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企業の農業参入における業種間比較分析

一食品分野と建設分野の比較により一

中西 宏彰(京都府農林水産技術センター)

桂 明宏(京都府立大学)

Comparative Analysis between Sectors that are New Agricu1ture Entrants 
-Comparison between the Food and Construction Industriesー

Nakanishi Hiroaki (Kyoto Prefectural Agriculture， Forestry and Fisheries Technology Center) 

Katsura Akihiro (Kyoto Prefectural University) 

In recent years， there have been increasing 

instances of non-agricultural firms have entering 

into agricultural businesses. These non-agricultural 

firms mainly belong to the construction and food 

industries. 

Previous studies on non-agricultural firms were 

based on case studies of their respective food and 

construction industry sectors. 

We carried out a questionnaire survey of these 

sectors and clarified that were many di妊erences

between them according to the quantitative analysis 

of type III. 

These differences can be summarized as such: (1) 

Food processing and distribution companies enter 

1.研究の背景と目的

近年，農外からの企業参入が増加している.農林

水産省の調査によると，農地リース制度を活用した

企業参入が年々増加し，その内訳をみると，参入し

た企業のうち建設業が 36%，食品会社が 21%を占

めるり また， 2009年 6月の農地法改正に伴い，農

業生産法人以外の法人も貸借によって，農業への参

入が可能になったため，今後も農外からの企業参入

は増加するものと思われる.

これまでの企業の農業参入に関する研究では，

食品分野の場合，自社食品の安心・安全を PRする

ための農産物の自社生産，建設分野の場合，公共

事業の減少による自社の労働力の有効活用などが主

要な参入動機となっていることが明らかにされてい
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into agricultural businesses with the objective of 

improving their main businesses. Moreover; the 

forms of their entry into agriculture are likely to 

be direct and independent. (2) Buildings and civil 

engineering companies foray into agricultural busi-

nesses with the likely aim of diversifying and ex-

panding their existing business， and (3) restaurants 

aim at contractual cultivation with farmers rather 

thah direct entry into agriculture. 

We think that these di狂'erencesbetween the two 

sectors are related to the characteristics of their 

businesses and the conditions surrounding these 

sectors. 

る2) しかし， これまでの研究は食品分野と建設分

野のそれぞれにおけるケーススタディに基づいてお

り，分野間での比較分析が十分に行われているとは

言い難い.

また，食品分野，建設分野に属する業種別で比較分

析すると，それぞれの業種の特性による参入目的や参

入形態，経営戦略の違いにも注目する必要がある.

そこで，本研究では参入企業の多くを占める食品

分野と建設分野に調査対象を絞り，食品分野は食品

加工(漬物，惣菜，菓子等)，食品流通(青果物や

冷凍食品の卸等)，飲食業の 3業種，建設分野は建

設業，土木業の 2業種に分類した 3)

次に，分類した食品分野3業種，建設分野2業種

に対し，現在，農業に参入しているかどうか，その
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参入の有無や今後，参入意向はあるのかどうかをま

ず確認した.そして，既に農業に参入済み，将来参

入予定，参入を検討中，参入に関心があると答えた

企業に対し農業参入の形態，農業へ参入する理由，

企業が描く農業ビジョン，農業へ参入する上での問

題点，企業が地域や行政に求める支援策について調

査し，業種間の比較検討を行った.さらに，農業分

野への参入意向，参入形態，参入理由などによる各

業種のポジションを明らかにするため，数量化E類

分析を行った.

2.調査方法

2008年 7月上旬，京都商工会議所の食品・名産

部会及び社団法人京都府建設業協会に加盟している

京都府内の企業，食品分野 990社，建設分野 187社

を調査対象にアンケート調査を実施した 各企業の

代表者に調査用紙を配布し，同年 8月に返信用封筒

で回収した.回収率は，食品分野212社 (21%)，建

設分野 108社 (57%)であった

回収結果から業種別に分類すると，食品分野は業

種不明 35社を除き，食品加工業 97社 (55%)，食

品流通業 36社 (20%)，飲食業 44社 (25%)の計

177社であり，建設分野は業種不明 13社を除き，建

設業 75社 (79%)，土木業 20社 (21%)の計 95社

であった.

