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12 第45巻第4号(通巻135号)

|| シンポジウム論文01 〔農業経営研究第45巻第4号.2008J 

企業的農業経営評価における

農業経営学理論の再構築にむけて

新聞章司*

I はじめに

農業経営学の主たる研究対象は農業経営である

が，農業経営は経営環境に応じて，経営戦略や形

態を選択する。そのため，経営環境が変化すれば，

農業経営学の研究領域や理論も変化する必要があ

る。よってこれまでも農業経営の研究対象や手法

に対する議論は活発に行われており，豊富な蓄積

がある注1)0 1999年と2000年には，企業的農業経

営の出現を受けて. I新たな農業経営の出現とそ

の評価JI新時代に向けた農業経営理論の再構築」

が大会テーマとなった。

近年の農業経営を取り巻く大きな環境変化とし

ては，株式会社の農業参入が認められたことあげ

られよう。 2000年の農地法改正により，株式会社

(株式譲渡制限有り)が農業生産法人となること

が認められ. 2003年の構造改革特別区域法の制定

により，株式会社の農業参入が解禁された。さら

に2005年度には全国展開され，また農業経営基盤

強化促進法も改正され，農業生産法人以外の法人

に市町村等(市町村又は農地保有合理化法人)が

農地を貸し付ける方式(リース方式)によって株

式会社が農業に参入することが可能となった。

もはや企業“的"な経営だけでなく，株式会社な

どの本格的な企業による農業経営が可能になり，

その数を伸ばしている。また，農業経営聞の連携

による広域的なネットワークも見られるように

* 九州大学大学院農学研究院

なっており，フランチャイズ型の農業経営も展開

されるようになっている卸)。農業経営学にとっ

ては，対象の変化に対応し，家族経営の発展型と

しての企業“的"農業経営だけでなく，企業による

農業経営(企業農業)の存在を前提とした理論の

構築が必要になっている。

企業農業を評価するには，法律的な形態からの

把握では不十分であり，経営理念や目的，経営実

態が明らかにされなければならない。そこで本報

告では，これまでの農業経営学理論を整理した上

で，企業農業の存在と実態を最新の事例から検証

する。さらに，農業法人経営者に対する調査を実

施し，経営理念や目的の背景に潜む，経営者の価

値観を分析する。それにより企業農業の今日的特

徴を明らかにし農業経営学理論の再構築の一助

となることを試みた。

ところで，一般に企業化が進んでいるといわれ

る畜産については別途報告があり，米麦作につい

ては来年度に集落営農をテーマとした議論が企画

されているため，本報告では野菜作を主な対象と

した報告を行うことを断っておきたい。

注1)文献(l4Jや[16J(l7Jなど。

注2)文献[7]や[18Jなどを参照されたい。

E 農業経営体の動向と株式会社

農業経営体数は，総農家数，販売農家数は減少

傾向にあるが，その一方で，認定農業者，法人経
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第1表経営体数の推移

年度

認定農業者

農業法人注

農業生産法人 6，213

資料農林水産省

注:農業法人は一戸一法人を除く

2006 

228，538 

8.412 

第2表 法人の農業参入状況(農業生産法人以外)

