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バランス@スコアカードの視点を取り入れた

農 業 法 人 の 経 営戦略作成手法

牛腸奈緒子*

〔キーワードJ 農業法人，経営戦略，バランス・

スコアカード，管理サイクル

1 .は じ め に

農業生産法人の数は年々増加しており， 2008年に

は，全闘で 10，519法人となっている.新潟県内に

おいても同じ傾向で，とくに水阪経営所得安定対策

事業推進に伴い，この数年間に急激に法人数は増加

しており，7k稲作さと主部門とする，設立聞もない法

人の割合が増えている.これらの法人は，地域農業

の重要な担い手として期待されており，米価下落に

よる収益力悪化に対応しながらも，者実に経営を発

展させることが課題となっている.

近年は，農業も他産業と同じく激しい競争にさら

されており，さらに，農業施策の大きな転換も予測

される.経営環境が激しく変化するやで経営管理を

行うには，経営者が環境変化に対諒して行う意患i火一

すなわち戦略の有効性が高まってくる.戦略と

は，理念や尽襟を実現していくための指針であり，

計画・管理・業務を規定する.自社の将来像にどの

ような方法で近づくかという企業活動の方向付け

であり，兵体性と独自性，優位性が求められる.

そこで，農業法人が経営危機を乗り越え経営を発

展させるために，自社の特徴を活かした具体的な戦

略を作成できる手法を開発した.この手法は，他産

業で導入されているバランス・スコアカー Fの考え

方を取り入れながら，常時従事者 5名椋度までの規

模の農業法人を対象に，企業向けの手法を大幅に僚

素化し，新潟県内の農業法人で実用性を検討してと

りまとめたものである.

2. バランス園スコアカードとは

バランス・スコアカードは， 1992年に米国のキャ

プランとノートンによってその概念が発表された

経営システムである.一言で言えば， r戦略実現の

*新潟県淡3主総合J研究所 (NaokoGocho) 

ために，重要な目標をバランスよく定め，結果を評

価していくマネジメント手法Jである.

このバランスとは外部と内部J， r財務と非

財務J， r過去と未来Jなどのバランスを意味して

いる.バランス・スコアカードには，これらのバラ

ンスに配慮して，戦略を封務，顧客，業務フ。ロセス，

人材と変革の 4つの視点からとらえ，どれかに偏る

ことなくつながりを意識しながら，ビジョンの到達

をめざそうという特徴がある.

また，スコアカードとは，直訳すると点数表だが，

戦略ごとの重要成功要因，図標値，行動計画等を表

す行列表を意味する.この表に基づいて日々の業務

を実行し，検証と見直しをかけていくことで，戦略

を確実に実行する体制を作ることができる.このよ

うに，バランス・スコアカードには，戦略を具体的

な業務に関連づけるとし、う特徴もある.

農業の経営管玉虫では，従来は主に財務と生産管理

の商から経営改善に取り組むことが多かった‘しか

し，今後の経営成長には，お客様の視点を重視した

絞売管玉虫と，人材育成を中心とした労務管理をより

強化する必要性が高まっている.バランス・スコア

カードは，顧客と人材育成な含む 4つの視点から戦

略を考えるので，その導入によって従来の経営管理

を補強した戦略を作れるというメリットがある.

バランス・スコアカードは，その概念が発表され

た当初は，業績評価システムとして認識されていた

が，近年では，経営情報，戦略推進，組織変革シス

テムなどさまざまなとらえ方がなされるように

なっている.今剖，農業法人の戦略作成にこの考え

方を導入するにあたっては，業績評価の側面をあま

り強調せず，思考のバランス，シンプルな表現，国

泉関係性，対話促進などの特徴を要素として取り入

れている.

なお，今田紹介する手法では，農業をとりまく手Ij

害関係者を考慮して，バランス・スコアカードの 4

0369-5247/09/￥500/1論文/JCOPY
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与昔前主婦に ?|1 SWOT分析 i I 2クロス分析 i 

I (20)j-) I 自社内部の強 強みを活かし
み(S)，~~み て機会をつか
(W)，自社を めないか等，
とりまく外部環 SWOTを組み
境の機会(0)， 合わせて戦略
脅威(T)を， 案を発想する.
抽出し，集約・ 戦略2誌の重要
分類して整理 度を評価し，
する.(50分) 基本戦略を絞

り込む.(10 
分)

s11 経営戦略作成:手法の手順

つの視点を，収益，お客様，業務，人材と読み替え

て表現している.

3. 経営戦略作成手法の概要

この手法では， SWOT (スウォット)分析，クロ

ス分析，戦略マップ作成，行動計調作成という 4つ

の手腰で戦略を作り上げる(図1).段階ごとに 1

枚ずつ検討結果の図表を仕上げ、ながら次の手順に

進む.

