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農家連携による産直ネット販売の特徴と課題

百leCharactβ:ristics and the Problems ofCollaboration wi白 LocalFarmers in E-commerce 

焚帆

FanFAN 

1. はじめに

平成24年の情報通信白書によれば， 1年間にインターネット(以下，ネットと記述)を利用したこと

のある人数は 9，652万人と推計されている。前年に比べて，42万人増加しており，利用人口率は 79.5%

に及ぶ。このようなネットの急速な普及とともに，モノの販売においてはネットを介した「生産者と消

費者の双方向コミュニケーション」が重視されつつある。こうした中で，農産物の販売についても，ネ

ットを介した販売(以下にネット販売とする)が拡大し続けている。

農産物のネット販売を行っている主体は，生産者，小売業者，卸売業者，ショッピングモール，農協

など多様である。特に生産者自身の作っているホームページは生産者と消費者の双方向の交流ができ，

ネットの特徴を最も活かしていると言える(伊藤 [22J)。また，農産物のネット販売は，地域の魅力や

地域農産物の認知など多様な情報を伝えることができるため，消費者に対して，単に農産物を購入させ

るだけではなく，産地に関心を向けさせることが可能である(斎藤ら [15J)。

これまで農産物のネット販売については，生産者を対象としたアンケート調査などによって産直ネッ

ト販売の現状と展望，利点と問題点，生産者の意識調査や売上不振の原因を解明する研究(伊藤[22J，

山口ら[19J，杉山ら口2]，斎藤ら[15Jなど)が行われてきた。これらの研究成果によれば，生産者は独

自にネットのホームページをたちあげるか，あるいはポータノレサイトを介して電子モールに出庖し，消

費者・買い手を探すケースが多い(河野[8J)。しかし，生産者個人によるネット販売を行うと，品揃え

が単調になりかねないほか， I情報が溢れすぎていて，目的とするホームページにたどり着けないことも

多いJ(富田 [4J)中で，消費者のアクセスを誘導することが困難であるという問題が付きまとう。その

ため，近年は異なる産地の生産者同士の連携により農産物をリレー出荷し，通年供給を実現している取

組が注目されている(伊藤[22J)。ちなみに，農家が主体となって取り組むネット販売に対象を絞ってい

る本研究とは違って，農協，農業法人，直売所が取り組むネット販売の実態分析(鈴木[13J，贋瀬ら[3J，

山藤ら[21J，藤原[2])もいくつかある。

本研究は，このような農産物のネット販売に関する研究の延長において，これまで余り注目されるこ

とのなかった，産地における複数農家が連携しネット販売を行っている宮崎県のA事例に注目した。な

お，ここではこの事例を「農家連携による産直ネット販売(以下に，産直ネット販売(註1) とする)Jと称
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するが，個人ベースのホームページ，ポータルサイト，特定の販売企業などを経由する農産物のネット

販売と区別するためである。

本研究が産直ネッ ト販売に注目した理由は，宮崎県のA事例が，生産者個人によるネッ ト販売に比べ，

(後掲表 1にみる)農産物のネット販売が有するメリットを活かしつつ，デメリットを解消できる，新

たな販売の仕組みを見出すにあたって一定の示唆が得られると考えたからである。

そこで，本研究では，個別農家に完結するネット販売との違いに注目しつつ，当該事例の訪問調査に

よるインタビュー結果と提供資料を分析し，周辺農家が連携して取り組む産直ネット販売の仕組みが有

する特徴と課題を整理した。

2. 農産物ネット販売をめぐる争点と課題

2008年から 2013年にかけて，日本全体の BtoC-EC(注 1)市場規模は 60，890億円から 111，660億円

に増加し， EC化率は 1.79%から 3.67%に増加した(図1)。同期間に，食料品小売業の BtoC-EC市場規

模は 2，930億円から 7，060億円に拡大， EC化率は 0.48%から1.08%へと，微増ではあるものの年々増

えつつある。こうした中で，平成 26年農林水産省の「農業構造動態調査Jによれば，ネットを通じて消

費者に直接販売を行う農家数は約 3，700戸である。これは販売のあった実農家数 (1，298，700戸)の約

0.28先に該当する。
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図1 日本のBtoC-EC市場規模と食料品小売業 EC市場規模の推移 (2008年......2013年)

