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企業の農業参入と地域農業との関係に関する一考察

一長崎県五島市の D社関連法人・ Iファームの参入を事例として一

徳田博美(三重大学)

A Consideration of the Relationship between the Entry of Enterprises into Agriculture 

and Regional Agriculture: A Case Study of Goto City， Nagasaki Prefecture 

Hiromi Tokuda (Mie University) 

In this paper， the relationship between the entry 

of enterprises into agriculture and regional agricul-

ture is examined from a case in Goto city， Nagasaki 

Prefecture. In this case， the enterprise initially 

developed its own farming and contract farming 

schemes. Howeveζi註teζmostcontract farmers 

stopped participating in contract farming and started 

joint sales under agricultural cooperatives. One of 

the reasons for this secession is that the enterprise 

1. はじめに

わが|認で、は，農業に関しても規制緩和が進められ

たことなどによって，様々な形で、法外企業の農業へ

の関与が強まった その典型が昨年の農地法改正に

至る制度改正の Fでの段外企業の農業参入であろ

う.ただし~外食業は陵接的な農業参入のみを選

択する訳ではなく，その条件に応じて契約生産とい

う形態で民家を包摂する場合もある.本稿で取り上

げる D社は青果物における代表的な多国籍アグリ

ビジネスであり，発展途上閏では，直接生産と契約

生産の阿形態で民業参入を進めている.近年， D社

は臼本悶内においても，実質的な直接生産と契約生

産の阿形態で農業参入を闘っている. J}¥:例地域であ

る長崎県五島市においても直接生産と契約生産の両

事業を展開している.

企業の民業参入についてl土，多くの関心が集まっ

ているがり，それが本格化してから 10年に満たない

状況では，その評価は定まっているとは言えない.

耕作放棄地解消や地減活性化につながることを期待

する声もあるが，地域の農家経営の圧迫や安易な撤

退などの弊害を危娯する声も少なくない.現状では，

(]44) 

depended on the existing organization and facilities 

in the area， such as the agricultural cooperatives， for 

distribution facilities and technical advice. Therefore， 

the enterprise could not be in control of regional 

agriculture. This case indicates that a strong enter-

prise cannot always control regional agriculture and 

that regional agriculture can make use of the entry of 

enterprises for its development. 

経営的に成功している事例が少ないこともあり，企

業の民業参入が持続的・安定的な経営発肢を実現し

うるのかという点に関心の中心があるようにみえる.

その点で，関連段業生産法人Iファームを通じて

j民業参入を進めている D社は，後述するようにブ

ロッコリ一生産について夜接生産で約 500haを

栽培しさらに契約生産も積極的に展開しており，

隠産ブロッコリーでは最大の供給染者となってい

る 2) 経営的にみれば， 十分な利誌を上げる状況には

達していないようであるが 3) その規模から言って，

成功している部類に数えられる また，その規模か

らみて，地域農業に与えている影響も小さくない

本報告では，大きな規模で， しかも土地利用型部

門で，農業参入を実現している D社を取り上げて，

企業の民業参入と地域農業との関わりについて検討

する.D社の民業参入の仁l::tでも，直接生産と契約生

産の阿形態でえht或農業に参入しながら，昨年 (2009

年)，契約農家がIファームから離れ，民協共j波に

より自立した産地形成へと向かっている:長崎県五島

市の事例を取り上げ，企業の農業参入を受け入れな

がらも，それを地域農業の自立的発展につなげる可
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能性を考察する.

2.五島市における Iファームの事業展開

D社の国産ブロッコリー事業については，既往文

献に紹介されている l) 1990年代に契約生産から始

まるが. 2000年に福島県に関連農業法人の農場設

立を皮切りに直接生産にも進出していった.現在，

北海道の農場で 300haのブロッコリーを栽培して

おり，全国にある他の 4つの良場を合わせると，そ

の栽惰I同積はが:J500 haに達している.D社は1支!内

生産に直接関与することで，国産ブロッコリーの周

年安定供給を犯っており，五 J.~)l!J: jJÌðは冬春作の主力

民場として， 2005年に開設された. ブロッコリー

栽培面積は， l~fJ設初年度の 2005 年は 3 haであった

が，その後， J駁調に拡大し関 lのように 2009年

には 84haに達している.

