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I論文 I

農業ビジネスモデルに関する理論と研究方法

門 間敏幸

I はじめに

農業経営をとりまく内外の環境条件は大き

く変化し、伝統的な家族農業経営もこうした環

境条件の変化に対応すべく、その経営戦略、経

営方法を大きく変化させている。また、建設業

を始めとする他産業からの農業経営への参入も

増加し、不況の長期化とあいまってビジネスチ

ャンスとしての農業への注目度は高まっている。

また、民主党政権での農業の 6次産業化政策の

展開、農林水産省と経済産業省が一体となって

推進している農商工連携政策は、農産物の生産

を中心とした個別完結型の農業経営の変革を迫

るものである。こうした情勢の中で、農業ビジ

ネスモデルという言葉が一部の経営者やマスコ

ミによって用いられるようになり、次第に一般

化していった。

しかし、農業ビジネスモデルの概念と理論、

その評価方法、さらにはビジネスモデル創造の

ための手法の開発に関する農業経営分野の研究

成果は、渋谷 [8] による農業参入企業のビジネ

ス戦略のバリューチェーン分析を除けば、ほと

んど無いといっても過言ではない。そこで、本

論では、一般経営学におけるビジネスモデル評

価に関わる研究成果をレビューしながら、農業

ビジネスモデルの定義、評価法・創造手法につ

いて整理する。さらに、ビジネスモデルは経営

の発展に伴い変化するという視点から、農業経

営におけるビジネスモデルの動態的変化をバラ

ンス・スコアカードを用いて評価する方法につ

いて実証的に提案する。

東京農業大学

II ビジネスモデルの意義と農業ビジネ

スモデル

1 ビジネスモデル出現の背景と意義

(1) 一般経営におけるビジネスモデル

近年におけるビジネス環境の激変の中で企業

固有のビジネスプロセスの標準化よりも、企業

目的を実現するためのより戦略的・総合的な経

営の成功モデルの創造が求められるようになっ

た。その背景を入江は、次のように整理してい

る注 1)。①インターネットの普及による世界的

な企業間距離の短縮と地理的制約条件からの解

放、②アウトソーシング市場の活発化・ 世界的

な商品開発が可能になりアイディアの実現が容

易になったこと、③同質化競争から差別化競争

への転換、④顧客の個性的な商品ニーズと商品

企画への参加等、顧客の意識変化、⑤消費者の

価値基準の多様化。

以上のビジネスモデル出現の背景の整理から

明らかなように、これからの企業は多様なビジ

ネスチャンスを自ら探索し、そのチャンスを確

実に活かして成功をつかみ取るための方程式を

解明することが重要である。そのため、知識、

技術、マーケティング、人材、資本、情報など

を消費者の多様なニーズに即して価値創造のた

めに統合するモデル（ビジネスモデル）が求め

られるようになったのである。

(2) 農業におけるビジネスモデル

農業分野において、ビジネスモデルという言

葉を先駆的に研究対象にしたのはシステム農学

会の 2001年度のシンポジウムである。ここでは、

青果物流通における ITを活用した農業ビジネ

スの特徴をビジネスモデルという形で表現した。
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また、田村 [10][11] は、アグリビジネスモデルの

