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青果物における通い容器システムの現代的意義と今後の方向
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1.課 題の設定

戦後、青果物流通では段ボール箱 を最も一

般的な包装容器として利用 し、これを変化さ

せ ることなく今 日に至ってきた。従来、段ボ

ール箱はそれ以前に支配的であった木箱 と比

較 して軽量であるため、運搬作業が軽減 され

ることや、使用済み段ボール箱を再生利用で

きるといった利点があった。我が国では段ボ
ール箱の回収率、再生利用率ともに高いが、

近年、使用済み段 ボール箱の回収等の人件費

が高騰 し、再生資源としての利用が徐々に困

難 となってきている。また、段ボール箱はゴ

ミ処理問題の深刻化に拍車 をかける結果 とな

ってきてお り、近年の環境問題への国民の関

心の高まりの中で、重要な社会的問題になっ

て くることが予想 される。すなわち、環境問

題への社会的関心の高まり、物財費に対する
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人件費比率の変化などによって、段ボール箱

に代替で きる包装容器が必要とされているの

である。すなわち大量の段ボール箱を使用 し

てきた青果物流通 において、反復利用が可能

なプラスティック容器を用いた通い容器 シス

テム導入の意義が増大 してきているといえよ

う。

通い容器システムは、従来から酒類、パン

類や牛乳 など他の食品では一般的 に用い ら

れ、流通圏が限定 される地場野菜においても

導入が認められてきた。これを青果物流通 に

広範に導入するに当たっては、他品目で既 に

用いられている通い容器システムの問題点 を

踏まえるとともに、商品特性、取引形態及び

流通機構への適応 を考慮 して改良されなけれ

ばならない。

そこで本研究では、以下の三つの課題につ

いて検討を行 うこととする。

第一は、青果物流通への通い容器システム

導入の現代的意義を明 らかにすること。

第二は、通い容器 システム導入にあたり、

青果物固有の解決 しなければならない課題 と

対応策を明 らかにすること。

第三は、通い容器 システム導入に必要 とな

る公共的 ・政策的課題 を明らかにすることで

ある。

2.青 果物流通への通 い容器 システム

導入の現代的意義

青果物が出荷者から小売業者に至る流通過

程での段ボール箱包装に対する通い容器包装

の優位性を検討するには、次の三つの課題の
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検討が必要である。すなわち、①内容物品の

保護の優劣、②物流活動における利便性をめ

ぐる優劣(註1)、 および③通い容器システム

の導入条件である。

1)内 容物品の保護の優劣 について

青果物の流通における減耗率は、野菜で10

%強 、果実で16%と 高 く、 しか も、近年、わ

ずかではあるが、増加傾向がみ られる(表1

参照)。 この割合を減少できれば、物流が効率

化することはいうまで もない。青果物は物理

的要因による品質劣化が激 しい商品である

が、物流過程では、作業効率上、丁寧に扱え

ないため1物 理的危険への対応 として、包装

容器には十分な強度を必要 とする。この点で

は段ボール箱 よりもプラスティック製の通い

容器の方が一般的に強度が高 く、荷痛み を減

少 させることができるため、より適 した包装

容器であるといえよう。また、温度 ・湿度 な

どの環境条件の変化への対応面でも、プロッ

コリーやカリフラワーといった冷蔵を必要 と

する特定の品目を除 くと、商品劣化を防ぐた

めには、通気性が高い包装が適 している。密

封型の段 ボール箱 と通 い容器 を比較 した場

合、一般に通い容器は上蓋のない形状をして

お り、通気性が保たれている。更に、側面が

メッシュ状であるため、商品の品質チェック

が容易となり、中間の流通段階毎に品質チェ

ックが可能になって、事故発生を発見 しやす

く、それ以降の輸送をス トップできること、

また、半永久的に使 える通い容器として、環

境問題(ゴ ミ処理問題)と 無縁である、 とい

う利点 も見いだされよう。

2)物 流活動 における利便性の優劣 について

物流活動における最大の費用は人件費にあ

る。人件費の節減には、運搬作業効率を向上

させることが重要な課題 となる。包装容器問

題 における作業効率性の基本は最小包装単位

の決定にある。最小包装単位 は、商品の形

表1青 果物の消耗率の推移

(単位 千 トン)

