2000年にはソフト飲料分野での大規模な事業整理にともない、雇用・労働条件

に関わる大規模な訴訟問題が発生した。これは、雇用条件に関わる人種問題を

含むものである。当社は、訴訟に敗訴して多額の補償金の支払いを余儀なくさ

れた２２２）。コンサルタント会社の経営評価によると、当社の高収益性を評価し

たうえで、経営に関わる当社の潜在的なリスク問題として、途上諸国での様々

な規制措置の導入、飲料への病原菌混入の可能性に加えて、アメリカの最低賃

金の引き上げにともなう労働コストの上昇を挙げている２２３）。

　前二者は措くとして、最低賃金の引き上げを潜在的な経営問題の一因とする

指摘は、さきの雇用に関わる訴訟問題とも関連して、効率的なネットワ－クを

構成する様々な業務が相当の低賃金労働、劣悪な労働条件に支えられることを
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意味する。さきに当社の高利益率は効率的なボトラ－システムによる相対的に

低い配送･販売費の比率（売上高に占める）によるとした。それは、ボトラ－

システムのネットワ－クを構成する、とくに川下の末端業務を中心とする劣悪

な労働条件と関係することを予想させる。

　もう一つは、当社の今後の経営問題として、絶えず指摘されるのは肥満問題

および水資源問題である。とくに肥満問題に関する批判は、枚挙に暇がない。

2000年代以降、ペプシコ社ともどもに健康飲料を中心に新規の飲料事業に重点

を置くのも、肥満問題に対する経営対応でもある。また、企業理念としての環境・

資源保全の提唱も、環境団体からの批判への対応の側面は否定できない。それ

は、水資源と関わる当社の事業の持続性への懸念の自らの表明でもある。

　高邁な企業理念と企業経営に関わる現実の諸問題への対処との間には、隔絶

的とも表現しうるギャップが存在する。これは、全てのグロ－バル企業に共通

するであろう。だが、コカ・コ－ラ社の場合には、マネジメントシステムが強

調され、また効率的なネットワ－クの構築が経営学の視点からも称揚される。

さらに、最貧困者層の嵩上げ（BOP）を標語とする、地球規模のサスティナビ

リティを企業理念とする２２５）。それだけに、川下の領域を中心とする雇用条件

（相対的に劣悪とみられる労働条件）が、当社固有のネットワ－クとの関連で

検証されねばならない。

Ⅲ　食品の国際市場における巨大多国籍食品・飲料会社の地位、位相

　１　巨大多国籍食品会社の事業展開の共通性

　Ⅱで紹介した、4つの巨大多国籍食品・飲料会社の企業経営、事業展開には、

いくつかの共通性が存在する。その共通性に、我々は巨大多国籍食品会社に特

有な事業展開のあり方、方向性、あるいは企業経営の特質を見出すことができ

る。それは、食品の国際市場における巨大食品企業の地位、および世界的な食

品・飲料のサプライチェ－ンにおける、その位相を示めすものでもある。それ

ゆえ、Ⅱの4社の事業展開、企業経営に関して、その共通性に焦点を当てて整

理しておこう。創業から現在までの企業経営の特徴、M&Aに依拠する事業拡大、

海外への事業進出、および2000年代以降の事業展開をめぐる新たな動き、これ



－ 135 －

らの4点を共通性として抽出できる。この4点は相互に関連するものでもある。

　　(1) 食品・飲料の独自製品の開発とその商品化の成功

　ネスレからコカ・コ－ラ社までの4社の企業経営の特質は、いずれも独自の

食品・飲料製品の開発とその商品化を通して企業の基礎が築かれ、それが企業

成長の梃子となってきたことである。しかも、それらの食品・飲料製品は、世

界の食料消費あるいは食生活パタ－ンに大きな影響を与える歴史的な意味も有

している。

　ネスレ社の粉乳乳児食およびインスタントコ－ヒ－の開発、コカ・コ－ラ社

の新飲料の”発見”は、それを代表するものである。ユニリ－バ、ペプシコの

2社による新規食品・飲料製品の開発、商品化は、ネスレ、コカ・コ－ラ社ほ

どには際立たないかもしれない。しかし、ユニリ－バ社はマ－ガリンの製造、

販売の先駆的企業であり、バタ－の代替品としてのマ－ガリンの商品化に寄与

した。それは、ユニリ－バ社のもう一つの主力商品の石鹸にも該当する。19世

紀後半は石鹸の奢侈品から必需品に転換する石鹸市場の拡張期に相当し、その

市場動向にユニリ－バ社は石鹸製品のブランド化の販売方法でいち早く対応し

た。石鹸のブランド化が企業成長の一つの原動力をなしたのである。ペプシコ

社の発足も、独自の飲料原液（飲料原料）の薬剤師による開発であった。当時、

人気を高めていた新飲料のコカ・コ－ラを真似るネ－ミングが、開発した飲料

の商品価値を高めた。このように4社の企業発展は、独自の食品・飲料製品の

開発およびその販売方法による商品化の成功にもとづいている。

  そして、独自の食品・飲料製品の開発、商品化とそのブランド化とは一体で

ある。ネスレ、コカ・コ－ラ、ペプシコ社の開発、販売した製品の商品名がそ

の企業名となるか、創業者名にちなんで商品名が付けられた。その製品の商品

化の成功は、当該製品のブランド化による企業発展と同義でもある。それらの

販売拡大がブランドとしての商品価値を高め、ブランドが独自の商品価値を有

することによって消費者の食品嗜好、消費慣行にも影響をおよぼしたのである。

　このことは、巨大食品・飲料会社による新規食品・飲料の開発と商品化が、

食生活パターンの変化を生み出したことを意味する。例えば、前稿で取り上げ

たケッログ社のシリアルの開発は、各種シリアル製品の市場競争を媒介して、

アメリカの朝食のあり方を一変するほどの影響を有した。ネスレ、コカ・コ－
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ラ社による独自の新規食品、飲料の開発に関しても、同様なことが言える。こ

の傾向は、こうした新製品が食品あるいは飲料としての独自性を有するだけに、

それらが社会に一旦受容されると、その斬新さによって消費者選好を加速する

との特有な消費者心理にも支えられる。それが、当該製品のブランドとしての

社会的な定着でもある。コカ・コ－ラが、アメリカの国民飲料の特質を帯びる

のもブランド力に支えられる消費の習慣化にもとづいている。

　さらにネスレ社の乳児食の開発は、母乳による育児からの制約、束縛の解放

による女性の就業機会の拡大、就業形態の変化にもつながった。それは、たん

に食生活の域にとどまらず、育児方法を中心とする母子関係、女性の社会的地

位にも大きな影響を及ぼしたのである。それゆえ、ネスレ社の粉乳乳児食は国

際的な論争、論議の対象ともなったのである２２６）。

　　(2) M&Aに依拠する企業成長、事業展開

　企業成長、事業展開の方策に関しても、4社に多くの共通性が見出される。

その1つは、企業成長の方策としてのM&Aの最大限の活用である。前稿にみたよ

うに、1980年代以降のアメリカの食品製造業の事業展開、企業再編は、M&Aに

全面的に依拠していた。この点では、アメリカの食品企業のなかでもペプシコ

社は、フィリップ・モリス社とともに最右翼に位置する。当社の食品事業への

進出は、その全てがM&Aによるものである。90年代以降のM&Aに依拠する当社の

事業拡大は、実にダイナミックである。M&Aは企業経営の自己目的の様相をす

ら呈し、90年代以降の金融主導のアメリカ経済の動向とも軌を一にした。これ

には、ブランド製品の取得が事業拡大の梃子になるとの食品産業に特有な事情

も影響している。　

　だが、M&Aの活用の点では、ネスレ、ユニリ－バの2社がより先駆的企業に位

置する。2社は創業以来、ヨ－ロッパに本社を置くにもかかわらず、一貫して

事業拡大の方策としてM&Aを活用してきた。両社の創業が企業合同にもとづく

のも、その一因とみられる。各々の沿革にみるように、両社の新規の事業分野

への進出は、M&Aによる当該分野の有力企業、あるいはブランド事業の買収に

よっている。この点では、ヨ－ロッパ系のネスレ、ユニリ－バの2社は、アメ

リカの食品会社にむしろ先行している。

　これは、ネスレ社のミネラル水、ペット食品の、ユニリ－バ社の調味料、紅
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茶分野へのそれぞれの事業参入に典型的に示された。これ以外にも、第二次大

戦後のユニリ－バ社の食品産業への、ネスレ社のチョコレ－ト、アイスクリ－

ム分野への進出に際してのM&Aの活用には刮目すべきものがある。ブランド力

を武器に飲料事業に特化するコカ・コ－ラ社も、2000年代以降の炭酸飲料以外

の新規飲料事業への進出は、主としてM&Aに依拠している。有力飲料メ－カ－

あるいは飲料ブランドのM&Aは、ライバルのペプシコ社に品揃え競争の点で迅

速に対抗する最も有効な方策に位置づけられる。

　このように4社に共通するM&Aによる事業拡大は、ブランド製品の取得、確保

が事業拡大の武器になる食品産業の特質に起因する。ただし、創業に関って開

発した独自の食品・飲料品目を、4社はいずれも中心事業に位置づける。これ

を基軸分野に位置づけ、それ以外の関連分野への進出および事業の多角化を、

主としてM&Aに依拠する事業展開のパタ－ンを追求するのである。

　　(3) 海外直接投資による海外事業の拡大

　事業拡大が海外事業の展開をともなうことも、時期に早晩はあるものの、4

社に共通する。このなかで、ユニリ－バ社の石鹸、マ－ガリンの製造は、植物

油の原料調達を必要とするため、当初から原料調達の海外事業と一体化してい

る。これは、ネスレ社の粉乳乳児食、インスタントコ－ヒ－の生産、販売にも

該当する。そして、両社の海外事業の拡大には、原料調達と市場開発とが密接

に結びついている。この点は、ペプシコ、コカ・コ－ラの2社、とくに前者の

海外事業とは様相をやや異にする。ペプシコ社はアメリカの国内市場を中心に

事業を発展させ、その国内市場および北米市場の成熟化にともなって、海外事

業を追求するようになった。コカ・コ－ラ社は強いブランド力の活用を求めて、

近隣諸国を中心に比較的早期に海外での販路拡大を進めている２２７）。コカ・コ

－ラ社はやや例外的な側面を有するものの、ペプシコ社にみられる海外への事

業進出のパタ－ンは他のアメリカの主要食品会社にもほぼ共通する。

　なお、4社は2000年代以降の海外事業の拡大を中国などの新興諸国を中心と

し、この点では、４社の海外事業の拡大の様相はとくに共通している。ただ、

さきに指摘したように、ネスレ、ユニリ－バの2社は、当初から途上地域での

直接投資を通して海外事業を追求し、原料調達からも海外の現地事業を重視し

てきた。この点で、販路拡大を主要な目的として新興諸国を中心とする事業拡
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大を追求するペプシコ、コカ・コ－ラの2社とは明らかに相違する。