設計思想を総括的に述べている。農業分野にお

いてビジネスモデルという言葉が頻繁に用いら

れるようになったのは最近である。しかし、農

業生産、流通、農産物の加工、販売等の面で先

端的な取り組みを展開している農業経営が実践

しているビジネスを総称する意味でビジネスモ

デルという用語が用いられているに過ぎず、厳

密な用語の定義とその内容の体系的な整理はな

されていない。

農業ビジネスモデル出現の背景は、大きく 3

つに整理することができる。第 1の背景は、 IT

技術、特にインターネットの利用が農業分野で

も一般化したことである。インターネットの普

及によって、これまで生産した農産物を自分で

販売する手段を持たなかった農家が、自ら農産

物を販売することが可能になった。まさにイン

ターネット革命というべき効果を農業分野にも

たらした。

第 2の背景は、従来の農業経営の殻を打ち破

るような挑戦を続けてきた農業経営の成果が最

近になって結実するとともに、農業への注目度

が高まる中で、このような経営体の挑戦の実態

や仕組みがマスコミや研究者によってビジネス

モデルという名前で整理され一般に普及してい

ったという事情がある。

第 3の背景は、企業による農業への挑戦であ

る。企業の場合は、新たな農業ビジネスモデル

の創造を意識した取り組みを実施しており、農

業生産、流通・加工、販売等、それぞれの企業

が得意とする分野で独自のビジネスモデルを構

築して農業に挑戦している。

2 ビジネスモデルの定義

上位に儲ける仕組みとしての戦略モデルを持ち、

下位にビジネスプロセスモデルを持つものとし

て捉える。したがって、ビジネスプロセスモデ

リングは、上位の戦略モデルを受けて、その実

現手段であるビジネスプロセスを構築するもの

と考えることができる。これに対してビジネス

モデリングは、事業戦略のそのものの定義から

見直すことである注 2)」。その他のビジネスモ

デルの定義としては、 「顧客価値の創造戦略」

「事業構想とその実現のためのネットワーク構

築」 「企業利益の実現の仕組み」 「市場創造」

などがある。

(2) 農業ビジネスモデルの定義

本論では、農業ビジネスモデルを次のように

定義する。 「農業ビジネスモデルとは、農業経

営の目的を達成するために不可欠な経営の基本

理念と基本戦略を明確に設定するとともに、そ

れらを実践して着実に目的・目標を達成するた

めに必要な方法を描いたもの」。

この定義に基づく農業ビジネスモデルでは、

経営形態によって若干の違いはあるが、多くの

経営において次の経営の設計図を描くことが主

要な課題となる。①顧客の設定と提供する価値、

②顧客価値提供のための経営資源（土地、労働、

資本、知識）の効率的な活用方法、③販売・ 流

通対策の設定、④付加価値拡大のための方法、

⑤顧客との持続的な関係構築の方法、⑦地域社

会との持続的な関係構築の方法、⑧リスクヘの

対応等の方法。

特に農業ビジネスモデルと一般企業のビジネ

スモデルで大きく異なるのは、経営資源として

の土地の持続的な活用方法、地域社会との持続

的な関係構築の方法、そして気象、土壌、市場、

世界の農産物価格相場の変動等、農業経営をと

りまく多様なリスクヘの具体的な対応方針を明

(1) 一般経営におけるビジネスモデルの定義 確化しておく必要がある点である。

ビジネスモデルの定義については、論者の数

だけ定義があるといえよう。白井 [9] は、こう

した定義を評価した上で、次のようにビジネス

モデルを定義している。「ビジネスモデルとは、
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注 1) 内容の詳細については、次のインターネッ

ト配信情報を参照されたい。

(http://homepage2.nifty.com/idc/bm/bm0003-model 

-kou.PDF) 

注2) 白井 [9]、p7より引用。

III ビジネスモデルの評価フレーム

1 一般ビジネスモデルの評価フレームと基本

的な考え方

ビジネスモデル研究では、既存のビジネスモ

デルの評価と、新たなビジネスモデルの創造に

関わる研究が車の両輪となる。既往の研究成果

をみると、ビジネスモデルの創造に関する研究

については様々な成果が報告されているが、ビ

ジネスモデルの評価方法に関する研究成果は多

くない。ここでは、ビジネスモデルを「利益を

生み出す仕組み」ととらえ、その評価方法の体

系的な整理を行ったハーバードビジネスレビュ

ーの評価方法について、主として農業ヒ‘ジネス

の視点から評価する。 R.G. マグレイスと I.C. マ

クミラン[4] は、組織成長戦略（ビジネスモデ

ル戦略）を評価する 5つの視点を整理した。①

顧客ニーズを満たす方法の抜本的な変更、②自

社製品・サービスの競合他社と比較した特徴の

評価と変革、③自社のプロフィットドライバー

（利益の拡大をもたらすキー要因）の再検討、

④業界の変動実態・要因の予測と対応、⑤企業

の構造的な転換をもたらすコンセプトの創造。

2 農業ビジネスモデルの評価フレーム

本論では、こうした一般企業におけるビジネ

スモデル戦略に依拠しながら農業ヒ｀ジネスモデ

ルを評価する方法について提起する。第 1図は

農業ヒ‘ジネスモデルの評価フレームを整理した

ものである。ここでは、「新規参入分野の評価」

「現在のビジネスモデルの改良」「イノベーショ

ン事業の評価」「成功方程式の発見と応用」とい

う4つの評価プロセスの連続として農業ビジネ

スモデルを評価する仕組みとなっている。以下、

これらの評価プロセスについて概説する。

(1) 新規参入分野の収益構造の評価（プロフ

ィット・プール）

プロフィット・プールとは、その産業の中の

バリューチェーンを構成するすべての事業分野

で獲得した利益の総和を意味する。すなわち業

界を構成する様々な事業の収益構造を分析して、

新規参入もしくは撤退すべき事業分野を探索す

る方法として注目されている。一般的には利益

を示す指標（経常利益率、売上高経常利益率な

ど）と売上高の 2次元図を用いて関連産業分野

を構成する様々な事業の評価を行う。

第 2図は食品卸売業のプロフィット・プール

を描いたものである。これによって食品卸売業

界全体に占める各事業分野のシェアと利益率の

特徴を一目で把握することができる。こうした

プロフィットプールマップを動態的に分析する

ことによって新規参入分野、撤退分野について

の見通しを得ることができる。

現在のビジネスモデ
ルの改良

＜二ニ二=>

△
 

成功方程式の発見
と応用

アグリビジネスモデル
持続的な利益・成長を生み出

モデルの創造

こ
第 1図 農業ビジネスモデルの評価フレーム
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I売上高経常利益串 I

