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 第 1章 はじめに  

  

私たちは、生活習慣病といった現代病、食生活の変化により、野菜の摂取量を再度重要視

し、野菜を購入している。こうした現代のニーズに合わせて、野菜は多様な形で市場に流通

する。棚に陳列されている野菜はもちろん、冷凍食品・缶詰・ドライ野菜・カット野菜等販

売されている野菜の形態は多岐に渡る。  

市場に流通する野菜は色や形が揃った美しい野菜である。一方、現代の市場では流通量が

少ない「美しい」野菜もある。固定種・在来種といわれる野菜だ。京都の九条ねぎもその一

種である。九条ねぎが京都の「京野菜」として調理される様子を初めて見た際、市場で流通

するねぎにはない粘り気に非常に驚いたと同時に、ねぎが料理の中で主役として扱われてい

ることに驚き、実際に食べ、日常的に食べている野菜と明らかな味の違いを感じ、さらに驚

いた。私が口にする野菜は、コンビニエンスストアで手に入るカット野菜、サラダ等の加工

品が多く、野菜の甘味・酸味・エグみ・苦みといった味の要素を感じることが少なかったか

らである。固定種・在来種は形が不揃いであり、味も独特である故に、市場での流通が少な

い。しかし、「京野菜」のように形・味の個性を付加価値として販売する可能性を有してい

る。  

また、固定種・在来種を栽培し、I農園へ調査に行った。その際、「CSA」という販売形態

を知った。CSAとは、Community Support Agricultureの略であり、地域密着型の販売形態

である。市場に卸す広いネットワークではなく、狭いネットワークで販売する CSAという形

態に固定種・在来種販売の新しい可能性を感じた。  

こうした可能性を感じたうえで、固定種・在来種が有する個性・付加価値性と市場におけ

る適性を調査する。本稿では、伝統野菜・固定種・在来種の変遷と現状、CSA を活用して、

地域密着型販売の展望、最後に総括として固定種・在来種が有する個性及び付加価値の活用

案を述べる。  

  

第 2章 固定種・在来種・F1種について  

  

種には、固定種・在来種・F1種という違いがある。その違いについて、明治大学 農学部 

野菜園芸学研究室 元木悟准教授に戴いた資料を基に作成した。  

  

⑴ 固定種・在来種について  

  

昭和 30年頃までの農家は自分で花や実から種を採って蒔いていた。このように、ある地

域で何代にもわたって絶えず種を取り、育てていくうちに選抜・淘汰を繰り返すことで、自

然とその野菜の個性が定着し、固定していった野菜・果物の種を「固定種」という。親から

子、子から孫へと代々同じ形質が受け継がれている種で、味や形が固定されたものが育つ。  



 「在来種（伝来種とも言う）」とは、固定種の一つで、自然な育種をしていくうちに、その

土地の気候・風土に合わせて適応していった伝統野菜・果物の種のことをいう。以下では、

固定種・在来種の特徴について説明する。  

  

⑵ 固定種・在来種の特徴  

  

固定種・在来種を育てると、地域の食材として根付いているので、環境適応能力が高く、

「自然栽培」にも適している。それぞれに個性的で豊かな風味があるので、野菜本来の独特

の味わいが楽しめる。発芽や生育にバラツキがあるため、収穫期がずれるので生産計画が立

てにくい。その分長期にわたって収穫を楽しむことができる。自家採種できるので種を何度

も買う必要がなく、循環型の持続可能な農業が実践できる。ただし、種の保存管理は手間が

かかる。  

今では伝統野菜の一部を除いて、固定種の野菜を育てる農家はほとんど居なくなっている。

実は今私たちが毎日食べている野菜・果物のほとんどは「F1 種」と呼ばれる種から育てら

れている。今商品として売られている種の包装袋には、たいてい「～交配」と印刷されてい

るが、これが F1種である。以下では、F1種について説明する。  

  

⑶ F1種とは  

  

 「F1 種」とは、異なる性質の種を人工的に掛け合わせて作った雑種１代目のことをいう。

異なる親を交配させることで、次に生まれた子(第１世代の種)が親とは異なる新たな形質を

持つ種子である。雑種１代目には「雑種強勢」という性質が働くため、野菜の生育がよくな

る。さらに、メンデルの法則によって、野菜の大きさや形、収穫時期がそろうようになる

（＝規格がそろう）ため、非常に効率が良くなることから、現代最も多く使用されている種

である。 以下では、F1種の特徴について説明する。  

  