4. 手 法導 入の際の留意点

(l)作成手 )1良への参加者

戦略作成の手)1頂は，農業法人と支援者が，一緒に

作業を進める.

支援者とは，法人の経営指導を担当する農業普及

指導員，営農指導員等であり，あくまで法人に主体

性を持たせながら，手照の進行や分析，発想、などを

支援する役割を果たす.

農業法人からの参加者は，経営意識の成熟度や，

参加人数の多寡によるメリットとデメリットを考

慮して決めると良い{例えば，法人の従事者全員が

参加すると，ボトムアップ型で広い観点から分析を

行うことができ，また全員合意のもとで詐動計企画を

作ることができる.しかしその反弱，多くの意見を

抽出・集約するために，支援者の司会技術力を必要

とし，また，でき上がった戦略が経営者の意向から

ずれることもありうる.

(2)管理サイクルの導入

戦略作成に取り組む法人には，前提条件として，

計画 (Plan) 一実行 (Do) 評価 (Check)

I 3戦絡マップ i

バランス・スコ 戦絡を成し遂
アカードの4 げるために最
つの視点(収 も重要なこと
主主，お客様， は何か掘り下
業務，人材) '1，目標値を
から，戦略 設定し，行動
マッフ。を作成 計画を作成す
する. る
(10分， 1日目 (2日目， 60~ 

終了) 120分)

主主 ( )内J土所姿時間の悶安

(Action) で渓開される管理サイクノレが確立されて

いることが必要で5ある.

管玉虫サイクルが確立されている法人，すなわち，

総会や定期会議で実績を振り返り，その対策を検討

して次年震の計調を読議し，計画に沿って業務が行

われているような法人で、は，その管淫サイクノレの中

心に作成した戦略を組み込んで、活用する

このような管理サイクルができていない法人で

は，戦略作成の際に，年に数回実績評価を行う会合

を開くことを条件付ける.その法人の業務内容に~

じて，毎月評価するのがよいのか 4半期ごとがよい

のか検討して時期を決める.

(3)作成時間

一連の手頗には 2日開を要する.SWOT分析から

始めてi淡路マップの形ができ上がる頃には，概ね 3

時間が経過しやや疲れが見え始めるので， 1 fI院は

戦略マップができたところで区切るー次の日に戦略

マップの再修認から始め行動計画を作成する.行動

計画は，f簡易に作って 1時間程度，時期見IJ計画など，

より具体的な計略を作る場合はさらに時掲を裂す

る.

(4)目 標 と す る 年 次

戦略は 3年後の未来をめざして考え，行動計画は

この 1年間に集中して行うべき事を考えて作成する.

(5)手般の進め方

4つの手)績のうち，前半の SWOT分析とクロス分

析は，広い範囲から課題を集め前向きに発想を広げ

てもらう過程である.支援者は，たくさんの意見や

アイディアを出すよう参加者に働きかける.ただし，

ここであまり時間をかけすぎると後の手帳で疲れ
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て集中力が下がるので，合わせて 2時間以内に収ま

るよう要領よく進める.

それとは逆に，後半の戦略マップと行動計画作成

は，じっくり考えてもらうよう心がける.行動計画

は，大きな課題をどのように具体的に解決していく

か謀る過程であり，論理的に解決方法にアプローチ

できるよう，考える時陪をとりながら進める.

5. 経営戦略作成の手 JI慎

(1)準備物品

大きな用紙，名刺大のイ寸せん用紙，筆記用具を準

備する.

支援者を含めた参加人数が 3人の場合， A1版の

用紙(模造紙の半分の大きさ)4枚，付せん 4束 (400

枚)，人数分の筆記用具を用意する. A1版の用紙

にはあらかじめ 4穣類の様式を記入しておく.参加

人数が多い時は，貼り付ける付せんの枚数が構える

ので，さらに大きな用紙L 人数分十1東の付せん

を用意する.

(2)経営状 況 の 説 明

作成手}I演に入る前に，経営浬念と経営状況の説明

内部環境

強み(S)

(l討務) (生成) (奴3¥:) (労務)

プラス

マイナス

弱み(W)

を簡単に行って，参加するメンバーの認識を共通化

する.

まず，法人の経営理念，どジョンの資料を全員に

配って内容を確認する.戦略や行動計画は，この理

念、に沿った方向で考えていく.

次に，法人の財務管理，生産管理，販売管理，労

務管理の現状を簡単に説明する.説明は，法人と支

護者のどちらが行っても良い.経営の特徴や課是震が

大まかにつかめるように，重喜点を整湿して説明する.

