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農産品の付加価値商品開発による消費者サボーターの獲得

一認識から理解へ，理解から行動へー

菊池真純*

〔キーワード農産品，付加価鑑，消費連摸，環

境価値

1 .一段階上への

発想の転換の必要性

今日の国際社会において，一国の農業を取り巻く

環境を自国内だけの視野で議論することは到底不

可能となっていることは言うまでもない.すべての

分野における他閣との貿易構造の中，安価な外居産

農産物が日本の食品市場を支配している今日，こう

した時代の流れを正爾から受け止め，それに対応し

て従来とは違った形での国内農業運営の創意工夫

が必須である.現在の状況を受けて，外国産に押さ

れている日本農家の生き残り問題，食糧自給率低下

の問題が大きく取り上げられ，日本農業の危機ばか

りが叫ばれている.確かに過去と比較した場合，大

きな変化とともに危機的局面が訪れたという見方

は間違っていないだろう.しかし，筆者が強調した

いことは，複雑に重窟的に生み出された現定の国際

社会構造を正し，日本農業を立て直そうとするより

も，現在の情勢を受け入れたうえで圏内での農業運

営をいかにそこへ対応させていくかを考えるべき

だとしづ発想である.それはつまり適者生存J

の発想、である.本論文では，農産品の付加価値開発

による成功事例をいくつか挙げ，それをもとに， 2 

種類の付加価値高品開発方法と，それによる結果と

しての消費者獲得について議論していく.

2. 付加髄 値 商 品 の 開 発

(1)農産品加工による付加価伎の事例

.花畑牧場の生キャラメル

昨今，飼料となる穀物の高騰等さまざまな要因に

より，酪農業の経営がかつてない厳しい現状となっ

ている そんな中，北海道十勝地方中札内村にある

本早稲阪大学大学鋭アジア太平洋研究科博士課程国際関係学専攻

(Masumi Kikuchil 

花畑牧場注1)では，一日 1，000万円を売り上げるチー

ズや，し 275万円分が即日販売する生キャラメルな

どの商品により現在のところ大成功を収めている注2)

田中社長の経営理念は「小さく作って高く売るJ

というもので， 7万坪の牧場には約 20頭の牛を飼っ

ているのみである.筆者が 2008年 7月に花畑牧場

販売所にて行ったインタビューによると，製品価格

の比較は以下のようにまとめることができる.

①搾乳後の 20kgの牛乳=約 2，000円(ミネラノレ

ウォーターよりも安価)

②搾乳後の牛乳を自社内で 2kgのチーズに加工=

約 10，000円

③自社内で、作った 2kgのチーズを自社のファーム

レストランで提供=約 20，000円

農業協同組合の規定により，搾乳後の牛乳を販売

するには農協の定めた値段でしか販売することが

できない.しかし，その牛乳を加工して製品を作っ

た場合には，生産者がその価格を決定できるという

システムが存在する.さらに，花畑牧場のマーケ

ティングの成功は，新千歳空港という北海道の玄関

口における激戦のおみやげコーナーを制したこと

も大きな要因である.

他者と比較をすると，タレントとしての知名度の

ある社長が経営しているという大きな優位性は指

摘でき，またこの躍進がどこまで続くかはわからな

い.しかし，現時点での社会情勢において非常に戦

略的な発想、の転換をし，成功している事例として大

きな評価ができると陪時に，他地域でも応用可能な

非常にシンフ。ルな原理がここから学び取れる.

注 1) 1992年(平成4年)に設立され北海道河西郡中札内村

に本社を詮く，牧場経営・食品の製造販売などをする企業で

ある.代表取締役はタレントの問中義郎

注 2)デーリー東北新関. 2008年 12月 29S. 

