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ご挨拶 

2015 年の国連サミットにおいて、「持続可能な開発のための 2030 アジェンダ（SDGs：Sustainable 

Development Goals）」が採択された。そのアジェンダの中に、貧困や飢餓問題、気候変動や資源エネルギー、

都市問題、地域間・国内格差など持続可能な世界を実現するための 17 の目標が掲げられている。SDGs は

途上国の課題のみならず先進国を含めて全ての国を対象としている。 

投資の世界でも、年金積立金管理運用独立行政法人（GPIF）が、国連の責任投資原則に署名したことをき

っかけに、ESG（環境 Environment、社会 Social、ガバナンス Governance）の関心が急速に高まり、企業評価

の新基準として ESG を判断材料の一つと位置づける動きが拡大している。 

同時に地球規模の問題解決の重要性を訴えるミレニアル世代を中心とした世界のリーダー達の声にも注目

が集まる。この世代は、社会的責任・環境重視、健康志向、多様性志向という感性に、ソーシャルネットワーク

をフル活用する。これまでの世代と異なる消費行動は様々な経済活動を変えつつある。海外での日本のアニ

メブームや日本食の消費拡大もこの世代が牽引していると言われている。 

高齢化、人口爆発、地球環境の変化、人工知能など技術の進化を背景に、社会構造やあらゆる産業がもう

一度再定義される局面が拡大している。国や各国政府のみならず働き方や消費者志向の多様化、企業経営

者の視点やマネジメント手法の変更、投資やビジネス環境の捉え方の変化など、軌を一とした提唱は一過性

のものではなく大きな事業背景の変化としても捉えるべきであり、今後益々大きな潮流となっていくものと思わ

れる。 

こうした大きな変化の中で、食・農林水産業は、前述した国連 SDGs の目標 1 の「貧困をなくす」や目標 2 の

「飢餓をなくす」という直接的なテーマである他、水資源の問題や森林・海洋資源の保全、食品廃棄物問題を

含む生産サプライチェーンや消費形態の課題など、まさに持続可能な世界を実現するための中核産業と位置

づけられる。 

理念だけではなく、世界のリーダーや企業は世界の食・農林水産業は巨大なビジネス領域としても本格的

に捉えつつある。新興国・発展途上国での人口増加で、農産物市場は 7～8％という他には類を見ない高成長

市場と位置づけられている。顕在化する社会課題や拡大する食糧需要に応えるために、世界各国で先進的な

企業が生産力の確保やその向上のためのイノベーションの取組みも急速に拡大しつつある。食や農林水産に

おける生産技術や流通技術に加えて、×医療・健康・福祉、×環境・エネルギー、×観光やスポーツ、×テクノ

ロジー・・・と関連付けしていくことで、我が国でも数百兆円という巨大な食・農林水産業関連市場は決して夢物

語ではない。むしろ持続可能な地球社会の実現には必要不可欠な基盤領域となろう。しかも、日本各地の農

業技術は世界屈指であり、豊富な水や肥沃な農地などグローバルにも発展・展開できる可能性は極めて高

い。また食はその国や地域の文化そのものでもある。 

一方で、我が国の農林水産業は国内生産額の減少、後継者不足、耕作放棄地の拡大など様々な課題に直

面している。ビジネスとしては未だ黎明期を脱したとは言い難いのが実情だ。ビジネス領域としても試行錯誤を

繰り返しながら、成長へのステップの模索が続く。こうした中でも、従来の枠にとらわれない先進的な農業生産 
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者は新しいアグリビジネスの展開を拡大しつつある。また異業種からの参入、アグリテックやフードテックなど

新しい技術の融合やビジネスモデルの出現などの急速な拡大も期待されている。これらは若者からも「かっこ

いい農業」「儲かる農業」として魅力のある産業に昇華していくことにも通ずる。こうした従来からの強みと特

徴、新たな価値やビジネスモデルの出現で我が国の食・農林水産業の可能性は国内市場の活性化に加え

て、ビジネス創造の余地はグローバルへ一層拡大していくものと予感する。 

弊社はコンサルティング及び実行支援のほか、調査・研究も特徴の一つ。前述の通りアグリビジネスを取り

巻く環境やテーマは多岐に拡大してきた。そこで、今後、食・農水産業の成長に重要であろうテーマを10 項目

（1.スマート農業ビジネス、2.次世代養殖ビジネス、3.植物工場ビジネス、4.異業種参入によるアグリビジネス、

5.農林水産業の新用途開発ビジネス、6.6 次産業化／連携ビジネス、7.直売／サービスビジネス、8.農林水産

業の輸出ビジネス、9.農林水産業のオンラインビジネス、10.資本市場とアグリビジネス）を自主研究として掲

げ、この度取りまとめるに至った。なお、10 テーマの共通理念は「日本農業の成長産業化に向けたブレークス

ルー」とした。注目テーマの現状、事業化・成長化への障壁や課題、そしてそのブレークスルーへの要諦を弊

社独自の視点で盛り込んだ。 

アグリビジネスを取り巻く世界の潮流は明らかに変化しつつある。業界の内外でもその可能性に注目が集

っている。この変化を捉え、各地域独自の貴重な資源や高い技術を活かし事業化すること、また拡大する世界

市場に繋げることで成長産業化、地域経済の発展に少しでも貢献できれば幸いである。 
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１．日本農業を取り巻く環境変化 

序章 アグリビジネスの注目テーマ 

― 日本農業の成長産業化に向けたブレークスルー ― 

調査部 部長  主席研究員  佐藤 光泰 
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１．日本農業を取り巻く環境変化 

日本の農林水産業（以下、「日本農業」と記載）は、歴史的な転換期にある。政府の農政改革の推進や異業

種参入の増加、消費者のライフスタイルの変化、ITや輸送技術の躍進などが農業に構造的な変化をもたらし

始めている。まず、日本農業を取り巻く足元の経営環境を確認した後、日本農政の変遷を概観する。 

（１）経営環境の変化 

 第一に、マクロ（外部）環境をみてみたい。大きく、「政治」・「経済」・「社会」・「技術」の4つの要因から分析す

る。まず、政治要因は、国の農業政策の転換が指摘される。2000年以降の「農地法」の段階的な改正や2010

年の「六次産業化法」の制定（2011年施行）、2013年の「農地集積バンク法」の制定、2015年の「減反政策」の

廃止案の閣議決定、同「農協法」の改正（2016年施行）などは、それぞれ、象徴的な政策転換と言える。 

次に、経済要因であるが、変化が激しいのは新興国の経済成長である。IMF（国際通貨基金）によると、今

後、2020年までの経済成長（年率）は、先進国が2%弱であるのに対して、新興国では5%程度の高い成長見通

しを立てている。新興国の人口増加だけでなく、経済成長に伴う食の“高度化”が進み、食事の目的が「空腹を

満たす」から、「品質」や「健康/美容」への追求に変わることが期待される。 

また、社会要因としては、日本の少子高齢化の推進やライフスタイルの変化があげられる。少子高齢化は、

胃袋の数と大きさの減少を通じて、日本農業の市場縮小をもたらしている。同様に、ライフスタイルの変化は、

単身やDINKs（ディンクス：共働き・子供なし）世帯の増加、価値観の多様化を通じて、消費者の「食」または

「農」に対する要求（需要）が変わり始めている。価値観では、「スローライフ」というライフスタイルが定着しつつ

ある中、多くの消費者において、農業や地方への憧れまたは関心が高まり始めている。 

技術的要因では、昨今のAI（人工知能）やIoT（モノのインターネット化）といったIT技術の躍進により、伝統的

な農業という業界に変革をもたらす期待が高まっている。同じく、ECサービスやSNS（ソーシャルネットワーク）

の普及は、販売やマーケティングのやり方を一変させ始めている。 

図表1 日本農業を取り巻く経営環境の変化 

 
（出所）野村アグリプランニング＆アドバイザリー 

日本
農業

＜マクロ（外部）環境＞

（政治要因）

 農政改革の推進

 各国連携協定の推進 等

（経済要因）

 新興国の経済成長

 自由貿易の推進と混迷 等

（社会要因）

 少子高齢化の推進

 ライフスタイルの変化 等

（技術要因）

 IT技術の推進

 輸送技術の推進 等

＜ミクロ（内部）環境＞

（市場要因）

 市場規模の縮小

 経営資源の減少

 流通チャネルの多様化

 “6次産業化”の推進

 “担い手”の多様化 等

（競争要因）

 同業者：市場縮小で競争激化

 顧客：価格／品質志向の2極化

 調達先：物流費等の高騰

 代替品：輸入食材の品質向上

 参入者：異業種参入の増加
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第二に、ミクロ（内部）環境である。大きく、「市場」と「競争」の 2 つの要因から分析する。市場要因としては、

市場規模と構造の変化が特徴である。市場規模は、足元、下げ止まり感はあるものの、大きな流れでは縮小

していることに間違いない。背景には、供給サイドでは、農業の 2 大経営資源である「農地」と「従事者」の減少

があり、また、需要サイドでは、日本の少子高齢化の進展がある。また、市場構造も変わり始めた。経営体で

は、異業種企業をはじめとする“担い手”（生産プレーヤー）の多様化や法人経営体の増加、また、事業モデル

では、“6 次産業化”の推進やインターネットを活用した資金調達、販売手法などが多様化し始めた。 

最後に、競争要因としては、これまで述べたマクロとミクロの各種要因により、競争関係自体が変化し始め

ている。すなわち、これまでの同業者による競争だけでなく、品質が向上し始めている輸入品との競争や、異

業種の農業参入の進展により、これまで顧客であった流通企業との競争も始まっている。また、種苗や農薬、

肥料、農業資材等の調達先企業からの値上げ要請は、生産者を取り巻く競争要因に変化をもたらしている。

昨今の物流費の値上げ要請はその最たる例であろう。 

 

（２）農業政策の変化 

農業は規制産業の一種であり、国の農業政策の影響を大きく受ける。これまで、その時代に対応した農業

政策が打ち出されてきたが、必ずしも、その趨勢を見据えたものとは言い難い。また、一度実行された政策

が、時の政権によって、180度舞い戻ることもしばしばあり、“猫の目行政”と揶揄された。その意味では、2010

年以降、現在の安定政権の元で、腰を据えた農業改革が打ち出され始めていることは特徴的な動きであろう。

これまでの農業政策の変遷とトピックスを俯瞰する（図表2参照）。 

日本の農業政策は、戦後から現在に至るまで、その時代背景を映した考え方から、大きく5つの時代（時期）

に分類できる。すなわち、①1945年から60年代前半の「戦後の食糧難時期」（主題：戦後の食糧難の解消と農

業従事者の処遇改善）、②1960年代後半から80年代前半の「高度成長期の過剰米発生時期」（主題：高度経

済成長期の米消費減少により発生した需給ギャップと農業・農村のゆがみの解消）、③1980年代半ばから90

年代後半の「国際化の進展と戦後農政の見直し期」（主題：国際化の進展と戦後農政の抜本的見直し）、④

2000年から09年の「規制緩和による新たな日本農業の幕開け期」（主題：農地法の改正による多様な担い手

確保と自由貿易に備えた改革期）、⑤2010年から現在の「農業の成長産業化に向けた構造改革期」（主題：攻

めの農業政策を推進し、産業の自立と成長分野への展開を促すこと）、である。 

現在、「農業の成長産業化」に向けた農政改革が展開されている最中である。およそ40年余り続いてきた米

の生産調整（減反政策）の廃止や、およそ60年ぶりに行われた「農協法」の改正は、賛否はあるものの、2000

年に改正された「農地法」以来の大改革と言える。また、2017年の「農業競争力強化支援法」では、農業の構

造改革と農業資材事業、流通事業等の再編・促進を推し進めることが明記され、資材や流通コストの削減を通

じたトータルでの農業者所得向上を実現していく意気込みも感じられる。 

足元の農政の考え方のポイントをまとめると、「新市場の開拓」と「生産・流通コストの低減」にあるものと考

える。前者（新市場の開拓）に関連する農業政策としては、「六次産業化法」の制定（2010年12月公布、2011年

4月施行）をはじめ、官民ファンドの「農林漁業成長産業化支援機構支援法」の施行（2012年12月）、「農林水産

業の輸出力強化戦略」の取りまとめ（2016年5月）などがある。また、後者（生産・流通コストの低減）は、「農地

集積バンク法（農地中間管理事業の推進に関する法律）」の施行（2014年3月）や「農業競争力強化支援法」の

施行（2017年8月施行）、今年の通常国会で提出される「卸売市場法の改正」などがある。 
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図表2 戦後農政の変遷と主要トピックス 

 

1942  「食糧管理法」公布  国による米の全量管理等

1945  第一次農地改革  「地主制度」の緩やかな解体

1946  第二次農地改革  農地所有制度の抜本改革（農地解放）

1948  農業協同組合の設立  既存の「農業会」を改組

1952  「農地法」公布  農地の流動化を厳しく制限

1961  「農業基本法」制定  農業の生産性向上、自立経営の育成等

1967  米の完全自給を達成  1969年には、自主流通米制度の発足

1969  「農地法」改正  借地による農地流動化の促進、農業地帯の保全・振興等

1970  「総合農政の基本方針」を決定  米の生産調整（減反政策）開始等

1972  世界的な異常気象の発生

1973  米国の大豆輸出規制  世界中で「穀物ショック」の発生

1980  農地三法の制定  農地利用を促す「農地利用増進法」の制定等

1981  農協（ＪＡ）貯金が30兆円を突破  1989年 50兆円、99年 70兆円、06年 80兆円を突破

1987  多角的貿易交渉開始  ガット･ウルグアイ･ラウンド

1988  日米農産物交渉の合意  牛肉・オレンジの自由化を容認

1989  食料自給率が50%を割り込む

1992  「新しい食料・農業・農村政策の方向」公表  食料・農業・農村の役割明確化

1993  米のミニマム・アクセス受け入れ  ガット・ウルグアイ・ラウンド農業合意

 戦後最悪の大凶作  外国米を緊急輸入

1995  「食糧管理法」廃止、「食糧法」制定  政府から民間主導へ

1999  「食料・農業・農村基本法」の公布  「農業基本法」を廃止、21世紀の農政方針を盛り込む

2000  「食料・農業・農村基本計画」の策定  食料安定供給、多面的機能の発揮、農業の持続的な発展等

 「農地法」等改正  農業生産法人の一形態として株式会社を位置づけ等

2002  「構造改革特別区域法」公布  特区域に限り民間企業のリース方式での農業参入が可能に

2005  新たな「食料・農業・農村基本計画」の策定  新自給率目標、経営所得安定対策などの設定・導入等

2005  「農地法」、「農業経営基盤強化促進法」改正  リース方式による農業参入の全国展開等

2006  農政改革三法の成立  補助金改革、農地の大規模農家への集約等

 食料自給率が40%を割り込む

2008  農政改革三法の一部見直し  小規模・高齢農家も含め、地域農業の担い手確保

 WTOドーハラウンド決裂  重要品目の大幅削減を日本に迫る

2009  「農地法」等改正  農地の所有と利用を完全分離、企業参入の促進等

2010  「六次産業化法」の制定（2011年施行）  生産者の「6次産業化」に必要な取り組みを各種支援

 「戸別所得補償制度のモデル対策」実施  農家の所得補償、選択減反制、新規需要米施策の実施等

2012  「株式会社農林漁業成長産業化支援法」施行  官民ファンドを活用して、「6次産業化」等の推進

2013  「攻めの農林水産業」のKPI（成果目標）を明記  生産所得倍増、輸出金額倍増、若手農業従事者倍増等

 「減反政策」の廃止案の閣議決定  2018年に廃止予定

 「農林水産業・地域の活力創造プラン」の決定  輸出や地産地消、「6次産業化」、農業構造改革の推進を明記

2014  「農地集積バンク法」の施行  「農地中間管理機構」の47都道府県への設置と農地集積を加速

 「攻めの農林水産業実行本部」を設置  「農林水産業・地域の活力創造プラン」の着実な実行

2015  「食料・農業・農村基本計画」の改定  主テーマは「「強い農業」と「美しく活力ある農村」の実現」

2016  「競争力強化プログラム」の制定  農業者の経営安定や収支改善を図るための施策等

 「農林水産業の輸出力強化戦略」の取りまとめ  民間の意欲的な取り組みを5つの戦略（方法）で支援

 「改正農協法」の施行  理事構成の変更や公認会計士監査の義務づけ等

2017  「農林水産業・地域の活力創造プラン」の改定  「更なる農業の競争力強化のための改革」を明記

 「農業競争力強化支援法」の施行  農業の構造改革と農業資材・流通事業等の再編等を推進

規
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（出所）野村アグリプランニング&アドバイザリー 
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２．アグリビジネスの注目テーマ 

前章で俯瞰した日本農業の経営・政策環境を踏まえ、本章では、本調査レポートで取り上げる注目テーマを

抽出する。まず、日本農業のテーマを洗い出し、その後、注目テーマの選定を行う。 

（１）テーマの洗い出し 

まず、日本農業のテーマの洗い出しを行う。洗い出したテーマは、縦軸に「事業分類」を、横軸に「市場規

模」を取ったマトリクス表で整理する。その際、事業分類は「技術型」と「ビジネスモデル型」に、また、市場規模

は「大」と「小」にそれぞれ分類する。その結果は図表3の通りである。 

例えば、事業分類の「技術型」と市場規模「小」の組み合わせは、「AI・IoT」や「農業ロボット」、「先端養殖」、

「植物工場」などのテーマが、また、事業分類の「技術型」と市場規模「大」の組み合わせは、「品種改良」や「灌

漑設備・技術」、「農薬・肥飼料」などのテーマがそれぞれプロットされた。また、事業分類の「ビジネスモデル

型」と市場規模「小」の組み合わせは、「地理的表示（GI）」や「知財・認証」、「EC・宅配」などのテーマが、また、

事業分類の「ビジネスモデル型」と市場規模「大」の組み合わせは、「有機農業」や「企業の農業参入」、「観光

農園」などのテーマがそれぞれ並んだ。 

 

図表3 主なテーマのマトリクス分類（事業/技術マップ） 

 
（注）上記はすべてのテーマを網羅しているわけではない 

（出所）野村アグリプランニング＆アドバイザリー 

 

次に、それぞれのテーマを、農業のサプライチェーン（調達・生産・加工/開発・販売）上にもプロットする（図

表 4）。プロットした図をみると、 『調達』分野には、「種苗」や「品種改良」、「農業機械」などの農業生産に直結

するテーマの他、「クラウドファンディング」や「直接金融（ファンド、IPO、M&A など）」の投資設備の資金調達に
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関係するテーマが並ぶ。また、『生産』分野には、「農業 ICT」や「農業ロボット」、「植物工場」などの生産技術

に関係するテーマの他、「農福/農畜/医農連携」や「複合農業」などのビジネスモデルに関係するテーマもあ

る。さらに、『加工・開発』領域では、「（商品の）新用途開発」や「商品/地域ブランド」といった商品・ブランド開

発に関係するテーマの他、「コールドチェーン」や「鮮度保持資材」などの物流に関するテーマもプロットされ

る。最後に、『販売』領域では、「直売所」や「EC・宅配」、「商品輸出」などの多様化する販売領域に関係するテ

ーマの他、「農レストラン」や「貸農園」などのサービス領域のテーマも並んでいる。 

 

図表4 主なテーマのサプライチェーン分類（サプライチェーン・マップ） 

 

（出所）野村アグリプランニング＆アドバイザリー 

 

（２）注目テーマの取りまとめ 

これらの作業を踏まえて、以下、3つのポイントに着目して、日本農業の成長産業化に寄与すると考えられる

注目テーマを選定する。 

（注目テーマの選定ポイント） 

①日本農政が推し進める「日本農業の競争力強化／成長産業化」につながるテーマ 

②これまで注目を集めてきたテーマで、引き続き今後も市場拡大が期待されるテーマ 

③現状の成長ステージは初期段階（シードまたはアーリー）だが今後、急成長する可能性があるテーマ 

その結果、野村アグリプランニング&アドバイザリーでは、次の10テーマを選定した。サプライチェーンの「生

産」領域では、①「スマート農業ビジネス」、②「次世代養殖ビジネス」、③「植物工場ビジネス」、④「異業種参

入によるアグリビジネス」、また、「加工・開発」領域では、⑤「農林水産物の新用途開発ビジネス」、⑥「6次産

農業ICT

冷凍食品・技術有機農業

生産工程管理

AI・IoT

先端養殖

施設園芸 知財・認証

産直加工新用途開発

農畜連携

農業ロボット

植物工場

複合農業

複合農業

地域ブランド

食育

農商工連携

企業の
農業参入

6次産業化

循環型農業

（一般）養殖

ﾎﾟｽﾄﾊｰﾍﾞｽﾄ

加工食品・技術

ｺｰﾙﾄﾞﾁｪｰﾝ 鮮度保持資材

農バイオマスクラスター

農福連携

地域農商社 産地間連携

未利用資源

医農連携

海外生産

スマート農業

省水技術

生産
加工・開発

（物通等を含む）

販売

（サービス等を含む）

調達

（機械・資材、資金等）

契約栽培

地理的表示

商品ブランド

技術輸出

農ﾃｰﾏﾊﾟｰｸ

地産地消

直売所 観光農園

食インバウンド農インバウンド

商品輸出

農レストラン

貸農園EC・宅配

農業機械

GMO

農業資材

灌漑設備・技術

品種改良

中古市場

直接金融
（ﾌｧﾝﾄﾞ・IPO等）

クラウドファンド

ABL

ゲノム育種

種苗
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業化/連携ビジネス」、さらに、「販売」領域では、⑦「直売/サービスビジネス」、⑧「農林水産業の輸出ビジネ

ス」、⑨「農業のオンラインビジネス」、最後に、「調達」領域では、⑩「資本市場とアグリビジネス」、である。 

なお、これら注目テーマの共通理念として、「日本農業の成長産業化に向けたブレークスルー」を横ぐしに据

えた。日本農業の成長産業化には、既存の農業ビジネスからの打開策（ブレークスルー）が求められており、

注目テーマにおいて、そのブレークスルーポイントを探るものとする。 

 

図表5 アグリビジネスの注目テーマ 

 

（出所）野村アグリプランニング＆アドバイザリー 

 

（３）注目テーマの概要とポイント 

 前項で取りまとめた 10 の注目テーマについて、以下、概要とポイント（注目理由）を俯瞰する。 

①スマート農業ビジネス 

「スマート農業ビジネス」は、ロボット技術や ICT（情報通信技術）等の先端技術を活用して、農業生産の

省力化や効率化等に資することが期待されているビジネスである。農業の“第 4 次産業革命”の到来とも言

われており、国内外の関係者から大きな注目を集めているテーマである。 

②次世代養殖ビジネス 

「次世代養殖ビジネス」は、開発途上国の成長に伴う世界的な水産物需要の増大と、天然資源の逼迫に

伴う世界的な資源管理の厳格化により、注目を集めているビジネスである。2000 年以降、注目されてきた

「完全養殖」や「陸上養殖」などの技術開発は、昨今、新たなフェーズを迎えている。 

農業ICTAI・IoT

先端養殖

技術輸出

施設園芸植物工場

農商工連携

企業の農業参入

6次産業化

（一般）養殖

農インバウンド

商品輸出

スマート農業

省水技術

生産
加工・開発

（商品開発・流通等を含む）

販売

（サービス等を含む）

調達

（機械・資材、資金等）

直接金融
（ﾌｧﾝﾄﾞ・IPO等）

クラウドファンド

⑩資本市場とアグリビジネス

①スマート農業ビジネス

②次世代養殖ビジネス

③植物工場ビジネス

④異業種参入によるアグリビジネス

⑤農林水産物の新用途開発ビジネス

⑥6次産業化／連携ビジネス

⑦直売／サービスビジネス

⑧農林水産業の輸出ビジネス

食インバウンド

EC・宅配

⑨農林水産業のオンラインビジネス

産直加工 地域ブランド

新用途開発 未利用資源

農バイオマス 地域ブランド

直売所 観光農園

農レストラン 農テーマパーク

クラウドファンド
※「調達」より

注目テーマの共通理念： 「日本農業の成長産業化に向けたブレークスルー」

有機農業 複合農業循環型農業
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③植物工場ビジネス 

「植物工場ビジネス」は、世界的に食料資源価格が高騰した 2005 年以降、気候に左右されない“21 世紀

型農業”として国内外で注目を集めているビジネスである。2010 年台前半にかけて市場規模が拡大し、数

年の踊り場を経た後有力プレーヤーが技術開発にしのぎを削って現在は新たな発展段階を迎えている。 

④異業種参入によるアグリビジネス 

 「異業種参入によるアグリビジネス」は、2000 年以降、「構造改革特別区域法」の公布や「農地法」の改

正といった農地利用の規制緩和を受けて、異業種企業から注目を集めている。参入企業の目的は多岐に

渡るが、2010 年以降、事前調査や準備を重ねて、より採算性を意識した企業参入が増加している。 

⑤農林水産物の新用途開発ビジネス 

  「農林水産物の新用途開発ビジネス」は、日本の食料需要の減少を補う新たな供給分野としても注目され

ているビジネスである。事業分野は幅広いが、2005 年以降の世界的な資源価格の高騰や、「農林漁業バイ

オ燃料法」が制定されて以降、農林水産物を原料とするバイオ燃料の産業化が国内外で注目されている。 

⑥6 次産業化／連携ビジネス 

   「6 次産業化／連携ビジネス」は、農林漁業者の所得向上の手段として、2011 年 3 月の「六次産業化法」

施行以降、全国で注目されているビジネスである。同法に基づく総合化事業計画の認定数は昨年末時点で

2,285 件に達した。これまでの 6 次産業化の枠にとらわれない新たな組織づくりが期待されている。 

⑦直売／サービスビジネス 

   「直売／サービスビジネス」は、農林水産業を核とする地域活性化の「面」の取り組みとして、2000 年以

降、「農産物直売所」や「道の駅」が注目されている。一方、2015 年度には国内店舗数が 23,590 店舗に達

し、国内市場が飽和状態を迎えつつある。成長の転換期に差し掛かる中、新たな取り組みが期待されてい

る。 

⑧農林水産業の輸出ビジネス 

「農林水産業の輸出ビジネス」は、日本農業の新たな市場開拓と需要フロンティアの拡大という視点から

注目を集めている。足元の輸出金額は 4 期連続で過去最高を更新し続けている。取り組み次第では、地方

創生に目に見えるかたちで貢献できる可能性を秘めており、そのための戦略の刷新が期待される。 

⑨農業のオンラインビジネス 

  「農業のオンラインビジネス」は、IT を用いて、農林漁業者の所得向上に向けた商品やサービスを提供し

ているビジネスを指し、6 次産業化や企業の農業参入が推進する中、農業の所得向上に直結する手段とし

て注目されている。その中でも、「販売」と「資金調達」のインフラを提供している事業者の成長期待が高ま

る。 

⑩資本市場とアグリビジネス 
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 「資本市場とアグリビジネス」は、昨今、成長資金（リスクマネー）を資本市場から調達する大規模農林漁

業者等が増加傾向にあり、また、金融機関等の新分野への投資需要から注目を集めている。農林水産省

が中心となって、2012 年に立ち上げた官民ファンドはその象徴でもある。 

 

図表6 本リサーチ・レポートの執筆テーマ（注目テーマ）とその理由 

 
（出所）野村アグリプランニング＆アドバイザリー 

1999 年に農業の憲法と言われた「農業基本法」が廃止され、21 世紀の新たな日本農政の指針となる「食

料・農業・農村基本法」が制定された際、業界内外で日本農業への成長期待が高まった。これまで、農地法改

正をはじめとする規制緩和や農家・集落営農組織の法人化の他、異業種からの農業参入などは推進したもの

の、未だ農業ビジネスの（構造的な）障壁を打開できていない。その結果、当時期待されていた、日本農業の

競争力と成長性は高まっていない。実際、日本農業の市場規模や経営資源（従事者数と農地面積）、または

収益性や効率性などを図る指標は、先進諸国との国際比較でみても、軒並み減少している。日本農政は農業

の成長産業化に向けた障壁の打開策を検討し、実践に移す時期に来ている。その具体的な行動計画の一例

としては、国が注力すべき農業の成長テーマをいくつか選定することである。それらの成長化に向けた障壁を

サプライ
チェーン

注目テーマ 注目理由

生産

① スマート農業ビジネス
農業の省力化や効率化等に資するビジネスで、農業の“第4次
産業革命”をもたらす可能性を秘めている

② 次世代養殖ビジネス
世界的な水産物需要の増大と、天然資源の逼迫に伴う資源管
理の厳格化により今後の技術開発に注目が集まる

③ 植物工場ビジネス
農業の主要なリスクである気候に左右されない“21世紀型農
業”の象徴としてその進化に注目が集まる

④ 異業種参入によるアグリビジネス
農地利用の規制緩和が進む中、企業の新たな事業分野として、
また、地域農業の“担い手”として注目が集まっている

加工・
開発

⑤ 農林水産物の新用途開発ビジネス
日本農業の（食料）需要の減少を補う新たな供給分野（市場）と
して、農林水産物の新たな用途開発に注目が集まっている

⑥ 6次産業化／連携ビジネス
農業所得の向上の手段として、2011年の法施行以降、総合化
事業計画の認定数が急増するなど一層の注目が集まっている

販売

⑦ 直売／サービスビジネス
「農産物直売所」や「道の駅」は、地域内外の集客拠点として、
地域活性化に向けた「面」の取り組みとして今後も注目される

⑧ 農林水産業の輸出ビジネス
新たな市場開拓と需要フロンティアの拡大により、農林水産業
を核とする地方創生をもたらす手段として今後も注目が高まる

⑨ 農林水産業のオンラインビジネス
ITを用いた商品やサービスを提供する事業者の取り組みは、農
林漁業者の所得向上に直結する可能性が高く注目が集まる

調達 ⑩ 資本市場とアグリビジネス
大規模農林漁業者等において、資本市場から成長資金を調達
する需要や事例が増加中であり、今後の動向が注目される

本リサーチ・レポートの共通理念

日本農業の成長産業化に向けたブレークスルー
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打開する解決策（ブレークスルー）を官民で協議し、実践に向けた集中的な支援を行うことである。国が成長テ

ーマを選定し、重点的な支援を行う戦略は、例えば、1980 年代にオランダが、また 1990 年代に韓国が導入す

るなど、先進諸国では常套手段となりつつある。 

本リサーチ・レポートが、関係者のビジネスと日本農業の成長産業化の一助となることを期待したい。 
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第１章 スマート農業ビジネス 

―  農業における第４次産業革命の胎動  ― 

コンサルティング部 上席コンサルタント  姫野 桂一 
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1.はじめに 

我が国の農業は、長期的な就農者の減少傾向と就農者の高齢化の進展が進んでいる。農林水産 省の「農

業労働力に関する統計」によると、2016年（平成29年）の農業就農者数は、181.6万人とすでに200万人 を割り

込み、平均年齢も66.7歳という水準にある。2018年からは、米の生産調整（減反）制度も終了するなど、農業政

策の大きな変換の節目を迎えている。我が国の農業を取り巻く環境が大きく変化する中で、現在の高齢 就農

者がリタイヤし大量の離農者が出てくることや、それに伴う耕作放棄地の増加による我が国の農業生産 体制

の維持が困難になるなど、様々な問題点が顕在化してくることが懸念される。 

一方、離農が進むことによって放出される農地を活用して、新たに農業を行うビジネスチャンスが期待 され

ている。そのビジネスチャンスを活かすには、農業の生産力の確保が大きな課題となる。こうした課題 を解決

する切り札として、スマート農業ビジネスが注目されている。スマート農業は、ICTを活用して農業生産の 自動

化や省力化、農産物栽培のノウハウの伝授なども可能にすることから、これまでの農業のビジネスモデル を一

変させる可能性を秘めている。その意味では、スマート農業の普及は、農業における“第4次産業革命”の到来

と言っても過言ではない。 

本稿では、はじめに、国内外のスマート農業ビジネスの動向を概観し、スマート農業ビジネスの課題 を抽出

する。次に、課題を克服するためのブレークスルーポイントを提示し、今後のロードマップについて述べる。 
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2.我が国のスマート農業ビジネスの動向 

（1）スマート農業とは 

スマート農業とは、「ロボット技術やＩＣＴ（情報通信技術）等の先端技術を活用し、超省力化や高品質生 産等

を可能にする新たな農業」をいう。1 2013年11月に農林水産省が農機メーカーやIT企業などで構成し た研究

会の名称が「スマート農業」の初出とされる。それ以来、農機メーカーやIT企業等によるスマート農業 ビジネス

への参入や技術開発が急速に進展している。 

例えば、播種から収穫までの農業生産活動においては、「農地をGPS付の農機が自動運転で耕す」、「農場

の気温、湿度、水位等の環境をセンサーでモニタリングする」、「農薬や肥料をドローンで散布する」、「集荷 を

ロボットで自動化する」といったスマート農業の製品・サービスが登場している。 

スマート農業の全体像と主な製品・サービスの機能例を図示した（図表1）。ここでは、「耕うん」から「播種」、

「収穫」に至る農業生産活動の工程と流通・販売活動の工程に分けた。この概観図から、スマート農 業の主な

ビジネスとしては、サービス（「生産管理システム」・「販売管理システム」）と製品（「農業ロボット・機械等」）が

あることが分かる。実際、ICT技術やAI（人工知能）、ロボット技術等と組みあわせることによって、実証実 験レ

ベルのものを含めると、非常に多くのサービスと製品が登場している。 

スマート農業のサービスのうち、生産管理システムは、主にセンサー技術を用いて、撮像による農産物 の生

育状況や農場全体のモニタリングが可能となるシステムである。栽培した情報の蓄積を通じて、将来の 農産物

の栽培や第三者への栽培情報の提供などが可能となる。 

販売管理システムは、農業の流通・販売活動における管理システムである。トレーサビリティをはじ めとする

品質管理情報や売上情報を効果的に一元管理することにより、各種販売・管理業務の負担軽減や精度 の高

い生産計画の策定に寄与することが期待される。 

農業ロボット・機械等では、ＧＰＳガイダンス付のトラクターや農業用ドローンによる農作業の自動化、アシス

トスーツといった、農作業の軽減化を図るもので、物理的な農業の労働力の負荷を下げ、生産性の向 上につ

なげていくことに期待が寄せられている。 

スマート農業は、第4次産業革命の視点からも注目される。第4次産業革命とは、AI（人工知能）、IOT、ビッ

グデータ、ロボットなどの技術を活用することで、世の中の産業構造が大きく変化するというものである。我が

国においても、2016年6月に閣議決定された「日本再興戦略2016」や「経済財政運営と改革の基本方針」（骨太

方針）、「ニッポン一億総活躍プラン」などにおいて、「第4次産業革命」が成長戦略の中核として着目されて い

る。第4次産業革命によって、デジタル技術の進展と、あらゆるモノがインターネットにつながる IoTの発展 によ

り、限界費用や取引費用の低減が進み、新たな経済発展や社会構造の変革を誘発することが期待さ れる。今

後深刻な農業の担い手不足に直面する我が国の農業においても、第4次産業革命は、農業の生産性 を変革

するポテンシャルを秘めているという点で大いに注目される。 

 

 

 

  

                                              
1
  農林水産省：「「スマート農業の実現に向けた研究会」検討結果の中間とりまとめ」（平成 26 年 3 月 28 日公表） 
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図表1 スマート農業の概観図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出所）野村アグリプランニング＆アドバイザリー 

 
 

図表2 産業革命とその特徴 

 
（出所）総務省「第4次産業革命における産業構造分析とIoT・AI等の進展に係る現状及び課題に関する調査研究」

（平成29年） 

 

  

革命 特徴

第1次産業革命 18世紀後半、蒸気・石炭を動力源とする軽工業中心の経済発展および社会構造の変革。イギリス
で蒸気機関が発明され、工場制機械工業が幕開けとなった。

第2次産業革命 19世紀後半、電気・石油を新たな動力源とする重工業中心の経済発展および社会構造の変革。エ
ジソンが電球などを発明したことや物流網の発展などが相まって、大量生産、大量輸送、大量消費
の時代が到来。フォードのT型自動車は、第2次産業革命を代表する製品の1つといわれる。

第3次産業革命 20世紀後半、コンピューターなどの電子技術やロボット技術を活用したマイクロエレクトロニクス革命
により、自動化が促進された。日本メーカーのエレクトロニクス製品や自動車産業の発展などが象
徴的である。

第4次産業革命 2010年代現在、デジタル技術の進展と、あらゆるモノがインターネットにつながるIoTの発展により、
限界費用や取引費用の低減が進み、新たな経済発展や社会構造の変革を誘発すると議論され
る。

農業生産活動

播種 農薬散布施肥 収穫 販売流通耕うん

流通・販売活動

・農業用センサー
（気温、水温、ＣＯ２濃度、栄養状況、土壌のｐＨなどのモニタリング）

・植物工場環境制御
・撮像による生育状況の情報収集・監視

（作物の生育状況、病害虫の発生有無など）
・過去の生産実績、生育情報、気象情報等
・新たな生産計画の策定支援

・トレーサビリティ、売上情報
（品質管理、販売情報 等）

・直販プラットフォーム
・栽培前契約型プラットフォーム

生産管理システム 販売管理システム

農業用ロボット・機械等

・ＧＰＳガイダンス付の
トラクターによる作業

・農業用ドローンによる播種、施肥、農薬散布

・アシストスーツ
による農産物
の運搬

生産者への
情報の連携
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（2）スマート農業が求められる背景 

スマート農業が求められている背景には、我が国農業の主に2つの構造的な変化が進行していることにある。  

まず、第一に、就農者の減少と高齢化という環境が挙げられる。若い年齢層の就農者がなかなか定 着しな

いことに加え、現在農業に携わっている高齢者層が近い将来大量に離農することが予見されている。そ のた

め、農業の担い手の確保とともに、我が国の農業の生産性の向上が喫緊の課題となっている。農業の 生産性

の向上の打ち手として、スマート農業が求められる。 

第二に、民間企業による農業への新規参入が相次いでいることが挙げられる。2000年以降、農地法の改正

などの規制緩和もあり、民間企業における参入は比較的容易になった。こうした規制緩和による企業の 農業

参入が推進する他、既存の農業を営む経営主体が「家族」から「法人」に移行し、かつ経営体の規模も拡大し

ているというトレンドもある。異業種から新規参入する経営主体においては、農産物の栽培に対する経験 やノ

ウハウが少ない一方で、効率性の高い農業ビジネスを実践し、短期間での黒字化を期待しているところも多 い。

そのため、栽培の経験やノウハウだけに依存しない農業経営の需要が高い。これらもスマート農業 が求 めら

れる一因となっている。 

 

図表3 我が国の農業を取り巻く環境変化とスマート農業が期待される理由 

 

 

 

 

 

 

 

 （出所）野村アグリプランニング＆アドバイザリー 

 

上記のような背景により、我が国においてスマート農業が求められているが、海外に目を転じると、その必

要性はより高まる。それは、開発途上国を中心とする世界的な人口増加が今後も継続することから、農産物の

さらなる増産が必要となってくるためである。国連によると、2017年の世界人口は約73億人であるが、2030年

には約80億人、また、2050年に約98億人に達すると推計されている。世界的な食料需要の拡大に対して、供

給側の体制も変革が求められている。その際のキーワードは、限られた農地と就農者で収量を拡大する「生

産性向上」と「労働負荷の低減」である。スマート農業がその解決手段として注目されている。 

 

（3）スマート農業の市場規模 

株式会社野村総合研究所によると、我が国のスマート農業の市場規模は、2017年度の99億円から2023年

度には約400億円と、6年間で約4倍の拡大と予測されている。スマート農業の成長性は高いものと見込まれ

る。 

我が国の農業を取り巻く環境変化 スマート農業が期待される理由

就農者の高齢化と今後大量の離農者の増加が予想されること
（就農者の平均年齢68歳、就農者数は192万人）

農業の生産性向上や労働負荷の低減に資す
る。

離農者の増大に伴う耕作放棄地の増加
（耕作放棄地は42.4haと富山県の面積に匹敵する規模まで増
加（平成27年））

耕作放棄地を活用した農産物の再生産を可
能にする。

離農者の増大に伴い、農業生産についての知見のある就農者
からのノウハウ伝承の途絶が懸念されるようになってきた。

異業種企業からの新規参入が相次いでいる。

農業生産のノウハウ伝承を容易にするととも
に、経営規模の拡大を図る。
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図表4 スマート農業国内市場規模推移と予測 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

（出所）「IT ナビゲーター2018 年版、株式会社野村総合研究所）、東洋経済新報社（2016 年 12 月） 

 

（4）海外の動向 

①米国におけるスマート農業の動向 

スマート農業の動向を述べる前に、米国の主要農産物を概観する。米国においては、とうもろこし、大豆、米

等の穀物類が中心に栽培され、年間生産量は、トウモロコシが36,209トン、大豆が10,688トンなど、我が国の農

産物の生産量を圧倒的に上回る規模で栽培されている。 

このような大規模栽培を実現するためには、機械化による省力化、生産性の向上が不可欠である。このよう

な背景から、米国でスマート農業が発達する素地ができたものと推察される。事実、海外のスマート農業につ

いては、ICT先進国でベンチャー企業も多い米国が最も進んでいると言われている。 

 

図表5 米国と日本の主要農産物の生産量（2014年） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出所）小麦、とうもろこし、大豆の生産量は、「米国の農林業概況」、（農林水産省）（2017年11月） 

              米の生産量は、「aff」（農林水産省）（2016 年 1 月号） 
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ここで、米国におけるスマート農業のシステムと製品の事例について見てみたい。 

システムの事例としては、世界最大の農業資材メーカーである米国のモンサントグループのデジタル農業 プ

ラットフォームが有名である。具体的には、モンサントグループの子会社であるクライ―メート（Climate）社が提

供するデジタル農業プラットフォームのサービス群で、「Climate Basic」や「Climate Pro」、「Field View」などが提

供されている。クライメート社はもともと、米国の気象情報や農務省の提供するオープンデータをもと に、農家

の収入補償を行う保険会社であったが、2013年10月にモンサントグループに買収された。この買収を契機に、

モンサントグループは、従来の種子や肥料を供給する農業資材メーカーから農業分野のビッグデータ を提供

する事業を有する企業となった。 

クライメート社の提供するサービスの 1 つである「Climate Pro」では、人工衛星から送られる降水量や気温

データ、土壌環境、農産物の生育状況などをパソコン、またはタブレット端末でビジュアルに確認することがで

きる。生育状態に応じてタイムリーに追肥や撒水を実施でき、例えば、トウモロコシの場合では、オプションの

ツールを活用することで、窒素投入の最適化や害虫の被害予測も可能となる。 

 

図表6  Climate CorporationのClimate Proの画面（気象データ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出所）The Climate Corporation 

 

「Field View」は、クライメート社が2015年から提供したサービスで、GPS付きのコンバインやトラクターと 連携

することで、大規模な農場において、農産物の収穫ルートをプログラムしたり、収穫時に収量の測定 を同 時に

行うことができる。 
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図表7 Field Viewの画面（トラクターの作業計画） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出所）The Climate Corporation 

 

クライメート社の提供するサービスについて、モンサントグループは2015年6月に、米国内において デジタル

農業技術プラットフォームが利用されている作物の栽培面積が、7,500 万エーカー(約 3,000 万ヘクタール)に達

したということと、米国内のトウモロコシとダイズの全栽培面積の45%に相当することをプレスリリースした。また、

2017年11月には、このデジタル農業技術プラットフォームを、2018年から欧州においてサービス提供を行うこと

を発表している。 

このように、モンサントグループのスマート農業が成功している要因としては、以下の3点が考えられる。 

ⅰ）大手の農業資材メーカーとして、すでに米国内の農業生産者の囲い込みができていること 

（定常的な販路が確立されていること） 

ⅱ）米国内で農業の大規模経営が浸透していること 

ⅲ）とうもろこしや大豆などマーケットボリュームのある作物の大量生産体制が構築できていたこと 

こうしたスマート農業を活用することで、さらなる生産性向上を図れる環境が米国の農業にあったことか ら、

同社のスマート農業ビジネスが大きく拡大したものと考えられる。 

 

米国のスマート農業の製品事例としては、ブルー・リバー・テクノロジー（Blue River Technology）社が開発し

た農業用ロボット「LettuceBot」を取り上げる。同社のロボットは、画像認識技術や機械学習を活用し、 レタス

の間引き作業や雑草除去を行うことができる。このロボットは、農業用トラクターの後方部に、画像認識 を行う

ためのカメラデバイスを取り付け、トラクターを走らせるだけで、間引かないレタス、間引くべきレタスを判定し、

自動的に間引き作業を行い、雑草もロボットが判断し自動的に除去するというものである。この結果、農 薬散

布量を減らすことが可能になる。 
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図表8 除草ロボット(LettuceBot)の外観 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出所）Blue River Technology社 

 

②オランダにおけるスマート農業の動向 

オランダは九州とほぼ同程度の土地面積で、海抜が低く、決して肥沃な土地ではないという条件の もと、干

拓によって農地を増やす活動を行ってきた。また、冬の日照時間も少ないこともあり、それを克服するた めに、

施設園芸農業の推進を国家として取り組んできた。 

オランダの主要農産物は、ばれいしょ、てん菜、玉ねぎ、小麦、トマト等であるが、これらの多くは、我が 国の

生産量を上回っている（図表9参照）。 

 

図表9 オランダと日本の主要農産物の生産量(2014年) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出所）「オランダの農林業概況」（農林水産省）（2017年11月） 

 

オランダ農業は高度に発達した施設園芸に大きな特徴があるが、産学官連携による重点的な技 術開 発 を

通じ、ITを使ったコスト管理、ハウス内の栽培環境を最適に制御するシステム技術に高い競争力を確保・維持

している。その高い生産性を実現するために、作付する農産物を絞っている点にも特徴がある。図表10に示し
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たように、我が国の施設園芸作物は多くの品目が栽培されているのに対し、オランダでは、トマト、パプリ カ、き

ゅうりの3品目で施設園芸面積のおおよそ8割を占めている。すなわち、栽培品目の集中と選択が我が 国と比

べて非常に進んでいることも生産性向上に寄与している。 

 

図表 10 野菜の施設園芸面積割合 

 

（出所）「IT 融合による新たな産業の創出に向けて」（経済産業省、2011 年 10 月）より、野村アグリプランニング&アドバイザリー

作成 

 

オランダにおいては、プリバ（Priva）社、ホーティマックス（Hortimax）社、ホーヘンドールン（Hoogendoorn）社

などの環境機器メーカーが知られている。その中でも業界トップのPriva社は、「光」、「CO2濃度」、「気温」、「湿

度」の4つの気候要因をコントロールする技術を持ち、これらの技術を使ったハウス内の環境を制御 する製品

（統合環境システム：Maximizer）を市販している。同社の製品は世界70カ国以上に輸出されており、ハ ウスの

コンピューター制御では世界トップシェアである。我が国でも株式会社誠和をはじめ、いくつかの施設園 芸メー

カーが同社の製品を販売している。 

このように、オランダの施設園芸は、こうした総合的な環境制御システムが多くの生産者において導入 され

ており、高い生産性を実現している。 

 

図 11 プリバ（PRIVA）社の統合環境システムの概要 

 
（出所）株式会社誠和のホームページ 
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③スマート農業を取り巻く環境の我が国との比較 

我が国のスマート農業を取り巻く環境は、経営規模の面や栽培品種においても、米国やオランダと は大きく

異なっている。 

我が国においては、米を主体とした土地利用型農業への適用、日本独自で発達している植物工 場へ の適

用を念頭に、センシング技術や農業機械の技術の優位性などが今後のスマート農業普及において、アドバン

テージとなると考えられる。一方、今後就農者が減少する中での、スマート農業ビジネスの浸透が課題となる。 

 

図表 12 日本・米国・オランダのスマート農業を取り巻く環境の比較 

 日本 米国 オランダ 

基礎情報 農地面積：454 万 ha 
主要農産物：米、ばれいしょ

（ジャガイモ）、大根、キャベ
ツ、みかん、りんご等 

農地面積：40,820 万 ha 
主要作物：トウモロコシ、小

麦、大豆等 

農地面積：184 万 ha 
主要農産物：ばれいしょ、て

ん菜等 

農業生産の特徴 稲作に偏重 
野菜・果物は多品種生産 
耕作適地が少ない（平地農
業地域が少ない） 

穀物の超大規模経営が中
心 
とうもろこし、大豆の生産量
は世界シェアの約 3 割 

野菜を中心に少品種大量
生産 
施設園芸栽培が最も進んで
いる 

スマート農業技術の
強み 

国際的にみた場合のセンシ
ング技術、農業機械の技術

優位性 
産学官連携の実績 

 

世界的な ICT 先進国 
経営規模を活かした農業機

械の導入が容易 
技術力のあるベンチャー企
業が多い 

施設園芸栽培の技術優位
性（環境管理技術） 

（出所）野村アグリプランニング＆アドバイザリー 

 

（5）我が国の政策動向 

スマート農業の推進に向けて、農林水産省では、平成26年３月に、「『スマート農業の実現に向けた研究会』

検討結果の中間とりまとめ」を発表した。この中で、スマート農業の将来像として、①省力・大規模生産 を実現、

②作物の能力を最大限に発揮、③きつい作業、危険な作業から解放、④誰もが取り組みやすい農業 を実現、

⑤消費者・実需者に安心と信頼を提供、という5つを掲げた（図表13）。 

 

図表 13 スマート農業の将来像 

項目 将来像 

① 超省力・大規模生産を実現 トラクター等の農業機械の自動走行の実現により、規模限界を打破 

② 作物の能力を最大限に発揮 
 

センシング技術や過去のデータを活用したきめ細やかな栽培（精密
農業）により、従来にない多収・高品質生産を実現 

③ きつい作業、危険な作業から解放 
 

収穫物の積み下ろし等重労働をアシストスーツにより軽労化、負担
の大きな畦畔等の除草作業を自動化 

④ 誰もが取り組みやすい農業を実現 
 

農機の運転アシスト装置、栽培ノウハウのデータ化等により、経験の
少ない労働力でも対処可能な環境を実現 

⑤ 消費者・実需者に安心と信頼を提供 
 

生産情報のクラウドシステムによる提供等により、産地と消者・実需
者を直結 

（出所）「『スマート農業の実現に向けた研究会』検討結果の中間とりまとめ」（農林水産省、平成 26 年 3 月） 
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こうしたビジョンを実現するため、農林水産省では、「次世代農林水産業創造技術」、「革新的技術 開発・緊

急展開事業」等の研究開発、実証実験の実施を支援している。スマート農業の注目分野である「トラクタ ー等

のビークル・オートメーション」、「アシストスーツ」、「園芸作業生産の自動化・精緻化」について、「スマート農業

の実現に向けた研究会」で示したロードマップは、図表14のとおりである。 

ロードマップに示したGPSガイダンストラクターはすでに無人機運転の実用化が進み、農業用アシストスーツ

や収穫ロボットの一部上市も開始されている。しかし、本格的な普及のためには、製品価格が高いという課題

もある。 

 

図表 14 スマート農業分野におけるロードマップ 

 

（出所）「『スマート農業の実現に向けた研究会』検討結果の中間とりまとめ」（農林水産省、平成 26 年 3 月）より一部抜粋 

 
 

（6）主な製品・サービスの事例 

スマート農業ビジネスの主な製品・サービスの事例として、「農業用ドローン」、「GPS付無人トラクター」、「農

業IoTソリューション」、「収穫ロボット」を取り上げる。 

農業用ドローンについては、農場環境の撮像、農産物の生育状況によるモニタリングの他に、播種、農薬や

肥料の散布への活用が期待される。また、GPS付無人トラクターについては、これまで熟練した人し か扱えな

かったトラクターを無人で操作したり、通常のトラクターと無人のトラクターとの同時作業を実現すること が可能

になる。準天頂衛星システム「みちびき」の測位情報を用いることによって、トラクターの走行する位置の 精度

を数センチレベルまで向上させることも可能になる。 

現状・直近 当面（～2016年度） 中期（～2018年度） 長期

トラクター等のビークル
・オートメーション

衛星測位システ
ムで支援される農
作業の拡大

GPSガイダンス
トラクター

有人－無人協調
走行での同時作
業（耕うん・整地、
運搬等）

インテリジェ
ント作業機

GPSによる無人
精密農作業機械

アシストスーツ 農業用アシストスーツ
（上肢用の姿勢補助型）

農業用パワーアシスト
スーツの実用化
（上肢＋下肢用）

軽量化、小型高容量バッテリーを
搭載したパワーアシストスーツの
実現

園芸作物生産の
自動化・精緻化

イチゴ収穫ロボット、選別パック
ロボットの実用化

選別パック詰めシステムの精度向上、対象拡大（施設内作業の自動化）

無人搬送台車による運搬作業の自動化

（施設園芸の高度化）

高度環境制御システム（温度、CO2、施肥養液濃度） 作物の能力を最大限に引き出す栽培管理システムによる収量・
品質の拡大

（選別）

光センサー選果機 機能性成分等を含む非破壊的
分析の対象品目の拡大

農産物の多様な品質の非破壊
評価機器の開発

（露地園芸精密管理）

自動かん水装置

フィールドサーバ

収量・品質データ、センシングデータによる施肥・水管理の最適化

気象データを基に病害虫発生を予測し、必要な時期・圃場で適格に防除
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また、農業IoTソリューションについては、圃場の環境情報などを取得し、最適な栽培を案内するサ ービスな

どを提供している。従来の勘や経験に基づく知見を独自の情報モデルとして吸収し、科学的な知見と合わ せる

ことで管理・蓄積し、実際の営農・栽培に応用する環境を実現するものである。 

なお、これらの技術は、既存の農業機械や機器と組み合わせやリモート環境での利用も可能になる。 その

ため、生産者にとって、使い勝手が向上し、農業生産活動における省力化を期待できるという点でも注 目度が

高まっている。 

 

図表15 スマート農業を導入した農業機械 

（左：農業用ドローン、右：GPS付き無人トラクター） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出所）株式会社クボタＨＰ及び同社のカタログ資料より作成 

 

図表16 農業IoTソリューションの導入事例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出所）PSソリューションズ株式会社・プレスリリース資料（2017年7月13日） 

 

収穫ロボットについては、イチゴやトマトなど様々な品種向けの研究開発が行われている。我が国で も生

産量の多いイチゴについては、中腰での作業が多く、摘果からパック詰めに至る作業時間が非常 に長 いこ

とから生産者の負担が非常に大きい。 

農研機構では、シブヤ精機株式会社やヤンマーグリーンシステム株式会社などとのメーカーと共 同で、イ
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チゴの収穫からパッキングに至る作業を効率化するロボットの研究開発を進めており、すでに一部は製品と

して販売されている。 

 

図表17 イチゴ収穫ロボット 

左）定置型イチゴ収穫ロボットと循環式移動栽培装、右）ロボット対応型イチゴ植物工場 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出所）「イチゴ収穫ロボット」（農研機構） 
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3.スマート農業ビジネスの課題 

スマート農業ビジネスの拡大に向けて、産官学の連携やメーカーからも様々な製品・サービスの技術開 発 を

進めている。その一方で、スマート農業に関する製品・サービスの販売に苦労しているという声も多い。 

この背景の1つとして、スマート農業に関する技術開発は、公的な機関による補助金で実施されているもの

も多く、マーケティングの実施が不十分な状況で、技術開発に着手してしまったケースや、生産者の ニーズの

汲み取りが弱かったケースなども散見される。また、自社の技術シーズをもとに、スマート農業ビジネス に新規

参入したものの、製品・サービスの販路がないため、売り込みに苦労している面もあると考えられる。 

一方、スマート農業の製品・サービスを利用する生産者側から見ると、投資に見合う効果が見えにく い、製

品やサービスの機能が高度で使いこなせない、購入するには金額的に折り合わないという声も聞かれる。 

以上のような点をふまえ、スマート農業ビジネスの主な課題としては、「製品・サービスのコストが高いこと」、

「製品・サービスの導入が進まないこと」、「販路開拓が難しいこと」などが抽出される。 

 

図表18 スマート農業ビジネスの主な課題と課題の発生要因 

スマート農業の主な課題 課題の発生要因 

製品・サービスのコストが高いこと 

 国の助成事業として研究開発を実施しているものが多く、

製品・サービスの市場化が遅れている（収穫などの農業用

ロボットやアシストスーツなど）。 

 製品・サービスが普及しないことから、提供価格が下がらな

い。 

製品・サービスの導入が進まないこと 

 製品・サービスの価格が高いことから、農業生産者におけ

る導入が進まない。 

 購買力のある農業生産者が少ない。投資余力のある農業

生産者が少ない。 

 就農者に高齢者が多く、ITCリテラシーが不足している。 

販路開拓が難しいこと 

 農業資材の多くの流通ルートがJA、資材商社に限定される

ため、新規参入のメーカーの販路開拓が難しい（実績のア

ピール機会が少ない）。 

 我が国の農業市場そのものが市場縮小傾向にある。 

データの標準化が遅れていること 

 生産管理サービスなどに利用されるデータの標準化が遅

れており、農地情報や気象情報などのデータとの連携がで

きていない。 

 各メーカーの個別仕様で開発されるため、利用にあたって

他社製品・サービスとのジナジーが活かせない。 
 

（出所）野村アグリプランニング＆アドバイザリー 
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4.スマート農業ビジネスのブレークスルーポイント 

先に述べたようにスマート農業については様々な課題がある。その課題解決に向けたブレークスル ーポイ

ントとして、筆者は農林水産省をはじめとする公的機関が国を挙げて推進している「農業データの横断的 連携」

と「農業用ロボット」に注目している。さらに、スマート農業ビジネスを支えるインフラとして、「スマート農 業推進

都市」、また、人材育成の観点から「ICT技術者の農業現場での活用」も重要なブレークスルーポイントとなると

考える。 

以下、(1)スマート農業推進都市の構築、(2)ICT技術者の農業現場での活用、（3）農業データの横断的 連携、

（4）農業用ロボットの普及促進支援の順で、ブレークルーポイントの内容を述べる。 

 

（1）スマート農業推進都市の構築 

我が国では様々なところで、スマート農業の普及に向けた実証実験が実施され、メーカーも製品・ サービス

の販売に注力しているもののビジネスが広がらないという状況が見受けられる。その理由は、スマート農 業の

製品・サービスをトライアルするマーケティング機会が少ないことや導入対象となる生産者や農地が限 定され

ているためと考えられる。 

そこで、北海道をはじめ、全国で大規模な農地を確保できるエリアを対象に、自治体及び広域自治体で取り

組む「スマート農業推進都市」の構築を提案する。スマート農業推進都市では、「農業生産」や「研究 開発」、

「人材育成」、「マーケティング支援」の各機能を持たせることで、先進的な技術開発力を持って、農業生 産力

の向上を図るとともに、スマート農業普及のための人材を育成することで、我が国のスマート農業ビジ ネスの

拡大の起爆剤とすることを狙ったものである。 

スマート農業推進都市の構築によって、スマート農業に関する技術開発力、人材の集積を図ることができ、

新しい形の農業振興、地域振興を促す効果も期待できる。 

 

図表 19 スマート農業推進都市の概念図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(出所)野村アグリプランニング＆アドバイザリー 

スマート農業推進都市
概要
・スマート農業ビジネスを拡大させるための生産機能・インフラ整備

期待される効果
・次世代の農村・農業振興、地域づくりのモデル

農業生産機能
・スマート農業を活用した大規模な耕

種農業の実施

研究開発機能
・産学官連携による研究開発の推進
・新技術のインキューベーション

人材育成機能
・ICTリテラシー向上のための研修施設
・農業分野の大学等との連携

マーケティング支援機能
・様々なスマート農業製品・サービスの

プロモーション
・スマート農業の製品・サービスを試用

できる体験施設
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（2）ICT技術者の農業現場での活用 

様々なスマート農業の製品・サービスが提供されている中で、「サービスの導入が進まない」という悩み を抱

えているメーカーも多い。スマート農業機器の特性上、ICTを活用する場面が多く、特に高齢の就農者にと って、

ICT機器の利用がハードルになるという問題がある。この対応策としては、ICTリテラシー向上のための 教育や

操作方法を教える人材育成が有効である。すなわち、メーカーと生産者の双方の状況や専門言語を理解でき

る“ミドル人材”を育成することである。地方自治体やＪＡをはじめ、地域に根付いた農業機械などの代 理店、

地域IT企業や税理士等の専門事業者などがその候補となり得る。また、先に述べた、スマート農業推進 都市

においても、地域おこし協力隊としての受け入れ、研修施設の設置、大学の分室の誘致などの形で、ICT技術

者を農業現場へ派遣するなど、様々な取組を行うことで、生産者の ICTリテラシーの向上を図ることが期待でき

る。 

 

（3）農業データの横断的連携 

スマート農業において、ICTやクラウド環境を用いた情報やデータの送受信は非常に重要な機能である。一

方、こうしたデータの様式は開発メーカーによって独自に決めることが多く、他の製品・サービスとの連 携した

利用を阻む大きな課題となってきた。 

こうした状況を打開する取り組みとして、農業データ連携基盤の構築が注目を集めている。農業データ 連携

基盤は、内閣府の戦略的イノベーション創造プログラム（ＳＩＰ）「次世代農林水産業創造技術」によって 実施さ

れてきた国家プロジェクトで、農業データ連携基盤協会（WAGRI）が、農業の担い手がデータを使って生 産性の

向上や経営の改善できるようにするためのデータプラットホームである。データを活用した生産性向上や 熟練

農家の技（匠の技）の継承を実現するため、生産者やメーカー、公的機関、研究機関などが有する様々な情報

を集約し、異なるデータの連携を可能とすることを目指している。 

今後、気象データや土壌の情報などのビッグデータを活用できるようにしていくことで、農産物の生 育予測な

どを的確に把握することができるなど、農業の生産性向上の実現が期待される。 

 

