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【報告論文】

農協共販産地におけるマーケティング活動の支援策の検討
ーサツマイモ「べにはるか」 30日以上貯蔵ルールを事例として一

高橋ゆうき＊・高橋大樹＊＊・栗原大二＊

（＊千葉県農林総合研究センター・＊＊千葉県君津農業事務所）

I 背景と目的

1 背景・既往の知見

今日、農産物の販売戦略において消費者や販

売者の視点を取り入れたマーケティング活動が

一般的となっている。一方、千葉県の農協共販

産地（以下、単に「共販産地」という）では、

卸売市場に対する農産物出荷が主であったこと

から、長い間、販売戦略については、外観品質

や収量の向上に重点が置かれてきた。そのため、

共販産地において、農産物のマーケティング戦

略をどう立てたらよいか、また構成員の意思統

ーをどう図れば良いか、苦慮している事例が見

受けられる。

共販産地が主体となって行うマーケティン

グ活動事例の分析としては、過去には斎藤

(1986)が高知県の事例をまとめており、宮崎

県とのピーマンの産地間競争を経て多品目生

産・地方市場への進出戦略をとった経緯や、他

県との競争意識により合意形成が可能であっ

たことなどを整理している。また、棚谷ら

(2012)が茨城県の事例をまとめており、サッ

マイモのデンプン含量計測による品質管理お

よび計画出荷の取組や、一部の若手生産者によ

る取組が卸売市場で高い評価を得て産地全体

に広まった経緯等を整理している。ただ、マー

ケティングの必要性が高まった昨今、農協共販

の停滞を反映してか、共販産地を対象にしたマ

ーケティング活動を分析した研究は少なくな

っており（河野 2012)、研究よりも現地におけ

る取組が先行しているといえる。

そこで、関連する既存の知見として、課題解

決のプロセス、経営戦略、マーケティング・ミ

ックス、共販産地のマネジメントをみる。課題

解決のプロセスとして、農業者が課題解決に際

してどのような段階を経るかについて、藤田

(1995) が整理を行っている。課題の性質から

「改善」、「導入」、「創造」に分類し、それぞれ

が 5段階のステップを経て課題解決に至るとし

た（第 1表）。ただしこの段階は農業者の自主的

動機に基づき実施される場合であって、指導者

が集団に働きかけて行われる場合ではステップ

の途中から活動が始まるケースや農業者が課題

解決のステップをほとんど踏まないケースもあ

るとしている。

第 1表 課題解決のケースとステップ

課題解決の ケース

ステップ 改善 導入 創造

① 
漠然たる

問題意識
認知 発展への欲求

② 
問題意識の

関心の深化
欲求内容の

明確化 明確化

③ 解決策案出 評価・修正 アイディア
案出

④ 試行 試行 試行

⑤ 実施 採用 実施

注）藤田 (1995) を一部加工

経営戦略に関する基本的なフレームワークに

3C分析がある。経営戦略の立案に際しては、

Company (自社）、 Customer(顧客）、 Competitor

（競合相手）の三者を分析する必要があり、こ

れらの頭文字をとって 3C分析と呼ばれる。

続いて、マーケティング・ミックスの項目と

して 4Pが挙げられる。これはProduct(製品）、

Price (価格）、 Place(流通）、 Promotion(プロ

モーション）の 4項目を組み合わせて活動を行
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うとされている。 ここでは、農産物において特