⑷ F1種の特徴  

耐病性の品種など、常に改良されているので、特定の病気を避けやすい。品種改良されて

いるので、一般に味にクセがなく食べやすく、風味が均一になる。発芽や生育の揃いが良い

ので市場で売れやすく、大量生産・大量輸送・周年供給に適している。農薬・化学肥料を使

うことが前提あるいは推奨されているものがほとんどなので、「自然栽培」には不向きであ

る。F1種から採取した種（F2種）になると、F1種と異なる性質が現れるため、自家採種で

同じ性質をもった種が取れず、毎年種子を購入する必要がある。  

  

第 3章 伝統野菜  

  



⑴ 伝統野菜とは  

  

まず伝統野菜について見ていく。伝統野菜とは古くから地域で作られてきた在来種の野菜

で、地域の風土や生活に密接に結びつき、生産されてきたものをいう。2）伝統野菜といわ 

れるもの http://vegetable.alic.go.jp/yasaijoho/wadai/0501/wadai1.html より抜粋 同

じ地域で長く採取を繰り返し、寒さや暑さといった気候条件や虫害などに耐えるうちに、そ

の土地での生育に適応してきた品種であり、限定された地域内では、安定した収穫が期待で

きる。香り、エグみ、苦味、甘味といった風味をはじめ、形も独特になったものが多い。  

野菜にはもともと全国各地に固有の品種がみられたが、戦後経済の急速な発展に伴い多数

の労働力が、農村から都市へ移動した。このことから大都市への生鮮食料品の安定供給が必

須になってきたため、1960 年代なかばごろから効率的に周年安定生産できるような品種へ

の改良が進み、地域固有の品種は生産量が激減した。しかし近年では、味に特徴があり、地

域の食文化との関連も深いため食材としての付加価値も高く、また話題性もあることから、

伝統野菜の関心が高まってきている。このような関心の高まりから伝統野菜ブームも起こっ

ている。実際に伝統野菜を畑に行って収穫し、自ら調理して食べるツアーを行っている都道

府県もある。  

  

⑵ 伝統野菜の事例  

  

次に全国にある伝統野菜の事例についてあげていく。伝統野菜は全国各地にあり、形など

も多様性に富んでいる。有名な例としては京野菜では賀茂なす、九条ねぎ、伏見唐辛子や長

野の野沢菜などがある。京都に現地調査に行った際に賀茂なすや九条ねぎがあった。  

  

↑賀茂なす             ↑九条ねぎ  

  

⑶ 伝統野菜の流通について  



  

現在の伝統野菜の流通についてみていく。いくつかの例として京野菜では、東京など関東圏

の市場にもわずかではあるが出荷しているが、やはり主な出荷先は京都、また近隣の県など

が主である。このことから伝統野菜を遠くへ出荷することの大変さが分かる。例として京都

産と茨城県産のミズナを比較してみていくと、年間を通して京都産は 1～2％しか出荷され

てないことがわかる。しかし伝統野菜というブランドがあるため他の野菜よりは高値で取引

されている。  

（表１）東京都中央卸売市場における京野菜および茨城県産ミズナのシェア(2005)  

   1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9 月 10月 11月 12月  

総販売量  ：t  750 852 1,000 1,004 912 719 512 567 535 670 812 738  

京都産  ：％  1.5 1.4  1.5  1.6  2 1.8 1.2 1.1 1.1 1.2 1.4 1.1  

茨城産  ：％  77.1 76.8 78.9 82.2 81.7 77.3 77.5 79.7 79.7  74 76.6 80.8  

出所：「農産物地域ブランド化戦略」筑波書房 藤島廣二・中島寛爾 編著より抜粋  

  

⑷ 伝統野菜の展望  

  

 伝統野菜の展望について考えていく。今現在流通されているよりさらに多くの伝統野菜を

流通させるには栽培地域を増やしたり、市場の開拓など新しい様々なことが考えられる。ま

た伝統野菜を用いて地域復興をしていくことも可能であるので、伝統野菜は様々なシーンで

大きな役割を果たすことができる。このように伝統野菜を用いれば新たな売りや地域 

復興などが可能になるので今後伝統野菜の重要性は高まってくると考える。  

  

第 4章 伝統野菜と固定種、在来種の関連性  

  