　　(4) 2000年代以降の事業展開をめぐる新たな動き

　また、2000年代に入って時期に差異があるものの、4社の事業展開には新た

な動き、方向が見出される。この点も4社に共通する。ユニリ－バ社を除く3社は、

90年代以降2000年代前半までは新規分野への進出、それによる事業領域の拡大

を通した企業成長を追求してきた。それは、ネスレ社のアイスクリ－ム分野お

よび栄養・健康食品関連の、ペプシコ、コカ・コ－ラ社によるエネルギ－飲料、

健康飲料など新規飲料分野における積極的なM&Aの追求にも明らかである。ま

た、食品サ－ビス（末端消費者、各種施設向け直接配送、販売などの）などの

成長分野への参入も続いている。しかし、他方で2000年代後半以降、M&Aで取

得した事業の売却を含む、事業の整理、集約化の動きが目立つようになってい

る。

　それは、事業の再構築の動きである。この点で、先行したのはユニリ－バ社

である。ユニリ－バ社は、80年代半ばから主力ブランドへの事業の集中化を進

める「ブランド事業化」を開始している。「ブランド事業化」は、M&Aを通して

食品事業を急成長させたペプシコ社でも追求されるようになる。2010年度以降

の当社の売上高の停滞は、その経営対応の反映でもある。

　また、2000年代初頭に医薬関係の異業種に進出したネスレ社も、2010年代に

はその整理、売却を進めている。これも、事業集約化の一つの動きである。こ

の点では、コカ・コ－ラ社も例外ではない。ボトルシステムに支えられてきた

当社の事業も、2000年代に入ると有力ボトル会社の買収によるボトル事業の直

営化を通して、事業の集中化を強めている。ただし、財務基盤が強いネスレ社

では、新規分野への進出の動きは、2010年代半ばにも続いていることには留意

する必要がある。

　事業の集約化とともに、巨大多国籍食品企業の新たな事業展開を特徴づける

のは、巨大食品企業間の事業連携である。これも、各社ごとに時期に早晩の差

はあるものの、4社に共通する。ネスレ社は、すでにゼネラルミルズ社との間で、

ゼネラルミルズ社のシリアル製品を自社ブランドで販売する協定を90年代から

開始した。同様な事業提携が、ネスレ社とコカ・コ－ラ社、ユニリ－バ社とペ

プシコ社の間で、2000年代にそれぞれ実施されている。
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　前者は、ネスレ社のコ－ヒ－をコカ・コ－ラ社が、後者はユニリ－バ社の

リプトン紅茶をペプシコ社が、それぞれ販売するものである。2大飲料企業は、

自販機、ファウンテン販売による軽食店を中心に、飲料事業に特有な販売ル－

トを有している。ネスレ、ユニリ－バの2社は、飲料企業の独自の販売ル－ト

を活用して、自社のブランド製品の販路拡大を追求しているのである。

　２　巨大多国籍食品・飲料会社の各々の独自性　

　企業経営、事業展開をめぐって4社に共通性を見出される一方で、それぞれ

に独自性も有している。その独自性が、各々のグロ－バル企業としての経営戦

略にも関わる特質でもある。巨大多国籍食品・飲料会社のそれぞれの企業特質

の理解には、事業展開などをめぐる企業ごとの独自性に関しても、簡単な整理

が必要とされる。

　　(1) 各々の事業構造

　4社は、食品、飲料製品（ユニリ－バ社は日用品も）の製造、販売会社であり、

それゆえに、その事業構造は当然のことに類似する。それは、食品・飲料の製

造を中心にし、原料の調達、製品の配送、販売も事業領域を構成する事業構造

である。この結果、その事業領域は川上から川下に一様におよび、その事業構

造も川上から川下までを連結する。しかし、各々の企業ごとに川上から川下の

各段階ごとの連結の度合い、あるいはそれぞれの段階の事業の位置づけは相違

する。このことが、各社ごとの事業構造の固有性をなしている。

　これは、コカ・コ－ラ社の事業構造に端的に示される。当社の飲料事業は、

原液（濃縮液）に炭酸水、糖分などを混入するコカ・コ－ラの製造に加えて、

包装容器の生産、飲料の瓶詰め、配送、販売などの業務を担うボトル会社を中

心とするボトルシステムに支えられる。それゆえ、川上から川下までの効率的

なネットワ－クの構築とその機能が重要となり、その効率性の向上が収益性に

直結する。

　にもかかわらず、当社のコ－ラ（炭酸飲料）事業の核心は、その成分が外部

に秘密にされるコ－ラ原液（濃縮液）の生産、販売を本社に集中する点に求め

られる。原液の生産、販売の本社への集中は、当社の創業以来の一貫した経営

の基本方針であり、そのことが当社の事業構造を最も特質づけている。そして、
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原液成分の秘密厳守とその生産、販売の本社への集中は、コカ・コ－ラのブラ

ンド力を支える源泉でもある。

　フランチャイズ制によるボトルシステムの方式をコカ・コ－ラ社に追従して

採用したペプシコ社の事業構造も、コカ・コ－ラ社に類似する。ただし、ペプ

シコ社の事業全体に占める炭酸飲料の比重は、コカ・コ－ラ社よりもはるかに

小さい。それ以外の飲料・食品事業の比重が高いゆえに、事業構造は一般の食

品会社により類似する。それは、消費者ニ－ズに合致する製品の開発、改良、

および販売力の強化による製品のブランド力の維持、などの営業、販売活動が

事業全体に占める比重が高いこを意味する。とくに市場競争の激化のなかでは、

末端小売り向け販売活動の位置づけが高まらざるをえない。それは、事業分野

として食品供給サ－ビス業を重視する動きと軌を一にする。

　ネスレ、ユニリ－バ社の事業構造は、事業分野に応じて川上から川下の各々

の段階の重要性は相違するはずである。2000年代に入って、ネスレ社は、チョ

コレ－ト、アイスクリ－ム、調理食品に、ユニリ－バ社もアイスクリ－ム、調

味料などの食品事業に一つの重点を置いている。この食品分野では、ペプシコ

社と同様に川下分野の販売活動の地位が高まるとみられる。

　そのなかで、ネスレ、ユニリ－バの2社の場合には、創業以来の中心事業分

野では、川上の原料調達が相対的に高い地位を占める。それは、ネスレ社の粉

乳幼児食、インスタントコ－ヒ－、およびユニリ－バ社の植物油脂を原料とす

る各種製品、紅茶などの事業分野に該当する。これらの主力事業では、生産費

に占める原料コストの割合が高い一方で、長年の技術蓄積にもとづいてその製

造工程は標準化される。このことが、当該分野の事業における原料調達の比重

を高める主要条件をなし、同時に新たな販路開発を必要とする市場では、製品

の配送、販売業務の事業比重も高まることになる。

　それは、2社が事業進出をする地域の市場特性と、事業構造とが密接に関連

することを意味する。ネスレ、ユニリ－バの前2社とペプシコ、コカ・コ－ラ

の後2社の、事業展開の主要な対象地域、市場が相違することの反映でもある。

　　(2)各社の事業の主要対象地域および市場

　4社が事業展開をする主要な地域、市場は、各々の企業の発展経緯に関わっ

て相違している。コカ・コ－ラ、ペプシコの2社の主要な事業地域はアメリカ
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を中心とする北米である。ペプシコ社の売上高全体に占めるアメリカの比率は

50％前後であり、コカ・コ－ラ社でも40％を上回っている。両社の事業対象地

域は、他のアメリカの巨大食品会社と比較すると途上地域の比重が高いもの

の２２８）、主要な事業地域は依然、アメリカを中心とする先進市場である。

　これに対し、ネスレ、ユニリ－バの2社の事業地域は、途上地域の比重が高

くなっている。2社の売上高全体に占める途上市場の比率は過半に達する。と

くに、ネスレ社の事業展開は世界のほぼ全ての地域におよんでいる。ユニリ－

バ社の事業地域の広がりは、ネスレ社にはおよばない。しかし、その事業地域

としては、中国、インド、インドネシアを中心にアジア、およびブラジル、メ

キシコなどのラテンアメリカの重要性が増している。これに加え、アフリカで

の事業も過去の植民地経営との関連によって一定の地位を占める。

　ユニリ－バ社のアフリカ事業に代表されるように、途上地域での事業は現地

の原料調達に支えられる。それゆえ、現地での原料調達に様々な方策、工夫が

施されている。現地事業には、現地サプライヤ－との安定的な関係の構築、保

持が要請されるからである。この点は、ネスレ社にも共通する。この途上地域

での原料調達に際しての独自の対応は、製品の販路、販売ル－トの開発にも該

当する。途上市場の流通システムは、それぞれの地域、国ごとの固有な条件に

依存するためである。

　この結果、ネスレ、ユニリ－バの2社は、主要製品の販売に関してパッケ－

ジの大きさを始めとして、様々な方策を施している２２９）。なかでも、製品の保

管施設を含む配送網の構築、整備が、市場開発の重要な要件をなしている。こ

のように途上市場での原料調達、販路開発などへの対応は、ネスレ、ユニリ

－バの2社のグロ－バル企業としての特質である。この点では、コカ・コ－ラ、

ペプシコの2社は追随できないであろう。

　もっとも、2000年代にはいずれの4社も中国などの新興諸国への事業進出を

さらに強めており、この際に当該諸国での販路を有する既存企業のM&Aによる

取得、あるいはそれによる事業連携に依拠している。2000年代のネスレ社のア

イスクリ－ム事業の中東、東欧諸国へ進出は、その典型例である。ペプシコ、

コカ・コ－ラの二大飲料企業の途上地域への事業進出も、同様な方策に依拠し

ている。両社の市場シェアは途上地域の特定の国々でともに高いことは、上記
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の事情を裏付けるものであろう。途上市場の特定の諸国を重点に販路開発を進

める際に、現地の関連企業を媒介として事業展開に必要な現地との政治・経済

的な問題に対処しているとみられる。

　　(3)企業の組織構造　

　M&Aを通して新たに進出した事業分野、および海外事業の多くは、主として

子会社および関連会社によって担われる。M&Aを通して取得した企業を子会社

に再組織して、事業拡大を続けている。このことは4社に共通するものの、子

会社と本社との組織関係（子会社の経営の裁量性を含めて）は、それぞれに独

自性を有するとみられる。

　ネスレ、ユニリ－バ社は、主として海外直接投資を通してそれぞれの地域、

諸国に子会社（現地法人として）を設立し、そこを海外事業の拠点としてきた。

この点では、コカ・コ－ラ社も類似する。ネスレ社は、海外子会社に現地事業

の裁量を全面的に賦与する一方、経営戦略にもとづいた事業企画を本社が立案

し、幹部の人材配置、財務管理を通して海外子会社の事業に関与している。ま

た、本社は技術開発のセンタ－の役割も果たし、製品開発を含めた長期的な経

営方針に責任を負っている。

　ネスレ社の本社は海外子会社の資本のほぼ100％を所有し、その資本所有関

係を通して海外子会社の支配権を確保する。そのうえで、子会社の現地事業に

おける自立性を保障し、長期的な経営戦略にもとづいて海外子会社の事業を誘

導する。このような、本社と子会社の役割分担、および本社と子会社の組織関

係は、ネスレ社では明確に確立されているようにみえる。本社と海外子会社と

の組織関係、機能分担の明確化が、ネスレ社のグロ－バル企業としての評価の

根拠をなしている。

　ユニリ－バ社の場合にも、本社と海外子会社の組織関係、機能分担はネスレ

社に類似するとみられる。ただし、ユニリ－バ社は自らの企業組織をグル－プ

と称する。それゆえ、その資本の一部のみを所有する子会社、および系列関連

会社もグル－プ内に多数、含んでいる。そのような子会社、系列・関連会社と

本社との組織関係は、本社との明確な機能分担をともなわない、資本持分に応

じる組織関係にとどまるかもしれない。ただし、ユニリ－バ社は、1990年代以

降、それまでのM&Aを通して取得した子会社、関連事業の多数を整理し、大胆
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な組織再編を進めている。この結果、ユニリ－バ社の本社と子会社との機能分