図表 20 農業データ連携基盤の概要 

 

（出所）『「新産業構造ビジョン」－ひとりの、世界の課題を解決する日本の未来－』、産業構造審議会、2017 年 5 月 



 

本レポートは、業界に関する情報の提供を目的としたもので、投資判断の参考となる情報提供や投資勧誘を目的としたものではあり

ません。本レポートは野村アグリプランニング＆アドバイザリー株式会社が信頼できると判断した情報源から取得した情報に基づい

て作成しておりますが、その正確性や完全性を保証するものではありません。本レポートのいかなる部分も、一切の権利は野村アグ

リプランニング＆アドバイザリー株式会社に帰属しており、電子的または機械的な方法を問わず、いかなる目的であれ、無断で複製

または転送等を行うことを禁止いたします。© Nomura Agri Planning & Advisory Co., Ltd. 2018 

35 

（4）農業用ロボットの普及促進支援 

スマート農業において、生産性の拡大、省力化への期待が大きいものとして、農業用ロボットが注目 されて

いる。収穫ロボットについては、イチゴ、トマトなど、品目ごとに技術開発が進められているものの、確実 に熟し

たものを取りきれないなど多くは実証実験の領域を出ていない。製品価格も1台500万円程度と高く、導入 を阻

む要因となっている。 

また、農作業の負担を軽減するアシストスーツも、1セットで100万円程度する製品もあり、こちらも普及 が進

まない要因となっている。 

このような課題を解決するブレークスルーポイントとしては、製品の普及価格の低廉化への誘導が有 効であ

ると考えられる。具体的には、イチゴ収穫ロボットで採用しているように、熟した果実の100%の精度は求めず、

7割くらいを目標に摘果するという対応である。この場合、夜間に収穫ロボットが確実に熟した果実を摘果し、

翌朝、生産者が目検で、取り損ねた果実を摘果するという対応となる。全自動ではないものの、生産者 の作業

負荷が軽減できる効果と、画像認識による精度を下げることで、研究開発費を圧縮できるという効果 があり、

より低廉な価格で製品を提供することができようになる。 

アシストスーツについては、農業用だけではなく、建設現場用、介護用のスーツがすでに上市されている。

農業用と介護用で、スイッチの位置が異なるなどの差異はあるものの、基本的なモジュール（部品）は 共通で

ある。すなわち、介護用のアシストスーツがより普及するようになれば、アシストスーツ全体の価格も下がるこ

とで、農業用のアシストスーツの普及に弾みがつくことが期待できる。そのため、アシストスーツの購入 時の助

成制度を手厚くするなど、ロボット業界全体にインパクトを与える政策が有効であると考えられる。 

また、農業用ロボットは、通年で利用する必要のないものも多いことから、リース制度を充実させ、全国 の栽

培時期の違いを有効に利用することによって、農業用ロボットの利用率を高めていくという政策も検討 に値 す

ると考えられる。 
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5.今後のロードマップ 

先に示したブレークスルーポイントを受けた形での筆者が考えるスマート農業のロードマップを示す。 

「スマート農業推進都市」については、コンセプトレベルのものであるため、都市に持たせる機能について、

中央省庁、地方自治体、メーカーや生産者の意見を収集する活動を行い、政策提言としてまとめると ころか ら

始めるべきである。その後、2020年を目途に、公募を通じてモデル都市を選び推進することが望まれる。「スマ

ート農業推進都市」は、農業振興、地域のまちづくりの観点から、大きな政策となっていく可能性もある。 

「スマート農業利用者のICTリテラシー向上」については、すでに一部のメーカーでは生産者向けにスマ ート

農業の製品・サービスの使い方を教えることや技術者が生産地に赴き、より使いやすい製品とするた めの改

良などを行っている。しかし、スマート農業についての調査報告書は、民間企業による市場調査が中心で、公

的機関による実態調査は、非常に少ないというのが実情である。高齢者が多い就農者の実態を踏まえ ると、

ICTリテラシーの水準の把握とスマート農業についてのニーズ把握についての実態調査が必要になると考え ら

れる2。就農者のICTリテラシーの向上ニーズが大きい場合は、2020年を目途に、ICTリテラシー向上に向 けた

政策化の検討や人材育成を活発化させる必要がある。 

「データ連携基盤」については、2018年までの短期目標として、「様々なデータが活⽤できるデータ連携 基盤

の構築（2017年中にプロトタイプの⽴ち上げ、2019年目途にサービスの本格提供開始）」の着実な実施 を期待

したい。 

「農業用ロボット」については、「遠隔監視による⾃動⾛⾏農機による無人走行の実現、収穫ロボットの 実⽤

化（2018年までの有⼈監視下での無⼈システムの市販化3、2020年までの遠隔監視による無人自動走行シス

テムの実現）」の着実な実施とともに、多くの生産者が利用できるようにロボットの販売価格の低減やリ ースの

拡大を期待したい。 

図表 21 スマート農業ビジネス拡大に向けたロードマップ 

 

（出所）「スマート農業推進都市」と「スマート農業利用者の ICT リテラシー向上」については、野村アグリプランニング＆アドバイ

ザリー作成、「データ連携基盤」、「農業用ロボット」については、『「新産業構造ビジョン」－ひとりの、世界の課題を解決す

る日本の未来－』、産業構造審議会（2017 年 5 月） 

                                              
2  ICT 利用調査については、農林水産省が 2012 年 9 月に「農業分野におけるＩＴ利活用に関する意識・意向調査」を実施して

いるが、調査時点が古いことやスマート農業についての設問がないため、新たな調査の実施が待たれる。 

3 「有人監視のもとの無人走行の実現」については、図表 15 の GPS 付き無人トラクターを参照。 

短期（〜2018年） 中期（〜2020年） ⻑期（2020年〜）
スマート農業推進都市 〇スマート推進都市構想の機能の明

確化（中央府省や地方自治体、メー
カー、生産者等からの意見収集）
〇政策提言のまとめ

〇スマート農業都市整備に向けての
環境整備（政策化の検討）

〇スマート農業都市の整備開始

スマート農業利用者の
ICTリテラシー向上

〇スマート農業普及の実態調査（生
産者、メーカー向け）
〇政策提言のまとめ

データ連携基盤 ○ データを駆使した戦略的な⽣
産の全⾯展開

農業用ロボット ○ ロボット化で短期間に多くの
⼈⼿を要する作業をゼロに

○ 様々なデータが活⽤できるデータ連携基盤の構築（2017年中にプロトタイ
プの⽴ち上げ、2019年⽬処にサービスの本格提供開始）

〇ICTリテラシー向上に向けた政策化の検討
〇ICTスキルを教える人材の育成
〇生産者を対象とした研修の開催

○ 遠隔監視による⾃動⾛⾏農機による無⼈⾛⾏の実現、収穫ロボットの実
⽤化（2018年までの有⼈監視下での無⼈システムの市販化、2020年までの
遠隔監視による無⼈⾃動⾛⾏システムの実現）
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6.おわりに 

近年、農地法をはじめとする規制緩和などで「農業」が注目されていることもあり、様々な企業の 農業 参入

が相次いでいる。それに伴い、農業生産そのものではなく、農業資材の提供や休耕地の仲介ビジネスなど、農

業生産を支える周辺ビジネスの拡大も期待される。スマート農業に新規参入する企業も自社の技術シ ーズ を

活用するビジネスチャンスを期待しているものと考えられる。 

スマート農業は、ややもすれば、「新たな農業」、または「AI（人工知能）を活用した農業」という先進的で華や

かなイメージが先行する傾向にある。しかし、我が国の農業市場が構造的に縮小しているマクロ環境 を踏まえ

ると、実のところ、スマート農業ビジネスの市場拡大への道のりは決して平たんなものではないとも言える。 

我が国の農業市場の拡大に向けて、これまで地方自治体やＪＡが主体となって取り組んでいる担い手 の確

保に向けた動きを推し進めることはもちろん、メーカー側の能動的な活動も期待されている。言い換え ると、

「市場が拡大するのを待つ」のではなく、「自らの商品を販売・提供できる市場環境の整備に自らも関わ ってい

く」ことである。 

本稿で述べた「スマート農業推進都市」は、現段階では構想レベルのコンセプトではあるが、スマート農業 に

対する研究開発力、人材、知見の集積を図ることで、我が国のスマート農業ビジネス拡大のコアとなって いくこ

とが期待できる。今後の我が国のスマート農業ビジネスの本格的な拡大に期待したい。 
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第２章 次世代養殖ビジネス 

―  天然よりも高品質で持続可能な食材を目指して ― 

コンサルティング部 上席コンサルタント  久保田 信治 
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１．はじめに 

昨今、太平洋クロマグロやニホンウナギ等を筆頭に、国際的な天然水産資源枯渇が懸念されている。特

に、太平洋クロマグロについては、現在、推定されている初期資源量の 2％にまで減少しており、絶滅危惧種

にも指定されている。また、FAO（国連食糧農業機関）の推計によれば、2013 年時点で既に世界の天然水産

資源の 9 割が満限利用か過剰利用・枯渇の状態となっている。 

日本においては、水産物の生産量も消費量も縮小しているが、世界的には水産物の生産量も消費量も拡

大が続いている。しかし、天然水産資源は既に利用の限界が近く、生産拡大に貢献しているのは養殖である。

また、天然水産資源の逼迫から世界的に資源管理が厳格化しており、密漁などいわゆる IUU（Illegal, 

Unreported and Unregulated＝違法・無報告・無規制）漁業撲滅への取組も強化され、社会的にも水産物の透

明性と持続可能性がより重視される方向へと変化してきている。 

このような環境の中、養殖ビジネスはますます脚光を浴びている。しかし、天然資源が減っているなら養殖

を拡大すれば良いという単純な話でもない。現在の養殖ビジネスは、致命的にもなりかねない大きな課題をい

くつか抱えている。これらを解決しない限り、養殖ビジネスが今後大きく発展することは難しいと考えられる。 

養殖技術の現状は、天然種苗や天然餌への依存度が高く、資源量の低下から天然の種苗・餌は高騰する

傾向にある。また、養殖場所として区画漁業権の対象となる好条件の未利用海域は少なく、漁業権のない陸

上養殖等への異業種参入も増加してきている。さらに、養殖魚に対する味や安心安全面での消費者イメージ

は、改善傾向にはあるものの、未だ天然魚には及ばないのが現状である。 

このような様々な障壁が立ちはだかる中、天然資源や場所・気象等に依存せず、高度に管理された高品質

の水産物を低コストで生産できる“次世代”の養殖ビジネスが求められている。本稿では、この障壁を突破する

ブレークスルーの可能性を調査・検討し、突破した先にある「次世代養殖ビジネス」の姿を描くことで、新しいビ

ジネスのヒントを提示することを目指すものである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

本レポートは、業界に関する情報の提供を目的としたもので、投資判断の参考となる情報提供や投資勧誘を目的としたものではあり

ません。本レポートは野村アグリプランニング＆アドバイザリー株式会社が信頼できると判断した情報源から取得した情報に基づい

て作成しておりますが、その正確性や完全性を保証するものではありません。本レポートのいかなる部分も、一切の権利は野村アグ

リプランニング＆アドバイザリー株式会社に帰属しており、電子的または機械的な方法を問わず、いかなる目的であれ、無断で複製

または転送等を行うことを禁止いたします。© Nomura Agri Planning & Advisory Co., Ltd. 2018 

40 

２．養殖ビジネスをめぐる情勢 

（１）世界の水産資源・水産業の状況 

図表 1 に示す FAO 推計によれば、前述のように、2013 年時点で既に世界の天然水産資源の 9 割が満限

利用（Fully fished）か過剰利用・枯渇（Over fished）の状態となっている。今後の利用拡大が見込める適正・低

利用（Under fished）の状態にあるのは全資源量の 1 割しか残されていない。 

一方、図表 2 及び 3 に示すように、世界の魚介類消費量は、人口増加に伴ってアジアを中心に急増してき

ている。また、今後は、アフリカでも人口増加が見込まれることから、さらなる消費の拡大が見込まれる。天然

水産資源だけに頼っていては、将来的な需要を十分に満たせない可能性が高いと考えられる。 

 

図表 1 世界の海洋水産資源の状況推移（1974-2013 年） 

 

（出所）FAO「The State of World Fisheries and Aquaculture 2016」 

 

図表 2 世界の魚介類消費量（粗食糧ベース）       図表 3 世界人口の将来予測 

 
（出所）農林水産省「平成 28 年度水産白書」 
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世界の漁業と養殖業を合わせた生産量の推移を見てみると、図表 4 に示すように既に天然資源を採取す

る漁船漁業は頭打ちとなっている。1990 年以降の生産量の伸びは、そのほとんどが海面及び内水面におけ

る養殖業が要因である。その結果、図表 5 に示すように養殖業生産量の割合が急増し、2015 年時点で 50％

を超えている。 

 

図表 4 世界の漁業・養殖業生産量の推移  

 

（出所）農林水産省「平成 28 年度水産白書」 

 

図表 5 世界の漁業・養殖業生産量に占める養殖業生産量の割合 

 

（出所）農林水産省「平成 28 年度水産白書」 

 

（２）日本における水産物の需給動向 

日本における水産物の国内生産額は、図表 6 に示すように、1982 年の約 3 兆円をピークに、2015 年には

1 兆 6 千億円と 47％減少している。その要因は、主に遠洋漁業であるが、沖合漁業や沿岸漁業も徐々に減少

している。海面養殖業については、近年、若干の増加傾向がみられる。 
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また、消費量については、図表 7 に示すように、国内消費仕向量が、2005 年から 2015 年の 10 年間で、

1,020 万トンから 767 万トンへと 25％減少している。 

 

図表 6 日本の漁業・養殖業の国内生産額の推移 

 

（出所）農林水産省「平成 28 年度水産白書」 

 

図表 7 日本の魚介類の生産・消費構造変化 

 

 

（出所）農林水産省「平成 28 年度水産白書」 

 

（３）養殖ビジネスの現状 

 養殖の方法は、図表 8 に示すように、主に魚類や甲殻類を対象とした給餌養殖と、主に藻類や貝類を対象

とした無給餌養殖に大別される。本稿において論じる養殖ビジネスは、より深刻な課題の多い給餌養殖を主な

対象とする。 
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図表 8 養殖方法の分類 

 

（出所）農林水産省 

 

世界の養殖業生産量は、図表 9 に示すように 2015 年時点で海面養殖業が約 6 千万トン弱、内水面養殖

業が約 5 千万トン弱となっている。海面養殖のほとんどは、藻類と貝類といった無給餌養殖であり、給餌養殖

の大部分を占める魚類養殖は、そのほとんどが内水面養殖によるものである。 

 

図表 9 世界の海面養殖業及び内水面養殖業生産量の推移 

 

（出所）農林水産省「平成 28 年度水産白書」 
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一方で、日本の養殖業の場合は、図表 10 に示すように海面養殖が 97％を占めている。また、内水面養殖

は、全体の 3％であるが、ほぼ全てが魚類である。 

クルマエビ等の甲殻類も「海面養殖業その他」の中にわずかに含まれているが、本稿の主な対象としている

給餌養殖は、ほとんどが魚類である。そして、魚類養殖は海面養殖によるものが養殖全体の 23％、内水面養

殖によるものが 3％となっている。 

 

図表 10 日本における海面養殖業及び内水面養殖業生産量（2016 年） 

 

（出所）農林水産省「平成 28 年漁業・養殖業生産統計」より、野村アグリプランニング＆アドバイザリー作成 

 

日本において、養殖による生産量の特に多いブリ類とマダイについては、図表 11 に示すように生産量ベー

スで既に半分以上が養殖魚となっている。マダイについては、天然と養殖で年間平均単価に差がないのに対

して、ブリ類は、1989 年以降、養殖ブリの年平均単価が天然ブリを大きく上回る状態が続いている。これは、

養殖ブリが安定供給力と近年の品質向上によって主として刺身用食材として扱われるのに対して、天然ブリは

季節によって品質や仕入れ量が不安定で、商品価値の低い小型の割合も大きいため、加工用食材として扱わ

れる場合も多いこと等が原因である。 

ただし、旬の時期に、同じような大きさ・鮮度のブリやマダイについて養殖と天然を比較すれば、まだまだ天

然ものの商品価値が高いのも事実である。 

 

図表 11 主要養殖魚の養殖・天然比率 

 

（出所）農林水産省「平成 27 年漁業・養殖業生産統計」、「平成 27 年漁業産出額」より 

野村アグリプランニング＆アドバイザリー作成 

  

区分 生産量（千ｔ） 比率

海面養殖業計 1,032 97%

うち魚類（ぶり、まだい等） 248 23%
うち貝類（ほたて、かき等） 372 35%
うち海藻類（のり、わかめ、こんぶ等） 392 37%
うちその他 20 2%

内水面養殖業（うなぎ、ます、あゆ、こい等）計 35 3%

養殖業計 1,067 100%
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３．養殖ビジネスの成長を阻む障壁 

（１）天然資源制約の壁 

現在、養殖に使用されている種苗（稚魚）の多くは、天然資源に依存しており、餌の魚粉や冷凍サバ・イワシ

等も天然資源である。これらの天然資源（種苗・餌）は、資源量の減少に伴って図表 12 及び 13 に示すように

価格が急騰しており、養殖ビジネスの成長を阻む大きな要因となっている。 

また、価格以前に、ニホンウナギや太平洋クロマグロは絶滅も危惧されており、稚魚の商取引自体が禁止

またはそれに近い厳しい規制が課される可能性もあり、正規の取引では入手が困難になる可能性もある。 

前述のように、新たに利用可能な天然資源の割合が 1 割以下まで落ち込む中で、今後はアフリカを中心と

した大きな人口増加も見込まれる。天然資源に依存するビジネスから脱却できなければ、その成長は非常に

厳しいものとなろう。 

 
図表 12 ニホンウナギ稚魚の池入数量と取引価格の推移 

 

（出所）水産庁「ウナギをめぐる状況と対策について」 

 

図表 13 魚粉の輸入価格（CIF）の推移 

 

（出所）財務省「貿易統計」より野村アグリプランニング＆アドバイザリー作成 
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（２）品質・透明性の壁 

養殖水産物へのイメージは、図表 14 に示すように 2014 年までの 10 年間でかなり良くなった。その要因

は、養殖業者の努力によって、味や安全性に関する問題が大幅に改善されたことが大きい。また、天然水産

物の価格が高騰する中で、安定供給される養殖水産物は、鮮度や価格の面での評価も高まっている。 

しかし、図表 15 に示すように、いざ自分で購入する際には、やはり、未だ 4 分の 3 以上の消費者が、天然

物にこだわっているという状況にある。とりわけ日本人は、水産物に対して過剰な「天然物」信仰があるように

思われる。四方を海に囲まれ、四季折々の様々な旬の天然水産物を食することに慣れている日本人は、「養

殖物」を、食材としては、漠然と 1 ランク下に考えがちである。 

ところが、例えば畜産の世界で「天然物」に相当するのは、ジビエなど特殊な食材だけであり、一般的な、

牛・豚・鶏などは、全ていわば「養殖物」に相当する。最高級の松阪牛も神戸ビーフも「養殖物」であり、長い時

間をかけて育種や餌の配合等に関して試行錯誤し洗練させてきた技術の結晶である。 

養殖水産物についても、畜産物や農産物のように芸術的ともいえるレベルの品質を目指して、不断の技術

向上を続けていかなければ、さらなる成長は難しいであろう。 

 

図表 14 10 年前と比較した養殖水産物へのイメージの変化とその要因 

 

（出所）農林水産省「平成 25 年度水産白書」 

 

図表 15 水産物購入時の意識と行動 

 

（出所）農林水産省「平成 25 年度水産白書」 
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また、水産物については、天然資源の枯渇に伴って密漁等の IUU 漁業が横行していること、また、発展途

上国においては、過酷な労働環境下で不当に搾取された労働力によって漁獲が行われることも多いことから、

欧米を中心にそのようなプロセスで漁獲された水産物を排除しようとする動きもある。 

そのため、水産物は、しっかりとした資源管理の下で、適正な漁法によって計画的に生産されたものである

ことが分かるような透明性がなければ市場に受け入れられなくなってくるであろう。日本においても、既に大手

スーパー等との取引においては、そのような条件が課せられる場合もある。いつ、どこで、だれが、どのような

方法で生産し、どのように流通したのかが分かる「トレーサビリティ」は今後ますます重要になろう。 

 

（３）場所的気象的制約の壁 

養殖に適した条件の海面または内水面はその総面積に限りがあり、その大部分を既に当地の既存漁業者

や漁協が区画漁業権という形で優先的に押さえている。そのため、今後新たに区画漁業権を取得するのは相

当な困難が予想される。しかも、たとえ養殖に適した湾内や沿岸海域であっても、台風等の気象条件に大きく

左右され、海水温、海流、赤潮・青潮などの様々な環境要因によって大きな影響を受ける。 

 このような場所的気象的制約は、一次産業全般に共通する課題であるが、これらを制度的・技術的に克

服していかなければ、養殖ビジネスの更なる発展は厳しいものとなる。 

 

（４） コストの壁 

図表 16 に示す海面養殖業における漁労支出の構造をみてみると、無給餌養殖とは異なり、魚類のような

給餌養殖では、生産コストに占める餌代の割合は約 7 割にも達し、種苗代も１割～1 割 5 分に達する。この 2

大コスト要因は、いずれも天然資源への依存度が高いことから、今後も経営を圧迫する要因としてさらに大きく

なっていくことが想定される。人件費は、4％前後であるが、漁業就業人口が減少の一途をたどり、漁業就業者

の高齢化も進む中で、人材を確保するためには、人件費の高騰も避けられないであろう。 

 

図表 16 海面養殖業における漁労支出の構造 

 

（出所）農林水産省「平成 28 年度水産白書」  
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４．養殖ビジネスのブレークスルーポイント 

（１） 天然資源制約の壁のブレークスルー 

天然資源制約は、前述のように天然種苗に係る制約と天然餌に係る制約に大別される。 

まず、天然種苗制約に関するブレークスルーとして注目されるのは、養殖した親魚に産卵（または人工授

精）・孵化させてこれを育成する完全養殖である（図表 17）。完全養殖は、絶滅が危惧されるクロマグロやニホ

ンウナギでの成功が話題となり注目されたが、商業的に確立されている魚種はそれほど多くはない。 

注目が集まるクロマグロでも、卵が孵化してから稚魚が 5cm に育つまでの生存率の向上が最大のブレーク

スルーポイントとなっている。10 年前には 0.1％程度だった生存率は、現在では 3％程度にまで向上してきて

はいるが、まだまだ商業的には厳しい状況となっている。ニホンウナギに至っては、まだその生態に未解明な

部分も多く、あくまで実験レベルでの成功から脱していない（図表 18）。 

 

図表 17 クロマグロの完全養殖サイクル   図表 18 ウナギ種苗生産技術開発の現状と今後の対応 

    

（出所）マルハニチロ HP             （出所）水産庁「ウナギをめぐる状況と対策について」H29.11 

 

クロマグロの完全養殖の場合、孵化させて 5cm 程度にまで育成するのは、きめ細かな管理がしやすい陸上

養殖で行われるのが通常であるが、その段階から一般的な海面蓄養業者が種苗として受け入れる幼魚（ヨコ

ワ）の 1kg 程度までの育成は、陸上よりも海面の方のメリットが大きいため、沖出しして 1kg 程度にまで中間育

成する必要がある。これらのプロセスを経て、適正サイズまで育成して市場出荷する一方で、一部の親魚から

受精卵をつくり、再び陸上養殖での孵化へと循環していくサイクルが必要となる。 

このように、完全養殖には、多くの異なったプロセスを必要とし、それぞれのプロセスで、環境・技術・リスク

等を最適化しなければばらない。しかし、1 サイクルのすべてを 1 主体で担う必要はなく、適切な分業をするこ

とによって効率化とリスク分散がしやすくなる。豊田通商㈱は、2010 年に種苗生産を担う近畿大学と技術提携

して㈱ツナドリーム五島（長崎県）を設立し、世界で初めてクロマグロの中間育成に特化したビジネスモデルを

構築した。さらなるリスク分散のために、㈱ツナドリーム沖縄を設立した他、近畿大学を補完する種苗生産も開

始している。このように完全養殖サイクルの中で適切な分業・連携体制をもつビジネスモデルを工夫すること

が、普及へのブレークスルーになると考えられる。 
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 なお、今後、完全養殖によるビジネスモデルは、技術の進歩に伴って畜産業界に近いものになっていくと

考えられる。魚種によっても異なるが、繁殖と肥育の分業モデル・一貫生産モデル、餌・種苗から育成、加工、

流通、販売までをトータルで実施するインテグレーションモデル等に分化し、それぞれの良さを活かして競争し

ていくことになるのではないだろうか。 

もう一つの天然餌制約に関するブレークスルーとしては、低魚粉飼料等がある。養魚飼料に必要とされるタ

ンパク質含量は、家畜と比較して高く、現在、図表 19 に示すようにさまざまな特徴を持つものの開発が進めら

れている。しかし、本来、魚を主食とするマグロのような魚に対して劇的な効果を期待できるものとはなっては

いない。今後の取組が注目される。 

なお、2016 年 9 月に水産研究・教育機構の研究グループが、これまで難しかったカタクチイワシの養殖技

術を確立した。こうした技術を組み合わせれば、種苗だけでなく餌となるカタクチイワシまでも含めたマグロの

“超”完全養殖という考え方も現実味を帯びてこよう。 

 

図表 19 主な魚粉代替飼料原料の特徴 

 

（出所）緑書房「養魚飼料と低魚粉 2016 年版」 

 

（２） 品質・透明性の壁のブレークスルー 

近頃では、魚の養殖も、マス類やブリ類のように、育種や餌の改良等によって高品質な食材が安定的に供

給できるようになってきている。一昔前の養殖ハマチに比べれば、餌や育成方法の改良が進んだ最近の「黒

瀬ぶり」や「鰤王」等のブランド養殖魚は、高品質で年間を通して安定供給でき、旬を外れた天然ものより旨い

と評判である。このように、「天然物」信仰を覆すような高品質で安定供給できる養殖魚を開発・ブランド化し、

広く周知させていくことがブレークスルーのポイントである。 

近畿大学では、独自に開発した養殖技術で生産したクロマグロを「近大マグロ」としてブランド化し、関連会

社の㈱アーマリン近大を通じて販売している。 

また、一般にブリ類は、血合筋の色の変化が早く、鮮度に問題がなくても血合筋が退色した刺し身や切り身

は見た目が悪く商品価値が低下しやすい欠点があるが、「黒瀬ブリ」を生産するニッスイグループでは、トウガ

飼料原料名 特徴

大豆油かす
生大豆からゆしを抽出した後に、加熱乾燥したもの。粗タンパク質含量は44～46％。
メチオニンが少ない。

濃縮大豆タンパク質
脱皮した大豆を脱脂し、糖類、イソフラボンやサポニンなどを除去したもの。粗タンパク
含量が60％以上。メチオニンが少ない。

コーングルテンミール
トウモロコシからデンプンを製造する過程で発生する副産物。粗タンパク質含量が64
～65％。リジン、トリプトファンが少ない。黄色い色素のキサントフィルを含む。

トウモロコシ蒸留かす（DDGS）
トウモロコシを原料としてエチルアルコールを生産時に生産されるアルコールかす。粗
タンパク質含量は27％前後。近年、高タンパクDDGが開発されている。

ナタネ油かす
ナタネの種実より採油した際の副産物。粗タンパク質含量は、35％程度。キャノーラ
種由来のものはオレイン酸が豊富。

肉粉（ミートミール）
肉骨粉（ミートボーンミール）

ブタやウシを原料とし、特定危険部位を除いた骨や内臓などの不可食部を加熱処理
し、脱脂・乾燥後、粉末にしたもの。リン含量の高低によって、肉粉と肉骨粉を区別し
ている。

チキンミール
家禽を原料とした肉骨粉であり、不可食部を煮沸圧搾して脂肪をできるだけ分離し、
乾燥、粉砕したもの。粗タンパク質含量60％。

フェザーミール
家禽の羽毛を高圧加熱処理など加水分解したのちに乾燥粉砕したもの。粗タンパク
質含量が80％以上。リジンやメチオニンなどの必須アミノ酸の量が低い。

血粉 家畜の血液を乾燥し粉末化したもの。粗タンパク質含量は非常の高く80％以上。
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ラシ等を配合したブリ用肉質改善飼料を用いて、①ほどよい脂乗りに仕上げる効果、②歯応えを向上させる効

果、③血合筋の退色（メト化）を遅くする効果等を実現し、高品質化に成功して高い評価を得ている（図表 20）。 

 

図表 20 黒瀬ブリの血合筋の劣化と人工種苗由来・天然種苗由来ブリの官能評価 

 
 

 

 
（注）**は危険率１％未満、*は危険率 5%未満で若ぶりと成熟ブリに有意差が認められたことを示す 

（出所）ニッスイグループ HP 

 

さらに、黒瀬ブリの一部は、性成熟制御技術を用いて、任意の時期に人工種苗生産を行い、天然種苗ブリ

が旬でない時期でも、一年を通じて、高品質なブリを安定供給できる体制を構築している。 

人工種苗生産は、形質の優れた特定の親から次世代を生産し、優れた養殖品種を作出する「育種」にも繋

がるものであり、ニッスイでは、養殖魚として望まれる形質の選定とその選抜方法、DNA 鑑別による家系管理

方法、遺伝学的な解析による効率的な育種方法の研究開発も行っている。育種については、先行する畜産技

術から学ぶべきものも多い。完全養殖が実現している魚種については、絶え間なく品質や生産性の向上を重

ねていくことはもとより、開発した優良遺伝子資源を守っていくことも必要となる。「和牛」の貴重な遺伝子資源

が流出して「WAGYU」として世界中に出回ってしまったような事態は避けねばならない。また、今後は、賛否両

論があるにしても、ゲノム編集技術等とも正面から対峙していく必要もある。 

JR 西日本は、2017 年 6 月に鳥取県岩美町に陸上養殖センターを設立し、井戸海水を用いた陸上養殖によ

って、刺し身などの生で食べることができるブランドサバを生産している。悪い虫がつかないように大切に育て

られた箱入り娘のようだということで「お嬢サバ」として売り出した（図表 21）。井戸海水は地中で濾過されるた
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め、これを使うことで、サバにアニサキスなどの寄生虫がつきにくく、生食が可能になるという品質を実現して

いる。 

 

図表 21 ブランドサバ（お嬢サバ） 

 

（出所）JR 西日本 HP 

 

また、栃木県の那珂川町では、㈱夢創造が、温泉を使ってトラフグの陸上養殖を行っている。温泉は海水よ

りも浸透圧が低く、フグを低ストレスで育成できるため、筋肉内に残留する ATP 濃度が高くなる。残留した

ATP は徐々に分解して旨味成分であるイノシン酸に変化するため、海水で養殖する場合よりも旨味が強くなる

という品質特性を持つ。 

透明性に関しては、養殖では、種苗の調達から、育成、収穫、出荷に至るまでのプロセスを管理しやすく、

各段階を通じたトレーサビリティが確立しやすい環境にあることから積極的にデータを蓄積して開示していくこ

とが重要である。鹿児島県長島町の東町漁協では、品質管理チームを立ち上げ、独自の「ブリ養殖管理基準

書」を作成し、これに沿って生産者が自らの飼育情報を養殖日誌に記録して、その情報を漁協で蓄積するトレ

ーサビリティーシステムを構築している。これにより消費者が買ったブリが、どこで育てられ、どんな餌を食べ、

どういう投薬が行われ、誰に育てられたのかを確認する事ができるようにし、消費者と生産現場のつながりを

身近なものとしている。 

また、2020 年の東京オリンピック・パラリンピック開催に向けて、持続可能な食材であることの重要性が高ま

っており、ASC（Aquaculture Stewardship Council）や AEL（Aquaculture Eco-Label）の認証の取得が推奨され

ている。しかし、世界標準としての評価が高い ASC 認証の日本での取得状況は、2018 年 1 月現在では、

2016 年 3 月に日本で初めて宮城県漁協が取得したマガキ、2017 年 12 月に宮崎県の黒瀬水産㈱と鹿児島県

のグローバル・オーシャン・ワークス㈱が取得したブリの合計 3 件となっている。これは、ASC の認証規格が魚

種毎に設定されており、従来は、ティラピア、パンガシウス、サケ、エビ、マス、二枚貝、アワビの 7 魚種しかな

く、日本の養殖業の中で大きな割合を占めるブリ類やマダイについての認証規格がなかったことが要因の 1

つであった。しかし、2015 年 2 月にブリ類・スギ類の規格が加わったことによって、今後は認証取得の必要性

が高まると見込まれる。ただし、認証取得には、相応の時間とコストがかかることや、欧米と比較して持続可能
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性への意識が希薄な日本市場をターゲットとするには取得メリットが小さいこと等により、当面の取得は、欧米

への輸出拡大を狙う事業者が中心となろう。 

一方、日本独自の規格である AEL については、規格が日本の魚種に対応しており低コストであることから、

2017 年 5 月現在での認証実績は 9 団体 19 件となっている。ただ、あくまで、日本の業界団体による認証制

度であり、国際的な理解が得られる制度とはなっていない。 

今後、日本の水産物消費が縮小していく中で、海外への輸出拡大によって養殖ビジネスの成長を狙うので

あれば、このような国際的に理解が得られる品質・透明性をいかに担保しアピールしていくかということが、ブ

レークスルーの大きなポイントである。 

 

（３） 場所的気象的制約の壁のブレークスルー 

漁業権や環境面での制約が少ないということで、陸上や沖合での養殖に注目が集まっている。 

陸上養殖については、閉鎖循環型の「養殖工場」とも呼べる技術も進歩し、トラフグ、サクラマス、アワビ等

のキロ単価の高い魚介類で実用化されつつある（図表 22 及び 23）。沖合養殖についても、大手エンジニアリ

ング会社と水産会社・漁業等が共同で、耐波浪・耐潮流性能が高く、従来は養殖ができなかった海域での操

業が可能な大規模浮沈式生簀システム（台風時等には沈潜させて凌ぐ）の実証実験も行われている。このよう

な新たな取組によって場所的・環境的な制約を乗り越えることがブレークスルーのポイントである。 

ただし、特に閉鎖循環型陸上養殖は、場所的・環境的な制約が少なくなる代わりに、建屋の建設、海水の調

達、循環・加温・酸素供給等のエネルギー、殺菌・濾過・清掃等のコストが上乗せされる。また、閉鎖系である

ということは、万が一病気等が発生した場合やシステム故障等の障害によって全滅のリスクも高まることに留

意する必要がある。こうしたコスト管理やリスク管理が陸上養殖のブレークスルーのポイントとなる。 

また、閉鎖循環型陸上養殖では、コスト管理やリスク管理の観点から大規模化し難い側面もあるので、魚種

としては、比較的小型で活動量が小さくキロ単価の高いものがふさわしい。現時点では、大型で活動的な回遊

魚等を成魚段階まで陸上で養殖するメリットは少なく、前述（１）で述べたようなビジネスモデル上の役割分担

の中で、例えば種苗生産等に特化するというような取組が有効と考えられる。 

 

図表 22 一般的な閉鎖循環型陸上養殖システム 

 
（出所）水産庁 
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図表 23 温泉トラフグの陸上養殖場 

 

（出所）㈱夢創造 

 

また、沖合養殖については、2016 年秋ごろから新日鉄住金エンジニアリング㈱が、ニッスイの連結子会社

である弓ヶ浜水産㈱と鳥取県境港市でギンザケを、尾鷲物産㈱らと三重県尾鷲市でブリを、それぞれ、大型浮

沈式生簀を中核とする生簀システムの海洋実証試験を実施している（図表 24）。このシステムは、浮沈機能を

有し、沈潜状態で有義波高 7m、潮流 2 ノットまで耐えることができ、①耐波浪性能・耐潮流性能が高く、従来

養殖ができなかった海域（新海域）での操業も可能となり、従来（沿岸）に対し、養殖可能海域（面積）を約 10

倍程度、拡大が見込めること、②従来の生簀（小割生簀）に対し、大規模化による養殖魚の生産拡大が可能

であること、③潮通しの良い沖合域において、低密度で飼育することにより、養殖環境の改善が見込めると共

に、沈潜させることで、赤潮の被害軽減も期待できること、等のメリットが期待されている。 

 

図表 24 大規模沖合養殖システム 

   

（出所）新日鉄住金エンジニアリング、ニッスイ 
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（４） コストの壁のブレークスルー 

前述のように、海面給餌養殖の最も大きなコスト要因は餌代・種苗代である。これらを抑えることが成長の

ためには不可欠であり、天然資源依存からの脱却の観点も合わせてブレークスルーの大きなポイントとなる。 

餌代を抑え、天然資源も維持する方法として、以前から行われてきたのが卵を孵化させて稚魚まで育成して

から放流し、自然界で成長した個体を漁獲する栽培漁業であるが、現時点では、比較的定住性の強い魚種

（マダイ、ヒラメ、カサゴ等）や貝類、サケ等の回帰性の強い魚でなければ実現は困難である。海洋を広範囲に

移動する回遊性の高い魚種（サンマ、サバ、イワシ、マグロ、カツオ、ブリ類等）では難しい。この問題に対し

て、10 年位に「海洋牧場」というコンセプトが提示されて重点的に研究されたことがあった。海洋牧場という言

葉は、現在では多様な意味合いで使用されているが、本来的には、かなり広大な海域において、回遊性の高

い魚種を管理し、魚自身が天然の餌を捕食して成長するように管理するという考え方である。通常の海面養殖

が、牛や羊の育成における「繋ぎ飼い」に相当するのに対して、海洋牧場は「放牧」に相当するものである。魚

の管理には、牧羊犬ならぬイルカやロボットを使うという構想もあった。しかし、克服すべき課題が多すぎて、

それ以降、最近まで目立った研究成果は知られていない。 

現時点で、最も期待できるのは、IT 化による給餌最適化ではなかろうか。世界最大のサーモン養殖事業者

であるノルウェーのマリンハーベスト社は、センサーを駆使して給餌を最適化し、FCR（Feed Conversion Ratio：

1kg の魚体を育成するのに必要な餌の重量 kg）を細かく管理することによって餌代を抑えるとともに海洋環境

負荷の低減も実現している。日本でもニッスイグループ等がより簡便な仕組みの自動給餌システム等の開発

を進めている（図表 25）。 

一方、陸上養殖の場合は、前述のような陸上故の上乗せコストの回避が重要なブレークスルーのポイントと

なる。栃木県の那珂川町で㈱夢創造が行う温泉トラフグの場合、廃校・廃プールを活用することで初期コストを

抑え、また、温泉を活用することで、海水調達や加温のコストを削減している。 

人件費削減のブレークスルーとしては、前述の IT 化の流れの中で自動給餌システムや漁網清掃ロボット等

が既に開発・導入されているが、さらに安価で使い勝手の良いものの開発が期待されている。なお、前述のマ

リンハーベスト社では、IT 化を進めることによって 100 万匹のサーモンを 2 人で管理することが可能となって

おり、35 億ユーロの年間売上（2016 年）で 7 億ユーロの営業利益を実現する 1 因を担っている。また、IT 化や

先進設備の開発には、多額の研究開発投資が必要となるが、同社の 2016 年の R&D 投資額は 5 千万ユーロ

を超える水準となっており、図表 26 に示す密閉型養殖システムのような新しい養殖システムの開発も進めら

れている。 
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図表 25 ギンザケ養殖の自動給餌システム 

 

（出所）ニッスイグループ HP 

 

図表 26 密閉型養殖プラント「TheEgg」 

 

（出所）マリンハーベスト 
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５．今後のロードマップ 

これまで、養殖ビジネスの成長を阻む 4 つの障壁とそのブレークスルーのポイントについて考察してきた。 

これらの障壁をブレークスルーした先にある養殖ビジネスの姿として、「持続可能な養殖」、「世界ブランドの

養殖」、「高度に制御可能な養殖」、「儲かる養殖」の 4 つの方向性をバランスよく目指すべきではなかろうか。

これらがバランスよく調和した養殖こそが、我々の考える「次世代養殖ビジネス」である（図表 27）。 

この次世代養殖ビジネスへのロードマップであるが、まず喫緊の課題として、クロマグロ問題に象徴されるよ

うな日本独自の海洋資源管理の在り方を見直し、国際的に理解の得られる枠組みへの転換が必要である。そ

の枠組みの中で、養殖のための種苗や餌の在り方を考えていかなければならない。また、2020 年の東京オリ

ンピック・パラリンピック開催を機に、日本食材のグローバルスタンダード化を加速させることが今後の輸出等

の成長を大きく左右することになる。養殖ビジネスにおいても認証取得等を念頭に置いた品質向上や透明性

向上等の取組が重要となる。その一方で、陸上養殖等の技術的・コスト的な課題にも継続的に取り組むなど、

図表 5-1 に示す「既存養殖ビジネス」から、4 つの方向性に向けてバランスよく同心円を拡大するような道程

で、次世代養殖ビジネスへと向かうことが重要である。 

 

図表 27 市場成長を阻む 4 つの障壁と目指すべき方向性（仮説） 

 

 
 

（出所）野村アグリプランニング＆アドバイザリー作成 
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６．おわりに 

次世代養殖ビジネスを目指した養殖ビジネスの成長は、世界の水産資源問題に大きな寄与が期待できる。

また、疲弊する沿岸漁業問題の解決や地域活性化、和食ブームの中での透明性の高い食材の安定供給、

IUU 漁業の撲滅、ひいては持続可能な水産業の確立等にも繋がると考えられる。クロマグロの漁獲問題等で

日本の水産資源管理への国際的な批判が強まる中で、次世代養殖ビジネスの拡大が有効な国際貢献にもな

ると期待したい。 

これまでの日本の養殖ビジネスには、長い伝統に裏打ちされた世界的にも非常に高い技術の蓄積があり、

チリのサケ養殖への協力を始めとする世界的にも大きな貢献を果たしてきた実績がある。一方で、国内に大き

な需要があったため、ノルウェーのように世界市場をターゲットとしたマーケティング戦略に注力してこなかった

ことから、国際的な市場競争力では後れを取っているのが実情である。 

今後、高い技術ポテンシャルを武器にマーケティング戦略も練り直して、次世代における養殖ビジネスにお

いて先導的な役割を果たしていくことに期待が高まる。 
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第３章 植物工場ビジネス 

―  植物工場経営の現状と将来展望 ― 

取締役  伊地知 宏 
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１．はじめに 

植物工場の歴史をひも解くと、1950 年代にデンマークで行われていたスプラウト生産が起源と言われてい

る。わが国では、戦後、養液栽培のはしりとなるハイドロポニック栽培が開発され、1970 年代には早くも人工光

型植物工場の研究や栽培が開始されるなど、世界的に先行した取り組みが行われてきた。 

植物工場は、大きく、「太陽光型」、「人工光型」、「太陽光人工光併用型」の 3 つに大別される。太陽光人工

光併用型は、花き栽培などで採用されている事例が多く見られるが、特殊性が強い。そこで当レポートでは、

異業種からの参入事例も多い太陽光型植物工場と人工光型植物工場にフォーカスして、ビジネスとしての可

能性を考察する。 

太陽光型植物工場はオランダが最も進化している。オランダでは早くから単位面積当たりの収量増加、高

付加価値化が意識され、1970 年代から施設園芸の大型化・自動化・情報化が進展した。また、1980 年代には

環境制御システムが進化し、2000 年代には農業経営の一層の大型化と高度化を達成した。品目としては、ト

マト、パプリカ、葉物類が代表的な生産物である。気候や日照時間など栽培環境は決して有利とは言えない国

土だが、トマトでは 10a（アール）当たりの収量（反収）が 100t に達する事例も見られるようである。 

一方、人工光型植物工場は、前述のように 1970 年代以降、技術的には日本が世界のリーダーシップを握

っていたが、事業としての件数が拡大したのは 2010 年以降である。2010 年以前は、想定通りの栽培ができる

のかを実証するのが目的で、ビジネスとして収益を獲得するモデルに至っていない事業者が多く見られた。し

かし、2010 年以降は、ビジネスとして収益を獲得することを目的とした取り組みが徐々に増加しているように感

じられる。また、収益化を目標としながらも黒字経営に至っていなかった事業者が黒字化を果たす事例も近年

では増加している。事業規模でも、2010 年頃まではレタス栽培で大規模栽培の一つの目安の日産 1 万株の

事例が希少だったが、2013 年以降は日産 1 万株規模の取り組みが珍しくなくなってきている。 

最近では異業種から植物工場ビジネスに参入する事例が数多く見られ、注目が高まる植物工場ビジネスだ

が、採算ベースに乗ったビジネスモデルが確立されているか、疑問を呈する向きもある。異業種から農業参入

を検討しているが、植物工場がビジネスとして成り立つかどうか、確信が持てずに二の足を踏んでいる企業は

少なからず散見される。農業生産の難易度は、高い順に露地栽培、太陽光型植物工場、人工光型植物工場と

一般的には言われているが、植物工場は露地栽培よりも難易度が低いと安易に考えて植物工場事業に参入

した挙句、経営に苦慮していると思われる事例も多い。異業種から農業に参入して、成果が挙がらなくて撤退

する事例が発生すると、その地域全体へのダメージにもつながる。 

一方で、太陽光型、人工光型いずれにも優良経営を行い、利益が上がるビジネスモデルを確立している経

営体は少なからず存在しており、それぞれ特色のある経営を行っている。そこで当レポートでは、太陽光型植

物工場、人工光型植物工場、それぞれで優良経営をしている事業者の収益費用構造を参考にして、経営面か

ら植物工場の成功モデルを考えてみたい。 

なお、現在、太陽光型植物工場で実際に栽培されているのは、主にトマト、パプリカ、葉物類、イチゴ、メロン

などであり、また、人工光型植物工場での栽培品目は、主にレタス、バジル、イチゴなどである。このうち、当レ

ポートでは太陽光型植物工場におけるトマト、人工光型植物工場における（リーフ系）レタスという、それぞれ

の植物工場の代表的生産物を調査対象に絞って考察を行う。 
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２．植物工場の実態 

（１）植物工場の事業者数 

植物工場の事業者数の推移が図表 1 である。傾向として太陽光型、人工光型とも施設数が着実に増加し

ていることが窺える。しかしながら、人工光型に関しては、施設数の伸びが鈍化していることが見て取れる。原

因としては、新設施設の増加が鈍化しているのではなく、事業を休止する事業者が漸増していると考えられ

る。その理由としては、栽培歩留りの低迷など生産技術不足や、コスト低下が十分に図られなかったことによ

る競争力の低下などがあげられる。特に蛍光灯を使用している事業者の苦戦が伝えられている。 

なお、平成 28 年度の太陽光人工光併用型の施設数が減少しているのは、直近年度の操業が未確認だっ

た事例や補光を実質的に停止している事例があったためである。 

 

図表 1 植物工場の施設数の推移（箇所） 

 
 

太陽光型、人工光型ともに参入件数の伸び以上に大規模化の傾向は強まっている。 

太陽光型の場合では栽培面積 3ha 規模、人工光型の場合は日産 1 万株規模の案件は投資額 10 億円前

後と試算される。その規模の案件は珍しくなくなってきているが、それらのケースの年間売上は約 3 億円であ

り、他の産業では決して大きい規模ではない。しかしそれらのケースでも、初期投資コストは決して小さくなく、

個人経営ではハードルが高い。規模拡大には生産ノウハウの向上とともに、体力のある経営体との連携が重

要であり、加えて資金調達が重要な課題となる。異業種からの企業参入も活発化しており、一層の大規模化

の可能性は考えられるが、栽培技術の習得と的確な農業経営がポイントになることは疑いない。 

 

（２） 太陽光型植物工場の実態 

わが国における太陽光型植物工場は、1984 年に JFE ホールディングスが葉物野菜を栽培した時期を嚆矢

とし、2000 年前後にはカゴメなどがトマト栽培に注力、1ha を超える施設も散見されるようになった。その後、

2005 年の農地リース方式による株式会社の農業参入の全国展開、2009 年の農地法改正による農業生産法

人の要件緩和などの規制緩和に加えて、2009 年度補正予算での農林水産省、経済産業省からの補助金拠

出により、2010 年以降増加ペースが加速した。2015 年度には農林水産省の肝いりで「次世代施設園芸導入

調査時期 太陽光型
太陽光

人工光併用型
人工光型

平成29年2月時点      126　※ 31 197
平成28年2月時点        79　※ 36 191
平成27年3月時点 195 33 185
平成26年3月時点 185 33 165
平成25年3月時点 151 28 125
平成24年3月時点 83 21 106
平成23年3月時点 13 16 64

※　平成27年度以降の「太陽光型」は、施設面積が概ね1ha以上で溶液栽培装置を有する施設

（大規模施設園芸）に限る。

（出所）一般社団法人日本施設園芸協会
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加速化支援事業」※が開始され、全国 10 ヵ所で 2～4ha 超の、一段と規模を拡大した太陽光型植物工場が稼

働し始めている。 

栽培手法では土耕栽培と養液栽培に大別できる（図表 2）。土耕栽培の方が低コストだが、技術的には土耕

栽培の方が養液栽培よりも難易度が高い。栽培の安定性は土耕栽培の方が高く、総合的に優劣はつけ難

い。リスク対応の観点では、養液栽培の場合は停電などのトラブル対応が困難だが、土耕の場合はある程度

の時間持ちこたえることができる。逆にトラブルに見舞われた場合に、（基礎知識は必要だが）養液栽培の場

合は制御可能な部分が大きいが、土耕栽培の場合は制御が難しい。収量的には土耕栽培よりも養液栽培の

方が高い。土耕栽培の場合、10a 当たりの収量（反収）40t が限界に近いと言われている。 

養液栽培は、水耕や噴霧耕、培地耕に分類される。栽培方法の中で、現状、最も比率が高いのは培地耕で

ある。培地は、ロックウール、ヤシ殻、ピートモス、砂、礫などが代表的な材料となっている。 

 

 

図表 2 太陽光型植物工場の栽培方法 
 

 
 

 

代表的な生産物であるトマトの場合、種類が大玉、中玉、ミニに大別される。一般的に単位面積当たりの収

量（反収）は大玉が高く、高糖度系（中玉、ミニ）は低くなる。逆に単価は高糖度系が高く、大玉は低くなる。同じ

範疇でも品質（糖度）と収量は逆相関の関係で、糖度が高いほど反収は低くなる傾向にある。 

わが国でも大玉トマトで反収 70t を超える実績を出している生産者が現われているが、平均的にはオランダ

の後塵を拝している。日本とオランダでは品種や用途が異なり、大規模化の進展状況も異なるので、単純に比

較はできないが、いくつかの問題点が考えられる。 

例えば、オランダではメーカーが、栽培ノウハウだけでなく天敵による防除や労働者派遣などまで含めて植

物工場の経営全般にわたり総合的にアドバイスを行っているが、日本で同様に総合的にアドバイスできるメー

カーやコンサルタントは非常にまれである。また、施設メーカーは自社製品の営業に関わる情報は提供できて

も、第三者の立場でメーカーの枠組みを超えて施設を設計するコンサルティング機能が十分ではなく、結果と

して事業者のコスト高につながっている。今後、一層の生産性の向上を図るには、生産地ごとの適性に応じて

ハード面、ソフト面とも栽培ノウハウを強化することが必要であろう。 

 

 

※農林水産省が推進する施設園芸拠点整備事業。先端技術と強固な販売力を融合させ、生産から調整・出荷までを一気通貫して行うととも

に地域資源を活用したエネルギーを活用することを目指す。一定の事業規模や地域資源エネルギー活用などが要件となっている。 

 

 

土耕

養液栽培

水耕、噴霧耕

培地耕

太陽光型
植物工場

（出所) 野村アグリプランニング＆アドバイザリー作成
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前述の「次世代施設園芸導入加速化支援事業」は、オランダの大規模施設園芸を参考にして、わが国にも

同様の取り組みの導入を企図した事業だが、オランダの施設を日本の環境に適した施設にカスタマイズする

必要がある。地域ごとに栽培環境は微妙に異なっており、経験豊富な事業者でも新しい環境下での栽培が軌

道に乗るまでは試行錯誤が必要となっているのが現状である。植物工場経営においては、「施設の導入はス

タート地点」であり、「施設の導入がゴール」と考えたら成功はおぼつかない。 

環境変化への対応に関してもオランダに学ぶべき点はある。国内の生産者の中には環境変化にきめ細かく

対応ができていない事業者も少なからず見られる。光過剰（高温）ならば遮光カーテン、換気、細霧冷房、逆に

光不足ならばガラスやフィルムの洗浄や汚れにくくする対処、などの対応である。諸々の工夫により、オランダ

の施設の光透過率は 70～75%に達しているが、日本では 50%程度に止まっている。 

 ただ近年、大規模施設の増加や施設拡充が活発化しており、大規模施設での経営力は着実に向上して

いる。中核となって栽培を担っている生産者には、新しいノウハウを積極的に取り入れ、環境制御や栽培手法

を開発する人材が頭角を現しはじめており、太陽光型植物工場の一層の生産性向上が期待される。 

 

（３） 太陽光型植物工場への参入企業 

図表 3 は、2010 年以降に太陽光型植物工場ビジネスに参入した主な上場企業である。 

第一の特徴は、農業と直接関係が薄い企業の比率が高いことである。2005 年の「農地リース特区の拡大」

や 2009 年の「農業生産法人の要件緩和」といった農地法改正の影響が大きいと思われるが、2010 年頃から

太陽光型植物工場や露地栽培への異業種からの企業参入が相次いだ。本業との関係は深くないものの、農

業に関心を示す企業や企業経営者のすそ野の広さが顕在化した証左と考えられる。 

第二の特徴は、相応の規模で取り組む傾向が見られることである。栽培規模としては 20～50a が多いが、

試験栽培ではなく「事業」として取り組む姿勢が窺える。さらには、エア・ウォーター（約 12ha）や東急建設（約

2ha）、東海運（2.3ha）のような大型案件も登場し、大規模化に向けた先鞭をつけている。また、「次世代施設園

芸導入加速化支援事業」で、大規模な太陽光型植物工場に関与している上場企業として、イオン、ウシオ電

機、NTT データ、カゴメ、関西スーパーマーケット、清水建設、デリカフーズホールディングス、ネポン、富士電

機が名を連ねている（関係会社を含む）。 

図表 4 の次世代施設園芸の拠点整備は、「攻めの農林水産業」の大きな柱として位置付けられており、農

林水産省は以下のような特色を掲げている。 

① オランダのような園芸先進国に学ぶところは学びながら、日本の資源や技術を駆使し、これまでにない規

模で施設を集積。 

② 国内に豊富に存在する木質バイオマス等の地域エネルギーの活用により、化石燃料依存からの脱却。 

③ 周年安定生産のために、コンピューターで環境を制御する生産・流通体制を構築。 

 規模だけでなく、エネルギーや環境制御にも問題意識を持ち、従前より一歩進んだ取り組みを期待している

ようだ。各コンソーシアムには上場企業をはじめとして地域を代表する企業や農協などが参画している。このよ

うな取り組みを契機に企業の農業参入が活発化し、農業界全体に好影響を与えることを期待したい。 
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図表 3 太陽光型植物工場ビジネスに参入した主な上場企業（2010 年以降） 

 
 

図表 4 農林水産省 「次世代施設園芸導入加速化支援事業」10 拠点の状況 

 

参入年 企業名 扱い品目 事業内容、特徴

クボタ 野菜類
農業生産法人「クボタサンベジファーム」を設立。障がい者雇用と遊休農地活用を目
指し、水耕栽培等による野菜生産を実施。

エア・ウォーター
トマト
ベビーリーフ
など

農業生産法人「エア・ウォーター農園」を設立。北海道千歳市と長野県安曇野市の植
物工場でトマトとリーフレタスを生産。栽培面積合計は12haを超える。

双日 トマト
早稲田大学発ベンチャーのメビオールが開発した特殊フィルムを活用した栽培システ
ム（アイメック栽培システム）を採用。農業組合法人成田ガイヤと共同で事業化。

中電工 イチゴ
子会社（あぐりこるWEST）を設立し、島根県の事業者と共同で島根県浜田市に観光
イチゴ農園を開設。

大和コンピューター
メロン
トマト

静岡県袋井市に2,148㎡のハウスを建設。養液栽培により、メロン、トマトを栽培。生
育状態に合わせて養液供給量を制御する「総合環境制御（自社製）」を活用。

近鉄グループホールディ
ングス

トマト 丸紅、近畿大学と協力し、5,300㎡の太陽光型植物工場で高糖度トマトを栽培。

野村ホールディングス トマト
千葉県香取市にて2,000㎡の太陽光型植物工場で高糖度トマトを栽培開
始。2013年には2,000㎡増設。

2012年 東海運 トマト
三重県津市の約3,000㎡の敷地でミニトマトの栽培及び販売を開始。
2017年には23,000㎡に拡張。

平和堂 葉物類
農業生産法人を設立し、彦根市で太陽光型植物工場を建設。ハイポニカ栽培システ
ムを活用し、リーフレタス、セロリ、水菜、菊菜、ネギなどを栽培。

東急建設 野菜類
子会社で茨城県美浦村の耕作放棄地に約20,640㎡の大型ガラス温室を建設し、パ
プリカを栽培。大手スーパーや外食産業に販売。

バローホールディングス 野菜類
2013年にブナシメジ栽培の農業法人を子会社化。2014年には別子会社を設立し、フ
ルーツトマトの自社生産も開始。

王子ホールディングス 葉物類
三重県の研究所跡地に植物工場を新設。約3億円の投資によりドーム型の植物工場
6棟建設。レタス、セロリ、ホワイトアスパラなどを生産。

センコン物流 葉物類
2014年秋に本社敷地内で植物工場を開始。2015年には、「さんいちファーム」から名
取市内の植物工場を買収。

ネクスグループ トマト
岩手県花巻本社の遊休地に施設を建設しミニトマトを栽培。化学的土壌マネジメント
に基づく多段式ポット栽培を行う。

サンマルクホールディング
ス

葉物類
岡山県笠岡市の干拓地に太陽光型植物工場を建設。自社店舗で使用する良質な野
菜の安定的確保を図る。

2015年 大林組 トマト
2014年11月に「オーク香取ファーム」を設立。農事組合法人和郷園と連携し、千葉県
香取市の2,000㎡の施設でミニトマトを栽培。

イチネンホールディングス トマト
子会社「イチネン農園」を設立。兵庫県篠山市で25aの土地を借地。水中の酸素濃度
などを管理するシステムを導入し、ミニトマト「アイコトマト」を生産。

タケエイ トマト
銀座農園㈱と資本提携して、青森県平川市で2,850㎡の太陽光型植物工場を建設。
木質バイオマス発電事業で生じる熱エネルギーを利活用。

フジオフードシステム 葉物類
子会社の㈱フジオファームが鳥取県と連携し、農福連携による農業参入を果たす。
パナソニックグループが開発した農業プラントでホウレンソウ、レタスなどを栽培。

（出所）公表資料より野村アグリプランニング＆アドバイザリー作成

2013年

2014年

2011年

2010年

2016年

拠点 所在地 生産者 実需者 品目 施設面積
目標収量

(反収)
完成時期

トマト 1.1ha 352t(32t)
パプリカ 1.3ha 260t(20t)

高糖度トマト 3.2ha 225t(7t)
高糖度ミニトマト 0.8ha 24t(3t)
フルーツトマト 2.9ha 505t(17.7t)

花き（トルコギキョウ等） 1.2ha 143万本

トマト 1.8ha 630t(35t)
ミニトマト 1.8ha 360t(20t)

ピーマン 2.3ha 345t(15t)
きゅうり 1.8ha 450t(25t)

2015年8月

2016年3月

2016年3月

2015年7月

（出所）一般社団法人日本施設園芸協会「次世代施設園芸の全国展開」他より野村アグリプランニング＆アドバイザリー作成

2016年10月

2016年8月

2017年1月

2016年1月

2015年6月

2017年3月

2.4ha
393t

(16.3t)

宮崎 国富町 ジェイエイファームみやざき中央 JA宮崎経済連

大分 九重町 タカヒコアグロビジネス 新三協食品流通センター パプリカ

高知 四万十町
四万十みはら菜園（カゴメ、旭食品）、
ベストグロウ、四万十とまと カゴメ他 トマト 4.3ha

1,651t
(38.4t)

兵庫 加西市
兵庫ネクストファーム（JA兵庫みらい、
サラダボウル、東馬場農園、ハルディン）

関西スーパーマーケット他

愛知 豊橋市 イノチオみらい
デュアルバランス、イデアル・アトレ、ア
スペンフードプランニング、川村商事 ミニトマト 3.6ha

726t
(21t)

富山 富山市 富山環境整備 和郷他

3.3ha
990t
(30t)

静岡 小山町 サンファーム富士小山 東京青果、静鉄ストア他

埼玉 久喜市 イオンアグリ創造 イオンリテール トマト

4ha
314t
(7.5t)