D社の国産ブロッコリー事業は，直接生産を拡大

させる一方で，契約生産も継続して進めている ]i 

島市においても，良場開設と併せて契約生産も始め

た.初年度は契約農家 36戸，契約而松 5haであっ

たが， 2008年 に は 120戸， 49 haに達していた.

2008年の直営j足場での栽培而績は 65haであったの

で¥それにほぼ匹敵する郎総を契約生産によって確

保していたことになる.五島市における契約生産は，

Iファームと民家が霞接契約するのではなく，農協
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の推移

I1¥Tfr・五島農業普及センター資料， 1ファーム聞き取り調査

(ここでの段協はJAごとうである.以下でも断りが

ない限り，良協とはJAごとうを指している)が中

間に入っている.農協が契約農家を生産者部会とし

て綴織しており， 1ファームは段協と契約していた.

このような形態は，契約生産から自立していく上で，

留意すべき点である.

五島市における D社の国産ブロッコワ一事業は，

i直接生産と契約生産を雨輸として発展していくかに

みえたが， 2009年に契約良家のほとんどが，契約生

産から離脱してしまった.その直接の原閣は， 1ファー

ムによる契約iilli格引き下げの提案であった 良家と

の契約は，年ごとに市場の価格変動に関わらず，固

定価格での契約であった. 2008年までは中心規格の

秀M品で 53.5門/去であったが， 2009年には 10円

程度の値下げを Iファームが提案した.その背景に

は，鴎 2のように，他の野菜同様にブロッコリーの

市場imi絡は低迷し Df:f:の悶政ブロッコリー司f業が

収益を土げられない状況にあったことがある.

Iファームの契約価格引き下げ提案に対し，契約

農家は反発し，生産者部会として契約生産を継続し

ないこととし，段協に対し，独自に販売することを

求めた そのため， I2協はIファームとの契約を解

消し，民協共販卒業として独自に販売を始めた.そ

して， 2009年にはシーズン平均の民家精算価格は

55門/玉となり， 1ファームの 2008年の契約価格
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図2. ブロッコリー卸売価格の推移

出所:農林水産省「卸売市場統計j
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をも上回った 5) そのため， 2010年以降も Iファー

ムとの契約生産には復帰せず，農協独自で販売して

いく意向である

3. 契約農家自立の背景

五島市における契約生産から農協共販への転換

は，農外企業の農業参入と地域農業に関わるいくつ

かの論点を提示しているように思われる.

第一に， 1ファームの五島市における事業渓開が，

特に契約生産においては，農協などに大きく依存し

ていたことである. 1ファームは，農家との契約に

農協を仲介させていたのみでなく，祭出荷施設も農

協の施設を借りて利服していた.また契約農家に対

する苗の供給も，農協が自らの育苗施設で生産し，

供給していた 6)

Iファームが利用したのは農協のみではない.その

設立当初は，農業改良普及センター，五島市，農協

と協議会を設置し遊休農地の情報入手などを行っ

ていた η. 契約農家への技術指導でも，品種や使用農

薬の指定は， 1ファームが行っていたが，具体的な技

術指導は農業改良普及センターが担っていた.

このような Iブアームの事業での地域組織などの

利用は，地域への寄生とも言いうるものであるが，

その一方で契約農家の自立化にとっては決定的な条

件になったと言える.契約農家の生産，出荷主ピ支え

ていたシステムの中で，農協などの地域組織が担っ

ている部分が多く， 1ファームのシステムから離脱

しても，契約農家として失う部分は大きくなかった.

特に生産に関わっては，ほとんど影響はなかったで

あろう. もし Iファームが単独で生産・出荷を支

えるシステムを構築し，管理していたならば，契約

農家は側格引き下げを提案されたとしても，離脱と

いう選択を容易にはできなかったであろう.