第 2図 食品卸売業のプロフィット・プール

注）社団法人食品需給研究センター ：食品産業構造調

査「食品企業財務動向調査」 2005年度 「食品卸売業の

経営指標」より作成。なお、この調査は 1、566の企業

サンプルデータに基づいており、売上高は業界全体の

ものではない。

(2) 新製品開発・新規事業分野の参入可能性

評価

プロフィット・プールの評価により新製品開

発 ・新規事業分野の参入候補を選定した場合、

次に行うのが新規事業の投資規模、費用 ・収益

構造、利益の実現可能性と持続期間、リスク、

人材 ・技術の獲得可能性の評価である。こうし

た新事業の評価については、一般ビジネスと農

業ビジネスで大きな相違はない。投資規模、費

用 ・収益構造については、比較的把握しやすい

が、利益の実現可能性と持続期間、リスクにつ

いての評価は不確実な要因が多く、正確に実施

することは難しい。

J.P. アンドリューと H.L. サーキン [l)は、企

業が保有する資金 ・技術 ・人材のレベルに従っ

て、新製品の開発戦略をインテグレータ型（企

業単独で新製品開発を実施）、オーケストレータ

型（商品開発の一部のプロセスを当該企業が担

当し、その他の部分を他の企業に任せるケース）、

ライセンサー型（新製品のライセンスを他企業

に売却・供与してロイヤリティーを確保する）

の 3つに区分している。

(3) 成功方程式の評価

成功方程式とは、ビジネスを成功に海くため

の評価のルールである。一般的に成功方程式は

企業の取り組みの試行錯誤の中から高い成功確

率を持つものが生き残り、その中から成功のIレ

ールが定式化されたものである。成功の方程式

の一般的な特徴を成功企業の事例から調査した

C. ズック ］．アレン [13)は、次のように整理して

いる。「コア事業を危険にさらしてはいけない」

「新事業で 3位以内のプレーヤーになれる見込

みがなければチャレンジしない」「 1回に 1つの

変数だけを変更する」「反復に耐えるモデルとす

る」「組織の複雑性を減少する」「他社よりもス

ピーディーな事業展開ができる」「成長方程式を

反復できる組織の力」「顧客行動の洞察を基本と

したモデル」「成功を繰り返す企業の力量」「成

功のテンペレートの忠実な模倣」。これらの調査

結果が示しているには、成功の方程式とは、コ

ア事業を守りながら、顧客ニーズを満足させる

新たな事業で業界オンリーワン企業に他社より

も早く到達するとともに、繰り返して活用でき、

組織の複雑性をもたらさないルールであること

が理解できる。
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w 農業ビジネスモデル創造手法ー ST

B法一

1 ST  B法による農業ビジネスモデルの創造

(1) STB法とは

ビジネスモデル創造のための手法として、汎

用的に用いられている方法は無いと言っても過

言ではない。ビジネスモデルの創造手法に関す

る試論は、わずかに白井 [9]、内田・羽生田 [12]