担、組織関係も、周辺に位置する子会社、系列・関連会社の整理、処分を通し

て、より明確になっている可能性も大きい。

　これに対し、M&Aを通して事業領域の拡大を遂げてきたペプシコ社の本社と

子会社の組織関係は、地域別事業を所管する組織体制を本社に配置するものの、

基本的にはM&Aによって取得した有力子会社を中心に事業部制が組織される。

飲料、食品のそれぞれの事業は、有力子会社によって基本的に担われる。資本

関係を通じて、本社が有力子会社の経営に関与する組織構造とみられる。

　コカ・コ－ラ社の本社と海外子会社との組織関係は、当社が海外事業の拠点

として設立した、現地法人の子会社に関しては、ネスレ、ユニリ－バ社の場合

と同様であろう。しかし、ボトルシステムを根幹とする、独自のネットワ－ク

による組織体制を当社は特徴としている。ネットワ－クの組織体制の実態、内

実に立ち入らねば、コカ・コ－ラ社の企業組織の全貌を正確には描けない。

　このように4社の企業組織構造は、本社と子会社の組織関係に限定しても、

それぞれに固有である。その独自性が、各々の巨大多国籍食品・飲料会社の食

品、飲料の国際市場の地位、位相の評価にも関係する。しかし、M&Aを通じて

事業領域を急速に広げ、企業組織の再編を続けてきた各々の企業組織の実態に

関する正確な把握は困難である。

　３　食品の国際市場における巨大多国籍食品・飲料会社の地位、位相

　これまでの考察を通して、本稿で取り上げた4社を中心とする巨大食品・飲

料会社がアメリカを中心に世界の食生活に大きな影響を与えてきたことは、あ

る程度明らかにされたであろう。Ⅰでみたように、巨大食品会社が開発、商品

化した加工食品の消費は、途上市場を含めて世界的に拡大、普及している。そ

して、アメリカでは、1980年代前後までは、食品市場の創出、形成に巨大食品

会社が中心的な役割を果たしてきたとされる２３０）。また、巨大多国籍食品・飲

料会社の食品および飲料市場、とくに加工食品市場におけるシェアにも、その

影響力の大きさが示される。

　スナック食品のアメリカ国内市場に占めるペプシコ社の市場シェアは、2013

年に37％にもおよぶ。これに、ケロッグ社とクラフト系2社（2012年にモンデ
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リ－ズ・インターナショナルとクラフトフード・グループに分割した2社）を

加えると50％にも達する。また、非アルコ－ル系飲料では、ペプシコ、コカ・

コ－ラの2社を合わせると、アメリカ国内の市場シェアの45％を占める２３１）。

それは、アメリカの国内市場に限られない。世界の加工食品、飲料の市場全体

に占める巨大食品・飲料会社の市場シェアも相当に大きい。

　デ－タを利用できる2002年でみると、ネスレ社は世界の菓子類の市場シェア

の10％を、クラフトなど他の2社と合わせると30％弱を占める２３２）。アイスク

リ－ムでのユニリ－バとネスレの2社を合わせたシェアも30％強であり、スナッ

ク類ではペプシコ社が単独で30％強を占める。2000年代初頭以降の、主要食品

会社のM&Aによる企業組織の再編を考慮に入れるならば、巨大多国籍食品会社

の世界の食品市場に占めるシェアはさらに上昇しているとみられる。

　しかし、巨大食品・飲料会社の食品、飲料の国際市場における市場シェアの

高さにもかかわらず、食品の国際市場、あるいは世界の食品のサプライチェ－

ンにおける巨大食品会社の地位は、寡占体制にもとづく価格支配力を有すると

は云えない。それは、4社は一様に2000年代に事業の重点を途上市場に移すも

のの、途上諸国のそれぞれの特定国ごとにその市場シェアが大きく相違する事

実にも裏づけられる。例えば、最大の食品会社のネスレ社は、ブラジルにおけ

る粉乳乳児食ではほぼ独占的な地位を確立している。しかし、市場シェアをほ

とんど有しない国も多数を数える。それは、ユニリ－バ社にも該当する。植民

地時代からの強い絆を有するインドネシアの植物油市場では、ユニリ－バ社は

ほぼ独占的な地位を占めている。しかし、さほどのシェアを有さない途上諸国

が大部分である。この特定国ごとの市場シェアの大きな差異は、先進市場にお

ける巨大食品会社が直面する経営課題とも共通性を有するものである。

　この点を考えるために、巨大食品会社が先進諸国で直面する経営課題を振り

返ってみよう。それは、市場の飽和状態のなかで一層のシェアの拡大を求める

ならば、新たな販路、販売ル－トの開発に依存せざるをえない、この問題に集

約される。2010年代半ば現在、巨大食品会社の先進市場での事業は新たな局面

を迎えている。それまでの事業分野の広範化による事業拡大は、先進市場では

1990年代末から2000年代前半には行き詰まりの傾向を強めている。成熟市場の

なかで、主要食品の品目ごとの巨大食品会社のそれぞれのシェアは一定水準に
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達した。絶えざる商品差別化による企業競争は続くものの、それは市場シェア

の微差の変化を生むにすぎない。また、巨大食品会社によるM&Aは続いている

ものの、それは事業分野の拡大を目的とするよりも、資産の売買差益の確保を

目的とする様相をさらに濃厚とさせている。

　成長が期待しうる新分野への事業進出はみられるものの、90年代までにM&A

を通して過大に拡散した分野からの撤退、競争力を有する分野への集約化、そ

れによる事業の再構築が主流をなしている。それにともない、2000年代のアメ

リカの食品産業界の事業再編も、巨大食品会社間における食品・飲料事業での

分野別の組み替えあるいは調整、および巨大食品会社のそれぞれのコア分野へ

の集約化である。それが、Ⅱにみたような、いくつかの巨大食品会社による「ブ

ランド事業化」の内実である。

　「ブランド事業化」は、巨大食品会社間の事業提携と並行している。すでに

指摘した、各々の有力ブランドの他社の販売ル－トの活用による販路拡大の追

求である。これは、有力ブランドに食品・飲料事業を集約化しつつ、いかに販

売ル－トの拡大を図るかが、先進市場における巨大食品・飲料会社の重要な経

営課題をなすことを意味する。

　それは、同一分野の多数のブランド商品が飽和市場で犇めくなかで、それぞ

れの主力ブランド製品の販売ル－トの多元化による販路確保がいかに重要な経

営課題をなしているかを物語っている。このことは、先進諸国の小売業におけ

る少数の大型量販店への小売り業務の集中、それを代表するウォ－ルマ－トや

カルフ－ルなどの小売シェアの急上昇と対応する。各種ブランド製品が過剰供

給される食品市場で、少数の大規模量販店との間で巨大食品会社が取引交渉力

を確保するには、製品のブランド力に依拠する以外の方策がないのが実情であ

る。

　これは、市場の創出、形成の主体は何処にあるか、とのより大きな課題に関っ

ている。小売革命に関する、最近の研究成果に依拠すると２３３）、アメリカの食

品市場の創出、形成の主体は、1980年代初頭まではケロッグ、ネスレなどの巨

大食品会社であったが、ウォ－ルマ－トに代表される少数の大規模量販店の小

売シェアの急上昇にともない、食品市場の形成者としての大規模量販店の役割

が格段に増大している。とくに、ウォ－ルマ－トは廉価販売によって小売シェ
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アを急上昇させた。この結果、大型量販店は食品、飲料製品の価格設定ばかり

でなく、陳列の場所などに関しても、巨大食品・飲料会社との交渉上の立場を

強めている。それは、アメリカ、ヨ－ロッパだけでなく、途上地域にも該当す

る事実である２３４）。製品の過剰供給を基調とする食品市場では、この動きは今

後さらに強まる傾向にある。主要食品の品目別の市場シェアの大小だけで、巨

大多国籍食品会社の市場支配力を語ることができないのである。

　今後の事業展開の対象地域となる途上市場でも、各々の巨大多国籍食品・飲

料会社が特定の諸国で高い市場シェアを有するのは、比較的、早期に事業進出

し、現地の販売ル－トを形成、確立できた国々である。このようにグロ－バル

な事業展開を進める巨大多国籍食品・飲料会社にとって、当該諸国での販売ル

－トの形成、確立は、最も重要な経営課題をなしている。事業の現地化の成否

も、ここに関わっていると言えるであろう。Ⅱでみた、2000年代の巨大多国籍

食品・飲料会社による新興諸国を中心とする事業展開は、いずれも販売ル－ト

の形成、確立に重点が置れているようにみえる。

　ただし、Ⅰの世界の食料消費動向にみるように、新興諸国の食料消費パタ－

ンは、アメリカを中心とする先進諸国の食料消費動向を後追いするものである。

途上諸国の生活スタイルは、都市化にともなってアメリカを中心とする先進諸

国を模倣、追従する傾向を強める。それは、新興諸国におけるファ－ストフ－

ドの普及に示される通りである。豊かさに象徴される先進国の生活スタイルの

演示効果（デモンストレ－ション効果）に基本的に拠るものである。食生活は

日常生活の基本である。それゆえに、先進市場で確立したブランド力のある食

品製品は強い演示効果を有している。さらに、主要ブランド食品は利便性を中

心に品質および価格メリットも有する。この結果、グロ－バルな巨大食品・飲

料会社は事業進出する途上諸国における市場競争では比較優位を有する。この

ため、途上地域の今後の食料消費動向にとって巨大多国籍食品・飲料会社の影

響力が増すことは間違いない。

　そのなかで、事業進出する新興諸国を中心とする途上諸国で、現地の小売業

者を中心に流通業者との間にいかなる取引関係が形成されるか、これが巨大多

国籍食品企業の事業展開の一つの焦点をなしている。これとの関連で、途上市

場の食品市場の構造変化、および食料消費の変化はどのような経路をとって生
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み出されるか。その経路に、巨大多国籍食品・飲料会社はいかなる位置を占め

るか。このことを、個々の途上諸国において検証することが、食品・飲料の国

際市場における巨大多国籍食品・飲料会社の地位、位相を把握するうえからも

要請されるだろう。

お わ り に

　Ⅲで、巨大多国籍食品・飲料会社の事業展開の特質と食品の国際市場におけ

る地位などについて整理した。このため、「おわりに」として本稿の内容を要

約する必要はないだろう。ここでは、巨大多国籍食品・飲料会社のアメリカを

中心とする先進諸国の食生活におよぼす影響に関する雑感、および残された若

干の課題を簡単に記すにとどめる。

　加工食品の味覚は、糖分、脂肪、塩分の三要素からなり、その最善の組み

合わせが加工食品の味覚を最も引き立たせるとし、その三要素の組み合わせの

「至福ポイント」を一つのキ－タ－ムとし、アメリカの巨大食品会社の実態に

迫った優れたドキュメント、『フ－ドトラップ』が最近、翻訳、刊行されてい

る２３５）。同書によると、巨大食品会社は、「一日中、いつでもどこでも大量に

食べてもよい社会環境」を作り出した２３６）。また、食品業界の三大教義は、「味、

便利さ、コスト」であり、なかでも最大の課題はより安い方法を見つけること

である２３７）。この安くて、便利な加工食品は、激しい企業間競争を通じて普及

するが、安価、便利の加工食品の特性は、とくに低所得層によるスナック食品

の選好を生み出してきた。このことが、加工食品、炭酸飲料の摂取増によるア

メリカの深刻な肥満問題の主要因であり、とくに低所得階層における肥満人口

比率の上昇につながっている。こうした内容が、食品関係者の証言を通して、

克明に紹介されている。

　そして、加工食品の絶えざる”改良”によっても、営利追求を最優先するも

とでは、食品会社は「至福ポイント」の呪縛から抜け出すことはできないゆえ

に、糖分、塩分、脂肪（飽和脂肪酸）を大量に含む加工食品の過剰摂取は糖尿

病を中心に成人病の源泉となっている。一方で、食品、飲料の新分野にビジネ

スチャンスを求める巨大食品会社は、糖尿病などの成人病に効果がある栄養食
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品、健康食品の開発を競い、そのような新事業分野をめぐって激しい市場競争