宮城 石巻市 デ・リーフデ北上 東京デリカフーズ他

北海道 苫小牧市
苫東ファーム（清水建設、富士電機、
ウシオ電機、金融機関）

銀座コージーコーナー他 イチゴ
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（４） 人工光型植物工場の実態 

 人工光型植物工場の栽培品目はほとんどが葉物である。フリルレタス、グリーンリーフ、ロメインレタス、サン

チュ、サラダ菜などのレタス類が主だが（図表 5）、バジル、ハーブ、ベビーリーフ、ルッコラ、水菜なども栽培さ

れている。技術的には結球レタスの栽培も可能になっているが、リーフ系のレタスの方が採算的には優位のよ

うで、事業化にはまだハードルが高そうだ。一方で、イチゴなど果菜類への期待は高まっている。 

 

 

図表 5 人工光型植物工場の代表的な生産物 

 
 

人工光型植物工場では、2000 年頃までは高圧ナトリウムランプが主流だったが、2000 年頃からは蛍光灯

の品質が向上し（出力が上昇し）、蛍光灯が取って代わっていった。2000 年から 2010 年頃までは蛍光灯が主

流だったが、最近では蛍光灯から LED に転換する動きが活発化し、LED に軍配が上がっているようである。 

LED がシェアを高めてきた最大の背景は価格低下である（図表 6）。LED が緒についた時期は、ランニング

コスト低下効果はあるが、導入コストが高く二の足を踏む傾向にあった。しかし、主要なランニングコストの一

つである電気代が 3 割下がると言われていて（5 割との説もある）、加えて生育へのプラス効果もあるとの見方

もあり、コスト低下以上の効果の可能性も考えられる。また、国内製品以上に中国製品や台湾製品の導入コ

ストが著しく低下している。両国は主に白色 LED を扱っているが、白色 LED は飛躍的な進歩を見せており、今

後も想像以上の価格低下が起こるかもしれない。ただ、両国製品は品質のばらつきが大きくなっており、注意

は必要である。 

 

図表 6 国内 LED 照明器具平均単価推移 

 

（出所) 農林水産省より野村アグリプランニング＆アドバイザリー作成

フリルレタス グリーンリーフ ロメインレタス

（％）

（年）

（出所) 一般社団法人日本照明工業会「照明成長戦略2020」
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規模の面では 2000 年以降、日産 5,000 株以上の事業者が現われはじめたが、日産 1 万株クラスの取り組

みは希少であった。しかし、2013 年以降は、日産 1 万株クラスの取り組みが大きく拡大しており、新規参入で

も日産 1 万株が当たり前のようになっている。ただ、参入段階で日産 2 万株以上となると限定的である。 

立地条件は、露地や太陽光型に比べて必要な用地が小さくて済むので、消費地近くで敷設し、物流コストを

削減するビジネスモデルが有効かと思われた。確かに電鉄会社が高架下に敷設する事例などが見られるが、

実態は消費地から遠い地方での開業が多い。補助金の有無が動機になっていることも否めないが、小規模だ

と採算がとりにくく、相応の規模だと不動産コストが馬鹿にならないという理由が考えられる。一方で、地方で

成功している事業者は極めて低い物流コストを実現しており、物流コストへの意識は非常に高い。また、既存

の遊休工場や廃校などを活用して建築コストを節減する取り組みも見られる。 

一昔前は、人工光型植物工場で生産された生産物に対して、「食味が悪い」、「価格が高い」、「栄養価など

が不安」といったイメージがあり、市場拡大の制約要因になっていたが、最近は食味や栄養価に関してネガテ

ィブな意見はほとんど聞かれない。価格に関しても、露地ものと遜色ない価格設定になってきている。一方で、

露地ものと同程度の小売価格が設定されている場合、「低農薬」・「長い賞味期限」などの長所（高付加価値）

があるにもかかわらず、その付加価値が価格に反映されておらず、機会ロスが発生しているとも考えられる。 

 需要先は、スーパーなど小売の比重が高いが、加工需要が急成長しており、今後も需要の伸び代は大き

いであろう。加工用以外の BtoB でも、焼肉レストラン向けやテーマパーク向けなど、見通しは良好である。 

 

（５） 人工光型植物工場への参入企業 

図表 7 は、2010 年以降に人工光型植物工場ビジネスに参入した主な上場企業である。 

第一の特徴は製造業の参入が多いことである。理由としては、「ものづくり」のノウハウを生かして新事業を

検討した場合に高い可能性を認めること、自社工場の敷地や遊休施設の活用、などが挙げられる。参入する

企業の業種としては重電、電子部品、半導体などが目立っているが、最近では自動車部品メーカーなどで関

心を示す企業も多い。製造業以外で特色があるのは電鉄会社であろう。阪神阪急ホールディングスは鉄道高

架下に人工光型植物工場を開設しているが、東京地下鉄（未上場）も同様の取り組みを行っており、他にも検

討中の企業も見受けられる。電鉄会社はグループに小売やホテルを有している企業が多く、販路の面からも

優位性を有している。 

第二の特徴は、低カリウム野菜に取り組んでいる事例が多いことである。品目はほとんどが低カリウムレタ

スだが、開発を主導した企業が生産・販売事業から撤退するなどの混乱があったものの、事業環境が整って

きたようだ。当初は、腎臓病患者向けや病院食向けの販売を目論んでいたようだが、懐疑的な見方もあった。

ふたを開けてみると、当初の目論み先への販売は期待通りとはいかなかったようだが、百貨店やスーパーで

高価格を維持した販売が達成されており、業務用でも高価格帯のサンドイッチ用に使用されている。数年間は

苦戦したようだが、今後の展開が注目される。高付加価値、高価格を維持できるかがポイントであろう。 

今後の注目点は、人工光型植物工場に参入した企業が増設や設備増強を行うか、である。中堅企業で、日

産１万株規模の新規参入が散見される中、上場企業には慎重な姿勢が見受けられる。ビジネスとして確信が

持てれば、増設や設備増強に踏み切ることが予想されるが、現時点はその一歩手前の状況と推察される。逆

にビジネスとしての成算が高まれば、人工光型植物工場への投資の拡大ペースが加速することが予想され

る。  



 

本レポートは、業界に関する情報の提供を目的としたもので、投資判断の参考となる情報提供や投資勧誘を目的としたものではあり

ません。本レポートは野村アグリプランニング＆アドバイザリー株式会社が信頼できると判断した情報源から取得した情報に基づい

て作成しておりますが、その正確性や完全性を保証するものではありません。本レポートのいかなる部分も、一切の権利は野村アグ

リプランニング＆アドバイザリー株式会社に帰属しており、電子的または機械的な方法を問わず、いかなる目的であれ、無断で複製

または転送等を行うことを禁止いたします。© Nomura Agri Planning & Advisory Co., Ltd. 2018 

66 

図表 7 人工光型植物工場ビジネスに参入した主な上場企業（2010 年以降） 

 

参入年 企業名 扱い品目 事業内容、特徴

日清紡ホールディングス イチゴ
徳島、藤枝の工場敷地内に植物工場を建設。人工光型植物工場で国内初のイチゴ
量産化に成功。自社栽培だけでなく栽培ノウハウの提供も行う。

大和ハウス工業 葉物類
2012年4月に、“農業の工業化”第一弾商品となる植物工場ユニット「agri-cube（ア
グリキューブ）」の販売を商業施設向けに開始。

藤田エンジニアリング 葉物類
2010年より宇都宮大学と連携。自社の設備工事や温度管理等の技術を基に、本社
に植物工場の実験棟を建設しノウハウを蓄積。営業活動を本格化。

東亞合成
葉物類
苗

2011年12月、ブラウン管テレビの部品を検査する高岡工場を利用し、約750㎡に試
験プラント（ミズナ、レタス、トマト苗、きゅうり苗等）を設置。

リンガーハット 葉物類 信州大学と農業ベンチャーのアグリウェーブが開発したコンテナ型植物工場を導入。

近鉄グループホールディ
ングス

葉物類
丸紅、近畿大学と協力し、フリルレタス、グリーンリーフレタス、サラダ菜、ワサビ菜、
ラディッシュなどを栽培。

TDK 葉物類
自社工場を活用して完全制御型植物工場の設備を導入・運営することを発表。既に
実績のある横手精工などと連携。工場のある秋田県も支援。

阪急阪神ホールディング
ス

葉物類
尼崎市内の鉄道高架下に植物工場を開設。レタスを生産し、阪急阪神グループの小
売店などに供給。

コロワイド 葉物類
自社のセントラルキッチン（MDセンター）に完全制御型植物工場の設備を導入し、バ
ジルを栽培。

京王電鉄 葉物類
LEDや蛍光灯を光源とする人工光型植物工場を設置。京王栽培研究所にて高付加
価値の野菜や果物などの研究・開発データの蓄積を行う。

富士通 葉物類
福島県会津若松市の半導体工場を植物工場に転換し、低カリウムレタスを生産。自
社の農業向けクラウドサービスを活用して生産性向上を図る。

三協立山 葉物類
富山県高岡市の自社工場に人工光型植物工場を建設。レタス、ハーブ、ホウレンソ
ウなどを栽培。

西松建設 葉物類
玉川大学と連携。同大構内に完全人工光型植物工場を開設し、リーフレタスを栽培。
2014年には相模原市に同様のプラントを建設。生産量は双方とも日産600株。

ローソン 野菜類
農業生産法人「ローソンファーム秋田」の人工光型植物工場でベビーリーフを栽培。
東北、関東のローソン及びローソンストア100にて販売。

日本山村硝子 葉物類
遊休施設を活用。2014年12月に稼働開始。ケールを主力にハーブなど常時6種類の
野菜を1日4,000株生産。ウシオライティングと開発した無線制御のLED照明を活用。

ローム 野菜、果物
子会社のローム・アポロ（福岡県広川町）のクリーンルーム内に植物工場を設置。農
業ビジネスを検討する企業へのソリューション提供の他、自社栽培した野菜などの販
売も視野に入れる。

日伝 葉物類
大阪府立大学と堺市で展開。成長が早い苗を選ぶロボットを世界で初めて導入して
生産コストを抑制。日産5,000株のレタスが生産可能。

東芝 葉物類
閉鎖型植物工場「東芝クリーンルームファーム横須賀」で年間300万株の葉物野菜を
生産し、年間3億円の売り上げを目指していたが、2016年12月に閉鎖。

昭和飛行機工業 葉物類
人工光型植物工場で低カリウムレタスを栽培（日産3,200株）。ミニストップがサンド
イッチに採用するなど、約1年で1億円の規模に成長。

沖縄セルラー電話 葉物類
2014年に第1工場、15年12月に第2工場を稼働。第2工場は第1工場の2倍の面積で
日産600株の能力。県内小売り大手のリウボウストアなどに販売。

三井不動産 葉物類
植物工場ベンチャーのみらい（千葉）と提携。「柏の葉スマートシティ」の近くに人工光
型植物工場を建設。建屋の延べ床面積は1,200㎡。LED照明を使う栽培装置を導
入。

片倉工業
葉物類
きのこ

埼玉県加須市の自動車部品工場の敷地内に完全閉鎖型植物工場を建設し、低カリ
ウム野菜とハナビラダケを生産。

エージーピー 葉物類
子会社のエージーピーアグリテック（2016年に吸収合併）が低カリウムレタスを栽
培、同じく子会社のドクターベジタブルジャパンが販売を行う。

ナカバヤシ 葉物類
グループ企業が自社工場内にLEDを使用した人工光型植物工場を設置。レタスやサ
ンチュなどの葉物野菜を生産。

パナソニック 葉物類
福島市の工場敷地内にLEDを使用した人工光型植物工場を設置し、低カリウムレタ
スなどを生産。

日本郵船 葉物類
グループ企業の郵船商事が福井県敦賀市に日産10,000株の人工光型植物工場を
建設。主な生産品目は、レタス、リーフレタス、フリルレタス、ロメインレタス。

資生堂 苗
掛川工場内の植物工場で、化粧品などの原料になるエンメイソウ、ショウガ、ベニバ
ナ、ヨモギ、ドクダミなどの苗を生産。

バイテックホールディング
ス

葉物類
秋田県大館市に「バイテックファーム大館」を設立。また、2015年12月には販売会社
「バイテックベジタブルファクトリーを設立。

2016年 四国電力 葉物類
子会社の四国計測工業㈱がドクターベジタブルジャパン㈱とフランチャイズ契約を締
結して、低カリウムレタスの生産事業を香川県多度津町で開始。

2015年

2014年

2010年

2011年

2012年

2013年

（出所）公表資料より野村アグリプランニング＆アドバイザリー作成
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３．優良事例にみる太陽光型植物工場の収支状況 

（１）優良事例 

太陽光型植物工場の代表的な品目であるトマトについて、7 事例を挙げてビジネスモデルを検証する。 

トマトの場合、大玉、中玉、ミニに大別され、各々の品目で収量、価格が大きく異なり、様々なビジネスモデ

ルが展開されている。売上は単価と収量の積で表される。高糖度系トマト（中玉、ミニ）は、高単価が期待でき

るが、収量は大玉に比べると低くなる。糖度が 1 度高くなると反収は 1 割低くなると言われている。高糖度だけ

を希求して高単価を実現したものの、収量が低く、結局売上は伸びなかったというような事例は少なからず見

られる。一方で、糖度だけにこだわるのではなく、酸度など総合的に食味を追求し、高付加価値と高収量を両

立させ、結果的に高収益を達成している事業者も存在する。大玉で、高単価ではないものの、高収量を達成す

ることで優良経営を達成している事業者も見られ、経営手法は多岐にわたっている。 

当レポートでは、経営規模や品目が異なり、それぞれ特色のある 7 事業者について調査を行った。聞き取り

調査に基づいて数字を出しているが、事業者ごとの特殊事情には補正をかけて掲載している。よって、特定企

業の経営実態ではなく、調査を基にした仮のモデルとして理解いただきたい。 

各事例に関しては、以下のような点に留意して読み進めてほしい。 

 実際の事業者の数字を参考にしているが、特殊要因は補正しているので、現実の数字とは異なる部分

がある。 

 減価償却は、償却資産を一括りにして 13 年定額償却で計算しているので、実態と異なる場合がある。

実際は建物、設備ごとに償却年数が異なるが、当レポートでは便宜上一体とみなして計算している。 

 経営者（株主）やその家族が従業員を兼ねていて、その報酬が正社員人件費に含まれる場合、妥当と

考えられる人件費を超えた部分は営業利益に振り替えている。したがって本データの「営業利益」は、

通常の会計上の「営業利益」に「役員報酬」、「役員賞与」、「株主配当金」等を合算した数値となってい

る。 

 実際に商品として出荷可能な量を収量としているので、生産歩留はすべて 100%となっている。 

 品目が複数の場合の販売単価は加重平均によって算出している。 

 販管費の扱いは事業者によってまちまちだったので、「その他」に合算した。 

 販売先の表記は事業者ごとに異なっているが、あえて統一せずに各事業者の表現を用いている。 
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（事例１） 

 

【ポイント】 

① 補助金は使わずに、スーパーL 資金で資金調達。 

② 10a 当たり売上が 1,541 万円と高水準。 

③ 自社配送、チャータートラック、近隣の輸送網を活用するなどして輸送費を節減し、物流費を抑えている。 

④ 農場に隣接して直売所を開設しており、近隣の直売所での販売も含めて直売所の利益率が高い。 

 

（事例２） 

 

【ポイント】 

① 異業種の農業参入。 

② 高糖度中玉トマトを栽培。 

③ 糖度は 10 度で抑えているが、総合的に食味を追求し、高付加価値を実現している。糖度を抑えた分、収

量を意識している。10a 当たり売上は 1,632 万円と高水準（最高単価は 2,000 円/kg を超えている）。 

④ 食味に応じて価格や販売手法を変えている。 

⑤ 販売は直売所中心で高価格を実現。スーパー・百貨店向けも高単価を実現できるよう営業を強化。 

10a当たり設備費用：32百万円
栽培面積(a) 50a以下 （うち補助金）：0円
収量(t/10a) 35
販売単価(円/kg) 447 10a当たり売上：1,541万円
生産歩留 100% 栽培品目：大玉トマト
販売歩留 98.5% 販売先（シェア）：スーパー(70%)、直売(20%)、
年間売上(指数化) 100                 自社地直売(10%)
減価償却費(対年間売上) 20.8
正社員人件費(対年間売上) 10.4
パート人件費(対年間売上) 13.6
総人件費(対年間売上) 24.0
物流費(対年間売上) 4.3
資材・肥料・農薬・種子・包装等(対年間売上) 9.7
水道光熱費、燃料費(対年間売上) 6.9
地代家賃、固定資産税(対年間売上) 0.1
その他(対年間売上) 12.1
費用計(対年間売上) 77.9

22.1

売上に対する収益費用構造

費
用

営業利益(対年間売上）

売
上

減価償却費
20.8

総人件費
24.0

物流費
4.3

資材・肥料・
農薬・種子・

包装等
9.7

水道光熱費
・燃料費

6.9

その他
12.2

営業利益
22.1

10a当たり設備費用：47百万円
栽培面積(a) 50a以下 （うち補助金）：0円
収量(t/10a) 12
販売単価(円/kg) 1,600 10a当たり売上：1,632万円
生産歩留 100% 栽培品目：中玉トマト
販売歩留 85%
年間売上(指数化) 100
減価償却費(対年間売上) 22.0
正社員人件費(対年間売上) 9.0
パート人件費(対年間売上) 15.2
総人件費(対年間売上) 24.2
物流費(対年間売上) 2.8
資材・肥料・農薬・種子・包装等(対年間売上) 9.2
水道光熱費、燃料費(対年間売上) 4.1
地代家賃、固定資産税(対年間売上) 0.4
その他(対年間売上) 21.6
費用計(対年間売上) 84.3

15.7営業利益(対年間売上）

販売先（シェア）：直売(50%)、スーパー・百貨店(50%)

売上に対する収益費用構造

売
上

費
用

減価償却費
22.0

総人件費
24.2

物流費
2.8

資材・肥料・
農薬・種子・

包装等
9.2

水道光熱費
・燃料費

4.1

その他
22.0

営業利益
15.7
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（事例３） 

 

【ポイント】 

① 補助金を活用しなかったが、施設のコストを削減に腐心。例えば、温湯暖房の配管は自ら行った。 

② 当初、施設メーカーから栽培指導を受けたが、ノウハウを蓄積した結果、栽培品目を変更。 

③ オランダメーカーの環境制御装置を当初から導入。 

④ 10a 当たり売上は 1,466 万円と高水準。 

⑤ 販売は、百貨店や高級スーパーなどを中心に商社経由で行っている。 

⑥ 一時加工を手掛け、販売も好調だったが、費用対効果を考慮して縮小している。 

 

（事例４） 

 

【ポイント】 

① 土耕栽培。 

② 「強い農業づくり交付金」を活用。 

③ オランダメーカーの環境制御装置を活用（施設建設時ではなく途中で導入）。 

④ 販売はすべて JA 向け。 

10a当たり設備費用：29百万円
栽培面積(a) 50a超1ha以下 （うち補助金）：0円
収量(t/10a) 32
販売単価(円/kg) 509
生産歩留 100%
販売歩留 90%
年間売上(指数化) 100
減価償却費(対年間売上) 15.2
正社員人件費(対年間売上) 10.9
パート人件費(対年間売上) 9.8
総人件費(対年間売上) 20.7
物流費(対年間売上) 6.8
資材・肥料・農薬・種子・包装等(対年間売上) 15.7
水道光熱費、燃料費(対年間売上) 12.0
地代家賃、固定資産税(対年間売上) 0.1
その他(対年間売上) 16.6
費用計(対年間売上) 87.2

12.8営業利益(対年間売上）

栽培品目：中玉トマト
販売先（シェア）：商社経由スーパー・百貨店(100%)

10a当たり売上：1,466万円

売上に対する収益費用構造

売
上

費
用

減価償却費
15.2

総人件費
20.7

物流費
6.8資材・肥料・農薬

・種子・包装等
15.7

水道光熱費
・燃料費

12.0

その他
16.7

営業利益
12.8

10a当たり設備費用：13百万円
栽培面積(a) 50a超1ha以下 （うち補助金）：6百万円
収量(t/10a) 33
販売単価(円/kg) 310
生産歩留 100%
販売歩留 100%
年間売上(指数化) 100
減価償却費(対年間売上) 4.7
正社員人件費(対年間売上) 11.7
パート人件費(対年間売上) 15.2
総人件費(対年間売上) 26.9
物流費(対年間売上) 7.5
資材・肥料・農薬・種子・包装等(対年間売上) 20.5
水道光熱費、燃料費(対年間売上) 10.8
地代家賃、固定資産税(対年間売上) 0.0
その他(対年間売上) 23.0
費用計(対年間売上) 93.4

6.6

10a当たり売上：1,023万円

営業利益(対年間売上）

栽培品目：大玉トマト
販売先（シェア）：JA(100%)

売上に対する収益費用構造

売
上

費
用

減価償却費
4.7

総人件費
26.9

物流費
7.5

資材・肥料・農薬・
種子・包装等

20.5

水道光熱費
・燃料費

10.8

その他
23.0

営業利益
6.6
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（事例５） 

 

【ポイント】 

① 高糖度中玉トマトを栽培。 

② 施設建設には補助金を活用。 

③ 販売は商社経由で、スーパー中心。 

 

（事例６） 

 

【ポイント】 

① 一部補助金を活用しているが、補助金なしで採算が合うモデルを目指し、現状は十分達成している。 

② 10a 当たり売上が 1,998 万円と極めて高水準。 

③ 関係する数社が連携し、お互いの強みを発揮している。 

④ 人材育成のためのマニュアル化の徹底。 

⑤ 複数のオランダメーカーの環境制御装置を活用。 

  

10a当たり設備費用：23百万円
栽培面積(a) 1ha超 （うち補助金）：12百万円
収量(t/10a) 8.6
販売単価(円/kg) 870
生産歩留 100%
販売歩留 100%
年間売上(指数化) 100
減価償却費(対年間売上) 12.0
正社員人件費(対年間売上) 14.2
パート人件費(対年間売上) 16.0
総人件費(対年間売上) 30.2
物流費(対年間売上) 2.9
資材・肥料・農薬・種子・包装等(対年間売上) 7.6
水道光熱費、燃料費(対年間売上) 11.0
地代家賃、固定資産税(対年間売上) 0.4
その他(対年間売上) 24.9
費用計(対年間売上) 89.1

10.9営業利益(対年間売上）

栽培品目：中玉トマト
販売先（シェア）：商社(100%)

10a当たり売上：748万円

売上に対する収益費用構造

売
上

費
用

減価償却費
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総人件費
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物流費
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11.0

その他
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営業利益
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10a当たり設備費用：35百万円
栽培面積(a) 1ha超 （うち補助金）：18百万円
収量(t/10a) 27
販売単価(円/kg) 800
生産歩留 100%
販売歩留 93%
年間売上(指数化) 100              ホテル・外食他(15%)
減価償却費(対年間売上) 10.8
正社員人件費(対年間売上) 5.3
パート人件費(対年間売上) 9.8
総人件費(対年間売上) 15.1
物流費(対年間売上) 3.0
資材・肥料・農薬・種子・包装等(対年間売上) 7.5
水道光熱費、燃料費(対年間売上) 12.0
地代家賃、固定資産税(対年間売上) 2.5
その他(対年間売上) 30.0
費用計(対年間売上) 80.9

19.1営業利益(対年間売上）

栽培品目：ミニトマト
販売先（シェア）：スーパー(45%)、仲卸経由スーパー(40%)、

10a当たり売上：1,998万円

売上に対する収益費用構造

売
上

費
用

減価償却費
10.8

総人件費
15.1

物流費
3.0

資材・肥料・
農薬・種子・

包装等
7.5水道光熱費

・燃料費
12.0

その他
32.5

営業利益
19.1
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（事例７） 

 

【ポイント】 

① 既存施設の買い取り、リースなどを活用して施設コストを抑えている。 

② 施設によって一部補助金を活用。 

③ 自社栽培苗と購入苗を併用。 

④ 品目は大玉、中玉、ミニと幅広く栽培。 

⑤ 大玉の一部は加工用。 

 

（２）まとめ 

太陽光型植物工場の場合、様々なパターンが見られた。 

 事例 1 から事例 4 までの 4 事例は、実質的に家族数人とパートで運営されている。規模的には、栽培面積

1ha 程度までは家族経営で運営可能と考えられる。1ha を超える規模になると組織的な経営が必要になり、正

社員は直接作業に関与するのではなく、マネージャーとしての役割を担い、作業はパートが担当するオペレー

ションを採用している事業者が大半である。大規模経営の場合、マネージャーの役割が重要であり、ほとんど

の事業者が人材育成を重点施策に位置付けている。マネージャーやパートが効果的に機能するために、マニ

ュアルを整備するのは当然であるが、マニュアルを作りっぱなしではなく、実状に応じて適宜改訂することが重

要となっている。パートの管理にも配慮がなされていて、パート定着率が高いのも各事例の特長である。 

事例 1 と事例 2 は栽培面積が 50a 以下で、規模のメリットが得にくいように見受けられる。この 2 事例の注

目点は、直売所での販売比率が高いことである。直売は、販売価格と運送費の両面から高い利益率が期待さ

れる。両事例は外部の直売所だけでなく、農場隣接の自社直売所での販売も相当額に達している。50a 以下

の規模の場合、直売等での高価格（低コスト）販売が黒字経営の条件とも言えるだろう。 

損益分岐点の観点では、10a 当たりの売上で 1,000 万円がひとつの目安と考えられる。図表 8 は反収と販

売価格の相関を表しているが、事例 1、事例 2、事例 3、事例 4、事例 6 が、10a 当たり 1,000 万円の売上を達

成している。事例 1、事例 2、事例 3 は補助金なしで黒字経営を達成し、事例 6 は補助金を利用しているもの

の補助金なしでも利益が出る経営内容である。ただし、5 事業者とも 10a 当たりの売上が 1,000 万円ならば収

支トントンか赤字になってしまう。一方、事例 5 と事例 7 は、補助金の活用や既存施設の買い取りなどで施設

10a当たり設備費用：4百万円
栽培面積(a) 1ha超 （うち補助金）：1百万円
収量(t/10a) 15.6
販売単価(円/kg) 492
生産歩留 100%
販売歩留 92%
年間売上(指数化) 100
減価償却費(対年間売上) 5.9
正社員人件費(対年間売上) 14.2
パート人件費(対年間売上) 20.7
総人件費(対年間売上) 34.9
物流費(対年間売上) 9.1
資材・肥料・農薬・種子・包装等(対年間売上) 6.8
水道光熱費、燃料費(対年間売上) 12.4
地代家賃、固定資産税(対年間売上) 2.9
その他(対年間売上) 18.9
費用計(対年間売上) 90.9

9.1営業利益(対年間売上）

栽培品目：大玉トマト、中玉トマト、ミニトマト
販売先（シェア）：仲卸(70%)、市場(20%)、産直他(10%)

10a当たり売上：705万円

売上に対する収益費用構造

売
上

費
用

減価償却費
5.9

総人件費
34.9

物流費
9.1資材・肥料・

農薬・種子・
包装等

6.8

水道光熱費
・燃料費

12.4

その他
21.8

営業利益
9.1
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コストを抑え、10a 当たりの売上が 1,000 万円に届いていなくても黒字経営を実現している。事例 4 も含めて、

施設コスト抑制の効果が窺える。特に事例 7 は、既存施設を安価で取得、またはリースを活用して低コスト化

を実現している。今後は事業譲渡だけでなく、未活用ハウスを有効活用することで施設のコストを削減する動

きが活発化する可能性は大きいと思われる。 

 

図表 8 反収と販売価格の相関図 

 
                 （出所）野村アグリプランニング＆アドバイザリー 

 

事例 4、事例 5、事例 7 などの特殊要因を除いて、太陽光型植物工場の経営を考察すると、前述のように売

上面からは 10a 当たり売上 1,000 万円が基準になるであろう。補助金なしで安定した利益を確保するには、事

例 1、事例 2、事例 3、事例 6 のように、10a 当たり売上 1,500 万円前後以上が望まれる。補助金など有利な条

件下でも 10a 当たり売上が 1,000 万円未満ならば、収量の増加や販売価格の向上など改善の余地がある。

逆に 10a 当たり売上が 1,000 万円超で赤字ならば、売上増加とともにコスト削減を探るべきであろう。 

販売先はスーパーが多い。直接取引も見られるが、商社や仲卸を経由する比率の方が高かった。流通コス

トを要しても、商社・仲卸経由の方が、取引が円滑に進むと考える事業者が多かった。加工に関しては、加工

用を栽培したり、自ら加工品を製造している事業者も見られたが、全体的に加工の比率は少なかった。 

環境制御装置は、1ha 以上の規模の事業者はほとんど導入している。プリバ社（Priva、オランダ）の製品が

多いが、最近ではデンソー（日本）やホーヘンドールン社（Hoogendoorn、オランダ）の製品を導入している事業

者も見られる。活用については、「いかに取りたい情報を絞り込み、作りたい環境につなげられるかが肝要」が

事業者の共通認識であり、それぞれ独自性を発揮して運用している。環境制御装置の有効活用は差別化の

大きなポイントである。 

ただ、すでに成功している事業者でも、別の地域で事業を拡大する場合、同じ県内でも環境は異なり、マネ

ージャーや栽培作業者のスキルも異なるため、最初から有効な運営がなされるとは限らない。経験が豊富な

事業者でも、新設地で事業を軌道に乗せるまでは 2～3 年は要するようだ。その過程で発生するトラブルに適

切に対応し、再発を起こさないようにオペレーションを行うことが成功の要諦であろう。 
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４．優良事例にみる人工光型植物工場の収支状況 

（１）優良事例 

人工光型植物工場の栽培品目としては、一部バジルやイチゴなどが栽培されているが、リーフ系レタスなど

の葉物系が圧倒的に多い。そのため、リーフ系レタスについて 2 事例を挙げてビジネスモデルを検証する。 

人工光型植物工場の採算面では、2013 年頃までは黒字経営の情報が少なく、撤退する事業者も散見され

たため、ビジネスモデルへの信頼度は決して高くなかった。しかし、この数年で環境は大きく変化しているよう

に感じる。各事業者のたゆまぬ努力により、栽培技術が向上し、歩留りが上昇したことが大きな要因であろう。

2013 年頃までは、それぞれの事業者に確固たるノウハウが確立されておらず、本来ノウハウを提供すべきメ

ーカー側も十分なノウハウ提供ができていなかった。当時は生産歩留り（重量ベース）が 50%を下回っていた

事業者も散見された。葉物野菜の場合、重量の斉一性が重要であり、同じ生育日数にもかかわらず栽培位置

などによって重量にバラツキが生じたりすると、歩留りが大きく悪化してしまう。補助金などの特殊要因がなけ

れば、黒字経営のためには 80～90%程度の歩留りが必要と考えられ、下回ると黒字経営はおぼつかない。人

工光型植物工場の場合、太陽光型以上に歩留りのボラティリティーが大きいので、経営が悪化した場合の赤

字幅の振れ幅も大きくなってしまう。他の栽培方法に比べて人工光型植物工場経営は、「参入しやすい（技術

的ハードルが低い）」と言われることがある。天候に左右されにくい点からは納得できるが、栽培には非常にデ

リケートな対応が必要である。温度、湿度、照明の光量、水温、養液の養分、室内の風などの管理が重要であ

り、他の要因も含めて緻密なノウハウが求められる。実績を挙げている事業者は、試行錯誤を繰り返して斉一

性や歩留りを向上させ、改善を重ねている。このような取り組みにより、収益力の強化とコスト削減につなげて

いる。人工光型植物工場の場合、太陽光型植物工場や露地栽培よりは栽培のサイクルが短いため、失敗の

原因究明や改善への実証を行う機会が多い。逆に言えば、改善への取り組みを適切に行い、ノウハウを蓄積

している事業者とそうでない事業者との格差が大きい事業と言えよう。 

コスト面では、LED によるコスト削減を始めとした様々な取り組みにより、この数年で大幅なコスト削減が実

現されている。例えば、作業員の労働時間（人件費）の過半を占める移植と収穫作業において、移植の自動化

などが進展を見せている。 

太陽光型と同様、聞き取り調査に基づいて数字を出しているが、事業者ごとの特殊事情には補正をかけて

掲載している。よって、特定企業の経営実態ではなく、調査を基にした仮のモデルとして理解いただきたい。 

各事例に関しては、以下のような点に留意して読み進めてほしい。 

 実際の事業者の数字を参考にしているが、特殊要因は補正しているので、現実の数字とは異なる部分

がある。 

 減価償却は、償却資産を一括りにして 13 年定額償却で計算しているので、実態と異なる場合がある。

実際は建物、設備ごとに償却年数が異なるが、当レポートでは便宜上一体とみなして計算している。 

 1 株当たりの単価に基づいて計算しているが、事業者によって 1 株当たりの重量は異なる。 

 販管費の扱いは事業者によってまちまちだったので、「その他」に合算した。 
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（事例１） 

 

【ポイント】 

① 基本的に LED を利用。 

② 販売先の「業務用」は、スーパーの惣菜向けが多い。 

③ 栽培に関するトラブルは不可避と考え、適切なトラブル対応を重視。 

 

（事例２） 

 

【ポイント】 

① 基本的に LED を利用。 

② 販売先の「業務用」はサンドイッチ等の用途が多い。 

③ 混載を活用するなどして輸送コストを削減。 

販売単価(円/株) 95 95.0
生産歩留 90% 減価償却費 21.9
販売歩留 95% 総人件費 21.3
年間売上(指数化) 100 光熱費 17.8
減価償却費(対年間売上) 23.1 水道費 0.1
正社員人件費(対年間売上) 8.4 物流費 5.4
パート人件費(対年間売上) 14.0 材料費 5.6
総人件費(対年間売上) 22.4 種苗費 1.9
光熱費（対年間売上） 18.7 地代家賃、固定資産税 0.7
水道費（対年間売上） 0.1 その他 11.6
物流費(対年間売上) 5.7 費用計（1株当たり原価） 86.3
材料費（対年間売上） 5.9 8.7
種苗費（対年間売上） 2.0
地代家賃、固定資産税(対年間売上) 0.7
その他(対年間売上) 12.2
費用計(対年間売上) 90.8

9.2

日産1株当たり設備費用：89千円
（うち補助金）：0円

売上に対する収益費用構造 1株当たりの収益費用構造（単位：円）

売
上

売上

費
用

営業利益

営業利益(対年間売上）

栽培品目：レタス
販売先（シェア）：スーパー小売(60%)、業務用(40%)

費
用

減価償却費
23.1

総人件費
22.4

光熱費
18.7

物流費
5.7

材料費
5.9

その他
13.1

営業利益
9.2

種苗費
2.0

販売単価(円/株) 80 80.0
生産歩留 97% 減価償却費 14.8
販売歩留 100% 総人件費 20.1
年間売上(指数化) 100 光熱費 15.1
減価償却費(対年間売上) 18.5 水道費 0.5
正社員人件費(対年間売上) 10.6 物流費 7.0
パート人件費(対年間売上) 14.5 材料費 5.4
総人件費(対年間売上) 25.1 種苗費 1.5
光熱費（対年間売上） 18.9 地代家賃、固定資産税 0.5
水道費（対年間売上） 0.6 その他 6.7
物流費(対年間売上) 8.8 費用計（1株当たり原価） 71.6
材料費（対年間売上） 6.8 8.4
種苗費（対年間売上） 1.9
地代家賃、固定資産税(対年間売上) 0.7
その他(対年間売上) 8.4
費用計(対年間売上) 89.5

10.5

日産1株当たり設備費用：68千円
（うち補助金）：0円

1株当たりの収益費用構造（単位：円）

売
上

売上

費
用

営業利益

費
用

営業利益(対年間売上）

栽培品目：レタス
販売先（シェア）：量販店(70%)、業務用(30%)

売上に対する収益費用構造

減価償却費
18.5

総人件費
25.1

光熱費
18.9

物流費
8.8

材料費
6.8

その他
9.7

営業利益
10.5

種苗費
1.9



 

本レポートは、業界に関する情報の提供を目的としたもので、投資判断の参考となる情報提供や投資勧誘を目的としたものではあり

ません。本レポートは野村アグリプランニング＆アドバイザリー株式会社が信頼できると判断した情報源から取得した情報に基づい

て作成しておりますが、その正確性や完全性を保証するものではありません。本レポートのいかなる部分も、一切の権利は野村アグ

リプランニング＆アドバイザリー株式会社に帰属しており、電子的または機械的な方法を問わず、いかなる目的であれ、無断で複製

または転送等を行うことを禁止いたします。© Nomura Agri Planning & Advisory Co., Ltd. 2018 

75 

（２）まとめ 

 人工光型植物工場は直近数年での収支改善が著しい。2013 年頃までは、歩留りの頭打ち、高コスト構造

で収支状況が厳しい事業者が多かったようだが、近年は歩留まりの改善に加えて、コスト構造の改善も大きく

進んでいる。人工光型植物工場は、長年にわたり露地栽培に比べ生産コストが高いという課題を抱えてきた

が、近年のコスト削減効果で露地栽培と遜色ないコスト構造を達成している事業者が現れはじめている。 

人工光型植物工場の場合、黎明期（2010 年頃まで）は、実験段階で事業化のメドが立っていても、事業とし

て実際に優良経営に至っていた事例はほとんど見られなかった。事業として成り立つ規模で適切に運営するノ

ウハウは、施設メーカーでも十分とは言えず、当初の目論みと実績にかい離が生じる事例が多かった。 

事例 1、事例 2 の共通の特色は、当初外部の指導を受けていたが、指導の不十分な部分を認識し、自助努

力で独自のノウハウを高めた点である。その過程で、大学との連携やノウハウのある人材の補強などネットワ

ークも広げている。直近数年間で様々な改善を行い、売上の増加とコスト削減を実現し、収益力を強化した。

両事例とも、数年間の変化率は目覚ましいものがある。 

販売面では、両事例ともスーパー向けが中心だが、業務用（加工向け）の需要が高まっている。事例 1 はス

ーパーの惣菜向け、事例 2 はサンドイッチ用が中心とのことであった。スーパーの惣菜向けは、現場での要望

が非常に高く、利用側もある程度のコスト増に許容姿勢を見せているようだ。 

販売戦略としては、事例 1 は人工光型植物工場の特長（安心・安全、低菌数など）を消費者に認識させるこ

とによる高付加価値戦略、事例 2 はコストダウンによる販売価格の低下による市場拡大を目指している。 

コスト面では、人件費と物流費が特筆される。売上に対する人件費率は、事例 1 が 22.4%、事例 2 が 25.2%

と低く抑えられている。栽培設備の配置改善や作業者のスキルアップ、動線見直しなど様々な工夫の賜物で

ある。物流費は売上に対して、事例 1 が 5.7%、事例 2 が 8.8%となっている。通常ならば 15～20%になることも

あるようだが、混載を活用するなどしてコスト削減を行っている。光熱費に関しては、今後も削減可能性の余地

が大きい見通しである。人工光型植物工場の場合、コスト削減のためには、緻密なデータ収集が必要で、精緻

を極めるほど有効な方策を導く可能性が高まるが、一方でデータ収集と対応にコストがかかってしまう。収集

すべきデータの絞り込みも重要な要因である。 

両事例の場合、損益分岐となる生産歩留りは、費用を一定と仮定すれば、事例 1 が 78%、事例 2 が 87%と

なる。両事業者は高い栽培ノウハウを有しているので、歩留りが大きく低下する可能性は低いと考えられる

が、経験の浅い事業者は歩留り 70%程度の可能性は否めない。そのような場合、両事例のようなコスト構造を

確立していても赤字の可能性があることは肝に銘じておくべきであろう。 

両事例から与えられる示唆は、①人工光型植物工場で十分に採算が取れるビジネスモデルが可能になっ

ている、②ビジネスモデルの変革スピードは急激に高まっており、今後も一層の生産性向上、コスト削減の可

能性がある、③小売だけでなく業務用も併せて需要が拡大している、④事業者間の格差がますます高まり優

勝劣敗が明確になる、などである。 
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５．植物工場のブレークスルーポイント 

（１）太陽光型植物工場のブレークスルーのポイント 

太陽光型植物工場は大規模化が本格的に拡大しはじめている。2000 年以降、1ha 級の施設栽培での成功

事例は各地で見られ、中には 2ha 級の成功事例も含まれていたが、3ha 以上の成功事例は極めて限定的で

あった。一方近年は、「次世代施設園芸導入加速化支援事業」により 2～4ha の施設が全国に建設され、加え

て他にも相当数の同規模の施設が建設されている。岡山県笠岡市では、事業規模 120 億円に及ぶ 10ha を

超える大規模施設プロジェクトが推進されるなど、一段と規模拡大した取り組みも始まっている。 

大規模化が進展すると、プラントマネジメントができる人材が重要になる。大規模な太陽光型植物工場をマ

ネジメントして成功体験を持っている人材は希少であり、確保や育成は容易ではない。数少ない有為な人材の

価値は大きく上昇すると考えられる。しかし実態は、農業試験場などで経験を積んだ人材に活躍の舞台が与

えられず、中国など他国に引き抜かれる動きもあるようだ。一方で、プラントマネジメントの実績を積んでいる

事業者の中には若手の人材が目立ってきている。中には自社農場だけでなく複数の施設を管理して実績を出

している事業者も見られ、今後太陽光型植物工場の業界全体に波及効果をもたらすことが期待される。 

産業として競争力を高めるために、ハード面でのブレークスルーポイントとしては以下の 3 点が考えられる。 

① 施設の標準化 

海外メーカーは標準化が進んでおり、事業者に合わせて異なる企業の商品を組み合わせて適切なスペッ

クの施設を低コストで調達することが可能となっている。一方、わが国では施設メーカー間で規格が異なっ

ており、標準化が全くと言うほど進んでいない。施設ごとに同一企業の製品を使用するのが一般的であり、

部材ごとにカスタマイズする余地が乏しく、結果的にコスト高になっている。 

② 制御機器の有効活用 

制御機器はプリバ社やホーヘンドールン社などのオランダ企業がリードしているが、日本で導入する場

合、日本の環境に合わせてチューンアップが必要であり、日本の環境に適した制御ノウハウの向上で、さら

に有効活用できる余地はあると思われる。 

③ 環境との調和 

エネルギーコストの削減、環境問題への対応は、「次世代施設園芸導入加速化支援事業」でも意識喚起

されているが、有効に推進されているとは言い難い。新しいエネルギーの利活用や既存エネルギーの効率

的活用手段の開発は今後の大きなテーマとなるだろう。収量増大のためには CO2 施用が有効だが、施用

手法によっては環境負荷が生じる。暖房設備によって発生する CO2 を活用するなど、環境にも配慮した取

り組みが今後は必要となろう。 

 

大規模化が進展すると、一事業者だけでは経営資源が十分に賄えなくなってくる。前述のような 100 億円を

超えるプロジェクトになると、資金調達に加えて、全体を統括する経営者、プラントマネジメントの責任者、栽培

ノウハウを有する農場管理者、ICT 専門家、資金管理責任者などの人材や企業が揃い、それぞれの強みを活

かすことが成功の要諦となってくる。太陽光型植物工場が大規模化の新しいステージに入って、一段と進んだ

組織の編成が必要となってくるのであろう。一層の大規模化を視野に入れるならば、大規模な事業を展開する
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複数の事業者の集積が望まれる。産官学のノウハウを集積するだけでなく、物流をはじめとした諸コストの低

減や、販路の拡大にも集積のメリットを発揮できるような仕組みづくりを期待したい。 

 

（２）人工光型植物工場のブレークスルーのポイント 

人工光型植物工場は、生産性向上とコスト削減が一層進み、採算性の向上とともに、事業者間の格差が

拡大し、優勝劣敗が鮮明になるであろう。今後、ブレークスルーのポイントとして以下の 2 点が考えられる。 

① 栽培技術の進化 

人工光型植物工場の技術進化は緒についたばかりと考えられ、今後の進化の余地は極めて大きいと考

えられる。光の照射時間、照射角度、波長形状など無限に近い組み合わせがあるが、最適な組み合わせに

関して研究余地は大きい。栽培経過日数に応じた光照射の最適化も改良可能性がある。育苗時は栽培時

よりも多い光量が効果的と言われているが、育苗時と栽培時で最適照射時間が異なるかもしれない。また、

黎明期の人工光型植物工場は栽培スペースに隙間が多く光の 7～8 割は無駄になっていたが、スペーシン

グ技術が進化して無駄が少なくなっている。今後、栽培棚の可動化などにより、葉が重なりそうになると調節

して最適スペースで栽培するような進化が考えられる。光以外の要因の影響の究明や対策に関しても、こ

の数年で成果が挙がってきており、今後の可能性は大きい。 

② コストの削減 

LED の進化や価格低下も追い風になろう。人工光型植物工場の市場が拡大し、施設数が増加すると、植

物工場用の LED の開発も考えられ、コストパフォーマンスの一層の向上が期待される。 

また、自動化の進化により、植え替えや収穫の一部が人手を介さずに可能になってきている。今後、自動

化の可能領域が拡大し、コストパフォーマンスが向上すると一層のコスト低下の可能性が高まる。 

施設面では、これまでも工場や学校などの既存施設を活用することで設備コストを軽減する取り組みが見

られたが、今後はさらに可能性が広がる。農作物栽培に必要な施設で、コンクリート張りの場合、これまでは

農地として扱われなかったが、今後は農地扱いになる方向性となったからである。これまで人工光型植物工

場用地は農地扱いではなかったため建築基準法が適用されたが、農地扱いになれば制約が緩和され、こ

れまでより簡易な建物での敷設で対応でき、建築コストの低減が可能になる。固定資産税など税金面でもコ

スト低下につながる。 

 

様々な工夫により、初期コスト、消費電力量、作業時間すべてで一層のコスト削減の可能性がある。一方

で、露地ものに比べて価格が高くても植物工場製野菜が選ばれる動きも出てきており、収支双方ともに一層の

好転の可能性を秘めている。 

植物工場の場合、「露地栽培に比べて栄養価が劣る」と考える消費者は依然として少なくない。確かに栄養

価を比較すると、旬の時期は露地ものに軍配が上がる。しかし、植物工場の場合、栽培場所の格差はほとん

どなく、年間を通すと平均して高い栄養価を実現する可能性が高い。注目される「ミネラル」などの数値を高め

るばかりでなく、低カリウム野菜のように特定成分を抑制するような栽培の可能性も拡大している。低カリウム

野菜は、機能性が評価されて高付加価値を認められているとは限らないが、今後これまで以上に栄養素が着

目され、主要な栄養成分をコントロールする栽培が一層注目される可能性が考えられる。 
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６．今後のロードマップ 

（１）太陽光型植物工場のロードマップ（将来展望） 

今後 10 年から 20 年でわが国の農業の担い手不足は歴史にない深刻な状況を迎える。農業の成長産業

化が重点施策と位置付けられるが、環境は決して楽観視できない。打開策としては様々なイノベーションが必

要になるが、植物工場もその一翼を担うことは疑いない。もちろん、大規模化だけがすべてではなく、小規模ゆ

えの強みを発揮し、高付加価値化を実現できる可能性も当レポートの事例で理解されるであろう。 

規模拡大の方向性に鑑みると、「次世代施設園芸導入加速化支援事業」を今後どのように発展させるかが

重要であろう。全国 10 ヵ所の事業の成否を確認して一区切りをつけるのではなく、今後の試金石と位置付け

るべきであろう。データの収集による栽培技術の検証はもちろん必要だが、栽培適地の選定も含めて成功モ

デルを構築し、適地の 1～2 ヵ所は資源を集中して太陽光型植物工場の集積地に発展させることを提案した

い。10 ヵ所以外にも適地の候補は考えられるので、全国で 3 ヵ所程度の集積地を建設する。集積地のイメー

ジは、1 社当たり 5～20ha の経営面積の事業者 10～20 社を集め、集積地全体の経営面積が 100ha 規模で

ある。 

2～3ha 規模での成功体験のノウハウはかなり汎用性が高いと思われる。そのノウハウを活かして成功モデ

ルを拡大することを目指し、官民を挙げて資源を集中すべきと考える。数 ha 以上の規模ならば、初期投資は

10 億円単位になり、単独の事業者では取り組みにくい。一方で、多くの大企業は潤沢なキャッシュを有して農

業に高い関心を持っているが、ノウハウが乏しい。大企業が巨額の投資を行って農業参入したもののノウハウ

不足で撤退するような事態になれば、地域にとってのダメージは計り知れない。企業の資本力と生産者のノウ

ハウのマッチングは太陽光型植物工場の拡大にとって最重要と思われる。 

もちろん、推進するためには、地方自治体が中核となり農地集約や企業誘致を推進することや地域金融機

関の支援は不可欠である。植物工場に限らず、農地の集約と担い手の確保は全国的な課題であり、担い手の

減少が現実化するタイミングは、逆に言えば集約の大きなチャンスと言えるだろう。 

 

（２）人工光型植物工場のロードマップ（将来展望） 

人工光型植物工場の当面の目標は、日産 1 万株規模で黒字経営の事業者の件数を増加させることであろ

う。この規模で適切な運営ができれば、さらなる規模拡大の可能性が広がる。増設も含めて年間 10 件、10 年

で 100 件の事業者が生まれれば、10 年後には（リーフ系レタス換算）日産 100 万株の増産につながる。年間

売上に換算すると約 300 億円になる。現在のレタスの国内市場は約 900 億円だが、人工光型植物工場の拡

大による新しい市場創造の可能性も考えられるので、当面はレタス市場 1,000 億円、うち人工光型植物工場

300 億円への拡大が目標となるのではないだろうか。植物工場と露地がシェアを奪い合うのではなく、多彩な

ラインナップにより国内外で市場拡大することを目指すべきであろう。 

栽培品目の拡大の余地もあり、新しいマーケット創造の可能性が広がりつつある。ベビーリーフやケールは

直播が可能で植え替え不要であり、レタスに比べ低コストでの栽培が可能である。他にも人工光型植物工場

ゆえに効率的な品目はあるかもしれない。また、人工光型植物工場に適した専用品種の開発可能性も考えら

れる。人工光型植物工場用の専用品種に関しては、市場規模が小さかったのでメーカーが及び腰だったが、
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マーケットの拡大に伴い、事業者からの要望も高まっている。専用品種や新用途の開発は、日本の強みを維

持するためにも重要な課題と思われる。 

新しい市場創造には、新品目の開発や新しい食べ方の提案などが必要になってくる。新用途としては、カッ

ト野菜に加え、ミックス野菜が考えられる。実際にベビーリーフとケールを混合して販売する動きがある。また、

ある韓国企業は、顧客の要望に応じて人工光型植物工場、ハウスもの、露地ものをミックスして成功してい

る。このようなオーダーメード型の商品供給は人工光型植物工場の特長を活かしたビジネスモデルと考えられ

る。人工光型植物工場の特色を活かした葉物野菜の新しい食べ方を提案するために、業界を挙げて葉物野

菜の活用推進を目指して協議会などの設立することも検討していいのではないかと思われる。 

事例で紹介したように、人工光型植物工場で利益が得られる可能性は急速に高まっており、今後もさらなる

収益力の向上が見込まれる。 
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７．おわりに 

2017 年 7 月、ソフトバンクグループ系列のファンドが、米国の垂直型植物工場ベンチャーであるプレンティ

社（Plenty）に 2 億ドルを投資するとの発表があり、大きな話題になった。エリック・シュミット氏（Google 元

CEO）、ジェフ・ベソス氏（アマゾン・ドット・コム CEO）が関係する会社なども同社への投資に名を連ね世間を驚

かせた。11 月にはリクルートホールディングスも投資子会社を通じて同社に投資するなど、多くの企業や投資

家が関心を示している。また、中国の LED 大手企業は延べ床面積 1ha の人工光型植物工場を実現し、2 年

以内に 4ha に拡大する計画を表明している。投資額 2 億ドルという数字は、せいぜい 10 億円程度の日本国

内の植物工場事業と比較すると桁違いであり、米国では数百億円から 1,000 億円を超える投資も現実味を帯

びている。人工光型植物工場先進国と思われていたわが国が、時代の流れに取り残されることさえ危惧され

るニュースであった。 

世界的な人口膨張で、食料不足が懸念され、安心・安全への需要から植物工場へのニーズが高まると予想

されているが、環境問題の面からも一層注目される可能性が高い。そもそもオランダで施設園芸が発展した原

因のひとつが環境問題であった。1970 年代に地下水汚染が問題になり、養液廃棄が禁止され、栽培の高

度化がなされたのである。現在、中国をはじめとして世界的に土壌汚染が問題視され、灌漑農業が限界

に近づいている可能性がある。これまでは当たり前だった「食」が、質的にも量的にも当たり前でなくなる

リスクを内包している。植物工場は、「十分条件」ではなく「必要条件」になってくるのかもしれない。 

当レポートで示したロードマップは、わが国の農業界の将来を展望し、ブレークスルーを成就するためには

並々ならぬエネルギーが必要と感じ、問題提起の意味も込めて敢えて意欲的な数字を挙げた。わが国の植物

工場に関しては、太陽光型はオランダの後塵を拝しているかもしれないが、決して後進国ではなく、他国では

真似が難しい栽培や品種開発に成功している。また、人工光型は今のところ、世界のトップランナーとして君臨

している。しかしながら、業界の成長可能性や市場規模を的確に認識できなければ、鋭敏な嗅覚を持つ他国

に果実を奪われてしまう可能性は決して低くない。半導体やエレクトロニクス業界の二の舞になると悔やんで

も悔やみきれないのではないかと思われる。 

一方で、当レポートで言及した通り、太陽光型、人工光型ともに事業として成り立つ素地が固まり、今後飛躍

する可能性が高まっている。産業として成り立つだけでなく、地域活性化につながる雇用創出にも貢献度は大

きい。衆知を結集することにより、業界が存分に発展することを願ってやまない。 

最後になるが、調査に協力いただいた事業者の方々には、植物工場業界及び日本の農業界の発展のため

に、快くご教示をいただいた。末筆ではあるが、心より御礼申し上げたい。 
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第４章 異業種参入によるアグリビジネス 

―  安定経営の処方箋 ― 

コンサルティング部 副主任コンサルタント  周 旋 
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１．はじめに 

農業の主体は、農家と 1 万社超の「農地所有適格法人（旧農業生産法人）」を含めた農業経営体である。本

稿はそれ以外の企業または経営体を「異業種（企業）」と定義する。近年、消費財・小売りセクターをはじめ、素

材・資源、産業インフラ・サービスセクターなど、異業種からのアグリビジネスへの参入が増えつつある。農機

や農業資材などのアグリ関連事業に参入する企業もある一方で、野村アグリプランニング＆アドバイザリーで

は、直接、農産物の生産事業に進出している異業種企業に注目している。農業人口の減少や就農者の高齢

化が進んでいる中、これまでの農業を一新する「インダストリアル農業（農業の工業化）」の担い手として、他産

業の技術やマーケティングなどの経営ノウハウを有する異業種企業に期待が集まっているからである。 

しかし、各種統計から見ると、生産、栽培事業といった一次産業に参入した企業の黒字を確保している比率

は全体の 30%にとどまっている。そもそも安定経営さえできていなければ、衰退している農業を救うことも期待

できまい。そのため、本稿では、生産や栽培といった一次産業に参入（以下、農業参入と言う。）した企業を対

象にし、取組事例を挙げながら、安定経営に向けた処方箋を提示することとしたい。 
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2．異業種参入を取り巻く業界環境 

（1）担い手と農地の減少 

周知のように、人口減と共に日本の就農人口も年々減少している。農林水産省の「農林業センサス」や「農

業構造動態調査」によると、2017 年の就農人口は 182 万人と、2010 年の 260 万人と比べ 4 分の 1 以上減少

した。主要 5 ヵ国（G5）の中では、日本の就農人口比率はまだ高い方であるが、欧米の大規模生産と違って、

日本の場合、自給的農家の比率が多く、就農人口の減少によってもたらされる農業生産性の低下が特に深刻

となる。また、新規自営就農者の増加数は、直近 7 年間では毎年約 4.7 万人にとどまっている。そのうち 4 分

の 3 は 49 歳以上である。2015 年時点で日本の就農人口の平均年齢はすでに 67 歳を超えており、基幹的農

業従事者の約半数を70 歳以上が占めている。今後、人口減や高齢化により加速する農業の担い手不足が

懸念される。 

また、日本の農地面積は、現在、宅地等への転用や荒廃農地の発生等により、農地面積がピークであった

1961 年に比べて約 159 万 ha 減少した。また、耕作放棄地面積は、年々増加し、2015 年には 42 万 3 千 ha と

なった。農林水産省農村振興局が 2014 年に実施した「耕作放棄地に関する意向及び実態把握調査」による

と、耕作放棄により荒廃し、通常の農作業では作物栽培が不可能となっている荒廃農地の発生原因は、「高

齢化、労働力不足」が最も多くて全体の 23%、次いで「土地持ち非農家の増加」が 16%、「農産物価格の低迷」

が 15%となっている。2002 年に実施した同調査においても、「高齢化、労働力不足」、「価格の低迷」、「農地の

受け手がいない」が主な原因としてあげられており、荒廃農地の発生原因に大きな変化はみられない。そのた

め、かなり思い切った政策を打ち出さない限り、足元の耕作放棄地の増加傾向に歯止めをかけることは難しい

ものと考えられる。 

 

（2）農地法の改正 

2000 年に、株式の譲渡制限付きの条件ではあるものの、株式会社形態での農業生産法人の設立が認めら

れることになって以降、一般法人の農業参入に関する規制緩和が進んでいる。3 年後の 2003 年には構造改

革特区において、一般法人が農地リース方式で農業参入することが可能になった。また、2005 年には「農地

法」と「農業経営基盤強化促進法」が改正され、一般法人は市町村の定めた区域において、農業生産法人資

格を取得せずに農地を賃借し、土地利用型農業に参入することが可能となった。そして、2009 年と 2015 年

に、改めて農地法が改正され、企業に対する農業参入の規制がいっそう緩和された（図表 1 参照）。 
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図表 1 農地法改正の主な内容 

項目 2009 年改正前 
2009 年の改正 

（2009 年 12 月施行） 

2015 年の改正 

（2016 年 4 月施行） 

呼称 農業生産法人 同左 農地所有適格法人 

法人形態 
株式会社（非公開会社限定）、

持分会社又は農事組合法人 
同左 同左 

事業要件 
売上高の過半が農業（販売・

加工等を含む）  
同左 同左 

面積 
農地を取得する際の下限面積

（都府県 50a 北海道 2ha）  
地域の実情に応じて自由に設定  同左 

議決権  

1 構成員当たりの出資制限 10

分の 1  

農業関係者以外の者の総議

決権が 4 分の 1 以下 

1 構成員当たりの出資制限 10 分

の 1 を廃止し、4 分の 1 以下まで

出資可能に変更また、食品関連企

業等からの出資は 2 分の 1 未満

まで可能に 

農業関係者以外の者の総議決

権が 2 分の 1 未満 

構成員  

農業関係者以外の者は、関連

事業者（法人と継続的取引関

係を有する者等）に限定 

同左 

農業関係者以外の者の構成員

要件を撤廃（法人と継続的取引

関係がない者も構成員となること

が可能）  

役 員 

役員の過半が農業（販売・加

工を含む）の常時従事者であ

ること、また、その過半が農作

業に従事すること 

同左 

役員又は重要な使用人（農場長

等）のうち、1 人以上が農作業に

従事すること 

農地の 

貸借期間 
上限 20 年 上限 50 年に延長 同左 

農地転用 
病院、学校等の公共施設への

転用は許可不要 

病院、学校等の公共施設への転

用についても協議制へ（厳格化）  
同左 

（出所）各種資料より野村アグリプランニング＆アドバイザリー作成 

 

（3）農業の「国家戦略特区」の新設 

農地法の改正のほか、「国家戦略特区」の新設も異業種の農業参入を促した要因である。「国家戦略特区」

では、民間金融機関からの円滑な資金供給を目的とする「国家戦略特別区域農業保証制度」（「アグリ特区保

証制度」）や、農地転用規制について特例措置を実施するなど、企業が農業に取り組みやすい環境整備を後

押しした。その結果、2016 年 3 月末時点で、新潟市で 9 法人、養父市で 11 法人、愛知県常滑市で 2 法人（図

表 4）が本特区を活用して農業に参入している。 
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                図表 2 「国家戦略特区」における主な農業分野の特例措置 

 

（注）：愛知県については，常滑市のみで②～⑤の事業，制度が利用可能である。 

（出所） 「農業分野に関する国家戦略特区の取組み」 石田一喜 農林金融 2016・12 

 

                   図表 3 農業の「国家戦略特区」の参入企業リスト 

新潟市 養父市 常滑市 

㈱ローソン 

㈱新潟麦酒 

㈱新潟クボタ 

㈱ＷＰＰＣ 

㈱セブンファーム新潟 

㈱ａｒｓ－ｄｉｎｉｎｇ 

㈱アイエスエフネットライフ新潟 

東日本旅客鉄道㈱ 

㈱ひらせいホームセンター 

 

㈲新鮮組 

㈱近畿クボタ 

吉井建設㈲ 

オリックス㈱及び 

やぶパートナーズ㈱ 

ヤンマーアグリイノベーション㈱ 

㈱姫路生花卸売市場 

㈱マイハニー 

㈱アグリイノベーターズ 

㈱トーヨーエネルギーファーム 

山陽 Amnak㈱ 

福井建設㈱及び㈱オーク 

㈱ブルーチップファム 

㈲デイリーファム 

 