従業員規模でみると，食品分野は 10人未満が 65

社 (37%)，10 ~ 24人が 40社 (23%)，25 ~ 49人

が 31社(18%)，50人以上が 26社(15%)である

のに対し建設分野はそれぞれ 28社 (30%)，44社

(46%)， 12社(13%)，5社 (5%)であった 1) 食品

分野は 10人未満，建設分野は 10~ 24人が多く，業

種別では食品流通業や飲食業，土木業は 10名未満

が多く，建設業は 10~ 24人が多かった

なお，調査対象となった企業は，結果として食品

分野では京都市内などの都市部，建設分野では京都

府内の亀岡以北(南丹・中丹・丹後など)の農村部

に分布しており，立地に偏りがあることがわかった.

次に，農業参入の有無及び農業分野への参入意向

について，食品分野と建設分野に属する各企業が，

①既に参入済み，②将来，参入予定，③条件によっ

て参入を検討，④参入はないが関心あり，⑤参入予

定も関心もない，のいずれに該当するのか，意向調

査を行った.そこで，①~④のいずれかを選んだ食
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品分野 127社，建設分野 57社を対象に，想定され

る農業参入の形態，農業へ参入する理由，企業が描

く農業ビジョン，農業へ参入する際の問題点，企業

が地域や行政に望む支援策について，アンケート調

査を実施した.

3. 調査結果

(1)農業参入の有無及び農業分野への参入意向

食品分野 177社，建設分野 95社における農業参

入の有無や農業分野への参入意向をみると， r既に

参入済」は食品分野で 18凡建設分野で4%であっ

た(図1).また， r参入はないが関心はあり j がそ

れぞれ 28%，37%， r参入予定も関心もない」がそ

れぞれ 28%，40%で建設分野は農業参入に消極的

であることがわかった.

業種別にみると，食品加工業，食品流通業，飲食

業の順に農業への参入意向が高いことがわかった

(図 2). 

(2)想定される農業参入の形態

上記(1)で「参入予定も関心もないJと回答し

た企業を除き，食品分野 127社，建設分野 57社に

% 
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20.0 

。。
食品分野 建設分野 合計

(177社 (95社 (272社)
ロ既に参入済み 固将来，参入する予定 口条件によって検討

口参入はないが関心あり圃参入予定も関心もない回無回答

図1農業参入の有無及び農業分野への参入意向(全体)
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固既に参入済み 固将来，参入する予定 日条件によって検討

口参入はないが関心あり圃参入予定も関心もない

図2. 農業参入の有無及び農業分野への参入意向

(業種別)

「



個別報告論文 [ 77] 

% 

60.0 

40.0 

20.0 

。。

% 
80.0 

60.0 

40.0 

20.0 

0.0 

56.7 57.9 

食品分野(127社) 建設分野(57社)

臼単独の 際協同したロ法人へ出資関契約栽培
直営農場 直営農場 経営参箇

国3. 想定される農業参入の形態(全体)

72.7 

食品加工粂食品流i車業 飲食業 建設議 土木祭
(72社 (25社 (30社 (46社)(11社)

iお単独の 溺協同した口法人へ出資函契約裁縫

薩E言農場 Eま営幾売量 絞E宮参画

毘4. 想定される農業参入の形態(業種別)

おける農業参入の形態を比較した.

全体的にみると，食品分野は「契約栽;培 5)Jが

57%， I農業者と協同した直営農場」が 33%に対し，

建設分野は「農業者と協同した箆営農場j が58%

を占め， I契約栽培j は 12%であった(図 3). 

業種別でみると，食品流通業では「農業者と協同

した直営農場Jの割合が高く，食品加工業と飲食業

では「契約栽培」の方が高かった(図 4). 

(3)企業が農業へ参入する理由

食品分野 127社，建設分野 57社が農業へ参入す

る理由を比較した(表 1)

全体的にみると，食品分野では f安心・安全な農

産物の確保J80%， I炭産物の安定的な調達J64%， 

f自社のイメージ向上J40%が上位を占め，建設分

野では「事業分野の多角化，拡充J65%， I労働力

の有効活HJJ53%， I地域への社会的貢献J44%が

上位を占め，両者が農業へ参入する理由は異なって

し、7こ

業種別でみると，食品加工業と欽食業は「農産物

の安定的な調達jがそれぞれ 74%，53%， I自社の

(77 ) 

表 1. 企業が農業へ参入する理由(複数匝答)

(単位向)

食品分野02i社) 泣分野イ57f，主)

