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研究成果の概要（和文）： 
 従来、産地側から見てバイヤーはその交渉相手として認識されていた。ところが実際にはフードサービス企業内部の
機能分化と同様に、バイヤーについてもその機能は分化している。そのため食材の探索・提案機能を持ち、メニュー開
発に関与するバイヤーがいる一方で，調達購買機能と調理部門への供給機能のみで、食材の探索や提案を行わないバイ
ヤーの存在も確認された。また中食企業は、外食と比べて産地が取引に向けた提案を容易にできるとされている。しか
し分析の結果、産地が提案を容易にできるかは、バイヤーの持つ機能やバイヤー機能と他の主要機能の分担・連携状況
により異なることが明らかとなった。

研究成果の概要（英文）：
 Some buyers were identified as having the functions of searching for foods, proposing commercialization, 
and developing restaurant menus, while other buyers concentrate on the purchase, procurement, and supply 
of products to serve the food preparation sector. These findings suggest that food producers are more 
likely to achieve successful transactions when negotiating with buyers from food service businesses if 
they recognize not only the buyers’ job types, but also their functions. Results suggest that buyers are 
involved in menu development at prepared food companies having a large client chain irrespective of 
whether they have a central kitchen, and that buyers at companies having a small central kitchen do not 
function as menu developers. Furthermore, prepared food companies that do not have a central kitchen but 
have a large store chain develop their menus also at their retail stores.

研究分野： 農学
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１．研究開始当初の背景 
成熟化が進む食市場の中にあって、農産物

の実需者であるフードサービス業の中には、
使用する野菜を国産に切り替え、さらに産地
から直接調達することで、他社との差別化を
図り、競争力の源泉とする企業が登場してい
る。 
 また、買い手であるフードサービス業から
のニーズに対応する形で、農業生産者が積極
的に加工・業務用に適した野菜を生産し、フ
ードサービス業と継続的な取引関係を構築
し、安定した農業経営を実現するケースも出
ている。 
 このような中で、実需者の窓口となるバイ
ヤーと産地の担当者の役割は重要性がこれ
まで以上に高まっているが、外食市場の規模
縮小などにより、フードサービス業では離職
率の上昇などバイヤーの世代交代・人材育成
は順調ではない。フードサービス業が国産食
材の調達を開始・増大する際や、産地がフー
ドサービス業と取引を推進する上で、対境担
当者としてのバイヤーがどのよう機能を備
えていくのかを把握することは大きな課題
となっている。 
 
２．研究の目的 
本研究では、国産食材の調達において、産

地と実需者の接点となる、フードサービス企
業の仕入れ担当者（バイヤー）の経験と行動
に着目し、対境担当者の実態およびその評価
を総合的に解明することを目的とする。 
前項で指摘した背景のもと、フードサービ

ス業の食材調達、特に青果物の調達において、
産地との折衝・調整を行ってきたバイヤーの
機能やバイヤーがどのように育成されてい
るのかは全く明らかになっていない。また、
フードサービス産業は、近年の競争激化など
により、離職率が他産業と比較して高い傾向
にあり、職務経験者の中途採用に頼るなど、
課題を抱えている。そこで本研究では、フー
ドサービス業における、バイヤーの組織内で
の実態とメニュー開発、産地との関わりにつ
いて明らかにすることを目的とする。具体的
には、以下の諸点を解明する。 

①フードサービス産業における仕入戦略
（青果物を主要対象とする）を把握し、
産地開発戦略の位置づけを明らかにす
る。 

②上記①を受けて、バイヤーの実態と産地
の関わり、メニュー開発との関係につい
て明らかにする。 

  
３．研究の方法 
 本研究ではヒアリング調査を中心とする
定性的な調査を中心にする。 
まず、フードサービス業におけるバイヤー

の実態について、業界団体でバイヤーを対象
とする商談会や産地見学会、研修等を行って
いる担当者へヒアリング調査を実施し、バイ
ヤーの動向について概観する。 

次に、生産者との直接取引により青果物を
調達するフードサービス業のバイヤー機能
を、具体的事例を対象とするヒアリング調査
により明らかにする。野菜を戦略食材の１つ
として位置づけ、差別化を図っているフード
サービス業のバイヤーがどのような機能を
持ち、産地との折衝しているのか、対境関係
者としての位置づけやメニュー開発との関
わりの状況を個別具体的事例へのヒアリン
グ調査によって解明する。 
 具体的には、バイヤーと農業参入の関わり
については、ローカルチェーン 2社と大手チ
ェーン１社への聞き取り調査を行う。 
 そして、フードサービス業のバイヤー実態
の把握は、大手チェーン 3社とローカルチェ
ーン 1社を対象にヒアリング調査を行う。 
 