伝統野菜の魅力とは味である。しかし、形の揃いが悪い、手間がかかるなどといった理由

から、画一的な大量生産が求められ、生産量が減少している。地産地消が叫ばれる今、その

伝統野菜や固定種に再び注目が集まり、伝統野菜の復活をめざす動きが、全国各地で盛り上

がっている。  

  

⑴ 伝統野菜と種の歴史  

  

伝統野菜と種の歴史的に見ると、固定種で野菜作りを開始し、鎖国時代にはその地域特有

の野菜へと新たに固定されていった。そして、諸大名は参勤交代するときに、その地方の特

産野菜を持っていき、交換したり献上したりしてそこから採られた種を各地で交配し、固定

していったのである。  



昔のなすやきゅうりなどは、柔らかかったが、今では、スーパーや店頭で見栄えが良くな

るように、長時間輸送にも耐えられるようにと品種改良されている。  

江戸東京野菜は江戸の人口が増加し、食料が不足して、全国各地の大名が江戸に持ち込ん

だ野菜が今まで残ったものである。その一つ小松菜がある。(以下、小金井市食育ホームペ

ージ http://www.koganei-style.tokyo/k-s/yasai_list/edo-yasai/e01.html より抜粋) 江

戸幕府八代目将軍の徳川吉宗公が命名するなどと、武家との関係も深い。伝統野菜は古くか

ら種を通して命が今に伝わり、その地域で脈々と作られている、その地域ならではのおもて

なし食材なのだ。  

  

⑵ 種から伝統野菜の輪を広げる事例―埼玉県 N園  

  

伝統野菜は自分で育てることもでき、畑でもプランターでも作れてしまう。繰り返し述べ

るが、伝統野菜は固定種と呼ばれる種になる。スーパーなどで売られている野菜は、F1 種

と呼ばれるもので、系統の異なる親同士を交配してできた雑種第１代である。F1 種は自家

採取せず、毎年新しい種を買う必要があるが、形や大きさの揃いがいい、成長が早いなどの

理由から、大量生産を必要とする農家にとって都合がいいのである。その対局にあるのが固

定種で、長い年月をかけ、その土地の気候風土に適応した野菜から種採りを繰り返し、形や

色、味を固定化していったものである。  

N園は、固定種に特化した全国的にも珍しい種屋さんである。野菜の種類も豊富で、オン

ラインショップで購入できる。N園は、日本各地に固定種を専門に扱う商店だ。農家が

代々種を採ってきた伝統野菜を含め、約 500種類を扱っている。  

  

第 5章 伝統野菜の新市場開拓について  

  

⑴ CSAについて  

  