出所:経済産業省電子商取引実態調査 (2008 年~2013 年)より作成

農産物のネット販売の市場規模やその推移は定かではないが，図 1にみる食料品を含む BtoCネット

販売に比して低調であることが疑われる。その背景を探るべく，農産物のネット販売が有するメリット

とデメリッ トに注目した。ネッ ト販売を行っている生産者を対象とするアンケートの結果から農産物の

ネッ ト販売におけるメリッ トとデメリットを捉えることができる (1998年の伊藤 [22]， 2001年の山口

ら [19]， 2002年の杉山ら [12J)。これらの調査結果を表 1にまとめた。
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農家連携による産直ネット販売の特徴と課題(奨)

表 1 生産者視点からの産直ネット販売におけるデメリットとメリット

プ、メリット メリット

仕組みの問題 農家への貢献 消費者とのコミュ ケション

• 販売量の予測ができない

• ホームページの更新等のメンテナ • 消費者の生の声を聞くこ

ンスに手聞がかかる • 農産物の販路拡大 とができる

• 農繁期における販売，配送などは • 所得・利益が増える • 消費者との交流が持てる

負担になる
という「やりがい」がある。

資料.伊藤 [22J，山口ら [19J，杉山ら口2Jにより筆者作成

これらのうち，デメリットすなわち， r販売量の予測ができないJ，rホームページの更新等のメンテ

ナンスに手聞がかかるん「農繁期における販売，配送などは負担になる」という問題はネット販売の仕

組みに関わる問題といえる。これに対して， r農産物の販路拡大」と「所得・利益が増える」というメ

リットはネット販売に取り組む農家への貢献である。また， r消費者の生の声を聞くことができるJ，

「消費者との交流が持てるという「やりがし、」がある。」という利点は消費者とのコミュニケーション

によってもたらされるメリットである。これに加え，於勢 [18Jは品揃え・売り切れ期間への対処，サ

イトにアクセスしてきた消費者をリピーターに変えていくことが困難であることから，課題も少なくな

いと指摘している。

3. 農家の連携による産直ネット販売 -A事例ー

(1) A事例のネット販売への取組経過と概要

A事例は宮崎県のピーマンの農家が周辺農家と連携し，ネットを介して農産物の販売を行っている任

意車邸哉である。当初 (2011年)，生産者と消費者をつなぎ，新鮮で安心な農産物を消費者に届けること

を理念とし，農家メンバーを集めてスタートした。現在 (2013年)は， 21戸の農家メンバー(註2)を擁

している。これら農家メンバーのほとんどは県内にいるが，近年は，全国に農家メンバーを広く募集す

るに至っている。 A事例が取扱う農産物の種類は豊富で、あり，野菜セット，加工品など様々な品物を揃

えている。登録会員数(消費者)も次第に増加し，現在は2，300人に及んでいる。ちなみに，自らネッ

ト上に設けた販売コーナー(ホームページ)以外にも，アマゾンとヤフーオークションとし、う電子モー

ルを通じた販売も行われている。

A事例におけるネット販売のスタートは，責任者(以下に， M氏とする)，すなわち l戸のピーマン農

家がネットのヤフーオークションにおいて，少量のピーマンを販売したことがきっかけで、あった。その

際に，関東の消費者から「悲鳴平な野菜に感動Jしたというレビューをもらい， rやりがい」を感じたと同

時に，関東にも需要があることに気づいた。そこで， M氏は個人として楽天に出屈したが，一年後撤退

した。理由はコストが高くて儲からなかったからで、ある。 2011年7月には，消費者に豊富な品揃えをも

って通年供給を可能とする仕組みづくりを目指し，周辺農家に連携を求めた上で，現在の産直ネット販

売の原型を作り上げた。連携先としての農家の確保は，主として友人の紹介と名刺交換によるもので、あ

った。ネット販売コーナーの設置に当たっては，カラーミーショップ(註3)への登録を通じてホームペー

ジを作成したが，毎月ホームページ管理費が発生した。例えば，農家メンバーの紹介ページを作成する

場合，一戸あたり 2万円の経費がかかる。そのほかにも，ヤフーオークションやアマゾンを利用した販

(17) 