も展開される。このことも含意する、同書に描かれるアメリカの国内市場で繰

り広げられる巨大食品会社間の企業競争の実態は、シシフォスの神話を彷彿さ

せるものでもある。

　そのうえで、同書の主意に付け加えることがあれば、巨大多国籍食品・飲料

会社は日常生活に最も密着する食品、飲料を事業対象とするゆえに、その事業

活動は社会生活における細部の変化と密接に関わること、それゆえ社会生活に

影響をおよぼす社会経済的条件と巨大食品･飲料会社の事業展開との相互関連

性を、アメリカ主導のグロ－バル資本主義の深化の視点から論及する必要性で

あろう。社会生活の変化と食生活の変化は、同時並行的に進行する。アメリカ

を中心に先進諸国の社会生活の変化は、単身世帯、高齢者世帯の増加などに示

される社会構造、およびサ－ビス経済の深化による女性の労働力比率の上昇や

就業形態（働き方）の変化を生む経済構造の、それぞれの変容を背景とするも

のだからである。

　このような社会、経済の構造変容にともない、食生活においても利便性が食

品選好の最も重視される条件となる。それは、「何時でも何処でも食品を食べ

られる社会環境」とも合致する。この時間節約的な利便性志向が、先進諸国に

おける外食依存、家庭食における調理・簡便食品の消費比重の増大、などの食

生活パタ－ンに帰結する。加工食品は、利便性を志向する食生活パタ－ンの不

可欠の構成要素である。

　このような食生活パタ－ンは、新興諸国の都市部を中心に途上地域にも波及

しつつある。それは、巨大多国籍食品・飲料会社の2000年代に入っての、新興

諸国を中心とする途上市場への事業進出と軌を一にする。2000年代以降、巨大

多国籍食品・飲料会社の事業展開の舞台となる新興諸国などでは、巨大食品会

社による主力ブランド製品の販売競争、それを通して加速される食料消費パタ

－ンの変化などが、これまでのアメリカを中心とする先進諸国と同様な様相を

もって繰り広げられるであろう。グロ－バル資本主義の深化は、それぞれの国

の社会･経済構造の変容を生む最大の条件ゆえに、このような傾向の強まりは

容易に想定しうる。

　しかし、新興諸国の都市部を中心とする上記の傾向の強まりの一方で、食習
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慣はそれぞれの国々の固有な文化・生活慣習に根差している。それだけに、ア

メリカ的な食料消費パタ－ンがそのままの形態で途上市場で進行するとは考え

にくい。グロ－バル資本主義の深化にともなう食の外部化の強まり、食生活の

利便性志向を基調とする食料消費趨勢と、それぞれの国ごとの固有な食習慣と

が織りなすハイブリッド的な食料消費パタ－ンが生み出されると予想される。

　新興諸国を中心に途上諸国と一口に言っても、それぞれの国ごとに経済の発

展段階を中心に、当該諸国をめぐる社会経済的条件は多様である。本文でも指

摘したように、途上諸国のそれぞれの食料品の流通構造も多様かつ複雑である。

巨大多国籍食品企業が事業拡大を追求する新興諸国などで、現地の小売業者を

中心に流通業者との間にいかなる取引関係を形成し、いかなる事業展開がなさ

れるか、このことの検証が今後の巨大多国籍食品会社に関する研究課題の一つ

をなす、とⅢで指摘したゆえんでもある。それは、途上市場の食品市場の構造

変化の経路、およびそこでの今後の食料消費動向のなかで、巨大多国籍食品・

飲料会社はいかなる位置を占めるか、との問題でもある。　

　もう一つとして、巨大多国籍食品・飲料会社の途上諸国での事業展開は、原

料調達によるサプライヤ－との関係を通じて、当該途上諸国の農業にいかなる

影響を与えるかの問題も問われねばならない。ネスレ、ユニリ－バなどの巨大

多国籍食品・飲料会社は、原料調達との関係で事業の現地化を重視する。それ

らの途上諸国の農業生産への関与は、当該国農業のごく一部の点にすぎない。

しかし、これら巨大多国籍食品・飲料会社はいずれも現地事業との関係で、資

源保全を重視する持続的農業の推進を提唱する。このような企業理念は、多分

に免罪符的な要素を有しており、額面通りには受け取れない。　

　しかし、持続性重視の企業理念にもとづいて、いくつかのモデル的な地域農

業振興プロジェクトも実施されている。このような現地事業と関連する地域農

業の振興プロジェクトが、当該諸国の今後の農業生産にいかなる影響をおよぼ

しうるか、この検討は世界の食品のサプライチェンにおける巨大多国籍食品・

飲料会社の今後の位相にも何がしかの示唆を与えるであろう。途上国農業研究

の一課題をなすことを指摘しておきたい。

　本稿は、巨大多国籍食品・飲料会社の事業展開に関する外形的特徴を整理し

たにとどまる２３８）。それゆえに多くの課題が残さる。そのなかで、最後に２つ
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の課題だけを指摘しておく。1つは、グロ－バル資本主義の深化は、株価資本

主義の強まりであることと関係する。株価資本主義は、短期的な収益確保を求

める有力投資家（株主）の当該企業の経営関与への強まりでもある。それは、

本稿で対象としたペプシコ、コカ・コ－ラ社などの最近の経営方針をめぐる有

力株主による様々な提案と、それへの経営側の対応にも明らかである２３９）。そ

れゆえ、巨大多国籍食品・飲料会社の今後の事業動向をみる際にも、本稿で取

り上げた4社の資本構成、株主構成を、各々の企業ごとに具体的に検証し、そ

れと経営動向との関係を明らかにしなければならない。

　こうした企業経営をめぐる基本的な課題以外に、今後の途上地域における食

料消費動向に及ぼす巨大多国籍食品・飲料会社の影響、およびその事業展開を

検討する際には、日本の代表的な食品企業の研究も、1つの課題となるであろう。

キリン、アサヒなどの有力なアルコール飲料会社を除いても、味の素、日本畜

産、明治乳業などの日本の食品会社は、フォ－チュン社によるランクでも40位

以内に位置する、世界的に有力な食品会社である２４０）。

　これらの日本の代表的な食品会社の事業展開、企業経営の特質は、本稿で対

象とした巨大多国籍食品会社と比較して、どこに求められるだろうか。これは、

新興諸国などでの巨大多国籍食品会社の事業展開とその当該諸国の食料消費動

向に与える影響を知るうえからも重要である。当該諸国の食生活はそれぞれの

国の伝統、文化に支えられ、それぞれに固有性を持つ。なかでも、日本では微

妙な食味差に拘る食品嗜好が保持される。微妙な味覚差を重視する日本の国内

市場を基盤とする、日本の主要食品企業の事業展開は巨大多国籍食品・飲料会

社とは異なる独自の経営戦略を有するはずである。

　その独自性は、日本の食品会社が中国を始めとする近隣諸国に事業進出する

際にも生かされるであろうか。さきに、グロ－バル資本主義の浸透力の強さと

の関係で、新興諸国におよぼす巨大多国籍食品・飲料会社のそれぞれの国の食

料消費パタ－ンにおよぼす影響は、利便性を基調とする趨勢に当該諸国の食習

慣の固有性を混ぜ合わせた、ハイブリッド的な様相を呈するだろうとした。日

本の食品会社の海外事業展開は、予想される食料消費パターンのハイブリッド

的な様相に、独自の色合いを付け加える可能性を有するだろうか。このことも、

巨大多国籍食品会社の今後の事業動向をみるうえでの課題をなすであろう。
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注

１)例えば、2000年代初頭における世界の食品販売総額に占める、加工食品の貿易額は10％

にすぎず、世界的な食品市場の変化を食品貿易の動向だけでは把握することはできな

い。これについては、USDA,,Agricultural Information Bulletin,No.794,Feb.,2005, 

New Direction in Global Food Markets,pp.i-iv。ただし、食品貿易の動向は、世界

の食品市場および食料消費動向の一側面を示すことも確かである。なお、1980 ～ 2000

年代初頭の世界の食料貿易動向に関しては、小沢健二「世界の食料、農業問題の現段

階」（馬場宏二・工藤章編『現代世界経済の構図』（ミネルヴァ書房、2009年）所収）、

239-240頁参照。

２)管見のかぎりでは、2000年代の食料貿易構造の変容については、大賀圭治「畜産物、野

菜、果実の国際貿易構造の変化－国際貿易マトリックスによる比較分析－」（『農業研

究』、日本農業研究所、2013年）が克明である。そこでは、1999年と2011年の食料の貿

易マトリックスを通して、2000年代の世界の食料品の貿易構造の変容が示される。

３)FAO,Production Year Book,1986,pp291-293, ibid.,1990,pp.269-273。

４)牛肉に代表される畜産物、果実などの国際価格も80年代には下落した。ただ、穀物類

よりも価格下落率は若干、小幅である。両者間の価格下落率にはさほどの差異はない

（ibid.,1990,pp270-271）。

５)70年代の食料危機のなかで、世界の食料品貿易に占める穀物貿易額の割合は70/71年の

16.7％から79/80年には18.1％へと上昇した。ところが、1980年代の穀物貿易の低迷に

ともない、90/91年には食料品貿易額に占める穀物貿易額の比率は10.8％にまで低下し

た。80年代を通して、穀物貿易額の食料品貿易全体に占める割合は7ポイント以上も下

落している。70/71年は70、71年の2 ヵ年の平均である。以下の本文および注の2 ヶ年

平均についても、同様な表記とする。 

６)2000年代における酪農品の貿易額の増加のほぼ半ばも、価格要因によるものである

（OECD-FAO,Agricultural Outlook 2008-2017,p160）。

７)2000年代を通すと、穀物貿易額の食料品貿易額全体に占めるの割合は10％以下に低下し

ている。

８)大賀前掲論文、285頁。

９)『国際連合貿易統計年鑑』では、2005年ばまでは、地域分類は、先進経済地域(Developed 

Economies)、途上経済地域（Developing Economies）、その他（旧ソ連・東欧、Former 

USSR・Europe）の三地域に分類されていた。ところが、06年以降には先進経済とその

他地域の二分類とし、その他地域は、アジア、アフリカなどの地域に再分類されている。

旧ソ連は独立国家共同体として、その他地域に一括される。なお、国連統計では、先

進経済に含まれる地域、国は経済発展に応じて変化し、その厳密な定義は困難である
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（2006年の『国際連合貿易統計年鑑、Ⅱ』の注記による）。