長t日 食品
合計

加:r:;主 流通菜
飲食梁 小。| 泣菜 土木建 小計 18H上

(72?f:) (251l:J 
(3011:) (.16担) (I1fJ:) 

労働1Jの有効活Jll 8.3 8.0 0.0 6.31 12.7 52.6 20.7 

自社のイメージ向上 32.0 8，7 。。 7.0 I 29.9 

事禁分野の多角化、紅、ブt 9.7 32.0 。。 11.8 念 64.& 28.3 

新潟(Wl~干の研究部i発 36.1 28.0 13.3 29.1 8.7 。。 7.0 I 22.3 

安心・安全な置物白夜間、 関A 紛3 28.3 45.5 31.6 

絡の安定的な潟迷 主王寺 48.0 28.3 27.3 28.1 

i世へ町村:主的民総 31.9 弘む :10.0 3.1.6 45.5 吉

判員数の潔 9.7 16.0 13.3 11.8 6.5 9.1 7.0 I 10.3 

治資者との交流 8.3 16.0 10.0 10.2 8.7 18.2 0.3 

流通経費の削減 18.1 1.0 16.7 15.0 8.7 。。 12.5 

本諮問数刻の綴IH対策 1A 1.0 。。 1.61 32.6 138.61 13.0 

花 比率は各染者数を全体主主で部り算したもの各議綴の比率が潟ぃ i二位31'.l1符に斜かけ

イメージ向上Jが44%，37%，食品流通業では「地

域への社会的貢献Jが 48%であり，業種別でも農

業へ参入する理由が奥なっていた. また， .::1二木業は

「労働力の有効活用J73%， I本業関散期の雇用対策J

64%で，公共工事の減少などの影響を受けていると

思われる.

(4)数量化111類分析による業界矧jポジション

以下では， (1)農業参入の有無や農業分野への参

入意向， (2)想定される農業参入の形態， (3)企業

が農業へ参入する理由などによる各業界のポジショ

ンの途いを明らかにするため，上記(1)で「参入

予定も関心もないj と回答した企業を除いて数量化

3類分析を行った(表 2). 

使用したデータは， (1)の農業参入の有無及び農

業分野への参入意向， (2) の農業参入の形態， (3) 

の農業へ参入する理由の 3つであり，すべて各選択

校に関する 01データである.累積寄与率は低いが，

第 1議hと第 2料iまでを抽出した.第 1執は， (3) の

農業へ参入する理由の上伎のスコアに「本業閑散郊

の雇用対策J(Bl1)， I労働力の有効活用J(Bl)， 

業分野の多角化，拡充J(B3)，下位のスコアに「流

通経費の削減J(BlO)， I新衡品等の研究開発J(B4) ， 

f農産物の安定的調達J(B6) ， r安心・安全な農産

物の確保J(B5) などが位置するため， r事業多角

化目的一本業改善g的j を示す軸と解釈した.第 2
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前hは， (2) の民業参入の形態の上位のスコアに「単

独の直営J1!J:i助J(Al)， r農業者と協同した直営民場」

(A2)， r法人へ出資経営参画J(A3)， r契約栽培J(A4) 

の順に援んでおり， r直接参入忘i旬 間抜参入志向

車IhJと解釈した.

図5では，それぞれのllilhに各業種の位置と実際の

参入状況をあわせてプロットしている. ここから分

かることは，次の 3点である.

第 lに，食品加工業と食品流通業は似通ったポジ

ションにあり，本業改善 I~I 的かっ直接参入志向が強

く，また実際に参入する (Xl)傾向を示している.

民業にi直接参入し，民業生産のプロセスを取り込む

ことで競争力の強化を目指していることが推測され

る 6) 但し，この両業種は「契約栽地(A4)にも

表2.数量化111類で抽出された成分のカテゴ1)ースコア

江n~功 員12 ~幼

C.1.'I:-1ミ 2.6i'iO X2i-l;f"号人する f-iE 2.766 

BlI本菜1'1)散i羽ゴ〉与封?在 13-1 百品亨のfil完li1l)[ lAy.j 

Cろι:“主主 1.997 剖主月ぜ毛糸; 1.253 

81労間の品m I.&:ρ XIJ託eこち人涜./， 。り:W

事完化
K1*'i毛件警、多ffJit. 1.1佼 J参日♂立Jdιt IC2食品流辿7、 0.926 

A2 t1主おとtf$[，，]した山日t1i斗 0.701 入 Clftω 。仏引1)