参入 組織形態別

法人数 株式会社 有限会社

2006年 3月 156 80 41 

2007年 3月 206 110 54 

比率 (07/06) 132.1 % 137.5% 131.7% 

資料:農林水産省

営，農業生産法人は増加傾向にある(第 l表)。

農林水産省の資料によると， 2006年の農業生産法

人は8，412あり，そのうち180社が株式会社となっ

ている。農業生産法人以外の法人参入数は， 2007 

年で206社となっており， 2006年の156杜と比較し

50件増加している(第 2表)0 2006年9月からの

半年を見ても，約2割の伸びを示しており，その

聞の撤退は「無し」となっている。組織形態別で

は，数としては株式会社が大きな伸びを示してい

る。業種別では建設業が多いが，食品会社やその

他の参入も増加している。営農類型別では野菜84

(29.2%) ，米麦等38(26.7%に複合35(56.5%)， 

果樹30(20.0%)の順に多い。

E 企業的農業経営の出現と農業
経営学理論

1 企業的経営の出現と管理論の導入

戦後日本の農業においては，零細な家族経営が

太宗を占めており，農業経営学も家族経営を主対

象として， Iいかに農業生産力を向上させるかJ
という問題認識を出発点に学問体系を構築してき

た。「単なる業主」としての家族経営を取り巻く

客体に焦点を当てた構造論的農業経営学や，農家

経済に焦点を当てた主体均衡論的農業経営学が主

業種別

NPO等 建設業 食品会社 その他

35 57 41 58 

42 76 46 84 

120.0% 133.3% 112.2% 144.8% 

な研究手法で、あった。

やがて，競争的な市場環境への変化や， I効率

的で安定的な」個別の経営体を対象とした「新政

策J(1992年)が導入され，法人化が推進される

など，経営環境の変化を背景として，新たな経営

が見られるようになった。雇用労働力を導入する

ような企業的な農業経営や農業法人の出現によ

り， I従来の家族農業経営を主対象とする既存の

農業経営学では解決が難しい異質な問題J(15)が生

じ， I家族労作経営段階においては実践的管理手

法の展開の余地はほとんどなかった」剛経営管理

論の必要性・実践性が現れた。また， I企業者」

としての経営者に着目した経営者論や経営者機

能，経営者能力にも焦点があたることとなった。

90年代における企業的農業経営の躍進や法人化

の進展，あるいは「企業的マインドを持つ経営体

の育成」を目指して1999年に制定された「食料・

農業・農村基本法Jを受けて，本学会のシンポジ

ウムでも， I新たな農業経営Jについて議論がな

されている。そこで「新たな経営」は，家族労作

経営に対する資本利用型経営，生業的経営に対す

る企業家的経営，生活型農業に対する経営体型農

業(営利追求型の農業)へのプロセスとされた。「新

たな農業経営」について，八木宏典氏(19)はその

特質を，①事業規模と領域の拡大，②経営資源の

積極的な外部調達，③法人化志向，④戦略経営，

!"I 
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⑤マーケティング志向，⑥社会化されている，⑦

核となる経営者の存在と整理した。家族経営が企

業的経営へ展開するプロセスを意識していたと考

えられる。

石崎忠司氏(2)は，農業経営の成長を一般企業

の成長理論から整理し，成長には①規模の拡大の

意味における量的成長(内部成長方式，外部成長

方式，共同成長方式)，②競争優位をもたらす経

営の質の向上の意味での質的成長，③社会的責任

など経営行動の発展の意味での質的成長があると

した。中小農業企業の成長の課題は規模拡大と企

業家的経営にあり，農業経営の企業経営化には規

模拡大とベンチャー精神酒養が重要だとした。

その後も経営者や経営戦略に着目した研究は進

められ，例えば『農業経営者の時代.1(6)としてま

とめられている一連の研究や，木村伸男氏の研

究[日〕がある。木村氏は農業経営の成長のための

経営管理手法を提示し，マズローの欲求5段階説

を援用しながら，経営の成長管理を現場の農業経

営者にもわかりやすい実践的な形で提示した。さ

らに木村氏(10)は，認定農業者などを対象に農業

経営者の能力と意欲について詳細に分析し農業

経営の経営成長には経営者能力の影響が大きいこ

とを明らかにしている。また斎藤潔氏(11)も農業

法人はその組織の未発達性から，成功は経営者の

μ意思決定に依存する比重が高いことを指摘してい

る。

2 企業的農業経営と一般経営学

農業経営研究は，新たに出現してきた企業的農

業経営に対応し，一般の経営管理論を取り入れて

きたが，例えば秋山邦裕氏(1)は，マズローの欲

求5段階説に沿って経営成長を理論化した木村氏

や大泉一貫氏の整理を評価しながらも， 1実際の

日本の農業経営においては， rベルトコンベア一

方式の単純労働の極地』にまで技術段階が進んで、

いる部門はごくまれ」であることから，マズロー

説の農業経営への適用には懸念を示した。稲本志