売には販売手数料がかかっている(表2)。

いずれにせよ， A事例は，個人ベースのネット販売を使用し，多くの農家をメンバーとして迎え入れ

ることにより，豊富な品揃えに産地の魅力を加えて，生産者自らが消費者にアクセスすることを主要な

ビジネスモデ、ノレとして採用している。なお，無料登録のキャンベーンを通じて農家メンバーを増やす努

力をしており，一度登録すれば，売れた分だけ手数料を支払うとしづ方式を取っている。

表2 A事例による産直ネット販売を行うコスト

項目: 費用:

ホームページの制作 130万円

ホームページ管理費 2，000円/月

ヤフーオークション 290円/月十販売手数料

アマゾン 4，900円/月十販売手数料

その他(段ボール代，米袋など) l万/月

人件費 0円(研修生1人)

資料二聞き取り調査により筆者作成

(2) A事例の販売実績

A事例がネット販売を開始した最初の 1年間は，注文件数が少なく，売上は 10万円ほどで、あった。

しかし，ネット販売の売上は2012年 840万円， 2013年 1，100万円へと拡大していることから，年々増

えていく傾向がみてとれる。 2012年の注文件数は 1，283件であり，収益は 1，809，600円で、あった(註

4) 0 A事例が取り扱う商品の種類は大きく分けて，お米，野菜セット，単品の 3つである。 2012年の売

上 (840万円)に占める商品別割合は， (包装)米 50%(420万円)，野菜セット 30%(252万円)，単

品20%(168万円)である。但し，まだネット上の販売コーナー(ホームページ)における消費者への

直接販売 (35%) より，電子モール(アマゾンとヤフー)を経由する売上が全体の 65%と大きい。ち

なみに，電子モールではお米と単品野菜の販売が中心であるが，ホームページでは単品野菜とともにお

米と野菜の組合せ(以下にはセット製品)が主力製品となっている違いがある。

(3)農家メンバーの概要

A事例には 2013年現在，宮崎県内の 7つの地域にある 18戸の農家がメンバーとして登録している。

その地域の内訳は，西都市(責任者を含む)9戸，宮崎市2戸，川南町 l戸，串間市2戸，日向市2戸，

小林市1戸，割減市1戸である。また，登録メンバーには県外(兵庫県，広島県)の 3戸も加わっている。

A事例がネット販売に用いる農産物はピーマン，お米，玉ねぎ，ズッキーニ，山芋，キュウリ，トマト，

パプリカ，大根，有精卵，ゴーヤ，サトイモ，ラディッシュ，甘藷，ゴボウ，ミニトマト，へベす，合

鴨米，ブルーペリー，などである。この他に，加工品及び多数の葉物野菜なども取り扱っている。この

ような多数の登録農家，豊富な品揃えをもって，消費者に多彩な商品を年開通して供給できている。

一方，聞き取り調査によると， 21戸の農家メンバーはネット販売以外に，別の出荷・販売先を有して

いる。その出荷ノレートは4つに分けられるが，農協・市場・直営・その他(料理庖，飲食庖など)がそ

れである。ただし， 4っすべてを利用している農家もいれば，直接に近くの飲食庖と連携して定期的に

供給する農家もいるものの，農協と市場を利用する農家メンバーの数が相対的に多い (63.7%)のが実

情である。

(18) 



農家連携による産直ネット販売の特徴と課題(焚)