によって整理されている。しかし、いずれの方

法も抽象的であり、農業ビジネスモデルの開発

にそのまま用いることはできない。農業の場合、

農業法人、農業参入企業、さらには農家が連携

したネットワーク型の組織など企業的な農業経

営が生まれており、農業ビジネスモデルを受け

入れる条件は次第に整ってきた。

筆者らが開発したSTB法は、もともとは農業普

及による戦略的な地域づくり指導の体系的な支

援手法として、地域住民組織が自ら戦略的な地

域づくりを推進するという行動を支援するため

の方法として開発したものであり、次のような

プロセスを有する（第 3図）。

Sステップ：対象となる経営の問題構造を把

握するプロセスであり、分析手法としては主と

して経営の強み・弱み・機会と骨威を探索する

SWOT分析を用いる。 STB法の SはSWOTの頭文字を

示す。 Tステップ： Sステップで抽出した経営

の強み・弱み・脅威・機会の重要度やその構造

的な特質について経営者・従業員の評価特性を

数量的に分析して経営目標や戦略を明確にする

プロセスであり、参加型問題解決手法として豊

富な活用実績があるTN法 [5] を用いる。 STB法の

TはTN法の頭文字を示す。 Bステップ：経営目標

に従って戦略的な経営活動の実施効果の評価と

軌道修正を迅速に実行して経営目標を着実に達

成するプロセスである。分析手法としては、バ

ランス・スコアカード (BSC) を活用する。 STB

法のBはBaranceScore Cardの頭文字を示す。

機会 脅威

s 問題提起•目標設定
SWOT分析

且
T 問題や目標の重点化と構造化 TN百届夜テッ

TN法 TN法第2ステップ

じ
B 戸BSC法 管理と軌道修正

第3図 STB法のプロセス

(2) バランス・スコアカードによる農業ビジ

ネス戦略の実行管理

SWOT分析や TN法については、既に多くの解

説書があり、一般的な手法として広く普及して

いるので、ここではバランス・スコアカードに

よる農業ビジネス戦略の実行管理の考え方と方

法について解説する。バランス・スコアカード

(BSC) の起源は決して新しいものではない。 1

990年に情報化社会に適合した新たな業績評価

システムを検討するため、米国のノーラン・ノ

ートン研究所で行われた研究プロジェクトが起

源であると言われている注 3)0

本来、バランス・スコアカードの基本となる

考え方は、財務管理だけでなく幅広い角度から

企業の取り組みとその成果を評価して、企業全

体の活動の総合評価と将来方向を示すために活

用していこうという目的の下に考案されたもの

である。そのため、企業のビジョンや戦略を「学

習と成長の視点」「顧客の視点」「社内ビジネス

プロセスの視点」「財務的視点」という 4つの視

点で戦略的な経営活動を評価することを目指し

ている。

財務の視点は企業内部の過去の行動の把握を、
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社内ビジネスプロセスの視点は企業内における

現在の業務の仕組みを、顧客の視点は外部情報

への適合を、学習と成長の視点は企業内におけ

る成長要因の把握を目指すものである。こうし

た4つの視点から戦略の妥当性を日常的にモニ

タリング評価する。こうした評価を行うために

活用されるのが CSF(CriticalSuccess Factor 

一重要成功要因）、 KGI (Key Goal Indicator-

重要目標指標）、 KPI (Key Performance Indica 

tor一重要業績指標）である。 CSFは、企業活動

の成果を日常的に把握する、 KGIは経営目標の

達成度合いを評価する、 KPIは経営行動を日常

的に評価するための指標である。

(3) BSCを活用した農業ビジネスモデルの評

価管理の方法

次にバランス・スコアカードを活用して農業

ビジネスモデルを体系的に評価管理する方法

（農業ビジネス戦略マップと呼ぶ）について説

明する。なおここでは、既に経営目標や解決す

べき課題は、 SWOT分析、 TN法を活用して解明さ

れていることを前提とする注4)。

農業ビジネス戦略マップは、農業経営におけ

る目標達成のためのビジネスモデルの評価管理

I 既存事業の改善と新事業の組織化

1 重要成功要因 II業績評価指標

・事業バランス
•新事業創造
・資金・人材確保
・商品開発力

・市場シェアの獲得
・新規顧客の開拓
・クレームの減少
・リピート客の増加

・事業別経常利益
•新事業投資額
・借入比率・採用応募
状況
•新製品売上高

業績評価指標

・市場占有率
・顧客数
・クレーム処理件数
・顧客別注文数

の航海図のようなものであり、一般的には第 4

図のように示すことができる。

①第 1の段階一人材の確保と活用（スキルと

意欲向上）一―-「スキルと意欲向上」は、組織

構成員のやる気・能力を高めて、農業経営の目

標達成に貢献出来るように学習を促進する活動

である。これらの活動業績を評価する指標とし

ては、勤続年数、従業員の仕事処理量、労働生

産性、グループでの仕事達成量などが考えられ

る。

②第 2 段階一顧客満足度の向上—--―この段

階は、これまでの農業経営に最も欠けていた顧

客満足度向上のための取り組み行動の組織化で

ある。顧客満足度の向上に関する取り組みは、

市場シェア• 利益の獲得、新規需要の開拓、ク

レームの減少、 リヒ゜ート客の確保という側面か

らその実績を評価することができる。

③第 3段階一既存事業の改善と新活動の組織

化（社内ビジネスプロセスの視点）一―――ーここで

は、現在実施している事業の見直しを行うと共

に、新しい事業の組織化を行い、農業経営にお

ける適正な事業の推進を実現する。そのため、

事業バランスや各事業への各種資源の適正な投

財務面での成功

重要成功要因

・売上高増加
•コスト削減
・従業員賃金の上昇
・増益

業績評価指標

・総売上高
・原価率
・従業員の平均賃金
・経常利益率

I人材の確保と活用（スキルと意欲の向上I

戸三
重要成功要因 業績評価指標

第 4図 農業ビジネス戦略マップの様式
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入の実現、資金や人材の確保、商品開発などの