A1 iji.独のU'(-::;'l'::Jl，j 0.57.} 志向 日7J世j 売への;以(.I'~nr'品 O.6n 

1'1 
白百 A:)法人へ[!1ft続父母!lllj 0...15:.:; X3:::~件ιょっと 0，パ 0.511 

X.j ~lユ人iまないが!Y~ ， L'、あり OA.ι16 s8社iHx"Iiのね O..!f(-3 

ß(~守主との交 B3 )JfY~分貯のき， fiJ 化、 111、充 0..1凶

B7地市公的良市 。i品リ B9治資才?との交杭 のふろお

日公吾 O，f(12 Blノ'I"lf，j)Jの有効活111 0.21討

X3 条件に上って M~.j -0.071 C5 f~ ，ι 0.129 

C2 ftNaUJ1主主 -()..11O A2t主主品と協同Lた渋そ O.lJ2B 

X2j，j去、今人F勾 hE -0..126 B6 E~ぷ杓の安定的な.. l.'Jj主 0.1)21 

B2 4 〆!当 l -0，61x 日5安心・安全なの保 -().021 

Bミ安心・'七七三ミダわぬ藷 β!詩 B2自社の fメージド'JI -0.0-10 

本業改主主
116ミ花狩 -ii.65y !J参?妄~tふ人寸1安部 ， 

l!J新商品ワ筏4 叫u.iSS -0.-t5:':; 入自11)'<1J~1散開!のあ:J1J対;u

日 の的認
Ef甘

-!).手11志持主; 自.-0.-162

Xl J迂iニブ三ノ、υ干弓ム -0.827 C.l 上オミヱ -0.704 

A，j :;lJキ甘)~h1 -0.95持 B10流通紅白内削減 一0.8ろ

Cl食品加 -1.071 X4ぢ人はないが関心あり -1.7:19 

Cl fi止f主主 1.128 C:l飲食業 -3.861 

'l;fljー ¥;').57% 主与エド 8，589ii 

~i~ fiれ存与中 15.57% !どfl¥'，};:ヲ平 24.16% 

it : .L.己(1)で今人 f定もI沼心もないをぬく

(78 ) 

4.0 

E主3.0ト一一一一」 …ト一一一←
接;'X2 ! 

参 2.0ト… 十一一一一一一一十ザ 十一一一十
.. RA :02宣品;

2 1 lC1童晶露連軍 ;'Al
01;油工重:--rX

-
1
一了、一一一丁一一 :一一一一γ一

向 ':山~J37 R~ ぷ 81: 05 

。of______j__. Jl，IB$..__ X3-i-竺 ~~p-- ，-A.~↓ 動車男子J

問 .1 ・Mmjjmjjji:B11
川 L…一， .号1号: L --i ↓ : 一一一'，_______，__.CL

l妻 土本章

参 ・ ;
司2.0 ト一一一一一~-: 斗ゃ a一一一ー十一一一一ーー? ー十守一一一一一f一一一一一一トーー 令十一一一一一一

入 i
志-3.0↓一一一---， …ふ一一一↓一一--，↓一一--，一一一一十一 一;一一一一
占 1 03 

阿 |融童畢 j
i吐 0トー， ，一一一一!一一一十一 ?一一一十一一一--，… ÷ 一一十一…

-5.0 

-1.5 寸 -0.5 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 

←本業改善目的 事業多角化目的→

函 5.数量化川類によるカテゴリースコア

近く，全面的に原料の自社生産を志向しているので

はなく，本業改努の戦略を取りつつ原料調達方法の

多角化を図っていると思われる.

第 2に，建設業と土木業は図 5の右端に近い位置

にあり， rヌド;業 I~J散!切の雇用対策J (Bll) と「労働力

の有効活用J(Bl)など自社資源の有効活用のために，

本業以外の事業を取り込んで「事業分野の多角化，

拡充J(B3) を図ろうとしているものと理解できる.

但し実際に参入していることを示すXl~X3 から

は速い位i還にあり，民業への関心はあるが笑際の参

入までには奈っていないことを示している.