一方， 1ファームが自らの契約生産に農協などを

利用できたのは，農協などがそれだけの能力を有し

ていたためである その点は，アグリビジネスによ

る発展途上閤での契約農業との大きな迷いであろ

う.発展途上闘では，主に輸出用農産物を生産して

いることもあるが，利用しうる既存の生産，流通基

盤を乏しく，アグリビジネスが主体となって新たに

流通基擦を整備する必要があり，そのために

アグリビジネスが強い支配カを発揮しうる場合が多

い 8) 一方，わが国をはじめとして先進国では，既

(146) 

存の生産，流通基盤が発達している場合が多い.そ

のため，企業側でそれを利用し得るがヲ逆に生産，

流通基盤を独占的に管理し得ないため，強い支配力

を発揮することは難しい

第二に検討すべき課題は，上記の問題とも関わる

が，良外企業は農家や既存の地域農業システムを凌

諾する高い競争力を実現しうるのかという問題であ

る.五島市の事例では，段協共販の精算価格がI

ファームによる契約価格を上回っており，高い競争

力を実現できているとは言い難い.

生産関でも同様な状況を指摘できる. 1ファーム

の農場の中でもブロッコワー栽培面積 300ha競模

の北海道農場では区画の闘場面積は大きく，ア

メリカなどの大規模農場と向じような， 7人の作業

員グループと多数陛にまたがる収穫作業台車を用い

た収穫作業体系を導入するなど，大きな資本力を活

かし，農家とは異なる生産体系を取り入れており，

既存の生産体系を凌駕する生成性を実現する可能性

を秘めている. しかし間場区画が小さい豆工島市で

は，高い資本カがあっても，このような生肢体系を

導入することは不可能である Iファームの五島農

場の総農地面積はほぼ 100haであり，その区画数

は約600筆である平均区幽面積で15a程度で、あり，

小さい圏場はlOaにも満たない. しかも島内に広

く分散している.そのため，大型機械の利用は難し

く，基本的に農家の生産体系と変わらず，生産性で

も大幅に上回ることは難しい 政接生産でも，農家

を上回る生産性の実現が器対Fであることが，直接生

産と併せて契約生産も取り入れていた背景にあると

思われる 9)

流通・販売面においても，既存の農協共販を上聞

る成果を笑現できていないが，青果物では11t界有数

のアグリビジネスである D社といえども，量販!古

の低価格路線との間で;域烈な競争を強いられている

ことがある.むしろ，取扱数量が多いため，それを

売り切ることに苦労する場合もある.

このように大きな資本カを用いたとしても，高い

競争力を有する生産・流通システムを独自に構築で

きないために，既存の生産，流通基盤を利用せざる

を得ず，また自らのシステムから離脱する動きを阻

止し得ないと言える.

当初から想定していたことではないが，契約生産

から離脱したことで，農協共販によるブロッコリー
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産地が形成された.第三に検討すべき点は，農協共

阪によるE在地形成にとって， 1ファームとの契約生

産はどのような意義があったのかという点である

果たして，契約生産を経なくても，産地形成は可能

であったであろうか

まず農協の販売卒業におけるブロッコリーの位置

を確認しておく. 2009年度における農畜産物総販

売額は 32.7億円である.そのうち，野菜は 9.8億円

であり，三器産物 07.5憶円)に次いで大きい部門と

なっている.野菜の中では，ブロッコリーが最も大

きく， 1.8億円であり，次がじゃがいもの1.31億円

である.すなわち，ブロッコリーは主力部門である

野菜の中核となっており，農畜産物総販売額の 5%

を超える;規模に成長している. しかも， 1ファーム

が進出する以前は，五島市でのブロッコリ一生産は

わずかであったので， 5年で農協の野菜販売事業の

主力となったことになる.

長崎県では， この間， ブロッコリーな主要な振興

野菜品目の一つに位置づけて，県内いくつかの地域

で生産振興に取り組んできた. したがって，五島市

でも， 1ファームの参入がなくてもブロッコリ一生

産が鉱大した可能性は十分にある.しかし他の地

域では，ブロッコリ一度地形成が軌道に乗るまでに

は 10年くらいの期間を要している.先発地域の経験

を活かせる後発の優{立性があったにしても，短期間

で50ha規模の産地を実現できた背景には， 1ファー

ムとの契約生産は無視できないであろう.