資料:平 成7年 度食糧需給表 より作成。



状、消費量、価格などの諸条件によって決定

されるが、これまでの段ボール箱輸送では、

各々の条件 に合わせ て、それぞれの出荷者

(生産者)が 個別に決めて きた。チェーンス ト

アの集配セ ンターや卸売市場 に出荷す る場

合、通常、一台の トラックに同一品目を積載

して輸送するため、包装容器 も同一形態 とな

り、積み込み ・積み下ろしに関 しても、一定

水準の作業効率が確保 されてきた。 ところ

が、仲卸業者が販売先の小売業者 に配達する

場合や、チェー ンス トアの集配センターから

各店舗への配送時には、複数の商品の積み合

わせが必要となるため、商品毎に底面サイズ

(タテ×ヨコ)が異なれば、作業効率性が低下

するのである。従って、異なる商品を混載す

る場合、効率性確保のために重要 となるの

は、スタッキング(積 み重ね)の 効率性向上

を目的とした包装容器の底面サイズの統一に

ある。 また、同一底面サイズの包装容器での

スタッキングが可能 になると、現在、一般的

なカゴ車ではな く、 ドーリー(コ ンテナ専用

台車)配 送が可能 となる(註2)。 その利点

は、i)運搬業務 に要する労働が軽減 され、作

業効率が増す こと。ii)トラック輸送時に積載

効率を高めることが出来 ること、にある(註

3)。

このように通い容器システム導入には、底

面サイズの統一規格が不可欠なのである。同

時にそのサイズの適性が確保 されなければな

らないが、その点に関しては底面サイズ40cm

×　60cmのISO規 格(International　Standerd

Organization)プ ラスティック容器(註4)に

注目する必要がある。同規格の利点は次の3

つにまとめ られる。

①作業効率性が高い。これは、人間工学的ア

プローチから、岡田明氏によって実証済み

である。作業者は包装容器 を手で移動 させ

ることが多いが、ISOサ イズの通い容器

は最 も負担の少ない大 きさの一つであると

いうことが明 らかにされている。

② トラック輸送時の効率的な積載が可能とな

る。これは、通い容器の統一で無駄 なスペ

ースを無 くすことができることにある。

③ カゴ車からドーリー配送 に切 り替えること

ができるため、オペレーション効率が増す。

すなわち、スタッキングが容易で、従来型の

カゴ車か ら、 ドーリー配送への切 り替 えが可

能となり、小売店内品出用器具(手 押 し型台

車)へ の積み替えを必要 とせず、作業の軽減

化がはかれる。具体的には、出荷者の作業、

運送業者の積み替え作業、および小売店舗の

パー ト社員の作業を軽減化 させることが可能

となり、流通関係者のこれまでの過重労働を

軽減で きるのである。

3)通 い容器システム導入条件の検討

青果物流通において、これまで段ボール箱

は商品(財)の 一部 として売買 されていた。

すなわち、従来の段ボール箱輸送では、

商品の価格=

[商 品 自体(財)の 価格]+[段 ボール箱の価

格]+[流 通サー ビスの価格](1)

と捉えられる。

これに対 して、通い容器システムでは、

商品の価格=

[商 品 自体(財)の 価格]+[流 通 サ ー ビス

(容器サービス+そ の他の流通サービス)

の価格] (2)

すなわち、輸送に伴 う容器費用を流通サー

ビス費用の一部として捉えることができる。

さらに、従来の青果物流通 における包装は、

輸送包装 としての機能が最大限に発揮 されな

ければならなかったにも関わらず、その点が

あいまいにな り商業包装的要素に傾いていっ

たと見ることがで きる。通い容器システムの

導入は、包装容器本来の機能を最大限に発揮

するために、流通サービスの一部 として捉え

直すことを意味 してお り、物流合理化が強 く

求め られている現在、社会情勢に合致 したシ

ステムといえよう。
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このような包装容器の捉え方の転換によっ