0369-5247/09/￥500/1論文/JCOPY
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表 l 常呂漁協の植樹実績

地域 樹種
面積 本数
(ha) (千本)

10.93 134 

北見市常呂町吉野，登 カラマツ他 98.86 238 

北見市常呂町吉野(小笠原の森) カツラ，ミズナラ他 4.80 4 

北見市常呂町福山(分収造林) トドマツ 23.68 57 

常呂郡置戸町勝山 シラカバ，アカヱゾマツ 60.24 130 

常呂郡置戸町春日 シラカバ{也 12.68 12 

常呂郡佐呂潤町浜佐呂間 7.22 17 

4 

222.68 596 

出典:常呂漁業協陪組合HP(http://www.n43.or.jp/tokoro/tokoro-g/) 
2008年8月12日閲覧.

(2)地域環境保全という付加価値の事例

.常呂漁業小笠原の森プロジェクト

1979年頃から周辺の森林伐採が進んだことによ

り，北海道北東に位置する鱗走管内北見市を抜けオ
ところが才フ

ホーツク海に流れる常呂JI[の上流 80km，置戸可に

あるサケ・マスふ化場の湧水が減少し始めた.常呂

漁協は当初，資産形成のため町内の山林を買いとっ

ていたが，森林伐採の影響による湧水減少をきっか

けに， 目的は常呂JI[の環境保全へと切り替わって

いった.つまり，地元の生活の糧である漁業を守る

ために川を守る，そのJI[を守るために漁畏が森を守

るといった循環的な構障がここに存在してきた(表

1).常呂漁協のこれまでの植林面績は， 222.68 ha， 

596，000本にも及んでおり，植樹にあたっては北海

道大学東三郎教授(当時)が技術指導を行い，漁協

女性部が先頭に立ってきた注 3)

これまでの先駆的な活動が高く評価され，常呂漁

協は 1992年，漁業団体として全国で初めて第 10間

「朝日森林文化賞Jを受賞し，また 2001年には，

繰化推進連動の功績を認められ内閣総理大庄賞を

受賞した.さらに 2003年には，同 24年に組合創立

百週年を迎える記念に植林総計100万本を目標とす

る計画を立てており， 2004年以降は年陪 5万本， 9 

年開合計 45万本以上を目標にしているという注4)

地域において森は森，川はJ1[，さらに言えば，自

然は自然，人間生活は入院生活というように各々を

個別に仕切って解決できるものではない.地域の空

気・水・木は循環するかたちで、密接に繋がっている.

常呂町の「環境Jは，まず第一に森や川といった「自

然環境Jが存在するうえに，そこでj魚、業を生業とし

生活する人々の f人間環境」が作られ，そこでの自

然に合った人聞の生活が地域独特の「文化環境Jを

生み出すという一連の輸によって f環境」が成立し

ていると筆者は考える.先に述べた 1979年前後の

当時，最も基本となっている自然環境が崩れ始めた

こと(森，そして次に川の環境劣化)によって，人

間環境(漁業による生活)が難しくなった.地域の

人々による漁業を継続させるための植林活動によ

り，自然，そして人間の環境は取り戻され，文化環

境の破壊という程度までには至らなかったと解釈

できる.環境保全を付加価値として地域の商品価格

に茂映し，その付加価値価格分を活動資金にしたり，

単純に地域の利潤を上げるための一方策とするこ

とができる.他地域の肉類商品より割高となるが，

環境保全への社会的認知が強い今日，当該地域の志

とそれに基づいた活動を支持する消費者は地域内

外を摺わず存夜する.