第一に，新たな品目の生産振興を図る場合，その

販路の確保や物流体制の確立は大きな課題となる

が， 1ファームとの契約生皮によって，この問題は

解決できた. 1ファームは，当面の安定・確実な販

売先となり，離島という物流関では不利な条件の中

で，島外への物流を Iファームが担ったことも，民

協にとっては負扱軽減になったであろう.このよう

な条件があったからこそ，短期間での生産拡大が可

能であったと言える

第二に，農協が自立して農協共販卒業を始める

に当たって， 1ファームが持ち込んだ物流システム

などは大いに参考となったであろう. 1ファームは

独自にブロッコリーの物流を管理していたが，農協

の出荷施設を利用しており，農協もそのやり方をみ

てきた.農協はIファームの物流システムを直接引

き継いではいないが，そのやり方を取り入れている.

(147) 

例えば， 1ファームでは発泡スチロール箱での氷詰

め出荷を行っていたが，農協も陪じ形態で出荷して

いる.氷詰め出荷は， 1ファーム独自のものではなく，

県内他産地でも徐々に取り入れられているので， 1 

ブアーム以外からも，そのやり方は習得できたが，

現地ですで、に行われていたことの意義は小さくない

であろう.

4. 農外企業の農業参入と地域農業との相克

五島市の Iファームは，主主外企業の農業参入の一

つの事例であり，それだけで良外企業の農業参入全

般を議論することはできない.しかしこの事例に

は，民外企業の農業参入を考える上で重要な論点が

示されていると考える.

第一に， 1ファームは地域にある既存の組織や体

制を利用しながら，その事業を展開させてきたとい

うことである.それは地域への寄生とも言いうるが，

逆に生産，流通基盤のすべてが自らの管理下にある

わけはない分，その支配力には限界がある.

また， 1ファームが地域の組織などを利用してい

る背景には，五島市にそれだけの組織あるいは能力

が備わっていたことがある.五島市は，離島という

条件不利な地域であり，決して農業が発展している

地域とは言えない 10) むしろ，耕作放楽地が増加し

ていることが， 1ファームを受け入れた背景となっ

ている.そのような地域であっても，地域内には農

業振興を支える能力は残されていることは留意すべ

き点であろう.

第二に，大きな資本カを有した企業といえども，

既存農家を凌駕する高い競争力宏笑現しうるとは限

らないことである.五島市のような零細分数状態の

関場条件下では，大型機械の利用は難しく，飛躍的

な生産性の向上は難しい. まずこ設販庖主導型流通シ

ステムが支配的な流通システムとして確立している

下では，大企業であっても自らに有利な出荷・奴売

を実現できる企業は少ない.

このような点を背景として，五島市における I

ファームの事例は，大企業による農業参入であって

も，それは既存の地域農業を凌駕し，支配的な影響

力を行使しうるとは限らず，場合によっては地域農

業娠輿に利用しうる可能性も秘めていることをど示し

ている.

民外企業の農業参入については，従底的受入と拒
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~との両極的に捉えられがちである.しかし現突 な物流システム{確立のための共同も将来的には起こ

にはこの前極的な現解では，対応しきれない地域が りうることである.

多いと考える.現在，農地法改正により，良外企業 五島市のブロッコリー作の燦開は，農外企業の幾

の農業参入の可能性は広がっている 一方，多くの 業参入と地域農業を考える上で貴重な事例であり，

地域では，自らのカのみで地域振興，農業振興が国 今後もその推移を見守っていく必要がある.

難となっており，tl:外企業の受入も選択肢のーっと

して検討せざるを得ない状況となっている.したがっ

て，農外企業の農業参入を拒否するのではなく，受

け入れた上で、地域農業振興に利用するという方向も

選択肢のーっとなっている.その場合，言い尽くさ

れたことかもしれないが，地域として，自らの力量

と参入企業の力量と戦略を見極め，主体性を維持し，

地域の展開方向を決定していくことが重姿であろう.