CSAとは Community Support Agricultureのことであり、1980年代にアメリカで導入され

た体制である。CSAにおける消費者は share-holders：株主・会員であり、農家と消費者が

相互支援することで成立する体制である。会員である消費者は会費を決まった期間に支払い、

農家が栽培した農作物を「分配」という形で手に入れる。また、天候や害虫による不作等の

農業のリスクも共有する。農家は会費を設備・器具や、たい肥等に投資できるため、安定し

た経営をすることができる。上記のように、CSAは消費者（share-holders：株主・会員）

と農家が食糧生産におけるリスクと便益を分け合う仕組みである。アメリカでは浸透しつつ

ある概念で、ニューヨークといった大都市や、オレゴン州に位置するアストリアでも多く導

入されている。一方で日本では未だ知名度が低い。  



日本の CSA導入事例として、茨城県つくば市にあるＩ農園を挙げる。Ｉ農園では卸売市場

には流通させにくい在来種・固定種を中心に少量多品目の農産物を生産しており、形が不揃

いで、適した調理方法が限られる在来種・固定種にあった販売形態として、CSAを導入して

いる。  

I農園は少量多品目生産を行い、農園を分配所として消費者である会員に野菜の分配を行

っている。I農園からわかる CSAの強みは５つある。  

１点目は、消費者・生産者が相互に顔を合わせることができる点である。農家は会員であ

る消費者と交流する中で、消費者の声・ニーズを得ることができるだけでなく、消費者のボ

ランティア参加によって、野菜の不作・豊作状況等の理解を得ることができる。消費者は農

園に野菜の分配を受け取りに来るだけでなく、ボランティアで袋詰め等の作業を手伝うため、

生産者としての農家を知ることができる。さらに、分配を受ける野菜の適した調理法等を聞

くことができる。ボランティアは強制ではなく、ボランティアに参加せずとも、分配を受け

る野菜のリストに同様の調理方法等の記載があるため、情報を得ることができる。  

2 点目は、前払い制による計画営農の実現可能性の向上である。農業経営をするうえで、

会費は経営における「予算」となるため、作付面積や量の計画を立てやすくなる。欠点とし

て、不作時の返金対応が課題であるが、CSAはあくまでも相互支援である故に、消費者の理

解が解決策且つ必要不可欠な要素である。消費者は前払い制により、分配時は金銭のやり取

りなしに野菜の分配を受けることが可能になる。  

3点目は、CSAのコミュニティとしての機能性である。CSAは農園に会員が訪れ、ボランテ

ィアに参加する場合もあるため、会員同士の交流の場となる。また、交流は強制ではなく、

自然的に発生する。単身世帯の会員や、主婦の会員等、会員層は様々で、CSA は消費者にと

って新たな地域の交流の場と成り得る可能性を有している。また、農家も会員による口コミ

効果等を得ることができる。  

4点目は農産物の選別不要性である。Ｉ農園では色や形が不揃いな在来種・固定種が多い

ため、見た目で選別することが困難である。しかし、分配という形をとる CSA であれば、見

た目を問わず、分量で分けるため、卸売市場では規格外品となるような農産物も販売するこ

とができ、ロス（廃棄）を減らすことが可能となる。  

5点目は配送不要という点である。ネット通販の浸透により配送料の値上がり、傷み等の

多くの配慮すべき点があるため、農家にとって配送は配送料・人件費という面で、大きな負

担である。しかし、CSAは、消費者である会員が農園に来るため、配送は不要である故に農

家の負担は最小限である。消費者は、配送や小売店等よりも、新鮮な状態で野菜を手に入れ

ることができる。  

上記のように、CSAは独自性が強い在来種・固定種の野菜に適応可能な仕組みであり、生

産者である農家と消費者である会員が相互にリスクと利益を分け合う仕組みである。しかし、

CSAは会員がいることで成立する仕組みであるため、会員獲得が必要不可欠であり、初期か



ら多くの会員獲得は困難である。故に利益に対する長期的視点を持つこと、CSAだけでなく

他の販路開拓をすることが重要である。  

また、配送を行わない CSAにおいて、農園の立地条件は顧客（会員）獲得、売上拡大にお

いて極めて重要であるといえる。  

  

⑵ 種子の保存について  

  

次に、種子の保存について見ていく。先述した I 農園では自家採種を行なっている。次世

代に残すべき素晴らしい固定種などを選び育てており、このようなことからおいしい野菜

が採れるそうだ。また種は自家採種を繰り返すことでその気候風土に合った強い品種にな

っていく。CSA は少量多品目を前提としているため、現地調査に行った際にはケールやほ

うれん草などの様々な野菜の種が収穫されていた。また食べたスイカの種をその場で取っ

ていた。  

自家採種とは反対に種屋に依頼して、九条ねぎを栽培している京都の株式会社 K にも調

査を行なった。株式会社 K は種屋から九条ねぎの原種と他のねぎをかけあわせて九条ねぎ

の良さが明確に出るような種を仕入れている。 

２分の１で掛け合わせるよりもさらに 100 分の 1 などかけ離れた掛け合わせで種を作っ

ている九条ねぎ農家もある中、2 分の１で種を作ることにこだわっているのはかなり売り

になる。また、大量にネギが必要になるということは種も同様に大量に必要になるため、

自家採種では限界もあり大変であることから種屋に依頼していると考えた。自家採種では

野菜を育て、種を取りその種を保存、管理するところまで全て生産者自身自ら行なってい

る。このことから高品質のまま種を管理、調節することが可能であり、結果いい野菜を育

てることができるのが利点である。一方種屋に依頼するのも大量の種をお願いすることが

できるので 

CSA のように少量多品目でなければ種屋に依頼する利点はあると考える。  



  
↑ケールの種  

  

⑶ 流通について  

  