に重要とされている製品と流通についてみる。

製品対策について、藤谷 (1993) は、農産物の

マーケティング上の特徴として、工業製品に比

べて生産物差別化の可能性が小さいとしたが、

斎藤ら (1990) は、品目による効果の大小は認

めつつも、新製品開発やプランド化等の差別化

は積極的に評価している。特に少子面齢化に伴

い供給が需要を上回る情勢にあって、需要の多

様化が進んでいる昨今では（折笠 2017)、農産

物差別化の重要性はより高まっていると考えら

れる。また、流通対策は販路の選定や売る場所

を限定するかどうか等が挙げられる。藤谷は股

産物の品目構成や、規格 ・等級等の商品価値構

成が多様であることから、農産物流通に重要な

役割を担っている卸売市場への出荷対応や、供

給量の適正化を確保することが極めて重要なマ

ーケティングとしている。

共販産地のマネジメントについては、過去に

は規格統一やロットの確保の取組が多く見られ

たが、武部 (1993) によると、 1970年代から農

協共販を支えていた生産地農業者の均質性 ・同

質性が崩れ始め、産地組織からの離脱も稀では

なくなった。また、岸上 (2012) によると、農

協の画ー的な精算方式に対する不満を受けて、

生産者の技術によってグループ化する、個別精

算方式を導入する等、個別対応にシフトしてい

る事例が見られる。

2 目的

これら既存の知見（課題解決プロセス、 3C、

4 p、共販産地のマネジメント）をどの様に共

販産地のマーケティング活動に適用するかを

千葉県における活動事例をもとに検討する。そ

して、共販産地がマーケティング活動を行う際

の要点について整理することにより、産地の活

動を支援することを本稿の目的とした。

3 研究手法

まず、調査事例について、藤田 (1995) を参

考とした 5段階のマーケティング課題解決プロ

セス（第 1図）に従って腟理を行う 。このプロ

セスは千葉県内の普及関係者がマーケティング

活動の整理を行う際に試行的に活用し、おおむ

ね整理が可能であるとの評価を得ている。

次の段階として、マーケティング課題におい

て各プロセスをより分析するためには具体的に

どんな視点が必要か、また共販産地のマーケテ

ィング活動は様々な関係者がいるため、構成員

を次のプロセスに誘導するためには何が必要か

を分析することが重要 となる。そ こで、既存の

知見である 3C、マーケティング戦略の 4Pに

より本活動事例の各プロ セスにおける分析を行

う。最後に共販産地におけるマーケティング活

動の要点について明らかにする。また、産地の

マネジメントの視点からも産地関係者の意思統

ーを図り次のステップヘ進める要点を明らかに

する。

心
｀
」
属
」
⑯

問題点の認知

問題の解決手法の検討（調査・情報収集）

課題設定（目的 ・目標 ・活動計画）

仮説検証（試行 ・試験販売）

仮説実証（実行 ・市楊投入）

第 1図 マーケティング課題解決プロセス

注）藤田 (1995) を一部改変した。

II 調査事例

千葉県印廂 ・香取地域は千葉県の北東部に位

置し、そのうち成田市、香取市、神崎町、多古

町で千葉県の約 7割のサツマイモを生産してい

るい）（第 2図）。千葉県の普及指導センターで

ある農業事務所の管轄は、成田市が印廂農業事

務所、香取市、神崎町、多古町が香取農業事務

所となっている。農協は JA成田市、 JAかとり、

JA佐原、 JA多古町の 4農協に分かれている。サ

ツマイモの股協共販率は明確な数値がないもの

- 76 -



の、農協と市町の作付面積から 4割程度と推計 1 マーケティング課題解決プロセスによる整

される注2)。 理

第 2図 千葉県サツマイモ産地の地図

農協、農業事務所間では以前から 同じサツマ

イモ産地 とい うことで交流はあった。そ こで、

地域全体でサツマイモ産地の問題を解決するた

めに、「さつま いも戦略的産地育成推進協議会」

が平成 22年に設置された。協議会の構成員は 4

農協（生産者代表者含む） 、JA全農ちば、卸売市

場、4市町、 県庁（農林水産部担い手支援課） 、

印廂 ・香取農業事務所、農林総合研究センター

である。

栽培するサツマイモの品種は「ベニアズマ」

と 「高系 14号」の系統が中心であったが、平成

21年ごろから新品種の「べにはるか」の作付が

はじまり 、現在は作付面積の 2割程度が「べに

はるか」である。今回、「さつまいも戦略的産地

育成協議会」が行った、サツマイモの品種「ベ

にはるか」の品質安定のための出荷ルール制定

の取組について分析を行う 注3)。

III 研究結果

(1) 問題点の認知

平成 22年ごろ、印廂 ・香取地域で「べにはる

か」の栽培面積が増え始めた。「べにはるか」は

平成 19年に農研機構 ・九州沖縄農業研究センタ

ーで育成された、形状が優れセンチュウ害に強

い品種である。食感は粘質系であり、既存の主

要品種である「ベニアズマ」とは大きく異なる。

面積増加の要因は主に栽培のしやすさだが、卸

売市場の一部からは、どのように販売したら良

いか分からないとの声や、粘質系の「べにはる

か」に対する消費者のニーズがどの程度あるの

か懐疑的な意見があった（栗原 2015)。また、

当時千葉県産のサツマイモは年内出荷の供給過

多が生じており 、肥大が早く早期出荷が可能な

「べにはるか」の出荷量が増えた場合、 卸売市

場において年内出荷の荷のだぶつきが生じるの

ではないかという懸念が産地関係者の中にはあ

った。

卸売市場での懸念に対して、産地は危機感を

抱いた。産地では平成 12年ごろ、「ベニアズマ」

の大量腐敗が生じ、卸売市場からの評価を下げ

た経験があった。そのため、卸売市場からの評

価を下げないよう、対応を検討した。

(2) 問題の解決方法の検討

まず、「べにはるか」の知名度向上のためプロ

モーション活動を実施し、リーフレット等を用

いて、ねっとりした「べにはるか」の食味が「ベ

ニアズマ」と異なることを説明した。また、「ベ

にはるか」等の粘質系サツマイモの消費者に対

するニーズがどの程度あるか、 千葉県農林総合

研究センターの経営担当者が消費者モニターに

対して調査を行った。その結果を第 2表に示す。

消費者モニターは食に関心の高い消費者といえ

るが、粉質系（ほくほく系）にこだわりを示す

（「大変こだわる」、「こだわる」と回答した）消

費者がおよそ 8割だったのに対し、粘質系（ね

っとり系）に対しても 5割弱の消費者がこだわ

りを示し、また両食感に対する嗜好は必ずしも
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排反するものではなかった。このことから、粘