（出所）「国家戦略特別区域会議」2017 年 5 月 16 日 
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3．異業種参入の現状 

（1）異業種参入の状況 

2009 年から 2016 年 12 月末現在まで、農業参入した一般法人数は 427 法人から 2,676 法人と改正前の約

6.3 倍になった。そのうち、株式会社形態の参入数が 1,677 法人で全体の約 63%を占めている。 

 

図表 4 農業参入した一般法人数の推移 

 

（出所）農林水産省資料 

 

また、参入企業の業種も多岐に亘り、従来から意欲の高かった食品関連業ばかりでなく、「食」分野に携わ

っていない建設業、サービス業、医療・福祉業などの様々な業界から農業に参入している。農林水産省の統

計によると、2016 年 12 月末時点で、建設業の参入社数は 335 社、製造業 102 社、「食」分野に携わっていな

い参入企業は約 1,500 社に上る（図表 5）。なお、図表 6 に、上場企業の参入リストを掲載した。 

図表 5 参入企業の業種別割合 

                  
 

（出所）農林水産省資料（2016 年 12 月末時点） 
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 図表 6 上場企業の主な農業参入リスト（業種別） 

業 種 企業名 生産品目 参入年 

素材・資源 

JFE ホールディングス サラダ菜等 1984 

日本たばこ産業（JT）※ 野菜 1996 

オムロン※ トマト 1997 

三菱化学 野菜 2008 

ツムラ 生薬 2009 

ノーリツ鋼機 葉物類 2009 

日清紡ホールディングス 食品原料、培地開発 2010 

東亞合成 トマト・ナスの苗、葉物類 2011 

住友化学 コメ、野菜 2011 

三協立山 葉物類 2011 

王子ホールディングス 葉物類 2013 

ネクス トマト等 2014 

セーレン ミニトマト 2014 

ローム イチゴ 2014 

ナカバヤシ 葉物類 2014 

日本山村硝子 葉物類 2014 

昭和飛行機工業 低カリウムレタス 2014 

資生堂 薬草 2015 

三菱ガス化学 葉物類 2017 

産業インフラ・サービス 

セコム ハーブ 1989 

三井物産 穀物 2007 

神戸物産 野菜全般 2008 

双日 マグロ、トマト 2008 

大成建設 葉物類 2009 

豊田通商 パプリカ 2009 

クボタ 野菜類 2010 

エア・ウォーター トマトなど 2010 

藤田エンジニアリング 葉物類 2011 

TDK 葉物類 2012 

西松建設 葉物類 2013 

東急建設 パプリカ 2013 

日 伝 葉物類 2014 

三井不動産 葉物類 2014 

岡谷鋼機 トマト 2014 

大林組 トマト等 2015 

稲畑産業 果樹 2016 

ヒューリック 花、野菜、果物 2017 

昭和コンクリート ほうれん草 2018 

運輸・公共 

西部ガス 葉物類 2007 

JR 東海 葉物類 2009 

JR 東日本 野菜全般 2009 

九電工 オリーブ 2010 

中電工 イチゴ、観光農園 2010 

JR 九州 野菜類、鶏卵 2010 

近畿日本鉄道 野菜類 2011 

阪急阪神ホールディングス トマト 2012 

京王電鉄 葉物類 2013 

エージーピー 低カリウムレタス 2013 

東京急行電鉄 オリーブ 2013 

日本郵船 葉物類 2014 

センコン物流 葉物類等 2014 

日本通運 たまねぎ等 2015 

小田急電鉄 高糖度ミニトマト 2016 
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業 種 企業名 生産品目 参入年 

自動車・住宅 
ユニバンス いちご 2013 

スズキ レタス、ブロッコリー 2015 

消費財・小売り 

サイゼリヤ 野菜・米 2001 

ファーストリテイリング※ 野菜・米・卵 2002 

ワタミ 野菜、牛 2002 

H2O リテイリング 小松菜など 2003 

モスフードサービス トマト 2003 

エー・ピーカンパニー 鶏 2006 

オリエンタルランド 野菜類 2007 

イトーヨーカ堂 野菜 2008 

大戸屋※ 野菜 2008 

ゼンショー 牛 2008 

小津産業※ 葉物類 2009 

イオン 野菜類 2009 

トーホー 野菜類 2009 

吉野家※ たまねぎ等 2010 

ローソン 減農薬野菜など 2010 

阪急阪神ホールディングス 葉物類 2012 

コロワイド 葉物類 2012 

大黒天物産 野菜 2012 

平和堂 葉物類 2013 

いなげや 野菜類 2013 

フジ 野菜、果樹 2013 

バロー ブナシメジ 2013 

サンマルク 葉物類 2014 

壱番屋 葉物類 2014 

ヤマザワ 野菜類 2014 

ヤオコー 野菜 2016 

シダックス 野菜全般 2016 

タケエイ 高糖度トマト 2016 

フジオフードシステム 野菜 2016 

生活必須品・ヘルスケア 

キユーピー 葉物類 1998 

カゴメ トマト 1998 

キューサイ（2007 年非上場化） ケール 1998 

メルシャン ぶどう 2003 

ヱスビー食品 葉物類 2005 

フジッコ 野菜類 2010 

日本甜菜製糖 てん菜 2013 

金融サービス 

プロミス 野菜 1997 

野村ホールディングス トマト、野菜 2011 

オリックス 葉物類 2014 

三井住友銀行 米 2016 

鹿児島銀行 タマネギ 2016 

イチネンホールディングス ミニトマト等 2016 

エレクトロニクス・情報通信 

大和コンピューター メロン、トマト 2011 

富士通 低カリウムレタス 2013 

東芝※ 葉物類 2014 

沖縄セルラー電話 葉物類 2014 

パナソニック 低カリウムレタス等 2015 

（注）※は既に同事業から撤退した企業 

（出所）各種資料より、野村アグリプランニング&アドバイザリー作成 
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（2）異業種参入の目的 

日本政策金融公庫が 2012 年に実施したアンケートをみても、企業（異業種に限らない）の農業参入の狙い

として、「地域貢献」（58%）、「経営の多角化」（50%）に次いで、3 番目に「本業商品の高付加価値化・差別化」

（49%）が挙がっている。「地域貢献」が回りまわって、企業価値の向上に繋がる可能性があることは否定しない

が、その効果が出るまでには相当の時間を要すると考えられる。それよりも、食品加工や小売、外食といった

「食のバリューチェーン」※の川中・川下にある企業にとって、農業参入は「原料の確保」、「本業商品の高付加

価値化・差別化」という効果が狙いだと考えられる。 

例えば、ファーストフードのモスバーガーを展開する㈱モスフードサービスでは、モスバーガーで使う生野菜

はすべて国産品として、本業商品の高付加価値化・差別化を図っている。同社では、1 年を通じて鮮度の高い

野菜を安定的に調達できるように、2006 年に農業生産法人「サングレイス」を設立して農業参入した。現在、7

農場（2017 年 12 月末時点）を展開しており、生産技術の向上や規模の拡大によって、モスフード社が取り扱う

野菜類の 3 割の「原料の確保・提供」の実現を目指している。 

コンビニエンスストア大手の㈱ローソンは、2010 年に「ローソンファーム千葉」を設立して農業参入している。

第一弾商品として、小松菜を関東の生鮮コンビニ「ローソンストア 100」を中心に約 900 店舗に出荷して以来、

キャベツ、白菜、大根、ニンジン、トマトと栽培品目を増やし、2017 年 12 月現在、全国 23 ヵ所で農業事業を展

開している。㈱ローソンは農業参入によって、生鮮コンビニ「ローソンストア 100」にて、一年を通じて、青果を税

抜 100 円で提供するための調達網を構築した。いわば、自社グループでのコア商品の確保（「原料の確保」）

である。また、自社農場だけでなく契約農場からの調達を含めて「生産者の顔が見える青果」宣言を謳うこと

で、「本業商品の高付加価値化・差別化」も実現している。 

一方、「本業が食のバリューチェーン上にはない企業」グループの農業参入の狙いは、新たな収益機会の

獲得にあるものと考えられる。その際、本グループの多くは、「本業の技術やノウハウの活用による農業のイノ

ベーション」を農業参入における一つの戦略手段と捉えている。「6 次産業」の提唱者として知られる日本の農

業経済学者である今村奈良臣（いまむらならおみ）氏は、シュンペーターが提唱したイノベーションについて、

農業においては次の 5 つのパターンに読み換えることができると述べている。 

①新しい製品の創造 

②新しい生産方式の取り入れ 

③新しい販売経路、市場の開拓 

④原材料と半製品の供給の源の獲得 

⑤新しい組織の形成 

こちらのグループは、「本業が食のバリューチェーン上にない企業」だからこそ、農業にイノベーションを起こ

すことができるノウハウを数多く持っているものと考えられる。例えば、川上の生産段階に参入によって新しい

生産技術を開発するだけでなく、生産段階におけるイノベーションが、川中の流通システムや加工技術等のイ

ノベーション、また、川下の小売システムや外食サービスのイノベーションにも繋がる可能性を秘めている。ま

さに、食のバリューチェーン（価値連鎖）の体現である。こちらのグループについてはまだ成功事例は少ない

                                              
※ 「食のバリューチェーン」とは、川上の農林水産物の生産から、川中の加工・流通、川下の小売や外食等のサービスまでの

食に関する一連の流れや価値連鎖のことを指している。 
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が、「本業の技術やノウハウの活用による農業のイノベーション」という狙いを実現することによって、農業生産

そのもので利益を獲得できるようになることが期待される。 

ここまで述べてきた内容を整理したい。「本業が食のバリューチェーン上にある企業」の参入目的は、原料価

格の高騰や食に対する安全・安心意識が高まる中、安定的な「原料の確保」や「本業商品の高付加価値化・差

別化」などであった。その一方、「本業が食のバリューチェーン上にはない企業」の参入目的は、政府による農

業の成長産業化に向けた大規模経営や農商工連携が推進される中、「本業のノウハウ活用による農業のイノ

ベーション」を通じた新たな収益機会の獲得であった。自社技術を活用した植物工場や農業での ICT（情報通

信技術等）どの分野に注目している企業も少なくない。 

ここで、「本業が食のバリューチェーン上にはない企業」の成功事例として、トヨタグループの総合商社の豊

田通商㈱を取り上げたい。同社の売上構成比は、金属とグローバル生産部品、化学品、自動車関連産業分

野で全体の 80%以上を占めている。同社の農業参入は、いわば完全な異業種参入と言える。 

同社は、2009 年に、宮城県栗原市で地元農家と農業生産法人ベジ・ドリーム栗原を設立して農業参入し

た。生産商品として、当時、国内消費量の実に 96％をオランダや韓国など海外輸入に依存するパプリカに着

目し、パプリカの生産を開始した。その結果、現在、パプリカの生産量では国内最大規模の事業者となってい

る。同社はその後もパプリカの栽培経験や生産分野のノウハウを活かし、複数の商品分野にもチャレンジし

た。例えば、2015 年秋に、従来種米と比較して最大 1.5 倍の収穫量とおいしさを両立できる新品種米「しきゆ

たか」を市場に投入した。 

新しいビジネスとしてアグリ産業に参入した同社は、トヨタの管理方式をはじめとする自社の強みを持ち込

んだ他、ＩＴの活用や農法の見直し、また、農業資材の最適化などに取り組んだ。これらの取組により、同社で

は、従来の生産コストの 4 割削減の目標を掲げた。農業参入について同社では、「ベジ・ドリームは、商社の

農業ビジネスとして生産部分にのみスポットが当たりがちであるが、事業全体として当社が担っている機能は

流通であると考える。生産事業から得る直接的メリットだけでなく、ビジネスモデルを広い視野でとらえれば、

豊田通商としてトータルで得るメリットは決して小さくない。」と述べている。 

その他の成功事例として、産業用ガス大手のエア・ウォーター㈱がある。同社は、植物の生育には二酸化

炭素が必要で、同社が有するガス事業のノウハウを農業分野で活かせると考え、2009 年、農業生産法人

（株）エア・ウォーター農園を北海道で設立し、トマト栽培に取り組んだ。その後、生産事業の他地域への展開

の他、流通や小売事業にも進出し、2017 年 3 月期の農業・食品事業の売上高を全体の 18%を占めるまでに

成長させた。 

このように、企業経営のノウハウの活用により農業分野の生産性を向上させ、本業との相乗効果を狙って

取り組む異業種企業の成功事例が、少しずつ散見されはじめている。 
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４．農業参入の課題 

本章では、農業参入した異業種企業の経営状況を把握し、その課題を整理したい。 

日本政策金融公庫が 2012 年に、全国の農業参入企業向けにアンケート調査を実施しているが、回答した

138 社のうち、黒字を確保した企業は全体の 30%に止まる結果であった。また、黒字化までの見込み期間が

4.0 年であるのに対し、実際に黒字化までに要した期間は 4.9 年と、計画と比較して黒字化するまでに約 1 年

長く時間を要している。このほか、経済成長フォーラムも 2013 年に、企業経営者を対象に農業参入に関する

アンケート調査を実施した（全回答数 280 社、うち参入（検討を含む）企業 70 社）。その結果、農業事業全体で

黒字を達成している企業は 33.3%であった。 

いずれの調査結果においても、農業参入企業で黒字を確保できていない企業が 7 割前後となっている。ま

た、直近注目を集まっている人工光型植物工場については、日本施設園芸協会（東京・中央）の調べでは、人

工光で栽培する植物工場の数は、17 年 2 月時点で全国に 197 カ所と 11 年の約 3 倍に増えた。だが、黒字の

植物工場は全体の約 2 割にとどまっている。同調査の各企業への調査では、農業参入前の主な課題として、

「農地の確保」や「労働力の確保」等を挙げており、また、参入後は、「販路の開拓」や「生産技術の習得」等が

挙がっている。特に、参入後の 2 つの課題は、約半数の企業が大きな課題として認識されていることが分かっ

た。 

また、やや古いデータだが、農林水産省によれば、2003 年から 2009 年までに農業参入した企業 436 社の

うち 112 社、約 4 分の 1 が撤退したとのことである。近年でも、農業から撤退した企業の例は枚挙にいとまが

ない。本来、採算の合わない事業から撤退する経営判断は批判されることではないが、農業の場合は農地を

はじめとする地域資源の利用度合いが高く、地域の雇用等への影響が深刻となることから、撤退はそう容易

ではない。農業参入する企業には、事業の継続性を重視した準備とその覚悟が望まれる。 

以上、各社の調査を通じて、農業そのものの経営状況は厳しく、撤退する企業も多いことが分かる。また、

農業参入の課題として、「農地」や「人材」、「販路」、「生産技術」のそれぞれの確保が重要だと考えられる。 

 

図表 7 主な撤退企業リスト（上場企業） 

企業名 参入年 撤退年 生産形態 取扱品目 

日本たばこ産業 1996 年 2003 年 露地栽培 野菜 

オムロン 1997 年 2002 年 植物工場 トマト 

ファーストリテイリング 2002 年 2004 年 露地栽培 野菜・米・卵 

大戸屋 2008 年 2015 年 植物工場 野菜 

小津産業 2009 年 2011 年 植物工場 葉物類野菜 

吉野家 2010 年 2017 年 露地栽培 タマネギ等 

東 芝 2014 年 2016 年 植物工場 葉物類野菜 

（出所）各種資料より野村アグリプランニング&アドバイザリー作成 
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５．異業種参入のブレークスルーポイント 

それでは、異業種の農業参入にあたり、経営上の課題、そして黒字の実現に対して、どうすればよいのか。

ブレークスルーポイントは、主に、（1）関係者との融合・連携、（2）商品の差別化・オリジナル性の追求、（3）独

自販路の構築、になると考える。そして、これらを基に、企業独自のビジネスモデルをつくりあげることが肝要と

なる。上記 3 点について、以下、概述したい。 

 

（1）関係者との融合・連携 

①自治体・JA や既存農家との融合・連携  

企業の農業参入の課題である「農地の確保」や「労働力の確保」、「農業生産技術の習得」といった課題を

解決するには、自治体や JA、または既存農家との連携が一番の近道である。 

「農地の確保」に向けては、言うまでもなく、自治体との連携が不可欠である。幸い、異業種の農業参

入を歓迎している自治体は多い。例えば、いしかわ農業総合支援機構は、企業への働きかけから、農地

のあっせん、初期費用の補助、人材確保までをワンストップで担うことで、企業誘致を進めている。北海

道庁も、昨年 4 月に庁内にワンストップ窓口を設置し、農業参入を希望する企業と企業経営のノウハウを

生かしたい農業生産者を仲介している。 

また、「労働力の確保」や「農業生産技術の習得」に向けては、JA や既存農家との連携が必要となる。

農業の多くは、年間を通じて労働力が必要ではなく、播種や定植の時期、そして収穫の時期に多くの人

手を要する。利幅が決して大きくない農業において、余剰人員を常に確保しておくわけにはいかない。労

働人員を融通し合う仲介者的な存在が地域 JA だ。また、農業生産技術は、地域の気候・気象条件、ま

た、土壌などにより異なる。その地域で長く営農している農業者の英知を共有させてもらうことがよい。 

例えば、建設業の大林組は、2016 年から農事組合法人和郷園と提携し、約 2,000 平米の太陽光型植物工

場でミニトマトを栽培している。同農事組合法人から栽培技術の指導を受けることによって、「農業生産技術の

習得」という課題の解決を図っている。 

なお、特に、「原料の確保」という狙いのある「食のバリューチェーン」の川中・川下にある企業にとって

は、農業を通じて地域に溶け込むことで、地域内の多くの農業者との「契約栽培」が実現する可能性もある。

「原料の確保」という当初目的が、早期に実現する副次的な効果も期待できる。 

 

②他社との連携 

 新規ビジネスとして農業に参入する「食のバリューチェーン上にはない企業」については、加工や販売

を行う二次・三次事業者との間で、安定的な取引を確保できる連携が望まれる。ここでいう「連携」は、川上に

も川下にも十分な利益がもたらされるような関係のことを指す。すなわち、お互いが相手の担う役割を尊重す

る関係が構築されることが望まれる。特に異業種は、お互いの経験やノウハウ、ネットワークを活かすことによ

り、相乗効果（シナジー）が生まれる可能性があり、双方にとっての収益の拡大を図ることにつながる。 

 

（2）商品の差別化・オリジナル性の追求 
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「本業が食のバリューチェーン上」のカゴメや資生堂、壱番屋は、生産した農産品を自社商品の原料として

用いることで差別化を図ることができる。しかし、「本業が食のバリューチェーン上にはない企業」は、自社で食

に関係する“出口（販売先）”を有しておらず、商品の差別化は容易ではない。ポイントは、市場ニーズを把握し

た上で生産品目を選定し、そして、市場がニッチであってもオリジナル商品の開発を心がけることである。 

例えば、植物工場でケール、ハーブ等の葉物野菜を生産している日本山村硝子社が挙げられる。当社はス

ーパーからの指摘やニーズ等に対して、作物の品質改善・改良を行い、今では、その野菜は惣菜原料に多く

使われている。また、従来、青汁の主原料とされていたケールについて分析を重ねると、一定の大きさに育っ

た段階で、強いエネルギーを持つ青い光の比率を高めることで、ストレスから有害な活性酸素を発生させ、さ

らにこれを分解するためにポリフェノールを多めに生み出すことが分かった。その結果、栄養価を高めながら

苦みと硬さを抑えたケールを開発した。本商品で、2016 年前後からオイシックスとの取引が始まり、サラダに

するといったレシピ提案をすること等によりさらに好評を受け、現在では、注文に生産が間に合わない状況で

ある。同じくハーブについても、栽培を始めた頃は、柔らかく、香りも弱かったが、改良を重ね、商品の差別化・

オリジナル性を追求することによって、今では安定的な取引先を確保することができている。 

 

（3）独自販路の構築 

「販路の開拓」はほぼすべての農業参入企業の課題である。特に、「本業が食のバリューチェーン上にはな

い」企業の販路については、大きな課題となる。異業種企業が本業で有するネットワーク等を活用し、強固な

販路と多様な販売チャネルの確保が鍵となる。 

現在の農産物の国内流通は主に JA や卸売業者への出荷、または量販店や直売場等の小売市場、加工

会社への直接出荷に分かれる。現在、約 6 割の農業経営体の主な出荷先が JA となっている。JA と強固な

関係を築き、出荷条件をよりよくすることも、一つの経営戦略である。一方、リスク分散には、多様な販売チャ

ネルを構築が不可欠だ。その際、川下の小売／レストラン事業者との直接取引が期待されるものの課題は山

積する。例えば、小規模生産の場合、大手の小売業者の場合、出荷量や規格、そして信用の面で障壁が高

い。さらに、農業は特殊産業が天候や気候に影響を受けやすく、工業製品と異なり、農産物の出荷量も不確定

性があることから、出荷契約により出荷義務に縛られると経営上のリスクにもなる。このため、現在多く採用さ

れている施設園芸や人工光型植物工場のような環境制御された生産形態にて、安定的に出荷できる体制を

整えていくことも検討されよう。 

一つの事例を挙げると、地下鉄事業を運営している東京地下鉄は、メトロ開発㈱と共同で、東西線の西葛

西駅～葛西駅間の高架下の人工光閉鎖型植物工場を設立し、レタスを生産している。同社が選んだ販売先

はホテルである。同社は地下鉄事業という完全な異業種から農業に参入し、2015 年 1 月からフリルレタス、グ

リーンリーフレタス、コスレタス、バジル、サンチュ、ロメイン、ベビーリーフ類などの栽培から始めた。「とうきょう

サラダ」というブランドで出荷し、地産地消の流れに乗り、「東京産」が評価されている背景もあった。2017 年 1

月時点で、収穫量は日産 400 株程度である。生産量が限られるため、この規模で採算を確保しようとした場

合、出荷単価を高くせざるを得なかった。そこで、同社は、都内の高級ホテルに主ターゲットを絞り、交渉を重

ね、今や、シェラトン・グランデ・トーキョーベイ・ホテルやストリングスホテル、ヒルトンホテルお台場、コンラッド

東京等と契約し出荷している。この取引の背景には、同社が有するブランド力や本業でのネットワークがある

かもしれない。しかし、実はそれらこそが、異業種企業にとって、農業事業における立派な経営資源でもある。 
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このほか、農業参入した企業の他には、まだ小規模ではあるが、EC サイトを立ち上げるケースが増えてき

ている。生鮮の EC 分野は、直近ではアマゾン・フレッシュの参入が記憶に新しいが、農産物専門のプラットフ

ォームなども次々と立ち上がっており、新たな流通網として急成長している。JA や卸売市場、小売/レストラン

という伝統的な販路だけに依存することなく、異業種企業には、本業で有するネットワークやノウハウ、または

技術などを活用して、このような新しい販売チャネルの開拓（構築）が期待されている。農産品の流通改革が

進んでいる中、EC ビジネスをはじめ、成長が著しい中国マーケットや東南アジアへの輸出ビジネスなども注目

されている。 
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６．今後のロードマップ 

本章では、前章で述べた3つのブレークスルーポイントを、農業参入した企業がどう実施していくべきかにつ

いて、ロードマップとアクションプランを検討する。 

まず、ロードマップの時間軸を検討する。農業に参入した異業種企業の黒字化までに要した平均期間が4.9

年であることを鑑みて、「参入前」と「前期（参入後3年間）」、「中期（4～5年）」、「長期（同5年以降）」という4つ

の時間軸を設定する。 

その上で、ロードマップに沿ったブレークスルーポイントのアクションプランを検討する。 

第一に、「関係者との融合・連携」であるが、参入前には、優良農地と農業人材のそれぞれの確保に向け

て、自治体を中心とする関係者との連携が求められる。前期は、農業技術の習得の他、農業人材の育成のた

め、地元のJAや農業者との連携を通じて、まず、事業のベースとなるモノづくりが行える体制を築くことに全力

を注ぐ必要があろう。そして、中期は、マネジメント人材の育成が必要となってくる。企業の中核となる人材を、

自治体やJAなどが主催する勉強会や意見交換会、バイヤー商談会などに積極的に参加させ、組織の磨き込

みを図る時期である。最後に、長期については、隣接する産地など、他産地との連携を行いながら、事業を面

で展開する素地をつくり込んでいくことになろう。参入前から一貫して共通しているアクションとして、「地域への

配慮」がある。農業は地域性が強い事業であり、地域関係者との「共創」の考え方が不可欠だ。その意味で

は、 

 

図表8 今後のロードマップとアクションプラン 

行動計画 参入前 
前期 

（参入後 3 年間） 
中期 

（参入後 4～5 年間） 

長期 

（参入 5 年後） 

関係者との融合・連

携 
 

優良農地の入手 

農業人材の確保 
地域への配慮 等 

農業技術の習得 

農業人材の育成 
地域への配慮 等 

マネジメント人材

の育成 
地域への配慮 等 

他産地との連携 

地域への配慮 等 

商品の差別化・ 
オリジナル性の追求 

生産品目の選定 
マーケティング調

査 等 

安定的な栽培 
商品品質の向上 

等 

ブランド形成 等 
 

加工商品の検討 

マルチブランド等の

開発 等 

独自販路の構築 マーケティング、 
テスト出荷 等 

試行錯誤 
コア販路の開拓 
等 

コア販路の構築 
販路の多様化 等 

販路の取捨選択 
等 

全体・その他 事業計画の作成 

（事業ビジョン、
経営資源の洗い
出し等） 等 

黒字の実現 等 黒字の維持 

本業との相乗効果
の実現 等 

他地域または他領

域での事業展開 
等 

（出所）野村アグリプランニング＆アドバイザリー 
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企業だけが儲かる発想ではなく、当該地域が活性化する考え方でなければ、農業事業の成功はみえにくい。 

第二に、「商品の差別化・オリジナル性の追求」である。参入前は生産品目の選定に向けて、マーケティング

調査を重ねることとなる。参入地域を限定している場合であれば、当該地域の現状の生産品目を調査すること

ろから始めなければならない。その考え方は二つで、一つは、既存作物の付加価値化で、もう一つは既存作

物とのバッティング回避である。前者は既にその地域で生産されている作物について、参入する異業種企業

のノウハウなどを用いて商品の付加価値化に貢献する考え方である。また、後者は、異業種参入を地域関係

者から歓迎してもらえるよう、あえて既存作物には触れない考え方である。その実行は個々の参入企業が有

するノウハウや参入地域によって判断しなければなるまい。参入前期は、商品の安定生産と品質の向上に磨

きをかける時期で、参入中期は、そのブランド形成に全力を注ぐ時期である。長期には、販路と収益の多様化

を目指し、加工商品やそのマルチブランドの商品開発に取り組むことになろう。 

第三に、「独自販路の構築」である。参入前は、可能性のある販路先へのヒアリングなどのマーケティング調

査と、試験生産ができる環境にあるならば、そのテスト出荷である。参入前期は、まずは、試行錯誤しながら、

中核となる“コア販路”の開拓に注力する。もちろん、コア販路を確保するためには、基本、良い商品がなけれ

ばならない。この時期は生産に没頭している時期でもあり、販路についてはどうしても試行錯誤せざるを得な

い。参入中期には、良い商品ができ、確固たるコア販路を構築したい。それと同時に、リスクヘッジの観点か

ら、販路の多様化も押し進めるべきである。その際、前述したように、伝統的な販路に縛られることなく、その

企業独自の経営資源に基いた、新たな販路形成の検討が期待される。長期には、構築した販路の取捨選択

を行いながら、採算性または効率性を改善することに注力する時期だ。 

全体事業の推進に向けたアクションプランとしては、参入前には事業計画の作成、そして、参入前期内に黒

字化、参入中期は黒字の維持、最後に、参入長期には他地域・他領域への事業展開が計画される。特に重要

なのは、参入前の事業計画の作り込みである。外部環境や内部環境を整理した上で、ビジネスモデルの組み

立て、そして、数値計画を取りまとめなければならない。その中でも、内部環境の分析は事業計画のキモだ。

事業ビジョンの設定や経営資源を洗い出すことがこのタスクの要諦となる。事業ビジョンは農業事業を通して

成し遂げる将来像であり、農業参入の目的にもつながる。農業事業は IT や金融のように、決して利幅が高い

ビジネスではない。また、自然環境や相場に左右されやすく、事業リスク（売上変動に伴う利益の振れ幅）も大

きい。そのため、赤字に陥りやすい。参入前の段階で事業ビジョンが確立していなければ、赤字が続く状況、ま

たはなかなか黒字転換しない際、参入元の経営者からは事業撤退の意思決定を進めてしまうことにつながろ

う。また、経営資源の洗い出しは、異業種参入が農業事業に貢献できる価値の洗い出しとも言える。既存農業

者はもちろん、同業他企業との差別化にもつながる重要なポイントである。 
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７．おわりに 

日本農業が危険な状況に陥っていることは間違いない。国内総生産（GDP）に占める農業（林業、漁業含む）

の割合は 1.1%と極めて低い水準に落ち込んでいる。この状況は、産業構造の観点から見た「ペティ・クラーク

の法則」、いわゆる労働人口が一次産業から二次産業、三次産業へ移行することが必然で、産業構造の高度

化ともいえるが、このままでは専業農家が消えてしまう可能性も十分考えられる。これまでのところ、日本で食

料が入手できないという状況は戦後ないが、「買いたくても買えない」という状況に、いつ陥るかはわからない。

2005 年後半以降の世界的な資源価格の高騰の際、食料需給の逼迫に伴い、各国が食料の輸出規制を行う

などの保護主義的な動きを強めたことは記憶に新しい。特に、食料輸入のシェアが相対的に高い我が国の場

合は“食料安保”問題も抱えていることは自覚しておく必要がある。 

その意味では、異業種企業からの農業参入は、地域農業の担い手として、また、21 世紀型のアグリビジネ

スに挑戦する主要なプレーヤーとして、大いなる期待が寄せられている。一方で、事業を継続していくために

は、農業事業の黒字化は必須だ。その鍵は、異業種企業が培った経営資源にある。すなわち、企業が農業事

業における最大の武器は、本業で培った技術力やネットワーク力、そして経営ノウハウである。これから農業

へ参入する企業だけでなく、既に参入している企業も含めて再認識してほしい。自社の経営資源を活用して、

そして、地域関係者と「共創」しながら、日本農業の新たなビジネスモデルづくりに挑戦する企業が一社でも増

えることを期待したい。 
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第５章 農林水産物の新用途開発ビジネス 

― バイオ燃料の産業化に向けた処方箋 ― 

コンサルティング部長  佐藤 正之 
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１．はじめに 

農林水産物の用途は、大きく「ヒトの食料・飲料」と「ヒトの食料・飲料以外」の 2 つに分けて考えられる。 

「ヒトの食料・飲料」では、料理（小売店における惣菜等を含む）の原材料、加工品（ジュース、ジャム、ジェラ

ート、調味料、アルコール、サプリメント等）の原材料等が挙げられる。6 次産業化や農商工連携の事例として

取り上げられるものの大半は、こちらに属する。 

一方、「ヒトの食料・飲料以外」では、バイオエタノールに代表されるバイオ燃料の原料、シードオイル等の化

粧品の原料、漢方薬等の医薬品の原料、染料の原料、バイオプラスチックに代表される新素材の原料、繊維

製品の原料、飼料・餌、肥料等と用途は多岐に亘る。農林水産物が「ヒトの食料・飲料以外」の原料等に使用

されること自体は昔から行われており、ある程度大きな産業となっているのは、紙・パルプ、木造住宅等の建

築資材、家具等の工芸品、綿・絹・羊毛といった繊維製品、医薬品、化粧品、花卉、ペット用の動物等が挙げら

れる。その一方で、「バイオ燃料の原料」や「新素材の原料」に関しては、まだ産業化以前の状況にある。しか

しながら、今後、食料需要の増加が見込まれる新興国と違い、日本の場合は食料需要の減少が見込まれるこ

とから、日本の農林水産業の活性化という観点から「バイオ燃料の原料」や「新素材の原料」の産業化は意義

がある。 

上記を踏まえ、本稿では、「ヒトの食料・飲料以外」の中から「バイオ燃料の原料」に焦点を絞り、これまでの

取り組みの振り返り、現在の取り組み状況・課題、そして、将来の可能性等について調査・研究した。 
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２．バイオ燃料ビジネスの事業環境 

（１）バイオ燃料とは 

バイオ燃料は、バイオマスを利用したものであるので、まず、バイオマスとは何かを確認しておきたい。 

農林水産省では、バイオマスを「生物資源（bio）の量（mass）を示す概念であり、動植物に由来する有機物で

ある資源（化石資源を除く）であり、大気中の二酸化炭素を増加させないカーボンニュートラルと呼ばれる特性

を有している」と定義している。一方、広島大学大学院工学研究科の教授で日本エネルギー協会のバイオマス

部会長を務める松村氏は、バイオマスを「燃料・原料として使う生物起源の有機物」と定義している。なお、「生

物起源」とは〝石油や石炭ではない〟ということを示しており、「有機物」ということは〝蓄積できる〟ということ

を示しているとのことである。 

 

図表 1 バイオマスとは 

 

（出所）農林水産省「バイオマスの活用をめぐる状況 平成 29 年 10 月」 

 

 

以上を踏まえると、バイオ燃料とは、「バイオマスの持つエネルギーを利用した燃料」ということになる。ま

た、太陽光や風力といった他の再生可能エネルギーと違い、蓄積できるという特長を有する。その結果、石油

のような枯渇性資源の代替燃料として、また、カーボンニュートラル（二酸化炭素の総排出量が増えない）の特

性を有することから地球温暖化の抑制効果のある燃料として、自動車や航空機を動かす次世代燃料として期

待されてきた。 

バイオ燃料には、バイオエタノール、バイオディーゼル等があり、様々な農作物が原料となる。代表的なバイ

オ燃料であるバイオエタノールの原料となる農作物には、サトウキビ、トウモロコシ、小麦等が挙げられる。こ

れらの農作物から製造されるバイオエタノールは第 1 世代と呼ばれ、米国やブラジルを中心に製造されてい

る。しかし、食料用の生産との競合関係が問題視されるようになり、食料用と競合しない原料を使った次世代
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のバイオエタノール製造の研究開発が進められている。第 1 世代が糖や澱粉系の原料を用いるのに対して、

第 2 世代は木質や草本類等のセルロース系の原料を使用して製造する。 

 

 

図表 2 バイオマス輸送燃料変換技術の体系 

 

（出所）NEDO 再生可能エネルギー技術白書 第 2 版 
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（２）過去にバイオ燃料が注目された理由 

①2000 年代におけるバイオ燃料を取り巻く環境 

バイオ燃料は、1970 年代のオイルショックの時期等にも話題となったことがあるようだが、その後の石油価

格の安定等により、産業化には至らなかった。 

2000 年代になり、農林水産物の需要の低迷やそれに伴う休耕地・耕作放棄地の拡大、加えて、原油価格

の上昇等から、2002 年 12 月に「バイオマス・ニッポン総合戦略」が閣議決定された。この「バイオマス・ニッポ

ン総合戦略」は 2006 年 3 月に改定されており、それを受けて、2008 年 5 月には「農林漁業バイオ燃料法」

が、2009 年 6 月には「バイオマス活用推進基本法」がそれぞれ制定された。また、地球温暖化の問題が注目

されるようになり、2005 年 2 月に京都議定書が発効される等、2000 年代はバイオ燃料の実用化に対して非常

に期待が高まった。 

 

図表 3 バイオマス活用推進基本法の概要 

 

（出所）農林水産省「バイオマスの活用をめぐる状況 平成 29 年 10 月」 

 

バイオ燃料の実用化に関する具体的な動きの一つとして、2005 年 2 月の京都議定書の発効とともに、そこ

で課された温室効果ガスの排出量の削減義務の達成に向けて、2005 年 4 月に「京都議定書目標達成計画」

が策定されたことが挙げられる。この中で、温室効果ガス排出削減対策としてバイオ燃料等の新エネルギー

導入の促進を図ることとされている。 

また、2002 年にバイオ燃料が新エネルギーの一つとされるとともに、電気事業者による新エネルギー等の

利用に関する特別措置法が制定され、バイオ燃料を含めた新エネルギーの活用が促進された。さらに、2003

年に「揮発油等の品質の確保等に関する法律」が改正され、ガソリンへのエタノールの混合上限が 3%と規格

化されたほか、輸送用燃料におけるバイオ燃料の利用促進を図るための実証実験が数多く実施されるように
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なった。例えば、北海道において規格外の小麦等からバイオエタノールを製造する実証実験が行われたり、沖

縄県においてサトウキビからバイオエタノールを製造する実証実験が行われた。2000 年代の後半には、環境

省の「エコ燃料利用促進事業」を活用し、バイオエタノール製造設備、バイオエタノール混合ガソリン製造設

備、バイオディーゼル燃料の製造設備等の整備が全国各地で進められた。 

2000 年代は、海外においても、地球温暖化防止の観点や原油価格の高騰等から、バイオ燃料への注目が

高まった。例えば、EU では 2003 年に「輸送用のバイオ燃料、再生可能燃料の利用促進に係る指令」が発効

され、加盟各国にバイオ燃料、再生可能燃料の導入目標の設定が義務づけられた。また、米国では「2005 年

エネルギー政策法」が成立し、自動車燃料へのバイオ燃料等の使用目標が大幅に引き上げられた。さらに、

中国では 2005 年に「再生可能エネルギー法」が制定され、バイオエタノールやバイオガスの供給体制を強化

するといった動きが見られた。 

 

②2000 年代のバイオ燃料の利活用状況 

2000 年代半ばでのバイオ燃料の利活用状況は、以下のとおりであった。 

バイオ燃料の原料としては、菜の花を食用油として利用した後、バイオディーゼル燃料の原料として利活用

する取り組みが一部地域で見られる程度であった。一方、バイオ燃料の原料への利活用技術としては、家畜

排せつ物等を原料としてメタンガスを生成するメタン発酵や廃食用油からバイオディーゼル燃料を製造するエ

ステル化の技術は、全国各地で利用が進められた。また、いったんガス化あるいは液化してから利用すること

により、エネルギー変換効率の向上や利便性を高める各種技術の開発も進められた。特に、バイオマスの部

分的な酸化によって得られるガスを発電や液体燃料製造に用いるガス化については技術開発が精力的に進

められた。さらに、糖や澱粉を原料としてエタノール発酵し液体燃料を製造する技術については、既に実用化

された。しかし、木質系廃材・未利用材を糖化してエタノール発酵する、いわゆる「第 2 世代」の技術開発は実

証実験の段階であった。 

2000 年代後半になると、前述のように、2006 年 3 月に、2002 年 12 月に閣議決定された「バイオマス・ニッ

ポン総合戦略」の見直しが行われ、2010 年の目標として、輸送用燃料 50 万 kL、未利用バイオマスの利用率

25%、バイオマスタウン 300 地区が掲げられた。当時の日本におけるバイオ燃料の利用状況としては、バイオ

ディーゼル燃料（HDF）は廃食用油から年間約 3,000 トンがつくられていたが、バイオエタノールはほとんどが

研究開発の段階であった。なお、2007 年には ETBE 混合ガソリン（エタノール 3%相当）と E3 ガソリン（直接混

合でエタノール 3%）のテスト販売が始まっていた。しかし、エネルギー作物については、沖縄でサトウキビを利

用したエタノール製造の実証事業が行われている程度で、導入されていない状況であった。 

土地の制約や人件費の高さから、エネルギー作物の導入には限界があるという意見もある一方で、2020 年

頃には、エネルギーの変換効率が大幅に向上し、バイオマスに対して原料代を支払ったとしても石油価格に

対抗できるようになることが期待された。その結果、耕作放棄地等の未利用地にエネルギー作物が栽培され

るようになっていることが期待されていた。さらに、2030 年頃には、バイオ燃料に限らず、バイオマスを様々な

用途に利活用している未来を描いていた。 
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図表 4 バイオマス・ニッポン総合戦略における「バイオマス・ニッポン」のイメージ（2030 年頃） 

 国民一人一人に、バイオマスは資源として利活用されるものであるとの意識・生活習慣が定着

し、生ごみは分別収集され、肥飼料やエネルギー利用が進む。 

 稲わらの飼料としての利用の進展、家畜排泄物から作られるたい肥の品質向上により耕畜連携

が図られ、環境保全型農業が進展。 

 余剰農作物が製品やエネルギー原料として非食用途に利用。また、農業機械にもバイオマスエ

ネルギーを使用。 

 間伐材を含む林地残材等は、製品やエネルギーとしての利活用が進み、健全で活力ある森林が 

育成。下水汚泥や建設発生木材も、製品利用の他、エネルギー利用が進む。 

 バイオマスタウンが全国的に構築。バイオマスプラスチック等バイオマス製品が普及。 

 輸送用燃料としてバイオマスエタノール等の利用が進展。バイオマス発電、熱利用も拡大し、 

エネルギーの地産地消が進展。 

（出所）「バイオマス・ニッポン総合戦略」より抜粋 

 

（３）日本にとって参考となるタイ王国の取り組み 

海外におけるバイオ燃料の取り組みとしては、世界で唯一のバイオ燃料の輸出国であるブラジルや国内で

の産業化に至っているアメリカがある。しかし、ブラジルにおいてはサトウキビ、アメリカにおいてはトウモロコ

シといったように、以前から大規模農業によって大量生産されている農産物をエネルギー作物として利用でき

る環境にあることから、ブラジルやアメリカの取り組み状況をそのまま日本に適用することは難しい。 

一方で、ブラジルやアメリカとはエネルギー作物の調達環境が大きく異なる状況にありながら、国内での産

業化を進め、アジアで最初に国内全域でバイオエタノールとバイオディーゼルの完全商業化を達成したタイ王

国の取り組みは、日本にとって参考になる点が多いと考えられる。少し古い情報になるが、農林水産省が実施

した「平成 19 年度アジア環境保全型農業パートナーシップ構想支援事業」でまとめられた「アジアバイオマス

ハンドブック－バイオマス利活用の手引－」に、当時のタイ王国の取り組み状況が紹介されているので、そこ

から参考となる点を抽出してみたい。 

 

①産業化に向けた積極的な政府の関与 

タイ王立政府は、2005 年に、国内の最終エネルギー消費における再生可能エネルギーのシェアを2005 年

の 0.5%から 2011 年に 8%に高めるとともに、2011 年までに輸送用燃料の 3%をバイオ燃料で賄うといった政策

目標を設定している。そして、その政策目標を達成するために、1)電力および天然ガスを統制する独立組織の

設立、2)国王陛下〝充足〟イニシアチブを拠りどころにしたエネルギーセキュリティの推進、3)効率的なエネル

ギー利用の促進、4)再生可能エネルギー開発の促進、5)エネルギーの最適な価格構造の模索、6)クリーン開

発メカニズムの実施、7)政策形成プロセスへの民間・公共部門の関与の奨励、といった 7 つの戦略を策定し、

実行している。 

 

②バイオ燃料製造プラントの増設やエネルギー作物の増産 

政策目標の達成には、エネルギー作物の供給量が不足していることが明らかであった。例えば、輸送用燃

料の 3%をバイオ燃料で賄えるようになるためには、少なくともバイオエタノールで 300ML／日、バイオディーゼ
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ルで 400ML／日が必要になるという試算結果であった。そのため、バイオ燃料を製造するプラント施設を急ピ

ッチで増設したり、タイ王立政府がバイオディーゼルの原料となるオイルパームのプランテーションを今後 5 年

間、毎年 20 万エーカー拡大していく方針を掲げるといったように、政策目標の達成に見合う供給体制を確立さ

せている。 

 

③国内全域で利用可能となるインフラ整備 

タイ王国では、2007 年末の時点で、国内の 4,000 以上のガソリンスタンドで E10 が、すべてのガソリンスタン

ドで B2 が、それぞれ政府による義務づけにより販売されている。また、5%混合のバイオディーゼルも 3,000 以

上のガソリンスタンドで販売されている。その結果、E10 の利用状況は、20ML／日のガソリン消費量のうち

6ML／日に達している。一方、バイオディーゼルの利用状況は、50ML／日のディーゼル消費量のうち 3ML／

日に達している。このように、タイ王国は、国内の全ての地域でバイオ燃料を比較的容易に入手可能となるイ

ンフラを整備している。 
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３．バイオ燃料ビジネスの課題 

（１）石油に対する価格競争力の壁 

バイオ燃料の普及における最大の課題は、石油に対する価格競争力である。これまでの原油価格の推移

をみてみると、1990 年代は 1 バレル当たり 20 ドル前後で比較的安定していたが、2000 年代になるとほぼ一

貫して原油価格が上昇し、特に 2000 年代半ば以降は高騰している。2000 年代に、石油の代替燃料としてバ

イオ燃料が注目されたことが納得できる状況である。 

しかしながら、リーマンショック等の影響から 2009 年には原油価格は一転して大きく下落し、その後、2010

年代前半には再び原油価格が上昇したものの、2000 年代に懸念されていたような高価格には至らないまま

2013 年以降は下落傾向にある。その結果、バイオ燃料の石油に対する価格競争力が高まらず、産業化の目

途が立たない状況にあることが、バイオ燃料が普及に至っていない大きな要因と考えられる。 

 

図表 5 原油価格の推移（年次） 

 

（注）１．石油価格は各年の年間平均価格。但し、2017 年は 1～10 月の平均価格。 

２．「WTI」、「ドバイ」、「ブレント」とは以下のとおり。 

「WTI」：アメリカのテキサス州で産出される超軽質原油で北米の原油価格の指標となっている。 

「ドバイ」：UAE のドバイで産出される中質原油でアジアの原油価格の指標となっている。 

「ブレント」：イギリスの北海領域で産出される軽質原油でヨーロッパの原油価格の指標となっている。 

３．1 バレルは約 159 リットル。 

（出所）IMF 
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（２）バイオ燃料の製造技術の壁 

バイオ燃料に普及においては、生産性の高い製造技術も欠かせない要素である。2017 年 4 月 21 日のバ

イオマス活用推進専門家会議で決定された新たな「バイオマス利用技術の現状とロードマップについて」にお

けるバイオ燃料の製造技術レベルの評価結果をみると、固体燃料の製造技術は現状（2017 年）において全て

実用化段階になっている。しかし、それ以外では、甜菜・米・小麦等の余剰・規格外農産物や食品廃棄物を発

酵させてエタノールを製造する技術と廃食用油や油糧作物からバイオディーゼル燃料を製造する技術が実用

化段階になっているのみで、多くのバイオ燃料製造技術は、まだ研究段階や実証段階にあることがわかる。 

2000 年代と比較して、バイオ燃料の製造技術が全く進展していないということではないものの、現在におい

ても実用化に至っていない製造技術が多いことも、バイオ燃料が普及に至っていない要因と考えられる。 

 

図表 6 バイオ燃料の製造技術レベルの状況 

技 術 原 料 製造物 

技術レベル 

現 状 5 年後 10 年後 20 年後 

生物化学的変換による 

糖質・澱粉質系発酵

（第 1 世代） 

余剰・規格外農産物・

食品廃棄物 

（甜菜、米、小麦等） 

エタノール 実用化    

木質系、草本系 エタノール 実 証 実用化   

生物化学的変換による 

セルロース系発酵 

（第 2 世代） 

ソフトセルロース 

（稲わら等） 
エタノール 

研 究 

実 証 
実用化   

ハードセルロース 

（間伐材等） 
エタノール 

研 究 

実 証 
実 証 実用化  

生物化学的変換による 

ブタノール発酵 

糖質・澱粉質、 

草本系等 
ブタノール 

研 究 

実 証 
実 証 実用化  

藻類由来液体燃料 

製造（第 3 世代） 

微細藻類、

大型藻類 

液体燃料（軽油代替、

ジェット燃料等） 
研 究 

研 究 

実 証 
実用化  

物理的変換による 

燃料製造 

食品廃棄物 

（グリーストラップ由来） 

燃料 

（バイオ重油） 
実 証 実用化   

熱化学的変換による 

固体燃料化（炭化） 

木質系、草本系、 

下水汚泥等 
固体燃料 実用化    

熱化学的変換による 

固体燃料化（半炭化） 

木質系、草本系、 

下水汚泥等 
固体燃料 実用化    

熱化学的変換による 

ガス化、液体燃料製造

（BTL） 

木質系、草本系等 
液体燃料（メタノール、 

ジェット燃料等） 

研 究 

実 証 
実 証 実用化  

熱化学的変換による 

液体燃料製造 

（エステル化） 

廃食用油、油糧作物 
バイオディーゼル燃

料（BDF） 
実用化    
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技 術 原 料 製造物 
技術レベル 

現 状 5 年後 10 年後 20 年後 

熱化学的変換による 

急速熱分解液化 
木質系、草本系等 

液体燃料（バイオ 

オイル、BDF 等） 

研 究 

実 証 
実 証 実用化  

熱化学的変換による 

水熱液化 
木質系、草本系等 

液体燃料（バイオ 

オイル、BDF 等） 
研 究 

研 究 

実 証 
実 証 実用化 

熱化学的変換による 

接触分解 
動植物油 

軽質炭化水素燃料 

（軽油） 
実 証 実用化   

熱化学的変換による 

水素化分解 

油糧種子（カメリナ、 

ジャトロハ等） 

軽質炭化水素燃料 

（ジェット燃料、灯油、 

軽油等） 

実 証 実用化   

熱化学的変換による 

固体燃料化 
下水汚泥 固体燃料 実用化    

（注）バイオマス利用技術の「実用化」とは、技術的な観点からの評価であり、事業化のためには原料調達、販路等を含む事業

環境の整備や製造等に要するコストを勘案し事業性を確保する必要がある。 

（出所）農林水産省「バイオマスの活用をめぐる状況 平成 29 年 10 月」より野村アグリプランニング＆アドバイザリー作成 
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４．バイオ燃料ビジネスのブレークスルーポイントと今後のロードマップ 

（１）新たなバイオマス活用推進基本計画の概要 

2016 年 9 月 16 日に、2009 年 6 月に制定されたバイオマス活用基本法に基づき、バイオマスの活用の促

進に関する施策についての基本的な方針、達成すべき目標、技術の研究開発に関する事項等についての新

たなバイオマス活用推進基本計画が閣議決定されている。 

2010 年 12 月 17 日に閣議決定された従前のバイオマス活用推進基本計画によってバイオマス産業の市場

規模の拡大は見られたものの、固定価格買取制度（FIT）を活用した売電事業への取り組みが中心となってい

る。そこで、新たなバイオマス活用推進基本計画では、「地域に存在するバイオマスを活用して、地域が主体と

なった事業を創出し、農林漁業の振興や地域への利益還元による活性化につなげていく施策を推進」すること

を基本的な方針に掲げている。 

バイオ燃料に関しては、技術の研究開発に関する事項の中で、「産業化を見据えた微細藻類等による次世

代バイオ燃料の研究開発等の推進」が掲げられている。しかしながら、2000 年代に比べて、バイオマスのバイ

オ燃料への利活用に関してはトーンダウンしている状況にある。 

 

 

図表 7 新たなバイオマス活用推進基本計画の概要 

 
（出所）農林水産省「バイオマスの活用をめぐる状況 平成 29 年 10 月」 

 

 

（２）バイオ燃料の産業化に向けた取り組み事例 

バイオ燃料に関して、現在、日本国内で事業機会と捉えて積極的に研究開発を行っている事業者は、残念

ながら、ほとんどいない。むしろ、これまで産業化に向けて研究開発を行っていた事業者の多くが撤退している

状況である。 

このような現在の日本において、バイオ燃料の産業化に取り組んでいる事例として、㈱ユーグレナと花王㈱

の取り組みが挙げられる。 
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①㈱ユーグレナによる国産バイオジェット・ディーゼル燃料の取り組み 

㈱ユーグレナが 2017 年 4 月 25 日に公表したニュースリリースによると、2020 年に向けた国産バイオジェッ

ト・ディーゼル燃料の実用化計画が横浜市「企業立地促進条例」の対象事業に認定された。 

㈱ユーグレナは、2015 年 12 月 1 日付で、2020 年に向けた国産バイオジェット・ディーゼル燃料の実用化計

画（「国産バイオ燃料計画」）を発表し、神奈川県横浜市鶴見区の旭硝子㈱の京浜工場内にてバイオジェット・

ディーゼル燃料製造実証プラントの新設を計画していた。今回、バイオ燃料製造実証プラントの新設計画が

「企業立地促進条例」の対象事業に認定されたことで、家屋・設備への投資額に対する補助金（対象となる投

資額の 12%）および固定資産税・都市計画税の軽減といった支援を受けられることになった。 

この「国産バイオ燃料計画」では、微細藻類脂質や非可食性植物脂質等の国内原料を使用したバイオ燃料

製造の実証を行うとともに、商業プラント実現に必要な技術ノウハウ等の取得に努め、日本初のバイオジェッ

ト・ディーゼル燃料製造実証プラントの稼動、および、2020 年までにバイオジェット・ディーゼル燃料の実用化

を目指している。 

 

②花王㈱による画期的なバイオエタノール精製用の酵素供給事業の取り組み 

2017 年 12 月 8 日の日本経済新聞の記事によると、花王㈱は 2020 年にもバイオエタノール事業に本格参

入する。花王㈱の独自の酵素を活用することで、製糖工程で発生するサトウキビ残渣から効率的にエタノール

を精製する要素技術を開発し、国内外のエタノール生産者に酵素を供給する事業の展開を計画している。 

サトウキビの搾汁過程で発生する「バガス」と呼ばれる搾りかすからのエタノール精製は、これまでにも様々

な方法が試されてきたが、効率のよい精製方法が見つかっていなかった。花王㈱では、長岡技術科学大学、

一般財団法人バイオインダストリー協会等と「バガス」を効率的に分解する酵素を大量生産する技術を開発し

た。従来の手法に比べて分解効率が 3～4 倍に高まり、「バガス」からでも安定してエタノールを精製すること

が可能になった。 

今後 2～3 年かけて量産設備を使った実証を行い、2020 年以降、酵素供給事業の本格的な展開を目指す

計画である。 

㈱ユーグレナや花王㈱の取り組みはいずれも 2020 年以降の事業化を目指した取り組みであり、まだ不確

定要素もあると思われるが、両社の取り組みが成功することによって、バイオ燃料の認知度が高まるととも

に、再び、バイオ燃料の産業化に注目が集まることを期待したい。 

 

（３）バイオ燃料の産業化に向けた処方箋（ブレークスルーポイント） 

改めて、日本の場合は食料需要の減少が見込まれることを考えると、日本の農林水産業の活性化という観

点からバイオ燃料の産業化は意義がある。それどころか、耕作放棄地の増加抑制や農業者の所得向上に資

する有効な手段の一つとして、過去に比べてもバイオ燃料の産業化は期待が大きい。 

一方で、バイオ燃料の産業化には、現時点からも相当に時間が掛かることが予想される。そのため、長期

的な視点で取り組める環境が必要不可欠であり、民間の自由な競争に任せておくだけでは、大きな産業に育

つ可能性は低いであろう。しばらくは、日本政府が積極的に関与し、以下の 3 点を推進していく必要がある。 
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①バイオ燃料の産業化のベースとなる製造技術の研究開発 

前述のように、現状（2017 年）において、多くのバイオ燃料製造技術は研究段階や実証段階にある。この状

態では、バイオ燃料を普及させ産業化を図ることは不可能である。そのため、2017 年 4 月 21 日のバイオマス

活用推進専門家会議で決定された新たな「バイオマス利用技術の現状とロードマップについて」に基づき、バ

イオ燃料製造技術の実用化を推進することが必要である。 

 

②バイオ燃料専用の農産物の生産・供給体制の構築 

バイオ燃料の製造技術が実用化できたとしても、他の燃料と比較して価格競争力が無ければ産業化は難し

い。2000 年代に建設された実証プラントの大半がその次のステップに進めなかった要因が価格競争力の目途

が立たなかったことであり、その原因の一つが原料調達コストである。原料調達コストを下げるには、原料とな

る農産物の生産段階からバイオ燃料の製造段階までのコストをうまくコントロールすることが必要である。 

 

③バイオ燃料の供給インフラの整備 

バイオ燃料の製造技術が実用化され、他の燃料に対する価格競争力を高めることができたとしても、バイオ

燃料の普及にはバイオ燃料を比較的容易に購入できる機会を提供する必要がある。バイオ燃料の最大の需

要は輸送用燃料であることから、自動車やトラックといった輸送用機器に対するバイオ燃料の供給インフラの

整備が必要である。 

 

（４）バイオ燃料の産業化に向けたロードマップ 

バイオ燃料の産業化に関しては、前述のように相当な時間を要することが想定されることから、現時点で具

体的なタイムスケジュールを引くことは難しい。そこで、バイオ燃料の産業化に向けた第一ステップとして、どの

ような取り組みをすべきかを提案するとともに、中長期の視点で検討すべき事項も提案する。なお、上述したブ

レークスルーポイント 3 点のうち、バイオ燃料の産業化のベースとなる「製造技術の研究開発」が最優先であ

ると考えられる。その後、製造技術の実用化の進捗状況を見ながら、残り 2 点に対する取り組みの準備を進

めることになろう。 

 

①製造技術の研究開発を促進する施策の実施 

バイオ燃料の製造技術の研究開発を促進し、製造技術をできるだけ早く実用化の段階に引き上げることが

産業化を目指す上で必要不可欠である。しかし、バイオマス活用推進専門家会議の評価では、実用化まで 5

年、10 年掛かると見込まれる製造技術も多いことから、長期的な視点で日本政府が大学等の研究機関に対し

て補助事業を実施したり、民間企業の研究開発投資に対して減税措置を講ずるといった政策が有効と考えら

れる。 

中長期の視点では、「②バイオ燃料専用の農産物の生産・供給体制の構築」とも関連するが、効率的にバ

イオ燃料が製造できるバイオ燃料専用の農産物の研究開発も行うべきである。バイオ燃料の製造技術は工業

分野の技術になるが、バイオ燃料専用の農産物の研究開発では、農業分野での技術や知見が活用できるた

め、新たなアグリビジネスの機会にもなると考えられる。 
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②バイオ燃料専用農産物の生産からバイオ燃料の製造までのトータルデザイン 

増加傾向にある耕作放棄地等の未利用農地をバイオ燃料専用の農産物の生産地として活用することを促

す施策を実施し、バイオ燃料専用の農産物の生産・供給体制を構築していくことが有効と考えられる。また、価

格競争力を高めるため、バイオ燃料専用の農産物の生産から最終製品であるバイオ燃料の製造に至るまで

のプロセスごとに、どのような立地とするのが物流費も含めたトータルでの製造コストの最小化になるかをデ

ザインすることが有効と考えられる。そのためには、バイオ燃料専用の農産物の生産者とバイオ燃料の製造

者が一体となって協力する体制構築を促す施策の実施も必要となる。 

中長期の視点では、バイオ燃料専用の農産物の生産団地として効率的な生産を行う地域の形成を目指す

ことが有効と考えられる。 

 

③供給インフラの整備の義務化 

バイオ燃料を比較的容易に購入できる機会を提供する必要があることから、タイ王国同様、バイオ燃料が

全国各地のガソリンスタンドで購入できるように、ガソリンスタンドにバイオ燃料の供給設備の導入を義務化す

ることが有効と考えられる。しかしながら、バイオ燃料の供給設備の導入には投資が必要となるため、期限を

設けて、その期限内に供給設備の導入を行う際には補助金を出したり、税制優遇を行う等の導入促進のため

の施策を実施することが必要であろう。 

中長期の視点では、「カーボンニュートラル」や「蓄積できる」といったバイオ燃料の特徴を活かせる新たな

需要先を創造していくことが有効である。 
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５．おわりに 

これまで述べてきたように、日本の農林水産業の活性化という観点からバイオ燃料の産業化は意義があ

る。しかし、昨今の電気自動車（EV）への注目度から、バイオ燃料の研究開発を行っても、輸送用燃料としての

需要は無いのではないかと考える方も多い。その点に関しては、2017 年 11 月 25 日の日経新聞朝刊に掲載

されたトヨタ自動車㈱の内山田会長や、2018 年 1 月 4 日の日経新聞朝刊に掲載された JXTG ホールディング

ス㈱の内田社長の発言が参考になる。 

トヨタ自動車㈱の内山田会長は EV の普及に関して、「EV の普及を急速に進めたらほとんどの自動車会社

は採算がとれず赤字になってしまう。」とのことである。また、「（現状は）どの会社も（採算は）とれないだろう。

EV のバッテリー量はハイブリット車（HV）の 5 倍程度必要だ。プラグインハイブリッド車（PHV）の『プリウス

PHV』はバッテリー量が 3 倍程度ですむが、コスト増にあえいでいる。」とのことで、2030 年には EV が新車販

売の 30%に達するとの予測に対して、「急速すぎる。トヨタの年間販売台数が 900 万台でそのうち HV は 140

万台と 15%前後で、ここまでくるのに 20 年かかった。2030 年で 30%は不可能だと考える。」と述べている。さら

に、「各国が無理やり規制すれば実現するかもしれないが、そんなことをしたらめちゃくちゃになってしまう。消

費者からも不満がでる。航続距離や充電時間、電池寿命など課題は多い。トヨタが開発している『全個体電

池』でも不十分。車が全部 EV になる時代は来ない。」と発言している。 

また、JXTG ホールディングス㈱の内田社長は、「EV にはバッテリーの性能の問題もあり、さらに技術革新

が起きなければ本格的には普及しない。」、「燃料電池車（FCV）も燃料の水素をどう作るかという問題が残る。

水を電気分解する方法はあるが、電気を作る過程で発生する二酸化炭素は無視できない。」ということから、

「EV も FCV も克服すべき課題が残る。」と発言している。 

トヨタ自動車㈱の内山田会長や JXTG ホールディングス㈱の内田社長の発言は EV の将来に対する一つ

の見方であると捉えると、バイオ燃料の産業化に関して悲観的に考え過ぎなくてもよいように思われる。日本と

しては、EV に関する技術革新を進める一方で、国内の保有台数が約 8,100 万台の自動車をはじめとした内燃

機関向けの燃料としてバイオ燃料の研究開発も推進することが、地球温暖化の抑制、国産エネルギーの確

保、そして、農林水産業の活性化といった多面的な課題解決の方法として有効ではないだろうか。そのために

も、特に、2000 年代から 2010 年代にかけてあまり進展の見られなかったバイオ燃料の製造技術の開発という

ブレークスルーポイントの 1 点目に、日本政府が積極的に関与していく姿勢が求められている。 
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第６章 ６次産業化／連携ビジネス 