良氏(3)も「農業経営の経営形態の展開の論理は，

基本的には一般の経営形態論あるいは企業形態論

が示す論理によって理解されるべきであるが， (中

略)，法人化を含む急速な経営形態の展開がある

といっても，また，株式会社という法律形態をとっ

ていようとも，それらのほとんどは『人的結合』

の段階にとどまっていることにまず留意しておか

なければならないJと指摘している。

経営者や経営管理に着目した研究は，ある意味

で生産性向上の延長線上にあるが， 11 %Jの企

業的経営の成長に偏重する農業経営研究への懸念

もあった「新しい農業経営Jについての認識も多

様であり，生活型農業の存在や，行政や消費者と

の連携による非営利の枠組みの必要性も指摘され

ている注3)。石崎氏も，生活型農業を「いずれ淘

汰される存在」としながらも，それらが現実に多

数存在し多面的機能などを有することから，生

活型農業の存続を容認している。

また，地域農業論などの立場からは「企業的農

業経営栄えて，地域農業衰えるj(13)との懸念もあ

り，企業的農業経営と零細な農家の共同成長方式

による相互補完的な方向も志向されてきた。それ

は集落営農などを担い手として位置づけている現

在の政策にも反映されている。

3 企業農業のパラダイムと農業経営学理論の

再構築

農業経営学は，一般経営学の管理論等を取り入

れるなど研究領域を拡張してきたが，想定する経

営像は家族経営の発展形としての企業的農業経営

までであり，資本利用型の本格的な企業による農

業経営は持外に置いてきた。また，導入した管理

論も，比較的寺田義規模が大きい地域組織のマネジ

メントへの適用が中心であった。

しかし今日，制度的にも株式会社による農業参

入が可能になり，人的結合ではない企業による農

業経営が可能になったという点では，パラダイム

の大きな転換期であるといえる。規模の大きな経

営も見られるようになり，一般経営学の管理論の

必要性・実践性が一層高まってきた。そもそも資

本主義経済下において，現実に資本利用型の企業

が営利追求型の農業経営を展開しているとすれ

ば，経済の論理による企業農業を中心とした農業

経営学理論の構築が必要で、ある。

新たなパラダイムへの転換は管理論だけではな

く，地域農業論，農村計画論などの領域にも影響
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を与えざるを得ない。これまで，家族経営が大勢

を占める現実を前に.1企業(経済)の論理」と「ム

ラ(地域)の論理」を統合する理論は十分で、はな

いにもかかわらず，その共存の可能性の側面が強

調され注4) 企業的農業経営は地域の担い手とし

ての公益的な役割を期待されることも多かった。

しかし企業農業は個別の私経済であり，社会的

責任 (CSR)を負っているとしても，その私的利

益と地域の公益とは必ずしも一致しないことに十

分な注意が払われる必要がある。

注3)鵜川洋樹「家族経営の新たな挑戦J(文献(17)

所収)や秋山(1)などを参照されたい。

注4)稲本(4)p.21や生源寺莫ー(l2)p.226などを参照さ

れたい。

N 企業農業の経営実態

1 企業農業の事例

企業農業の存在を前提とした理論を構築するた

めには，まず企業による農業経営(企業農業)の

存在とその経営実態が明らかにされなければなら

ない。ここでは，近年成長が著しい企業農業の経

営実態を事例から検証する。なお，調査は2007年

に聞き取りにより行った。

(1) 木之内農園:新規参入からの成長

(有)木之内農園の代表木之内氏は1985年に新規参

入した(第3表)。全て借地から開始し，近年で

は年間 l億円を越える売上を達成している。現在

の生産拠点は， 3つの農場と牧場を含め，合計

17haである。さらに加工場では加工品の生産(受

託含む)が行われている。阿蘇山へ向かう国道沿

いの立地を活かしたイチゴの観光農園が主な事業

である。

同農園の最大の特徴は，人材育成システムにあ

る。 1989年から研修生の受け入れ，すでに380人

を受け入れ，約40人が独立している。 2003年には

NPO法人を設立し，周辺農家を巻き込んでプロ

農家育成プログラムを実施している。研修は農作

業の技術取得に加え，経営計画の作成から経営管

理，税務会計まで幅広い。

他の農業経営と積極的に連携し， JBAC (日本

ブランド農業事業協同組合)にも参加している。

他の法人と共同出資し大規模な農業会社も設立し

ている(後述)。また，ある大企業の中国での農

業進出に際し，技術アドバイザーに就任している。

今後の課題は人材の育成である。人材育成は同

農園の最大の特徴であり 技術を身につけた農業

者を輩出しているが，同農園の後継となりうる人

材の育成には至っていなし3。そもそも独立希望者

が集まっており，研修後は独立してしまうという

宿命仁限られた人数からは農業者としても経営

者としても優秀な人材は簡単には現れないという

問題がある。その解決方法のひとつとして，研修

生に十分な誘引を与えるキャリアパスと報酬体系

を構築することが考えられるが，そのためには， '" 