技術革新を推進する力を保有することが重要な

課題となる。

④第 4段階ー農業ビジネスの総合的経済力の

向上（財務面での成功）・・・..第 1~3 段階の取

り組みの総合的な成果を評価する財務視点に関

わるプロセスである。ここでは、売上高、コス

ト、利益、賃金といった財務面から農業経営組

織の成功を総合的に評価する。

注 3)詳細に吐いては、 R.S. キャプラン、 D.P. ノ

ートン [3] を参照されたい。

注 4) 詳細については、地域農業再生活動支援マ

ニュアル作成委員会 [2] の第 5章 STB 

法ー 3 バランス・スコアカードによる地

域農業戦略活動のモニタリングとナビゲー

ション（門間敏幸）ならびに門間敏幸 [5]

を参照されたい。

v 伝統的農業ビジネスモデルの評価

農業ビジネスの分野では、農業ビジネスモデ

ルのフレームを理論的に考える、あるいは実証

的に解明するという研究は全く実施されていな

いといっても過言ではない。しかし、伝統的な

農業ビジネスにビジネスモデルが存在しなかっ

たと結論づけることは早計である。ここでは、

これまでの日本農業で主として見られた農業ヒ‘

ジネスの特徴を、ビジネスモデルの視点から評

価する。評価の視点は、次の 6つである。「経営

の特徴」「顧客設定」「成功方程式」「製品選択」

「技術革新」「生産プロセス」。なお、評価する

伝統的な農業モデルは、「大規模化モデル」「差

別化・集約化モデル」「共同化モデル」「インテ

グレーションモデル」「安定兼業モデル」の 5つ

である。

第 1表の整理から伝統的な農業ビジネスモデ

ルの特徴は、次のように整理できる。

①多くのモデルにおいて顧客として市場が位

置づけられており、農協系統出荷による市場ブ

ランドの確立が目指されている。急拡大する都

市の成長と多様な農産物需要に対応するため、

小規模農家の組織化を医り市場シェアの拡大を

目指したビジネスモデル戦略が採用されていた

といえる。

②業界の成功法則は大規模画ー化、大量生産、

規模の経済、規格化などであり、規格化された

農産物をいかに効率的に生産するかが大きな課

題となっていた。こうした対応は、差別化・集

約化モデルにおいても同様で、市場規格に適合

した品質重視の生産対応と、端境期出荷が主要

なビジネスモデル戦略となっていた。

③伝統的なビジネスモデルでは、技術革新の

主体は生産者から試験研究機関、民間企業など

に移り、近代農業技術と呼ばれる、生産環境管

理型、機械・施設活用と生産資材投入型の簡便

で画ー化されたマニュアル技術が開発され普及

機関などを通して農家に普及し、生産の高コス

ト構造が一般化していった。その結果、生産プ

ロセスの管理技術は簡便化・画ー化・スケジュ

ール化され、多くの農家が等質な製品を生産で

きるような体制がとられた。

以上のように伝統的な農業ビジネスモデルの

多くは、農協系統販売を利用した市場出荷でど

れだけ高い価格が実現出来るか、また他の産地

とどれだけ差別化できるかが大きな目標となり、

そのために産地における規格格付けの強化と細

分化といった戦略が採用された。伝統的ビジネ

スモデルでは、「市場ニーズ＝消費者ニーズ」と

いう理解が一般的であり、消費者・加工業者の

真のニーズに対応するビジネスモデルの開発は

中心とはならなかった。
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第 1表 伝統的な農業ビジネスモデルの特徴