― 「６次化融合体」による「６次産業化２．０」の推進 ― 

調査部 上級研究員  仲野 真人 
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１．はじめに 

日本政府は 2017 年 6 月 9 日に「未来投資戦略 2017～Society5.0 の実現に向けた改革～」を閣議決定し

た。これによると、「攻めの農林水産業の展開」として、2015 年度に 5.5 兆円である 6 次産業化の市場規模を

2020 年度に 10 兆円にするという KPI（Key Performance Indicator）が設定されており、日本再興戦略を引き継

いだ形となっている。 

野村アグリプランニング&アドバイザリーでは、2016 年 10 月に、6 次産業化のブレークスルーとして、新たな

6 次産業化の考え方の必要性を取りまとめた『農林漁業を成長産業へ導く「6 次産業化 2.0」』を公表した4。 

「6 次産業化 2.0」は、1 次産業の農林漁業者と 2 次・3 次事業者が「融合」し、1 次から 3 次までの境界をな

くした一気通貫型のビジネスモデルによる農林漁業者の所得向上の他、産地と産業の振興を目指す考え方で

ある。つまり、従来の 6 次産業化はもとより農商工連携からも進化した取り組みである（詳細は前述レポート参

照）。 

図表 1 「6 次産業化 2.0」の概念図 

 
（出所）野村アグリプランニング＆アドバイザリー 

    

本稿では、6 次産業化／連携ビジネスのブレｰクスルーである「6 次産業化 2.0」を拡大するために必要な

『組織体制作り』について述べる。 

  

                                              
4
  農林漁業を成長産業へ導く「6 次産業化 2.0」 http://www.nomuraholdings.com/jp/company/group/napa/data/20161017.pdf 
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２．6 次産業化の現状と課題 

（1） 6 次産業化の現状 

六次産業化法（現在の六次産業化・地産地消法）が 2011 年 3 月に施行されて 6 年が経過した。六次産業

化・地産地消法に基づく総合化事業計画の認定数は 2,286 件（2018 年 1 月 17 日現在）となっており、「6 次産

業化」は農林漁業分野ではかなり浸透してきたように思われる。しかし、一方で全国各地を訪問すると県や市

町村の担当者、またプランナーから「6 次産業化」よりも「農商工連携」に取り組んだ方がよいのではないかと

いう言葉をよく耳にするようになった。それは一体なぜなのだろうか。 

 

（2） 6 次産業化の課題 

農林水産省は「六次産業化・地産地消法に基づく認定事業者に対するフォローアップ調査」 5を実施してい

る。その中で『認定申請時と比較した認定事業者全体の売上高経常利益率増減』という項目がある。2014 年

度では、「上昇」の回答が 49.5%、「低下」の回答が 50.2%であり、2015 年度は「上昇」が 44.7%、「低下」が 55.2%

と認定申請時よりも売上高経常利益率が低下したとの回答が増えている。2016 年度では「上昇」が 48.0%、

「低下」が 52.0%と多少数値は改善しているが、認定事業者の約半数の売上高経常利益率が低下しているの

である。その要因として多い理由が「経費の増加」であり、内容を見ると「従業員増に伴う人件費負担増」、「設

備投資に伴う減価償却費増」、「新商品の広告宣伝費」等々が挙げられている。 

今まで生産だけに特化していた農林漁業者が 6 次産業化に取組む際には様々なことを検討しなければな

らない。加工する場合には、商品開発や加工場建設のための設備投資、販売する場合にはパッケージ（包装）

やデザイン、また販路拡大のための営業マンの配置や広告宣伝費等、いわゆる「ヒト、モノ、カネ、情報」が求

められる。さらに言えば、食品業界（加工）であればカゴメやキユーピー、小売業界（販売）であれば 7&iHD や

イオン等、売上が数千億円にものぼる上場企業が犇めき合っている中に飛び込まなければならない。農林漁

業者が大手企業との差別化に成功し、生き残っていくにはかなりハードルが高いのである。 

 

（3） 農林漁業者による農商工連携 

そこで見直されているのが「農商工連携」である。農商工等連携促進法は 6 次産業化よりも前の 2008 年 7

月に施行されており、農商工等連携促進法に基づく農商工等連携事業計画の認定数は 753 件（2017 年 12

月 8 日現在）となっている。しかし、実際に農林漁業者と農商工連携の話をすると否定的な発言をよく耳にし

た。特に多いのが「農商工連携は農林漁業者側に利益が残らない」や「2 次・3 次事業者に誘われて１度取り

組んだが、それっきりになってしまった」という声である。そもそも JA を通して市場に出荷をしている一般的な

農林漁業者は、当然、直接取引による交渉をしたことがない。一方で商工業者には百戦錬磨のバイヤーも多

く、農林漁業者は言われるがままの値段で取引を開始する場合も多い。また、農林業業者と 2 次・3 次事業者

との間で「何のために連携するのか」という目的が明確になっておらず、結局は取引関係以上の相乗効果が

生み出せず、最悪の場合、農林漁業者は 2 次・3 次事業者からの買い叩きにあってしまうのである。そして、

農林漁業者側が「その値段では出せない」と伝えると商工業者側は「他を探すので取引は終わり」となってしま

い、その結果、農林漁業者にとって農商工連携のイメージが悪くなってしまっているのである。 

                                              
5
 「六次産業 化 ・ 地 産 地 消 法 に基 づ く認 定 事 業 者 に対 す る フォロ ー ア ップ 調 査 」   http://www.m af f.go.j p/j / shok usan/sanki/o ther/a ttac h/pdf/i ndex -2.pdf 
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３．6 次産業化のブレークスルーポイント 

（1）「6 次産業化 2.0」が求められる背景 

農林漁業者が加工・販売に取り組む「6 次産業化」でも、農林漁業者と 2 次・3 次事業者が連携する「農商

工連携」でも上手くいかないのであればどうすればよいのか。その問題を解消する一つの提案として、筆者は

先述した通り、『農林漁業を成長産業へ導く「6 次産業化 2.0」』を公表した。「6 次産業化 2.0」が求めるものは、

農林漁業者と 2 次・3 次事業者の「融合」による産地と産業の振興である。つまり、1 次から 3 次までの境界を

なくした一気通貫型のビジネスモデルを構築することが重要であり、農林漁業者は付加価値を高める過程、い

わゆるバリューチェーンを担う根幹となっていなければならない。 

昨今の流れは「農商工連携」では農林漁業者の所得向上には繋がらず、「6 次産業化」に取り組んだもの

の、結局は農林漁業者の負担も多く、事業も拡大しないために、再度、「農商工連携」に目が向いているように

も思われる。しかし、今のままでは結局同じ轍を踏むことになりかねない。そのためにも、「6 次産業化」からも

「農商工連携」からも進化した取り組みである「6 次産業化 2.0」を推進していくべきである。 

 

図表 2 「6 次産業化 2.0」への流れ 

（出所）野村アグリプランニング＆アドバイザリー 

 

（2）「6 次産業化 2.0」の実現に向けた組織づくり 

「6 次産業化 2.0」のポイントは、「融合」であり、「連携」ではない。筆者が「6 次産業化 2.0」の概念について

説明をした際、「連携」と「融合」はどう違うのかという質問をよく受ける。「連携」の概念を農商工連携の考え方

で説明すると、「農林漁業者と 2 次・3 次事業者がそれぞれの「技術」や「ノウハウ」を持ち寄り、新しい商品者

サービスの開発・提供、販路の拡大に取り組む」ことである。しかし、農林漁業者と 2 次・3 次事業者の目指す

べき方向性、つまり「ビジョン」が同じ方向であればよいが、別々の方向を向いていた場合は、いくら農林漁業
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者と 2 次・3 次事業者が優れた「技術」や「ノウハウ」を持ち寄って新しい事業に取り組んだとしても少しずつ齟

齬が生じてしまい、結果的に「連携」の解消に繋がってしまうのである。 

それに対して「融合」を辞書で調べてみると、「溶けあって一つになること」とある。つまり、「6 次産業化 2.0」

における「融合」の概念は、農林漁業者と 2 次・3 次事業者が「溶けあって一つになる」、つまり、共通したビジョ

ン「VUSION（VISION+FUSION）」を掲げ、一気通貫のビジネスモデルを構築するという点において、「連携」より

もより根本的な部分から一体化した取り組みとなっているのである。 

しかし、現実にはなかなか「6 次産業化 2.0」の取り組みは拡がっていない。その理由として考えられる大き

な理由は 2 次・3 次事業者が既存の「仕入概念」から脱却できていないことが挙げられる。農林漁業者側から

すれば、当然、地元の地域で生産した農林水産物を使用してもらわなければ意味がない。一方で、2 次・3 次

事業者は農林漁業者と共通のビジョン「VUSION」を掲げ、一気通貫型のビジネスモデルに取り組んでいたとし

ても、景気の動向や消費動向の変化等、様々な要因によって当初想定していたビジネスモデルが上手くいか

ない場合が出てくる。その際、本来であれば、マーケティングや販売戦略等の販売側の努力をすべきところだ

が、農林漁業者から購入する農林水産物の購入単価を安くするという安易な方向に流れがちになってしまうの

である。つまり、農林漁業者と 2 次・3 次事業者との間に「取引関係」が発生してしまうが故に、2 次・3 次事業

者にとっては、仕入価格を安くすることで利益率をあげるという従来の選択肢から逃れられないのである。 

そのような状況になってしまうと、農林漁業者は「最初の話と違う、綺麗事ばかり言って結局は損をするのは

農林漁業者じゃないか」と不信感が募り、結局は上手く行かなくなってしまうのである。 

では、「6 次産業化 2.0」に取り組むためにはどうすればよいのか。要は、「融合」と言いながら「取引関係」が

発生してしまうという状況が、農林漁業者と 2 次・3 次事業者との間に亀裂を生じさせてしまう原因となってしま

っていることを考え、本レポートでは農林漁業者と 2 次・3 次事業者の「融合」による「6 次産業化 2.0」をさらに

もう一歩踏み込み、「一気通貫型ビジネスモデル」を実行する事業体、すなわち、農林漁業者と 2 次・3 次事業

者の強みやノウハウを融合させた「6 次化融合体」を組成することによって「6 次産業化 2.0」に取り組むことを

提案したい。 

そうすることができれば、農林漁業者と 2 次・3 次事業者による「直接取引」による利害対立も発生しない。

また、共同で新組織を設立して「運命共同体」となることで、言葉を濁さずに言えば、その新組織の事業を継続

させるために「儲ける」という最もシンプルな「共通の目標」が発生する。そして、昨今の厳しい環境において、

その「共通の目標」を達成するためには、両者の強みやノウハウ等を用いて最大限努力することが求められる

のである。 

  

（3）「6 次化融合体」の組成パターン 

それでは、「6 次化融合体」の組成はどうあるべきか。本項では「6 次化融合体」を組成するための 3 つのパ

ターンとその理由について言及したい。 

 

①農林漁業者（農業法人）と 2 次・3 次事業者による「6 次化融合体」 

まず挙げられるのは、農業法人と 2 次・3 次事業者による組成パターンである。これはいわゆる当事者同士

が出資をし合って合弁会社を設立する形であり、2 次・3 次事業の間では一般的に行われている。実際に、農

林漁業界においても、6 次産業化の取組みを支援する唯一の官民ファンドとして、2013 年 2 月に開業した株
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式会社農林漁業成長産業化支援機構（通称 A-FIVE）があり、全国の地域金融機関やメガバンク、事業会社を

出資母体とするサブファンドから出資を受ける場合の出資スキームがあり、すでに運営されている6。 

また、その地域の核となるような農業法人は周辺の農林漁業者を巻き込んでいる場合が多く、農業法人が

単独で 2 次・3 次事業者と「融合」しても、結果的には「6 次産業化 2.0」の目的である「産地と産業の振興」が

達成させることによって周辺の生産者にも恩恵が拡がる。 

しかし、農業法人と 2 次・3 次事業者の規模が違いすぎる場合には注意が必要である。いくら「融合」による

「6 次化融合体」を組成したとしても、結局対等な関係を築けず従来型の「上下関係」の継続となってしまい、2

次・3 次事業者のいいなりになってしまう可能性もある。 

 

②地域農協・地域漁協が主体となった「6 次化融合体」 

地域に核となるような農業法人がいない場合はどうすればよいか。筆者は先述した『農林漁業を成長産業

へ導く「6 次産業化 2.0」』の中で、「6 次産業化 2.0」を拡大するための要素として、農協が主体となった「6 次産

業化 2.0」を提案している。そもそも農協は農業協同組合法によって、農業生産力の増進と農業者の経済的・

社会的地位の向上を図るための協同組織とされており、2016 年 4 月に施行された改正農協法においては、

農協は「自由な経済活動を行うことにより、農業者の所得向上に全力投球できるようにする」とされている。つ

まり、本来、地域の農林漁業者を支える役割である農協が農林漁業者の代表者となって、「6 次化融合体」を

組成し、「6 次産業化 2.0」に取り組むことによって、その組合員である生産者、ひいてはその産地の振興にも

繋げることが可能になる。当然、地域漁協も同じである。 

また、地域農協・地域漁協はその地域の生産者を束ねていることもあり、当然ながら生産量や品目等につ

いても個々の生産者よりも取扱規模が大きくなるので、2 次・3 次事業者とも対等な関係を築きやすい。 

 

③第 3 セクターの活用による「6 次化融合体」 

全国には「6 次産業化」という言葉が拡がる以前から、その地域の特産品を活用した加工品の開発や販売

に取組んでいる第 3 セクターが多数存在している。しかも、国や自治体の補助金を使って立派な加工施設や

販売施設を有している場合も少なくない。しかし、実態は赤字経営であり、その自治体の「お荷物」となってしま

っている第 3 セクターも見受けられる。「6 次化融合体」の可能性として、筆者はこの第 3 セクターに注目した

い。元をただせば、これら第 3 セクターは「その地域を活性化したい、特産品を加工することで産地の振興に

貢献したい」という想いで建てられた立派な施設を保有していることが多い。しかし、その施設を最大限に使い

切る運営ノウハウがなかったり、販売戦略をしっかりと立てて実行できる人材がいなかったこと、言い換えれば

「ヒト、モノ、カネ」のうち、モノ（施設）とカネ（補助金）はあったが、ヒト（人材）が足りなかったが故に、赤字経営

になっているケースも少なくないと思われる。 

 

 

 

                                              
6
  6 次産業化の実践モデル～農林漁業成長産業化ファンドの活用に向けた Q&A 集～

http://www.nomuraholdings.com/jp/company/group/napa/data/20170228_b.pdf 
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図表 3 「6 次化融合体」の組成パターン 

 
（出所）野村アグリプランニング＆アドバイザリー 

 

 

（4）「6 次化融合体」による「6 次産業化 2.0」の取り組み事例 

本項では、先述した「6 次化融合体」の 3 つの組成パターンについて、それぞれの取組事例を紹介したい。 

 

①農林漁業者（農業法人）と 2 次・3 次事業者による「6 次化融合体」事例 ：こと京野菜株式会社 

京都府亀岡市にあること京野菜㈱は 2015 年 12 月に設立された。当社は同じく京都府京都市伏見区で九

条ねぎの生産・加工・販売に取組んでいること京都㈱と、自然産業事業として冷凍食品や健康食品、農業、畜

産等に取組んでいる岩谷産業㈱がそれぞれの技術やノウハウを融合してできた、京野菜の冷凍加工事業を

行う「6 次化融合体」である。 
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図表 4 こと京野菜㈱の冷凍加工工場 

（出所）野村アグリプランニング＆アドバイザリー 

 

（ⅰ）設立の経緯 

こと京都㈱は京野菜の一つである九条ねぎの生産に加え、「カットねぎ」や「乾燥ねぎ」、そして「ドレッシン

グ」、「ねぎ味噌」、「ねぎ油」等の加工・販売を行っており、すでに 6 次産業化を実践している。そのこと京都㈱

が今後の戦略として考えていたのが冷凍事業であり、冷凍技術を探していたところに農林中央金庫から紹介

されたのが、独自の冷凍技術「フレッシュアイ製法」を持つ岩谷産業㈱であった。「フレッシュアイ製法」とは、農

産物の収穫時のみずみずしさを維持するための独自の鮮度保持処理加工である。 

また、岩谷産業㈱も冷凍技術「フレッシュアイ製法」を用いて外国産の野菜を現地企業に加工委託し、冷凍

食品を輸入して食品問屋や外食等に販売をしていたが、取引先からの国産野菜の需要が強く、国産野菜を取

り扱う冷凍工場を持つことを検討していた。 

そこでお互いのニーズが合致し、こと京都㈱の九条ねぎの生産ノウハウや京野菜のネットワークと、岩谷産

業㈱の冷凍技術「フレッシュアイ製法」を融合させた京野菜の冷凍加工事業を行う「6 次化融合体」であること

京野菜㈱を設立したのである。 

 

（ⅱ）ビジネスモデル 

こと京都㈱は、自社で生産した九条ねぎや京都府内の生産者が生産した京野菜を、JA とも連携することで

安定的に調達している。そして、その京野菜を当社の加工冷凍工場において、カットして冷凍保存を行ってい

る。その際に、岩谷産業㈱独自の冷凍技術である「フレッシュアイ製法」を用いることで、より高品質の冷凍食

品を製造している。そして、こと京都㈱や岩谷産業㈱がすでに構築している販路をはじめとした京野菜の価値

を認めてくれる販路に販売している。また、将来的には岩谷産業が持つ海外ネットワークを活かして輸出にも

取り組む予定である。 

当社が行うのは冷凍加工事業であり、京野菜の生産には現時点で携わっていない。しかし、当社のコア・コ

ンピタンスは「京野菜」ブランドであり、他の野菜には代替できない「京野菜」の一気通貫型ビジネスモデルが

特徴となっている。その結果、こと京都㈱のみならず、京野菜の生産者まで含めた「産地の振興」に繋がって

いる。 
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図表 5 こと京野菜㈱のスキームとビジネスモデル 

 
（出所）野村アグリプランニング＆アドバイザリー 

 

（ⅲ）「6 次化融合体」への融合によるメリット 

ここまでの説明では、こと京都㈱が岩谷産業㈱の冷凍技術「フレッシュアイ製法」の技術協力を受けて既存

事業の多角化として行う、もしくは岩谷産業㈱が単独で京野菜の冷凍加工事業に取り組んでも同じではない

かという疑問もある。そこで、当社を設立したメリットについて述べたい。 

（ア） 京野菜の調達 

岩谷産業㈱は海外の冷凍食品の輸入分野では強みを持っているが、国内需要に対応するための国

産農産物、ましてや京野菜の調達ネットワークは持っていない。自社でも京野菜の九条ねぎを生産し、

さらに京野菜のネットワークを構築していること京都㈱と融合することで、ゼロから京野菜の調達網を構

築する時間と労力を大幅に削減することができた。 

（イ） コンプライアンスの強化 

岩谷産業㈱は産業・家庭用ガスの専門商社として、LP ガス分野ではトップシェアを誇る売上高 5,880

億円（2017 年 3 月期）の大企業である。特に社会インフラを取り扱う企業としてコンプライアンスも厳し

い。こと京都㈱も自社で 6 次産業化に取り組んでいるが、岩谷産業が加わることで、こと京都㈱、ひいて

はこと京野菜㈱のコンプライアンス強化にも繋がっている。 

（ウ） 人材の交流 

当社の事業は京野菜の「冷凍加工事業」である。つまり、こと京都㈱にとっては、まったく新しい分野

であり、知見もノウハウもない。自社で冷凍加工事業に取り組むとなると冷凍事業に詳しい人材の確保
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も必要となる。また、岩谷産業㈱にとっても国内野菜での冷凍加工事業は初めてとなるので、国内の生

産側の人材確保が必要となる。つまり、当社を設立し、それぞれの知見・ノウハウを持った人材を出し合

うことで、人材の調達の問題についても解消する。実際に当社にはこと京都㈱と岩谷産業㈱から人材が

出向しており、お互いの知見・ノウハウを活用しながら事業に取り組んでいる。さらに、当社を介してお

互いの関係企業との人材交流を図ることによって、異業種が有する考え方を知ることができ、またそれ

ぞれの社員の刺激にもなっている。 

 

②地域農協・地域漁協が主体となった「6 次化融合体」 ：株式会社 JFA 

鹿児島県出水郡にある離島の長島町にある㈱JFA は 2015 年 9 月に設立された。当社は長島本島の東側

に位置しており、現在、単一漁協としては「日本一のブリ産地」として有名である東町漁業協同組合と、取引先

である㈱マルイチ産商、当漁業のブリ用飼料を製造している東海シ－プロ㈱が融合して設立した、長島町全

体の活性化に取り組む「6 次化融合体」である。 

 

図表 6 ㈱ＪＦＡが運営する「長島大陸市場食堂」 

（出所）野村アグリプランニング＆アドバイザリー 

 

（ⅰ）設立の経緯 

東町漁協は 1968 年から本格的にブリの養殖に取り組み、今では年間販売数量 1,200t と全国のトップシェ

ア（11％）を誇っている。生産量だけではなく、品質にもこだわり、稚魚から出荷までの一貫生産のみならず、オ

リジナル飼料を開発して品質の統一化を図ったり、「ブリ養殖管理基準書」を作成してトレーサビリティにもこだ

わることで「鰤王」ブランドを確立している。また、1998 年には養殖魚では世界初となる HACCP 認証（対米輸

出）を受け、さらに 2003 年には日本で初めてとなる対 EU 輸出水産食品取扱い施設（EU－HACCP）にも認定

され、現在では 29 ヵ国に輸出を展開している先進的な漁協である。 

しかし、近年の魚価の低迷や原材料の高騰、現在の流通構造に限界を感じ、「自分達で消費者へ直接販売

することができれば生産者にもっと還元できるのではないか」と考え、「鰤王」を使用したレストラン運営の他、

加工品の販路拡大及び「鰤王」以外の長島産養殖・天然漁類の販売を目的として当社を設立した。 
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また、㈱マルイチ産商は東町漁協の最大の取引先であり、東海シ―プロ㈱もまた「鰤王」のオリジナル飼料

の主要取引先であったこともあり、さらなる関係強化に向けて当社設立の際に一部出資している。 

 

（ⅱ）ビジネスモデル 

東町漁協の組合員が養殖した「鰤王」やその他の養殖魚介類、天然魚介類を当社が調達し、市場の前にオ

ープンした「長島大陸市場食堂」にて、採れたての魚や朝〆の魚等、鮮度を活かしたメニューを提供している。

また、東京都内や九州県内を回るキッチンカー「長島大陸ブリうま食堂」にて、対面販売によるマーケティング

を行いながら弁当の販売も行っている。さらに、EC 事業を立ち上げ、EC サイト「長島大陸市場」も開設してい

る。当サイトでは東町漁協の加工品のみならず、長島町の特産品も一緒に販売しており、東町漁業の水産物

だけではなく、「長島」を前面に押し出すことで島全体のブランド化にも取り組んでいる。 

当社の事業範囲はエンドユーザーとなる消費者へのアプローチがメインとなるが、「日本一のブリ産地」であ

る「長島」の特産品が軸となっており、他の水産物には代替できない「長島の特産品」の一気通貫型ビジネスモ

デルとなっている。その結果、東町漁協としての「産地の振興」のみならず、長島町の「産業の振興」にも繋が

り、島全体の活性化にも繋がっている。 

 

図表 7 ㈱ＪＦＡのスキームとビジネスモデル 

（出所）野村アグリプランニング＆アドバイザリー 
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（ⅲ）「6 次化融合体」の設立のメリット 

そもそも、東町漁協自身がレストラン事業や EC 事業に取り組まなかったのはなぜか。当社を設立したメリッ

トについて述べたい。 

（ア） 卸売事業（仲買）への参入 

東町漁協の魚市場には「鰤王」をはじめとして、多くの養殖魚介類や天然魚介類が水揚げされる。し

かし、運営者である漁協の役割は法律の上で制限されてしまっており、当然ながら仲買の権利を持って

いない。当社を設立し、東町漁協の買参権を取得することで、市場に水揚げされる魚介類を買受し、卸

売市場や仲卸への販売、また居酒屋等の事業者も直接販売が可能になった。その結果、当社がセリに

入ることで、魚価の上昇や市場の活性化に繋がっており、また、量が少なかったり、鮮度維持が難しく商

品になりづらい未利用魚についても当社が買取ることで生産者の所得の増加に繋がっている。さらに、

当社がその未利用魚を加工・販売することで新たな付加価値を生み出している。実際に、市場では価値

が低かった魚を当社が取引先へ紹介したところ、海外からの引き合いがあり輸出にまで取引が拡大し

たことで、現在ではそれまでの単価の約 3 倍で取引されている。 

（イ） 既存の管轄に捉われないネットワーク 

 長島町は 2006 年に東町（東側）と長島町（西側）が合併してできた経緯もあり、長島町の東側を東町

漁協が、西側を北さつま漁協が管轄している。また、長島町では農業や畜産も盛んであり、その管轄は

JA 鹿児島いずみとなっている。つまり、東町漁協が EC サイト「長島大陸市場」を運営するとなると、そ

れぞれの管轄の関係上、同じ長島町の特産品であったとしても、取り扱う際に弊害がでる可能性も否定

できない。しかし、地域商社的な役割を担う目的で設立された当社であれば、既存の管轄を越えた取り

組みが実現可能となった。実際に当者の EC サイトでは水産物だけではなく、「紅不知火（みかん）」や

「赤土じゃがいも」、「オリエンタルユリ」、その他にも長島町の特産品を加工した商品が販売されている。 

（ウ） 長島町を巻き込んだ広域連携による地方創生への取組み 

長島町は地方創生に向けた様々な取り組みをしている。その代表例の一つが長島町と阪急交通社

による「観光振興に関する連携協定」の締結である。締結の狙いとして、「食を中心とした長島町の魅力

を両者共同で発掘し、それらを観光素材として、周辺地域の観光広域ルートに組み入れた良好商品を

全国に発信する」とあり、東町漁協の「鰤王」ブランドはその筆頭となっている。そして、阪急交通社の

2016 年度のアンケート結果において、当社の「長島大陸市場食堂」を含むツアーが、2016 年度にお客

様のお食事満足度第 1 位（91.8）に輝いている。この結果についても、当社が地域商社の役割を果たす

目的で設立され、消費者呼び込むためのレストランを整備したことが大きな要因として挙げられる。 

 

③第 3 セクターによる「6 次化融合体」事例 ：株式会社都農ワイン 

宮崎県児湯郡都農町にある㈱都農ワインは 1994 年に都農町と尾鈴農業協同組合、そして商工会や地元

企業などが出資する第 3 セクターとして設立された。2016 年 10 月、「塚田農場」や「四十八漁場」等の外食事

業を展開する㈱エー・ピーカンパニーと㈱エー・ピーアセットマネジメント、そして㈱農林漁業成長産業化支援
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機構が共同で設立した「エー・ピー投資事業有限責任組合」が当社に出資をして経営参画することにより、都

農ワインの更なる成長を目指す「6 次化融合体」として生まれ変わった。 

 

図表 8 本店にある都農ワイナリ― 

（出所）野村アグリプランニング＆アドバイザリー 

 

（ⅰ）融合の経緯 

都農町は年間降水量 4,000mm という、世界のぶどう産地よりも 5～8 倍もの雨が降り、また、都農の土壌は

火山灰土壌の「黒ボク土」であり、ぶどう栽培には向かないと言われていた。しかし、土づくりから取組み、独自

の栽培方法によってぶどうの生産技術を確立させ、地元産ワインの製造に成功し 1996 年に販売を開始した。

そして、イギリスのワイン百科「Wine Report 2004」にて、当社のキャンベル・アーリー（ロゼ）が「世界のワイン

100 選」に選ばれ、さらにワイン百科「Wine Report 2007」では当社のキャンベル・アーリースパークリングが

「世界の最もエキサイティングな 100 のワイン」に選出される等、国産ワインの中でも「都農ワイン」としてのブ

ランドも確立している。 

当社は、第 3 セクターの中でも黒字経営を続けていたが、その一方で経営課題を多く抱えていた。現在は

年間約 24 万本のワインを製造しているが、当然「都農ワイン」ブランドを維持するために地元産のブドウ以外

は使用しない。しかし、他の地域同様に生産者の高齢化が進み、100 戸だったぶどう生産者も 40 戸まで減少

してきており、原材料であるワイン用ぶどうの原料の確保にも不安がでてきていた。また、都農町としても

代々、都農ワインの社長を町長が兼任してきていたが、当社の成長を考え、第 3 セクターのまま経営を続ける

よりも、町の持株を売却させて民営化させたいとの意向があった。 

そのような経緯を受け、都農町より打診をうけた宮崎県から、すでに宮崎県県内にて地鶏「みやざき地頭鶏

（じとっこ）」の生産にも参入し、「宮崎県日南市・日向市 塚田農場」を展開している㈱エー・ピーカンパニーに相

談があり、6 次産業化に取組む農林漁業者を支援するため、株式会社農林漁業成長産業化支援機 構法に基

づき設立した官民ファンドである「エー・ピー投資事業有限責任組合」を通じて都農町の持ち株分を買取り、経

営に参画したのである。 
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（ⅱ）ビジネスモデル 

当社のワイン向けぶどう専門の㈲牧内農業生産組合や尾鈴農業協同組合のぶどう部会を通じて地元のぶ

どう生産者 40 戸が生産したぶどうを当社が買取り、ワイン（キャンベル・アーリー、マスカット・ベリーA 等）やス

パークリングワイン（キャンベル・アーリースパークリング、トロピカルスパークリング）、グラッパ等を製造・販売

している。また、本店にある都農ワイナリーでは、レストランの運営も行っている。 

当社のこれまでの販路としては、80～90%が宮崎県内であり、売上高の割合も 70%が卸、30%が直販・EC で

の販売であった。しかし、現在は新たに都農ワイナリー全体のブランディング化に取組み、ワイナリーへの誘

客を強化したり、㈱エー・ピーカンパニーの持つマーケティングノウハウを活用してターゲットを絞ることで、限ら

れたワインの付加価値の最大化を目指している。 

当社は、元々地域活性化を目指して作られた第 3 セクターであり、現在では都農町の誇りにもなっている。

そこに 2 次・3 次事業者の経営ノウハウを融合させ、都農ワインの一気通貫型ビジネスモデルをさらに強化す

ることによって、当社の経営改善のみならず、ぶどう産地としての「産地の振興」、ひいては都農町全体の「産

業の振興」にも繋がるのである。 

図表 9 ㈱都農ワインのスキームとビジネスモデル 

（出所）野村アグリプランニング＆アドバイザリー 

 

（ⅲ）第 3 セクターの民営化による「6 次化融合体」の設立のメリット 

当社が第 3 セクターのままではなく、わざわざ民営化した理由はなにか。第 3 セクターの民営化のメリットを

述べたい。 
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（ア） 行政主体の経営からの脱却 

第 3 セクターの場合、その地域の行政が株主になっており、行政運営のリスクを常に抱えてしまう。

例えば、第 3 セクター設立時は、首長や町議会が設立の目的や意義をしっかり理解しており、補助金を

活用して加工場等の設備を整えていることが多い。しかし、首長が交代して方向が転換してしまうという

ケースもある。それは議会も同じである。また、市町村合併によって行政区域が拡大したことによって、

従来の関係から希薄化してしまうというケースも聞く。また、行政が主体となってしまうと、当然ながら第

3 セクターの経営だけではなく、関係者以外からの声にも耳を傾けなければならない。その分、本当に

必要な経営ができなくなってしまうという弊害もある。第 3 セクターを民営化することにより、そのリスクを

抑え、かつスピーディーな経営に取組むことができる。 

（イ） 2 次・3 次事業者との融合による経営マネジメント 

第 3 セクターの場合、経営陣に首長やその地域の農協や商工会等の関係機関の主な役職員が取締

役に就くケースが多い。しかも、兼務している場合が多いことも含め、本当にその第 3 セクターの経営に

注力でき、また責任をとれるのかという懸念がある。 

一方で、第 3 セクターを民営化する場合、ただ株主が行政から 2 次・3 次事業者に変わるだけではな

い。当然、2 次・3 次事業者は本業とのシナジー効果を生み出すべく経営に参画してくる。実際に当社の

場合も、㈱エー・ピーカンパニーの社員 2 人が当社の取締役に就任し、実際に経営に参画している。そ

して、事業計画や財務面の管理等についても民間企業同様のマネジメントになることで、より具体的な

ビジョンや経営の方向性を示し、実際に事業計画に沿ってスピード感を持って行動している。 

（ウ） 行政と民間企業の融合による地域活性化に向けた取組み 

第 3 セクターを民営化したからといって、行政との関係がなくなるわけではない。むしろ、株式の譲渡

や第 3 セクターの持つ資産について、行政機関と 2 次・3 次事業者は何度も打ち合わせを行うことにな

る。その際、行政側としては、ただ株や資産を売却しておしまいというわけにはいかない。第 3 セクター

は地域の活性化を目的として設立されている場合が多く、地域の特産品を取り扱っている場合も多い。

つまり、第 3 セクターを民営化した後、経営が上手くいってもらわないと行政としても困るのである。その

ためにも、必然として民営化後も行政を巻き込んだ地域全体の取り組みが継続されるのである。 

当社の場合、都農町が株式を売却して得た資金は、都農町のワイン用ぶどう生産の安定・拡大に向

けてぶどう畑の圃場整備に費やすことで、引き続き当社のサポートをしている。第 3 セクターの民営化

を通じて行政機関と 2 次・3 次事業者が融合することで、地域全体の活性化に繋がるのである。 

 

（ⅳ）第 3 セクターの民営化の際に気をつけなければならないこと 

全国には「6 次産業化」という言葉が拡がる以前から、その地域の特産品を活用した加工品の開発や販売

に取組んでいる第 3 セクターが多数存在している。そこに、2 次・3 次事業者の経営ノウハウを注入すること

で、経営改善またはさらなる成長を通じて、「6 次産業化 2.0」の拡大に向けた可能性を感じている。 

しかし、民営化の際の注意点がある。それは、地域住民の「気持ち」である。その地域に根差している第 3

セクターに 2 次・3 次事業者が経営に参画する場合、特に地域外の事業者は住民にとっては「よそ者」であり、

生産者のみならず、消費者からの警戒感が非常に大きい。㈱エー・ピーカンパニーは、本社は東京にあるもの
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の、2006 年に宮崎県内で養鶏事業を開始しており、また、今年度の入社式は新入社員や関係者全員を宮崎

県に連れていって開催する等、宮崎県との関係を構築してきた。また、当社への出資についても、㈱エー・ピー

カンパニー単独ではなく、国の関連機関と共同で設立した官民ファンドから出資をしたにもかかわらず、「㈱都

農ワインは㈱エー・ピーカンパニーに買収されるのか」という抗議の電話があったという。 

実績がある 2 次・3 次事業者でも地域住民に目的や意義をきちんと理解してもらうのに苦労しているのが現

状であり、行政を含めていかに地域を巻き込むことで地域住民に理解してもらうのかが重要である。 

 

（5）「6 次産業化 2.0」における「6 次化融合体」の必要性 

本章の最後に、「6 次産業化 2.0」を拡大するために「6 次化融合体」がなぜ必要なのかについて、「6 次産業

化 2.0」の要諦に基づいて検証したい。 

「6 次産業化 2.0」の要諦として、筆者では、「農林漁業者と 2・3 次事業者との融合」に向けて「VUSION」、「コ

ミュニケーション」、「リーダーシップ」、「フォロワーシップ」の 4 つのポイントを挙げている。 

 

図表 10 農林漁業者と 2 次・3 次事業者との融合の要諦 

“VUSION” 
「VUSION」は「VISION」と「FUSION」を組み合わせた造語である。文字通り、第 1 次産業から第

2 次・3 次産業までが「融合」したビジョンを作り上げることが重要である  

コミュニケーション 

（敬意と責任） 

農林漁業者は品質や数量等についての生産「責任」を守るべきであり、2 次・3 次事業者は農

林水産物の栽培に対して不断の努力を続けている農業者に対して「敬意」を払うべきである。 

リーダーシップ 
農林漁業の「特性」や農林漁業者の「想い」を理解した上で、1 次から 3 次までの全体を俯瞰

し、最適なビジネスモデルを組み立てる構想力、そして実践力が求められる。 

フォロワーシップ 
「フォロワー」とは、リーダーや組織を「支える」ことを意味する。「6 次産業化 2.0」では、農林漁

業者と 2 次・3 次事業者との絆をしっかりと結びつける「支え役」が必要となる。 

（出所）野村アグリプランニング＆アドバイザリー 

 

「6 次化融合体」は組織として第 1 次産業から第 2 次・第 3 次産業までを「融合」させた事業体である。つま

り、「6 次化融合体」のビジョンがすでに「VUSION」となる。 

また、一気通貫型ビジネスモデルの根幹である農林漁業の「特性」や農林漁業者の「想い」を理解している

農林漁業者側が、「6 次化融合体」の経営に参画している場合が多い。そして、2 次・3 次事業者と融合するこ

とにより、1 次から 3 次までの一気通貫型ビジネスモデルを構築し、実行していくという視点では「6 次産業化

2.0」における「リーダーシップ」能力が必要となる。 

また、1 次から 3 次までの一気通貫型ビジネスモデルする組織であると同時に、実行するためのコーディネ

ート能力も必要である。その視点では農林漁業者と 2 次・3 次事業者との「橋渡し」機能も兼ね備えていること

から、「コミュニケーション」と「フォロワーシップ（支え役）」も備得る必要がある。 

つまり、農林漁業者と 2 次・3 次事業者がそれぞれの組織において「6 次産業化 2.0」に取り組む際に必要な

要素が「6 次化融合体」には不可欠なのである。 
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（6）「6 次化融合体」に求められる「全体最適」 

「6 次産業化 2.0」に取組むために必要な農林漁業者と 2 次・3 次事業者との融合のために必要な要素を「6

次化融合体」が兼ね備えているかについてはすでに述べた。ここでは、その「一気通貫型事業体」が「6 次産業

化 2.0」に取組むために求められる要素として「全体最適」について述べる。 

 

①「全体最適」と「部分最適」 

「全体最適」を辞書で調べると、経済学用語で「システムや組織の全体が最適化された状態であること」とあ

る。一方、反対語として「部分最適」があり、「システムや組織の一部のみが最適化された状態」とあり、「一部

では最適化されていても、全体としては最適化されていない場合や、かえって負の営業が大きくなる場合もあ

り、一般的には「部分最適」ではなく、「全体最適」を目指すべきである」と続いている。 

 

②「部分最適」に陥りやすい「部門別取引」 

「全体最適」と「部分最適」については、第 1 次産業、第 2 次産業、第 3 次産業を横断している「6 次産業化」

ビジネスでは特に生じやすい問題である。例えば、農林漁業者、加工事業者、販売事業者それぞれにプレイ

ヤーがいた場合、当然、それぞれに事業者は当然、自社の利益を一番に考えるだろう。そうなった場合に起こ

りうるのが「買い叩き」である。簡単に言うと、「いかに安く仕入れて高く売るか」であり、消費者への販売価格

が低い商品であればある程、連鎖して第 1 次産業である農林漁業者が最も買い叩かれてしまう。つまり、第 1

次産業から第 3 次産業まで生産・加工・販売「部門」が分かれているから起こってしまっており、その問題を解

決するために、第 1 次産業から第 3 次産業まで「融合」させた一気通貫型のビジネスモデルが必要なのであ

る。 

 

③「6 次化融合体」に求められるワンランク上の「全体最適」 

 しかし、「6 次化融合体」に求められる「全体最適」は従来の考え方よりもさらにワンランク上の「全体最適」で

ある。「6 次化融合体」は一気通貫型ビジネスモデルをコーディネートすることが求められており、第 1 次産業

～第 3 次産業までの全てを調整する必要がある。そして、忘れてならないのが「6 次産業化 2.0」の目的である

「産地と産業の振興」である。 

例えば、ビジネスモデルであれば、農林水産物を素材のまま販売するのか、加工するのか、加工する場合

はどのような商品に加工するのか、販売先は地域内外、国内外、BtoB・BtoC 等々について考えなければなら

ない。特にビジネスが軌道に乗ってきた場合にはその「産地」における農林水産物が不足する場合が多いの

が現状である。「産地と産業の振興」のためには当然「6 次化融合体」としても「利益」を出さなければならず、

そのためにも限られた経営資源の中での「全体最適」が重要になってくる。 

さらに、農林漁業者、2 次・3 次業者との関係上も「全体最適」を求められる場合がある。「6 次化融合体」を

組成する際に、知見やノウハウ、人材、資金を出した農林漁業者、2 次・3 次事業者は、当然、自社のビジネス

にとって有利な条件での取引を求めてくる可能性がある。例えば、出資した 2 次・3 次事業者よりもその商品

の価値を認め、高い取引価格を提示してきた新規事業者がいた場合、当然、出資した 2 次・3 次事業者として

はこれまでの経緯も含めて自社を優先して取引をして欲しいと要望するはずである。しかし、まだまだ成長途
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中の限られた経営資源の中では、将来的な「産地と産業の振興」を目指してあらゆる面で「全体最適」を考え

なければならない。 

「全体最適」と「部分最適」について、あらゆる業界、企業でも常に問題になりうるテーマである。特に、業界を

跨いだ取組みを求められる「6 次産業化 2.0」では一際重要となる。しかし、「6 次化融合体」として、「全体最

適」を念頭において全体を俯瞰することができれば、本当の意味での ALL－WIN の関係が構築でき、「産地と

産業の振興」の実現に繋がるのである。 
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４．今後のロードマップ 

（1） 6 次産業化の市場規模 10 兆円に向けたマイルストーン 

ここまで、6 次産業化／連携ビジネスのブレークスルーである「6 次産業化 2.0 による産地と産業の振興」を

拡げるためのポイントとして、「6 次化融合体」の組成の必要性について述べてきた。冒頭でも述べたように、

2017 年 6 月 9 日に閣議決定された「未来投資戦略 2017～Society5.0 の実現に向けた改革～」の中で、に日

本政府は 2015 年度に 5.5 兆円である 6 次産業化の市場規模を2020 年度に 10 兆円にするという KPI を設

定している。 

また、農林水産省が発表している農業・食料関連産業の国内生産額（概算）7によると、平成 27 年度の農林

漁業の国内生産額は 12 兆 1,974 億円、食品製造業は 36 兆 5,253 億円、資材供給産業は 2 兆 1,303 億円、

関連投資は 2 兆 861 億円、関連流通業は 31 兆 563 億円、外食産業は 27 兆 8,526 億円となり、全てを合計

した農業・食料関連産業の国内生産額は 111 兆 8,479 億円となっている。 

「6 次産業化 2.0」は、6 次産業化からも農商工連携からも進化した取り組みであり、1 次産業の農林漁業者

と 2 次・3 次事業者が「融合」し、1 次から 3 次までの境界をなくした一気通貫型のビジネスモデルを構築する

ことが求められる。 

例えば、農業・食料関連産業のうち 10%でも一気通貫型のビジネスモデルを構築することができれば、約 11

兆円が「6 次産業化 2.0」の取り組みとなる。そのためにも、今後「6 次化融合体」を組成していくことで、「6 次産

業化 2.0」の取り組みが加速すれば、2020 年度に 10 兆円という 6 次産業化の市場規模を達成することも十分

可能であろう。さらに言えば、農業・食料関連産業全体において、一気通貫型のビジネスモデルを構築するこ

とができれば、6 次産業化の市場規模を111 兆円に拡大することも可能となる。 

 

図表 11 6 次産業化と農業・食料関連産業の市場規模の考え方 

 
（出所）野村アグリプランニング＆アドバイザリー 

                                              
7
 平成 27 年農業・食料関連産業の経済計算（概算） http://www.maff.go.jp/j/tokei/kouhyou/keizai_keisan/index.html# 
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しかし、あくまで「6 次産業化 2.0」が目指しているのは一気通貫型のビジネスモデルを構築することによる

「産地と産業の振興」であり、農林漁業の衰退を食い止め、農山漁村を活性化し、農林漁業を成長産業へと導

く概念であることを強調しておきたい。 

 

（2） アクションプラン 

日本では「組織体制作りが重要だ」と提言すると、「6 次化融合体」という合弁会社を作るだけで満足してしま

い、その中身が伴っていないことが多いのが現状である。ここで念を押しておきたいのは、「6 次化融合体」と

いう組織体制作りは、あくまで一気通貫型のビジネスモデルを実践するための一つの「手段」にすぎないという

ことである。 

では、「6 次産業化 2.0」に取り組むためには具体的にどのように行動すればよいのか。事業が成功するキ

ーワードをあえて一点のみ述べるのであれば、“VUSION”である。つまり、農林漁業者と 2 次・3 次事業者が

「腹を割って」話し合い、信頼関係を構築できるかどうかであると考える。一見当たり前のように思えるかもしれ

ないがこれが一番難しい。弊社が 2015 年 4 月に発刊している「6 次産業化の実践モデル（改定版）～成功の

ために必要なポイント～（改定版）」8において、農林漁業者と企業との直接取引における成功ポイントに「組み

手を見極める」と「長期的な関係構築」を挙げている。通常の取引においても、取引相手を見極め、短期的なビ

ジネスではなく、長期的なビジネスを目指した関係構築が求められる。「6 次産業化 2.0」は単なる取引関係で

はなく、「連携」よりもさらに強い「融合」することを目指しており、1 回、2 回会って話し合うだけで本当の「信頼

関係」が構築することは難しい。時には飲み明かして、お互いの本心をさらけ出すことも必要かもしれない。逆

を言えば、「6 次産業化 2.0」に取り組んでいる農林漁業者と 2 次・3 次事業者はそれだけの信頼関係を構築し

ているのである。 

そこまでの信頼関係を構築できてこそ、上辺だけではない本当の意味での“VUSION”、つまり、第 1 次産業

から 2 次・3 産業までが「融合」したビジョンを共有できるのである。その上で、ビジネスモデルに合った「6 次化

融合体」を組成することが重要なのである。 

 

                                              
86 次産業化の実践モデル（改定版）～成功のために必要なポイント～ 
http://www.nomuraholdings.com/jp/company/group/napa/data/20150401_b.pdf  



 

本レポートは、業界に関する情報の提供を目的としたもので、投資判断の参考となる情報提供や投資勧誘を目的としたものではあり

ません。本レポートは野村アグリプランニング＆アドバイザリー株式会社が信頼できると判断した情報源から取得した情報に基づい

て作成しておりますが、その正確性や完全性を保証するものではありません。本レポートのいかなる部分も、一切の権利は野村アグ

リプランニング＆アドバイザリー株式会社に帰属しており、電子的または機械的な方法を問わず、いかなる目的であれ、無断で複製

または転送等を行うことを禁止いたします。© Nomura Agri Planning & Advisory Co., Ltd. 2018 

136 

５．おわりに 

「6 次化融合体」の事例に取り上げた 3 事例は全て、6 次産業化の取り組みを支援する唯一の官民ファンド

である株式会社農林漁業成長産業化支援機構（通称 A-FIVE）と全国の地域金融機関、メガバンクや事業会

社を出資母体とするサブファンドからの出資を受けている。しかし、本稿の事例紹介においては、その点につ

いてはあまり触れていない。その理由は、本レポートの趣旨は「6 次化融合体」という「一気通貫型ビジネスモ

デル」をコーディネートし、実践する組織体制を作ることによって、「産地と産業の振興」に繋がる「6 次産業化

2.0」の取り組みの拡大を目指すことに焦点にあてており、A-FIVE について触れてしまうと趣旨がずれてしまう

可能性があるからである。 

当ファンドの出資スキームは農林漁業者とそのパートナー企業である 2 次・3 次事業者が出資をした合弁

会社に対して原則 50%以下を出資するという仕組みであり、農林漁業者とそのパートナー企業による合弁会社

という考え方は、本レポートの「6 次化融合体」の考え方とも一致している。また、6 次産業化に取り組む際、加

工場やレストランを整備するとなると、どうしても初期投資が大きくなってしまい、その負担を軽減するために官

民ファンドである A-FIVE（サブファンド）から出資することで負担を軽減するという考え方にも賛同できる。  

さらに、当ファンドのように、農林漁業者と 2 次・3 次事業者によって合弁会社を設立することで、イノベーショ

ン（新結合）によってこれまでにないバリューチェーン（付加価値）を構築するという仕組み作りまで考えられて

いるファンドは少ない。一方で、農林漁業者の議決権割合がパートナー企業よりも多くなければならないという

条件が、出資余力が少ない農林漁業者側の現状とマッチしておらず、まだまだ使い勝手が悪いという側面も否

定できない。 

筆者が昨年度に執筆した『農林漁業を成長産業へ導く「6 次産業化 2.0」』でも出資要件の緩和による活用

の促進を提言しているように、より農林漁業者側の目線に立ち、「6 次化融合体」の考え方にも通ずる当ファン

ドの出資スキームの使い勝手が良くなることで、全国各地に「6 次化融合体」の組成が拡がることを期待した

い。 
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第７章 直売／サービスビジネス 

―  直売所・道の駅から「情報発信拠点」への進化 ― 

調査部 上級研究員  仲野 真人 
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１．はじめに 

昨今、農産物直売所（以後、直売所）や道の駅が全国的に人気を博している。消費者からすれば、地域の

農産物を新鮮な状態で安く購入できるというメリットがある。最近では人気の道の駅がメディアでもたびたび取

り上げられ、地域活性化に向けた取組みとしても注目されている。 

一方、生産者にとっても直売所や道の駅の拡大によって大きな変化が生まれている。これまでの JA を通し

て市場に出荷していた従来の流通経路では、値段も市場価格に左右されてしまい、また、誰が自分の栽培し

た農産物を食べているのかもわからなかった。しかし、直売所の普及によって、自ら栽培した農産物に自ら値

段を付けることができるようになり、またエンドユーザーである消費者と直接交流し、評価を聞くことができるよ

うになったという点では革新的な取組みと言える。 

しかし、このまま直売所によって日本の農林漁業の未来は明るくなっていくのだろうか。直売所は JA・農業

法人・行政機関・民間企業と様々な団体が主体となって各地に設立され、競合している。また、近年では、スー

パーマーケットやコンビニエンスストアも直売所に負けじと地元農産物の販売について攻勢をかけている。 

本稿では、今後の農林漁業を支え、成長させるための直売所・道の駅のあり方について述べる。 

 

図表 1 新鮮な農産物が並ぶ人気の直売所（おおむら夢ファーム：新鮮組） 

 

（出所）野村アグリプランニング＆アドバイザリー 
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２．直売所・道の駅の現状と課題 

（1）直売所・道の駅の現状 

① 直売所の魅力とは 

農林水産省「平成 27 年度 6 次産業化総合調査」9によると、2015 年度の直売所の数は 23,590 に達してい

る。その魅力とは何か。日本政策金融公庫が 2014 年 3 月に発表した「農産物直売所に関する消費者意識調

査」10によると、直売所の魅力として一番多かった回答が「鮮度がよい（75.2%）」、次いで「価格が低い

（65.2%）」、「地元産の食材が豊富（45.1%）」と続いている。また、「旬や季節感が感じられる（34.2%）」や「産地や

生産者がわかる安心感（28.5%）」が挙げられており、食の安全・安心を背景に、改めて「国産回帰」や「地産地

消」のニーズが増えていることが分かる。実際に、生産者の顔や名前だけでなく、使用した農薬のトレーサビリ

ティや生産者の思いやこだわりまで伝えている直売所も増えている。 

 

図表 2 トレーサビリティによる管理（左）や生産者の想いを伝えるＰＯＰ（右） 

 

 

② 直売所の成功ポイント 

全国で多くの集客に成功している直売所の魅力は「新鮮な」農産物が買えるだけではない。弊社では 2014

年度に全国の 6 次産業化の優良事例を基に作成した「6 次産業化の実践モデル（改定版）～成功のために必

要なポイント～」11において、「店舗販売（＝農産物直売所）におけるポイント」として、「お客さまを魅了する看板

商品づくり」、「こだわり商品の品揃え」、「お客さまを呼び込むための仕掛けづくり」の 3 点を挙げている。、以

下、改めてそのポイントを共有したい。 

 

 

                                              

96 次産業化総合調査  http://www.maff.go.jp/j/tokei/kouhyou/rokujika/index.html 

10農産物直売所に関する消費者意識調査（2014 年 3 月） https://www.jfc.go.jp/n/findings/investigate.html  

11 6 次産業化 の 実 践 モ デ ル （ 改 定版 ） ～ 成 功 の ため に必 要 な ポ イン ト～  http://www .n o mu rahol din gs.co m/j p/ co mp an y/ grou p/ n ap a/ d at a/2 01 50 40 1_b .p df 

（出所）内子フレッシュパークからり HP（左）、ひまわり市場 Facebook（右）より 
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（ⅰ）お客さまを魅了する看板商品づくり 

店舗販売においてはいかにお客さまにご来店いただくかが重要である。そのためには看板商品が必

要になり、それは生産品であっても、加工品であっても変わらない。お客さまがわざわざ遠いところから

も買いに来てくださる看板商品をいかにつくり出すのかが大切である。 

 

（ⅱ）こだわり商品の品揃え 

全国には低価格志向の大型商業施設やスーパー、コンビニエンスストアが溢れている。そのような店

舗と単純に協業しても勝ち残ることは困難である。勝ち残るためには看板商品だけでなく、看板商品と

合わせて販売する商品の品揃えを充実することが重要である。 

 

（ⅲ）お客さまを呼び込むための仕掛けづくり 

お客さまの来店を増やすためには、新しいお客さまに来ていただくか、一度来ていただいたお客さま

に来ていただく必要がある。定期的にイベントを開催したり、来店するたびに新たな刺激を経験すること

ができるような工夫など、お客さまのリピート率を上げ、また口コミ等によって新たなお客さまにも来店し

ていただく仕掛けづくりをすることが大切である。 

 

③ 「直売所」の機能も兼ね備え始めている「道の駅」 

昨今では、直売所の他に、「道の駅」にも注目が集まっている。理由としては、その地域の特産品を活用した

名物料理が食べられたり、その地域のお土産品が購入できるからである。道の駅の管轄は国土交通省である

が、ほとんどの道の駅では直売所を有している。 

道の駅は現在、全国に 1,117 件が登録されている。では道の駅に登録されるメリットはなにか。道の駅に認

定されると、一定以上のサービス提供が義務付けられる。その一方で、市販地図に明記されたり、道路標識に

も掲示できるようになる等、メリットも非常に多く、地域の PR も可能となる。そのため、地域の農林漁業や観光

等、様々な波及効果が期待されている。 

 

図表 3 国土交通省が認定した道の駅のマークと看板 

 

 

（出所）国土交通省 HP、トリップアドバイザーHP より 
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（2）直売所・道の駅を取り巻く環境 

① 減少が確実視されている日本の人口 

日本の人口は 2017 年 8 月 1 日現在、1 億 2,677 万人であり、2008 年の 1 億 2,808 万人をピークに減少に

転じている。国立社会保障・人口問題研究所の日本の将来推計人口（平成 29 年推計、出生中位推計）12によ

ると、2053 年には 1 億人を割り込んで 9,924 万人、2065 年には 8,808 万人、さらには 2100 年には 5,971 万人

と現在の人口の半分以下になることが予想されている。今後、長期的に人口減少が進むことは確実視されて

いる。つまり、直売所が増えている一方で、日本の人口減少が進み、日本人の胃袋が減少するとともに消費

力の低下が進行し、需要と供給のバランスが崩れることが予想される。 

 

図表 4 日本の将来推計人口の推移 

 

 

② 飽和する国内マーケット 

日本の人口の減少が進行しつつある中で、国内のマーケットはすでに飽和状態となっている。先述のとお

り、直売所は全国に 23,590 ある。それ以外に、スーパーマーケットが全国に約 18,000 店舗、さらに、コンビニ

エンスストアは約 56,000 店舗にまで拡大している。しかし、人口が減少していく中、各社とも今後はこれまで通

りの店舗展開は難しくなってきているのが現状であり、実際にスーパーマーケット業界でもコンビニエンススト

ア業界でも M&A（企業の合併・買収）による寡占化が進んでいる。例えば、コンビニエンスストア業界では、セ

ブンイレブン、ファミリーマート、ローソンの 3 社で全国の店舗数の約 90%を占めている。残りのコンビニエンス

ストアは地元密着型等の独自色を出して展開をしているが、今後はさらに 3 社の寡占化が進むことが考えら

れる。 

 
                                              

12
国立社会保障・人口問題研究所の日本の将来推計人口  http://www.ipss.go.jp/pp-zenkoku/j/zenkoku2017/pp_zenkoku2017.asp 

（出所）国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口（平成 29 年推計）」より 
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③ 生き残りをかけた小売業界の動向 

スーパーマーケット業界でも新しい動きが見られる。これまでは地産地消がテーマとなっている直売所とは

対照的に、スーパーマーケットは国内商品のみならず、海外商品も取り揃えている。また、農産品に限らず、

精肉や鮮魚、調味料やその他生活用品等も揃えていることが特徴である。その結果、野菜は直売所で、その

他の肉や魚等はスーパーマーケットと使い分けている消費者も多かったように思われる。しかし、近年では、ス

ーパーマーケットにおいても、「生産者の顔」が見える野菜や「地産地消」をテーマとした地元の生産者が販売

できるスペースを確保したり、スーパーマーケットの中に直売所を常備する事例が増えた。消費者は、スーパ

ーマーケットでも新鮮な地元産農産物を購入することが可能となりはじめた。 

さらに、スーパーマーケットは、生産者が栽培した規格内の農産物だけでなく、規格外の農産物も買い取り、

総菜として加工し提供する取り組みをはじめている。それにより、地元の生産者にとって、直売所を利用するよ

りも、スーパーマーケットに提供する方が自身の所得向上に繋がっている事例も増えている。 

また、同様に、コンビニエンスストアにおいても、地元産の農産物を販売する店舗が増加している。。つまり、

スーパーマーケットやコンビニエンスストアは、従来の強みを活かしつつ、「新鮮」や「地元産」、「安全・安心」と

いう直売所の強みを吸収することで、直売所の領域へ攻勢をかけつつある。 

 

図表 5 スーパー内に常備された「農家の直売所（農業総合研究所）」 

 
 
  

（出所）農業総合研究所講演資料より 
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３．直売所・道の駅のブレークスルーポイント 

（1） 今後予想される直売所の淘汰 

先述したように直売所が乱立する中、一つの地域内に JA の直売所と民間の直売所があり、さらにはスー

パーマーケットやコンビニエンスストアが乱立している地域も多い。その際、一方の直売所は賑わっている

が、もう一方の直売所は閑古鳥が鳴いているという様子もよく目にする。すでにスーパーマーケットやコンビ

ニエンスストアが直売所の領域に攻勢をかけ始めている中で、今後はさらに厳しい競争環境に晒されること

が予想される。直売所や道の駅の今後の生き残り戦略を探る前に、まず、賑わいのない直売所の共通点

を、以下、分析してみた。 

① コンセプトが不明確 

まず挙げられるのが、「コンセプト」が曖昧な直売所である。コンセプトとは一般的に、「誰に」・「何を」・「どう

やって」・「いくらで」売るのかという 4 点である。コンセプトは、「看板商品」かもしれないし、鮮度も含めた「品

質」かもしれないし、有機栽培等の「栽培基準」かもしれない。コンセプトが感じられない直売所には消費者も

魅力を感じず、他の直売所へ足を運んでしまう。 

② 農産物へのこだわりが感じられない 

次に挙げられるのが商品への「こだわり」が感じられない直売所である。地元の農産物が集められないから

と言って、全国の農産物が並べられている直売所がたまにある。確かに品揃えは重要であり、外国産よりも国

産を選ぶ消費者が多いかもしれないが、地元の直売所を訪れる消費者の大半の需要は、「（その）地元の農

産物を購入したい」というふうに考えるのが一般的であろう。 

③ 常に受け身の直売所 

最後が「受け身」体質な直売所である。言い換えれば、「直売所がブームだから」、「生産者に要望されて仕

方なく作った」という理由によって作られ、ただ農産物が販売されているだけという直売所である。消費者から

すれば、「驚き」や「発見」、または「感動（わくわく感）」が生まれない。そのため、「また行きたい」と思うことはな

いだろう。入っては見たものの、売り子もおらず、POP（紙の広告媒体）もなく、ただ商品が並べられているだけ

の直売所だったとすれば、スーパーマーケットをはじめとする同業態との差別化はできない。 

 

 