より高い収益性の実現が必要で、ある。

(2) 花の海 :2経営の共同出資による株式会社

側花の海は， 2004年に設立され，山口県の干拓

地で大規模な施設園芸を行っている。 16haの広

大な施設で苗物，ミニパラ，イチゴなどを生産し

ている。出資者は木之内農園と山口県の F農場

を核とする事業組合，及び両社の役員・社員であ

る。両法人の代表が理念を共有して設立した，地

縁も血縁もない他人資本の結合による株式会社で

ある。全く縁のない土地への入植だが，正社員一

人は地域に居を構え，地域に浸透する努力をして

いる。

今後の課題としては労務管理があげられる。百

名超の職員を雇用する規模となっており，労働力

の確保，スキルの平準化，士気の維持などが課題

となっている。管理は部門ごとに行われているが，

部門聞の資源の共同利用がなく，複合化のメリッ

トが薄い。親会社との共同調達等もごく一部であ

り，事業拡大のメリット実現が課題である。

(3) 新福青果 :ITを活用した農業の工業化

備)新福青果は，宮崎県南部に本部を持つ，根菜

類を中心とした土地利用型の大規模野菜作経営で

ある。経営面積は90haであり， 150haを目標に

している。また，全国の667の農家と生産契約を

結んでおり，広域なネットワークを構築している。

近年は野菜価格の低迷により売上がやや減少して

いるが， 2003年には年間売上15.5億円を達成して
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調査事例の経営概要

聞木之内農園(熊本県) 側花のi海(山口県) 備7新福青果(宮崎県) 響灘菜閏側(カゴメ) (福岡県)

年間売上 約1.1億円 (2006年) 8億円(見込み) 約9億円 (2006年) 65億円 (2006年) (カゴメとして)

資本金 650万円(設立時500万円) 3005万円(設立時2450万円) 3700万円 l億円

初期投資 18億円(施設のみ) 27億円

規模 17ha (阿蘇，波野，久住) 16ha 90ha (目標150ha) 8.5ha (建設中4.2ha含む)

土地 自作地8.5ha 干拓地(公社より借受け) 直営農場150箇所 埋立地(リース(経済特区))

展用(うち 16名 (11名) 120名 (6名) 58名 (16名) 110名 (10名)

正社員) 第2温室完成後は2ω名(見込)

参入 1985年 2003年 1976年 1998年(カゴメとして)

法人設立 1997年 2004年 (2005年12月より出荷) 1987年 2005年 (2006年7月より出荷)

出資 代表含む個人7名(設立時5名) みどりの風協同組合，側みるくたうん 個人(従業員持ち株会合む):64%，法人 カゴメ側 66%， Jパワー側:34% 

(樹木ノ内農園，役員・社員10名 15%，アグリビジネス投資育成側 21%

経営理念 土っくり，作物っくり，人つくる 地域農業の活力と生活の潤いを求めて 人に安心と健康を 土に愛と感謝を 「感謝Ji自然Ji関かれた企業」

目的， ミッ 地球的視野に立ちー粒の種をまく 野菜・花等の苗供給を通じて，地域農業の 新福青果3つの柱 停滞する日本の生鮮トマト消費の新しい需

ション等 仕事にほれ仕事を楽しもう 豊かさと生活のi関いを求めて知恵・機能技 1 安全・安心への取組み 要創造に企業として寄与したい

危機はチャンス のI.F・S. cr巴abonを追求し，大型ロッ 2 地域農産物の有効利用 1 国内消費の拡大

人並みなら人並み，人並み外れな外れん ト生産に対応できる農場づくりを目指して 3 地域への貢献 2 日本の農業に貢献

右手に夢を左手にそろばんを持て います 3 野菜流通の近代化

品目 イチゴ，ミニトマト，水稲，卵，野菜，加 苗物，ミニパラ，イチゴ，ブルーペリー ゴボウ， らっきょう，大根など トマト(生食用)， トマト(業務用)

工品

生産 地元木材を使った高設ベッド栽培 大規模温室 契約農家・全国に約667件(法人6) 大規模ハイテク温室

自家製ボカシ肥料 ITによる標準化， DB化 専門の技術担当者(栽培，施設など)