大規模化モデル 慈訛・集的化モデル 詞化モデル
インテグレーション

安定兼業モデル
モデル

・経営槻模拡大による

経営の待徽
コスト削減

コスト・収菌・品質の差別化
晨作業の共同 食肉・食品M工メーカー

兼業中心十稲作
・機械化・薦設化 •機械•桐設の共同利圃 による農家の垂直的綺合
・労働筒的的経営

扉客設定
・農協系綺枇荷

甫楊プランド龍立 農家月身 食肉•加工メーカー
・農協系統出荷

，市場が扉客 ・睛生産

・商晶の規格・格付lt(J)厳格化と農家
信助金の活舟
•土地利月型作物生産 ・低コスト生産 ・徹底的な省力化

成功方程式
・大型機械化作業体系 {f)厳守

・政策的誘導 •大量生産 ，採算度外視
・補助金話舟 ・皐作化による効率化と生産量確保

・周年出荷体制If)龍立
層場整備 ・品質IJ)安定化 •主要農業機械If)装備
・共同利月薦設

製品選恨 少数品且への生産の特化 指定産地など待定農産物の産地の膨成 来，麦，大豆，育苗，育成牛豚，鶏， nor野菜 水稲

臆革新
・訊験場・メーカー主導 ・品種，栽焙・防餘法の綺一
・資材投入型技庸革新 ・品質規格の綺―

•収穫期間の嬉長

生産プロセス •水囲では偕態・作業受託
•温室管理の自軌化
哄伺育荷
•共同選果

VI 新しい農業経営の出現とビジネスモ

デル

1 農業ビジネスモデルが求められる背景

伝統的な農業ビジネスモデルは、高度経済成

長期、近代農学の普及期における大量生産時代

のビジネスモデルであった。しかし、高度経済

成長の終焉、米の生産調整の実施、農産物の輸

入自由化、農産物・食品に対する消費者ニーズ

の多様化により、伝統的な農業ビジネスモデル

が描く経営は、次第に時代に合わなくなってい

った。そうした中で農協系統出荷体制は脆弱化

し、農産物の大量流通を支えた卸売市場体制も

次第に変質していった。さらに消費者は空腹を

満たす食から、楽しむ食• 健康を支える食を次

第に重視するようになり、農産物・食の安全・

安心、食の機能性に対する消費者の要求レベル

は高まっていった。さらに、過酷な競争を強い

待になし
•加工適正品種開発 ・ 省力贖
・技猾IJ)マニュアル化 眉—的栽培贖

，作業のみ共届l マニュアルにそった生産
週末農業

層習は個人 管理の実践

られているスーパーマーケット、中食・外食産

業は個性ある農産物・食品の安定的な独自の調

達を目指すようになり、市場調達から農家との

直接契約による取引を拡大していった。さらに、

インターネットを通して消費者の情報がどこに

いても迅速に把握できるようになるとともに、

自らインターネットによる農産物・食品の販売

に挑戦する農家が出現するようになった。

このように消費者ニーズの多様化と、その二

ーズに的確に対応することが今後の農業経営の

発展方向であると認識する農家が次第に増加し、

消費者ニーズに即応した農産物生産方式の採用、

農協から離れて自ら生産した農産物を販売する

農家が増加するとともに、それらの農家が連携

した新しいタイプの農業経営が出現し、その影

響力を次第に高めている。
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2 ネットワーク型農業経営の動態的ビジネス

モデルの評価

現在、誕生している新しい農業経営組織に関

する事例の調査から、これらの農業経営組織に

は、次のような特徴があることが明らかになっ

た。①農産物の差別化、経営体としての差別化

を図ることが中心課題となっている。そのため

の手段として生産物の付加価値向上の取り組み

や、経営体独自のマーケティングの実践が行わ

れている。②最近は、経営目的を共有し経営の

全体もしくは一部を、相互の経営資源や技術 ・

知識 • ノウハウを共有しながら連携して活動す

る複数の農業経営が集まったネットワーク型農

業経営組織が生まれている、③さらに、こうし

たネットワーク農業経営組織の 中には、品種、

技術、ブランド商品、商標などを提供して地域 ・

全国の農家を組織化する フランチャイズに近い

ビジネスモデルを採用する企業が存在する注5)。

こうした農業経営の場合、そのビジネスモデ

ルは伝統的な経営と異なり、経営を取り巻く経

営環境の変化、経営自らの変化に従って大きく

変化している。そのため、農業ビジネスモデル

自体もそうした変化に従って大きく変化すると

捉えるのが望ましい。経営はそれを取り巻く外

部・内部の環境に従って変化する生き物であり、

その生き物である経営体が生存するためには、

持続的に利益をあげる事が重要である。 これま

で筆者らが調査してきたネットワーク型農業経

営の発展プロセスは、第 5因のように描く事が

できる。

ここでは、新しい農業経営として注目される

ネットワーク型農業経営組織を事例に、組織の

動態的な発展プロセスをビジネスモデルの変化

として評価する。そのため、本論ではネットワ

ーク型農業経営組織の発展段階を、 「出発期」

「離陸期」 「発展期 • 安定期」の 3つの段階に

区分し、それぞれの段階におけるビジネスモデ

ルの特性を評価する。また、ビジネスモデルの

特性評価に当た っては、経営組織戦略の実行管

く

大手スーパー

消衣者組織
--------．． 

,：,：.,, のヤ,.スー.,,バ_ー 化口インターネット販売 I I 
r-1 器産物輸出．． 

↓ ↓ △ .ヽH 地産地消レストラン

ネ ＜二~
II I I H 多様な事業展開ツ

,.,7・・・・・t・t+・・・・ に
LI I I ヨ 社会貢献活動

月夕 ／ I 
規格外品の加工 I⇒I 本格的加工事業

発展プロセス

出 匪 発展期•安定期

第 5図 ネットワーク型農業経営組織の発展プロセスの模式図
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理手法であるバランス・スコアカードを用い、