最後に五島市における今後のブロッコリー作の展

開方向について検討しておく.五島市では， 1ファー

ムと農協共販が併存しているが，当面は雨者が競争

と協調の 2つの関係を保ちながら，共存していくで

あろう 競争は市場と生産の雨阪で展開される.問

じ時期に向じブロッコリーを出荷しているので，市

場での何らかの競合は避けられない 一方，生産泌

においては，農地や生産者の獲得での競争がある.

五島ii1は耕作放築地が増加しているが，後良民地は

i浪られており，その需要は強い. 1ファームも契約

生産が激減した中で夜接生産を拡大しており，農地

の確保を関っている そのため，農協共販傘下の農

家と農地市場での競合もあり得るだろう また， 1 

ファームは，今年度 30ha規模の良業法人と 7ha程

度の契約生産を進めようとしており，契約生産の再

構築をはかろうとしている.この農業法人は農協共

販でもプロッコリーを出荷している.今後も生産者

確保での競合が発生するだろう.

今後の Iブアームと農協共販の関係は競争関係の

みでは捉えられないであろう.雨者のブロッコリー

栽i諮問績を合わせると 130haに達している. これ

は市町村単位でみれば，全思的にも大きな;規模であ

り，九州の中では最大規模に達している. したがっ

て，地域全体としての産地競争力の向上という点で

は，協調の可能性はある.実際， D社では， 1ファー

ム五島農場のブロッコワーを，一部地域で「五島ブ

ロッコリーJと地域名を冠した名称で叛売しており，

地域ブランドを目指す動きがある.地域ブランド確

立に向けた協調的な行動は今後あり得るであろう.

また離島という物流面で不利な条件下では，効率的
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注1)企業の農業参入に関する文献は，近年多数発表さ

れているが，代表的なものとしては，校 [2]，盛B3

[3]，大十fl[4]，波野 [5]，渋谷 [8，9Jなどが挙

げられる.いずれも参入企業の経蛍'的な持続性に

関心のや心があり，地域段業との関わりについて，

実在的に検討している文献は少ない

2) D社は倒産ブロッコリーとほぼ!湾設の総入フ、ロッ

コリーを絞り綴っており，両者てど合わせると，抜

きんでた供給能力を有している

3) D 社へのi昔jき取り調査によると，直接生渡部門が

利益を上げた年はほとんどないようである

4) I廻恨 [6，7Jを参照.

5) 契約生産の当時は， 1ファームの良い取りfrIfi格から

淡協が部会星空， コンテナリース料で 6.5円を徴収

していた. CJlijお共阪での精算金額はそれらも主査し

51¥，、た金額なので，笑際のtミ家手取りは契約生産

よりも 1三E10門近く上回っている.

6) 1ファームでは，!Eミ業補助金を得て， 2009年に出荷・

調製施設と7守衛ハウスを建設している. これは契

約農家の自立と直接関わるものではないが，これ

によって Iファームは農協械設に依存する必至きが

なくなった.

7) この協議会は初年度には行われていたようである

が，早い段階で開催されなくなったようである.

8) 発段途上悶での契約栽培においても，可能な場合

にはアグリビジネスが地域の民民組織を利用して

いることは， D.グローパー，K.クスタラー [IJ

に紹介されている 筆者が 2010年にタイで行った

調主主でも，契約栽培で地元のf中賢人を決室長との契

約で仲介に利用している事例が確認、できた 地主主

の組織や関係者を利用することは，アグリピジネ

スにとって組織化のためのコストを引き下げる効

泉があるためと考えられる. しかし，発淡途上国

では袋i:l:lj¥il施設などの物流基盤まで地域に依存す

ることは少ないと考えられる.

9) 生産性だけが望号図ではないが， 17アームでも北海

道長急場では，農家との契約生産の比率は 1割程度

と小さし¥

10) ただし，労働市場が発燥していないため，島内に

残る場合には，他産業に流出しにくく，主当奈良室長
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本l土22.7%(2005年)と比較的おく，担い手はあ

る程度縫保されている.
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