自家製肥料 契約栽培農家あり

販売 観光農園(イチゴ狩り，たまご拾い) 苗物は量販庖，苗物卸商へ 量販庖 (70社)，外食 (15社) 生食用:カゴメへ(量販庖仕向)

木之内農園まるごとブランド化構想 ミニパラは市場出荷 市場出荷約 l害j 業務用 ファストフードチェーン

全国ネットワーク(JBAC) イチゴは観光農園(ほほ全量) 輸出(香港など)

加工 加工受託 一部，加工原料として木之内農園へ 加工工場，カット野菜工場 加工原料としては使用していない

社会貢献 21世紀の日本農業を担う人材の育成 遊休干拓地の利用 高齢者，障害者の雇用 企業的農業経営モデルの確立

大学非常勤講師など 出荷先市場の選択 研修生受入 需要創造(調理用トマト)

環境 減農薬 消費者情報に基づく安全・安心取組強化事 外食チェーンと循環型システム構築 クロマルハナバチ(在来品種)

地域の資源の利用(木製高設ベッド) 業 こどもエコくらぶ(環境省)， JGAP LPG (CO，利用)，ココヤシ培地

他事業 人材育成ネットワーク (NPO)，中国進出 交流施設(アグリガーデン) 生産組織，作業受託組織 中国進出済(野菜ジ、ユース)

そのf也 日本農業賞優秀賞 (2001) 全国農業コンクールグフンプリ (2004)，日経ものづくり大賞 (2∞6)

経産省 iIT経営百選」優秀賞 (2006)

出所聞き取り調査より

第3表
可昆
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いる。上場を見据え，従業員持ち株会，投資機関

や関連会社からの出資も受け入れている。

生産面の特徴は， ITを活用した生産情報の蓄

積と作業の標準化であり 農業の工業化に取り組

んでいる。圃場段階で肥料，農薬，作業を入力し，

情報を本社のサーバーに蓄積している。圃場ごと

の情報を蓄積し，圃場レベルでの生産原価把握を

可能にしている。また， ITを規模拡大にも活用

している。圃場に設置したカメラをインターネッ

トを介して操作し遠隔地から技術的サポートを

することにより，ノウハウがない者にも生産を委

託することが可能になった。実際に，県外のある

集落の，まとまった農地を借り受け，現地の建設

業者が生産している。

海外輸出も積極的で，香港への輸出は軌道に

乗っており，上海，シンガポールなどへの輸出を

模索中である。また，社会貢献にも熱心で、あり，

高齢者や障害者の雇用の受け皿として，別組織を

立ち上げ，また地域の子どもを対象に食育活動を

行っている。循環型農業実現のため外食産業と連

携し残さを堆肥化してリサイクルを進めている。

今後の課題は，分散した圃場の集約である。こ

れまでのデータから， 1 ha規模とlOa規模の農

地では，コストが約3割異なることが確認できて

おり，まとまった農地の確保が重要と考えている。

周辺地域では限界があるため，県外の農地の取得

を検討している。

(4) 響灘菜園:大規模ハイテク施設園芸の全国展

開

カゴメ側は1998年よりトマト生産を行い，現在

の生産面積は全国40ha(8農場)で，年間1.2万

トン生産し， 2006年度の生産額は65億円となって

いる。当面の目標は2万トン， 100億円としており，

達成すれば国内のトマト生産シェアが約 3%とな

る。企業による農外からの参入であるが， 目的と

して①国内消費を拡大，②日本の農業に貢献，③

野菜流通の近代化を掲げている。企業的な農業経

営が日本でも成立することを示すことにより生産

を刺激し，また日本で普及していない調理用トマ

トを提供することにより 新たなセグメントの掘

り起こしを企図している。トマト加工のための原

料生産ではなく，生鮮用トマト(生食用・調理用)