て、包装容器の費用負担のあり方が変わるこ

ととなる。従来の段ボール箱輸送では、容器

費用は商品(財)自 体 の供給費用 に付加 され

るものであ り、出荷者(生 産者)が購入 して、

小売段階まで商品の一部として継続 して売買

されてきた。そのため、段 ボール箱費用は見

かけの上では出荷者が負担 しているが、商品

の所有権の移転に付随して、継起的に各流通

主体が買い取 り、負担 してきたということに

なる。

次に、段ボール箱包装 と通い容器システム

における容器費用の負担者について比較検討

しておく。後者については一般に用いられて

いるデポジット(預 託金)シ ステムを採用す

る場合について考察する。デポジットシステ

ムは、青果物を取引した買い手が、通い容器

を利用 して青果物を受け取った場合、通い容

器回収センターに輸送すると、一定のデポジ

ット料が受け取れるシステムであるが(註

5)、 この場合、通い容器を利用する出荷者が

利用料 を負担 し、買い手は通い容器返却に伴

う費用 を先行 して負担するが、その負担費用

よりも大きいデポジットを受け取るために通

い容器返却を必ず行 うこととなる。そのた

め、通い容器利用費用は出荷者のみに限定さ

れることとなる(図1、 図2参 照)。

ゴミ処理問題については、小分け作業やパ

ック加工など、最初に段ボール箱が不要とな

る流通段階で段ボール箱のゴミとしての処理

が必要となる。そのため、どの流通段階で段

ボール箱のゴミ処理 を必要 とするかは、各々

の流通事情によって異 なり、ゴミ処理負担の

主体は多様である。他方、通い容器 システム

であれば、ゴミ処理費用は全ての段階で不要

となる。

ここで、段ボール箱輸送と通い容器輸送に

ついて、出荷者の負担費用の大小 を比較する

と次のように示される。通い容器の利用料の

設定は現状では様々であるが(註6)、 最も一

図1段 ボール箱包装に伴 う主な費用負担者

注:1)卸 売市場を経 由しない場合、卸売業者、仲卸業者が排除され る。
2)??主 たる負担者 匠2??従 たる負担者

図2通 い容器システムに伴う主な費用負担者

注:図1と 同様 。



図3段 ボール箱と通い容器システム利用の容器費用の比較

注:直 線Dは段 ボール箱利用時の容器費用 、直線Cは 通 い容器 システム利用時の容
器費用 を不 している。

般的な、利用日数によって設定 されているも

のについて検討する。この時、段ボール箱 と

通い容器システムの容器利用費用は、図3の

ように示すことができる。

段 ボール箱は買取制であるため、利用日数

によって利用費用は変わらず、容器利用費用

は一・定である(直線D)。 他方、通い容器シス

テム利用の場合には、日数によって利用料が

決められているため、容器費用は利用 日数に

比例 して上昇する(直線C)。 従って、直線C

と直線DはP点 で交わることとなる。すなわ

ち、通い容器利用費用 と段ボール箱価格が一

致するt日 以内で流通 される場合には通い容

器利用が有利 となり、t日 以上の 日数の利用

が必要な場合 には段ボール箱利用が有利 とな

る。これより、利用 日数が短期の場合、通い

容器利用が、長期の場合、段 ボール箱利用が

適することになる。

近年の青果物の流通では鮮度維持が重要視

されているため、流通に要する日数は短期化

する傾向がみられ、通い容器輸送が段ボール

箱輸送よりも有利 となるケースがふえている。

社会全体が負担する1ケ ースあたり包装容

器の費用は、費用負担者が誰かに関わらず、

各流通段階で負担する費用を総和 して考えな

ければならない。

Σ通い容器利用費用くΣ段ボール箱利用費

用 (3)

が成 り立てば、包装容器を段ボール箱か ら

通い容器 に変更する社会的意義があることと

なる。

通い容器システムでは、洗浄 ・破損 ・紛失

時の補充などのメンテナンス費用、及びシス

テム管理費用が必要となる。ここでは同一の

通い容器の平均的な使用可能回数をn回 とす

ると、1サ イクル利用(註7)に 要する費用

(=通 い容器利用費用)は 、

Σ通い容器利用費用=

[通い容器製造費用/n]+[通 い容器送

付 ・回収 ・保管費用]+[メ ンテナ ンス

費用]+[シ ス テム管理 費用](4)

と示 される。 Σ段 ボール箱利用費用は、

Σ段ボール箱利用費用=



[段ボール箱製造費用]+[段 ボール箱送

付費用]+[ゴ ミ処理費用](5)