4. 事例にみる農家連携による産直ネットの仕組み

(1)ネット販売のプロセス

A事例における農家連携による産直ネット販売の仕組みを受発注システムに絞って示したのが図 2で

ある。まず，販売の化組みは単品の場合と野菜セッ トの場合に分けられる。単品の場合は，消費者に二

つの選択肢が与えられる。一つは，電子モールに登録された A事例の庖舗ページを通じて注文する方法

である。もう一つは， A事例のホームページを通じて注文する方法である。消費者は受注の確認をして

から責任者M氏に支払いをする。受注が完了すれば，当日の注文件数を集約し，農家メンバーに発注す

ると同時に，運送会社に配送の手配を依頼するが，その一連の作業はM氏が担当している。農家メンバ

ーは自らが設定する販売価格を付した上で，受注情報通りの荷造りを行った後に，直接消費者に発送す

る。決済については，農家メンバーは，購入者から支払われた代金のうち，販売手数料(販売額の 30礼

電子モーノレの販売手数料を含む)を差し引いた残りを， M氏から週 1回受け取る仕組みとなっている。

一方，複数の農産物の注文を受けた場合は，各々の農産物を提供している農家メンバー聞の距離が近

ければ同梱して送るが，互いの農家が遠方に分散している場合は，個別で発送する。なお，個別発送の

場合は，同梱発送に比べ送料が高くなるとしづ消費者にとってのデメリットがあることを否めない。こ

のようにして産地から送られる製品は，受注後三日間以内には消費者に届けられる。

野菜セットは， A事例のホームページのみで注文を受けている。野菜セットの内容は過ごとに替わる

ほか，供給可能な数量・個数が限定されるため，事前予約制を採っていることが特徴である。すなわち，

l週間前から予約を受け，野菜セットの発送日から 2日前で、注文を閉め切っている。そのために，ホー

ムページ上では，毎週，野菜セットの品名と組合せ，生産地と生産者などの製品情報を更新している。

責任者M氏は，消費者からの予約注文(数量・個数)が確認でき次第，農家メンバーから野菜を取り寄

せ，荷造りして消費者に発送する。これらの野菜の価格は，市場出荷価格の1.2倍を基準にして設定す

るという。

電子モーノレ

;庖舗ページ

農家

責任者 (単品荷造り)

<ホームページ〉

単品出荷

配送

図2 A事例の受発注の仕組み

注:農家への振込みは毎週 l因。

資料:聞き取り調査により筆者作成
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A事例のネット販売事業は責任者の家族 3人と l人の研修生からなる 4人体制によりマネジメントさ

れている。責任者M氏は，農業に従事しつつ，朝晩にはネット販売の管理とりわけ製品情報，受注情報，

決済情報などのチェックを行っている。 M氏の妻は事務員として配達 ・経理 ・発送 ・各登録農家とのや

り取りに従事している。もう一人の家族は，パートとして家事の傍ら袋詰め作業などの補助作業を担当

している。研修生 l人は，午前中は農作業に従事し，午後からはネット集荷・発送作業に携わっている。

(2)農家メンバーへの貢献

以下には，上述のネット販売の仕組みにより，農家メンバーが享受で、きるベネフィッ トを探るべく ，

サンプル農家4戸の調査を行った(表 3・図 4)。表 3および表4には，農家調査によって得られた状況

として，サンプル農家の概況(栽培農産物，農業従事者数，栽培面積)，ネッ ト販売の実績，流通経路別

の供給量の割合，流通経路別に区分する農産物品質，ネット販売価格の設定基準が示されている。

表3 サンプル農家4戸の概況

農産物の名称 位置 農業従事者数 栽培面積 (rri)

ピーマン 宮崎県内 3人 4，500 

甘藷 宮崎県内 5人 80，000 

キュウリ 宮崎県内 5人 4，000 

玉ねぎ(副業) (註5) 県外 3人 不明

資料・聞き取り調査により筆者が作成

機軸 出荷量 0% 20% 40% 60% 80% 100% 

ピーマン A品~ : ~品

甘藷 A品p、:B品

キュウリ

I :J三ねぎ(巨11業)

農協 I ~ 市場・産営fL とネッ lト販売
図3 流通ルートに供給量及び農産物品質の分配

注 C品・わけあり品

資料:聞き取り調査により筆者が作成

ネット販売の売上 (年間)