3. 消費者獲得

(1)地元住民の消費者サポーター

農村地域内の顧客づくりには地域的に考えて大

きくニつの顧客層が存在する.まず，一つ目は地域

内あるいは地域周辺住誌の顧客層であり，これはま

さに地域での地産地消に当てはまる.この顧客層の

主主 3)常呂漁業協同組合 HP

http://www.n43.or.jp/tokoroltokoro-g/ 2008年8月12日初覧

一部参照‘

注 4)常呂i魚、業協同組合 HP

http://www.n43.or.jp/tokoro/tokoro-g/ 2008年8月 12日開党

一部参照
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獲得は地域における生産物の安定的な指費体制を

確立するだけでなく，最も大きな作用は，往々にし

て彼ら地域内・地域周辺住民が，その地域の農業生

産・販売活動を支える主体的アクターとなり，また

地域ブランド形成のための扱い手となりうる.よっ

て，この顧客層にとって地域の農業活動による利害

は直接的に彼ら自身の利害に共通する場合も少な

くない.それは時に地域住民の住環境を脅かすとい

う生活の根源的な龍題で、ある場合や，地域住民の生

活の糧に影響する問題であることもしばしばある.

その他，地域住民にとってはまさにそこの風景，あ

るいは地名，地域の特産品というものは彼ら自身の

アイデンテティそのものであると言える.

(2)遠隔地住民の消費者サボーター

第 2に，都市や他地域に住む顧客層が存在する.

こうした顧客の多くは，対象地域の風景や自然環境，

農業文化といったものに対し魅力を感じている場

合が多い.遠隔地消費提携を結び農産物を購入した

り，グリーンツーリズムとして民宿への宿泊や

ファームスティによる地域への滞在，また農業活動

への参加などを通しての消費形態がみられる.一つ

自の層のアクターのように地域経済を担う主体的

なアクターにはなりにくいものの，地域経済を支え

る消費の大きなウェイトを占める場合が多い.都市

住民は癒しの空間として農村を求めることが多い.

その中で地域の風景というものは非常に大きな地

域振興のための資源として代表的なものとも言え

る.

たとえば，首都圏在住の主婦が山形や長野さらに

は遠く北海道といった地域の農家と消費提携をし，

毎週 l田野菜を輸送により購入するといったケース

は今日少なくない.彼らの聞に存在する繋がりは何

であるか，それは血縁関係でも以前のご近所関係で

もなく消費者と生産者の価値観の一致j が生み

出した関係，さらに言うならば粋であるということ

を，筆者はさまざまな地域での数々の農業研修体験

から学び、取った.ここで言う価値観の一致とは食

の安全に対する考えJ， I環境保護に対する考えJ， 

f地域の風景や地域性に対する思しリなどといった

共通の価値意識である.多くの場合は，生産者側の

活動成果取り上げられ，あるいは自らの PR等によ

る発信を受け，消費者がまずそれを認識する，共通

の価値観を有する人々にとってはそれが単なる認

識から理解へと変わり，消費提携や当該地域の活動

支援といった行動へと移行するのである.

4. 結論

(1)付加価値商品開発の重要性

環境保全重視への農政の転換を示すものとなっ

た， 2003年の農林水産省の基本方針では，基本認識

をい健全な水，大気，物質の循環の維持・場進と

豊かな自然環境のための施策展開-J とし，多面的

機能の重要性が最大の論点となっている.農村の持

つ多面的機能を社会的共通資本として認識する中

で，水資源の溺養機能や，洪水・土砂崩壊防止など

科学的な側面から実証可能な物理的機能が数多く

挙げられる.これらとはまた別の角度から，人間の

意識や価値観によって判断される農村が持つアメ

ニティの価値や風景や情緒に対する文化的価値の

重要性について，今日，白木社会ではより広く世間

一般にその認識が浸透してきている.

その代表的な現象として，今日，美しい風景や特

有な自然環境，独特の農村文化を持つことに大きな

価値が認められ，それにより全国各地で農村地域の

ブランド形成がなされていることが挙げられる.こ

れら農村の有する価値を前面に押し出して日本

の原風景0 0産米jやfまほろばの里00産有機野菜J

といったように，付加価値販売や有利叛売の体制作

りの強化により，地域的に経済利潤を高めることが

可能である.