４．研究成果 
（１）産地との直接取引による野菜調達だけ
でなく、農業参入による野菜調達を行うフー
ドサービス業を対象に、バイヤーと農業参入
の関係について聞き取り調査を中心とした
実態調査を行った。ローカルフードサービス
チェーンの農業参入を、食材調達・利用シス
テムの１つとして位置付け、①自社農場での
生産品目数と調理場所、②農業参入方法、の
2 つの視点から大手チェーンと比較、考察し
た。自社農場の生産機能と調理場所ではロー
カルチェーンと大手チェーンに違いは無か
った。しかし、農業参入方法では違いが確認
された。ローカルチェーンでは農業参入前の
農業生産者との関係が弱いことから農業参
入時に農業生産者との連携が無く、本社所在
地での参入となる。一方大手チェーンでは、
農業参入前から契約栽培先の農業生産者と
の関係が強く、参入時には農業生産者との連
携が図られ、本社所在地とは関係のない地域
での参入となっていることが確認された。 
（２）バイヤー機能の分化の現状と分化によ
って生じる課題を明らかにし、機能分化後の
機能間の連携状況が規定される要因につい
て、主として業態の違いとチェーン展開方法
の違いから考察した。従来、産地側から見て
バイヤーは、その交渉相手として認識されて
いた。ところが実際にはフードサービス業全
体の機能分化と同様に、バイヤーについても
その機能は分化している。そのため食材の探
索・提案機能を持ち、メニュー開発に関与す
るバイヤーがいる一方で、調達購買機能と調
理部門への供給機能のみで、食材の探索や提
案を行わないバイヤーの存在も確認された。 
そして弁当・総菜製造販売業(中食企業)で

は、調理機能と探索・提案機能の一体化が容
易で、産地からは多様な商品提案を行いやす
い。これに対し、ファストフード業態では、
探索・提案機能が弱いバイヤーとなり、産地
からは既存品目をベースにした商品提案が
有効である。新規食材の提案を行う際は、メ
ニュー開発担当者への提案が必要となるこ
とを明らかにした。今後、産地がフードサー



ビス業との取引を進める際にはバイヤーと
いう職種面だけでなく、機能面から接近しこ
れらのバイヤー機能の違いを意識した商品
提案や商談を行うことで、より取引の成約に
結び付くことが示唆される。 
（３）本稿が分析対象とした中食企業は、一
般的にフードサービス業の中でも調達品目
が多く、主に店頭に陳列したものを販売しメ
ニューブックを持たないことから、外食と比
べて産地は取引に向けた提案（以下、取引提
案）を容易にできるとされている。しかし分
析の結果、取引提案を容易にできるかは、バ
イヤーの持つ機能やバイヤー機能と他の主
要機能の分担・連携状況により異なることが
明らかとなった。 
セントラルキッチン（CK）を持ちチェーン

規模の大きい企業では、主要機能が本社に集
約された上で、機能分担が図られている。そ
してバイヤー機能のうち食材探索機能は購
買部のバイヤーと開発部のメニュー開発担
当者の両方に備わっている。さらに、産地と
の接点となるバイヤーにも「メニュー開発」
機能があるため、産地からは新規食材を含め
た取引提案が可能である。しかし、産地側で
は大きな取引ロットでの提案が必要となる
ことが確認された。CK を持たずチェーン規模
の大きい企業では、本社の開発部と購買部に
「バイヤー」機能の「食材探索」機能と「メ
ニュー開発」機能があり、機能の分担を行う
一方店舗でも「食材探索」機能と「メニュー
開発」機能を備える。従って新規食材の提案
はもちろん、取引ロットに規定される可能性
が低いため、産地側は取引提案が行いやすい
といえることが確認された。そして、CKを持
ちチェーン規模の小さいローカルチェーン
では、機能の分担がそれほど進んでおらず、
調理部署に「バイヤー」機能の「食材探索」
機能と「メニュー開発」機能が一体化してい
る。つまり、生業店と同様に産地側は取引提
案を行いやすく、ロット面では CK を持つこ
とから生業店よりも大ロットでの取引が可
能であることが明らかとなった。 
このようなことから、産地が中食企業への

取引提案を行う際には、単に中食という業態
で判断するのではなく、CKの有無やチェーン
規模によりバイヤーの持つ機能が異なるこ
と、機能間の関係が異なることを踏まえた品
目やロットの提案が必要になることが明ら
かとなった。 
（４）まとめ 
 本研究では、フードサービス業バイヤーの
実態について、業態とチェーン規模、CKの有
無に着目して分析を行った。その結果、産地
がフードサービス業との直接取引を進める
際には、バイヤーの機能やバイヤーの調理・
メニュー開発など他の機能（部署）関係につ
いて留意した商談を行うことで取引成立の
可能性がより高まることが示唆された。 
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