生産を行っているという点では，食品加工業者に

よる垂直的な参入というより，企業経営のノウハ

ウとマーケテイング力を活かした事業領域の拡大

であるといえる。

今後の課題は事業の展開方法があげられる。農

業支援という理念から， r支援型J(10-20%を出

資)を志向してきたが，事業がスピーデイに展開

できず「直轄型J(約50%を出資)による非農地

への展開を進めた。しかし地代や廃棄物処理など

の問題が発生している。

響灘菜園闘はカゴメの最新の生産拠点であり，

2005年に北九州市の埋立地(非農地)に，カゴメ

とJ社の共同出資により設立された。現在4.3ha

であるが， 2007年秋に第2温室が加わると8.5ha

の広大なトマト工場となる。生産はコンピュ一周

ターにより制御されており，周年出荷が可能に

なっている。カゴメには，栽培，育種，農薬，施

設などの専門スタッフがおり，またオランダから

技術者を招き，全国の生産拠点を巡回し，最先端

の技術を導入している。暖房には液化天然ガスを

使用するなど，環境面への配慮が行われ，排出さ

れる二酸化炭素は温室内に循環されている。現在，

百名超のパート職員が雇用されている。ハウス内

には作業指示と記録用の端末があり，栽培記録が

蓄積されている。なお地域農家も若干名パート雇

用している。

今後の課題は，雇用の確保と労務管理，燃料価

格の高騰への対応があげられる。

2 考察

四事例に共通することは，第一に，名実ともに

ビジネスとして利益追求型の経営を行っているこ

とである。出資構成を見ても，非農家，投資機関

や関連企業，従業員等が出資しており，他人資本

の結合による資本利用型の企業であるといえる。

第二に，経営理念や目的を見ると，農業に真剣

に取り組む姿勢がみられ，生産に対するプロ意識

も強い。生産面での先進性や技術の高さは，各経

営の受賞経歴に示されている。

第三に，規模拡大による量的成長(内部成長)

と外部からの資源調達による外部成長を実現して

いる。また全国に契約農家・生産拠点を有してお
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り，広範なネットワークを構築している。