(3)手 11慎 SWOT分析

1) S W 0 T分析

SWOT分析では，強み (Strength)，弱み (Weakness)， 

機会(Opportunity ) ，脅威 (Threat) を整理・分析

する(図 2) .強みと弱みは，合わせて内部環境と

も言い，自社内部の経営資掠の特徴を抽出する.一

方，機会と脅威は，外部環境と

環境を分析する.

¥自社外部の

支援者は，参加者に付せんを l人 l束ずつ配り，

自社内部の強み，弱み，自社外部の機会，脅威を，

l人当たり各 10枚ずつ以上書くように勧める.体言

止めではなくなるべく文章で，思いつくままど、んど

外部環境

機会(0)

(財務) ()w5'el (労務)

脅威(T)

図 2 SWOT分析事例
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ん出してもらい，用紙に鈷り付ける

おおよそ出尽くしたところで，貼り付けられた付

せんを分類する.支援者が適宜参加者に聞きながら，

よく似た意見は重ねて集約し，書き込まれた内容や

貼り付け場所に疑問がある時は確認しながら作業

を進める.そして， SWOTの4つの欄ごとに，財務・

生産・販売・労務関連に小グループに分類し整理す

る.

2)支援 のポイント

a)書き込 み の 勧 め

SWOT分析は，普設それぞれの立場で感じている

ことを書いてもらうため，取り組みやすい分析手法

である.分析作業への参加により，法人の主体性や

一体感を高める効果もある.もし，あまり書き込み

が進まないようであれば，支援者は法人の特徴の例

を挙げ，分析を促す.

農業法人が SWOT分析を行うと，外部環境に関

する分析が進まないことがある.支援者は，外部環

境に関する項目の例を挙げて参加者が気付くよう

促したり，必婆に応じて書き加えたりする.また，

謙遜して強みをあまり書かない場合もあるので，支

援者は，法人の長所を照れずに指檎して書き込みを

促す.

b)意味の解釈

一つの事柄が，強みと弱みの院方の意味にとれる

時がある.その場合は，経営理念や緊急課題や競合

相手との比較など多方面からその解釈を話し合い，

それでも両方の意味がある時は， 2枚書いて両方の

欄に貼る.例えば， r地区内に農業法人が多いJと

いう泰柄は，農産物販売の競合や規模拡大の箇から

みると脅威になるが，生産面からみると施設の共関

利用や情報交換ができて機会にもなるので，分類の

際にその解釈を話し合う.

(4)手順 2 クロス分析

1)クロス分析

クロス分析は， SWOT分析の強み・弱みからーっ

と，機会・脅威から一つを選んで掛けー合わせて，経

営発展につながる取組みを考える(表 1) .掛け合

わせには次の 4パターンがある.

①強みを活かして機会をつかむ

②弱みを克服して機会をつかむ

③強みを活かして脅威に対抗する

表 l クロス分析:<;jl:例

7KfiB受託地JJO分は早生や

もち品穏を作付けして，効
率的に規模拡大する

従業員・パートに任せなが
ら，もち加工受託を増やす

。

O 

ム

。

O 
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④弱みを克服して脅威に対抗する

参加者が， I強みOOJ と「機会XXJを組み合

わせて「ムムをする」とアイデ、ィアを出したところ

で，支援者は参加者の発言を付せん 3枚に IOOJ

I X X J IムムをするJと書いて，クロス分析用紙

の選択項陸の檎と戦略案の欄に貼り付ける.その他

の組み合わせについても間様に行う.

戦略案が出揃ったら，それぞれの戦略案を重要度

によって 3段階で評価する.そして重要度の高い戦

略案から，共通する経営部門や作目などのキーワー

ドを浮かび上がらせる.その中の 1っか 2つを基本

戦略として採用する.

表 1の事例では，重要度。とOの戦略案から， I水

稲燦模拡大Jと「もち加工拡大Jの基本戦略が浮か

んで、くる

2)支援 のポイント

a)発想を促す

最初アイディアが出にくい持は，支援者が強みの

付せんをどれか l枚持ってこの強みと，機会の

どれかと組み合わせて，拘かできませんか j と発

想、を誘導する.

戦略案は，他の人の意見からも発想、をふくらませ，

どんどん声に出すようにして，たくさんのアイディ

アを出していく.ブレーンストーミングの 4原則に

準じて，実現可能性は気にせず，夢も含めて自由に

発想する.