また，今日，波はあれども経済大国として世界に

君臨して久しい日本において，消費者はすでに単に

「おなかを満たすための食j から「美味しい良質な

食jを求める高級志向が強まっている.あるたった

一社の作り出す良質で特有なものが高倣な値段で

あっても消費者にしっかりと受け入れられる社会

の基盤がすでにほぼ整っていると言えよう.

ブランドとして台頭することの強さについて石

井(1999)は商品の物理的寿命はその大半が人

間の寿命より短いが，それがブランドとし、う衣装を

まとえば，人間の寿命よりはるかに長く生き続ける

のである.その意味でブランドは商品以上に資産と

しての条件を備えている注 5)Jと，信頼の証として

のブランドの価値の大きさを論じている.農村にお

いては，とくにその美しい風景，そして安全で健全

注 5)石井淳草案 1999 ブランド価値の創造岩波新書 pp.5. 
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な自然環境が地域ブランド形成のための大きな婆

素となりやすい.これらの要素は，地域の生産物販

売に潤してのみではなく グリーンツーリズムの発

展においても最も重要な要素のーっとして挙げら

れる.

(2)消費者 獲 得 への攻めの姿勢

これまで，臼本農業・農村について議論される際，

消費者のために安全な作物を提供する農業といっ

たように，農業が関民のために果たす役割に焦点が

当てられてきた.確かにお客様Jである消費者

と貿っていただく側Jの農業経営者の構閣を単

純に描くとそういった議論が成立する.しかし，先

にも述べてきたように多面的機能を有し，また世界

的な食糧価格の高藤や国内自給率の更なる下降と

いう現状を受け，農業と他産業(サーどス産業，工

業等)が本質的に異なることを消費者も理解しなけ

ればならない.つまり，今後，日本の農村の振興を

考える捺，もはや農業経営者の側をどうにか変えて

いこうという政策を練るだけではまったく十分と

は言えない.社会に根源的な食に対する危機意識を

持たせ，消費者をし、かに変えていくか，また消費者

自身がいかに変わっていくかという，農村が自分た

ち消費者と密接な関係にある公共財としての価値

観を普遍的なものにしていかねばならない.常呂漁

業小笠原の森ブ。ロジェクトの例のように，消費者が

意罰的にその地域の生産物を選択することで生産

農家を守り，それによって，地域の環境や風景が守

られる.このことは，消費者が生産農家のために行

うというよりも，実際に消費者たちが自らのために

とる行動と言えるであろう.

これまでとかく欧米に習うかたちで進められる

ことが多かったa本の農業ならびに農村の政策で

あるが，これに濁して山下 (2004)は，白木で規模

拡大，闇際競争力の強化というようにアメリカと閉

じ農業を目指すのならば絶対にそして永久に勝て

ないと指摘している.同時に，長い倍統を持つ共同

注 6) 山下惣ー 2004. 燦から見た民本ーある燦民作家のi童

書.清流出版 pp.223-224. 

体としてのムラ社会を基礎にした臼本独自の農業

を考えていく必要性を述べている設 6) この日本独

自の農業・農村社会の強みを活かすには，地域内で

の消費者とのつながりである地産地治の形態を強

化することは必須であろう.また，日本農業の基礎

にある共同体としてのムラ社会の概念を現代社会

に生かし，遠隅地(都市)の消費者と農産物の消費

提携を結ぶことも大きな消費を通した地域への在

接支払い獲得に繋がる.遠隔地の泊費者獲得には，

消費者の食に対する安全性やその農村地域の環

境・風景に対する認識が，理解と共感へ繋がり，そ

こから消費行動へと発展するものである.まずは，

消費者の地域への認識を獲得することから始まる

と言えよう.現在，日本では農村の多面的機能に関

して，とくに風景に対して注目と関心が集まってい

る.もはや f農家は風景ではメシが食えないJとい

う時代はとうに過ぎ，今後，健全な農業形態・農村

環境のすべてを包括した美しい農村風景を最大の

資源、とした消費者獲得が農村振興の鍵となる.
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