第四に，グローパルな視点で経営を行い，より

高い生産効率と収益性実現のため，県外，海外も

含めた広い範囲で好条件の環境を模索している。

ただしステイクホルダーとしての地域社会への配

慮や環境問題への取り組みもなされている。

第五に， ITを活用し「農業の工業化」を進め

ている。作業を標準化し データベース化するな

ど，工業的な農業生産に取り組んでいる。農業情

報を「形式知」イじすることにより，品質の安定と

生産効率の上昇を実現し競争優位につなげてい

る。施設園芸では高設栽培など， r農地」を使わ

ない農業を展開している。

第六に，販売面は実需者との取引中心であ り，

市場出荷は部分的である。価格交渉力を持ち，プ

ライス ・テイカーとしての従来の経営とは異なる。

今後の課題は，組織と人的資源の管理が挙げら

れる。規模が拡大し多数の職員を雇用している

ため，職員の統制，スキルアッフ¥作業の標準化，

士気の維持，中間管理職の育成等が課題になって

いる。また，売上は大きいが，投資に見合う収益

性の実現が今後の課題であろう 。

V 今日の農業経営者の価値観

1 調査:目的と方法

企業農業を社会的に評価するためには，企業農

業あるいは企業家的精神を持った農業経営がどれ

くらい存在し，どのような価値観のもとに， どう

経営展開をしようとしているかがより正確に解明

されなければならない。そこで，農業経営者に対

するアンケー ト調査を行い，価値観の解明を試み

た。さらに農業経営者を価値観に基づいて分類し

(クラスタ ー分析)，価値観と経営の属性をク ロス

することにより，両者の関係を解明することを試

みた。

調査は2007年6月に社団法人日本農業法人協会

に加盟する九州地域の農業法人のうち，所在地の

情報が得られた300法人に対してアンケートを送

付し郵送にて回答を得た。124法人から回答が

得られ，回収率は41.3%であった。ただし分析に

おいては，農業生産(作業受託含む)を行ってい

ると回答した経営だけを採用したため，該当は

105法人であり，実質的な有効回収率は35.0%で

あった。なお，回答にあたって法人名は無記名と

した。

2 調査結果:調査対象の概要と意識

法人形態別では，株式会社10，有限会社81. 農

事組合法人14であり ，89が農業生産法人であった。

代表者の年齢は， 50代が56.2%，60代が16.2%，

40代が13.3%であった。売上規模では，5億円以

上が18.l%， 3~5 億円が9.5% ， 1 ~ 3億円が

34.3%， 5 千万円~ 1 億円が18.l%， 3 ~ 5千万

円が11.4%，3千万円未満が8.6%であった。

経営者の意識については， 96.2%の経営者が「農

業もビジネスである」と回答し， rあなたは農業

者か，企業経営者かけという聞いには，約7割

が「経営者Jrどちらかといえば経営者」と回答

しており，農業者というより経営者としての意識

が強い。「農業法人を経営することは，他の業種

と比べて特殊だと思いますか?Jという聞いには，

売上規模の増加にともなって「特殊Jrやや特殊」

という回答が減少し「全く変わりない」が増加

する傾向がみられた。

3 農業経営者の価値観分析

経営者の価値観分析には， 川久保らの「経営者

の意識に関する日米独3カ国比較JC81を参考にし

た。 川久保らは日米独の 3カ国において2，538杜

の一般企業の経営者を対象にアンケートを行い，

経営者の価値観や市場認識，選好などを計測した。

。偽 t怖 2叫 3刷 4師 5凹 6叫 7抽 隊列 制施 由民

タラλ'-A

ヲラス'-B

クラスターc

ヲラλ'-0

第1図 クラスター別の売上規模階層
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第4表経営者への質問項目とクラスターごとの平均値