「弱みの克服し 「脅威への対抗Jという気の重

い課/留に対して，支援者は，競合他社との比較や財

務状況などから克服や対抗の必要性がないか，話題

を出して話し合いを促進する.

b)重要度の評価

戦略案を重要度で評価する際には，まず，重要度

の基準を何にするか話し合うー手膜に入る前に行っ

た経営概況説明を参考lこ，緊急的な課題があればそ

の解決に向けた基準で評価する.例えば，法人の存

続の危機や，外部環境の大きな脅威が予想される場

合は，そうした緊急課題対応を優先して戦略を絞り

込む必要がある.そのような課題がなければ，経営

怒念実現に向けた基準で評価する.

(5)手順 3 戦略 マ ッ プ

1)戦略マップ

戦略マップは，収益・お客様・業務・人材の 4

つの視点から，戦略をカード方式で並べて表し，困

(視点)

収益
l 滋蹴臨御崎叫凶叩出抑制ぷ

/ ¥ 
契約販売提携 広t:"~ 

お客様 先の会対

を与える

厚生、もち品綴 加工施設
業務 の作{寸を噌やし 稼働する

品質向上する

|適正な労力配置長 |パートが1
人材

図 3 戦略マップ寄付列

果関係に沿って矢印でつないだものである(図 3).

調係十生が図示されることにより，経営者にとっては，

戦略実現に向けての問題点および対策の発見や意

思決定に役立ち，また，従業員にとっては，従事し

ている業務が全体の戦略実現にどのように貢献し

ているか認識できる.

支援者は，クロス分析で採用された基本戦略に関

連する戦略案を付せんに誉き写し，これを参加者が

眺めながら戦略マップ作りに取りかかる.

以下は，劉 3の事例をもとに説明する.始めに

基本戦略のひとつである水稲規模拡大について，

マップを考えることとする.

戦略マップを作成するときは，上から下に作成し

ていく.農業法人の場合，一番上の収益の視点はほ

ぼ売上の拡大になるので売上拡大」と付せんに

、て用紙の上部に貼る.次に，その「売上拡大J

を行うためにはお客誌の視点から何をしなければ

ならないのかを考える.クロス分析で捨出された戦

略案(表1)を参考に，修正を加えて付せんに書き，

お客様の視点の位置に貼る.事:併では，お客様の視

点は f契約販売会社に利益を与える」という戦略に

した.

今度は契約販売会社に利益を与えるJために，

業務の視点で何をしなければならないのかを考え

る.事例では，クロス分析で抽出された戦略案を参
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考に早生ともち品種の作付けを増やし品貿を向

上させるj としづ戦略にした.最後に早生とも

ち品種の作付けを増やし品質を向上させるjために

は，人材の視点で何をしなければならないのかを考

える.ここは， r適正な労力配置をして作業を効率

化するj 戦略にした.

明こまで進んだところで，矢印でつないだ戦略潤

が，なぜーなぜならの因果関係で整合しているか確

認する.相関の高い関係が成り立っか参加者で話し

合い，つじつまが合わないようなら修正を加える

事例では，もう 1つもち加工を拡大する基本戦略

があるので，同じ作業を繰り返してマップを完成さ

{tるー

ここまでで，手順開始から 3時間ほど経過するの

で， 1 fHlはここで終了とする.参加者には，各自

戦略マップをメモに書き残して持ち帰り，気付いた

こと，アイディア，違和感などを書き留めて，次回

持ってくるよう依頼する.

2)支援のポイン ト

a)お客様につい て改めて考える

ここまでの段階で，お客様の視点が充分出てこな

い場合がある.しかし，これからの農業経常にとっ

て，顧客志向の重要性は高い.そこで，その基本戦

略において売上拡大に影響の大きいお客様とは誰

なのか，そしてそのお客様がどのような要望を持っ

ているのかを参加者ふでしっかりと話し合う.

また，戦略マップを考える際には，お客様の立場

に立つことを意識する.例えば事例では，前段階の

クロス分析では契約販売を際拓して平生品種を

作付け拡大するJとしづ生産者の立場からi淡路案を

発想した.これを，お客様である提携先の会社の立

場から見て，どうすると契約販売を始めたくなるか

考え渡し， r契約販売会社に利益を与えるj と修正

を加えた.

(1)手 I1演 4 行動計酉

1)行動計画

行動計調は，戦略マップで採用した戦略のそれぞ

れに，重要成功要因，目標値を設定し，年間の具体

的な計画を作成する(表 2) . 

手)1僚の 2臼目は，戦略マップの確認から始める.

支援者は臼尽の分析結果と戦略マップを印刷し

て配布し，気になるところがなし、か意見を出し合う.

続いて，行動計画ーの作成に入る.まず，戦略の欄

には，前の段階で作成した戦略マップの付せんを 1

枚ずつ書き写して貼る.