10)先進経済諸国以外の地域は、途上経済諸国とは一括できない。しかし、その他地域との

表記も煩瑣である。それゆえ、以下、途上経済諸国と表記する。

11)大賀前掲論文では、2011年の世界の食料品輸出入額の38.9％はEU27 ヵ国によるとして

いる（大賀前掲論文、291頁）。

12)EUの食料品輸出の75％はEU域内向けである（『国際連合貿易統計年鑑』2011年、558頁）。

13)大賀前掲論文、301 ～ 302頁。

14)ただし、南米の家禽肉の輸出増大に代表されるように、これらは海外からの直接投資に

よる生産増と対応している。それゆえ、世界の食料消費動向をみるには、食品産業の

海外直接投資を合わせて検討しなければならない。しかし、世界全体の食品産業の海

外直接投資に関する統計は、管見のかぎりでは見当たらない。

15)2011年が、FAO統計を利用しうる最近年である。

16)中国を中心に東アジアでは例外的に脂肪摂取に占める動物性脂肪の割合が、90 ～ 11年

に上昇している。

17)アメリカ農務省、経済調査局（ERS、以下、ERSと表記する）の統計に依拠すると、脂肪・

油脂類の消費は外食を通して摂取する比率が最も高いとされる。USDA,ERS,Food Intakes 

2012,によると、アメリカで消費される脂肪・油脂類消費の43％は外食によるものであ

る。とくにサラダ油などの植物油の多くは外食を通して摂取される。なお、このデ－

タによると、外食を通して消費される比率は、畜産物、穀物、牛乳・乳製品のそれぞ

れに41％、34％、28％である。

18)FAO,The State of Food and Agriculture,2009,pp.136-151。

19)90年以降の最近の20年間の世界の大豆の1人当たり平均供給量は、表9にみるように

11.5％の増加にとどまる。

20)90/91 ～ 10/11年に、米、トウモロコシの1人当たり平均供給量は若干、増加した。世界

の人口1人当たりの小麦の供給減が、米などの穀物の供給増を上回った結果、1人当た

り穀物の平均供給量は減少している。

21)10/11年の世界の植物油全体の供給量は15,627トンであり、パ－ム油の占める供給比率

は4％未満にとどまる。

22)これに関しては、Wayne G.Broehl,Jr.,Cargill From Commodities to Customers

   (Dartmouth College Press,2008),pp.91-92。

23)とくに、1人当たり平均消費量が頭打ちなのは、肉類、牛乳・乳製品、果物、野菜、甘味料、

およびコ－ヒ－・ココアなどの嗜好品である。小沢健二「穀物メジャ－に関する一考

察（3）」（『農業研究』（日本農業研究所、2013年）,58-61頁も参照。

24)これは、ERSの定期刊行物、Amber Wavesに掲載されている、食料消費動向に関する論考

である。

25)Niole Ballenger&James,Blaylock, Changing U.S.Demographics Influence Eating 

Habit,(Amber Waves,2003,April)。
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26)Hodan Farah,Jean Buzby,U.S.Food Consumption Up 16 Percent Since 1970,(Amber 

Waves,2005,Nov.)。

27)ERS,Food-Service-Industry/Market Segment,2014による。これによると、外食支出の

占める比率は、1963年には30％前後である。なお、アメリカ商務省の統計によると、

ERSの報告とは異なり、アメリカの消費世帯の食料支出全体に占める外食支出の割合は、

2000年代には上昇していない。その比率は、41％前後で推移する（USDC, Statistical 

Abstract of the USA,2014,p.473）。なお、外食支出は、食品サ－ビスを提供する施設

で支出されるものである。学校、軍隊での食品提供、自動販売器などの飲食販売を含

むが、その大半は商業用食品サ－ビス施設による支出である。そのなかで最大なのは、

一般飲食店（レストラン）とファ－ストフ－ドである。

28)ERS,Market Segmentによる。なお、同報告によると、1980年代以降、90年代半ばまで

は、ファ－ストフ－ドでの食料支出の伸びは一般飲食店を相当に上回っていた。しかし、

90年代後半から2000年代前半にはその動きは逆転し、2000年代後半にファ－ストフ－

ド向け食料支出の増加率が一般飲食店（レストランなど）を再び上回る。

29)消費増が顕著な品目の一つのチ－ズも、外食および家庭での簡便食品としての消費増で

ある（Jean Buzby,Cheese Consumption Continues to Rise,(Amber Waves,2005,Feb.)。

30)ERS,A New Look at Where Our Food Dollars Go。

31)ダニエル・ブアスティン、木原武一訳『アメリカ、大衆消費社会の生活と文化』（下）（河

出書房新社、1976年）は、アメリカのボ－デンの濃縮乳を始めとする、加工食品産業

の発展を、それを生み出すアメリカ社会の特質を背景に描いている。そこでは、食生

活とも関連させて、”アメリカの独自性は、独自性をなくすという能力である”（同上、

9頁）と喝破している。

32)日本の外食産業の市場規模は、2013年に23兆9,046円である。日本の飲食支出額全体に

占める外食支出の割合は35.1％であり、その比率は年々上昇を続けている（公益財団

法人「食の安全・安心財団」、ホ－ムペ－ジ）。

33)この点に関しては、B.Matendo,S.Lebailly,Profiling Food Consumption: Comparison 

between USA and EU(Duquesne)、参照。

34)食品産業のコンサルタント会社が、アメリカ、イギリスを中心に世界の主導的な食品

企業の数十人の経営者および1000人以上の消費者に対して、今後の食料消費趨勢に影

響をおよぼす要因、条件に関するインタビュ－調査を行なった。その報告書によると、

今後の食料消費趨勢に影響を与える要因としては、”利便性”(convenience)が群を抜

いている。次いで、”高品質食品の選好”、”家庭外での食料消費”の順である。多くの

消費者が、今後の食料消費に際して”利便性”を重視するのは、就業および生活形態の

変化にともない、家事労働時間の節約を最も重視する結果である（Food and Beverage 

2012,A taste of things to come,(Deloitte),pp.5-6）。

35)この報告書は、Z.Zhou,W.Tian,J.Wang,H.Liu&L.Cao,Food Consumption Trends in China,

　 (April 2012)である。食料消費分析を専門とする5人の中国人の研究者による、オ－ス
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トラリア政府の委嘱にもとづく報告書であり、2012年に発表された。都市部と農村部（お

よび所得階層別の）の食料の主要品目の消費動向に焦点を当てて分析していることが

一つの特徴である。それを通して、近い将来の中国の食料消費趨勢の予測を意図して

いる。

36)Ibid.,p.37。

37)対照的に、卵の1人当たり平均消費量は所得増とともに減少している。

38)Ibid.,p.40。

39)上記の3要因以外に、消費嗜好・食品選好の変化、および食品の生産・流通組織の発

展とその構造革新なども、中国の食料消費の変化を生む条件、要因として指摘される

(ibid.,p.42)。嗜好の変化には、地方市場を含めて多くの市場で様々な種類の食品が

入手可能となったこと、および国際的な文化交流の機会の増大、などが与っている。

それは、中国の伝統的な食品として存在しなかった乳製品、とくにヨ－グルト、アイ

スクリ－ムの2000年代の消費増に代表される。

　 　また、後者を代表するのは、飼料工場の発展による中国内での畜産業の発展、およ

び冷凍保管および長距離輸送施設などのインフラ関係の急速な革新である。これには、

カルフ－ルおよびウォ－ルマ－トのような外資系大規模量販店の参入による、中国の

食料小売・流通業の構造変化も含まれる。

　   以上に加えて、人口動態も今後の中国の食料消費趨勢に与えることが指摘される。近

い将来の中国人口の年齢構成が、食料消費動向におよぼす影響が大きいことによる。

中国の人口は、2030年代までは増加するものの人口の年齢構成に大きな変化が生じる

ことが問題である。そのことが、主要品目別の食料消費動向に影響を与えるとする

(ibid.,p.42)。

40)なお、東北部、西部、南部などに地域区分する、地域ごとの主要品目別の食料消費水準は、

中国では大きく相違する。この事実を、当報告書は重視している（ibid.,p.42）。その

主要品目別の消費動向（それは、食事慣習の差異でもある）の大きな地域差は、当該地

域の主要穀物が米か小麦（雑穀を含む）のいずれによるかに基本的に起因する, それ

ぞれの地域の固有の風土条件にもとづくものである。しかし、地域ごとの食生活パタ

－ンの差異も都市化とともに次第に希薄化する、というのが当報告書の主意であろう。

41)こ の 報 告 書 は、USDA,ERS,Anita Regmi ed, Changing Structure of Global Food 

Consumption and Trade,2001, Mayである。

42)価格、所得要因としては、品目別の食料消費の価格および所得弾力性の検証を中心とし

ている。

43)多くの高所得諸国では、1996年の食品の価格弾力性の数値は1980年と同じか、低下して

いる。　　　　

44)とくに都市での時間に対する女性の機会費用の上昇が、ファ－ストフ－ドへの需要を多

くの諸国で増大させている。

45)例えば、西アフリカの都市での米の調理コストは、伝統的な祖粒穀物よりも安くつくう
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えに、都市の貧困消費者にとっても、行商販売の米(street vendor rice)は”ファ－

ストフ－ド”的な特性も有している。同様に、ケニヤの準都市世帯でも、女性の時間

価値の上昇がパン需要を増大させる重要な背景をなす(A.Regmi ed,op.cit.,pp.22-24)、

とされる。

46)そのうえで、農産品・食品の輸送、保管、在庫管理に関わる技術革新が食料貿易、食料

消費の機会増大を生み出すことも論及されている。それは、コンテナ－化と結びつい

た輸送方法（鉄道、トラック、航空、洋上を一緒に連結するような貨物）、冷蔵・冷凍

保管（温度を正確に維持することによる品質保存を含める）、および包装、野菜・果物

のコ－テング（バイオ技術および食品の品質劣化を防ぐその他の技術革新）が、生鮮

産品・高品質食品の輸送、貿易を可能にした、などの食品、農産品のサプライチェ－

ンの全てに関わる技術革新である。この技術革新は、インフラ、制度、情報の相互関

連のなかで実現し、これを通して生産者、輸送会社、巨大ス－パ－マ－ケットチェ－ン、

およびその他の大規模顧客を結びつける精密な在庫管理システムとして発展している

(ibid.,pp.38-39)。このことが、生鮮産品などの新たな入手を可能にし、食料消費の

変化を生み出す基礎条件を構築してきたとされる。

47)家庭での牛肉料理は鶏肉料理よりも多くの時間と手間を要する。

48)ERSの報告書では、所得要因に関係して、主要食料品の消費動向に価格変動が最も強く

反応するのは、中所得国であるとしている。

49)その論拠は、過去30数年間の都市人口の推移である。1960年の途上諸国の都市人口は5

億7400万人にとどまっていた。それが、90年代には途上国の都市人口は年率3％で伸び

続け、98年には20億人を上回っている。この伸び率を外捜すると、2020年までに途上

諸国の都市人口は40億人に倍増すると想定される。

50)中国の主要品目別の食料消費水準には、農村と都市の間に大きな格差が存在する。それ

は、両者間の隔絶した所得水準に起因する。ただし、中国でも経済成長の持続による

所得水準の向上にともない、所得要因が食料消費に与える影響の度合いは低下してい

る。さきに引用した、中国の食料消費動向に関する報告書も、中国の今後の食料消費

趨勢に影響を与える最大の条件を都市化に求めている。

51)インドの都市部での加工食品の消費増に関しては、杉本大三「インドにおける食料消

費パタ－ンの地域的特徴とその変化」（未公表論文、2014年）、7 ～ 9頁。また、インド

ネシアに関しては、I.Rusastra,T.A.Napitupulu,R.Bourgeois,The Impact of Support 

for Imports on Food Security in Indonesia （UN,,ESCAP,2008）,p.32をそれぞれ参照。

杉本論文は、インド国内の食料消費の実態、およびその地域差を主題としたものであり、

後者のインドネシアの食料保障に関する報告は、食料保障と関連させてインドネシア

の大豆、砂糖、牛乳の輸入の意義を論じたものである。杉本論文は、京都大学の藤田

幸一教授、後者は東北大学の米倉等教授からの、それぞれの教示による。

52)「生活スタイルの変化をうけて、ブラジルでの家計調査によると、食費のなかでも外食

は、2002/03 ～ 2008/09年に24％から31％に増えた」（堀坂浩太郎『ブラジル』岩波書
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店、2012年、163頁）。なお、東欧諸国を含む、途上諸国における加工食品の消費増の