20万円

30万円

30万円

40万円

これらの 4戸の調査農家は，主としてピーマン，甘藷，キュウリ，玉ネギ(面IJ業)を生産・販売して

いる。A事例が設ける販売也組みによる年間の販売額は平均 20万円程度で、あった。こうした中で，産直

ネッ ト販売が農家にもたらすメリットを，販売に用いる農産物の品質区分に求めることができる。

農家が出荷時に設ける品質等級は，高品質から低品質への順序で特A品， A品， B品， c品(わけあり

品)と定めている。これらのうちに，ピーマンの農家は出荷量の 9聞を占める A品， B品については，収

穫量の 80%を農協に， 15%を市場に各々出荷している。残りの 5%は特A品と C品であるが，これらは
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直営庖とネット販売に提供している。甘藷の場合は出荷量の 9慨を占める A品， B品は農協に出荷し，残

り10協の C品を一部の A品とともにネット販売に提供している。キュウリの場合は品質を問わず収穫量

の95%を市場に出荷しており，残りの 5%はA品と C品を組み合わせてネット販売に持ち込んで、いる。

サンプル農家に限って言えば，玉ねぎの場合は， A品と B品のすべてをネット販売用に当てている。

このように，農家メンバーは収穫量のほとんどを農協系統販売や市場を通じて販売している中で，僅

かではあるが C品を中心とする 10見前後の新しい販路の確保においてネット販売が貢献していることが

分かる。また，このネット販売については， I農協・市場の年間平均相場より高めJという回答が多かっ

たことから，新しい販路としての意義とともに高い付加価値の確保も可能にしていることが推測できる。

(3)消費者とのコミュニケーション

聞き取り調査によれば， A事例の産直ネット販売より農産物を購入した消費者は関東地域にその 80%

が集中している。 M氏は，関東地域の消費者が放射能汚染を懸念しているため，より安全・安心な農産

物を求めているからであるという。同様なことは，商業販売統計が調べた「消費者がネットで九州、|の農

産物を購入する傾向Jからも確認できる。 [17J

A事例は，これらの遠方に存在する不特定多数の消費者が，自らが設けるネット情報にアクセスでき

るように，ホームページ，電子モーノレのほか Facebook/ツイッターなどのソーシャルネットワークを通

じて，産地や製品の情報を積極的に発信している。その情報の具体的な内容については，生産者の名前，

生産地，栽培履歴，収穫時期，保存方法，農家からのメッセージ，料理のレシピなどである。 A事例が

用意する産直ネット販売の仕組みでは，消費者が必要な製品の注文を行うだけでなく，メールや電話の

ほか，電子モーノレのレビュー， Facebook/ツイッターの投稿により，問い合わせや消費者自らの意見・感

想を生産者に直接伝えられる仕組みとなっている。すなわち， A事例のネット販売事業においては，単

なる受発注の機能に止まらず，消費者と生産者の聞に双方向のコミュニケーションが可能であるという

ことを特記しておきたい。

一方， A事例の産直ネット販売には二回以上購入している顧客すなわちリピーターを多数確保してい

る。リピーターは，ホームページから注文する顧客の 80%，電子モールの顧客の 30%である。このよう

なリピーター確保をめぐる両者の違いは， 2つの販売形態の特徴から現れると考える。電子モールの場

合は出庖数が多いため，購入先届舗のスウィッチングが起こりやすいために，消費者が繰り返して同じ

居舗ページで購入してくれることを期待し難しい。これに対して，自社ホームページにおいては，購入

した品に満足した購買者は，当該のサイトに繰り返しアクセスすることができ， リピーターとしての購

入を継続することが相対的に容易であることが言える。

次は， A事例から農産物を購入した経験をもっ顧客のレビ、ューを確認、し，そのキーワードを整理する

ことにより，消費者がネットからの購入時に重視する要素を探った。ネット上の顧客が農産物の購入時

に最も関心を示しているキーワードは「安全・安心J，I味J，I新鮮J，I価格J，I包装J，I産地J，I供給

の速さJ，I供給の量」の八つで、あった。レビューご、との内容を吟味し，文書の意味からキーワードたる

単語を複謝由出する方法を用いた結果である。ちなみに 2014年 3月までに，分析可能なレビューは合

計42件である。(註6)