と示される。通い容器システムが段 ボール

箱利用に対 して優位性を持つには、

(4)<(5) (6)

が成 り立たなければならない。

現行の利用料金は(4)=(5)と 設定 されて

いるが、以下、(6)となる条件 を検討 しよう。

容器製造費用 について

ここで は、第(5)式 第1項 の[通 い容器

製造費用/n]、 第(6)式 第1項 の[段 ボ
ール箱製造費用]に ついて検討する。通い容

器 は一般 にプラステ ィック製で耐久性が高

い。すなわちnが 大きい数値 をとっている。

他方、段ボール箱は1サ イクルの使用を目的

として作られているため、1サ イクルあたり

製造費用では、通い容器の方が低 くなる。

送付(回 収)費 用について

ここで は、第(5)式 第2項 の[通 い容器

送付 ・回収 ・保管費用]、 第(6)式 第2項 の

[段ボール箱送付費用]について検討す る。通

い容器では、折 り畳み方式や リバーシブル方

式などのネスティング(畳 み込み)技 術が進

歩してお り、効率的な送付 ・回収 ・保管を行

える技術基盤が整ってきている。だが、通い

容器の効率的な送付 ・回収には全国主要都市

に送付 ・回収拠点を設置する必要があ り、用

地確保 、設備設置の費用が必要 となる。他

方、段ボールは回収の必要がな く、送付費用

のみとなるメリットがある。

管理 ・ゴミ処理費用について

ここで は、第(5)式 第3、 第4項 の[メ

ンテナ ンス費用]、[システム管理費用]、 第

(6)式 第3項 の[ゴ ミ処理費用]に ついて検

討す る。通い容器のメ ンテナ ンス費用 とし

て、通い容器の洗浄の頻度については、事前

に袋詰処理後、出荷 されるものには不要で、

直詰めの場合には1サ イクル毎に洗浄を必要

とするように、商品形態によって異なるが、

近年の事前のパ ック処理化の進展は、通い容

器の洗浄の必要頻度を少な くしている。紛

失、破損容器の補填 については、デポジット

システムを採用 していると、発生率を低 く押

さえられる。システム管理費用には、通い容

器ロジスティック管理、デポジット管理が含

まれ、一括 してコンピュータ管理がされるた

め、取扱数量によらず、システム管理費用は

ほぼ一定であり、通い容器総数が多 くなれば

平均 システム管理費用は低 くなる。

段ボール箱は、利用後の回収 ・再生に要す

る費用が大 きいことから、ゴミ処理が必要 と

なる。ゴミ処理可能量の限界から、社会的費

用は今後、益々大 きなもの となることが予測

される。

以上の検討から明らかなように、通い容器

システムの円滑な運用の基本は送付 ・回収拠

点機能とメインテナンス機能を備えた拠点施

設の整備であるが、その全国的な適正配置 と

運用費用節減の基本は、このシステムの普及

(通い容器数の飛躍的増大)に かかっていると

いえよう。他方、段ボール箱輸送では、利用

後段ボールのゴミ処理費用の大 きさが今後、

最大の問題 となることが予想 されよう。従っ

て、長期的観点 に立てば、通い容器システム

構築が社会的に望ましいと考えられよう。

3.通 い容器システム導入に伴う青果物

流通固有の特性への対応課題

従来、青果物流通固有の特性への対応が欠

如 していたために通い容器システムが特定業

者間や業者間に留 まり、全国的に普及 してこ

なかった。その要因は容器回収の困難性、規

格の非統一性、および流通コス トの大 きさに

あった と考 えられる。 これ らの解消策 とし
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て、容器回収については先に示 したデポジッ