趨勢に関しては、ERSの報告書でも強調される（USDA, ERS,Agriculture Information 

Bulletin No.794,Feb.2005, New Directions in Global Food Markets,p.8)。

53)もっとも、都市住民間には農村以上の大きな所得水準の格差が存在する。それだけに、

新たな所得要因も加わって、都市住民の食料の消費動態は複雑である。その実態の正

確な把握は困難である。ただし、都市の食料消費には、社会生活に関わる諸条件が農

村部よりも大きな影響をおよぼすことは間違いないだろう。

54)以下の 各社の事業展開に関しては、M&Aにともない多数の企業名が頻出する。日本でも

馴染みなものは、日本語での会社名の表記とする。しかし、それ以外については日本

語での正確な表現は難しいため、原語表記とする。

55)沿革に関しては、とくに断らないかぎり、Hoover's Company Records, Nestlé S.A.May

   17,2011,およびA.Frieghelm Schwarz,Nestle,Secrets of Food,Trust and Globalizatin,

   (Key Porter Books,Lt.2002)による。

56)このスイスの工場はナッツ油からラムまでを製造していた。

57)アングロ・スイス練乳会社は、二人のアメリカ人によって設立されたアメリカ的企業で

あった。1905年の文化が相違する二つの会社の統合によって、ネスレ社は、真の国境

を跨る会社となった。

58)この3社は、Peter、Cailler、Kohlerなどのチョコレ－ト会社である

59)ネスレ日本株式会社「すべてのステークホルダーに信頼される、誰もが認める、栄養、

健康、ウェルネスのリーダー企業へ」（新井ゆたか編著『食品企業のグロ－バル戦略』、

2010年、ぎょうせい、所収）によると、「1930年代に余剰のコ－ヒ－豆を海に投棄して

いたために、ブラジル政府がネスレにコ－ヒ－豆の保存方法の開発を依頼し、ネスレ

社がコ－ヒ－抽出液を濃縮し、噴霧乾燥する生産技術を開発した（同書、125頁）、と

される。文献によって、インスタントコ－ヒの開発の経緯が相違している。なお、イ

ンスタントコ－ヒ－のネスカフェの商品化によって、コ－ヒ－を簡便飲料として飲む

習慣が急速にひろがった。

60)これらの新製品は、Nestlé Crunch bar(1938),Quik drink mix(1948)、Taster's instant

 　coffee (1966)である。（　）内は開発年である。

61)これは、著名なマギ－の調味料ブランドを生産、販売するAlimentana社である。

62)F.Schwarz,op.cit.,pp.20-21。

63)20年後にヴィッテル社を完全買収した。さらに1992年には、魅力的な飲料ブランドを有

するペリエ・グル－プ(Perrier Group)を完全買収した（ibid.,pp21-22)。ペリエ・グ

ル－プの買収をめぐるイタリアの自動車資本とネスレ社との買収競争に関する紹介は、

実重重実著『EC食品産業の野望』（日本貿易振興会、平成5年）9 ～ 44頁が克明である。

同書によると、EC委員会の介入によって、ネスレ社は買収したペリエ・グル－プの一

部の事業売却を余儀なくされた。

64)1974年にはフランスの化粧会社ロレアルを支配する持ち株会社、Gesparalの株式の
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49％を取得した。これ以外に、70年代に、Beringer Brothers Wine(1995年に売却)、

StooufferおよびLibbyの取得などによって異業種部門を拡張した。

65)同社の売上高は1975年に112億ドルに減少した。79年には132億ドルにやや増加するもの

の、収益性は低迷を続けた。このなかで、81年にCEOも交代する（A.F.Schwarz,op.cit.

,pp.23-24)。

66)これらの会社名は、それぞれRowntree-Mackintosh社、Buitoni-Perugina社である。

67)このシリアルの子会社は、Cereal Partners Worldwideである。

68)この2つの組織の原語名は、Nestlé Sources International、Nutrition Strategic 

Business Divisionである。ネスレ国際資源は、02年にネスレ水に組織名を変更し、飲

料部門を子会社のヴィッテル社に代わって統括する。栄養戦略事業部はネスレ栄養部

門に、食品サ－ビス戦略事業部門はネスレ専門事業部にそれぞれ組織変更された。そ

れぞれの原語名は、Nestlé Waters、Nestlé Professionalsである。

69)当社は、すでにアメリカ最強のアイスクリ－ムメ－カ－、ドレイア－社の株式の30％を

取得していた。それが、12年には67％を取得したものである。これは、ネスレ社がア

イスクリ－ムの事業分野をいかに重視しているかを示している。

70)その子会社名はBeverage Partners Worldwideであり、シリアルの場合と類似する。

71)健康食品のブランドには、Boost, Resouce 栄養サプリメント、Optifastダイエット製

品が含まれる。ヨ－ロッパ委員会は、このM&Aによる競争力集中に関する懸念を表明し

た。この決着のために、ネスレ社はフランス、スペインの事業から撤退した。また、ノヴァ

ルテｲス社に55億ドル支払って、その幼児食事業をネスレの事業に組み入れた。

72)前者はVitaflo社、後者はCM&DPharma社である。後者は、腎臓病患者を助けるチュウイン

ガム、腸ポリ－プの進行を遅らせる飲食物などを生産する。ただし、それらの”医療食品”

はいまだ治験段階で、公開されてはいない。

73)また、皮膚、髪、爪などの老化を防ぐ、栄養サプリメントを生産するロレアル社とも合

弁事業を行なっている。これも医薬・健康食品分野の一つである。

74)これは、世界的に飲料サ－ビス事業を展開するヴァイタリティフ－ド・サ－ビス社の買

収である。

75)当社にとって、それまで冷凍ピザ事業はマイナ－な事業であった。しかし、この買収

を通して冷凍食品事業を拡充することになった。この買収は、すでに広範に展開しつ

つあるネスレ社の冷凍食品・スナック製品の事業拡大の一部をなすものである。また、

それは競合企業のクラフト社の組織再編を利用したものである。クラフト社は、10年

のイギリスのキャドバリィ社の買収資金の調達のために、魅力的なピザ事業を売却し

た。北米での冷凍ピザ事業の買収は、ヨ－ロッパでのピザ生産のノウハウを、ネスレ

社が取得する梃子の役割を果たすとみなされる。

76)これ以外に、2011年にはネスレ社はOscarの株式とPaulig Groupからのソ－ス事業を買

収し、調味料の事業分野も拡充した。食品サ－ビス戦略事業部は、09年にネスレ専門

事業部に組織再編された。この部門は、飲料、栄養部門とともに、本社の3事業部の一
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つを構成する。このような組織構成からも、調理食品、簡便食品、調味料などの加工

食品を中心に、食品サ－ビス事業がいかに成長分野として重視されているかが示され

る。

77)前者は、San PellegrinoおよびSpillers Petfoodsの2社であり、後者は103億ドルによ

るRalston Purina社の買収である。ただし、FTCの承認を得るために、一部のペットフ

－ド事業を売却した。

78)Schwarz, op.cit.,pp.28-29。

79)ゼネラルミルズ社は、ピルスバリィ－社の買収によって、ハ－ゲンダッツの販売権を取

得した（ピルスバリィ－社がイギリスのlDagoeo社から確保していた）。この販売権は、

99年間の長期におよぶものである。

80)ドイツのアイスクリ－ム会社のSchoeller Holding Group、Hot Pokets,Lean Pokets（こ

れはMovenpickからの買収である。）、アメリカのアイスクリ－ム会社のChef Americaを、

それぞれ買収している。また、02年にはアメリカで乳製品を製造、販売する合弁事業

をニュ－ジランドの酪農協、Fonterraとの間で形成している。これも、アイスクリ－

ム事業の強化、拡大に関連している。

81)沿革に示したように、ネスレ社はアメリカで最も有力なアイスクリ－ム会社、ドレイア

－社の資本を取得したが、アイスクリ－ム関連の2000年代に入っての事業買収は、当

該分野をいかに重視するかを示している。なお、06年にはヨ－ロッパのアイスクリ－

ム分野の支配力のさらなる強化のために、フィンランドの酪農協およびValiojaatelo

社のアイスクリ－ム事業を買収し、さらに東欧（ブルガリア、ギリシア、モンテネグロ、

ル－マニア、セルビア）でアイスクリ－ム事業を行う、ギリシアのDelta社も買収して

いる。

82)ロシアのボトル会社は、Saint Springs社であり、中国の食品グル－プはYinlu Foods 

Groupである。とくに後者の同族会社は、ピ－ナツミルク、各種インスタント食品、缶

詰類の中国の主要な配送業者である。また、ネスレのネスカフェコ－ヒ－の中国での

共同生産者でもある。このため、ネスレ社による中国企業の資本取得は両社間の事業

協力を強化し、当社の中国市場での加工食品などのシェア拡大に寄与すると予想され

る。なお、ネスレ社に関する201 ～ 14年の日経産業新聞の記事は、中国への事業進出

と日本でのレギュラ－コ－ヒ－の販売を中心とするものが多数を占める｡

83)調味料事業はスイスのGivaudan社への、後者はHM Capital Partner社への、それぞれ

の売却である。また、ブラジルで買収したチョコレ－ト会社（Garoto社）も、不公正

な市場競争につながるとの根拠にブラジル政府によって売却を命令された。売却した

ドイツの冷凍食品の配送会社は、Eastmanである。事業整理のもう一つの動きとしては、

東南アジアの缶詰液状乳事業の売却も挙げられる。

84)Nestlé,Annual Report,2013,p.56

85)日本円に換算すると、2013年の為替レ－トで9兆7600億円の売上高規模になる。

86)アメリカ地域の原語はZone America、ヨ－ロッパ地域はZone Europeである。Zoneを本
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文では地域と表記する。

87)厳密に先進諸国、途上諸国とは分類できない。このため、あくまでも推定である。

88)日本、オセアニア以外の国を途上諸国に分類した数字である。

89)ヨ－ロッパ地域の売上高の80％は西欧諸国で占められる。

90)Nestlé Annual Report,2013,p.60。

91)この新組織名は、原語ではNestle Health Scienceである。 

92)Nestlé Annual Report,2013,p.4。

93)ネスレ社は2000年代初頭までの5年連続して食品業界での最もグロ－バル化した企業と

して、フォ－チュン社によって評価されている（F.Schwarz,op.cit.,p.7)。

94)New York Times,Feb.11,2014,"L'Oreal Begins to Untagle Its Bonds With Nestle"́́、

などの記事による。

95)当社への原料供給を行うサプライヤ－は6万人に達する（Nestle ́ Annual Report,2013,p.5）。

96)例えば、当社の代表的な調味・ス－プのブランドのマギ－の食味も、ヨ－ロッパでも

国ごとに独自である。食味の差異を工夫して生産されている。ヨ－ロッパでも各国

ごとにス－プの味付けの嗜好は微妙に相違するためである。それが、ヨ－ロッパとア

フリカとなると、風味（臭い）を含めて食味嗜好は、隔絶するほど大きな相違となる

（F.Schwarz,op.cit.,pp.244-245）。

97)新井ゆたか編著前掲書、136-138頁。ネスレ社は食品製品の品質を世界的に同一になる

ように高い基準に設定する。このための現地事業の推進のうえからも、人材育成、人

事研修が重視されている（同上、99頁)。

98)主力事業を担う子会社名は、国名にネスレを冠している。ただし、事業地域が広大な中

国の子会社は、州、都市名にネスレを付けている。

99)中国のネスレの子会社のほぼ半数が完全子会社である。中国では、例外的に合弁方式を

とる子会社も多い。

100)Nestlé, Annual Report,2013,p.10。

101)このようなネスレ社の株式所有構造に重要な影響を及ぼしている一因は、1988年の同

社の法規改正である。これによって、同社の登録株の購入が外国人に自由に認可され

るようになった(F.Schwarz,op.cit.,p26）。また、特定株主の経営への介入を防ぐため

に、株主総会で3％以上の投票権の行使を禁止する法規も定めている（ibid.,pp.91-92)。

102)小沢健二「穀物メジャ－に関する一考察(3)」（『農業研究』,2013年所収）97 ～ 113頁参照。

103)革新はinnovation、刷新はrenovation、経営効率はoperational efficiency,製品の遍

在性はproduct ubiquityが、それぞれ原語である。「革新と再活性化」、「低コストで高

効率の運営」、「いつでも、どこでも、どんな形でも」、「消費者とのコミュニケ－ション」

を主要な経営戦略としている（新井ゆたか編著前掲書、136-138頁）。

104)Shwartz,op.cit,pp.40-41.。

105)新井ゆたか編著前掲書、139-148頁。「共通価値の創造」の原語は、Creating Shared 

Valueである。
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106)SWOT Analysis,2014,Feb.,p.4