（2） 直売所・道の駅の強みを活かした生き残り戦略とは 

それでは、直売所や道の駅が生き残るためにはどうすればよいのか。まず考えられるのは、スーパーマー

ケットやコンビニエンスストア業界が直売所の領域に進出してきたように、直売所・道の駅が彼らの領域に進

出することである。ただ、その戦略は容易ではない。なぜなら、すでに熾烈な競争に耐えてきたスーパーマー

ケットやコンビニエンスストアとは、資本力やマーケティングをはじめとする経営ノウハウが違いすぎる。彼らの

土俵で勝負を挑んだところで、はじめから勝負は目に見えていよう。 

そもそも、直売所や道の駅の強みとは一体何か。直売所や道の駅には地域の農産物や農産加工品が集ま

っており、その強みはまさに「地域密着型」である。このような特産品だが生産量が少なかったり、規格が揃わ

ない、また、鮮度劣化が早いといった商品は、一般的には、大手のスーパーマーケットやコンビニエンスストア
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では取り扱いが難しい。そうであるならば、今後、直売所や道の駅が生き残っていくためには、その「地域密着

型」という強みをさらに伸ばしていく戦略を取ることが重要だと考える。 

 

 

（3） 求められる「情報発信拠点」への進化 

「地域密着型」を伸ばすと言っても、地元に特産品がないのでアピールできないという話をよく聞く。しかし、

少し視野を広げて「地域密着型」＝「地域資源」と考えてみてはどうか。地域資源となると、農産物だけでなく、

その地域の気候や風土、歴史、伝統文化等、様々な要素がある。また、日本は北海道から沖縄まで東西南北

に広がっており、同じ本州であっても平野や盆地、中山間地等、様々な地形に恵まれている。また、縄文時代

から始まり、戦国時代から明治・昭和に至るまで、その地域独自の歴史や伝統文化が溢れている。さらには、

漆塗りや染物さらには伝統的な建築物についても、一見、直接農業とは関係ないように見えても、広い視点で

考えれば農業に繋がるものも多い。昨今では「コト消費」という言葉が拡がっているように、インバウンドも含め

て「体験」を求める消費者も増えている。つまり、農産物や加工品を販売するだけであった直売所・道の駅に、

その地域の気候や風土、歴史、伝統文化を組み合わせた体験機能を加えることが重要である。 

しかし、それだけでは足らない。なぜならば、直売所や道の駅はお客様に訪問してもらえなければ意味がな

い。お客様が直売所や道の駅を目的地として訪問してもらい、農産物や加工品を購入してもらったり、体験をし

てもらうことで、地域にお金が落ち、生産者のみならず地域全体が潤うのである。そのためには、地域に人を

呼び込む機能が必要である。つまり、これからの直売所・道の駅は単なる農産物の販売拠点や休憩所として

だけではなく、地域の魅力を地域外に発信することでお客様を呼び込み、また、その呼び込んだお客様に地域

の魅力を実際に体験してもらうための、地域活性化の根幹を担う「情報発信拠点」へと進化することが求めら

れるのである。 
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図表 6 「情報発信拠点」の概念 

 

 

（4）「情報発信拠点」が軸となって地域活性化に繋がっている事例 

前項で述べたように、直売所・道の駅のブレークスルーポイントは、「情報発信拠点」への進化であった。本

項では、従来の直売所・道の駅から「情報発信拠点」へと進化し、地域の生産者のみならず、地域全体を巻き

込んで地域活性化に繋がっている事例とそのポイントについて紹介したい。 

 

①  “田舎だからこそできる”農園リゾート「大江ノ郷ヴィレッジ」：有限会社ひよこカンパニー 

鳥取県八頭郡八頭町に向かうと、中山間地の田園風景の中に突如としてお洒落な建物が現れる。農園リゾ

ート「大江ノ郷ヴィレッジ」である。当施設を運営している㈲ひよこカンパニーは、1994 年に八頭町で養鶏業に

参入した。添加物や抗生物質等の薬品を一切使用しないこだわりの飼料と、鳥取県では唯一、「平飼い」によ

る養鶏にて、1 個 100 円の「天美卵」を生産している。その卵を目当てに、「大江ノ郷ヴィレッジ」には年間約 28

万人が来場している。 

（ⅰ）「大江ノ郷ヴィレッジ」のコンセプト 

 「大江ノ郷ヴィレッジ」は 2016 年にオープンした。外観はモダンな造りとなっており、入口付近には、こだわり

の焙煎コーヒーが飲める「カフェ＆バル」や、ジェラートの「スナックスタンド」、パンの「ブーランジェリーサン

ク」、焼菓子の「パティスリーサンク」、ケーキの「ビオマルシェ」などがある。また、奥に進むと「大江ノ郷燻製工

房や惣菜を作る「アグリキッチン」、釜玉うどん専門店「大江ノ郷製麺所」、そしてお客様が商品を作る「体験ス

（出所）野村アグリプランニング＆アドバイザリー 
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タジオ」がある。そして、2 階に上がると、ランチに「天美卵と地元の野菜」がビュッフェで味わえるレストラン&パ

ンケット「大江ノ郷テラス」が待ち受けている。 

「大江ノ郷ヴィレッジ」は、外観も中のショップも、従来の直売所とは異なる発想でつくられている。基本コンセ

プトは、「鳥取の可能性を知ってほしい」との想いが背景にある。地元に住む方々にとって、田園風景は田舎の

イメージが強く、「田舎＝マイナス」になってしまっていた。しかし、東京ではできないこと、つまり田舎だからこそ

あるこの田園風景を活かした農園リゾートにするために、田園風景を眺めながら食事をしてもらえるようにガラ

ス張りにしている。そして、「天美卵」や地元の食材を「大江ノ郷ヴィレッジ」で食してもらうことで、「1 次から 2

次・3 次に繋がっている」ということを消費者に伝えることがもう一つの想いである。 

 

図表 7 「大江ノ郷ヴィレッジ」の 1 階の様子 

 

 

（ⅱ）「観光」の視点を取り入れた「特産品」の開発 

当社は八頭町を「観光地」にしたいという想いを常に抱いており、「大江ノ郷ヴィレッジ」も「観光」の視点でビ

ジネスを構築している。そのため、生産者が農産物を並べる従来の直売所とは一線を画し、地元の農産物を

加工し付加価値を高めて 1 階のショップや 2 階のレストランで提供している。例えば、一番人気の商品は、看

板メニューの「パンケーキ」であり、ベーキングパウダーを使用せず、「天美卵」の卵白によるメレンゲでふわふ

わ感を出している。そのため、焼きあがるまでに最低 20 分以上かかり、その待ち時間が提供価値にもなって

いる。そのパンケーキやプリン、バームクーヘン等の商品は、自社の「天美卵」と地元産の小麦粉と乳製品を

使用して製造している。また、2017 年 9 月に鳥取県が主催した「食のみやこ鳥取県」特産品コンクールで最優

秀賞を受賞し、人気急上昇中の「大江ノ郷タルト」は、お土産用として 5 個入り 1,620 円で販売されている。さら

に、2 階のビュッフェにおいても、ビュッフェでただサラダバーとして地元の農産物を並べるのではなく、「天美

卵」と一緒に調理して提供している。つまり、地元の農産物と自社のブランド卵「天美卵」と組み合わせること

で、さらに付加価値を高めている。 

 

 

（出所）野村アグリプランニング＆アドバイザリー 
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図表 8 観光客をターゲットとして商品開発（例） 

 
 

 

 

（ⅲ）鳥取県の新たな観光地としての地域への波及効果 

オープン初年度に約 28 万人が来場している「大江ノ郷ヴィレッジ」であるが、現在は来場者の目標人数を鳥

取県の人口と同じ「57 万人」としている。現在の倍以上を集客するための戦略として旅行業者との連携も始め

ており、観光バスの受入も随時進めている。八頭町は全国で初めてとなるミニ SL 博物館「やずぽっぽ」を

2017 年 4 月にオープンし、「大江ノ郷ヴィレッジ」と一緒に新たな観光地として売り込み、また旅行会社としても

「鳥取砂丘」に次ぐ新たな観光名所として、ツアーに組み込みたいという意向があるなど、Win-Win な関係が構

築できている。 また、地域へ波及効果がすでに現れ始めている。㈲ひよこカンパニーの従業員数は約 170 名

であり、「大江ノ郷ヴィレッジ」を建てる前と比べると 70 名以上増加した。また、「大江ノ郷ヴィレッジ」で働くこと

が地元では一つのステータスにもなりつつおり、UIJ ターンによる人口増加にも繋がっている。 

 

図表 9 「大江ノ郷ヴィレッジ」を軸とした地域活性化 

 

（出所）野村アグリプランニング＆アドバイザリー 

（出所）野村アグリプランニング＆アドバイザリー 
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② 地域のオリジナル商品という「芯」の開発に取組む地域商社：株式会社四万十ドラマ 

高知県高岡郡四万十町の四万十川沿いに、人気の道の駅「四万十とおわ」がある。指定管理事業者として

当施設を運営しているのが㈱四万十ドラマである。当社は当時の大正町、十和村、西土佐村の 3 町村が出資

する第 3 セクターとして 1994 年に設立されたが、2005 年の市町村合併の際に、株式を行政から買取り民営

化した。当社は 2007 年に道の駅「四万十とおわ」をオープンする以前より、地域の特産品を使用した「オリジ

ナル商品」を商品開発している元祖「地域商社」でもある。 

 

図表 10 ㈱四万十ドラマが運営する道の駅「四万十とおわ」 

 

 

（ⅰ）㈱四万十ドラマのコンセプト 

道の駅「四万十とおわ」は、高知市内から車で約 2 時間かかるにもかかわらず、現在では年間約 15 万人が

来場している。道路沿いには、正面には地元の特産品であるお米や野菜、また栗やお茶を加工した「オリジナ

ル商品」の他、高知県内のお土産品が並ぶショップがある。右奥には十和地域の農林水産物の素材をメイン

に四季折々のメニューを提供している「とおわ食堂」があり、特に毎週水曜日のランチバイキングが名物となっ

ている。左奥には四万十町で栽培された栗を使用した人気商品のモンブランが味わえる加工所兼カフェ「おち

ゃくり cafe」がある。レストランとカフェのどちらからも横を流れる四万十川を一望できるようになっている。 

当社のコンセプトは、「ローカル」・「ローテク」・「ローインパクト」であり、その根幹には「四万十川との共生」

がある。四万十川に負担をかけないために無農薬の素材作りに取り組み、その素材である「芯＝考え方商品

＝オリジナル商品」を開発することによって、「きちんと足元に根を張る」事業展開を実践している。 

 

（ⅱ）素材のストーリーまで含めた「オリジナル商品」の開発 

当社の最大の特徴は商品開発にある。単に地元の素材を加工して商品化するのではなく、地元の特産品

の「ストーリー」を織り込んだこの地域でしか作ることのできない「オリジナル商品」を開発している。その代表的

な素材となっているのが「栗」である。 

（出所）野村アグリプランニング＆アドバイザリー 



 

本レポートは、業界に関する情報の提供を目的としたもので、投資判断の参考となる情報提供や投資勧誘を目的としたものではあり

ません。本レポートは野村アグリプランニング＆アドバイザリー株式会社が信頼できると判断した情報源から取得した情報に基づい

て作成しておりますが、その正確性や完全性を保証するものではありません。本レポートのいかなる部分も、一切の権利は野村アグ

リプランニング＆アドバイザリー株式会社に帰属しており、電子的または機械的な方法を問わず、いかなる目的であれ、無断で複製

または転送等を行うことを禁止いたします。© Nomura Agri Planning & Advisory Co., Ltd. 2018 

150 

四万十町は元々栗の産地として有名であり、1980 年代には年間 800t の栗が収穫されていた。しかし、中山

間地域から都市部への人口流出や高齢化が進み、2013 年には 18ｔにまで収穫量が激減してしまった。その現

状を打破すべく、独自の栽培技術を確立した栗のなりわい総合研究社と連携してテコ入れを図った。その結

果、2016 年には 35ｔ、そして今期は 40～50ｔの収穫量を見込んでおり、収量の回復とともに、栗の高品質化に

も成功している。そのような四万十町における栗のストーリーや想いまで含めた素材「しまんと地栗」を「渋皮

煮」や「栗きんとん」、「モンブラン」、「ロールケーキ」等に加工して販売している。つまり、四万十ドラマの商品

の「芯」となるものこそが地元の素材であり、他社では真似することができない唯一無二の「オリジナル商品」と

なっている。 

 

図表 11 しまんと地栗を使用した「オリジナル商品」 

 

 

（ⅲ）幅広いネットワークを構築することで県内外へ情報を発信 

年間約 15 万人が訪れる人気の道の駅となっているが、実は、周辺地域は道の駅の激戦区でもある。高岡

郡四万十町から愛媛県北宇和郡鬼北町までの四万十川沿いの約 73km には、7 つの道の駅が乱立してい

る。しかし、当社は他の道の駅との「競争」ではなく「共存」を目指して連携する取組みを始めている。2017 年 9

月には、四万十市の道の駅「よって西土佐」とビンゴ型のスタンプラリーイベントを開催し、地元消費者や観光

客の相互集客に貢献している。 

 また県内の連携だけではなく、県外との連携にも取組んでいる。2013 年に「地域の作り手と売り手を繋ぐ」こ

とを目的とした「あしもと逸品プロジェクト」を発足し、生産者と流通業者、サポート業者が東京にて定期的に

「あしもと逸品会議」を開催し情報交流している。発足当初 5 名だった会員は現在では約 400 名にまで増え、

ビジネスマッチングやタイアップ商品の開発等、様々な相乗効果が生まれている。当社もそこで大手百貨店と

繋がり、全国の展示会に出展している。そこでは、「オリジナル商品」をPR するだけでなく、四万十町での取り

組みを伝えることで消費者に同町のファンになってもらうことを目指している。四万十町へ足を運んでもらった

り、遠くて行くことができない場合でも通信販売で購入してもらえるように積極的な情報を発信している。 

（出所）道の駅通販「四万十とおわ村」」HP、野村アグリプランニング＆アドバイザリー 
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図表 12  道の駅「四万十とおわ」を軸とした地域活性化 

 

 

③ 農業の課題からビジネスチャンスを創造する農業交流拠点施設：有限会社シュシュ 

長崎県大村市の北部に位置する福重地区に人気の複合施設「おおむら夢ファームシュシュ」がある。当施

設を運営しているのが㈲シュシュである。「シュシュ」とはフランス語で“お気に入り”という意味である。同社

は、専業農家 8 戸が集まり 1998 年に設立されたが、法人化以前の 1996 年に直売所「新鮮組」を、また、1997

年には「手づくりジェラートシュシュ」を、さらには、2000 年に「おおむら夢ファームシュシュ」をそれぞれオープン

した。今では、直売所やソフトクリームの加工を行う従来の直売所とは一線を画し、「地域の特産品開発」や

「食農体験」を取り入れた「農業交流拠点施設」へと進化している。 

図表 13 ㈲シュシュが運営する「おおむら夢ファームシュシュ」 

 

（出所）野村アグリプランニング＆アドバイザリー 

（出所）野村アグリプランニング＆アドバイザリー、シュシュ HP より 
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（ⅰ）㈲シュシュのコンセプト 

「おおむら夢ファームシュシュ」は長崎空港から車で約 20 分の高台にあり、年間約 49 万人が訪れている。

車で坂を上っていくと、目印となる大きな看板があり、まず左手側に直売所「新鮮組」があり、午前 10 時のオー

プン前には地元の生産者約 180 名が収穫したばかりの農産物や手づくりした加工品を並べている。正面には

パン・アイス工房と体験教室ができる施設があり、その横の道を下っていく、といちごの収穫体験ができるハウ

スがあり、その隣には「ぶどう畑のレストラン」がある。レストランの横の広場からは大村湾を一望できる。当社

のコンセプトは、『農業を通してシュシュの「ファン」をつくる』であり、3K（きつい、汚い、危険）という従来の農業

のイメージを覆すべく、農業体験を通して「農業のロマンを伝える！」ことで農業を魅力ある産業にするため、

「おおむら夢ファームシュシュ」にて、様々な試みに挑戦している。 

 

（ⅱ）「地域の課題」と「マーケット・イン」の両軸の視点による商品開発 

商品開発の際に、消費者のニーズを踏まえた商品を投入する「マーケット・イン」が重要であることは周知の

とおりである。しかし、当社の商品開発の視点は、「マーケット・イン」はもちろん、いかに「地域の課題」を解決

するかという視点まで組み込まれている。 

そもそも、当社が直売所の運営やジェラートの加工等の 6 次産業化に取組んだ背景は、大村市は、なしや

ぶどうの観光農園が多かったが、8～9 月の収穫期が過ぎてしまうと、観光客が来なくなってしまうことから、1

年を通して観光客を呼べる仕組みづくりをすることであった。なしやぶどう以外にこれといった特産品がなかっ

たため、「ないのであれば作ってしまおう！」とブルーベリーやハウスでのいちごの栽培に取組んだのである。 

加工品の開発についても同様である。地域で増える耕作放棄地を解消するために、「農業塾」を開催し、塾

生と一緒に生産した芋を使用した芋焼酎「どっこらしょよっこらしょ」や「団塊の華」を開発したり、JA の青年部と

協力し、彼らが栽培した小麦を使用したうどん「ながさきイケ麺うどん」やそうめん「ながさきイケ麺そうめん」を

開発した。 

また、最近開発した商品に『大村海軍カレー「将」・「佐」』がある。これは海上自衛隊大村航空基地とコラボし

たオリジナルレシピによるレトルトカレーであり、最大の特徴はカレーの「具」に長崎和牛が大量に使われてい

ることである。実は、その長崎和牛も「地域の課題」の一つであった。昨今の「ふるさと納税」ブームにより、大

村市では長崎和牛の返礼品が人気であったが、返礼品として使用されるのは特定の部位であり、それ以外の

部位が余ってしまっていた。しかし、長崎和牛として品質が高いことに着目し、牛肉がゴロゴロ入っている「大

村海軍カレー」を開発したのである。大村海軍カレーは「佐」が内容量 200g で 700 円、「将」が内容量 230g で

900 円（量の差である 30g は牛肉のみ）とレトルトカレーで考えるとかなり高額になってしまったが、「将」の方

からどんどん売れていき、今ではシュシュの主力商品となっている。これも、高品質な長崎和牛が余ってしまっ

ていた「地域の課題」と長崎和牛を使用した大村海軍（地元ならでは）のカレーを食べられるという「マーケット・

イン」の両視点から産まれた特産品である。 
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図表 14 ㈲シュシュが開発した商品群 

 

 

（ⅲ）「農業」を主体として考えられる様々なビジネスモデルをコーディネート 

当社の強みは商品開発だけではない。当社のもう一つの強みは「農業」を主体としたビジネスモデルを構築

するコーディネート力である。商品開発の際に、耕作放棄地で栽培した農産物を加工して特産品を開発してい

ることは述べたが、それ以外にも当社では斬新なアイデアによってビジネス化されているビジネスモデルがい

くつもあり、その中の一部を紹介する。 

（ア） 「おおむら夢ファームシュシュ」を軸として地域の観光農園と観光客をコーディネート 

当社はグリーンツーリズム協会の事務局も兼務している。当社が観光客に対して地域の 20 ヵ所の観

光農園を案内する一方、観光農園には食事ができる場所がなく、また観光農園としてはなし狩り・ぶどう

狩りが終わったら観光客にはすぐに帰って欲しいのが本音である。そこで、なし狩り・ぶどう狩りをした後

は、「おおむら夢ファームシュシュ」のレストランでの食事やお土産の購入というルートを構築した。つま

り、グリーンツーリズム協会の事務局として、地域の観光農園との Win-Win な関係を構築しているだけ

でなく、自社のビジネス機会も拡大している。 

（イ） 冠婚葬祭イベントの料理や引き出物もビジネスチャンス 

当社ではレストランの横にある広場で結婚式が開催されており、レストランでは結婚式の披露宴や法

事のイベントも開催されている。農業交流拠点施設で結構式や法事というと違和感を感じる人も多いか

もしれない。しかし、結婚式や法事では必ず料理がふるまわれ、また引き出物にも特産品が用いられる

ことが多い。そこにビジネスチャンスを見出したのである。 

また、農業交流拠点施設だからこそできる差別化がある。新郎新婦が結婚式の参加者をおもてなす

ために、受粉や収穫を手作業で行ったパッションフルーツで作ったジュースで乾杯し、新郎新婦の受粉

から収穫の「共同作業」の様子をラベルにしたジュースを引き出物にする等のサプライズを行っている。

その結果、農作業そのものが参加者にとって結婚式の一連のストーリーとなるとともに、地域の農業

が、新郎新婦や参加者に「感動」を提供する手段となっている。 

（出所）野村アグリプランニング＆アドバイザリー 
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（ウ） 「食農体験」による新しい付加価値を提供 

当社では「食」×「農」×「体験」を組み合わせた「食農体験」にも積極的に取り組んでいる。食農体験

とは、観光客や消費者に「体験」を通じて、その地域の魅力を感じてもらうことである。当社の周辺では

観光農園（農業×体験）が盛んであるが、当社では独自の「食農体験」を実践している。一つの例として

は、自社で栽培しているいちごハウスで消費者が「自ら」収穫したいちごを、体験工房で「自ら」いちご大

福に加工し、その場で食べたり、お土産として持ち帰っている。 

ここにも従来とは異なる工夫がある。いちごハウス内では制限時間内に 1 人 5 個だけ選ばせてい

る。そうすることによって、参加者はどれが美味しそうか迷いながら一生懸命選び、その選んだいちごで

作ったいちご大福を、一つは自分で食べ、残りは持って帰って家族へのお土産にすることで、家族にも

その「感動」が伝わるのである。そういった「食農体験」が当社のコンセプトでもある「ファンづくり」にも繋

がっており、昨年度だけで 9,300 人が「食農体験」に参加している。 

（ⅳ）「農業」を主体としたビジネスモデルを通じて県内外に発信 

上述した当社の取り組みは、「農業」を主体としたビジネスモデルの一部である。そして、このような様々なビ

ジネスモデルを構築することで、「農業」を通じてシュシュの「ファン」を作っているのである。また、ただビジネス

モデルを構築するだけではなく、FM ラジオ「ケッコーイケてる！シュシュラジオ」で当社のスタッフが週替わりで

旬な情報を発信したり、長崎県立大学シーボルト校とコラボレーションして農業塾で体験農業の様子を

YouTube にアップする等、積極的に情報発信を行うことにより、さらなる「ファン」づくりの構築にも取り組んでい

る。 

 

図表 15 「農業」を主体としたビジネスモデルをコーディネート 

 
 

 
（出所）野村アグリプランニング＆アドバイザリー 



 

本レポートは、業界に関する情報の提供を目的としたもので、投資判断の参考となる情報提供や投資勧誘を目的としたものではあり

ません。本レポートは野村アグリプランニング＆アドバイザリー株式会社が信頼できると判断した情報源から取得した情報に基づい

て作成しておりますが、その正確性や完全性を保証するものではありません。本レポートのいかなる部分も、一切の権利は野村アグ

リプランニング＆アドバイザリー株式会社に帰属しており、電子的または機械的な方法を問わず、いかなる目的であれ、無断で複製

または転送等を行うことを禁止いたします。© Nomura Agri Planning & Advisory Co., Ltd. 2018 

155 

（5） 「情報発信拠点」に求められる 3 つの要素 

前項では「情報発信拠点」が軸となって地域活性化に繋がっている事例を紹介した。3 つの事例はそれぞれ

違った取り組みをしているようにみえるが、共通しているポイントがある。本章では、「情報発信拠点」に求めら

れる要素、3 つの「発」について言及する。 

 

① 第一の発：「発掘」 

まず必要な要素は「発掘」である。「発掘」とはその言葉の通り、地域にある資源を掘り起こすことである。日

本には四季があり、また北海道から沖縄まで様々な気候や地形、また伝統や文化が異なっている。その地域

ごとにある地域資源に着目し、掘り起こす能力が必要である。それは、㈱四万十ドラマのように昔は栄えてい

たが衰退してしまった栗かもしれないし、㈲ひよこカンパニーのように自社で築き上げたブランド卵かもしれな

い。それでも見つからない場合は、㈲シュシュのように耕作放棄地を活用して、芋や小麦を栽培して新たな素

材にすることもできる。要は、その地域ならではの特産品や他の地域にはないような素材を「発掘」すること

で、情報発信のための素地を作ることが重要である。 

 

② 第二の発：「発明」 

次に必要な要素は「発明」である。「発明」と言うと白熱電球を「発明」したトーマス・エジソンのような科学的

な発明家が思い浮かべる方が多いかもしれない。しかし、「発明」を辞書で調べてみると「今までなかったもの

を新たに考え出すこと」、「これまで世になかったものを考え出したり、作り出したりすること」とある。つまり、発

掘した素材を用いて、今までになかった、すなわちその地域にしかない特産品を「発明」する能力が求められ

る。その新しい特産品には材料となった素材だけではなく、その素材の歴史や生産者の想い、さらにはその地

域の景色や風土等、その地域ならではのストーリーをきちんと上乗せすることで、他の地域にはないその地域

オリジナルの特産品へと進化する。 

ここで重要なことは、特産品をただ作り出すことだけで終わらせてはいけないということである。よく 6 次産業

化において「どこの地域にも負けない美味しい商品を作ったが売れない」という言葉を聞き飽きたというくらい

に聞く。もちろん、特産品を作り出すことは重要であるが、それをどう「売る」のかというビジネスモデルまで考え

る必要がある。「誰に」・「何を」・「いくらで」・「どうやって」というコンセプトを踏まえたビジネスモデルを構築して

こそ、真の意味の「発明」になるのである。 

 

③ 第三の発：「発信」 

最後に必要な要素が「発信」である。「発信」は本稿のテーマにもなっている「情報発信拠点」として、これま

での直売所や道の駅と一線を画すためにも大事な要素である。これまでの直売所は、「安くて新鮮な農産物」

を購入してくれる地元の方々をターゲットにしていたり、また、道の駅は、地元を訪れたもしくは通過する際に、

休憩するために寄ってもらう観光客をターゲットにしている場合が多かった。このような「受け身」の状態でもこ

れまではある程度集客は可能であったかもしれないが、これからは、きちんと「発掘」し、「発明」した特産品を

「発信」していくことが求められる。 

しかし、「情報過多社会」とも言われる現在において、情報を「発信」する手法についてはこれが正解だという

方法がないのが現状である。一方で、「コト消費」という言葉が流行っているように、国内外の観光客は従来の
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観光地を見るだけではなく、「その地域ならではの風習や文化を体験したい」というニーズが強い。そのニーズ

を持つターゲットに情報を「発信」するために、今後は口コミだけに頼らず、旅行会社と連携したり、地域全体で

連携して情報発信力を増やしたり、県内外のネットワークを構築したり、SNS を活用する等、その「情報発信拠

点」にあった「発信」モデルを模索する必要がある。 

 

図表 16 「情報発信拠点」に求められる 3 つの「発」 

 

３
つ
の
「発
」 

『 発 掘 』 

地域にある資源を掘り起こすこと。日本は地域ごとに気候や地形、また伝統や文化が異な

っており、その背景も含めた地域ならでは素材を掘り起こす。地域に素材がない場合は、

新たな素材を創り出す。 

『 発 明 』 

地域ならではの素材を活用し、今までなかったものを新たに考え出したり、これまで世にな

かったものを考え出したり、作り出したりすることによってその地域オリジナルの特産品を

開発し、また、ビジネスモデルも構築する。 

『 発 信 』 

これまでの直売所・道の駅のように「受け身」ではなく、自分から積極的に情報を発信して

いく。情報の発信方法は様々だが、自分達が考えたターゲットに情報が届く ように情報発

信方法についても工夫をする。 

 
  

（出所）野村アグリプランニング＆アドバイザリー 
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４．今後のロードマップ 

（1） 「情報発信拠点」の意義とマイルストーン 

ここまで、直売／サービスビジネスのブレークスルーとして、直売所・道の駅から「情報発信拠点」へと進化

することの必要性とその要素について述べてきた。本レポートは、今後、直売所や道の駅が淘汰される可能性

がある中で、どうすれば生き残れることがという視点が起源となっている。しかし、その本当の目的は直売所や

道の駅が「情報発信拠点」として進化を遂げることによって、地域の活性化に繋げることである。 

地域活性化をビジネスの視点から考えると、「地域外で商品を販売する」、「地域内に人を呼び込む」の二つ

に大きく分けられるのではないだろうか。もちろんそれぞれにメリット・デメリットがある。「地域外で商品を販売

する」場合は、例えば首都圏にいる富裕層をターゲットにすれば、地域では高いと思われる高付加価値が売れ

る一方、ただ販売するだけではその商品が売れただけで終わってしまい、利益を得るのは販売事業者のみと

なってしまう。また、「地域内に人を呼び込む」場合は、特定の商品だけではなく、その地域の観光地や商業施

設にも人が訪れる、いわゆる「着地型観光」によって地域全体が潤う一方、観光客を呼び込むには、交通手段

のみならず、宿泊施設等のインフラまで整備しなければならない。 

本稿で述べてきた「情報発信拠点」はあくまで地域活性化の手段の一つであるが、先述した「地域外で商品

を販売する」と「地域内に人を呼び込む」の両方のメリットを取り込んでいる。地域内だけでなく地域外の富裕

層を含めた消費者に対して、地域の魅力を上乗せした商品や情報を発信することにより、その地域の「ファン」

を増やすことにつながる。「ファン」になってもらうことができれば、実際に現地にまで来てもらう可能性も高める

ことができる。もちろん地域内のインフラ整備等のデメリットについての課題はある。行政や事業会社等、地域

全体を巻き込みながらビジネスモデルを構築することによって解決方法が見つかる可能性が高まる。 

また、全国各地に「情報発信拠点」を構築することによる長期的なメリットは、「観光客の分散効果」であると

考えている。2017 年 6 月 9 日に閣議決定された「未来投資戦略 2017～Society5.0 の実現に向けた改革～」

の中で、日本政府は訪日外国人旅行者数を2020 年に 4,000 万人、2030 年に 6,000 万人にするという KPI（重

要業績評価目標）を設定している。日本政府観光局（JNTO）の統計データ13によると、2016 年の訪日客数は

2,403 万人と過去最高を更新している。しかし、その一方で、訪日客の大半は東京、箱根・富士山、名古屋、京

都、大阪を通る、いわゆるゴールデンルートや北海道、沖縄に集中している。その理由として、「その他の地域

は観光名所がない」と言われがちであるが、「他の地域ではきちんと情報が発信できていない」からではないだ

ろうか。全国各地で「情報発信拠点」が拡がり、国内外への情報発信と受入体制を整えることができれば、国

内消費者のみならず、今後さらに増えることが予想される外国人観光客も受け入れることによって、「情報発

信拠点」を中心とした地域の活性化に繋がるものと考える。 

 

（2） アクションプラン 

① 直売所・道の駅から「情報発信拠点」へのステップ 

前述したように 2015 年度時点で、全国にある直売所の数は 23,590 に達している。その全てがすぐに「情報

発信拠点」へと移行できるのか。そもそも閑古鳥が鳴いているような、直売所・道の駅がいきなり「情報発信拠

点」を目指してもまず難しい。そのため、直売所・道の駅と「情報発信拠点」への間に「独り立ちした直売所・道

                                              
13
日本政府観光局（JNTO）の統計データ https://www.jnto.go.jp/jpn/statistics/visitor_trends/index.html 
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の駅」をワンクッション入れたい。「独り立ちした直売所・道の駅」とは、地域から認知されており、黒字経営がで

きている直売所・道の駅のことである。「直売所・道の駅」から「独り立ちした直売所・道の駅」へのステップにつ

いては、前述した「6 次産業化の実践モデル（改定版）～成功のために必要なポイント～」等を参考にしてほし

い。 

その上で、「独り立ちした直売所・道の駅」から「情報発信拠点」へと挑むのが望ましい。なぜなら、「情報発

信拠点」の要素である「3 つの発」に取組むことは、新規事業ともいえることであり、開発した商品が売れない

等、リスクが少なからず存在する。その時に直売所・道の駅としての根幹の経営が安定していない中では、「情

報発信拠点」への進化中に経営自体が成り立たなくなってしまう可能性があるからである。 

② 「情報発信拠点」専門のプロジェクトチームの発足 

「独り立ちした直売所・道の駅」から「情報発信拠点」へと進化するためにはどうすればよいのか。第一のス

テップとして、「情報発信拠点」専門のプロジェクトチーム発足を提案したい。特に「専門」というところが重要で

ある。その理由としては大きく二つある。 

一つ目の理由は、「責任」の所在を明確にするということである。「情報発信拠点」は地域活性化の根幹にも

なりうる。そのような場合、地域内で協議会を立ち上げるケースがよく見受けられる。もちろん、協議会は行政

や事業会社、関係機関まで参画でき、それぞれの知見から様々なアイデアが生まれる可能性もある。しかし、

その一方で、「責任」の所在が不明確になりがちであり、ただ意見を言い合って時間だけが過ぎてしまっている

協議会があることも否定できない。 

二つ目の理由は、「情報発信拠点」へ取り組むという「覚悟」を明確にすることである。それは経営陣の「覚

悟」とプロジェクトチームとしての「覚悟」の両方が求められる。先述した通り、「情報発信拠点」に向けて「3 つ

の発」に取組むことは新規事業でもあり、すぐに結果がでるとは限らない。その際に、経営陣がすぐに「結果が

でないから辞めよう」となってしまえば進化どころの話ではない。また、プロジェクトチームにとっては「情報発信

拠点」の可否が地域の将来を左右するという「自覚」を持って取組む必要がある。 

図表 17 「情報発信拠点」に向けたステップ 

 （出所）野村アグリプランニング＆アドバイザリー 

←リスク／リターン 
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５．おわりに 

昨今、地域活性化に向けた取組みとして様々な言葉が流行している。例えば「6 次産業化」、「地域商社」、

「日本版 DMO」14、「日本版 CCRC」15等々。目的はどれも同じ地域活性化であるはずにもかかわらず、担当省

庁によって呼び方が変わっており、実際に地域活性化に取組みたい方々にはわかりづらいのが現状ではない

だろうか。 

図表 18 各省庁による域活性化に向けた取り組み 

6 次産業化 

雇用と所得を確保し、若者や子供も集落に定住できる社会を構築するため、農林漁

業生産と加工・販売の一体化や、地域資源を活用した新たな産業の創出を促進。 

農林漁業と 2 次・3 次産業との連携・融合による生産・加工・販売・観光等が一体化し

たアグリビジネスを展開、先端技術を活用した新産業を育成。 

地域商社 

魅力ある地域の商材に即してマーケティング・販路開拓を行い、その収益と 市場の

生の声を生産者にフィードバックする。その後、段階を追って、他地域との 連携、観

光等異分野との連携なども進め、域外から投資を呼び込めるようなビジネスモ デル

をプロデュース。地域の事業インフラ整備にも貢献。 

日本版 DMO 

地域の「稼ぐ力」を引き出すとともに地域への誇りと愛着を醸成する「観光地経 営」の

視点に立った観光地域づくりの舵取り役。また、多様な関係者と協同しなが ら、明確

なコンセプトに基づいた観光地域づくりを実現するための戦略を策定するとと もに、

戦略を着実に実施するための調整機能を備えた法人。 

日本版 CCRC 

地方創生の観点から、中高年齢者が希望に応じて地方や「まちなか」に移り住 み、

地域住民や多世代と交流しながら健康でアクティブな生活を送り、必要に応じて医

療・介護を受けることができる「生涯活躍のまち」づくりを推進。 

 

 

すでに少子高齢化が進行し、日本の人口は着実に減少しつつある。国内ばかりに目を向けてしまうと先行

きに不安を抱くこともあるかもしれない。しかし、一方で 2020 年の東京オリンピック・パラリンピックという一大イ

ベントを前にして、すでに訪日外国人観光客は毎年過去最高を更新している。どのマーケットをターゲットにし

て、どうビジネスを構築することで地域活性化に繋げていくのか。本レポートがその一助になれば幸いである。 

 

 

 

 

                                              
14

 DMO：官民などの幅広い連携によって地域観光を積極的に推進する法人組織（Destination  Marketing / Management Organization の

略）。 
15

 CCRC：仕事をリタイアした人が元気なうちに地方に移住して活動的に暮らし、介護や医療が必要になっても同所で継続的にケアを受けられる

拠点施設（Continuing  Care Retirement Community）の略)。 

（出所）野村アグリプランニング＆アドバイザリー 
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第８章 農林水産物の輸出ビジネス 

―  「地域型農業輸出モデル」の構築と実践に向けて ― 

調査部 部長  主席研究員  佐藤 光泰 
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１．はじめに 

日本の農林水産業（以下、「日本農業」とのみ記載）の主要な活性化戦略として、輸出ビジネスが注目され

ている。これまで、第一次産業を軸とした地域活性化策が各地で実践されてきたが、大きな成果を挙げている

地域はそう多くない。日本農業を取り巻くマクロ環境を踏まえると、日本では、人口減少と少子高齢化で食市

場が縮小していくことが確実視されている。日本農業は、新たな市場開拓と需要フロンティアを拡大することに

取り組まなければ、地域活性化どころか、生き残りさえ難しくなる。この環境下で、国内市場のみを対象とする

事業戦略では、新たな市場を創造することは容易ではない。日本農業も海外市場の開拓に真剣に取り組まざ

るをえない時期に来ている。 

農林水産省の調査によると、今後、世界の食市場は340兆円から680兆円に倍増することが見込まれる。国

も輸出ビジネスを6次産業化における重要テーマの一つと位置付け、各種施策を実施し続けている。その効果

もあってか、2016年の日本農林水産物・食品の輸出額は7,502億円となり、2013年から4期連続で過去最高を

更新し続けている。足元の輸出実績の好調さを受け、政府では、「未来への投資を実現する経済対策」（2016

年8月閣議決定）において、当初、2020年に1兆円とする輸出金額のKPI（成果目標）の達成時期を2019年に1

年前倒した。 

 しかし、直近の輸出金額は過去最高を更新し続けてはいるものの、その増加ペースは明らかに鈍化してい

る。2015年の実績値は、前年比21.8%増加し7,451億円となったが、2016年の増加幅は同0.7%（7,502億円）に過

ぎない。なお、昨年10月までの実績値は前年比5.9%の増加となっており、2017年は8,000億円に到達するかど

うかという着地が見込まれている。2017年も前年の増加幅は超える可能性が高いが、一桁の増加幅となる可

能性が高い。このままでは、2019年はおろか、当初目標であった2020年にさえ、輸出額1兆円を超えることが

難しい状況になってきた。 

 そもそも、輸出金額1兆円という目標は単なるキリの良い数字の通過点に過ぎない。日本政府は、2020年の

1兆円を達成後に、2030年に5兆円というKPI（重要業績評価指標）を置いていることは意外と知られていない。

言うまでもなく、輸出の意義は日本農業の活性化にある。仮に、日本農業が輸出ビジネスで5兆円の市場を開

拓できるようになれば、農業ビジネス（第一次産業のセクター）は目にみえるかたちで地方創生に貢献すること

になるものと推察される。輸出金額5兆円を達成するためには、輸出戦略の構造的な練り直しが急務である。 

本稿では、日本農業の輸出金額が5兆円を視野に入れるための「輸出ビジネスのブレークスルー」のポイン

トを論述したい。まず、輸出ビジネスの事業環境を整理し、次に、輸出ビジネスの課題をそれぞれ整理する。そ

の後、輸出ビジネスのブレークスルーのポイントを提議し、最後に、今後のロードマップをアクションプランとと

もに検討する。 
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２．我が国の輸出ビジネスの現状と世界の輸出市場 

2016年の日本の農林水産物・食品の輸出は、前年比0.7％増加して7,502億円となり、2013年から4年連続で

過去最高を更新した。内訳は、農産物4,593億円（前年比3.7％増）、水産物2,640億円（同4.2％減）、林産物268

億円（同1.9％増）であった。なお、これまでの推移は、下記図表1の通りである。 

本章では、日本の農林水産物・食品輸出の現況と構造を把握するために、「輸出先（国・地域）」と「輸出品

目」をみていく。その後、今後の可能性を探るために世界の輸出市場も俯瞰する。 

 

（１）輸出相手国・地域別の輸出実績 

まず、輸出先（国・地域）であるが、現在、日本の農林水産物・食品の最も大きな輸出先は香港である。香港

への輸出金額は1,853億円で、全体の24.7％を占める。香港以下の上位10カ国は、米国1,044億円（全体構成

比13.9％）、台湾960億円（同12.4％）、中国898億円（同12.0％）、韓国511億円（同6.8％）、タイ329億円（同

4.4％）、ベトナム322億円（同4.3％）、シンガポール233億円（同3.1％）、豪州123億円（同1.6％）、フィリピン115

億円（同1.5％）と続く。この上位10 カ国の輸出金額は6,362億円で、全体の84.8％を占める。そのうち、米国と

豪州以外の8 カ国はすべてアジアの国と地域であり、アジア8 カ国・地域の輸出割合は全体のおよそ7割を占

める。農林水産物・食品の輸出相手国・地域における最近5年間の成長率（年率）が高い上位3国は、中国（年

率20.2％）、豪州（同15.8％）、フィリピン（同13.3％）である。また、香港とベトナム、シンガポールの伸び率も二

桁を超える。現状の日本の農林水産物・食品の輸出は、アジアが中心であることがよく分かる。 

 

図表1 日本の農林水産物・食品の輸出額推移 

 
   （出所）農林水産省統計より、野村アグリプランニング＆アドバイザリー作成 

 

（２）輸出品目別の輸出実績 

続いて、日本の農林水産物・食品の輸出品目をみていきたい。2016年の農林水産物・食品の上位20品目

（金額ベース）のうち、トップ5は、ホタテ貝（548億円、前年比7.2％減）、アルコール飲料（429億円，同10.2％
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増）、真珠（303億円，4.8％減）、ソース混合調味料（273億円、同3.6％増）、たばこ（218億円、同7.3％減）であ

る。上位20 品目の合計輸出金額は3,618億円であり、全体の48.2％を占める。上位20品目の大半は加工品が

占めており、生鮮農産品としてランクインしているのは、12位のりんご（132億円）のみである。農産物の輸出と

いうと、一般的に、いちごや梨、ぶどうをはじめとする果実類や、レタス、大根、人参といった野菜類をイメージ

するが、現状の日本の農産物輸出の大部分は食料加工品で占められていることが分かる。 

 

図表2 日本の農林水産物・食品の国・地域別輸出額の直近5カ年推移 

 
 （出所）農林水産省統計より、野村アグリプランニング＆アドバイザリー作成 

 

（３）世界の農水産物・食品の輸出市場 

今後の可能性を探るため、世界の輸出市場を俯瞰したい。国連の統計によると、2014年の世界の農水産

物・食品の輸出市場（世界216カ国・地域，米ドルベース、以下同じ）は、前年比2.2％増の1兆4,945億ドル（164

兆円、110円／ドル換算・以下同じ）となった。同市場は、統計が取れる1995年から2000年までは4,000億ドル

台を一進一退で推移していたが、2000年以降から急増し、現在の市場規模は、2000年の4,278億ドルからおよ

そ3.5倍の規模に成長した。この間（2000～2014年）の平均成長率（年率）は8.8％にのぼる。直近5年間（2009

～2014 年）の同成長率も8.3％であり、足元の成長ペースも依然として高い。背景には、2000年以降、中国を

はじめとする新興国の人口増加と経済成長による食料需要の増大があることは周知のとおりである。仮に、現

在の成長ペースが続けば、世界の農水産物・食品の輸出市場は、2018年には2兆ドル（220兆円）を超え、日

本の輸出目標1兆円の到達目標時期である2020年には2.4兆ドル（264兆円）となる。世界の農水産物・食品の

輸出金額（2014年）のトップは米国（1,496億ドル、16.4兆円）であり、全体の10％を占める。2位以下は、オラン

ダ（899億ドル、9.8兆円）、ドイツ（848億ドル、9.3兆円）、ブラジル（788億ドル，8.6兆円）、フランス（718億ドル、

7.8兆円）、中国（638億ドル、7.0兆円）、カナダ（495億ドル、5.4兆円）、スペイン（494億ドル、5.4兆円）、ベルギ

ー（443億ドル、4.8兆円）、イタリア（434億ドル、4.7兆円）と続く。その他、代表的な国を挙げると、日本と産業構

造が近い英国（321億ドル，3.5兆円）が14位、日本向けの農水産物・食品の輸出が多い豪州（320億ドル、3.5

兆円）が15位、日本からの最大の輸出先である香港（86億ドル、0.9兆円）が36位、日本の隣国である韓国（65

年率成長率

（億円） （ｼｪｱ） （億円） （ｼｪｱ） （億円） （ｼｪｱ） （億円） （ｼｪｱ） （億円） （ｼｪｱ） （億円） （ｼｪｱ） （5カ年平均）

 香港 1,111 24.6% 986 21.9% 1,250 22.7% 1,343 22.0% 1,794 24.1% 1,853 24.7% 10.8%

 米国 666 14.8% 688 15.3% 819 14.9% 932 15.2% 1,071 14.4% 1,045 13.9% 9.4%

 台湾 591 13.1% 610 13.6% 735 13.4% 837 13.7% 952 12.8% 931 12.4% 9.5%

 中国 358 7.9% 406 9.0% 508 9.2% 622 10.2% 839 11.3% 899 12.0% 20.2%

 韓国 406 9.0% 350 7.8% 373 6.8% 409 6.7% 501 6.7% 511 6.8% 4.7%

 タイ 237 5.3% 265 5.9% 344 6.2% 348 5.7% 358 4.8% 348 4.6% 7.9%

 ベトナム 196 4.4% 215 4.8% 293 5.3% 292 4.8% 3,451 46.3% 292 3.9% 8.3%

 シンガポール 141 3.1% 145 3.2% 164 3.0% 189 3.1% 223 3.0% 189 2.5% 6.1%

 豪州 59 1.3% 65 1.4% 80 1.5% 94 1.5% 121 1.6% 94 1.3% 9.7%

 フィリピン 62 1.4% 56 1.3% 67 1.2% 70 1.2% 95 1.3% 74 1.0% 3.8%

 全体 4,511 100.0% 4,497 100.0% 5,505 100.0% 6,117 100.0% 7,451 100.0% 7,502 100.0% 10.7%
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国・地域
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億ドル、0.7兆円）が43位となっている。ちなみに、日本の農水産物・食品の輸出金額（2014 年，林業を含まな

い）は47億ドル（0.5兆円）であり、国際順位は53位である。世界の輸出市場に占めるシェアは0.3％に留まって

おり、2001年に0.7％あったシェアに比べ半減している。 

 世界の輸出市場を俯瞰すると、「ジャパン・ブランド」の名声とは裏腹に、世界市場における日本産農水産

物・食品のシェアの低さが分かる。それと同時に、その“伸びしろ”（今後の可能性）の大きさにも気づく。 

 

（４）輸出ビジネスの実施形態 

次章で農業輸出ビジネスの課題を整理するにあたり、現状の輸出モデルと、その前提となっている輸出に

対する考え方を考察してみたい。現在の日本の輸出モデルは、国内産地から海外現地店頭に至るまで、それ

ぞれの機能毎に役割が分担されている。輸出ビジネスの典型的な物流（商流）をみてみると、地域農業者は、

地域JA をはじめとする産地集荷事業者に農産物を出荷し、地域の卸売市場を経由した後（または経由せず

に）、国内の食品輸出商社へ販売される。次に、食品輸出商社は航空・船会社へ貿易を委託し、海外の食品

輸入商社へ販売を行う。その後、現地食品輸入商社は現地小売企業などへ販売を行い、現地消費者によって

購入・消費されている。現状の一般的な輸出モデルをみていくと、地域農業者や産地集荷事業者は、輸出ビジ

ネスにおいて、国内の卸売市場や輸出商社に販売をすることで、物流中のロスや為替といった輸出にかかる

リスクを分断していることが分かる。言い換えると、海外現地関係者との商談は、輸出商社が実施することが

ほとんどである。 

また、個々の輸出モデルを国内の全体事業スキームで捉えてみたい。これらの輸出モデルは各地域毎に

実施されているため、国内の様々な農産物は、国内の様々な産地集荷事業者や卸売市場、輸出商社を通じ

て国外へ輸出されている。海外現地においても同様で、現地輸入商社は、日本の数多くの輸出商社から商品

を調達し、複数の現地の食品小売企業や外食企業などへ販売を行っている。現状の日本農業の輸出ビジネ

スは、介在する中間事業者が多く、また、一つの商品が様々なルートを経て海外現地店頭に到達していること

が分かる。そのため、ある産地の全く同じ商品が、現地小売店舗によって価格が異なることはよくあることだ。

さらに、店頭で商品を紹介するポップは、産地表示が間違っていたり、日本人からみて、その商品の本来の価

値をうまく伝えられていないことも日常茶飯事である。 

次に、地域農業関係者における輸出ビジネスの考え方をまとめてみる。野村アグリプランニング& アドバイ

ザリーがこれまで行った各種調査から、輸出ビジネスを国内事業と同様なレベルに位置付けて、経営資源を

投入している農業者や産地集荷事業者はそう多くないことが分かった。つまり、多くの日本の農業者は、輸出

ビジネスを国内事業の補完的な位置づけで考えており、国内相場を安定させることを主目的として輸出を実施

している。個々の農業経営という視点ではその考え方もあるだろうが、地域農業全体として、また、輸出を通じ

て需要フロンティアを拡大するという観点からは不十分と言わざるを得ない。実際、海外現地バイヤーからで

てくる不満の声として多いのは、「安定供給が実施されない」や「国内への供給が優先される」、「テスト販売や

イベントが終わると連絡が取れなくなる」などであり、地域農業者または関係者の輸出に対する考え方が透け

て見える。 
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３．我が国の輸出ビジネスの課題 

日本農業の現状の輸出実績と事業形態を踏まえ，現状の輸出ビジネスの課題を整理する。課題の取りまと

めとして、まず、日本産農林水産物・食品の需要者（海外現地消費者とバイヤー）と供給者（輸出に取り組む日

本の農業者）に分けて整理する。その後、それぞれの輸出課題をまとめていく。 

 

（１）需要者・供給者側からみた課題認識 

①需要者・実需者側からみた課題認識 

はじめに、日本の農林水産物・食品の最終購入者である海外現地の消費者からみた課題認識を把握した

い。野村アグリプランニング＆アドバイザリーが実施したこれまでのヒアリング調査では、「日本産農水産物・

食品を購入する際に感じる問題点（改善してほしい点）や日本産食品を買わない理由等」の回答に対するトッ

プ3の常連は、「価格が高い」、「販売場所が限られている」、「食品の使い方・調理の仕方がわからない」であ

る。また、日本の農水産物・食品の直接の実需者（販売先）となる海外現地バイヤー（商社・小売店など）の声

を整理すると、「価格が高い」、「安定供給ができない」、「希望する商品ロットでまとまらない」、「イベントの開催

自体が目的となっている（その後につながらない、市場価格を引き下げている）」などが上位にくる項目であ

る。「価格」については消費者とバイヤーの双方の共通認識である。また、「安定供給」や「商品ロット」、「イベ

ント」については、日本側の関係者の意識に関わる課題といえる。 

 

②供給者側からみた課題認識 

次に、農水産物・食品を日本から輸出（出荷）する際の農業者の課題認識を把握する。野村アグリプランニン

グ＆アドバイザリーがこれまで実施した農業法人向けのアンケート調査や各種ヒアリング調査をした声をまと

めると、輸出拡大に関する阻害要因として、「品質と価格のバランス（価格が厳しい）」をはじめ、「為替（円

高）」、「各国別の規制・手続き」、「物流コスト」、「植物検疫」、「関税」、「カントリーリスク（政情不安，決済の確

実性）」、「物流インフラの不足」、「輸出ノウハウの不足」、「景況感の悪化」、「風評被害」など幅広い。また、国

や行政に希望する支援策としては、「量的拡大への支援メニュー」、「生産者にメリットのある輸出制度の創

設」、「アンテナショップの設置やテスト販売の機会創出」、「輸出業者や販売先とのマッチング」、「各国別に異

なる規制・手続きの統一化」、「規制の緩和・手続きの緩和」など、こちらも幅広い。 

 

（２）課題の整理 

農業輸出ビジネスの課題の整理にあたり、課題解決が期待される主体者という視点で、「国レベル」と「民間

レベル」に分け、どちらにも当てはまらない要因を「その他」に区分してみたい。例えば、供給者側からみた課

題認識を、国レベルと民間レベルに区分けすると、前者は、「植物検疫」や「関税」、「各国別の規制、手続き」

などが当てはまる。また、後者は、「品質と価格のバランス」や「物流コスト」や「カントリーリスク」、「現地の情報

不足」、「輸出業務のノウハウ不足」などが該当する。また、どちらにも属さない課題としては、「為替（円高）」や

「景況感の悪化」、また、福島原発事故に代表される「風評被害」といったビジネスを行う上での変動的なマク

ロ要素があり、これらを「その他」と分類する。以上の3分類をした課題をみていきたい。 
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①国レベルの課題 

まず、国が主体となって解決が期待される課題を検討してみる。これは、相手国との交渉が前提となる相対

的なものと、国自らの考え方で実行可能な主体的なものに分けられる。前者は「検疫」や「関税」、またはEPA

やFTA、TPPといった二国間もしくは多国間の交渉が必要な「市場連携・開放協定」などであり、後者は、国が

先導して輸出を後押しする政策誘導などである。相対的な解決が必要な諸外国との対外交渉では、当然、一

つの国が主導して物事を決めることはできない。もちろん、各国が設けている植物検疫の交渉などは、「国が

もっと旗を振って、日本から輸出できる農産品目を増やすべきだ」という声もある。ただ、そうなると、日本側に

も禁輸品目の開放が求められるため、そう一筋縄にはいかない。その意味では、国が主体的に取り組める

「（踏み込んだ）政策支援（誘導）」の実施が期待される。期待されている政策支援は、ビジョンや戦略の設定だ

けに留まらない具体的な戦略実施手段である「戦術」の段階にまで国として落とし込むことだと考える。ビジネ

スのベースをかたちづくる初期の段階では、先進他国の例を見ても、国の踏み込んだ政策支援は常套手段で

ある。 

 

②民間レベルの課題 

次に、民間レベルの課題（民間が主体となって解決が期待される課題）であるが、その課題は，①マーチャ

ンダイジング（商品戦略）、②安定供給、③農業者の「意識（ビジョン）」、という3つに分けられる。 

第一の課題は「マーチャンダイジング」である。現状の日本農業の輸出ビジネスは、一般的には、作ったも

のをどう高く海外に売るかというプロダクト・アウトの発想である。言い換えると、海外消費者に「なぜ日本の農

産物は高いのか」について、言葉や数値を用いたロジックの立つ説明ができていない。韓国やマレーシアをは

じめとする海外諸国の商品の品質が上昇する中、「日本産だから高く売れる」という時代は既に過ぎ去ってい

る。その意味では、発想を変えて、輸出の「販売量」を伸ばすためのマーチャンダイジングがあってもよいので

はないかと思われる。海外現地には、富裕層以外に中間層や大衆層のマーケットが豊富に存在しており、この

市場は未だ日本が手を付けられていない有望市場である。現地富裕層だけでなく、中間層やマス層の開拓に

取り組まなければ、需要フロンティアの大幅な拡大は見込めない。そのためには、国内流通を前提とした商品

づくりを根本から見直す必要がある。例えば、商品あたりのポーション（容量・パッケージ）も改善の余地があ

る。現在、輸出農産物のポーションは、国内向けほどバラエティに富んでいない。いちごを例にとると、海外で

販売される日本産のいちごは、ほぼ18 粒入り330 グラムのパッケージのみである。海外現地の家族構成等に

合わせたポーション売りが求められている。現在流通している商品の実態や流通構造を検証しながら、新たな

マーチャンダイジングの実践が期待されている。 

第二の課題は「安定供給」である。安定供給が行われにくい理由としては、個々の産地だけではロットが揃

わないことや気候・天候の関係で年間を通じて供給ができないという側面の他、収穫した農産物の仕向地を

（国内と海外の相場をみながら）見定めている側面がある。前者のロットや季節の関係上、安定的に周年で農

産物を供給できないという事情は、数多くの生産者が抱えている課題でもある。個々の農業者・産地だけでは

安定供給が物理的に難しい現状を理解し、産地連携を図ることが不可欠である。また、後者の国内と海外の

仕向地を見定める考え方も、個々の農業経営からみれば真っ当な経営判断である。しかし、海外取引先から

みると、「先月は（国内相場が悪かったので）輸出したが、今月は（国内相場が良いので）輸出しない」という考

え方では、双方の信頼関係は構築されまい。 
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第三の課題は、農業者の「意識（ビジョン）」である。言い方を換えると、農業経営または地域農業政策にお

いて、「輸出」の位置付けが定まっていない。輸出は売上をいきなり増加させる飛び道具ではなく、国内の販路

開拓と同様、地道な努力が必須である。その際、輸出商社だけに全てを任せるのではなく、農業者自身の関

わりも重要である。販売商品に一番詳しく、かつ生産方法や背景、そしてその商品に“思い”をもって熱く語れ

るのは、その商品を生産した生産者自身だからである。 

 

③その他の課題 

その他の課題としては、「為替（円高）」や「景況感（の悪化）」、そして、「（福島原発事故などの）風評被害」、

「自国間の熾烈な過当競争（消耗戦）」などがある。風評被害は両論あるとしても、国や民間単独では対処でき

ないものが多い。為替に関しては、2013年以降の円安で、輸出環境はそれまでとは一変した。ただ、その果実

を得ているのは、それ以前の円高時に根気よく輸出ビジネスに取り組んできた農業者・団体である。円高とい

う厳しい環境の中で営業努力をしておかなければ、為替反転時の果実を受け取ることはない。繰り返しになる

が、輸出ビジネスは短期間で成果が出るものではなく、地道な営業活動やPDCA サイクルの積み重ねが必要

である。そのため、成果がでるまでには時間を要する。また、未だ深刻化している問題として福島原発事故に

伴う風評被害がある。ただ、放射性物質検査証明書と産地証明書の提出によって、禁輸措置を解除する国も

増えてきている。実際、財務省の直近一年間の国別貿易統計をみると、いくつかの国・地域で、前年同月比を

上回って農水産物・食品を輸出している実績も出始めている。今後も日本産農産物の信頼回復に向けた官民

一体の取り組みを、地道に実施していかなければならないことは言うまでもない。 

 

図表3 日本の農業輸出ビジネスの主な課題 

 
 （出所）野村アグリプランニング＆アドバイザリー 

 

 

 

 

 

 

 

 

● 各国別の規制・手続き（植物検疫・関税等）の簡素化 ● マーチャンダイジング（MD）の改善

● EPAやFTAなどの海外市場開放施策の促進 ● 商品の（年間を通じた）安定供給

● 踏み込んだ政策支援　他 ● 農業者・輸出者の「意識改善」　他

その他 　● 自国間の熾烈な過当競争（消耗戦）の改善　　● 風評被害の払拭　他

民間レベルの主な課題国レベルの主な課題
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４．我が国の輸出ビジネスのブレークスルーに向けて 

 本章では、我が国が2030年までに輸出金額5兆円を達成するためのブレークスルーのポイントを論じたい。

はじめに、日本の今後の輸出戦略の参考となるケーススタディとして、オランダと韓国の輸出戦略を俯瞰す

る。その後、日本農業の輸出ビジネスのブレークスルーに向けた新たな輸出戦略・モデルを提議する。 

 

（１）オランダの輸出戦略 

国の輸出戦略のケーススタディとして、まず、オランダを分析する。オランダは日本の九州とほぼ同じ国土と

人口であるが、米国に次ぐ世界有数の農業輸出国である。オランダ農業の特徴と輸出戦略を分析することで、

米国や中国、ブラジル、カナダといった広大な土地を有する農業大国と比べて規模の面ではるかに劣る日本

農業が進むべき方向性と戦略がみえてくるものと推察する。オランダの国土は 415 万 ha、人口は 1,685 万人

（2014 年，世銀統計）であり、日本の九州に近い。オランダの耕地面積は 105 万 ha（2012 年、FAO 推計）、農

水産業生産額は 154 億ドル（2013 年、国連推計）であり，日本（耕地面積：455 万 ha、農水産業生産額：577 

億ドル）と比較をすると、いずれも 4 分の 1 程度の規模である。一方、2014 年のオランダの農水産物・食品の

輸出金額は 899 億ドルで、日本の輸出金額（47 億ドル）のおよそ 20 倍ある。オランダ農業の競争力の源泉と

特徴は、①地理的優位性、②生産・物流拠点の集積化（サプライチェーンのクラスター化）、③生産者の組織

化と教育の充実、④技術の輸出、⑤国の明確なビジョンに基づく戦略・戦術の実践、だと考える。 

 