質系はサツマイモの食味の一つのジャンルとし

て確立していることが明らかとなった（栗原

2015)。

さらに農林総合研究センターの流通加工担当

者が農業事務所、農協と共同で食味試験を行い、

掘り取り後 60日以上の貯蔵で粘質・廿さの安定

した「べにはるか」となることが分かった。そ

こで他県の事例を調べてみると、サツマイモの

貯蔵による食味向上の事例がいくつか見受けら

れた。 JA全農おおいたでは「べにはるか」を 40

日以上貯蔵したものを「廿太くん」というブラ

ンド名で販売している。競合産地である茨城県

の JAなめがたでは、粘質系の「べにはるか」を

年内出荷、粉質系の「紅まさり」「ベニアズマ」

を貯蔵して年明けに出荷し、粘質系と粉質系の

中間の食味で長期安定出荷を行っている。

(3) 課題設定

印揺・香取農業事務所の担当者は、貯蔵する

ことで安定した粘質系の「べにはるか」を供給

することを検討した。近隣産地である JAなめが

たと競合する戦略を避けるため、また印梅・香

取地域に求められている年明け出荷の量を安定

させるためである。

農業事務所の担当者は、貯蔵した「べにはる

か」をレギュラー品として販売することを想定

した。 4農協中 3農協は既にサツマイモのプラ

ンド品種（高系 14号選抜種に独自銘柄を付した

もの）を持っていたことと、「べにはるか」の栽

培面積が既に多くなっていたことが背景に挙げ

られる。また農業事務所・ JA全農ちばは、 4農

協で統一した基準で出荷したいと考えていた。

4農協は統一基準で出荷することについては

同意したものの、基準にする貯蔵日数について

は意見が分かれた。

農業事務所は、各農協と個々に調整を行うこ

とは難しいと考え、「さつまいも戦略的産地育成

協議会」の場で基準を設定することを決め、各

農協に伝えた。その際、会議には意思決定がで

きる人物に出席してもらうよう調整を行った。

最終的にはこの会議の場において、貯蔵 30日

以上の「べにはるか」を出荷する「30日以上貯

蔵ルール」を 4農協の共通Jレールとして策定し

た。

(4)仮説検証

ルールの提案に対して、早期出荷を行いたい

生産者からは一部反対意見も出た。ただ農協の

担当者は食味試験を農林総合研究センターや農

業事務所と共同で実施しており、生産者も日頃

から食味試験の結果について講習会等で聞いて

いたことから、関係者間で貯蔵の必要性の認識

は共有されており、大きな反対にはならなかっ

た。こうして平成 25年産から「30日以上貯蔵ル

ール」が開始された。

卸売市場は、生産者側から品質向上のための

取組が提案されたことについて肯定的に評価し

第 2表 「ほくほく感」嗜好と「ねっとり感」嗜好に関する回答のクロス集計結果

（該当実数）
「ねっとり感」嗜好（実数）

合計
合計比率

大変こだわる こだわる ややこだわるこだわらない （％） 

実^-感ほ一
大変こだわる 17 25 28 18 88 41 

こだわる 7 34 34 13 88 41 
＜ 

竺悶ほ ややこだわる 7 4 15 3 29 14 

＜ こだわらない 4 2 8 4 

合計 35 64 79 35 213 100 

合計比率（％） 16 30 37 16 100 

注： 1) 栗原 (2015) より引用

2) 千葉県農林総合研究センター消費者モニターに対するアンケート結果
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た。「30日以上貯蔵ルール」が始まって 1年目の