「人材確保・育成の視点」 「業務プロセスの改

善」 「顧客の視点」 「財務の視点」の 4つの視

点から、それぞれの発展段階ごとのビジネスモ

デルを評価するための要因を整理した（第 2表

参照）。

(1) 出発期のビジネスモデル

出発期のビジネスモデルにおける人材確保・育

成のポイントは、信頼できる仲間の確保と取り

組み理念形成、マーケット・インの考え方の修

得である。業務プロセスでは、マーケット・イ

ンに対応するための生産方法、生産プロセスの

選択であり、市場出荷と異なる消費者価値の実

現方法が選択される。顧客の視点では、直売に

よる消費者との直接取引、消費者のターゲット

を絞り集中的な販売戦略の採用等、多様な顧客

の確保戦略が採用される。財務の視点では、自

己資金・コアメンバーの共同出資による経営の

展開を基本として大規模投資の抑制による着実

な経営の展開を売上高、生産費、利益を評価し

ながら制御するという戦略が採用される。

(2) 離陸期のビジネスモデル

離陸期のビジネスモデルにおける人材確保・

育成のポイントは、参加農家の拡大と経営理念

の浸透である。また、この時期には組織を支え

る専門従業員の確保と能力向上戦略を実践する

ことが重要である。業務プロセスでは、生産面

では参加農家の技術の向上と平準化が、販売面

第2表 新しい農業経営のビジネスモデルの動態的評価の視点

出発期のビジネスモブル 離陸期のビジネスモデル 発展期• 安定期のビジネスモデル

材人 ・参加農家の拡大と組織理念•雇/.用拡=大と人---'---..材確保

確• 信頼できる仲間の確保 の浸透 • . 従{,業貝パの独ュ支援
保• 基本的な取 り組 理今 ・マーケットインのための対J... 組織後継者の確保
頁形成 み心、の 応方法の参加農家への浸透 ・エキスパート従業員（研究開

成•新たな生産・販売方法の＝・組織活動を支える専門従業 発ど） 、マーケプインク、輸出な
の勉強 貝の確保と教育
視 ・経営者・従業員の学習機ム •従業員への社会責任・貢献竜
点 の確保 云識の浸透 、【

• 消費者ニーズ、実需者 ．栽培法・施肥法などの技術・大学・研究機関などとの連携
務業 ニーズに即した生産方法 の平準化による生産物の品質による技術革新
プの選択 確保 • 生産・加工・サービスなどの

~-生産方法・出荷方法の統• 大、手販一売先の確,.保と契約生 6次産業化の実現
ス 産ンスプムの確ュ ・農産物輸出、資源循環システ
の・品種、生産資材の統一 ・多様な取引先確保によるリムの確立、食育の取り組み
改善• 差別化できる技術・製品ス・ ク分散 = •他,-,....,.地域への取引先の拡大（地

の模索 GAP説埠正、有機認証、特別域農家共生理念と新しいビジネ
栽培認証などの差別化 ス理念の衝突）

顧 • 消費者・実需者が求める 大• 生協、スーパー、外食など・食育等、社会貢献活動の展開
客商品の生産 手,+-.取引先,+-.の、確保 ・インターネットによる利用者
の• 消費者・実需者のニーズ ・女全・女心、美味しさの追サービス
視を開拓 求 ・地域からの雇用の拡大
"占"・多様な顧客の確保 • 消費者ニーズに即した多様• 海外顧客の確保

な商品生産 ’’ 

• 自己資金を中心とした経• 新規事業のための資金確保 、 、

財 営 ・補助事業などの活用 •投資資金確保
務・コアメンバーの共同出資• 増資 ・補助事業活用
ので資金確保 ・運転資金の確保 ・融資資金の確保
視点 ．大規模投資の抑制、堅実・売上高• 和益の成長率 生 ・売上高: 生産費、経常利益

経営の実践 産費、経常利益率、 ROE‘(総 率、自己資本比率、負債資本比
・売上高、純利益、生産費資産利益率） 率、キャッシュフロー
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では大手販売先の確保と契約販売システムの導