①地理的優位性 

オランダが農産物等の輸出拡大に成功している最大の要因は、その立地にあると言われている。オランダ

は EU の中心に位置し、東隣はドイツ、南はベルギーを挟んでフランス、西は海を挟んでイギリスといった大消

費国が近くに存在する。実際、オランダの農水産物・食品の輸出先シェアは、ドイツの 25％強を筆頭に、欧州

連合（EU）加盟 28 カ国で全体の 80％弱を占めている。また、EU の共通農業政策（CAP）の下、EU 域内では

関税や植物検疫が基本、共通化しており、輸出の実務面での障壁は高くない。その一方、EU 域内には農業

大国が多い。例えば、2013 年の農水産業生産額をみると、EU 域内のトップはイタリアの 447 億ドルであり、オ

ランダ（154 億ドル）のおよそ 3 倍の生産額である。2 位以下は、フランス 426 億ドル、スペイン 320 億ドルと続

き、これらの国々はいずれもオランダの 2 倍以上の生産額を上げている農業大国である。しかし、輸出額で

は、いずれもオランダがこれらの国々を上回っており，オランダと生産額がほぼ同額のイギリス（生産額 156 

億ドル、輸出額 321 億ドル）のおよそ 3 倍の輸出額である。オランダの地理的優位性は確かな事実であるも

のの、それだけでは、EU 域内の農業大国との熾烈な輸出競争を制している理由の説明はできない。 

 

②生産・物流拠点の集積化 

オランダ農業の本質的な強さの源泉として、まず、農地と物流施設等のハード施設の集約がある。オランダ

は、1950 年以降、産官学が連携して土地の集約化に取り組んできた。例えば、1969 年に実施された「フロート

スラッフ」と呼ばれる大規模区画整備事業では、6,115ha もの耕地面積が対象となった。事業終了後は、農家

戸数が 1,172 戸から半分以下の 520 戸へ、農家 1 戸あたりの経営耕地面積は 1.3ha から 5.6ha へと 4 倍以

上に拡大した。その後も，土地の集約は進み、1950 年におよそ 25 万戸の農家戸数は、現在、およそ 7 万戸

になり、また、農家 1 戸あたりの経営耕地面積はおよそ 15ha となった。日本の同面積は 2.4ha（2017 年）であ
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り、オランダは戦後の日本の農地政策とは真逆の方策を実践してきたことが分かる。また，オランダでは、農

業生産だけを切り離した事業ととらえず、「グリーンポート（Green Port）」と呼ばれる農業物流拠点が 1995 年

から造成されはじめた。これは、農産物の輸送網や保管施設、配送、物流の方向などが効率よく高度に組織

化され、生産から販売までのサプライチェーン業務を一カ所にクラスター化したものである。輸出に必要な各種

検査や国・販売店舗毎の仕分け・ラベル張りなどが、この拠店で実施されている。グリーンポートはすべての

農産品目を対象にした施設ではなく、主に、国が戦略品目と位置付けた施設園芸作物を支援対象としている。

さらに、このグリーンポートを囲むように、生産拠点（大規模施設園芸団地）が造成された。土地集約による生

産分野の大規模化がもたらすコスト削減には限界がある。オランダでは、生産から販売までのサプライチェー

ンの効率化のため、このようなクラスター化の取り組みが実践された。 

 

③生産者の組織化と教育の充実 

3 つ目の戦略は、農業の施設集積と同時に、組織や人材（教育）の仕組みの充実である。オランダでは、

1990 年中頃からワーヘニンゲン大学などの農業教育・研究機関と民間企業・生産者組織、そして政府が三位

一体となって施設園芸を推進してきた。これらは、オープンコンソーシアムの組織で、情報はオープンにされ、

常に新しい栽培技術などの情報が現場に流れている。これを実現できた理由としては、「生産者協会」の存在

が大きい。オランダでは、1995 年から 2000 年にかけて、地方卸売市場や仲卸、生産者団体、生産者の統廃

合が進み、枠組みを変えた新たな生産者組織が設立された。これは、農業者が出資をし合って設立された生

産者協会で、マーケティングから販売、輸出入、集荷・パッキング、物流、財務、品質管理などを統合して実施

している。いわば、農業者が設立した農業専門商社である。オランダの農産物流通は、卸売市場などのオーク

ションを経由しない直接販売が大半である。以前は、CBT（オランダ中央青果競売市場協会）を頂点とするオ

ークション経由の販売が行われていたが、1998 年から現在のシステムに移行した。流通の中間マージンの削

減と同時に、より積極的なマーケティングが可能となったと言われる。生産者は、流通高の 2～3%を支払い、集

荷・パッキング、輸出を総合的に実施する生産者協会へ販売を委託している。最大の生産者協会は 1996 年

に発足したグリーナリー（The Greenery）である。同協会は、野菜、果物、キノコを生産する 1,000 名を超える生

産者が加盟（出資）して設立された生産者協会で、売上高はおよそ 2,500 億円である。同協会の設立の背景

には、EU 域内における消費者等の需要の急速な変化に生産者が団結して対応する必要があったことに加

え、国内外の大手小売チェーン等の急速な発展・拡大に伴う取引先との競争力を確保する狙いがあった。 

 

④技術の輸出 

その他、オランダの輸出ビジネスの特徴として、「農業技術」の輸出があげられる。自国で生産された農産

物（商品）だけでなく、技術（生産システム）も他国に輸出し、オランダ発の農業を世界に拡げている。オランダ

では、1990 年半ばから、ワーヘニンゲン大学を中心とした産官学のオープンコンソーシアムが、情報通信技術

（ICT）や環境制御を駆使した「スマート・アグリ」を重点的に推進してきた。これにより、バラやキク、トマト、パプ

リカ、ナス、キュウリといった付加価値の高い作物の多収量かつ安定生産が可能となった。このオランダの産

官学で構築してきた農業技術（システム）は、現在、海外へ輸出されている。主要国は韓国と日本である。オラ

ンダのプリバ（Priva）をはじめとする大手制御機器メーカーは、韓国と日本の民間企業と代理店契約を結び、

施設園芸の生産・運営システムを有償で提供している。例えば、気候上、栽培が難しいと言われていたパプリ
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カの日本の自給率は 2000 年には数%であったが、現在はおよそ 10%にまで高まっている。オランダの栽培シス

テムが 2005 年頃から各地で導入されはじめことが主因である。オランダの農業輸出ビジネスは、単に農産物

（商品）だけでなく、これら技術（システム）の輸出までを考慮すると、その経済効果は計り知れない。 

 

⑤国の明確なビジョンに基づく戦略・戦術の実践 

戦略の最後は、国のビジョンについてである。オランダでは 1990 年代に、今後 10 年で、「世界で競争力を

有するべき産業（分野）」を10 テーマ掲げ、その筆頭に「施設園芸」を選んだ。背景には、1986 年にスペインが

EU（当時の「欧州経済共同体（EEC）」）に加盟し、オランダに安価なトマトが流入しはじめた点がある。その戦

略として、サプライチェーンのクラスター化と産官学の連携を推進した。戦術としては、ハード面では前述のグ

リーンポート（物流拠点）を造成し、そのまわりに施設園芸を集積させた。そしてソフト面では、これまでの地方

市場や生産者組織等の統廃合を進め、新たな生産者協会の設立を後押しした。さらに、施設園芸における主

要生産品目（国家戦略作物）として、花卉、トマト、パプリカ、キュウリ、ナス等を選定し、重点品目の集約化も

進めた。この結果、これら品目の世界的な商品競争力はトップレベルとなった。実際、世界の輸出市場におい

て、チューリップ等の観賞植物とトマト・パプリカ・きゅうり・ナスなどの野菜類については、現在、輸出金額で世

界第 1 位である。これらは、オランダ政府が、農業という産業の位置づけと今後のビジョンを農業関係者に明

確に示し、そのための戦略を打ち出し、かつ初期の踏み込んだ戦術支援の結果である。なお、オランダでは、

現在の政策を推進してきた 1990 年代には、農業分野のハードやソフトに多額の補助金を拠出してきたが、現

在は、ほぼゼロである。生産者は設備投資の際、金融機関から融資を受け、5 年程度で完済する例が多い。 

 

図表4 オランダ農業の概要と競争力の源泉・輸出戦略 

 

 （出所）世界銀行・IMF・UNCTAD・ILO 統計資料より、野村アグリプランニング&アドバイザリー作成 

（２）韓国の輸出戦略 

続いて、韓国の輸出戦略を俯瞰する。韓国の国土は 1,002 万 ha、人口は 5,042 万人（2014 年、世銀統計）

であり、日本（国土：3,780 万 ha，人口：1 億 2,713 万人）と比べると、どちらもおよそ 4 割の規模である。また，

耕地面積は 173 万 ha（2012 年、FAO 推計）で、日本（455 万 ha）の 4 割弱、さらに、農水産業生産額は 279

億ドル（2013 年、国連推計）で、日本（577 億ドル）の 5 割弱となっている。一方、2014 年の韓国の農水産物・

食品の輸出金額は 65 億ドルで、日本の輸出金額（47 億ドル）よりも 4 割ほど高い。これは、2000 年以降、韓

国が、国の重点支援分野政策支援として農業の「輸出」戦略を推し進めた結果である。実際、この輸出戦略は

功を奏しており、2000 年に 26 億ドルであった韓国の農水産物・食品の輸出金額は、2010 年には 50 億ドルと

倍増し、2014 年には 65 億ドルになった。韓国が 2000 年以降に実施した輸出戦略は、オランダを参考にした

項目 オランダ 日本

 耕地面積 105万ha 455万ha 　１．地理的優位性

 農水産業生産額 154億USドル 577億USドル 　２．生産・物流拠点の集積化

 第一次産業就業者数 209千人 2340千人 　３．生産者の組織化と教育の充実

 農水産業・食品の輸出額 899億USドル 47億USドル 　４．技術の輸出

 農水産業・食品の輸入額 587億USドル 689億USドル 　５．国の明確なビジョンに基づく戦略・戦術の実践

オランダ農業の競争力の源泉と輸出戦略
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と言われている。実際、オランダと同様に「施設園芸」を農業の重点支援テーマに位置付け、付加価値の高い

輸出商品の開発を志向した。韓国の輸出戦略をまとめると、①生産拠点の集約・整備（ハード整備）、②生産

者組織の再編と輸出組織の整備（ソフト整備）、③戦略品目の選定と集中、④国による市場開拓支援、とな

る。一つずつみていきたい。 

 

①生産拠点の集約・整備（ハード整備） 

韓国は、輸出拡大に向けて、オランダ同様、輸出専用の大型園芸施設（輸出生産団地）の造成や輸出を行

う際の物流拠点を整備した。輸出生産団地は、ほ場単位で輸出先国・地域を分けているものが多い。ほ場で

は、播種の段階から農薬基準や規格など、その国または実需者（消費者や小売店など）の要求に応じた生産

体制が実施されている。韓国農水産物流通公社（AT）によると、現在、韓国の輸出生産団地は 160 ケ所程度

あり、一ケ所あたりの団地面積は 10～ 30ha に及ぶ。今後、韓国南西部に位置するセマングム（Semanngum）

地区を干拓し、8,570ha もの農業団地を造成し、うち 100ha を輸出専用の生産団地にするという計画もある。 

 

②生産者組織の再編と輸出組織の整備（ソフト整備） 

次に、輸出を効率的に実践できるよう、輸出業者と生産者が主体となった品目単位の輸出連合組織を整備

した。例えば、2010 年に韓国の「輸出主要組織」に選定された KMC（えのき茸輸出連合組織）は、日本のイオ

ングループとの大型契約に成功するなど、単一の生産者または地域の枠を超えた品目毎の連携体が現場の

輸出ビジネスを先導している。背景には、これまで、産地間の競合（カニバリ）が発生し、韓国農業全体として、

海外の市場開拓が効率的に行われなかったことがある。 

 

③戦略品目の選定と集中 

3 つ目の戦略は、輸出を戦略的に伸ばす品目を特定し、その品目の特性を踏まえた上で、対象国市場別に

マーケティングなどを実践する戦略である。これまで、およそ 40 の戦略品目が選定されてきたが、現在、これ

を18 に絞り込んでいる。また，これとは別に、韓国高品質農産物の共同ブランド「フィモリ（whimori）」を設定し

ており、現在 8 つの品目（パプリカ、梨、菊、スプレーバラ、ユリ、サボテン、エリンギ、エノキ茸）が同ブランドに

認定されている。 

 

④国による市場開拓支援 

戦略の 4 つ目は、国による市場開拓支援である。これは、国による輸出商談会の開催や海外の韓国レスト

ランとの企画支援、また、韓国の映画やアニメといった韓国文化（コンテンツ）の支援を通じた輸出が促進され

やすい海外での環境づくりなどである。韓国では 2011 年 3 月に、これら 4 つの戦術をより効果の高いものに

改定する「農林水産食品輸出拡大法案」が可決された。主要な改訂ポイントとしては、ⅰ）現在の品目単位の

組織を中分類組織に統合（えのき茸とエリンギをきのこ類組織へ統合など）、ⅱ）戦略支援品目の更なる絞り

込み、ⅲ）輸出商社の海外現地における冷凍設備施設の賃借支援、ⅳ）輸出業者間の過当競争の誘発を防

ぐ為に成果中心の物流支援への変更、などがあげられる。いずれも，国のビジョンの達成に向けて，これまで

の成果や新たな課題または海外市場国・地域の市場環境を踏まえて、各種戦略・戦術の微調整を行っている

様子が伺える。  
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なお、韓国が輸出を急激に伸ばしている理由として、「輸出補助金」に相当する各種手厚い支援策があるこ

とも事実だ。ただ、補助金づけで成長し続けてきた企業や業界（セクター）は、世界各国を見渡してもこれまで

一つもない。日本が真似るべきは補助金政策ではなく、韓国が 2000 年代初頭から、官民で輸出ビジョンをす

り合わせ、それを継続的に実行してきた官民一体型の輸出戦略であろう。 

 

図表5 韓国農業の概要と競争力の源泉・輸出戦略 

 

 （出所）世界銀行・IMF・UNCTAD・ILO 統計資料より、野村アグリプランニング&アドバイザリー作成 

（３）我が国の輸出ビジネスのブレークスルーに向けて 

今後の日本全体の農林水産物・食品の輸出額目標を2030 年の「5 兆円」規模に据えるならば、輸出ビジネ

スを構造的に見直す必要がある。すなわち、オランダや韓国の戦略を参考にしながら、日本の地理的特徴等

を活かした、自治体または広域自治体の独自の輸出モデル「地域型農業輸出モデル」を構築する必要があ

る。 

新しい輸出モデルを検討するにあたっては、「農業従事者の満足度の最大化」という視点と「需要フロンティ

アの拡大」という二つの軸でモデルを組み立てる必要がある。まず、「農業従事者の満足度の最大化」という軸

であるが、何を実現すれば農業従事者の満足度を最大化できるかということである。言い換えると、地域農業

活性化の定義とも言える。その定義としては、一般的には，農業を主業とする「定住人口の増大」や「農業生産

額・GDP の拡大」といった経済指標が考えられる。また、最近では、都会から地域に移住し本格的に農業に取

り組む人々も増加している。そのような人々からみると農業という仕事を通した「（多様な）幸福度の実現」とい

った新たなモノサシがあることも事実である。地域農業の活性化の定義にはさまざまな考え方があるが、農業

という仕事を通して、「（最低限の）収入・所得を得る」という面と、「やりがいを見出す」といった面の両輪が回る

ことが不可欠だと考える。輸出ビジネスは、前者においては、海外という新たな市場を開拓することで所得向

上に貢献する可能性があり、また、後者においては、「自身が生産したものが海外で消費されている」という誇

りを持てることで、やりがいを見出す可能性があると考えられる。 

モデルを構築するための二つ目の軸は、「需要フロンティアの拡大」である。これは、未だ顕在化していない

海外の潜在顧客層を開拓する方法ということに他ならない。まず、求められている課題解決の一つは、日本産

農水産物・食品の「（現地小売）価格」を下げることだ。これまでの日本農業の輸出マーケティングは、「日本の

（価格が高い）超高品質な商品を、いかに海外現地富裕層に販売するか」という考え方に固執しており、小さな

パイを、個々の産地がせめぎ合っている状況だ。輸出金額 5 兆円という達成に向けては、現地中間層やマス

層の大きな潜在需要を開拓することが求められている。その際の価格帯のイメージとして、香港の巨大小売チ

項目 韓国 日本

 耕地面積 173万ha 455万ha 　１．生産拠点の集約・整備

 農水産業生産額 279億USドル 577億USドル 　２．生産者組織の再編と輸出組織の整備

 第一次産業就業者数 1566千人 2340千人 　３．戦略品目の選定と集中

 農水産業・食品の輸出額 65億USドル 47億USドル 　４．国のよる市場開拓支援

 農水産業・食品の輸入額 275億USドル 689億USドル

韓国農業の競争力の源泉と輸出戦略
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ェーンのバイヤーは、「現在の日本商品と韓国商品の価格帯の間くらい」と述べており、取り組み次第では十

分に達成可能な価格帯だと考えられる。 

二つ目の課題解決は「安定供給」である。年間を通じた安定供給を実施するには「産地連携」の発想が求め

られる。そこには、産地間のシナジー（相乗効果）が不可欠で、産地間の結びつきを強めることが必要だ。例え

ば、連携し合う産地間の商品規格やブランドを統一し、能動的にバイヤーに商品提案を行ったり、または人材

交流を通じて技術を磨き合うといった段階にまで産地間連携のレベルを深める（高める）ことが期待される。そ

の際、地域農業者や産地出荷者の「輸出」に対する本気度を今よりも高めてもらうことが大前提だ。  

 

（４）「地域型農業輸出モデル」の要諦 

これまでの先進事例や考え方により、日本農業の「地域型農業輸出モデル」を検討すると、次の 5 つがモデ

ル構築の要諦となる。それは、①地域農業 GNI（GrossNational Income、国民総所得）の拡大を志向する地域

農業創生ビジョンの設定、②「Made In Japan（ 輸出）」と「Made ByJapanese（海外現地生産）」の組み合わせに

よる海外市場開拓戦略の策定、③地域間連携による新たな商品戦略の策定、④輸出インフラ（ハード）の集

約・新設、⑤事業運営組織（ソフト）の集約・新設、である。一つずつみていきたい。 

 

①地域農業 GNI（Gross National Income、国民総所得）の拡大を志向する地域農業創生ビジョンの設定 

これは、地域農業のビジョンを設定する際、GDP（Gross Domestic Product；域内農業総生産）を最大化する

という発想ではなく、GNI（Gross National Income；域内農業者総所得）の最大化を検討することである。言い換

えると、「地域農業者」が地域内（日本国内）と地域外（海外）で稼いだ農業付加価値額を最大化する考え方で

ある。地域農業創生ビジョンをGDP ではなく、GNI とおく理由は、ⅰ）海外現地生産化で小売価格を下げること

と、ⅱ）地域農業者の多様な働き方の選択肢を設け満足度を高めることの 2 つの狙いがある。現地小売価格

の引き下げに最も寄与するのは「現地生産」である。また、海外現地生産は、地域農業者の満足度の最大化

にも貢献するものと考えられる。実際、地域の若い農業者や都会から地域に移り住んだ農業者を中心に、「海

外で農業を行ってみたい」、「自身の技術を海外で試してみたい」という声は少なくない。むしろ、その声は、

年々高まっている。産地の将来の担い手となるこれらの若手農業者が、海外で得た多様なビジネス経験は、

産地全体においても大きな財産となる。 

 

②「Made In Japan（輸出）」と「Made By Japanese（海外現地生産）」の組み合わせによる海外市場開拓戦略の

策定 

これは、①のビジョンに基づき、国内からの「輸出」と海外の「現地生産」を組み合わせた商品計画を実施す

る戦略である。これにより、海外現地市場のボリューム層をターゲットにできる可能性がある。また、単価の高

いメロンやいちごなどを飛行機で輸出するのは理にかなっているが、単価の安いレタスやキャベツ、大根など

を原価の倍近くかけて飛行機で輸出するのは経済合理性にも欠ける。そのような単価の低い農産物について

は、地域農業者が海外現地にて、日本の産地と同じ仕様で生産することでトータルコストは大幅に低下する。

それにより、それらの品目の購買層も広がることが見込まれる。それでは、地域農業者が、海外現地生産事

業を成功させるために必要な要素は何か。これまでの成功事例をまとめると、良い「商品」と「組織」をつくるこ

と、そして信頼できる「現地パートナー」と組むことだと考える。ベトナムでレタスをつくる日本の農業法人、ま
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た、タイでいちごをつくる日本の農業者、カンボジアで青果物を生産する日本の農業法人など、海外で活躍し

ている日本の農業者は、いずれも、海外生産で成功するキーワードとしてこの 3 つを挙げる。 

これらの海外で現地生産を行っている日本の農業者は、いずれも、今後、生産面積と品目の拡大を計画して

いる。その際、自社のリソースだけでなく、日本の（まだ海外進出をしていない）農業者と手を組んだ拡大戦略

を考えているところが多い。このことは、これから海外現地生産を考える日本の農業者からみれば、先駆者が

培った現地ネットワークとノウハウを共有化できる好機である。 

 

③地域間連携による新たな商品戦略の策定 

「地域型農業輸出モデル」の要諦の 3 つ目は、地域間連携による新たな商品戦略の策定である。地域間連

携のメリットは、主に、①（年間を通じた）安定供給を実施できること、②不必要な産地間競合（カニバリ）がなく

なること、③大ロットでの輸送により単位あたりの貿易・輸送コストが低減できること、である。1 つ目の「安定供

給」については、海外現地バイヤーが強く要望している項目であり、現地実需者との関係を強固なものにでき

る。2 つ目の「産地間競合」については、現在、海外現地での深刻度が高い。ビジネスである以上、競争は不

可欠であるが、日本全体の輸出拡大という視点でみた際、産地間の“過度な消耗戦”はやや合理性が乏しい。

適度な競争原理を取り入れながらも、産地間または供給者間で連携に取り組むことができるビジネスの枠組

みを構築することが必要である。地域間連携のメリットの 3 つ目の「大ロット輸送」は、単位あたりの貿易・輸送

コストを低減できる。現在の日本農業の輸出においては、物流・貿易は個々の産地や法人単位で行われるケ

ースが多く、これが、現地小売価格を高くしている理由の 1 つとなっている。物流コストの改善に向けては、昨

今、これまで飛行機で輸送していた生鮮青果物を、船（リーファーコンテナ）で運ぶ取り組みや技術開発が盛ん

になっている。それに加え、産地連携による共同輸送を実施することで、単位あたり物流コストの飛躍的な削

減が実現できる。 

このような地域間連携の実現に向けたポイントは、地域間をまたいだ（輸出専用の）共通ブランドを開発する

ことにあると考える。これは、韓国が輸出戦略として 2008 年頃から力を入れてきた地域間共通ブランド戦略で

もある。現在、韓国が輸出の際に使用している農産物ブランドの多くは「韓国いちご（Korean Strawberry）」とい

った地域間共通ブランドが多い。背景には、韓国の産地間による熾烈なカニバリがあった。国や自治体、輸出

公社（AT）、物流企業等が中心となり、これら課題の解決策として、2008 年頃から地域間共通ブランドの開発

を進めた。この戦略は功を奏しており、香港やシンガポールの食品小売店を席巻している。消費者や実需者

に支持された理由の一つは、「産地が分かりやすい」ことと「規格が統一されていること」にあると推察する。ま

た、この地域間共通ブランドは安定供給も可能にする。韓国の北から南までの各産地が年間のリレー出荷を

行っているからだ。共通ブランドの導入により、海外現地の消費者が認知しているブランドが、年間を通じて店

頭に並ぶことは消費者にも店側にも大きなメリットだ。さらに、地域間共通ブランドの農産物は、播種の段階か

ら生産規格を統一しているため、韓国全国のほ場で、同じような農薬や肥料や農業資材等が使われている。

各産地の輸出団体がそれらを一括仕入・供給しているため、生産費用も下がる。生産後の物流も同様で、物

流企業や輸出団体が一括物流（輸出）を行っており、単位あたり物流コストの低減を実現している。結果的に、

韓国では、生産者所得を下げることなく、現地小売価格を下げることに成功している。韓国の事例からも分か

るように、地域間共通ブランド戦略のメリットは大きい。 

この韓国の地域間共通ブランド戦略を参考としながらも、日本が目指す「地域型農業輸出モデル」は「重層

型」とするべきだ。残念なことに、韓国のブランド戦略は、地域の色がほぼ消えてしまっている。日本において

は、このような「単層型」ではなく、地域の独自色も追求できる「重層型」の商品戦略を採るべきだ。具体的に
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は、日本が採る商品ブランドとして、「地域独自ブランド」と「地域間共通ブランド」、「海外現地生産ブランド」の

3 つを提唱する。これらの商品ブランドの主要客層としては、「地域独自ブランド」は現地富裕層、「地域間共通

ブランド」は現地中間層、「海外現地生産ブランド」は現地マス層である。このように、ターゲットが異なる複合

的なブランドを有することで、現地市場の多種多様な市場を攻略・開拓することが可能となる。また、商品の棲

み分けも可能となるだけでなく、地域の独自色も維持できる。なお、「地域間共通ブランド」を設計する際、何か

しらの規格を統一する必要がある。ここでいう規格とは、生産方法や農薬等の使用量、商品の大きさや容姿等

が考えられる。様々な規格が考えられるが、「日本品質」を象徴する「安心・安全・高品質」を担保することが現

地消費者の最大のニーズだ。その需要を満たすことのできる規格統一が求められる。分かりやすい例で言う

と、例えば、「JAS（Japan-Agricultural Standard： 日本農林規格）や「日本 GAP（Japan-Good Agricultural 

Practice：農業生産工程管理）」などを共通規格にすることが考えられる。 

 

④輸出インフラ（ハード）の集約・新設 

「地域型農業輸出モデル」の 4 つ目の要諦は、輸出インフラの集約と新設である。ここでいう輸出インフラと

は、主に、「輸出専用ほ場」と「物流拠点」、「現地アンテナショップ」の 3 つである。まず、輸出専用ほ場をつくる

ことで、現地消費者をはじめとする実需者の需要を前提とした「マーケット・イン」型の商品づくりが可能となる。

現在の日本の農産物輸出は、主に国内の規格で生産したものをどう海外に売り込んでいくかという「プロダク

ト・アウト」型である。そうではなく、ほ場単位で輸出先を分け、播種の段階から農薬基準や規格など、輸出国

または実需者の要求に応じた生産体制を構築するべきである。海外現地の需要に則した「マーケット・イン」の

商品開発ができる他、生産段階でのコストが削減にもつながる可能性もある。 

次に、物流拠点であるが、これは、輸出専用ほ場から出荷された農産物を集荷した後、輸出に必要な各種

検査や国・販売店毎の仕分け・ラベル貼りなどを実施するワンストップ型の輸出物流拠点である。前述したオ

ランダの「グリーンポート（Green Port；農業物流拠点）」が参考となろう。具体的な行動計画としては、まずは、

「輸出手続きのワンストップ化」からはじめ、その後、パッキングやラベル貼り、店毎の仕分け、共同保管・輸送

といった本来の物流拠点機能を追加していくことが考えられる。最終的には、物流という実務のみを実践する

だけでなく、オランダのように、研究機関や生産者団体、関連企業等が参加し、新品種や施設園芸技術の研

究、栽培指導等が実施される場へと発展していくことが期待される。 

輸出インフラの最後は、「アンテナショップ」である。この目的は、現地市場の情報収集やマーケティング機

能だけでなく、正確な商品情報と調理方法の伝達といった消費者とコミュニケーションを取る場の提供である。

海外の消費者が「日本食を買わない理由」の上位に「調理の仕方が分からない」を挙げるように、調理法の説

明の場にもつながる。アンテナショップを常設化することで、現地小売店では難しい現地消費者とコミュニケー

ションをとる場が実現できる。つまり、日本の八百屋のように、消費者と販売側がコミュニケーションを取りなが

ら個々の日本食材・日本料理の正しい理解と調理法などを伝えていくことができる。また、ここで言うアンテナ

ショップは、海外現地に設ける日本商品の売り場だけに限らず、日本国内に設けた海外旅行客向けの売り場

も含まれる。輸出額の定義には「お土産」はカウントされていないが、輸出額が生産者にもたらす効果を念頭

に考えた際、お土産による（生産者からの）出荷も、広義の輸出額として含むことも検討すべきだ。昨今、地域

の直売所では海外旅行客の姿が多く見られるが、商品や調理方法での英語表記・対応がないことをはじめ、

クレジットカードが使えないことなどが理由で、販売機会のロスも目立つ。潜在需要を顕在化させる一つの解
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決策としては、海外旅行客が地方で購入した農水産品を、検疫を済ませた状態で帰りの空港で受け取れるサ

ービスなども期待される。その際、そのサービスを受ける前提として、そのショップの通信販売の会員になるこ

とを条件にすればよい。旅行客が帰国した後も、日本から旬な商品をダイレクト・メールなどでアプローチでき、

継続的な商売機会が見込まれよう。 

 

⑤事業運営組織（ソフト）の集約・新設 

「地域型農業輸出モデル」の要諦の 5 つ目は、事業運営組織の集約・新設である。生産ほ場や物流拠点と

いった輸出インフラを集約・新設させる前提に立てば、産地が集約（連携）した輸出組織があるべきだ。もちろ

ん、現在、産地間をまたいだ輸出促進協議会は多く立ち上がっているが、勉強会やセミナーの開催などが主

目的になっているケースがほとんどで、協議会自体で輸出ビジネスを行う発想はない。オランダが 1990 年代

から推し進めたように、ビジネスという観点から、個々の産地では難しい海外の大手小売や商社等との対等な

交渉を行うためにも集約化した輸出事業体の存在は必要である。その際、忘れてはならないポイントは、この

輸出事業体は、あくまで農業者のための輸出組織という点である。すなわち、農業者へ、輸出ビジネスを通じ

た真っ当な対価を落とすことであり、輸出事業体の肥大化が目的ではない。もちろん、新たなビジネスを推進

する際には必ず立ち上げのリスクが伴う。事業ビジョンを共有できる農業者以外の関係団体や物流企業など

からの出資を受けることに加え、農林漁業成長産業化ファンドやクールジャパンファンドといった官民ファンド

からのリスクマネーを募ることも一案である。 

具体的な行動計画としては、まずは、少数の産地が連携しながら実績を積み上げていくことが優先されるべ

きである。数多くの産地を束ねようとすると様々な軋轢が生じ、構想の段階からつまずくことが多い。議論に数

年かけるよりも、まずは「やる気」を持った少数の産地のみで実行し、小さいながらも成功実績を積み重ねてい

くことが、他の産地を吸引することにつながる。 
 

図表6 日本農業の輸出戦略モデル「地域型農業輸出モデル」の要諦 

 
            （出所）野村アグリプランニング＆アドバイザリー 

 

＜輸出ビジョン＞

2030年までに、5兆円の日本産農林水産物・食品の輸出（海外現地普及）を実現

＜輸出戦略の考え方＞

「農業従事者の満足度の最大化」と「需要フロンティアの拡大」を両立させる新たな輸
出戦略「地域型農業輸出モデル」の策定・実践

＜「地域型農業輸出モデル」の要諦＞

１．地域農業GNI（農業者総所得）の拡大を志向するビジョン設定

２．「Made In Japan（輸出）」と「Made By Japanese（海外生産）」による海外市場開拓

３．地域間連携による新たな商品政策（マーチャンダイジング）の策定

４．輸出インフラ（ハード）の集約と新設

５．事業運営組織（ソフト）の集約と新設
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５．今後のロードマップ 

（１）今後12か年（～2030年）のマイルストーン 

 日本の農水産物・食品を2030年に5兆円まで拡大するマイルストーン（工程表）を検討する。なお、検討にあ

たっては、主に次の4つの前提を置く。すなわち、①第4章で述べた「地域型農業輸出モデル」の要諦である5つ

の戦略を今後実施していくこと、②輸出額の考え方を拡大的に捉え、5つの戦略の1つである日本の農業者等

による「海外現地生産」も（広義の）輸出額に含むこと、③同様に、5つの戦略の1つである日本の農業者等に

よる「国内のインバウンド向けアンテナショップ」で購入された海外旅行客のお土産も（広義の）輸出額に含む

こと、④経済状況や為替等のマクロ環境が足元と不変とすること、である。また、これらに加え、政府間交渉に

よる各国との経済連携協定の推進や、検疫をはじめとする各輸出条件の見直し・改善は大前提となる。 

 まず、当面の輸出目標金額である1兆円の達成時期は、政府がKPIにおいている2019年内とする。現状から

およそ0.25億円の積み増しは、実は、「（日本農業者等による）海外生産」と「（農業者等による）日本国内のア

ンテナショップ等の販売額」を輸出額にカウントすれば、ほぼ到達に近づく。 

 1兆円を達成した後の目標額は3兆円である。これは、日本と産業構造の近いイギリスの輸出額に並ぶ。2兆

円を積み増すには、「海外現地生産」の横展開と「地域間連携」による複層型の商品開発の推進、また、輸出

のための加工・物流施設などの「輸出インフラ（ハード）」と輸出を実施するための「事業運営組織（ソフト）」の

集約・新設が求められる。最後に、2030年に5兆円に達する際には、上述の「輸出インフラ」と「事業運営組織」

の数と規模の拡大が期待される。 

 

（２）アクションプラン 

①地域農業GNI（Gross National Income）の拡大を志向する地域農業創生ビジョンの設定 

 ビジョンの設定は、国の政策・支援の方針として、「海外現地生産」を“輸出”戦略にどう位置付けるかであ

る。まずはその議論・検討からはじめなければならない。言い換えると、地域農業活性化という定義をどう考え

るかでもある。意欲のある自治体が先んじて、取り組み、小さな先進実績を積み上げることが望まれる。 

 

②「Made In Japan（日本からの輸出）」と「Made By japanese（海外現地生産） 

 海外現地生産の推進策の柱は、既に各国で農業に取り組んでいる先駆的事業者を軸に据える方法である。

これらの事業者は紆余曲折しながら海外現地で「点」の拠点を築いており、その「点」の実績を「面」にする方法

を考えるのが効率かつ効果的と推察できる。まずはこれら事業者との協議からはじめ、共同での取り組みが

期待される。その後、実績を基にした新たな市場開拓（横展開）である。すでに面展開した国・地域と距離的に

または環境が近い立地を選択すべきである。既に蓄えたノウハウを活かせる他、生産・マーケティング・販売

面で既存の経営資源を活用できる可能性が高い。 

 

③地域間連携による新たな商品戦略の策定 

 最終的な到達目標は、全国横断で1品目1つの「ジャパン・ブランド」であるが、はじめのアクションは、隣接ま

たは近隣県等での同一ブランド・商品開発が現実的である。範囲が広がると調整に難航し、詰めるべき課題も

山積する。隣接または近隣県等からはじめ、徐々に規模を拡げ、九州・中四国・関西・関東・北陸・東北などと
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いったブロック単位でのブランド・商品開発が期待される。まずは、進めやすい品目から推進し、小さな実績を

積み上げていくことが肝要である。 

 

④輸出インフラ（ハード）の集約・新設 

 輸出インフラは資金の他、⑤の組織にも関わるため、スロースタートにならざるを得ない。その中で、何よりも

進めやすいのは「（国内の）アンテナショップ」の整備・改善である。すなわち、既存の直売所のサービスの拡充

であり、海外旅行客が品選びや購入、持ち運び（物流）がしやすい環境を整備することである。また、

「GLOBAL GAP」や「EU HACCP」などの輸出認証の取得・整備も同時に進めていかなければならない。 

 次に、輸出のための「物流拠点」と「生産ほ場」の整備である。空港や港の近くにある地方卸売市場などはそ

の最たる立地と考えられる。最後に、海外現地側での「輸入」拠点の整備である。海外現地に加工場や生簀を

整備することで、海外現地バイヤーの極め細かな需要への対応が可能となり、潜在需要の発掘が期待でき

る。 

 

⑤事業運営組織（ソフト）の集約 

 輸出を行うための組織づくりは、まず、産地発で行う方法がある。これは、③の商品戦略同様、小さな単位か

ら取り組むべきである。もう一つの方法は、個々の産地から商品を調達している輸出商社が軸となって進めて

いく方法である。実際に、輸出商社が中心となって各産地を（ゆるやかに）組織化する事例も散見されはじめて

いる。いずれにせよ、個社（または単一地域）で取り組むのではなく、またはすべてを自社グループで完結する

発想をもつのではなく、共同での組織づくりが不可欠となる。小さな産地単位からスタートし、徐々に、基本的

な考え方が合致する他地域の組織と融合しながらその規模を拡大し、最終的には海外の巨大バイヤーと対等

に伍していける全国単位での輸出組織が立ち上がることが期待される。 

 

図表7 今後のロードマップとアクションプラン 

 
         （出所）野村アグリプランニング＆アドバイザリー 

短期
（2018年～2020年）

中期
（2021年～2025年）

長期
（2026年～2030年）

輸出額目標
（海外現地普及額）

1兆円 3兆円 5兆円

「輸出ビジョン」
の設定

国の海外生産の位置づけを議論、明確化

「輸出」と「海外生
産」の市場開拓実践

地域間連携による
「商品政策」の実践

「輸出インフラ」の
集約と新設

行動計画

「運営組織（輸出組
織）」の集約と新設

海外生産の先駆者
への打診・協議

先駆者の実績を「点
」から「面」へ拡大

新市場（国・地域）の
開拓（横展開）

隣接または複数県
の共通ブランド開発

各ブロック単位での
共通ブランド開発

「ジャパン・ブランド」
の開発

直売所の海外対応
、輸出認証整備

輸出の物流拠点と
生産ほ場の整備

海外現地側での
「輸入」拠点の整備

意欲ある自治体によるビジョン設定・実践

輸出ビジョンの
改訂（刷新）

産地発の組織化 全国規模の輸出組
織の結成商社発の組織化

他産地/他組織
との融合
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６．おわりに 

2014 年 6 月に閣議決定された「日本再興戦略」の中でも触れられているように、地域農業のポテンシャルを

顕在化させるカギは，輸出ビジネスの実践だ。本稿で述べたように、仮に、日本農業全体で 5 兆円の海外市

場を安定的に開拓できるようになれば、地域農業が地域経済へもたらす貢献度は目にみえて変わってくる。ま

た、農業者の商品力や経営力が国際市場で鍛えられ、地域農業の競争力は確実に高まる。さらに，これまで

海外とは縁の遠かった農業者がグローバルという視点を持つことで、農業者のモチベーションの向上にも寄与

しよう。このような輸出ビジネスの副次的効果は、地方創生が目指す方向性でもある。 

日本農業が採るべき「地域型農業輸出モデル」の要諦として、①地域農業 GNI の拡大を志向する地域農業

創生ビジョンの設定、②「Made In Japan（日本産農産物の輸出）」と「Made By Japanese（日本人による海外現

地農業生産）」の組み合わせによる海外市場開拓戦略の策定、③地域間連携による新たな商品戦略の策定、

④輸出インフラ（ハード）の集約・新設、⑤事業運営組織（ソフト）の集約・新設、の 5 つを述べた。このすべてを

同時に取り組むことは簡単ではない。輸出ビジネスへの取り組み状況や各種事情に応じて、各地域が実施し

やすいところから始めればよい。ただ、同モデルの戦略の根幹にある考え方は、「地域間連携による共同での

輸出促進」である。バイヤー主導の産地リレーに留まることなく、地域間の共同商品開発や技術交流を図るな

ど、産地間のシナジーの発揮に向けて能動的に取り組むべきであろう。地域が連携して取り組む輸出戦略の

必要性は、日本農業の輸出拡大に向けて、長年、指摘されてきた。しかし、各地域共に「総論賛成・各論反対」

の状況だ。つまり、多くの産地では、地域間連携の必要性は身をもって認識してはいる。しかし、いざ連携を進

めるにあたり、連携内容や方法、各産地の役割といった段階にまで落とし込みはじめると議論は紛糾する。 

オランダ農業が世界第二位の輸出大国となった取り組みの背景には、そもそも同国内の市場が小さく、輸

出をしなければ自国の農業が成り立たないという切迫感があった。幸い、縮小しているとはいえ、日本農業に

はまだ大きな国内市場が存在している。そのため、輸出ビジネスに切迫感を持って取り組んでいる地域関係

者はそう多くない。しかし、日本の市場が完全に萎んでからでは間に合わない。輸出ビジネスの成果は短期間

では現れない。国内事業と同様、根気よく継続的に海外市場と向き合う努力が不可欠である。また、韓国やマ

レーシアといった他のアジア諸国の商品レベルは確実に向上しているため、「メードインジャパン」商品の入る

余地が大きく狭まってしまう可能性もある。中国の商品ですら、有機や「チャイナ GAP」に取り組む農場が増加

し始めており、安価で高品質な商品の海外市場への上市が始まっている。まだ余裕があるうちに、次の戦略を

練って実践しておかなければ、多くの地域が目指す「地域農業の持続的な成長」はない。地域農業関係者によ

る将来ビジョンを見据えた新たな輸出戦略への取り組みが待たれる。各地域の農業輸出ビジネスへの取り組

みに期待したい。 
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第９章 農林水産業のオンラインビジネス 

―  「アグリ・サービス・プロバイダー」の事業展望  ― 

調査部 部長  主席研究員  佐藤 光泰 
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１．はじめに 

2011年3月に「六次産業化法（地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水

産物の利用促進に関する法律）」が制定され、既に6年半が経過した。この間、同法に基づく総合化事業計画

等の認定者数は2,279件（2017年11月末時点）に達した。このような自ら生産だけでなく、加工や販売・サービ

スなどに取り組む農林業業者は、6次産業化事業者と言われる。そして、彼らの生産・マーケティング・販売・資

金面を、IT（コンピュータ（情報）やインターネット（通信）に関連する技術）を用いて支えている事業者を、筆者

では2009年から、“アグリ・サービス・プロバイダー”と呼んでいる（野村リサーチ・アンド・アドバイザリー（株）発

行レポート「IRR（2010年1月号）」参照）。言い方を変えると、ITを用いて、農林漁業者の所得向上に寄与する支

援ビジネスを行っている企業等がアグリ・サービス・プロバイダーである。 

アグリ・サービス・プロバイダーは、農林漁業者の6次産業化ビジネスを直接または間接的に支援する立ち

位置にある。2000年後半に入ってから、6次産業化や農商工連携に取り組む農林漁業者の他、企業からの農

業参入が増加するに連れ、アグリ・サービス・プロバイダーの市場は拡大している。その中で、特に伸び率が

高いと推察される分野は、「生産」と「販売」、「資金調達」面での各種ITサービス提供事業である。第一次産業

のインターネット利用率はおよそ5%にも満たないと言われているが、マーケティングや販売、資金調達における

その活用はまさに黎明期にある。生産者がITを活用して生産管理やマーケティングを行ったり、従来の間接金

融でない不特定多数の個人から設備資金を調達できるようになったり、また、消費者がインターネット上の多く

のサイトで農水産物を購入できるようになったのも、つい最近の話である。 

例えば、生産分野では、農業ICTや植物工場／陸上養殖などの商品・サービスの開発・提供企業等がそれ

にあたる。また、販売分野では農水産物をインターネット上で販売・媒介する企業などが、さらに、資金調達分

野ではインターネット上で資金調達の媒介を行う企業などがそれぞれ該当する。 

 本稿では、アグリ・サービス・プロバイダーの分類や事業環境を俯瞰しながら、「販売」と「資金調達」の各注

目分野の動向を整理する。その後、これらテーマの成長を阻害している課題を検討した後に、そのブレークス

ルーのポイントをまとめる。最後に、今後のロードマップをアクションプランとともに検討する。 

なお、アグリ・サービス・プロバイダーの「生産」分野は、「農業ICT」や「植物工場」、「ハイテク養殖」などの注

目サブテーマがある。それらは、野村アグリプランニング＆アドバイザリーでは、特に重要なテーマと位置づけ

ており、別途テーマとして、それぞれを取り上げている。これらテーマの詳細については、野村アグリプランニン

グ＆アドバイザリーの他執筆者の論文を参照頂きたい。 
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２．アグリ・サービス・プロバイダーの分類と市場環境 

（１）アグリ・サービス・プロバイダーの分類 

“アグリ・サービス・プロバイダー”という言葉は筆者が2009年につくった造語であり、ITを用いて、農林漁業

者の所得向上に向けた商品やサービスを開発・提供する事業者のことを指す。農林漁業者の事業活動からみ

て、主に、「生産」、「販売」、「資金調達」の3分野に分類される。 

例えば、生産分野では、気象条件等をIT上で分析し、その地に最適な作物を提案することや、肥料や溶液

を与えるタイミングをその都度指示するシステムを開発・提供する他、所与のコースを自動で運転・走行する農

業機械（トラクターや農薬散布用の飛行機等）の開発・提供などがある。 

また、販売分野では、消費者や事業者向けのポータルサイトによる物販・サービスの提供の他、消費者の

ネット上での声やアンケート、店頭での販売状況を収集し、即座に生産に反映させるシステムの開発・提供な

どがある。地域にある農産物等の直売所の一部では、自身が早朝に店頭に持参した農産物の売上状況をリ

アルタイムに把握でき、欠品を防ぐ販売機会ロスの対策を講じるシステムを活用しているところもある。 

さらに、資金調達分野では、2011年の東北大震災以降、農林水産業・食品分野の設備資金に関して、イン

ターネット上で不特定多数の一般個人から資金を調達する動きが拡がっている。資金提供を行う一般個人の

動機としては、単なる投資というよりも、（自身が選んだ）特定企業への応援という色が強い。また、特典として

の農水産物等の商品配送や、農場・工場等の見学ツアーへの招待なども人気の理由と言われている。 

 

図表1 アグリ・サービス・プロバイダーの定義と主な分類 

 

（出所）野村アグリプランニング＆アドバイザリー 

 

主なサブテーマ 主な企業

（１）生産サポート

農林漁業者の生産活動をITを用
いてサポートを行う事業者

「農業ICT（生産管理システム、自動走行トラ
クター・農薬散布飛行機等）」、「植物工場（太
陽光利用・閉鎖型）」、「ハイテク養殖（養殖管
理・陸上養殖システム等）」、「オンライン資材
調達」等

富士通、NEC、日立ソリューションズ、NTTドコモ、
クボタ、ヤンマー、コニカミノルタ、デンソー、アグリ
コンパス、PSソリューションズ、ネポン、ファーム
ノートHD、コメリ、ソフトバンク・テクノロジー、
MonotaRO、農機具ねっと、等

（２）マーケティング／販売サポート

農林漁業者のマーケティング／
販売活動を、ITを用いてサポート
を行う事業者

「Eコマース（インターネット通販、マーケットプ
レイス、オンライン見本市など）」、「デジタル
マーケティング」　等

オイシックスドット大地、らでぃっしゅぼーや、パル
システム、生活くらぶ、クックパッド、ローソン・フ
レッシュ、楽天マート、アマゾン・フレッシュ、CSN地
方創生ネットワーク、フーディソン、ゴハンスタン
ダード、アリババ

（３）資金調達サポート

農林漁業者の資金調達を、ITを
用いてサポートを行う事業者

「クラウドファンディング」

ミュージックセキュリティーズ、READYFOR、
CAMPFIRE、MotionGallery、アレックス、きびだん
ご、サーチフィールド、ワンモア、JGマーケティン
グ、マクアケ

主な分類

定義

IT（コンピュータ（情報）やインターネット（通信）に関連する技術）を用いて、農林漁業者の所得向上に向けた商品やサービスを提供す
る事業者
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（２）アグリ・サービス・プロバイダーが求められる市場環境 

日本農業は、従事者の高齢化や再生産可能な利益（所得）が上がりにくい事業構造などから、経営体数の

減少に歯止めがかからない。2017年2月1日時点の農業経営体数は前年比4.6%減少の126万となった。2005年

には201万の経営体が存在していたため、この12年間で75万の経営体、すなわちおよそ4経営体のうち1経営

体が農業を辞めたことになる。 

一方、農業経営体数（2017年2月1日時点）の内訳をみると、「家族経営体」数は2005年比で38%減少したが、

「組織経営体」数は同23.8%増加し、年々増加の一途を辿っている。同様に、経営体の経営規模をみてみると、

2015年の年間販売金額3億円以上の農業経営体数は、2005年比で54.6%増加している。2005年以降、日本の

農業経営体の数自体は減少しているものの、この間、組織化（法人組織経営体）が進み、1経営体あたりの経

営規模が拡大していることが分かる。 

 また、2000年以降の「農地法」・「農業経営基盤強化促進法」の改正により、企業の農業参入も進んだ。2016

年12月末時点で、農地リース制度を活用して農業参入した企業等は2,676法人にのぼる（参考：2009年12月

末・407法人）。なお、前述した「六次化法」に基づく総合化事業計画等の認定者数も2,279件に達する（2017年

11月末時点）。企業からの農業参入の増加や農林漁業者による6次産業化の進展により、農業を経営の視点

から捉える「農業経営者」が増加していることが分かる。このような農林漁業者や企業は、今後の地域農業を

支える主要な担い手と位置づけられている。 

 上記のように、農林漁業者の規模拡大や事業の多角化等が推進し、また、企業の農業参入が進むことで、

農林水産業の事業構造も変革期を迎えている。彼らが目指す主たる点は、事業の採算性の改善（再生産可

能な利益の実現）であり、そのために、調達・マーケティング・生産・販売といった一連のサプライチェーン・イン

フラの刷新が期待されている。この役割を担う一つのプレーヤー群が、アグリ・サービス・プロバイダー（農林

漁業者等の所得向上に向けてITを用いた商品やサービスを開発・提供する事業者）である。このことは、農林

漁業セクターだけに限ったことではない。従来のサプライチェーン・インフラを見直し、より効率的かつ効果的な

供給・流通を模索する動きは他セクターでも活発となっている。ただ、農林漁業セクターは他セクターと比べて

その効率化が遅延していると言われる。このことはマイナスとして捉えるのではなく、今後の“伸びしろ”が大き

いとむしろプラスに捉えるべきである。農林漁業分野の事業構造が変革期を迎えている中、また、その“伸びし

ろ”“への期待も相まって、アグリ・サービス・プロバイダーの市場は注目を集めている。 

 

図表2 アグリ・サービス・プロバイダー 

 
（出所）野村アグリプランニング＆アドバイザリー 

 

農業の「担い手」の変化

家業的農家

新たな「担い手」の動向

・生産規模の拡大

・経営の多角化

・６次化の推進

・企業の農業参入 等法人・企業等の組織体

↓

再生産可能な事業所得の

実現

新たな「担い手」の関心事

↓
サプライチェーン（調達～販

売）・インフラの改善

アグリ・サービス・プロバイダー
（農林水産業の所得向上に向けて、IT

を用いた商品やサービスを開発・提供

する事業者）の登場
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３．アグリ・サービス・プロバイダーの注目テーマ（概要と課題） 

 本章では、アグリ・サービス・プロバイダーの各分野における注目テーマ（サブテーマ）の概要と今後の成長

に向けた課題を述べたい。なお、前述したように、アグリ・サービス・プロバイダーの3分野のうち、「生産サポー

ト」分野は、「農業ICT（スマート農業）」や「植物工場」、「ハイテク養殖」などの重要なサブテーマが多く、それぞ

れを別途テーマとして取り上げ、野村アグリプランニング＆アドバイザリーの他執筆者が詳述している。そのた

め、本稿では、「販売サポート」分野と「資金調達サポート」分野の2つに絞って展開することとする。 

 

（１）「販売サポート」分野 

 ①背景 

アグリ・サービス・プロバイダーの「販売サポート」は、農林漁業者のマーケティングや販売活動を、ITを用い

て直接または間接的に支援する事業を展開する企業等を指す。 

6次産業化に取り組んでいる農林漁業者の中には、自らのHPまたは通信販売サイトを開設し、消費者や実

需者（外食レストランや小売スーパー等）と直接取引を行っているところもある。また、消費者や実需者とコンタ

クトを取ることで、潜在需要を汲み取り、新たな商品開発につなげているところもある。しかし、このような農林

漁業者はまだ少数である。筆者の感覚では、取引の大部分を自社で完結している6次化事業者は、せいぜい

50社に1社程度だと推察している。同様に、農業に参入した企業のうち、外食や小売スーパー等の自社で販路

を所有している企業等を除き、参入当初から独自に販路を所有している企業は少ない。このような環境から、6

次産業化に取り組む農林漁業者や農業参入企業等において、マーケティングや販売活動の外部支援（インフ

ラ）への需要は根強いものと考える。 

 

②概要 

当分野の注目サブテーマは「Eコマース（インターネット通販、マーケットプレイス、オンライン見本市等）」であ

る。Eコマースの市場は、すでに市場が出来上がりつつある分野ではあるが、食の分野に限ると未だ黎明期に

ある。経済産業省の統計によると、物販系分野のEC化率（EC取引／全体取引、2016年）は5.4%であるが、そ

のうち、「食品・飲料・酒類」は2.2%に留まる。農水産物のみの統計はないが、現状、取り組みを実践しているア

グリ・サービス・プロバイダーの実態から推測すると、EC化率は1%にも満たないものと推測する。 

Eコマースの大きな分類としては、（ⅰ）消費者向けのインターネット通販の他、（ⅱ）外食レストランや小売ス

ーパー等の実需者向けのマーケットプレイスやオンライン見本市、がある。前者の代表的な企業としては、オ

イシックスドット大地やらでぃっしゅぼーや、パルシステムなどがあり、自社で契約農家からこだわりの農産物

を調達し、会員の消費者へ販売しているところが多い。最近では、アマゾン・フレッシュが当分野に参入し、ま

た、セブン＆アイ・ホールディングスとアスクルが連携して当分野に参入するなど、新たなアグリ・サービス・プ

ロバイダーの登場により、市場全体が一段と活性化する可能性がある。 

後者の実需者向けのマーケットプレイス分野で成長が著しい企業は、鮮魚直売サイトの「羽田市場（はねだ

いちば）」を展開する地方創生ネットワークや、「魚（うお）ぽち」を展開するフーディソンなどがある。いずれも、

各社が全国の漁港から直接調達した鮮魚を、都内の外食レストランをはじめとする実需者へ販売する事業を

展開している。また、海外向けオンライン見本市（ビジネスマッチングサイト）でシェアを高めているのが、中国
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最大手オンライン事業者のアリババが展開する「アリババドットコム」である。これは、売り手側と買い手側をオ

ンライン上でマッチングする（引き合わせをする）世界規模の見本市・展示会である。売り手と買い手の登録数

が桁はずれに多いこともあり、また、日本企業による、昨今の日本産農林水産物・食品の輸出への高い関心

から注目が集まっているサイトとなっている。 

上述したインターネット通販やマーケットプレイス、オンライン見本市は、6次産業化に取り組む農林漁業者

や農業参入企業からみると、顧客となる消費者や実需者にコンタクトできる新たな販売（営業）インフラと言え

る。アグリ・サービス・プロバイダーが有しているこれらの顧客ネットワークは、もちろん、一朝一夕に構築でき

るものではない。農林漁業者や農業参入企業等が、一から顧客を開拓していくよりも、アグリ・サービス・プロ

バイダーのこれら販売インフラに参加し、（農林漁業者等にとっての）潜在顧客にアプローチすることは効率的

である。また、昨今では、農林漁業者のマーケティング手段としての活用もはじまっている。すなわち、アグリ・

サービス・プロバイダーが、顧客の消費者や実需者から聞いた商品の感想を、出荷者（農林漁業者等）に返す

仕組みにより、商品の改良や新商品（品種等含む）の開発に寄与している。 

 

③成長に向けた課題・障壁 

「Eコマース」の成長に向けた課題として、主に3つがあげられる。第一に、Eコマース業界の喫緊の課題は

「物流費の抑制」である。足元、物流費の高騰は社会問題にもなりつつあり、Eコマース事業を展開するアグリ・

サービス・プロバイダーの業績を圧迫している要因にもなっている。物流業界の慢性的な人手不足の中、物流

費の値上げを、Eコマース業界としても飲み込まざるを得ない事業環境にある中、アグリ・サービス・プロバイダ

ーは、農林水産業界とも連携しながらこの深刻な問題の打開策を模索する必要がある。 

第二の課題は、「農林漁業者との強固な連携体制の確保」である。背景として、運営サイトに独自色がなく、

既存のリアル店舗を有する小売スーパーと同質化してしまっている問題がある。実際、農水産物・食品をネット

上で購入している消費者に向けたアンケート調査の多くは、その課題として、「生産者や商品の情報不足」や

「品揃え不足」、「独自商品の不足」などが上位にあげられている。例えば、日本政策金融公庫が2016年3月に

実施した消費者向けの調査では、3割強の消費者が、「生産者や商品の情報をもっと提供してほしい」と回答し

ている。アグリ・サービス・プロバイダーの強みの一つは、ITを用いて出荷者である農林漁業者と買い手側であ

る消費者・実需者を直接つなぐ点にある。買い手側からみて、出荷者（商品）の顔（情報）が見えにくければ、そ

の魅力は半減してしまう。これらの課題の本質は、ネット通販等を運営するアグリ・サービス・プロバイダーと出

荷者である農林漁業者との連携不足にあるものと考えられる。 

第三の課題は、「新たな市場開拓」である。背景として、現状、多くのアグリ・サービス・プロバイダーの事業

領域は狭く、潜在需要の取り込みができていない現実がある。例えば、潜在需要の主な例として、農林漁業者

に向けた販売・サービス事業が挙げられる。農林業業者は、生産に必要な種苗や農薬、肥飼料、農機具、ハ

ウス・設備資材、農業用衣服など、日々のアグリビジネスに絡む様々な商材等を多様なチャネルで購入してい

る。そのような中、現状のアグリ・サービス・プロバイダーの事業モデルは、農林漁業者から調達した商品を消

費者や実需者（外食や小売スーパー等）に販売するものであり、出荷者である農林漁業者への物販やサービ

ス提供を実施している先はほぼない。これまで取扱のない商品群やサービスに対して、既存競合先にどう対

抗するかといった課題は残るにせよ、アグリ・サービス・プロバイダーの市場拡大に向けては、潜在需要の掘り

起しが枢要だと考える。 
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図表3 アグリ・サービス・プロバイダーの「Eコマース」ビジネスにおける課題 

 
（出所）野村アグリプランニング＆アドバイザリー 

 

（２）「資金調達サポート」分野 

①背景 

アグリ・サービス・プロバイダーの「資金調達サポート」は、農林漁業者の資金調達を、ITを用いて直接また

は間接的に支援を行う事業者を指す。 

第一次産業は、一般的に他産業と比較して、天候や相場に影響されやすく事業リスクが高い産業だと言わ

れる。また、相対的に、事業利益率と資本回転率ひいては総資産利益率（ROA）が低い。そのため、民間金融

機関による融資や民間ファンドによる投資を受けるのは容易ではない。現状、家業的農家への融資は農協

が、そして、法人化した農林水産事業者などへの融資は日本政策金融公庫が中心となっている。ここ10年の

新たな動きとしては、金融機関等による第一次産業向けのファンド組成が相次いでいることがあげられる。象

徴的な事例は、2012年に、農水省が中心となった組成された官民ファンド「農林漁業成長産業化ファンド」であ

る。これらは、法人化した農林水産事業者等が、加工・販売等のパートナー事業者とともに、6次産業化などの

新たな事業に踏み出す際の事業投資資金（リスクマネー）として活用されはじめている。一方、これらのファン

ドは制約も多く、審査基準も厳格化されている。誤解を恐れずに言うと、「投資」と言いながら「融資」に近い審

査体系が特徴でもある。同時に、投資を受け入れる側の農林漁業者側の意識も改める必要がある。投資を

「補助金」と勘違いしている事業者が依然として多いのが実情だ。 

また、地域の農林水産業は、都会に住む個人からみると、共鳴されやすいのが特徴だ。「スロー・ライフ」や

「癒し」、また、「地域への貢献」といった言葉が世間のキーワードの一つになりはじめていることが背景にあ

る。そのため、地方の農林水産業に関心の高い都市部の消費者は意外と多い。その層に向けたサービスの

一つが本稿で述べる「クラウドファンディング」である。 

 

②概要 

クラウドファンディングは、アグリ・サービス・プロバイダーの「資金調達」分野で注目されているサブテーマで

ある。これは、農林漁業者等が、インターネットを通じて個人投資家から資金を募る手法である。 

背景

1 物流費の抑制
物流業界の慢性的な人手不足の中、物流費の値上げが
社会問題にもなっており、アグリ・サービス・プロバイダー
の業績を圧迫している

2 農林漁業者との強固な連携体制の確保
アグリ・サービス・プロバイダーの運営するサイトに独自性
がないものが多く、小売スーパー等と品揃えで同質化して
いる

3 新たな市場開拓
アグリ・サービス・プロバイダーの現在の事業領域は狭く、
潜在需要（機会）の取り込みができていない

主な課題
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クラウドファンディングが注目を集めている背景としては、まず、資金を提供する個人からみると、自身が応