シーズン終了時には、「食味が向上した」「出荷

開始時期が明確になった」等の評価があった。

(5) 仮説実証

「30日以上貯蔵ルール」を導入して平成 30年

産で 6年目となる。生産者の間では既にルール

は浸透しており、反対意見も出ていない。また

年内出荷を希望する生産者に対しては、貯蔵し

なくても比較的食味が安定している「ベニアズ

マ」「シルクスイート」を提案している。

卸売市場からの評価も概ね良好であり、食味

の安定に加えて計画出荷が行われていることに

ついて評価する声が多い。ただ JAなめがたと比

較してその精度はまだ低いという評価もある。

また本来「べにはるか」の食味安定のためには

60日以上の貯蔵が必要であることから、日数の

再検討も残された課題である。

(6) 小括

マーケティング課題解決プロセスの起点とな

るのは間題意識の認知であるが、卸売市場が新

品種に対する需要や、出荷計画の変更に対して

不安を抱いていた。産地も過去の「ベニアズマ」

の大量腐敗の体験から、品質の維持の重要性を

認識していた。これらの問題を解決することを

念頭に活動が進められたことが、マーケティン

グ活動が成功した要因であった。

2 既存の知見の適用

(1) 3 C分析

本事例のマーケティング活動の過程で 3C 

分析を戦略的に適用したわけではないが、結果

として 3Cの視点を取り入れた活動となってい

た。ここでは 3 Cを顧客、競合産地、自産地と

して整理した。

まず顧客 (Customer) の視点で整理を行うと、

共販産地で重要視される卸売市場だけでなく、

より川下に位置する消費者も顧客としてとら

え、消費者に対するアンケート調査により粘質

系サツマイモに対して消費者の 5割弱程度が

「べにはるか」のターゲットユーザーになりう

ることを示した。加えて卸売市場の要望に応え

るため、年内の出荷量を減らす試みをした。

競合産地 (Competitor) である JAなめがたと

差別化をはかるため、粘質系サツマイモとして

「べにはるか」を販売し、貯蔵により粘質系の

特性を高める取り組みを行った。また全農おお

いたの「廿太くん」の事例を参考に、貯蔵日数

で出荷ルールを策定することとした。

自産地 (Company) では、栽培面積から「べに

はるか」をレギュラー品として扱う戦略を採用

した。さらに「べにはるか」の栽培面積の増加

率や年内出荷量等を踏まえ、「30日以上貯蔵ルー

ル」を導入した際の出荷計画を策定した。

(2) マーケティング戦略 (4P) 

本取組は 4Pのうち製品対策を中心に行われ

た。農産物を対象にしたマーケティングは品目

によって効果に違いがあるが、サツマイモが嗜

好的作物であることに加え、「べにはるか」は新

品種であり、マーケティング活動を行う効果や

必要性が高かったと考えられる。市場出荷産地

におけるレギュラー品は、まず適正量を市場に

供給することが求められがちである。当初は「ベ

にはるか」の出荷適正量も不明な状況であった

が、調査により潜在的な消費者の存在を明らか

にし、出荷量も確保した上で、差別化の戦略を

とった。また粘質系サツマイモである「べには

るか」と既存品種との差別化が可能であること

を、調査により明らかにしていたことも、差別

化の戦略をとることができた要因である。

(3) 共販産地のマネジメント

農業事務所・ JA全農ちばは、 4農協で基準を

統一する意向があった。 4農協はサツマイモ産

地として以前から交流があったことに加え、「ベ

ニアズマ」の腐敗等同じ経験を共有していた。

また食味試験を試験研究機関、普及組織、農協

で共同実施し、結果を生産者と共有していたこ

とが、関係機関の意思統一に有効に機能してい

た。

II1 まとめ
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1 成果

共販産地がマーケティング活動を行う際の要

点は、何が間題なのかを明確にし、マーケティ

ング課題解決プロセスにおいて現状どのプロセ

スにいるかを整理することである。そして、そ

の際、自産地・競合産地・顧客の立場に立った

3C分析を行い、対象となる農産物の特性等を

踏まえて 4Pのうちどの戦略をどのように採用

することが有効なのかを検討する。共販産地に

は様々なステークホルダーが存在するため、プ

ロセスを次に進めるためには体験・情報を共有

し、関係者間の認識や意思の統一が重要である。

2 残された課題

既存の知見等を適用して共販産地におけるマ

ーケティング活動のプロセスを示すことは可能

であったが、品目の特性や問題点の性質等現状

のパターンに応じた対策を提示できるまでには

至らなかった。本稿の執筆に当たり千菓県内の

マーケティング活動事例の調査を行ったが、そ

れらの複数事例の精査・整理を行う必要がある。

また共販産地のマネジメントの観点では、農

協が組合員に対して、より個別対応にシフトし

ている中で、厳しい出荷ルールの制約を行った

場合、組合員が農協から脱退するリスクがある。

それらも加味した上で意思決定を行う必要があ

るが、そこについての分析は不十分であったの

で、残された課題としたい。

注 1) 平成 18年作物統計より算出。

注 2) 平成 26年産の 4農協の作付面積、平成 18

年産の市町村作付面積、平成 18年産および 26

年産の千葉県作付面積から推計した。

注 3) 活動事例としてサツマイモを対象品目とし

たマーケティング活動を選択したのは、千葉

県がサツマイモを園芸主要品目と位置付けて

いるためである。
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