トシステムの導入、規格については政策的な

規格の統一・化が考えられるが、流通コス ト削

減については、種々の条件への対応が必要と

なる。青果物は工業製品 と比較 して最終消費

者価格 に占める流通コス トが大 きく、中間流

通コス トを削減することは以前から大 きな課

題であった。青果物固有の流通 コス ト節減問

題は流通の基礎条件 との整合性 に留意する必

要がある(註8)。 すなわち、①生産 ・供給特

性、②消費 ・需要特性、お よび③商品特性で

ある。以下、この分類に従って、順に検討する。

1)生 産 ・供給特性への対応課題

青果物 の生産 ・供給特性 は、生産の零細

性、全国各地の気候条件の差異 と変動が もた

らす、①産地の特化、および②産地の季節移

動、にある。これらの特性に対応 した通い容

器システムを青果物流通に導入するために、

以下の条件が満たされなければならない。

第一に、生産者段階における作業上の優位

性の確保である。青果物は工業製品 と異な

り、少量の生産物を、個別農家や町村 ・農協

の集荷場で、手作業で箱詰めされる。プラス

ティック製通い容器を導入するには、従来の

段ボール箱包装 よりも作業上の優位性の確保

されなければならないのである。プラスティ

ック製通い容器は、生産物の箱詰め作業上の

効率性は段 ボール箱 と変わらないが、折 り畳

み式の容器を用いると段ボール箱よりも形成

作業の容易さ、容器保管スペース上の優位性

が認め られることとなる。

第二に、全国に散在する出荷体制への対応

が不可欠 となる。容器 自体が販売 される段ボ

ール箱包装 と異なり、通い容器を循環 させる

ためには、タイミング良く、効率的に出荷者

に供給 されなければならない。そのために

は、全国各地への通い容器配布 ・回収 を行 え

るシステムが必要なのである。地場野菜流通

にみられるように、出荷者(出 荷団体)が 特

定の卸売市場のみに出荷 している場合や、特

定のチェーンス トアと固定的な流通経路 を形

成 している場合には、通い容器の導入は比較

的容易である(註9)。 全国に散在する出荷団

体は複数の出荷先を持つ事が多いため(図4

参照)、 固定的取引関係が維持されていなくて

も、成立 しうるシステムが必要 となる。その

ために、通い容器システムの配布 ・回収拠点

の全国的設置、およびデポジッ トシステム導

入の必要性がある。現在は民営で独 自に通い

容器の回収セ ンターを設置 しているが、今

後、規格が統一化され、新規参入業者が出現

すると、出資利用を目的に共同出資による設

置が可能 となる。また、通い容器システムの

普及 ・一般化 は公共的観点からも望ましいと

考 えられるため、公的支援や第三セクター方

式 も今後の方向 として考えられよう。

2)消 費 ・需要特性への対応課題

青果物に対する消費 ・需要特性は、①消費

者の鮮度 ・熟度重視の消費傾向、お よび② ワ

ン ・ス トップ ・ショッピングの深化にある。

図4一 般的な青果物の流通経路



鮮度 ・熟度重視の消費傾向に関する検討は、

次項(3)商 品特性へ の対応課題で詳 しく行

う。

通い容器システムの青果物流通への導入に

は、ワン ・ス トップ ・ショッピングの深化に

よって小売段階における重要性が増 している

チェーンス トアの仕入 ・販売方法への適応性

が重要である。日本では1970年 代以降、大規

模小 売店がチェー ン展開 を通 して成長 し、

1980年 代以降についてみても、1995年 までの

15年 間に店舗数は1.7倍 に増加 している(表

2参 照)。 また今日、消費者の購入先 として野

菜、果実とも 「スーパー」が最大 となってい

る(表3参 照)。 これらが意味することは、チ

ェーンス トアの集配センターの仕入れおよび

各店舗への配達方法にいかに合致 させてい く

かが今 日の物流問題でも重要 となっていると

い うことである。通い容器に対する需要を、

日本で先駆的に通い容器システムを展開 して

いる1社 についてみても、生協を含めると全

表2日 本のチェーン店舗数の推移

量がチェーンス トアとなっており、その成長

率はめざましい(表4参 照)。 チェーンス トア

の物流合理化に対する需要について考察する

と、以下の ようにまとめ られる。まず第 一