第 3に，飲食業は食品加工業や食品流通業とは異

なるポジションにあり，従業員も小規模であるため，

先の図 4によれば参入形態としては契約栽情の割合

が松対的に高く，食品加工業や食品流通業よりも向

接参入志向に近いといえる

(5)企業が描く農業ビジョン

企業が描く農業ビジョンについて，全体的にみる

と食品分野は「環境にやさしい農業Jが 51%，建

設分野はけ二J.fu;fUfHID!作物の栽惰」が 54%で，両

者が描くビジョンに迷いがみられた(表 3). 業種

別でみると，食品流通業や飲食業で、は「環境にやさ

しい民業」がそれぞれ 60%，63%と高いのに対し，

食品加工業は「土地利用型作物の栽培Jが 47%と

高く，建設分野のビジョンに近いことがわかった

特に，京都府の食品加工業は和菓子桑名ーが多く，果、

大豆や小豆等の原料の安定的な確保が必要であるた

ー』



{間別報告論文 [79 J 

表 3. 企業が繍く農業ビジョン(複数愚答)

('別立 %) 

食品分野(I27tU 立ぅ，t~f(5nU

食品 食品
{r，;十

却し議 流通業
飲食主主

小計
建ぷ3誌辻本主主

小，，1 1841上

(72t!:) (2511:) 
{ぷ〕社1 (46)1:) (Jl主1:1

土地 l'j IíJ 1~fì:物の統治

(米.，正・大・小説等)
28.0 30.0 39..t 5主4

iきぷl詩1*(野菜・iE!ii¥) 9.7 16.0 13.3 11.8 26.1 29.8 17..1 

if:iHJJ!l官回総の長塁打守争当産 20.8 28.0 13.3 20.5 39.1 27，3 36.8 25.5 

生産・加 I・駁売の…民経常 :10.6 2Hl 16，7 26.0 39.1 18.2 35.1 28.8 

!t(究所やレスト?ン等多fl，絞党 5.6 12.0 23.:1 11.0 21.7 9.1 19.3 13.6 

環境にやさしいE建設

治資者との交流型菜 9.7 4.0 3.3 13.0 。。 10.5 8.2 

it 比率は各染者数を企{本設で;替り拝したもの 各議ぬの比率カ.， 40%台に綴かけ

め， rニi二地利用製作物の栽塙j を思い描いているの

ではないかと思われる

また，土木業では「土地利用型作物の栽培j が

82%と高く， 自社の機械や技術力を駆使した営農を

描いていると考えられる

(6)企業が農業へ参入する際の問題点

企業が農業へ参入する掠のf問題点について，建設

分野では「初期投資や収益性Jが83%と最も高く，

次いで， r栽培技術の習得ブ1法J65%， fJ奴売ノレート

の開拓J58%が上位を占めている.食品分野では「初

期投資や収益性Jは38%で建設分野よりも低く， r農
地椅報の収集J36%， r地域とのつながり J29%が

上位で並んでおり，分野による浅いがみられた.

従来からの言説では，農村部に立地する建設業

者の従業員の多くは兼業農家であるため，農業技

表 4. 企業が農業へ参入する擦の問題点、(複数回答)

C1il(1L:%J 

食Wl分壁子 027lti I !l!，a分空f(571'1:) 

E空地↑古殺の'II採

E宅地の3京総

投.IfH:主IIiの方法

阪ぅft:Jしー!の間Hii

地域とのつながり

初期投資や~l主主性

iI' 比率は各2害者数を全体設でり，1したもの各薬殺の比射がおいLf，Cl問符に葬初、;ナ

( 79) 

手N聞には問題が少ないように言われているが， tヨ
指す作自によっては必ずしもそうとは言えないこ

とが分かる.また，予想、されたことだが，建設分

野は農産物の販売ルートの開拓が課題になってい

ることが分かる.

他方，多くが京都市近辺に立地している食品業者

は農村地域とのつながりが希簿であり，農地情報の

収集が課題になっていることが分かる.初期投資や

収益性は建設分野同様に問題点として認識されてい

るが，その率が建設分野よりも低いのは，本業との

シナジー効采をある程度見込んでいることが背景に

あるかも知れない

また，業種:別にみると，食品流通業では「農業従

事者の地域緩矧確保j が 52%と高く，食品加工業

や飲食業ではそれぞれ 22%，17%と低く業種別に

差がみられた.