次に， ]重要成功要因，すなわち戦略を達成するの

に最も重要な要因を設定する

それから，目標値を設定する.目標値は，戦略お

よび重要成功婆囚の実行度合いを測るにはどのよ

うな指標が適当か考え， {肢を定める.

最後に，年間行動計調と責任者を決める.目標を

達成するためにどのような行動を起こすかを考え

て，その目標達成に関しての責任者を選定する.

2)支援のポイント

a)重要成功要因の考え方

重要成功要因は，し、くつかの候補を挙げてそのヰl

で最も戦略達成に関果関係が3齢、と思われる要国

を lっか2つ選び，表ーを埋めていく.

事例では， r早生・もち品穏の作付増と

という i淡路に対して，どのように規模拡大と

表 2 行動計画事例

業務

売と高5000万円
新規販売先開拓3社

X全I~情報件数20件 ix社への営業活動を行う
X校への売上1000万 Ix社ニーズを去に反映
内 |させる

;泰秋の機械・労力配位計
もち作付岡積70反

j簡をと作成する
こしいぶき1等級100%: 
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上をしていくのか話し合い，思いつくところを列挙

した.その中で現有機械台数で拡大面積をこな

すにはよほど効率よく機械をまわす必要があるJ， 

f今の従事者で拡大面積の田植えができるか見当

をつけなければならなし'J，もう一人従業員を採

用したし、J，品質を向上するためには，こまめに

閏んぼを見回る必要があるjなどの意見が出た.こ

れらの意見の中で機械作業の効率化と生育管理の

問題が最も大きい要因と考え，重要成功要困を「機

械作業の効率化Jと f圃場ごとの生育管理の徹底j

と設定した.

b)目標債の考え方

目標値は，あいまいさを避けるために，なるべく

数績で，かっ測定可能な目標を設定する.収益の視

点はもともと定量的な内容であり数値で設定しや

すいが，お客様，業務，人材の視点は定性的な内察

であるため，ロ標設定に工夫が必要である.

c)具体的な行動計随

戦略の実践には，年間行動計画欄に書き込む内容

よりも，さらに具体的な計調が必要で、ある.常持従

3人くらいの規模の法人では，そのまま詳細な計

画や時期別進捗計画について話し合いを続け，具体

的に詰める.比較的規模が大きく業務分扱が進んだ

法人は，各責任者がそれぞれ具体的な行動計画を作

成し，後 R持ち寄って矛盾や不明点がなし、か話し合

フ.

d)参加していない従業員等の合意形成

戦略作成に参加していなかった法人従業員等へ

は，後日，法人代表者から戦略マップと行動計眠の

資料を配り，従事してもらう業務内容がどのように

全体の戦略実現に関わるかを説明し，協力と参画の

合意を得る.

(2)実行，評価

行動計画ができあがったら，その場でフィード

パック時期を決めておく.その後，日常の業務に戦

略に基づく計画を落とし込み，定期的に評価と目標

達成に向けた対策を検討する.

フィードパックでは，批判ばかりではなく建設的

な提案を中心に行うよう心がけどうなってい

る?J rそれはなぜか?J rではどうする ?J とい

う， PDCAサイクノレの Check-Actionを行う.

年度末には年の戦略実行の結果を評価する.

最初に立てた戦略や目標が，環境変化で実態に合わ

なくなることもあるので，場合によっては戦略の見

しをする.

6. おわりに

この手法は，小規模の新設法人でも気軽に取り組

め，独自性がありシンフ。ノレでわかりやすい経営戦略

を主体的に作成することができる.手順に添って作

業すると， 4枚の図表が出力され，いつでも振り返

り，また修正することが可能である.農業指導者は，

その支援を通じて今後必要となる技術が明らかに

なり，効果的な指導活動に活用することもできる.

しかし，経営発展に結びつくような経営戦略を得

られるかどうかは，支援者の指導力にかかる部分が

大きい.手)1慎を進める中で参加者から分析・発想、を

引き出し，環境変化への対応を認識させ，課題に

チャレンジする動機付けをする場面が出てくる.ま

た，法人ごとに手法細部のアレンジが必要になって

くる.そうした技術は，一般の経営コンサルタント

よりも，農業知識があり指導対象法人との信頼関係、

が構築されている，現場の農業指導者がその手腕を

発揮できるのではないかと考えている.

現在，新潟県内の各普及指導センターに，この手

法のマニュアルを配布し，手法の紹介を始めたとこ

ろである.まだ、実証を行った件数が少ないため，さ

らに実証を重ねて手法を改良したいと考えている.
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