に、ゴミ処理費用の削減である。チェー ンス

トアでは、集配センターと小売店舗の2段 階

で使用済み段ボール箱のゴミ処理が必要 とな

り、それに伴 う費用削減が重要な課題となっ

ている。ここで、大手チェーンス トアA社 の

通い容器システム導入による段ボール箱削減

量の事例 を示 したものが、表5で ある。第二

に、作業効率性の向上に伴う人件費の削減で

ある。一般的なチェーンス トアでは、エリア

毎に設置された集配センターに商品が納品さ

れ、仕分け後、各店舗 に分配される流通チャ

ネルを形成 している。 この流通チャネルで

は、集配センターに納品された商品の積み下

ろし作業、分配先 となる各小売店舗毎の仕訳

作業、 トラック積み込み作業、店舗到着時の

積み卸 し、店舗内での陳列作業が必要とされ

る。これらの一連の作業が効率化 されるとハ

ン ドリングコス トを低下できる。そのために

必要 となる条件は、容器の底面積が統一 さ

れ、 ドーリー配送が可能であること、積み上

げによる荷崩れの恐れのない容器であること

が求め られる。以上のチェーンス トアの需要

には、プラスティック製の通い容器システム

が有効であると考えられるのである。

資 料:『 日本 ス ー パ ー一マ ー ケ ッ ト名鑑 』1981年 版 一1996年 版
、 商業 界 よ り作 成。

3)商 品特性への対応課題

青果物の商品特性は①生鮮性、②腐敗性、

③破傷性、および④重量性 にある。その為、

物流において特 に重要 となるのは品質および

鮮度維持にある。これまで物流ではこれらの

課題に対 し、冷蔵技術の高度化によって実現

した保冷や コール ドチェーンの構築によって

対処 してきた。今 日の発達 した冷蔵技術は、

保管目的から一時的な鮮度維持 目的 としての

意義が強い。すなわち、味覚に最も影響 を及

ぼす鮮度維持に対 して消費者の要請が高 まっ



表3購 入先別に見た1世 帯当たり1ヶ 月の青果物の購入額

資料:総 務庁統計局 「全国消費実態調査」平成6年 。

注:購 入先 の区分 は以下の通 り。一般小売店;ス ーパー、コンビニエ ンスス トア、百貨店、

デ ィスカウン トス トア以外の小売店をいう。スーパー;店 舗面積が100m2以 上あ り、全

売場面積 の1/2以 上でセルフサ ービス方式 を採用 し、1日 の営業時間が12時 間未満

又は通常 の閉店時間が21時 前 の小売店 をい う。 コンビニエ ンスス トア;全 売場面積の

1/2以 上でセルフサ ービス方式 を採用 し、1日 の営業時 間が12時 間以上で、通常の

閉店時間が21時 以 降の小売店をいう。百貨店;衣 ・食 ・住 にわたる各種 の品物 をそろ

えて売ってお り、常時50人 以上の従業員のいる小売店をいう。生協 ・購 買;組 合員の

出資 によってつ くられている生活協 同組合、農業協 同組合や会社、官公庁等が職員のた

めに設 けてい る購 買部 をいう。デ ィスカウン トス トア;店 頭商品 を原則 的に全品値引 き

して、安 い価格 を売 り物 に している小売店 をい う。通信販売;新 聞 ・雑誌、ラジオ ・テ

レビ ・カタログ等で広告 し、郵便、電話 などで注文 を受け、商品 を配送す る販売方法 を

い う。その他;上 記以外 の店 、例 えば、問屋、市場、駅 ・劇場等 の売店、露天及び行商

な どをいう。

表41社 のレンタルコンテナ実績と需要業者数の変化

注:1社 内部資料 より作成。

表5チ ェー ンス トアA社 の導 入 コ ンテナ数 と段 ボ ール 削減 量

注I社 内部資料 よ り作 成。



てお り、近年、流通にスピー ド化が求められ

る商品が増加傾向にある。これらより、包装

容器に求められる条件は、通気性 と簡便性で

ある。冷蔵技術が効果的に作用す るために

は、包装容器は密閉型 よりも、開放型の容器

が適 しているといえよう。

これらの考察か ら、通い容器 と段ボール箱

の特徴は以下のように認められよう。

第一に、輸送対象 となる商品の物理的特性

への対応である。つまり、あてや擦れによっ

て生 じる品質劣化の生 じやすさ、温度管理水

準 ・通気性の必要性、商品の大 きさ ・形 ・形

状などである。大半の青果物は、大 きさに差

が少な く、呼吸を必要としてお り、物理的衝