レビューのキーワード分析結果では， I味」と「菊?鮮Jというキーワードを含むレビューが最も多く，

それぞれ29件と 21件で、あった。また，その次に多かったのは，産地に関するレビュー (8件)であり，

その次に安全・安心 (5件)，価格 (5件)，包装 (3件)，供給の速さ (3件)，供給の量 (3件)という順

になっているo A事例の産直ネット販売から農産物を購入した顧客は，消費する農産物の産地を気にし
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ているという一面が確認できた。このような， リピーターから得られる情報は， A事例の消費者とのコ

ミュニケーション手段にも活かされ，ホームページには可能な限り産地の魅力に関する多くの情報を発

信することにより，より多くのリピーターの確保を目指している。

5.農産物の産直ネット販売の特徴と課題- A事例を中心に

以下には， A事例が取り組む農家連携による産直ネット販売の有する特徴と課題を，前掲表1の農産

物ネット販売のメリット・デメリットに関連づけて整理した。

(1)農産物の産直ネット販売の特徴

第 1に，個人農家が取り組む農産物のネット販売に比べて， A事例が取り組む産直ネット販売は，品

目や地域の異なる複数農家の連携により品揃えが容易であるほか，受発注をめぐる取引数を少なくする

というメリットがあるということである。従来の農産物の出荷ルートに加え，ネット販売への取り組み

は，農家にとって農産物の新たな販路となりうる点はいずれのネット販売方式にも共通したメリットで

あるが，個人農家ベースの出庖は自ら生産する品目によって品揃えが制約を受ける。また，限定される

品揃えは，購入者にとっては別の庖舗へのアクセスを5齢、られ，受発注において取引数の増加を余儀な

くされる。これに対して， A事例では，産地の農家が連携をとり，同一産地に完結する豊富な品揃えを

ネット上にアピールできるほか，一括注文による取引数の節約が可能となるというメリットが得られ

る。とりわけ，責任者M氏が受発注をめぐる取引やネット情報の更新を一元的に担っているということ

は，農繁期に手が回らない農家が個別に受発注情報の確認，配送手続き，決済確認，ネット情報の更新

などの管理業務から解放されるという意味を含んでいる。ネット販売に伴って発生する手間(表 1)の

節約に貢献しているといえる。

第2に，供給可能な品や数量・個数に制約を受ける一部の製品とりわけ野菜セットについては，事前

予約販売を基本に品目の組合せを供給者自らが定めることにより，販売量の予測ができないがゆえに生

じる問題とりわけ欠品もしくは売れ残りの発生としづ問題を解消しているということである。なお，そ

の背景には，ネットを介した消費者との交流を通じて，メンバー農家数，天候，旬などにより供給力や

品揃えの制約があるということに対する購買者の理解を得ていることが有効に働いている。この点も A

事例が取り組む産直ネット販売の大きな特徴である。

第 3に， A事例の産直ネット販売が，消費者とネットを介したコミュニケーションを取るに当たり最

も重視する情報が産地のイメージであるということである。杉山ら [12Jが指摘する双方向性の情報交流

はネット販売に共通してみられることであるが，富田[4Jのいう土地の情報，産地の情報は，個人農家に

完結するネット販売では十分に伝えきれない一面がある。これに対して， A事例の場合は，多様な品目

からなるメンバー農家が産地全体に広がっているために，産地情報を包括的に伝えることができる。産

直ネット販売における購買者は味，安全・安心，新鮮さなどの製品特徴だけでなく，産地の魅力やイメ

ージにも強し、関心を示していることが分かっている。そういう意味では， A事例の産直ネット販売は，

個人農家のネット販売に比べて産地のイメージや魅力を伝えやすいとしづ特徴を有している。

(2)農産物の産直ネット販売の課題

第 lに，農家メンバーの一戸あたりの年間収入が少なくかっ不安定な点である。それゆえ， A事例が

農業者の所得向上に貢献しているとは言い難い。多様な販売チャネルの中で，農家にとってネット販売

が新しい販路になりうるとはいえ， A事例を見る限り，未だ少しでも収入が入れば良いという消極的な

位置づけに止まっている印象を拭い去れない一面がある。今後においては，ネット販売に対する農家の
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積極性を向上させるためにも，産直ネット販売が有するメリットを農家に理解してもらう努力が必要で