クラスター No クラスター AIクラスターBIクラスター CIクラスター D

規模 ~ 1 n 1 ~ 1 lli 

市場による調整と固による調整 0.55 ー1.78 I -1.09 ー1.13

管理業務よりも農作業に専念したい -0.53 -0.11 0.74 -0.40 

利益よりも品質を重視する I 0.28 0.81 I 1.39 0.40 

利益よりも環境を優先 I 0.45 0.41 1.09 0.47 

耕作放棄地はなくすべきだ -0.03 -0.41 1.09 0.93 

地域の農業は守らなくてはならない 0.75 0.93 1.70 1.53 

農業以外の事業をするつもりはない -0.95 1.33 0.74 I -1.20 

圏内どこで農業を経営しでもよい 1.23 I ー1.22 0.96 I -0.40 

海外で農業をしてもよい 1.05 -1.81 0.48 -0.40 

農業で利益を上げることは難しい -0.83 I -1.04 I -0.04 I -0.60 

平等性よりも公平性を重視すべきだ 0.55 I 0.63 I 1.22 1.27 

日本農業では市場経済原理が機能している 0.20 0.78 0.39 -1.07 

競争により成果に差がでることは仕方がない 1.33 1.33 1.17 0.40 

地域や社会よりも個人が優先されるべき -0.43 0.15 0.87 0.00 

注 1: fそう思うJ: 2点から「そう恩わないJ:ー 2点までの5段階で回答を得たものを得点化した。

注2:距離の測定にはユークリッドの距離，合併後の距離の測定にはウォード法を用いた。なお，分析には SSRI社の「エ
クセル統計2006Jを使用した。

質問は「競争がある方がうまくいくと思うか?J 
「公共利益優先か，個人の利益優先かりなど13

項目であった。

本分析ではそれらに農業経営に関係する項目を

加え，不適当と思われる項目を削除し， 14項目の

質問を行った。質問への回答に基づきクラスター

分析を行い，経営者を 4つのクラスター (A-D)
に分類した。質問項目と各クラスターの得点を第

4表に示す。

クラスター Aは農業以外の事業にも関心が高

く，国内外を問わず事業を展開する意思がある，

企業家的でアグレッシブな層である。年齢的には

30代以下が12.5%，40代が17.0%含まれており，

若い層が比較的多い。売上規模的には 3千万円以

下の小規模なものは含まれておらず， 1-3億円

に属する経営が多い(第 1図)。国よりも市場に

よる調整を志向しており 競争の結果格差がつく

ことはやむを得ないと考えている。

それに対しクラスター Dは，保守的な層であ

るといえる。地域志向が強く，地域の農業の維持

や耕作放棄地の解消に関心が高い。国による調整

を好み，格差を好まない。年齢的には50代が

59.6%， 60代が29.3%おり， 50-60代が約 9割を

占める。また，現在の日本の農業において市場原

理が機能しているとの認識はない。ただし，売上

規模は比較的大きい。

クラスター BとCは，その中間に位置する層

で， BもCも農業以外の事業には興味が小さく，

地域の農地の維持を重要だと考えている。両者の

最大の違いは地域外への進出の意向が無いか(B)，

有るか(c)である。両者とも利益よりも品質追求

型の側面がある。

以上対象を九州、|に限定した調査・分析ではあ

るが，農業経営者を価値観により分類した。その

結果，企業家精神を持つ，アグレッシブな経営が

ある程度存在することがわかった。大胆に表現す

れば，彼らは若く，農業というよりビジネスに関

心があり，地域にとどまらないグローパルな視野

を持つ，まさに「企業家的」農業経営者である。

他方，法人経営の中にも保守的な層がいることも

確認された。彼らは市場原理よりも固による調整

を好み，地域の農業や環境を重視している。イメー

ジとしては従来の家族農業の価値観に近い。

縛
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VI おわりに:農業経営学理論の
再構築にむけて

本報告では，農業経営学理論の再構築に向けて，

企業農業の存在と実態を事例から検証した。さら

に，農業法人経営者を対象としたアンケートから，

企業家的価値観をもっ農業経営者の存在と特徴を

明らかにした。それらの結果から以下のようなこ

とが示唆される。

第一に， もはや企業“的"とは言えない資本の結

合による企業農業が台頭し，規模的にも技術的に

も重要な位置を占めている。人的資源，資本力，

技術力に富んでおり，高度な技術やノウハウを内

部に蓄積しながら，それを競争優位の源泉として

事業展開している。

第二に，企業的農業経営(農業法人)の中にも，

企業家精神豊かな経営者が一定程度存在してい

る。彼らや事例調査の対象となった企業農業は，

地域の枠にとらわれず，集落や地域をはるかに越

えた事業展開をしている。グローパルな視点を持

ち，実際に海外に進出している事例も確認された。

経営聞の連携や他業種との連携も活発に行ってい

る。

第三に，地域や環境においても，積極的に貢献

し企業の社会的責任を果たそうとしている。

第四に，企業的農業経営は「農業の工業化Jを

進めており，経営者も農業経営が特殊であるとの

認識は強く持っていない。

以上のことから，企業農業の出現という新たな

パラダイムのもとで，農業経営学においては理論

の拡張と修正が必要になると考えられる。企業農

業においても人や組織の管理が共通課題となって

おり，一般経営学の理論や方法を活用していくこ

とが一層重要になると考えられる。もちろん技術

と経営の接点としての農業経営学の重要性は変わ

らないし，また農業・農村に固有の問題も存在す

る。そこで，企業農業の存在を前提とした理論の

再構築にむけて，農業経営学が直面する課題の二

つを指摘して本報告の結びとしたい。

まず，農業経営と地域の関係について，企業農

業の立場からの理論の構築が必要になるだろう。

企業農業が経済の論理に基づいて，社会的責任を

果たしながらも，より自由に経営展開できる競争

環境とそれを支える理論の構築が求められる。阻

害要因が多ければ，企業農業はよりよい条件を求

めて地域外，海外に進出することも想定される。

また，企業農業は高度な技術やノウハウを内部

に蓄積している。それは競争優位の源泉であり，

私企業の私的財産である。しかし技術開発や普

及はこれまで公的機関が中心的な役割を果たして

きており，農業経営研究や公的部門の役割に変化

が求められるだろう。
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Emerging Business-oriented Farms and Farm Management Theories in J apan 

Shoji SHINKAI (Kyushu University) 

Almost all J apanese farms have been operated by small households. and therefore. farm manage-
ment theories have been focused and based on those households as a basic form of farm entities. 
However. in recent years. business-oriented farms are emerging in Japanese agriculture. Some are 
operated by small businesses and others are managed by large corporations. 



The objectives of this study were: 1) to review farm management theories in Japan; 2) to capture 
the current situations of business-oriented farms from cases and field surveys; and 3) to analyze the 
values of business-oriented farm managers using a cluster analysis based on a questionnaire survey 
implemented in Kyushu region in 2007. 
The results of the field survey described the current situations and innovative challenges of four 

business-oriented farms. The survey found that they were profit-seeking professional farmers with 
high technical abilities and well planned management， which was very di宜'erentfrom those of tradi-
tional family farms. 
The result of a cluster analysis showed出ata certain number of 冶ggressivefarmers" existed (about 

40% of incorporated farm managers). They have an entrepreneurial spirit. and some of them are will-
ing to farm globally. 
In conclusion， J apanese agriculture is already in a new paradigm with business-oriented farms. In 

this new paradigm， farm management theories need to be mod出edand widened. Also， the study re-
sults imply that relationships between an individual farm and a community need to be changed. In ad-
dition， the roles of the public sector will need to be changed in research， development and extension. 
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