最後に CSA の流通について見ていく。例としてこちらも I 農園についてみていく。I 農

園では CSA 会員に毎週もしくは隔週で採れたての野菜を農園に取りに来てもらうように

なっている。取りに来てもらうようになった経緯としては子供が生まれ、子育てしながら

一軒一軒家に宅配するのが困難になってしまい、この宅配することが困難な理由を CSA 

会員に正直に話したところ宅配の大変さを分かってもらえ、農園に取りに来てもらえるよ

うになった。  

野菜を分配する基本の流れとしては、まず野菜を均等な重さごとに分け袋詰めし、大きな

野菜は必要であれば切る。また冷蔵が必要な野菜(切ったスイカなど)を冷蔵庫に入れて保存

しておく。その後、それぞれ野菜を種類ごとに並べ、会員には配られる用紙に載っているそ

の日に貰える野菜リストを見ながら自分たちで選択する。嫌いな野菜や不必要な野菜ばかり

に偏らないようにするために選択制にしている。分配所については農園と農園の他にもある

ので、会員は自宅から近い分配所に行き野菜を受け取ることができる。  

現在 I農園の CSA 会員は 40 件ほどであり、そのほとんどが農園から 6km 圏内に住ん

でいる人たちであるため、農園に取りに来てもらうという形が可能になっている。また分配

所を設置することで農園から遠い人も野菜を受け取ることができる。どうしても宅配が必要

な場合は別途料金が発生するが会員の家まで届けるサービスも行なっていた。取りに来ても

らう形を可能にしたのは農園の近くに消費者が住んでいるということもあるが、やはり生産

者と消費者の信頼から成し得たものであり、CSA が究極の地産地消ということがこのこと

から分かる。また農園だけであれば、農園から遠い人が取りに来るのが大変で CSA の契約

をするのを躊躇してしまうかもしれないが、分配所を作れば農園が遠い人でも自分の近くの



分配所で野菜を受け取れるようになり、I 農園の美味しい野菜を食べることができるように

なる。さらに口コミなどで農園の野菜の良さが広まれば農園について気になってくる人や、

契約したいと思う人も増え販路は拡大すると考える。  

このように CSA は地域密着型の流通であり、市場に出荷するよりは狭い販路ながらも

生産者と消費者のお互いの信頼から販路が確立し、新たな流通の場となっている。また、

CSA は少量多品目で栽培、提供を行うため、伝統野菜などのように少量でしか栽培するこ

とができない品種にはとても適していると言える。I 農園では万願寺とうがらしや伏見唐辛

子などの伝統野菜を栽培し消費者に提供している。伝統野菜など日ごろ調理しない野菜な

どはどう食べていいかもよくわからない点が多いと思うので I 農園では美味しく食べるた

めのレシピなども一緒に提供している。こういった情報発信は狭い市場であるからこそで

きることであり、大きな利点である。  

  

第 6章 まとめ・今後の展望  

   

私たちは、その土地で古くから作られ、 採種を繰り返し、その土地の気候風土にあった

野菜として確立された、伝統野菜の新たな流通経路として、CSAを提案した。  

 第 5章で述べたように、CSAは生産者にも消費者にもメリットがある。さらに環境面でも

メリットがある。CSA 農場のほとんどが有機農業に取り組んでいるため、環境面での負荷を

考慮している。また、コミュニティーを通して社会貢献活動を行ったり、農場でボランティ

アを受け入れたりもしている。農作物を売り買いするだけでなく、農家や農業自体を支えて

いく仕組みが CSAなのだ。一見、農業の流通方法を革新的に変えるように思われる CSAだ

が、なぜか日本では定着していない。  

なぜ、日本には CSAの仕組みが定着しないのだろうか。それは、CSAに投資の要素がある

からかもしれない。CSAは、消費者にあらかじめ決められた金額を払ってもらうが、その年

の収穫量が多ければ多めに野菜がもらえるし、災害等にあってしまえば野菜が届かないこと

もある。ようするに生産者と消費者は共同体であり、提携者である。ここが通常の売り買い

とは最も違う点になる。なので、CSA では支払いに見合うだけの商品が届くかどうかは、天

候次第ということになる。  

ただ、よく考えてみると農業は天候に左右される産業だ。スーパーには常に野菜が並んで

いるが、台風で被害を受け、冷夏で収穫量が減る地域もある。収穫量に応じて価格も変動す

る。CSAでなくても、農業は不安定な産業なのだ。  

また、一つの産業クラスターとして、地域の観光や文化、環境などと結合すれば、これが

地域再生・コミュニティ再生の大きな核となりうるだろう。最後に、CSAは、未来の農業を

支える仕組みになりうるかもしれない。これから安価な輸入野菜が流通することも考えられ

る。そうなると安心して食べることができる野菜を確保するのが難しくなる可能性もある。

そうなったときこそ、CSAがもつ強みが発揮されるはずである。  
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