ある。

第2に，農家メンバーが地理的に広く分散しているために，野菜セットの提供をめぐっては，購買者

に届けるまで長い時間を要するという問題である。とりわけ，産地が宮崎県域に完結することにより発

生する問題，すなわち特定の品のオフシーズンまたは生産が困難な品への対策として，県外の農家メン

ノ〈ーを迎え入れているが，新鮮な野菜を消費者の自宅に速やかに届けることを益々困難にさせる働きす

るといってよかろう。

第 3は，現在， A事例の実質的な運営管理，すなわちネットの更新，消費者との対応，野菜セットの

荷造り，農家メンバーとのやり取りなどは， M氏を中心に 4人体制で実施しているが，注文件数が増え

るにつれ，大きな負担になっている。 A事例の受注の拡大のためには，運営管理体制の見直しも欠かせ

ないであろう。

註

1) 本稿における産直ネット販売とは，農家主体によって行われる，ネットを用いた消費者向け販売 (B

to C) を意味する(小売庖や]A等による販売は除外)。

2) 事情があるため，非公開メンバーもいる。

3) カラーミーショップ (www.shop-pro.jp/):ネットショップが開業及び運営をサポートするサービ

ス。

4) 2012年の収益計算については，売上 840万円，人件費が発生してない場合， 2012年の収入=農家

から徴収したネット販売手数料の合計=8， 400， 000 x 35九X30九+8，400， 000 x 60偽X20九+8，400， 000 X 

同X30九=2，016，000円。年間変動費用=ホームページ管理費と各電子モールの手数料と袋代の合計

= (2， 000+300+4， 900+10， 000) X 12=206， 400円。 2012年の収益=収入一年間変動費用=1，809，600

円。

5) 本稿における「副業」とは「第2種兼業農家」の意味に該当する。第2種兼業農家:農業所得では

なく兼業している職から主な所得を得ている家。

6) 例えば， r終始安心してお取引ができました。大変良い品物をありがとうございました。宮崎産だけ

に最高の香りとお味で皆笑顔です。またが機会ありましたらよろしくお願いいたします。」という電

子モールにおける消費者のレビューから， r安心J，r宮崎産J，rお味」のキーワードを取り上げ，そ

れぞれに「安心・安全J，r味j と「産地」に一件プラスにする。
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Abstract 

F or the last few years， the number of白rmerswho sell agricultural products on the intemet has been increasing. 

In they'回 rof.201 0， there were 3906 farmhouses which sell directly to血econsumer via也巴血ltemet.80白r，in 

J apan， there are two main pa枕ernsfor selling agricultural produ出血也ee-commerce. One pa恥 :mls也rough
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independent stores. The other option is putting up individual pages in仕leshopping mall. However， to血e

individual farmer， there are some shortcomings， which are也atproduct selection is limited in白eindependent 

store and the agricul旬ralproduct has no difference except price because of the ∞mpetition between many 

stores in the shopping rnall. Jn compensation for these shortcomings， the model， which is也atlocal farmers get 

toge也erto sell agricultural products online， has at仕actedmucha恥 ntion.

τbere is one case of collaboration with local farmers in e-commerce in Miyazak:i Prefecture of Japan.百出

case can provide su伍cientproducts directly to the consumers through the intemet tlrroughout the year and also 

offers infoロnationon product locality to也econsumer by communication online. Jn也isstudy， research 

int渇:rviewshave been conducted in order to clari命 theprocess of establishing the collaboration， management 

mechanism， the method of communicating with consumers a:nd the ∞n位ibutionto each farmer member by 

collaboration in白iscase. 

(受理日 2015年6月18日)
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