撃で品質劣化を起 こしやすいため、通い容器

の方が適する。他方、品目は限られるが、大

きさが特殊であった り、密閉性 を要す ものは

段ボール箱の方が適するものがある。

第二に、商品特性への対応である。通い容

器利用は、他の加工食品で従来から用い られ

て きた ように、近年増加 している青果物の

加工品 ・半加工品への対応は容易である。 こ

れに加えて前述 したとお り、利用料金が利用

日数で設定 されるケースが多いため、近年の

鮮度維持を目的とした流通の速度が速い商品

には、特に合致 した形態であるといえる。た

だ しディスカウン トス トアなどで見 られる果

実の最終消費者のまとめ買い時には、容器の

返却不要性から段ボールが利便性を持つケー

スが考えられる。

ここで通い容器と段ボール箱がそれぞれ適

表6通 い容器と段ボール箱の
優位点および適合品目

合する品目を商品特性から整理すると表6の

ように示 される。現代的なニーズへの対応と

して、過剰包装による過剰な費用を削減し、

鮮度維持を目的とした通い容器包装が今後の

適切な方向であるといえよう。

4.政 策提言

1)ゴ ミ削減可能量の推計

近年、顕在化する環境問題に対 し、青果物

流通において積極的な貢献が可能なものは物

流の改善に他ならない。特に出荷者から、消

費者に至る途中でゴミ処理されている段ボー

ル箱 を通い容器化することによって、ゴミの

排出量 を大幅に減少させることが期待で き

る。 これまでの段ボール箱を使用 した青果物

流通 において発生するゴミは、①段ボール箱

自体 と②包装容器内での商品の積み重ねによ

る荷痛みによる減耗分である。現状の50%が

段ボール箱配送から通い容器配送に移行で き

た場合、それぞれのゴミの削減可能量は次の

ように計算できる。

平成7年 度の野菜および果実の流通で用い

られた段ボール箱利用重量は、青果物が全て

0.5kgの10kg箱 で取引 されていると想定する

と、17,200千 トンの野菜の流通に861,000ト

ンの段ボール箱が、8,830千 トンの果実に

442,000ト ンの段ボール箱が用いられたことと

な り、段ボール箱 自体によるゴミ排出削減見

込み量は652,000ト ンとなる。 これは、全国

の板紙生産量の3.73%に 相当する(註10)。

他方、荷痛みによる減耗量は、経験値から

従来の減耗量の約30%が 削減可能である。同

年の荷痛み率減少による青果物の削減可能な

減耗量は480,000ト ンとなる。

これ らより、段 ボール箱利用の減少 と通い

容器利用による荷痛みによる減耗率の減少の

総 計 に よっ て、 削 減 可 能 な ゴ ミ重 量 は

1,132,000ト ンとなり、全国の年間ゴミ排出量

の2.23%に 相当する(註11)。 通い容器 シス



テムへの移行は環境問題への取 り組み として

現代的価値が大きい と考 えられよう。

更に青果物の包装容器の通い容器化には、

従来の他品目で用いられていた欠点を改善 し

つつ、適切なシステム作 りが必要となろう。

その際、重要 となるものは次の2点 である。

(i)通い容器サイズの統一規格の整備の必要性

第2節 で検討 したように、通い容器の底面

サイズの統一は、物流の効率性 を向上 させる

と同時に作業が軽減される。そのために、各

企業が異なった規格の通い容器 システムを構

築する以前に、政府の リーダーシップによる

プラスティック容器の規格の統一が望まれる

のである。

(ii)通い容器システム構築 のための全国的整備

支援の必要性

第3節 で検討 したように、通い容器の送

付 ・回収費用の節減が必要であり、全国主要

都市に通い容器配布 ・回収拠点を設置するこ

とが不可欠となる。その際、適切 な立地条件

の用地の確保が必要となる。近年地価は低下

しているものの、企業努力のみでは適切な用

地確保は困難である。そのため、政府の積極

的支援が必要 となろう。

環境問題 に対する社会的関心の高まりと、

物流合理化が実現可能な技術的基盤が成立 し

ている今 日、青果物の物流において も、合理

的で効率的な対応策が早急に講 じられなけれ

ばなるまい。

(註1)一 般 に包 装 は輸 送 包 装(Transport　 pack