入、さらには多くの取引先の確保による経営の

安定とリスクの分散が重視される。また、 GAP

認証、有機栽培、特別栽培などの導入により、

他産地、他経営との差別化を図ることが必要に

なる。顧客の視点では、生産量に見合う大手取

引先の確保、安全• 安心さらには美味しさの追

求により新たな需要を開拓すること、消費者ニ

ーズを反映した多様な商品の開発が大きな課題

となる。財務の視点では、新規事業のための資

金や運転資本の確保、補助金などの有効活用に

よる新規事業の展開が大きな課題となり、売上

高、生産費、経常利益率、 ROE(総資産利益率）

などの財務指標を用いて経営を財務面からコン

トロールする。

(3) 発展期• 安定期のビジネスモデル

発展期• 安定期のビジネスモデルにおける人

材確保・育成のポイントは、雇用の拡大と多様

な人材の確保である。特に研究開発、マーケテ

ィング、輸出等の専門的な知識を有する人材の

確保が組織の発展のためには必要となる。さら

に、この段階では組織の後継者確保、従業員の

独立といった問題に対する解決策を用意してお

くことが課題となる。業務プロセスでは、組織

としての技術革新推進力の確保が必要であり、

大学、試験研究機関との連携、より高い付加価

値を実現するために 6次産業化や農商工連携の

取り組みにも挑戦することが課題となる。また、

農産物輸出、資源循環システム、食育など、企

業としての新ビジネスの開拓とともに、社会貢

献を意識した企業風土の形成が不可欠となる。

発展期• 安定期の顧客の視点では、食育などの

社会貢献による顧客への奉仕、インターネット

による新たな顧客の確保、海外でのビジネス展

開などが検討課題となる。財務の視点では、新

規事業のための投資資金をいかに外部から調達

するかが重要な戦略要因となる。そのためには、

良好な財務状況を確保することが不可欠である。

注 5) これらの農業経営組織の特徴については、

門間 [6]の序章を参照されたい。

VIl おわりに一農業ビジネスモデルと農

業経営研究の課題

農業経営研究が農業ビジネスモデル研究に取

り組む場合に最も重要な点は、生産者サイドか

らではなく、消費者、実需者サイドから農業、

農業技術、農業経営のあり方を考えるという事

である。ここで取り上げた新たな農業経営組織

の発展プロセスをビジネスモデルの視点から見

た場合、発展の初期段階においては消費者ニー

ズをあまり意識しないプロダクト・アウト型の

経営から消費者・実需者ニーズに対応するマー

ケット・イン型経営への転換が必要となる。こ

うした転換を研究面から支援するためには、次

の研究課題の解明が必要となる。

①消費者・実需者ニーズの正確な把握法の開

発。

②消費者・実需者ニーズに対応した経営変革

革の方法の解明。

③市場取引から契約取引へと転換する場合の

リスク分散方法の解明。

④また、本論で示したネットワーク型農業経

営組織の場合は、中心となる経営と参加経営と

の組織間関係の解明が重要となる。特にフラン

チャイズ型、地域農家組織化型に関わらず、相

互の関係を持続的に発展できる組織としての経

営理念、契約関係の評価が重要な課題となる。

経営組織が発展期・安定期を迎えた段階では、

マーケット・インだけでなく、消費者・実需者

に積極的に商品を提案する新たなプロダクト・

アウトの考え方が不可欠となる。この段階にお

ける経営研究に求められる課題は、次のように

整理することができる。

①消費者・実需者の潜在的なニーズ発見手法

の開発。

②プロダクト・アウト型の新商品開発に伴う

リスク評価。消費者・実需者ニーズを先取りす
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る新商品の開発は大きな経営リスクを内包する

挑戦であり、リク管理手法の開発が大切な課題

となるであろう。

③事業導入の評価方法の開発。

④労働管理システムの開発。新たな農業経営

組織の多くは家族農業経営の枠を超え、雇用型

の経営となる。こうした中で如何に雇用労働を

管理するか、経営の持続的な発展にとって極め

て大きな課題である。特に組織の管理運営に如

何に従業員を参加させていくか、能力のある従

業員をどのように処遇するか、従業員の中から

メンバーの農業経営者としてどの程度独立させ

ていくか、研修生の受入をどうするか、といっ

た様々な課題がある。

なお、農業ビジネスモデルに関する農業経営

研究の課題としては、次の 3つのアプローチの

連携が大切である。

①先進事例を評価して一般化するアプローチ

②ビジネスモデル創造手法の開発

③ビジネスモデルに命を吹き込むビジネスプ

ロセスの評価手法の開発。
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