(7)企業が地域や行政に求める支援策

企業が地域や行政に求める支援策について，全体

的に「補助金や資金の斡旋Jは食品分野が 50%，

建設分野が 79%と最も高かった(表 5).次いで，

食品分野では「農地の斡旋J32%， r企業と地域さと

結ぶ仲介役J29%，建設分野では「販路開拓の支援J

53%， r参入後の営農相談j が47%がと位を占め，

先の (6) で、みた各余業が農業へ参入する際の問題

点が企業が地域や行政に求める支援策にそのまま反

II9i:している

業種別でみると，食品加工業や飲食業は「企業と

地域を結ぶ仲介役jがそれぞれ 31%，40%である

のに対し，食品流通業は 12%と差がみられた. こ

表 5. 企業が地域や行政に求める支援策(複数呂答)

f単{を:%)

食Ul!苛聖f([27社z 分n，S7Il)
ulit 

1ら1/1

七ミゾーの ~ll依 20.8 20.0 

長u助金や資金の終段

参入後の常有mぷ 22.2 2.LO 

畿地の卒 31.9 

駁銘IiII郊の支援 13.9 立多

E基準分野進出への和総窓口 I 23.6 I 20.0 

企業と地域を結ぶ{中介役 I 12.0 

出 比率は各業者数を全体数で笥り算したもの各議後の比率がおい上位31m符に紛かけ
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の違いについて，食品流通業は本業を通じて，生産

者と消費者が密接につながっているため，仲介役を

求める割合が低いのではないかと思われる.

4. まとめ

本研究では，食品分野と建設分野及びそれらの分

野に属する業種別比較を行い，分野や業種の特性が

農業参入の意向や目的，問題点などにどのように影

響を与えているかを考察した.

その結果，既存研究のケーススタディで言われて

いた食品分野と建設分野の特性による参入目的や参

入形態，経営戦略などの違いがアンケート調査によ

る大量観察でも確かめられた.

まず第ーに，食品分野の方が建設分野よりも農業

への参入が進んで、おり，建設分野は参入そのものの

数は少ないが，農業参入への関心は高いことがわ

かっ7こ

次に，農業参入の形態について，建設分野は「農

業者と共同した直営農場」を想定しており，農村部

に位置しているため，地域とのつながりが出来てい

るためと思われる. これに対し，食品分野は都市近

郊に立地しているため農村地域とのつながりが少な

く，直接参入とは異なる「契約栽培」が多い傾向が

みられた.

第三に，経営戦略について，食品分野の中で食品

流通業は「土地利用型の作物栽培j，食品加工業や

飲食業は「環境にやさしい農業」を農業ビジョンと

しており，業種別で違いがみられ， これらの差はそ

れぞれの業界の事業特性や業界を取り巻く環境に密

接に関連しているのではないかと考えられる.

しかし本研究ではアンケート調査による分析が

主体であるため，各企業の経営者の意志決定と農業

参入プロセス，企業の経営戦略と農業部門の位置づ

けの関係などを十分に明らかにすることはできな

かった.今後の研究課題としたい.

注 1)農林水産省ホームベージのデータ(平成 21年 3月

1日現在)を参照.農地リース制度により 349法

(80 ) 

人が参入.

2) 建設分野の文献は[JJ渋谷往男， [3J渋谷往男，

食品分野は [2J盛田清秀， [4J室屋有宏を参照.

3) 食品分野は日本標準産業分類によると，製造業，

卸売・小売業，飲食庖が該当するため，それぞれ

食品加工，食品流通，飲食業の 3業種に分類した.

建設分野は建設業法上の許可に， 28種類の業種が

ある中で，アンケート調査における業種欄の回答

がほとんど建設，土木であるため，建設業，土木

業の 2業種に分類した. ここでいう土木業とは，

業種欄に「土木工事業j，r土木建築業j，r土木・

建設工事業j，r土木請負業」等の土木という用語

を含めて回答した 20業者を対象とした

4)想定される農業参入の形態，農業参入の理由，業種

分類や従業員数を用いて，農業参入の有無を被説明

変数として順序プロピット分析を試みたが，従業員

規模については有意な結果が得られなかった

5) 想定される農業参入の形態について， r単独の直営

農場j，r農業者と協同した直営農場j，r法人へ出

資する形で経営参画」のほか，農業参入ではない

が原料を調達する lつの方法として， r契約栽培」

も選択肢とした.

6)直接参入志向を示すA1~A3 は第 1 軸(横軸)では，

C1・C2よりかなり右方に位置しているが， これは

建設業・土木業とも農業への参入方法として直接

参入を選択しているため，そちらの方に引っ張ら

れているからである
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