aging)と 商 業包装(Commercialpackaging)に

大別 され、 そ れぞ れ物 品の輸 送 ・保管 を主 目

的 と した もの、販売 を主 目的 とした もの を指

してい る。市 来 清也 著 『物流 経営 論』、1980

年 、 ぎ ょうせい 、pp.79-83参 照 。

(註2)カ ゴ車 は90×120×180cm程 度 の カ ゴ状

の台 車であ り、包装 容器 を積み込 んで用 い ら

れ る。サ イズが大型 で あるため 、小売 店鋪 内

で の移 動 に は適 さない た め 、 トラ ック輸 送

後、小 型 の台車 に積 み替 え る必 要が ある。 ド

一 リーは包装容 器 と同一一サ イズ の台車で
、ス

タッキ ング した通い容 器 の最 低部 に置 き、集

配セ ンター 内、 トラ ック輸送 時、 お よび小 売

店舗 内で も、 その ま ま積み替 えず に用い られ

る と ころ に特 徴 があ る。

(註3)日 本 で は普通 免許 で運 転可 能 な トラ ック

の最 大 積 載量 は4tと な って い る。 そ の た

め、運転 手 の確保 が簡 単で あ り、高速 料 金が

普通 自動 車 と同額で ある ため、同サ イズ の ト

ラ ックが最 も多 く用 い られ てい る。 この4t

トラ ックで は、保 冷箱 自体 の1tに 加 え、 カ

ゴ車 に約1tが 必 要 とな るため、 内容 物 自体

は残 りの2tし か輸送 で きない。他 方、 ドー

リー はカ ゴ車 よ り遥 かに軽量 であ るため 、内

容 物 自体 の輸送量 は カ ゴ車利用 時 よ りも大 き

くなる。

(註4)ISO規 格 とは、International　 Standard

Organaization岡 田明稿 「IFCO通 い容器

一 の 手操 作 負 担 に関す るす る 人 間工 学 的検

証 」1998年 参照 。

(註5)例 えば1社 の デ ポジ ッ トシス テム で は、

下記 の よ うな方法 を採 ってい る。

すなわち、出荷者は1社から通い容器を借り

受け、レンタル料とデポジット分を支払う。

出荷者は川下の次の流通主体(ここでは小売

業者)に青果物を通い容器一を利用 して配送

する。小売業者は通い容器を1社 に配送する

費用よりも大きなデポジット料を得ることが

出来るように設定されているために、通い容

器を紛失せずに回収しやすいシステムとなっ

ている。

(註6)他 には、例えば、通い容器の利用料が利

用回数で設定されている場合がある。

その場合でも地場流通や特定の小売業者と固



定的取引関係のある場合のみで、通い容器が

保管目的用いられていない。この場合、出荷

者の観点からすると、流通の川下段階でのハ

ンドリングコス トの多寡に影響されないか

ら、通い容器を利用するインセンティブは利

用費用のみとなる。そのため、利用費用が回

数で設定されていると、一回あたりの通い容

器の利用費用が段ボール箱買い取り価格より

も小さければ、通い容器を利用することにな

る。

(註7)1サ イクルとは、出荷者から小売店にお

ける陳列台に商品が並ぶまでの一連の流 通

過程を指 している。

(註8)藤 谷築次稿 「農産物市場構造変化のメカ

ニズム」、農林業問題研究第7号 、1989年 参

照。

(註9)地 場流通の例として、明石地方卸売市場

の通い容器がある。堀田学稿「荷受け会社が

育てる地場野菜～明石市場明果明石大同青

果」、農業 と経 済9月 号 、1998年9月 参照 。

(註10)流 通量 は 、国 内消 費仕 向量(=国 内生 産

量+輸 出 一輸 入)を 用 い た。全 国 の板 紙生 産

量 デー タは紙 ・板 紙 統計 年報 参照 。

(註11)平 成7年 度 ごみ総排 出量 は5,069万t。 「一

般廃 棄物 の排 出 及 び処 理状 況等 につ いて」厚

生省 ホ ー ムペ ージ

(http://www.mhw.go.jp/houdou/1010/

h1027-2 _14.htm1)参 照。

〈付記 〉

本稿をまとめるにあたって、藤谷築次先生

および両レフェリーに有益 なコメントを頂い

た。感謝の意を示 したい。
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