107)同社の歴史的発展に関しては、イギリスなどの西アフリカの植民地経営とも関って、

企業史あるいは経営史としても関心をもたれ、邦文でも優れた研究が発表されている。

それを代表するのは、中川敬一郎「ユニリヴァートラストの形成」（揚井克己、大河内

一男、大塚久雄『帝国主義研究』、岩波書店、1959年所収）、および室井義雄『連合ア

フリカ会社の歴史－1879-1979年』(同文館、1992年）である。とくに後者はユニリー

バ社の子会社の「連合アフリカ会社」を主題とする力作である。しかし、本稿では、

同書を充分に活用しえていない。ここでの沿革は、とくに断らないかぎり、Hoover's 

Company Records, Unilever, May 17,2011によっている。

108)ドイツにマ－ガリンの生産工場を建設し、90年代末までに海外を中心に750の販売店を

有したのである。

109)本社を二つにしたのは節税対策であり、租税対策として二つの別々の会社、-ロンド

ンのUnilever PLCとロッテルダムのUnilever N.V.-を組織化した、とされる。これに

ついては、W.チャ－ルズ著、上田莫訳『ユニリ－バ物語』（上）（幸書房、1967年）p.i

参照。もっとも、中川敬一郎前掲論文によると、リーヴァ・ブラザーズ、ユルヘンス・

フォン・デン・バーク（論文の表記による）は、それぞれトラストとして多数の子会

社を有していたため、各々の国に本社を維持することが、企業経営にとって合理的で

あったようにみられる。なお、同社の成立に関しては、室井義雄前掲書、238 ～ 240頁

も詳細である。

110)イギリスでは50の石鹸工場を閉鎖し、ヨ－ロッパ大陸諸国のマ－ガリン・植物油製造

工場も10から5に削減した。

111)イギリスの有力食品メ－カ－はBirds Eye Foods社、アメリカのアイスクリ－ムメ－カ

－はGood Humor社、イギリスのビ－ル会社はAllied Breweries社である。このような

大規模買収もあるが、ユニリ－バ社は有名ブランドよりも無名ブランドの数多くの中

小企業を買収した。このことが、同社の買収戦略の特徴とされる（実重前掲書、114 ～

117頁）。

112)なかでも、ナショナル・スタ－チ社の買収はヨ－ロッパ企業によるアメリカ企業の買

収としては、当時の最大なものである。

113)Hoover's Company Records, Unilever, May 17,2011。70年代に、連合アフリカ会社の

株式の60％を放出した。

114)主要な企業買収は、79年のLawry'sFoods社、84年のブルック・ボンド社、87年のRagu社、

87年のChesebrough-Ponds社およびカルヴァン・クライン社の化粧事業の、それぞれの

買収である。とくに、買収したカルヴァン・クライン社の化粧事業は、当社の国際化

粧事業部の中心となった。また、89年にはFaberge/ElizabethArden社も買収した。

115)アイスクリ－ムの有力企業はBreyres Ice Cream社、防臭剤などのメ－カ－はHelene 

Curtis社である。

116)http://www.unilever.com/aboutus/ourhistory/2014/8/29,p.2。
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117)育種事業の売却は、Plant Breeding International Cambridge(PBIC)部門のモンサン

ト社への売却である。

118)http://www.unilever.com/aboutus/ourhistory/2014/8/29,p.2。

119)2000年にアメリカの体重管理に関係するSlim-Fast Foods社を23億ドルで買収し、アイ

スクリ－ム・メ－カ－のBen&Jerry's社も買収した。

120)2001年に、当社はElizabeth Arden社の香水・スキンケア事業をFrench Fragrances社

に売却した。同年には、乾燥ス－プとソ－スのブランドを、ベストフ－ド社の買収の

ための規制承認のために、キャンベルス－プ社に売却した。また、2001年には北米の

海産物事業を日本水産に、家庭での妊娠判定テスト剤の事業をAlere社にそれぞれ売却

した。02年には、小売乾燥クリ－ニングおよび洗濯関連事業をZOOTS社に、北米の19の

食品ブレンド（植物油などの）をAssociated British Foods社に、IberiFoods事業を

ブルックリングボトリング・グル－プに、特殊油脂・脂肪事業をLoders Croklaanグルー

プに売却した。03年には、フランスの冷凍食品のFridedoc社をToupargel社に、男性用

の化粧品類のBrutブランドをHelen of Troy社にそれぞれ売却した。また、06年にはス

ペインの冷凍食品事業を100万ドルでBonduelle社に、西ヨ－ロッパの冷凍食品事業の

資本持分（支配的な資本持分を有していた）をPermira社に22億ドルで売却した。08年

には、フランスでのチ－ズ製造事業のBoursinをCote dLvoire社の食用油の資本持分と

ともに売却し、調味料ブランドのLawryとAdolphも売却している。これらの子会社の売

却は、2000年代の事業整理、売却の一部を示すにすぎない。とくに、ヨ－ロッパの冷

凍食品事業の整理を徹底的に進めたのである。

121)これは、国際化粧事業部 のCoty社への8億ドルでの売却である。この売却は、香水業

界を驚かせるものであった。

122)以 上 に つ い て は、Allan de.Rooi,Unilever,Matters-A Global Company Interacting  

With Society_(Duych Publishers,2006),pp.83-86,pp.138-142,p.157,p174。

123)原語では、それぞれにPersonal Care, Refreshment, Food, Home Careである。

124)Hoover's Company Records,Unilever,2011。

125)原語では、それぞれにemerging markets, deeveloped marketsである。

126)以上については、Unilever,AnnualReport,2013,p.28。リ－マンショック以降、とくに

南欧諸国での収益性は低迷を続けている。

127)Ibid.,pp.10-11,p.27。なお、08年に当社は年間売上高10億ユ－ロ以上の13以上のブラ

ンドを有していた。

128)包装消費者用製品の原語は、packaged consumer productsである。

129)1970年代に当社から独立する連合アフリカ会社の1960年代の事業構造が貿易会社から

複合企業への転身にともない、いかに複雑なものであるかに関しては、室井義雄前掲

書361 ～ 390頁参照。なお、後に論及するように、当社は”持続的成長”、”環境重視”

を企業理念として提唱している。これも、現地でのパ－ムなどの農産品の供給体制を

円滑かつ長期的に確立するためであろう。
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130)イギリスの本社名はUnilever PLC、オランダの本社名はUnilever N.Vである。当社の

会長、および理事は本社2社に共通するものの、最高経営責任者はイギリス本社に所

属する。また、公開される株式もイギリス本社のものである。それゆえ、創業時の事

情にもとづいてイギリスとオランダの双方に本社を置くものの、企業の経営管理には

イギリス本社がより多くの責任を担う組織体制である。Hoover's Company Records, 

Nov.22,2011,Unilever N.Vによると、「Unilever N.Vはユニリ－バ社を構成する一級の

地位にある。それは、食品、日用品の巨人ユニリ－バ社を、イギリスをベ－スとする

Unilever PLCとともに合同企業として管理経営する」と紹介される。2つの本社は、「単

一の理事会と財務諸表を有するユニリ－バグル－プとして経営されている」とされる。

131)「カテゴリ－チ－ム」は、原則として各地域の戦略的に最適な拠点に配置され、例えば、

北アジア地域－日本・韓国・中国・台湾・香港－では、市場規模の大きい日本と中国

にのみ置かれている。ただし、「カテゴリ－チ－ム」の本社組織の機構図のなかでの位

置は判然としない。

132)「リ－ジョナルチ－ム」は、地域ごとの売上高、営業利益を最大にすることを使命とする。

例えば、日本での洗髪の主力製品の「ラックス・ス－パ－リッチ」は、イギリスの中

央研究所と日本本社（ユニリ－バ・ジャパン・ホ－ルデング）との共同研究をベ－ス

に延べ8万人を超える日本女性を対象に製品テストを行い、製品化された。このような

本社と現地会社との連携を進めるのが、「リ－ジョナルチ－ム」の役割とされる。

133)このユニリ－バ社の組織構造は、ユニリ－バ・ジャパン・ホールディングの広報部か

らのヒアリングによるものである。

134)以上のような企業の組織構造と推測される。「推測」と表現するのは、本社の組織機構

を具体的に示す資料、情報を入手できないためである。

135)このため、子会社の株式の所有構成にはいくつかのパタ－ンがあるものの、大部分の子

会社の株式の100％を本社が所有している（Unilever,Annual Report,2013,pp.134-135）。

136)なお、2011年には本社名はUnilever Houseとなっている（Hoover's Company Records,

   Unilever,2011）。なお、次に紹介する子会社あるいは系列会社は、原語では前者が

Unilever Food Solution、後者はUnilever UK Foods Ltdである。これ以外に、ユニリ

－バ・ベンチュア(Unileve Ventures Ltd）はユニリ－バ社の主要事業に適合する起業

を目的とするベンチュア・キャピタルで、本社とは独立に経営される有力な海外子会

社である。また、本社が株式の67％を所有するヒンドスタン・ユニリ－バ社(Hindustan 

Unilever Ltd)は、インドでほぼ独立にユニリ－バ社の事業を展開する。これらについ

ては、Hoovers'Company Records,2011の、Unilever Food Solutions,Unilever Ventures

    Ltd, Unilever UK Foods Ltd, Hindustan Unilever Ltd,のそれぞれによっている。

137)当社組織は、「カテゴリ－チ－ム」と「リ－ジョナルチ－ム」のマトリックス体制を基

本とするが、それと本社の組織機構の関係は必ずしも明らかではない。

138)Hoover's Company Records,Unilever House,2011,p.23。

139)Unilever,Annual Report,2013,p.92
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140)当社の最大のライバル企業のプロテクタ－・ギャムブル社と比較して、財務構成をい

かに評価するかが課題となる。しかし、本稿はそこまでの用意はない。

141)それは、"USLP"と表現されるものである。"USLP"はUnilever Sustainable Living Plan

の頭文字をとっている。

142)Unilever,Annual Report,2003,p.8。

143)ただし、”持続性の保障”は革新というコンセプトとも結びついている。それは、革新

的戦略（Innovate Strategy）への”新しい道”を経営戦略とするものである。革新的

戦略は、”開かれた革新”(Open Innovation)、”新事業単位”(New Business Unit)と

ともに2013年に開始された”戦略的科学グル－プ”(Stragetic Science Group)の三極

で構成される(ibid.,p.2,p.12)。

144)それは、ケニアでの茶栽培のプランテ－ション経営に代表される。

145)ただし、これは過去における当社のインドネシアでのパ－ム調達が、森林破壊、二酸

化炭素の過剰排出の源泉である、と環境団体から強い批判を浴びたことへの対応、と

の側面が強いことに留意する必要がある。

146)当社の年報では、現在の世界を"VUCA"と表現する。Vはvolatile、Uはuncertain、Cは

complex、Aはambiguousのそれぞれの頭文字である。現在の市場環境を代表的な多国籍

会社がどのように認識しているかを知るうえでは興味深い。

147)ペプシコ－ラを瓶詰製造し、担当地域で販売する業者である。

148)ガス氏がペプシ社の株式の90％以上を所有していた。しかし、ガス氏のではなくロフ

ト社の所有である、との訴訟とみられる。

149)1963年に、D.ケンダル（Donald Kendall）氏が会長となり、M&Aを積極的に追求するよ

うになる。

150)ペプシコ社のソ連への事業進出は、同社のニクソン政権を介したソ連上層部との人脈

とされる。その見返りに、ソ連のウォッカをアメリカで販売することになる。

151)コカ・コ－ラ社は85年にコ－ラの製造処方を変えたが、それは惨めな失敗に終わった。

コカ・コ－ラ社は再びクラッシクコ－ラに戻るが、その短期間にペプシコ社はコ－ラ

戦争で勝利したのである。なお、製造処方の原語はformulaである。

152)これは、ユニリ－バ社が製造する紅茶をペプシコ社の販売網を通して、ボトル詰めの

リプトン紅茶（ドリンクティ－）として販売するものである。

153)これも、コカ・コ－ラ社の優れた海外販売組織に対応する事業対応である。

154)この原語は、TRICON Global Restaurantsである。これらのファ－ストフ－ド・グル－

プを公開会社としてスピンオフし、ユム・ブランド社（YUM!Brands,Inc.）に組織再編

したものである。これにより、当社はソフト飲料のレストラン販売で有利な立場に立っ

たとされる。

155)これの具体例に関しては、注の159、160を参照。

156)03年に主要な事業組織のリストラクチュアを開始した。それまでの飲料と食品事業を

一体化した事業組織を、PepsiCo International, PepsiCo Beverages North America, 
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Frito-Lay North America,Quaker Foods North Americaの4事業部に再編したのである。

157)Nooyiという名前のCEOである。彼女はフォ－チュン500社のなかの11番目の女性CEOに

あたる。

158)以上の沿革の記述は、基本的に PepsiCo International Hoover's Company Records,

    Janu.,2014、History,pp.7-8に拠る。

159)スナック、クラッカ－の食品会社の買収としては、97年のBorden's　Crackerのブラ

ンド名のスナック事業、 Jack Smithのブランド名のクラッカ－の、それぞれのUK's 

United Biscuits社からの買収が代表的である。

160)トロピカ－ナ（Tropicana）ジュ－スはコカ・コ－ラ社のミニュトメイドに対抗するも

のである。

161)この原語は、Pepsi Bottling Groupである。

162)この買収を通して、ガトレ－ドに市場の余地を与えるために、03年には全てのスポ－

ツ栄養ドリンクをMonarch Bevarage Companyに売却した。

163)この会社は、South Beach Beverage Coである。SoBeドリンク・メ－カ－（果物を混ぜた、

エネルギ－ドリンク、茶、スポ－ツドリンク）を製造、販売している。

164)これは、02年のペプシブル－、03年のペプシバニラの導入であり、いずれも10代を対

象とする飲料製品である。

165)これは、ゼネラルミルズ社との合弁会社、Snack Venture Europe(SVE)のゼネラルミル

ズ社の資本持分の7億5000万ドルによる買収である。

166)コ－ラ以外の分野への飲料事業として、06年にIZZE社のスパ－クリング・ジュ－ス

のNakedジュ－スを買収した。また、ラテンアメリカの飲料事業にも重点を置くよ

うにもなる。なお、グロ－バルなブランド事業の推進が07年から開始されることは、

PepsiCo,Annual Report,2012,p.4。

167)子供の肥満への関心の高まりに応えて、06年にペプシコ社は、コカ・コ－ラ、キャドバ

リィ・シュウェップ、およびアメリカ飲料協会とともにアメリカの公立小中学校で飲

料水、非甘味ジュ－ス、低脂肪乳だけを販売することに同意した。高等学校に関しては、

砂糖を含まないソ－ダは販売できること、提供飲料の半分は飲料水、ダイエットソ－ダ、

レモネ－ド、あるいはアイスティであることが、同意書では要求されている。

168)PepsoCoの最初の入札が不十分で拒否されたため、数ヵ月後に現金の上乗せと株式提供

の総額78億ドルの再提案をし、買収は両社に受け入れられた。なお、次のロシアの有

力会社はWimm Bill Dann Foods社であり、ジュ－ス、高価値乳製品、ベビ－食品など

のメ－カ－である。

169)PepsiCo,Anuual Report,2013,p.7。

170)PepsiCo,Annual Report,2012,p.9.。

171)この両国の食品・飲料売上高では、当社は5位の地位を保持している。70年代前半には、

海外市場での販売額に関してはコカ・コ－ラ社がペプシコ社を上回るが、中東地域だ

けはペプシコ社がコカ・コ－ラ社を上回っている。これは、コカ・コ－ラ社はユダヤ
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系資本との風評がたったことにもよる、とされる。この点を含め、海外市場でのペプ

シコ社とコカ・コ－ラ社との市場競争の様相に関しては、実重前掲書、194 ～ 197頁参照。

172)Hoover's Company Records,Janu.,2014,p.6。

173)PepsiCo,2012,Annual Report,p.20。

174)これらの事業部名は、原語ではそれぞれに、PepsiCo Americas Foods、PepsiCo 

Amercas Beverages=PAB、PepsiCo Europe、PepsiCo Asia, Middle East,&AFrica=AMEEA

である。

175)メキシコのSabritas社、Gamessa社、およびブラジルのスナック・メ－カ－Mabel社な

どの事業が含れる。 

176)本文の資本関係のない系列会社の原語は、noncontrolled affilliatesである。

177)以上は、PepsiCo,2013,Annual Report,p.pp.35に拠る。

178)Ibid,p.31,p.117。

179)Ibid,p.67。

180)06年の新たな経営体制の発足にともない、ペプシコ社の前CEOはクラフトフ－ド社の新

CEOに就任した。このことも、ペプシコ社とクラフト・フ－ド社との企業体質の類似性

を示すものかもしれない。

181)PepsiCo,2012,Annual Report,p.4。なお、当社の食品・飲料事業の販売、一般管理費

の割合は営業経費全体の45％占める(PepsiCo,2013,AnnualReport,p.67)。営業経費に

占める販売・一般管理費の割合は高い。それゆえ、効率的な配送、販売のネットワ－

クの構築、整備が、食品・飲料事業の収益性にとっての重要な経営課題をなすのである。                   

182)また、最近時には、ボトリング事業のスピンオフを求める有力株主の提案が繰りかえし

発表されているが、経営側はこの提案を拒否している。これについては、The New York 

Times,Feb.13,2014,"Peltz Renews Call for a Pepsi Co Split", July 17,2013,"Activist Peltz 

Urges Merger of PepsiCo and Mondelrz"などの記事に具体的に示される。

183)当社は、次にみるコカ・コ－ラ社と同様に、様々な慈善事業に資金拠出している。”持

続性の重視”の経営戦略は、途上地域に事業の重点を置くことの企業理念のキャッチ

フレ－ズとして語られるものの、その域を出ないようにみられる。

184)PepsiCo,2013 Annual Report,p.6。

185)沿革は、主としてHoover's Company Records, The Coca-Cola Company, May6,2014,に

よっている。この他に、マーク・ペンダラスト著、古賀林幸訳『コカ・コーラ帝国の興亡』

（徳間書店、1993年）も参考にしている。

186)コカ・コーラが開発され、販売された時期は、「いんちき売薬の全盛時代」であったこ

とについては、マーク・ペンダラスト著前掲書18 ～ 30頁参照。

187)軽飲食店は、より正確にはソ－ダファウンティンと呼ばれる、炭酸水を含めた軽食を

カウンタ－販売する店である。当時、アメリカでは炭酸水は健康に良いとされ、盛ん

に販売されていた。

188)コカ・コ－ラ社の立場からすると、ボトラ－にコカ・コ－ラの製造、瓶詰め、販売を
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委託する方式である。

189)これは、いたるところ遍く商品を存在させる、”ユビキティ（ubiquity）”戦略とされる。

とくに、「特別な時間が生じる場所にコカ・コ－ラを必ず存在させ、人々の特別な記録

の一部になろうとした」当社の広告、宣伝は、広告活動の歴史のなかの秀逸なものと

される。これについては、マイケル・モス著、本間徳子訳『フ－ドトラップ』（日経BP社、

2014年）、153-154頁参照。

190)1923年に社長に就任し、その後長期に当社の経営を支配するロパート・ウッドラフ（ウッ

ドラフ二世）がいかに個性的な経営者であったかに関しては、マーク・ペンダラスト

著前掲書164 ～ 194頁参照。

191)ファンタ、スプライトのいずれの導入も1960年であり、63年にはTABの新事業も開始し

た。

192)ペプシコ社の沿革で紹介したように、ニュ－・コ－ラの味覚は消費者に全く受け入れ

られなかった。元に戻したコカ・コ－ラはクラシック・コカ・コーラと呼ばれる。

193)コロンビア映画会社のスタジオをソニ－に1989年に売却し、コカ・コ－ラ社に10億ド

ルの収益をもたらした。

194)この新たな新会社の株式の51％を公開売却した。

195)これは、長期に会長を務めたゴイズェタ（Goizueta）の97年の死去にともなうもので

ある。企業価値を高めることを経営方針とする17年間のゴイズェタ体制のもとで、コカ・

コーラ社の資産価値は40億ドルから1,450億ドルにも増大した。

196)これは、キャドベリ・シェワップ社からの買収によるものである。なお、95年にM&Aに

よりバ－グ（Barg）社からビ－ル事業も買収した。

197)それは、Mad River Tradersの茶、ジュ－ス、ソ－ダ水のブランドおよびOdawalla社の

ブランド名、smoothiesジュ－スの買収などである。

198)01年に、中国のボトリング施設の建設に1億5000万ドルの投資を発表した。

199)これは、ニュ－コ－ラ以来の大規模な新製品の導入とされる。

200)1億2800万ドルを支払って、ダノン社のエヴィアン（Evian）ブランドの配送権を確保

した。

201)2000年代前半までに、ジュ－ス、水、その他飲料でのペプシコ社との間のブランド化

および品揃え競争はさらに激化し、それが2000年代後半にも続いた。

202)カロリ－燃焼飲料はEnvigaと呼ばれる、緑茶をベ－スとする飲料である。これを、ネ

スレとの共同事業として販売するようになった。

203)これは、4億4000万ドルによるJugos del Valla社の買収である。

204)2000年にイヴィスタ－（Ivester）は辞任し、CEOの後を継いだドラフト（D.Draft)は

大規模なリストラを実施し、5,000人を解雇した。しかし、後にアメリカの黒人労働者

によって人種差別だとの提訴がなされた。この訴訟を決着するために1億9300万ドルを

支払った。また、03年には世界全体で2,800人を解雇した。

205)これは、ペプシコ社で言及した06年の公立小中学校での炭酸飲料の販売中止などであ



－ 167 －

る。こうした社会風潮を背景に、05年以降、炭酸飲料の売上高は減少している（Hoover's 

Company Record,p.3）。

206)それは、新たな販売・広告活動をもともなったが、コカ・コーラを当社の主力製品で

あるとのキャンペ－ンもあらたに開始された。新規分野の進出としては、とくに13年

の高級ココナツ水メ－カ－のZICO飲料会社の買収などが注目される（ibid,p.3)。

207)2010年のイギリスの有力清涼飲料メ－カ－(Smoothier Innocent,Fresh Trading Ltd)

の資本取得、11年のHonesto Tea社の全額買収などがある。一方で、イギリスの異業種

の整理・処分なども行われている。

208)中東最大の独立飲料会社はAujan Industries社である。その資本の50％を取得した。
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