援または共鳴する特定の企業／プロジェクトに直接、少額から直接投資できる点がある。日本では2011年の

東北大震災以降にクラウドファンディング市場が急拡大した。自らが応援したい企業やプロジェクトに直接寄付

をしたいという個人の潜在需要が、クラウドファンディングのサービスを通じて顕在化した。次に、農林水産事

業者からみると、一般の投資ファンドと比較をして、プロジェクトの内容が参加者にとって共鳴できるものである

かどうかによって、比較的簡便に資金調達ができるというメリットがある。この点は様々な課題も残るところで

はあるが、その“手軽さ”が参加者の人気の理由となっている。 

クラウドファンディングは、「群衆（Crowd）」と「資金調達（Fundingi)」と訳される。投資を受ける事業者側から

みると「資金調達」、また、投資を行う個人投資家からみると「金融商品」というイメージが先行している。実のと

ころ、クラウドファンディングは、個人投資家を軸に据えると、次の5種類に分類される。すなわち、①購入型

（個人投資家へ物品提供）、②寄付型（個人投資家の見返りなし）、③投資型（個人投資家へ配当金などを提

供）、④融資型（個人投資家へ利息を提供）、⑤株式型（個人投資家へ株式を提供）である。この中で相対的に

市場が拡大しているのが「購入型」であり、2016年度の伸び率は前年比80%程度に達したものとみられている。

実際、クラウドファンディングの先進国である米国では「購入型」が大多数を占め、その後に「寄付型」、「投資

型」が続いている。 

クラウドファンディングの先進国は米国だが、歴史はまだ浅い。映画監督が映画の製作費用を募集したり、

政治家が選挙資金を募る事例は1990年代からあったが、複数の調達希望先の小額資金調達をウェブで紹介

するサイトを立ち上げたのは、2003年の「アーティストシェア（ArtistShare）」が最初だとされている。その後、現

在、業界の2大トップ企業である「インディー・ゴゴ（Indiegogo）」が2008年に、「キック・スターター（Kickstarter）」

は2009年にそれぞれ事業を開始した。キック・スターターは、現在、世界一のクラウドファンディングサイトの運

営企業であるが、同社は設立からおよそ5年間で、創業からの資金調達累計額が10億ドルに達した。それから

わずか19か月後には同20億ドルに達しており、同社ひいては米国での当業界の市場規模の成長が伺える。

なお、同社は2016年に、累計10万件となる調達プロジェクトが終了している。 

米国でクラウドファンディング市場が急速に拡大したきっかけは、2013年9月に施行した「JOBS法第2編」で

ある。これは、2011年9月にオバマ大統領が国会の承認要請の演説で初めて紹介した中小企業とスタートアッ

プ企業の投資資金の誘致に関する規制緩和で、これにより、上場企業でなくても、インターネット上で資金を募

集できる権利が比較的簡単に得られるようになった。 

日本でも、前記したように、2011年の東北大震災以降にクラウドファンディングの市場が急速に拡大した。ま

た、2014年の金融商品取引法の改正で、発行価額の総額1億円未満、かつ投資家一人あたりの払込額50万

円以下のクラウドファンディングだけを取扱う事業者について、新規参入を容易にするための規制緩和が行わ

れたことも市場拡大の契機となった。  

 

③成長に向けた課題・障壁 

クラウドファンディングのサービスを農林漁業者へ提供するアグリ・サービス・プロバイダーの課題は、一言

で言うと、「（市場の健全かつ安定した成長のための）すそ野の拡大に向けた取り組みを行うこと」である。その

際、「チェック体制の強化」と「資金調達以外の付加サービスの提供」がキーワードだと考える。 
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まず、「チェック体制の強化」であるが、背景には、現状の自主規制ルールの甘さなどから、投資家保護の

観点での問題がある。実際、高い投資利回りを提示したファンド募集や、募集時に提供された情報や資金使

途が実際のものとは異なっていたため、複数のクラウドファンディング事業者が行政処分される事例も散見さ

れている。もちろん、資金調達を行いたい事業者側と資金提供を行う個人投資家側の両者が、ともに手軽に参

加できることがクラウドファンディングの特徴（メリット）である以上、厳しい規制は市場拡大に相反するものとの

指摘はある。しかし、クラウドファンディングの市場が一過性ではなく、事業者の資金調達手段の一つとして社

会に定着し、その市場が安定的に拡大していくためには、誰もが安心して参加できる環境づくりを行うことは不

可欠だと考える。 

次に、「資金調達以外の付加サービスの提供」についてである。背景には、農林水産分野のクラウドファン

ディングは、多くは資金調達の手段としてのみ捉えられており、他業界で進みはじめている商品開発の機会

（テストマーケティングの場）としての活用が進められていない問題がある。実際、6次産業化を推進する農林

漁業者の潜在機会として、上市前のテストマーケティングの場を欲している事業者は少なくない。このような潜

在需要を顕在化していくためにも、また、アグリ・サービス・プロバイダーの事業フィールド（すそ野）を拡大する

ためにも、クラウドファンディングの特徴を活かして、農林水産分野における商品開発への活用の場を検討す

るべきである。 

 

図表4 アグリ・サービス・プロバイダーの「クラウドファンディング」ビジネスにおける課題 

 
（出所）野村アグリプランニング＆アドバイザリー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

背景

以下参照

チェック体制の強化
現状の自主規制の甘さなどから、投資家保護の観点での
問題がある

資金調達以外の付加サービスの提供

農林水産分野のクラウドファンディングは、多くは資金調
達の手段としてのみ捉えられており、他分野で進みはじ
めている商品開発の機会（テストマーケティングの場）とし
ての活用が進められていない

主な課題

（市場の）すそ野の拡大に向けた取り組みを行うこと
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４．アグリ・サービス・プロバイダーのブレークスルーポイント 

 本章では、前章で述べた注目テーマの課題と障壁について、そのブレークスルーポイント（打開策）について

述べる。まず、「販売サポート」分野を、次に、「資金調達サポート」分野についてそれぞれ概観する。両分野に

も共通するブレークスルーポイントは、競合他社または他業種企業などとの『連携』にあり、ともにアグリ・サー

ビス・プロバイダーの各市場、ひいては農林水産業の市場を拡大していくための協同体制を構築していくこと

にある。 

 

（１）「販売サポート」分野 

当分野の注目サブテーマである「Eコマース」のブレークスルーポイントについてまとめたい。Eコマースの主

な課題・障壁は、①物流費の抑制、②農林漁業者との強固な連携体制の確保、③新たな市場開拓、の3つで

あった。そのブレークスルーポイントについて、一つずつみていきたい。 

 

（ブレークスルーポイント①） 

Eコマースの第一の課題は、「物流費の抑制」である。その主なブレークスルーポイントは、「農林漁業者等と

連携した“ライドシェア（共同輸送）”サービスの構築」と「リアル店舗（実店舗）の活用」にあるものと考える。 

まず、「農林漁業者等と連携した“ライドシェア”サービスの構築」である。6次産業化に取り組む農林漁業者

や農業参入企業の中には、少数だが、機動性や柔軟性を確保するために、既に自社のトラックを有して独自

に配送を手掛けている先がある。また、地域の種苗／資材メーカーにおいても、配送における自社トラック便

の活用事例は増加している。彼らが抱える主要な悩みはほぼ共通していて、それは、自社商品だけで満載に

ならない時の自社トラックの空間活用にある。このような中、Eコマース事業を展開するアグリ・サービス・プロ

バイダーが、いわば、青果流通版の“ウーバー（タクシーのライドシェアリングサービス大手）”のようなシェアリ

ング・ビジネスを検討することが考えられる。これは、アグリ・サービス・プロバイダーの新規ビジネスにつなが

るだけでなく、自身の物流費の抑制という観点でも効果がある。既にこのようなサービスを日本で先駆けて展

開しているベンチャー企業もあるが、青果流通に関しては未だ白地状態だ。ライドシェアリングのビジネスは、

供給側と需要側において、ある程度のシェアを築かなければサービスとして成立するのが難しい。青果流通に

おいて供給シェアを早期に築ける可能性があるのは、日々の取引を通じた農林漁業者等とのネットワークが

深いアグリ・サービス・プロバイダーである。 

物流費抑制に向けたもう一つのブレークスルーポイントは、アグリ・サービス・プロバイダーの「リアル店舗の

活用」である。ポイントは、顧客に対して、配送手段の選択肢を提供することにある。つまり、顧客の自宅や店

舗に届ける配送手段の他に、特定のリアル店舗での引取り方法も提供することだ。もちろん、顧客が特定の場

所まで発注商品を取りに出向くことに対するアレルギーは双方にあるかもしれない。しかし、顧客の中には

「（通常取引と比べて）メリットがあれば構わない。」といった声が聞かれるのも確かだ。ピザや寿司の宅配ビジ

ネスなどで、「店舗での引取りの場合は代金を20%値引きます。」といったサービスと同様、一定の需要はある

ものと考える。 

具体的な取り組み方法として、まず、自ら直営店を出店する方法がある。直営出店は、アンテナショップとし

ての位置づけにより、新たな顧客開拓につながる可能性もある。一方、出店や運営にかかる費用負担がデメ

リットとなることは言うまでもない。次に、直営の出店ではなく、コンビニエンスストアや食品スーパーなどの既
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存小売店舗と連携する方法がある。直営出店と比べると費用負担も少なく、顧客の様々な最寄り駅に店舗を

有する大手小売チェーンと連携することで顧客の利便性はより高まる。その一方、小売店への支払手数料の

他、サービスの柔軟性は損なわれる可能性がある。リアル店舗の活用法は、いずれの方法にも一長一短あ

る。 

いずれにせよ、物流費の抑制は構造的な問題が背景にあり、一つの企業が一朝一夕にクリアできる問題で

はない。「ライドシェアの構築」や「リアル店舗の活用」についても、中途半端な規模感では、却ってコスト高に

終わる可能性もある。農林漁業者等や小売企業との連携のみならず、アグリ・サービス・プロバイダー業界内

の競合他社との連携を模索する動きも必要かもしれない。 

 

（ブレークスルーポイント②） 

Eコマースの課題は、第二に、「農林漁業者との強固な連携体制の確保」であった。そのブレークスルーポイ

ントは「農林漁業者と共同MD（マーチャンダイジング；商品戦略・計画）の実施」にあるものと考える。MDは、商

品の企画・開発や調達、商品構成の決定、販売方法やサービスの立案、価格設定などを戦略的に行なう活動

のことである。簡潔に言うと、顧客ターゲットに、「何を、いくらで、どのように 提供（販売）するか」を考えること

である。この事業活動の根幹であるMDを、出荷者である農林漁業者と共同で実施することがブレークスルー

のポイントである。このことにより、消費者から、現在のEコマースの改善点としてあげられていた「生産者・商

品の情報が不足している」や「商品の独自性がない」という声（課題）を解決するものと考える。簡単な例とし

て、農産物等の「直売所」を考えてみてほしい。直売所のすぐ近くに食品小売スーパーがある地域も多いが、

両者は共存し、棲み分けに成功している例が多い。直売所の多くは、生産者自らが販売場所に持ち込み、値

段を決め、ポップなどに情報を盛り込んで販売をしている。消費者が食品小売スーパーと直売所を「（同じよう

で）異なる商品を取り扱っている場所」と認識している理由がここにある。Eコマースビジネスにおけるポイントも

そこにあろう。 

具体的には、MDの根幹プロセスである「商品企画」と「販売価格」を農林漁業者の裁量に委ねてみることで

ある。アグリ・サービス・プロバイダーが農林漁業者と共同で商品開発を行う事例はあるが、商品の企画を持

ち込むのはアグリ・サービス・プロバイダーであり、農林漁業者に協力を要請するのは原料供給であることが

ほとんどだ。まして、商品の企画と価格を農林漁業者に委ねる事例はみられない。ここで、「農林漁業者がMD

を行えるのか」というクリティカルな疑問が出てくる。アグリ・サービス・プロバイダーと取引をしている出荷者

は、既に6次産業化に取り組んでいる経営意識の高い農林漁業者や企業が多い。農産物等の直売所や自ら

構築している通信販売網、または小売企業や外食レストラン等との直接取引などを通じて、MD分野に精通し

た農林漁業者等も少なくない。 

具体的な行動計画として、例えば、日頃、商品調達を行っている農林漁業者へ新商品の企画を募集してみ

てはどうか。その際、それをいくらで消費者や実需者に販売すべきなのかという販売価格を設定してもらうこと

も外してはいけない。それは、商品開発に、一定の責任を持って取り組んでもらうことにもつながるからだ。そ

の際のアグリ・サービス・プロバイダーの役割は、当該商品の出口のイメージ（仮説）を持ちながら、実際にマ

ーケティングを行うことにある。つまり、既存の顧客等の生の声を聞きながら、企画商品の微修正を行い上市

する商品に仕上げていくことにある。  
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このような農林漁業者主導の商品開発を行うことで、消費者や実需者からみたサイトの独自色が高まると

同時に、商品開発を主導した農林業業者に、顧客の生の声をフィードバックすることができる。それにより、農

林漁業者の商品開発力はますます磨かれる。実はこの取り組みには副次的効果も潜む。現状、優れた農林

漁業者（の商品）は、アグリ・サービス・プロバイダーだけでなく、食品小売や外食の各チェーンなどと“取り合

い”にある。共同商品開発を行うことは、優れた農林漁業者との関係をより強固にすることにもつながろう。こ

の観点で言えば、国の農林漁業成長産業化ファンドなどを活用して、農林漁業者とアグリ・サービス・プロバイ

ダーが、共同で商品開発を行う合弁会社を立ち上げることなども一つの選択肢かもしれない。 

 

（ブレークスルーポイント③） 

Eコマースの第三の課題は、「新たな市場開拓」であった。そのブレークスルーポイントは、「事業領域を拡

げ、潜在需要の取り込みを図ること」にあると考える。有望な機会として、取引先である農林漁業者向けに物

販・サービスを提供することがあげられる。農林漁業者側では、調達活動の効率化に向けて、農業生産に必

要な種苗や農薬・肥飼料、農機具、ハウス等の設備資材などをワンストップで購入する需要がある。これらの

購入ルートは多様化しはじめており、特に、6次産業化に取り組む農林業業者等の間ではその傾向が顕著だ。

アグリ・サービス・プロバイダーは、このような農林漁業者の販売の一部を担っているため、ワンストップ購入を

仕掛けるプレーヤーとしては良い立ち位置にある。 

例えば、日本産食材・食品の越境ECプラットフォーム「和食エクスプローラー」を運営するゴハンスタンダード

は、一昨年、越境サンプリングプラットフォーム「ワンバイトジャパン」を立ち上げた。これは、日本に興味・関心

の高い外国人モニター会員にサンプルを郵送し、その声をインターネット上で収集する海外市場マーケティン

グサービスである。特徴は、遠隔地での試食サンプリング調査が行えること（サンプルリングを届ける仕組み）

や、現地在住の外国人からのリアルな声が拾えること（現物をみて・触れて・試食した声が拾えること）、SNSの

拡散によるPR効果が期待されること（面での宣伝効果が期待されること）、などである。背景には、同社の越境

ECを利用する農林漁業・食品事業者の多くが、「より費用対効果の高い海外市場マーケティング」を潜在需要

として抱えていることがあった。 

また、飲食店検索サイト大手のぐるなびは、農水産業の調査・マーケティング分野への取り組みを活発化し

ている。同社は2000年代初頭から農業分野への取り組みを開始しているが、当初は、同社の顧客である飲食

店オーナー向けの（農水産物等の）原料調達を支援する色が強かった。しかし、そのネットワークを活かして、

農業者や地方創生を推進する自治体などに向けた新たなサービスを次々に展開している。例えば、農業者が

都市部で農作物の直接販売を手がける「ぐるなびマルシェ」や、農作業等に興味のある都市部の消費者と人

手不足に悩む農業者をつなぐポータルサイト「援農・援売.jp」、農業者や自治体が都市部の飲食店舗を借りて

のプロモーション支援（調査・マーケティング支援）などがある。いずれも、農業者をはじめとする地域の農業関

係者の（潜在）需要を顕在化したサービスと言える。 

アグリ・サービス・プロバイダーが事業領域を拡大するための具体的な行動計画としての方向性は2つある。

一つは、アグリ・サービス・プロバイダーが独自に取り組むこと、そして、もう一つは、各分野の販売等を手掛け

ている既存のプレーヤーと組んで取り組む方法である。アグリ・サービス・プロバイダーが独自に取り組む方法

は、利幅も大きいが、専門的なアフターフォローを含め、全てを自社で完結する必要がある。そのため、アフタ

ーフォローの必要のない商品の販売から取り組むことが現実的だ。例えば、農薬や肥飼料、除草剤、防除具、



 

本レポートは、業界に関する情報の提供を目的としたもので、投資判断の参考となる情報提供や投資勧誘を目的としたものではあり

ません。本レポートは野村アグリプランニング＆アドバイザリー株式会社が信頼できると判断した情報源から取得した情報に基づい

て作成しておりますが、その正確性や完全性を保証するものではありません。本レポートのいかなる部分も、一切の権利は野村アグ

リプランニング＆アドバイザリー株式会社に帰属しており、電子的または機械的な方法を問わず、いかなる目的であれ、無断で複製

または転送等を行うことを禁止いたします。© Nomura Agri Planning & Advisory Co., Ltd. 2018 

192 

農衣服、草刈り機、包装資材などである。反面、農業トラクターや耕耘機、各種栽培・ハウス関連設備などはこ

まめなメンテナンスが必要で、かつ専門ノウハウの取り込みが求められる。もちろん、外部から専門人材を雇

い入れる方法で、これらに対応することも可能かもしれない。次に、アグリ・サービス・プロバイダーが、ノウハ

ウを有する既存の関連プレーヤーと取り組む方法は、既存プレーヤーの専門的なノウハウを共有化できる反

面、利幅は小さい。既存プレーヤーとしては、農業機械や種苗メーカー、農業ハウスや資材等の各メーカーと

の協同が挙げられる。また、農業ICTサービスを提供するアグリ・サービス・プロバイダーのプレーヤーとの連

携も考えられる。同プレーヤーの中には、農業資材等をネットで販売している企業もある。このような企業との

連携は、物流面を含めたシナジーも期待できる。 

市場開拓の方向性としては、農林漁業者だけではなく、既存の顧客である消費者や実需者への提供商品・

サービスを拡充することも考えられる。例えば、生鮮品だけでなく一次加工品や半製品等の取扱いの他、食器

類や包丁、エプロンなど、食に絡む調理器具等の取扱いがある。また、料理教室や農林水産業の現場視察ツ

アーの開催・運営などのサービス提供も考えられる。ただ、消費者や実需者向けのこれら物販・サービス事業

は、市場が成熟しており、競合他社との競争が激化している。特に消費者向け物販やサービスは、「メルカリ」

や「ヤフーオークション」などの個人間売買も盛んとなっている。その点、農林漁業者に向けた市場は黎明期に

あり、相対的に、新たな付加サービスを持ち込みやすい。しかも、これまで閉鎖的だと言われてきた第一次産

業で、ネットワークを一から築くのは容易ではなく、外部からの参入障壁も高い。その点、アグリ・サービス・プ

ロバイダーは日々の取引を通じて、彼らとのネットワークが大きな強みとなる。その強みを活かした自身の事

業フィールドの拡大に向けては、まず、農林漁業者への物販・サービス機会を探ることが有益だと考える。 

 

図表5 「Eコマース」ビジネスのブレークスルーポイント 

 
（出所）野村アグリプランニング＆アドバイザリー 

 

 

ブレークスルー方法 内容 行動計画例

アグリ・サービス・プロバイ
ダーが農林漁業者等と連携し
た「“ライドシェア（共同輸送）”
サービス」の構築

自社便を有している農林漁業
者や市場関係者との連携を行
うこと

アグリ・サービス・プロバイ
ダーが既に有している農林漁
業者等のネットワーク網へ打
診する等

アグリ・サービス・プロバイ
ダーによる「リアル店舗の活
用」

顧客に、特定のリアル店舗に
来店した上で、商品を引き
取ってもらう選択肢を提供する
こと

アグリ・サービス・プロバイ
ダーが直営店を出店する他、
既存の小売企業等との連携を
行う等

2
農林漁業者との強固な
連携体制の確保

アグリ・サービス・プロバイ
ダーが、農林漁業者と「共同
MD（商品戦略・計画）」を実施
すること

MDの重要なプロセスである
「商品企画」と「販売価格」を農
林漁業者が主導して決めるこ
と

アグリ・サービス・プロバイ
ダーが取引のある農林漁業者
等に新商品の企画を募集する
等

3 新たな市場開拓
アグリ・サービス・プロバイ
ダーの「事業領域」の拡大

取引先（商品仕入先）である
農林漁業者等へ向けた物販・
サービスの提供を行うこと

アグリ・サービス・プロバイ
ダーが独自に取り組む方法の
他、各分野での既存プレー
ヤーと連係する方法等

物流費の抑制

ブレークスルーポイント
主な課題

1
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（２）「資金調達サポート」分野 

当分野の注目サブテーマは「クラウドファンディング」であり、その成長に向けた課題は、「（市場の）すそ野

の拡大に向けた取り組みを行うこと」であった。中でも、「チェック体制の強化」と「資金調達以外の付加サービ

スの提供」が大きな課題であった。 

この課題のブレークスルーポイントは、ともに、「地域金融機関（銀行・信用金庫）やJAグループ等と連携し

た新たなサービス体制の確立」にあると考える。実は、アグリ・サービス・プロバイダーと地域金融機関の連携

はこの数年で急速に進みはじめている。例えば、クラウドファンディングサイト「Readyfor」を運営する

READYFORは、2015年8月に東海地方の第三銀行と業務提携をしたのを皮切りに、北陸銀行や北海道銀行、

西武信用金庫、筑後信用金庫など2017年12月1日現在、44の地域金融機関と業務提携を行っている。また、

マイクロ投資サービス「セキュリテ」等を運営するミュージックセキュリティーズや、クラウドファンディングサービ

ス「Makuake」を運営するサイバーエージェント・クラウドファンディングなども、同様に、各地域金融機関との業

務連携を相次ぎ発表している。 

このような環境の中、まず、クラウドファンディングの課題である「チェック体制の強化」についてみていく。ア

グリ・サービス・プロバイダーと地域金融機関との業務連携は、今後、利用者のすそ野の拡大に大きく貢献す

るものと考えられる。しかし、一方、これら業務連携における地域金融機関の実質の役割は、取引先（見込先

含む）の紹介のみであり、実際のクラウドファンディングのサービスのつくり込みや運営はアグリ・サービス・プ

ロバイダーにある。つまり、「チェック体制の強化」に多くの地域金融機関は関与していない。地域金融機関に

とっても、取引先に紹介する以上、「サービス利用者の自己責任」だけでは片づけられるものではなく、一層の

関与が不可欠だ。なお、チェック体制については、匿名組合契約等のファンド販売業務等の自主規制機関で

ある第二種金融商品取引業協会が、2018年から新たな自主規制ルールを適用された。もちろん、このような

業界の自主規制ルールの整備も急務だが、アグリ・サービス・プロバイダーと提携先の地域金融機関による独

自のチェック体制が望まれる。第一次産業は地域性が強く、地域に応じた独自の取り決め（ルール）があった

方が、より信頼性の高いサービスにつながるものと考えられるからだ。 

具体的な行動計画として、アグリ・サービス・プロバイダーと地域金融機関が双方の利害関係を持ち寄って

「チェック体制」を策定することが望まれる。アグリ・サービス・プロバイダーは資金の出し手である個人投資家

に責任を持ち、また、地域金融機関は資金の受け手である農林漁業者に責任を持つからだ。その際、取引に

絡まない第三者の立ち位置で、地域の農業と金融に精通しているJAグループや日本政策金融公庫などに、そ

のチェック機能を委任するのも一案である。 

次に、クラウドファンディングのもう一つの課題である「資金調達以外の付加サービスの提供」についてみて

いきたい。この課題のブレークスルーポイントも「地域金融機関やJAグループとの連携」にある。付加サービス

は、農林漁業者の商品開発に向けたテストマーケティングの場の提供が期待される。その手段は、クラウドフ

ァンディングのサービス分類の一つであるで「購入型」サービスの拡充にある。「購入型」サービスの参加者の

メリットは、資金の出し手（個人投資家）側では、世に出ていない新しい商品をいち早く購入できる点にあり、資

金の受け手（農林漁業者）側には、商品開発のためのテストマーケティングまたは予約販売、新たな販売ルー

ト開拓といったメリットがある。農林漁業分野での「購入型」クラウドファンディングのサービス拡充には、新たな

仕掛けが必要である。一つは、農林漁業者を誘導する仕組みで、もう一つはテストマーケティングを実践する
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仕組みである。このうち、どちらかと言うと後者が重要だ。前者は、マーケティングを実践できるスキームさえ整

えば、地方自治体などの6次産業化を推進する関係者からの紹介が相次ぐものと考えられるからだ。それで

は、テストマーケティングの仕組みづくりにおけるポイントは何か。それは、個人投資家（資金の出し手）へサン

プルを届ける仕組みにある。農林水産物・食品は、実際に現物をみて・触って・口に入れてみなければその良

し悪しが分からない特性があるからだ。 

その仕組みづくりに向けた具体的な行動計画を検討したい。まず、サンプルは農林業業者（資金の受け手）

が無償で提供し、マーケティングを実施する場所まで届けてもらうことが考えられる。マーケティングの実施場

所はもちろん自宅が理想だが、個々の配送費用を考えると現実的ではない。そこで、地域の金融機関やJAグ

ループと組んで、彼らの支店や販売拠点（JAグループが有する農産物直売所など）を活用させてもらう方法が

考えられる。関心のある消費者にそれらまで出向いてもらい、品定めをしてもらうやり方だ。金融機関において

も来店機会の拡大にもつながるかもしれないし、JAグループにおいても直売所の“ついで買い”のメリットがあ

るかもしれない。ここで、クラウドファンディングを利用する消費者は、特定の地域だけにいる訳ではなく、全国

に点在しているという問題がある。どうするか。あえて、地域限定の「購入型」クラウドファンディングとして、そ

の地域性をアピールする方法もあるし、また、アグリ・サービス・プロバイダーが連携している他地域の金融機

関と広域的に連携する方法もある。アグリ・サービス・プロバイダーの中には、すでに全国規模で、各地域金融

機関と連携している企業も多く、競合他社との差別化にもつながる。別地域の商品を受け入れる側の金融機

関のメリットは、他地域の未販売商品を、その地域の取引先（実需者）に情報提供できることである。 

クラウドファンディングは、世界的にみても新しい金融サービスである。急成長している分野ではあるが、歴

史は浅く、整備していくべき課題も多い。ただ、今後のルール整備または利活用の方法次第で、日本の農林水

産業の6次産業化の推進にも大きく寄与する戦略チャネルにもなり得る。アグリ・サービス・プロバイダーが、地

域の金融機関やJAグループ等と連携して取り組んでいく好機とも言える。 

 

図表6 「資金調達（クラウドファンディング）」ビジネスのブレークスルーポイント 

 
（出所）野村アグリプランニング＆アドバイザリー 
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５．今後のロードマップ 

（１）今後10か年のマイルストーン（市場規模推計） 

マイルストーンの策定にあたり、アグリ・サービス・プロバイダーの「販売」と「資金調達」の各分野における今

後10か年の市場規模予測を行う。 

まず、アグリ・サービス・プロバイダーの「販売」分野の市場規模推計である。経済産業省の統計によれば、

2016年のEコマースの「食品・飲料・酒類」の市場規模は1.45兆円で、EC化率（EC取引／全体取引）は2.25%と

なっている。今後10期間の成長率の前提として、まずは、上記「食品・飲料・酒類」の足元6期間（2010～2016

年）の年率の伸び率を利用する。その平均成長率（年率）は11.4%であるが、本稿で使用する成長率はそこから

30%を上乗せした14.8%を使用する。それは、筆者では、足元の市場成長（年率11.4%）と比べて、同分野の今後

の成長スピードは高まるものとみているからである。その主な理由として、①本分野は他分野（生活家電や書

籍、アパレルなど）と比較してEC化率が大きく遅延していること、②他産業または関連産業から本分野に新規

参入してくる企業が今後相次ぐことが見込まれること、③本分野の既存プレーヤーがブレークスルーを起こし

その成長スピードが高まること、である。上記を前提とすると、アグリ・サービス・プロバイダーの「販売」分野に

おける5年後（2022年）の市場規模を3.2兆円、10年後（2027年）の市場規模を6.4兆円とそれぞれ推計する。 

 

図表7 アグリ・サービス・プロバイダーの「マーケティング／販売分野」の今後の市場規模推計 

 
（出所）2016 年は経済産業省統計、他期間は野村アグリプランニング＆アドバイザリー推計 

 

次に、アグリ・サービス・プロバイダーの「資金調達」分野の市場規模推計である。世界銀行の2012年の調

査レポートによれば、2015年のクラウドファンディングの世界市場規模は344億ドル（およそ3.8兆円）、2020年

には960億ドル（同10兆5,600億円）になるものと推定されている。ただ、業界の2大トップ企業であるキック・スタ

ーター（Kickstarter）とインディー・ゴゴ（Indiegogo）の足元の取扱規模などから、筆者では、2016年の世界のク

ラウドファンディングの市場規模を80億ドル（8,800億円）程度と推計している。そのうち、日本のシェアは、仮に

日本が世界に占めるEコマース市場のシェアと同率と仮定した場合、その率は2016年でおよそ4%（経済産業省

データより）である。これをあてはめると、2016年のクラウドファンディングの日本の市場規模はおよそ350億円

となる。そのうち、農林水産・食品のシェアであるが、Eコマース市場に占めるシェアや運営会社等へのヒアリン

グから10%と仮定する。上記より、筆者では、2016年の農林水産・食品分野におけるクラウドファンディングの

市場規模をおよそ35億円と推測する。 
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今後10か年の成長率であるが、年率平均を28%とおく。これは、世界銀行が推計する今後5年間のクラウドフ

ァンディング市場の成長率（23%、年率）に20%を上乗せした数値にあたる。これは、今後、「資金の出し手（個人

投資家）」と「資金の受け手（農林漁業者・企業等）」の増加ペースが高まると考えられることが背景にある。前

者は、農林水産業が、利回りだけにとらわれない個人投資家側の関心を惹きつけるつけることができる特殊

性を有していること、また、後者は、今後も6次産業化の推進を図る農林漁業者が増加するものと考えられるこ

となどが理由である。そのため、筆者では、今後の日本の農林漁業・食品分野におけるクラウドファンディング

の市場成長率は、業界平均を上回って推移するものと考える。上記を前提とすると、アグリ・サービス・プロバ

イダーの「資金調達」分野における5年後（2022年）の市場規模を105億円、10年後（2027年）の市場規模を260

億円と推計する。 

 

図表8 アグリ・サービス・プロバイダーの「クラウドファンディング」の今後の市場規模推計 

 
（出所）野村アグリプランニング＆アドバイザリー 

 

（２）アクションプラン 

まず、アグリ・サービス・プロバイダーの「販売」分野について、2022 年までに実施すべきことは、本稿のブレ

ークスルーポイントで述べた「“ライドシェア”サービスの構築」、「リアル店舗の活用」、「共同 MD の実践」、「事

業領域の拡大」の着実な実践である。仕掛けづくりで 1～2 年、業界全体での効果享受は 3～4 年後とみる。

そこから先の 2027 年の 6.4 兆円に向けては、①新たな参入事業者が抱える既存顧客や関連産業の取り込み

と、②技術革新、が期待されている。前者の実現に向けては、新規参入事業者（予備軍）からみて、日本の農

林水産業界が魅力的に映ることが不可欠である。また、後者の実現に向けては、アグリ・サービス・プロバイダ

ーの業界内での技術連携に加え、業界外部の企業との技術開発・連携も求められよう。 

次に、アグリ・サービス・プロバイダーの「資金調達」分野である。この 5 年で実施すべきことは、本稿のブレ

ークスルーポイントで述べた「（市場の）すそ野の拡大に向けた取り組みを行うこと」である。行動計画として

は、まず、はじめの数年で、アグリ・サービス・プロバイダーと地域金融機関等との“強固な”連携体制をつくり

上げていくことである。健全かつ安定的な当市場のすそ野拡大に向けて、両者間でもう一歩進んだ連携づくり

が期待されている。5 年後以降、2027 年の 260 億円の市場実現に向けては、地域金融機関以外の他産業の

プレーヤーとの連携による市場開拓が不可欠だ。例えば、直近、READYFOR は、地域金融機関の他に、JTB

グループやリクルートホールディングスなどの大手他産業との業務連携も進めはじめている。このような動きを

拡げていくことで、アグリ・サービス・プロバイダーの将来的な市場のすそ野拡大を図ることが期待される。 
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６．おわりに 

2017 年 12 月 8 に農林水産省で開催された「攻めの農林水産業実行本部」にて、齋藤農林水産大臣は、

「農林水産業の成長産業化と農林漁業者の所得の向上を更に追い求めていく」と述べ、また、磯崎農林水産

副大臣は、「持続的な農林水産業を維持、継続していくためには、農林水産業者の所得を上げるしかない。全

ての政策は農林漁業者の所得向上のためにあると考えている」と述べている。ここからも明らかなように、現

在、そして今後も、農林水産政策の重要なキーワードは、「農林漁業者の所得向上」である。本稿で述べてき

た“アグリ・サービス・プロバイダー”は、IT を用いて農林漁業者の所得向上に寄与するビジネスを展開する事

業者等であり、その役割と期待は大きい。 

本稿では、アグリ・サービス・プロバイダーの事業領域のうち、「販売」と「資金調達」の各分野について、そ

の概要と課題、ブレークスルーポイント、今後のロードマップを述べてきた。「販売」のブレークスルーポイント

は、「“ライドシェア”サービスの構築」、「リアル店舗の活用」、「共同 MD の実践」、「事業領域の拡大」であり、

また、「資金調達」のブレークスルーポイントは、「（クラウドファンディング市場の）すそ野の拡大に向けた取り

組みの実践」であった。それぞれの分野における実践に向けた共通キーワードは、『連携』と『技術革新／ビジ

ネスモデルの深堀り』にある。 

連携は業界内外で進みはじめているが、事業ビジョンに加えて、各社が有する事業インフラの共有まで踏み

込む必要がある。例えば、「販売」の課題で触れた、足元の物流問題を考えると分かりやすい。農林水産業界

が有する物流網や卸売市場網、倉庫などは、様々な理由で、他産業ほどフル活用されているとは言えない。

それを後ろ向きに捉えるのではなく、改善に向けた“伸びしろ”と考えるべきだ。もちろん、それらを自由に活用

できない業界特有の規制もあるが、時代の趨勢を見極めると、アグリ・サービス・プロバイダー側において、今

から仕掛けられることは多々ある。 

また、ブレークスルーにおいて「技術革新」は必須だ。しかし、第一次産業で求められている技術開発は、全

く新しい要素技術の開発ではなく、どちらかと言うと、他産業ですでに利用されている既存技術の応用だ。背景

には、第一次産業の適正利益率が他産業と比べて低い現実がある。適正利益率はその業界特有のものであ

り、それを無理に引き上げようとすると必ずどこかに歪みが生じる。第一次産業の適正利益率を前提としたう

えで、まずは、既存技術の本産業への応用が期待される。つまり、どの技術を食のサプライチェーンのどこに

組み込むべきかというビジネスモデルの深堀りという話に近い。業界内の健全な競争は大前提としても、その

ような応用化された既存技術の共有化が業界内で進むことで、第一次産業の適正利益率のステージが変わっ

てくるかもしれない。 

一方で、アグリ・サービス・プロバイダー自身の収益モデルの磨き込みも忘れてはならない。例えば、クラウ

ドファンディングは、参加者とプロジェクトの数は多いが、個々の案件は少額のプロジェクトであることが特徴

だ。それが故に、固定費が嵩み、一般的には運営会社の収益性は高くない。また、システム投資も嵩むため、

筆者では、現状、大手でさえ、黒字を確保している先はそう多くはないものと推察している。E コマース事業を

展開するアグリ・サービス・プロバイダーも同様だ。業界の中と外、または海外の企業との連携も検討しなが

ら、最適な連携体制を検討することが不可欠である。アグリ・サービス・プロバイダーの今後の活躍に期待した

い。 
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第１０章 資本市場とアグリビジネス 

― 資本市場の活用によるアグリビジネスの発展に向けた課題と展望 ― 

エグゼクティブマネージャー  林 誠一郎 
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１．はじめに 

日本農業の課題を解決する策の一つとして、事業の大規模化や法人化が謳われている。背景には、少子

高齢化等にともなう担い手不足と耕作放棄地拡大への対応、農業の成長産業化を目指す国策の下での農林

水産物やその加工品の輸出競争力の強化と輸出量の拡大、あるいは消費者ニーズを背景とした食品加工メ

ーカーによる原材料としての農産物の国産化志向の流れへの対応等、日本農業に山積している課題があ

る。   

事業の大規模化や法人化を資金面から支えるためにも、時間はかかるかもしれないが、本格的な規模の

資金（リスクマネー）を資本市場から調達する道を拓くことが求められているものと考える。 

そして、資本コスト（資本市場から調達した資金に対して負担するコスト）を上回る収益性を備えた“フロンテ

ィアに立つ”アグリビジネス関連事業者が増えはじめることで、はじめて農業が成長産業化し、グローバルな

市場の中で競争力を有し、一回り大きな「食料産業」としての発展が可能になるのではないだろうか。これは、

他の産業が過去に辿ってきた道でもある。 

  シンプルに表現すれば、本稿は日本の農業及び関連事業（ここでは「アグリビジネス」という）に携わる事

業者が、その事業に必要な設備投資資金や運転資金として、ある程度まとまった資金を資本市場から調達す

るための考え方等を分析することを試みている。すなわち、コーポレート・ガバナンスや企業価値評価方法等

の資本市場のプレーヤー達の“モノの見方”や“ロジック”がどういうものなのかを知り、そして、資本市場で課

題になっている点やその課題を克服する方法を分析する。 なお、本稿では、農業及び関連事業に携わる事

業者として、以下、3つの事業体を想定している。これら3つの事業体を、本稿では、「アグリビジネス関連事業

者」という（図表1上段を参照）。 

①既にアグリビジネスに参入している、または参入を検討している上場会社をはじめとする異業種企業で、 

資本市場から50億円・100億円といったまとまった規模の資金調達を視野に入れている事業者 

②6次化事業等を通じてそのような事業会社と連携してアグリビジネスに取組んでいる農地所有適格法人 

等の有力な農業生産者 

③事業会社と農業生産者の合弁会社をはじめとした協業事業体 

一方で、資本市場に参加している投資家（資金供給者）の「目」に、資金を投資し運用する対象先として、ア

グリビジネスがどのように映っているのか、ということについても探っていきたい。すなわち、地域活性化への

貢献等の金銭以外のリターンに価値を見出して投資するのでは無く、株式や債券等の“有価証券等への投

資”として資本市場にまとまった金額の資金を提供する投資家からみた視点である。このような投資家は、一

般投資家や適格機関投資家を始めとした特定投資家（ここでは、後述するファンドも含めて広義の「資本市場

の投資家」という）（図表1下段を参照）と呼ばれ、彼らの視点（ここでは「資本市場の視点」という）を通して見

たアグリビジネスの世界を俯瞰することも、今後アグリビジネス関連事業者が資本市場からの本格的な規模

の資金調達の道を拓く可能性を探る上で貴重なヒントを得ることになるのではないだろうかと考える。 
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図表1 アグリビジネス関連事業者と資本市場の投資家の概念図 

 

       （出所）野村アグリプランニング＆アドバイザリー作成 
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２．資本市場からみたアグリビジネス 

まず、異業種の事業会社がアグリビジネスへ参入する際に、資本市場の投資家が、アグリビジネスの経営

上の留意点やリスクをどのように見るのかという点を考察してみたい。事業会社は、アグリビジネスへの参入

を検討する際に、参入後に経営のコントロールを十分に行えないと思えば投資に躊躇するのではないかと考

えるからである。また、アグリビジネスは多くの場合、農地を媒介して地域社会との協働が求められるが、この

事を、異業種の事業会社が、経営上どう位置づけるべきかについても考察してみたい。 

以上、本章では、コーポレート・ガバナンスの観点、その中でも特に「経営のコントロール」及び「地域社会と

の協働」の2つの観点から、上場会社を含む異業種の事業会社がアグリビジネスへの参入を行う場合の留意

点を考察する。その後、資本市場の視点から見たアグリビジネスにおいて想定されるリスクについても概説を

試みることにする。 

 

(1) 「経営のコントロール」から見た異業種参入の留意点 

まず、経営のコントロールという観点で考察する。ここでは事業会社のアグリビジネスへの参入方法を、便

宜上、大きく次の3つに分けて検討する。すなわち、①農地の所有権を取得する場合、②賃貸借契約を通じて

農地の権利取得をする場合、③農地を利用しない農業経営を目指す場合、である。この3つの場合のそれぞ

れで、経営のコントロールの在り様は変わってくることに注意したい。 

 

① 農地の所有権を取得しアグリビジネスへ参入する場合 

まず、1つ目の農地の所有権を取得しアグリビジネスへ参入する場合であるが、農地法上、農地を取得する

ことができる法人は、農地所有適格法人の資格を有していることが求められる。つまり、農地所有適格法人を

新たに設立するか、既存の農地所有適格法人に出資することが求められるわけである。本稿はアグリビジネ

スへの参入の実務書ではないので手続きの詳細に触れることは避けるが、農地所有適格法人の資格取得に

際しては次のような様々な制約を受ける。 

 

i. 法人形態については、株式会社は非公開会社に限定されている。 

ii. 事業要件として、売上高の過半が販売・加工等を含む農業であることが求められる。 

iii. 構成員・議決権要件については、株式会社であれば株主として、農業（経理・企画・管理等の事務を

含む等、必ずしも直接に農作業を行う必要はない）・農畜産物の加工・貯蔵・運搬・販売等の関連事

業を合わせ原則として年間150日以上従事する個人（「常時従事者」という）や、当該法人に農地につ

いて所有権もしくは使用収益権（地上権、永小作権、使用貸借による権利又は賃借権をいう）を移転

した個人、農地中間管理機構、地方公共団体、農業協同組合等（以上「農業関係者」という）が議決

権の過半数を占めていることが求められる。 

iv. 役員構成については、株式会社であれば常時従事者たる構成員（株主）が取締役の数の過半を占め

ていなければならない。また、取締役又は重要な使用人（いずれも常時従事者に限る）のうち１人以

上が農作業に従事（原則年間60日以上）することが求められる。 
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農地法のこれらの制約がある中、農地所有適格法人を通じてのアグリビジネスへの参入は、異業種の企業

経営者の目から見れば、機動的な経営のコントロールに少なからず支障を来たすものと考えられる。一つず

つみていきたい。 

まず、法人形態の点では、上場企業は農地所有適格法人にはなれない。 

また、事業要件については、農業を副業として位置付ける事業会社も農地所有適格法人にはなれない。 

さらに、構成員要件の点では、総議決権の1/2超を持つ株主は農業関係者でなければならない。 

つまり、農業関係者以外の株主は1/2未満でなければならない縛りがある。そのため、異業種から参入する

事業会社にとっては、長期に安定的な農業生産を営むために農地を所有しようと考えて農地所有適格法人を

設立したとしても、事業会社自身が議決権の過半数を取得することはできないわけである。この場合、選択肢

の1つとして、“間接的に”事業会社が農地所有適格法人の経営をコントロールする方法が考えられる。すな

わち、自社の役職員を個人の農業関係者として出資させて、農地所有適格法人の議決権の1/2超を確保する

方法である。また、地域の有力農業者と連携しパートナーとして合弁会社を共同設立し、当該合弁会社が農

地所有適格法人の資格を得るような場合も同様である。自社の役職員が何らかの方法によって個人として農

業関係者になり、事業会社の出資と並んで、しかるべき金額を農地所有適格法人に出資し株主となる。両者

の出資を合わせて、議決権の1/2超を確保し経営のコントロールを行うという検討である。そのような場合に

は、当該事業会社がパートナーである有力農業者と株主間契約を締結して、各々の役割分担・責任分担を明

確にし、当該合弁企業に対する経営のコントロールを補完することも検討できるのではないだろうか。なお、合

弁会社の場合には、経営のコントロールを確保することと、農地所有適格法人の構成員・議決権要件を満た

すことは関連しているので、株主構成を検討する際には細心の注意が必要となる。 

最後に、役員要件の点では、人数ベースで取締役の過半が農業常時従事者である株主でなければなら

ず、更に当取締役又は重要な使用人（農場長等）のうち、1人以上が直接に農作業に従事（原則年間60日以

上）しなければならないという縛りがある。なお、地域の有力農業者をパートナーとして合弁会社を設立してい

る場合などは、株主間契約で事業会社側とパートナーの有力農業者側の取締役の人数が同数になるように

決めているケースもある。その場合は、大株主となっている自社の役職員が代表取締役になっているにせ

よ、パートナーの有力農業者側の取締役の人数とのバランスを考慮する必要がある。つまり、経営のコントロ

ールを担う取締役の構成に一定の縛りを受けることになるわけである。 

アグリビジネスに参入する事業会社にとっては、事業の立ち上げ時より、経営のコントロールを確保するた

め、自社の役職員を当該法人に出向させ、代表取締役として経営を指導・管理する必要がある。それと同時

に、現地に常駐させる役職員が議決権を持つ株主になることについては、その役職員に出資金をどのように

用意させるか、また、どのように本社の指示命令に背かせないようにするか、さらに、将来的に事業会社の人

事異動が行われた際に当該株式の後任者への譲渡に関わる手続き等にも頭を悩ませることとなる。 

農地の売買や賃借についても注意が必要である。これらは、原則として農地法第3条第1項により、農業委

員会の許可を受ける必要がある。新規に農地所有適格法人を立ち上げて農地を取得する場合も、既存の農

地所有適格法人に出資した上で農地を追加で取得する場合のどちらのパターンにも該当することである。農

業委員会が許可するか否かは、農地が効率的に利用されるかどうか等を重要な判断要素として審査すること

になる。審査の結果、条件が合わなければ許可が下りないリスクも抱えることになる。農業委員会による許可

の基準は農地を利用した健全な農業を営む上で必要な要素ではあるが、一般の事業会社から見ればその経
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営に一定の制約を受けることになるわけである。因みに、2016年1月1日現在の日本全国の農地所有適格法

人の法人数は16,207社（農林水産省経営局調べ）であり、そのうち株式会社は4,851社である。 

 

② 賃貸契約を通じて農地の権利取得をする場合 

2つ目は賃貸契約で農地の権利取得をする場合である。農地所有適格法人以外の一般の事業会社も含め

て、一定の条件を満たした場合には、農地を50年以内の期間で借りることが可能である。この場合、取締役

又は重要な使用人（農場長等）のうち、少なくとも1名が、農業（経理・企画・管理等の事務を含む等、必ずしも

直接に農作業を行う必要はない）に常時従事する（年間150日以上）ことが求められる。また、解除条件を賃貸

契約書に盛り込むことの他、農地を買う場合と同様に農地を借りる場合でも、農地法第3条第1項により農業

委員会の許可を受けること等の必要がある。しかし、異業種の事業会社から見て、株主構成や役員構成に農

地法上の制約を受けない分、農地の所有権の取得をする場合に比べれば、経営のコントロールへの制約は

格段に少ない。見方を変えれば、経営のコントロールに一定の制約は課されるものの、上場企業を含む公開

会社でも、事業会社本体でのアグリビジネスへの参入が可能になる。仮に、事業会社が広域に事業ネットワ

ークを拡大することを希望する場合には、農地所有適格法人ではない一般法人として、複数のグループ会社

を傘下に持ち、それらが農地を借りて農業を行えば、基本、これらの事業会社の株式の取得や売却に何ら制

限を課せられることはない。そのため、このような柔軟なグループ経営を可能にするビジネスモデルも構築で

きるものと考えられる。因みに、2016年12月末現在の日本全国の農地貸借で参入した一般法人の社数は

2,676社（農林水産省経営局調べ）である。 

 

③ 農地を利用しない農業経営を目指す場合 

3つ目は農地を利用しない農業経営を目指す場合である。例えば、市街化区域内やオフィスビル内におけ

る植物工場、ガラスハウスでの花卉栽培、鶏舎での養鶏事業等への進出については、農地所有適格法人の

要件とは関係なく、あらゆる法人形態で農業に参入することできる。一般的に、農地を利用しない場合は、賃

貸契約で農地の権利取得をする場合に比べ、経営のコントロールに対して、農地法の制約を受けずに事業を

行うことができる（実務上は、地元の農業委員会への事前確認が奨励される）。 

 

以上、異業種の事業会社がアグリビジネスへ参入する場合の課題を考察した。農地の所有を前提とする場

合は、農地法の制約があるため、補完する手立てをとったにせよ、経営のコントロールの確保という観点から

は、どうしても「隔靴掻痒」の部分が残ることを覚悟しなければならない。 

 

(2) 「地域社会との協働」から見た異業種参入の留意点 

次にコーポレート・ガバナンスのもう１つの観点である地域社会との協働について考察してみたい。 

郷に入れば郷に従え 

上述のように、農地法は事業会社が農地を所有するに際して、農地所有適格法人の設立時の株主構成や

役員構成などについての制約を課している。また、農地を借りる場合に対しても同様に、一定の要件を課して

いる。ただ、それに加えて、現場感覚では、農地を所有又は利用してアグリビジネスに参入した事業会社は、

現場でアグリビジネスを円滑に推進する上において、地域関係者との連携は必須だと考える。地域関係者と
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は、地域の自治体や農業委員会、近隣農業生産者、農協、農業資材等の業者等であり、彼らとの協調、すな

わち地域特性を考慮した地域や人との連携を図ることは必須であろう。弊社でも千葉県と北海道で農地所有

適格法人を通じて農業生産・販売を行っているが、例えば、雑草の除去（隣接する田畑との間でお互いに迷

惑がかからないように考慮すること）、用水路の維持管理（近隣農業生産者が一体となって水利調整を行って

いるような地域で、この水利調整に参加すること）、農薬散布の取扱い（無農薬や減農薬での付加価値の高

い作物の栽培の取組が行われている地域で、大量の農薬使用による栽培を行わないこと）など、農業が他の

産業以上に自然との関連が強い産業であることを鑑み、近隣農業生産者をはじめとする地域社会との協働

が重要であり、強く求められることを実感している。アグリビジネスは地域特性への配慮が求められ、他の産

業とは幾分異なる管理運営が必要なのである。実務では、アグリビジネスを始めるに当たっては、土壌改良

や暗渠敷設、播種、育苗、施肥、定植、農薬散布、収穫等の栽培技術など、プロセス毎に農業特有の様々な

ノウハウが必要となる。地域ネットワークから得られる栽培に関する情報やノウハウは、事業を行う上で重要

な要素なのである。農業は電子部品会社等の工場とは違い、生産ラインをきちんとメインテナンスして、ある

一定量の部品・原材料をインプットさえすれば、一定の歩留まり率で製品がアウトプットされるものではない。

また、意思決定のプロセスやスピードも異なる。前述のように、全くの素人では農業委員会は許可を出さな

い。地域特性に合わせた様々なノウハウを有していなければ、あるいは（地域ネットワークから何らかの手立

てによって）有する見込みが無ければ許可は下りないのである。 

それでは、以上の諸点を考慮し、異業種から参入する事業会社はどのようにノウハウを習得すればよいの

だろうか。その解は農地法にある。つまり、見方を変えれば、農地法が定めている農地所有適格法人の設立

や農地の賃借等に関する要件は、現実に農地を利用してアグリビジネスを営む上での必要条件を新規参入

者に求めているとも言える。コーポレート・ガバナンス・コード（株式会社 東京証券取引所 2015年6月1日）で

は、“地域社会をはじめとする様々なステークホルダーとの適切な協働に基づく経営“が求められている。この

観点から見れば、たとえ経営のコントロールにおいて多少の縛りを感じても、アグリビジネスの現場感覚で

は、地域社会との連携を保ち円滑に経営を推進するためには、農地法等が規定する要件を満たす体制を整

えることが求められるのではないだろうか。都会のオフィスビル内で植物工場を経営する場合を別として、農

地を所有する場合でも賃貸する場合でも、事業会社が単独で取り組むことも一法ではあるが、やはり「郷に入

れば郷に従え」であろう。栽培技術の習得だけではなく、農業に関連した様々な経営資源・経営ノウハウを得

るためには、地域の自治体や農業委員会、近隣農業生産者、農協、農業資材等の業者と協調することが不

可欠であろう。そのため、独自経営よりも、地域の有力農業者との連携で事業を進めていくことが成功への早

道なのではないかと考える。その際、異業種から参入した事業会社の経営やコーポレート・ガバナンスなどの

考え方、また、リスクマネジメント手法などの知見や情報を地域の農業者へ積極的に提供することで、更なる

良好な関係構築や地元の”良い企業“としての評判作りに繋がるのではないだろうか。  

 

ここまでコーポレート・ガバナンスに包含される2つの観点から、主として上場会社がアグリビジネスへの参

入を行う場合の留意点を考察したが、最後にアグリビジネスにおいて想定されるリスクについても概説を試み

ることにしたい。なお、ここで行うアグリビジネスに於いて想定されるリスク要因の分析は、事業会社がアグリ

ビジネスへの参入を検討する場合はもちろん、資本市場の投資家がアグリビジネスに参入する事業会社へ

の投資を検討する場合にも求められるものである。 
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(3) 資本市場の視点から見たアグリビジネスにおいて想定されるリスク 

事業会社がアグリビジネスに取り組む際、あるいは資本市場の投資家がそのような事業会社への投資を検

討する際に、留意すべきリスク要因や分類方法は様々ある。便宜的に以下のような分類を試みた。 

 

図表2 アグリビジネスに於いて想定されるリスク要因 

 
（出所）野村アグリプランニング＆アドバイザリー作成 

 

アグリビジネス特有のリスクを軽減する方策としては図表3のような項目が挙げられる。これらの方策を採用

することで、投資家の投資リスクを少しでも軽減し、将来的に資本市場からの資金調達の可能性を高める一

助となることが期待されている。 

資本市場に資金を提供する投資家は、以上のようなコーポレート・ガバナンス上の問題がクリアされている

こと、及び様々な方策によりアグリビジネス特有のリスクが排除・軽減されていることを前提として初めて、対

象案件に投資した場合のリターンを吟味することになるだろう。 

その上で、他の業種の投資対象と比較して事業規模・信用力に遜色がなく、将来的に高い成長性が見込ま

れるような事業会社がアグリビジネスの中で育ってくれば、このような事業会社の発行する有価証券へのまと

まった金額の投資が実現する道が拓けるのではないだろうか。 

リスク要因 概　    要

オペレーションあるいは
契約等の人為的要因

①経営者が高齢化している場合
　　→事業承継リスク
②契約農家と全量買取条項付の契約を締結している場合
　　→収穫物の規格・時期に大きな偏りが出た場合に在庫破棄等が発生するリスク
　　　または、大口の契約農家との契約が切れた時に調達に支障を来たすリスク
③土壌改良、暗渠敷設、播種、育苗、肥料蒔き、定植、農薬蒔き、収穫、出荷の
　　各プロセスにおける人為的ミスが発生するリスク（異物混入、誤表示等）
④倒産リスク（信用リスク、財務リスク）
⑤特定企業に販売先が限られている場合
　　→当該企業の破たんにより販売不振に陥るリスク

市況変動による要因
⑥農業資材の価格変動
⑦原油価格の高騰や為替の変動による燃料コストの上昇（特にハウス栽培の場合）

自然・天候要因
⑧天候不順や自然災害（猛暑、冷夏、冷害、日照不足、台風、集中豪雨）
⑨病虫害の大量発生

政治的要因

⑩農政（国内政策。農業委員会を含む）の変化
⑪外圧（米国、EU等）の発生
⑫輸入農産物リスク
（原材料を海外から輸入している場合は、予期しない不利な経済的・政治的トラブル、テロ、
感染性疾病症の流行等による社会的混乱が発生する可能性）

マクロ要因
⑬労働人口の高齢化による人手不足の発生
⑭人手不足による人件費の高騰
⑮人口減による国内需要の減退
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図表3 アグリビジネス特有のリスクを軽減する方策 

 
（出所）野村アグリプランニング＆アドバイザリー作成 
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３．資本市場からの資金調達に向けた課題 

本章では、アグリビジネス関連事業者の資本市場からの資金調達に際しての課題を企業形態別に分析

し、その方策を検討してみることにする。 

分析にあたりまず、農地所有適格法人から見てみることにしたい。農地所有適格法人では、事業の拡大に

伴う成長資金を調達する際にはどうしても農地法の制約を受けることになる。すなわち、農業関係者以外の

株主は1/2未満でなければならないという縛りがあるため、親会社（事業会社）から増資の形で出資を仰ぐた

めにはパートナーの農業者にも同額の出資を求めなければならなくなるのである。一般に農業者の資金力に

は限界があるため、このやり方では事業の拡大に伴う成長資金の調達はうまく行かないことが多いのではな

いだろうか。資本市場の投資家から見ても、農地所有適格法人では、そもそも株式が上場されていないので

流動性に欠く上に、このような農地法の制約があるために機動的な株主政策を実施することや、柔軟な役員

構成の見直しを行うことができない。そのため、経営のコントロールを確保することは不十分であり、仮に高い

リターンが見込めるとしても、結局コーポレート・ガバナンスの点から課題が多いものとして、投資には入口段

階で二の足を踏んでしまうのではないか。 

 

方策1：無議決権株式の活用 

方策としては無議決権種類株式を親会社あるいは外部の投資家に割り当てての資金調達の方法が考えら

れる。これならば議決権の比率に影響を与えないのでパートナーの農業関係者に同額の出資を求めることな

く資金を調達できるわけである。ただし、農地所有適格法人の形態は維持したままなので株主構成や役員構

成には引き続き制約を受けることになる。 

 

方策2：農地賃貸及び農地不使用 

そのため、経営のコントロールを確保しコーポレート・ガバナンスの課題から解放されるためには、農地法の

制約を余り受けない農地賃貸か、一般的には農地法の制約を受けないオフィスビル内等に設置する植物工

場などが合理的な選択肢になると考える。 

 

方策3：販売会社への関与による間接的コントロール 

他の方策として、農地所有適格法人そのものではなく、農地所有適格法人と密接な関係にある株式会社等

を、事業の中核に位置付けることにより、農地法の縛りを受けることなく、希望する株主構成や役員構成を選

択し、自由な事業展開を図ることも選択肢になるのではないか。「密接な関係にある株式会社」とは、例えば

当該農地所有適格法人と農作物の独占的な買取契約を締結して良質な農産物を買取って全国へ販売するよ

うな販売会社、あるいは農作物を加工して付加価値を高めるような加工会社等が該当する。その際、できれ

ばパートナーである地域の有力農業者からの出資も受けることが望ましい。販売会社や加工会社の形態で

農地法の制約を受けずに事業展開すれば、同業者との合併や、より規模の大きな事業会社からの資本参加

を経営の選択肢として持つこともできるわけである。更に、将来的な株式上場を視野に入れるならば、ベンチ

ャーファンドやベンチャーキャピタルの資金を取り込むことに加え、ストックオプションを活用して従業員のモチ

ベーションを高めたり、優秀な人材を外部から採用することも可能になるだろう。 
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以上をまとめると、経営のコントロールを確保しコーポレート・ガバナンスの課題から解放することにより、資

金調達の対象先を資本市場の投資家にまで広げる可能性のある方策としては、次の3つが考えられる。 

①農地を賃貸するビジネスモデルを持つ株式会社 

②農地を使わずに植物工場を経営する株式会社 

③農地所有適格法人と密接な関係にある販売会社や加工会社 

上記のような会社を設立し、その株式を資本市場の投資家（一般投資家、適格機関投資家を含む特定投資

家）に発行することが考えられる。なお、この段階の会社が発行する社債については、何らかの信用補完が

必要であろう。 

農地所有適格法人と密接な関係にある販売会社や加工会社について言えば、農地所有適格法人が有する

経営のコントロールの不十分さ等の課題からは隔絶される。そのため、少なくともコーポレート・ガバナンスの

観点からは資本市場に資金を提供する投資家にとっては投資判断上のハードルは下がるはずである。 あと

は、（これが肝心だが）資本市場の投資家にとって、魅力を感じるリターンをもたらすことができるかという点が

残る。当該販売会社や加工会社の利益の源泉は買取契約を締結している農地所有適格法人が生産する農

産物にある。そのため、当該販売会社や加工会社は、当該農地所有適格法人の収益力を反映することにな

り、投資家はこの収益力（と、コーポレート・ガバナンス以外のアグリビジネスに特有のリスク）を見た上で資本

市場の他の投資対象とのリスク・リターン・プロファイルを比較して投資を判断することができるようになるわけ

である。 

以上、アグリビジネス関連事業者の資本市場からの資金調達に際しての課題を企業形態別に分析し方策

を検討した。現状のアグリビジネス関連事業者を俯瞰すると、まだまだ資本市場の投資家のモノサシに叶う対

象先は少ないのではないかと思われる。例え投資を検討するとしても、資本市場の投資家は、事業規模、成

長性、信用力、アグリビジネス特有のリスクに見合った相当高いリターンを求めてくることが想定される。将来

に向けて、自社の株式に資本市場の投資家が魅力を感じる投資対象先となるようなアグリビジネス関連事業

者が我が国で1つでも多く出現することが期待される。なお、今のところ非上場企業が資本市場の投資家から

資金を得る制度としては、グリーンシート銘柄制度（ただし、2018年3月31日をもって廃止予定）や後述のクラ

ウド・ファンディング、ベンチャーファンドなどがある。 

また、本稿は法令を詳述することが目的ではないので省略するが、非上場企業の株式については金融商品

取引法に規定される有価証券の募集や私募が関わってくるので、資本市場の投資家からの資金調達を検討

する際には金融商品取引法の諸規則に注意する必要があることを付け加えたい。 
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４． 資本市場の企業価値評価 

資本市場を利用する上場企業をはじめとする事業会社や投資家は、出資等を通じて対象となる事業会社に

資金提供する際にどのような考え方に基づく方法でその価値を評価するのであろうか。この企業価値評価の

考え方を理解しなければ、アグリビジネスの世界で事業を行う経営者は、資本市場の投資家とのやりとりを通

じ、彼らを説得してまとまった資金を適切に調達することはできないと言えるだろう。 

ここでは概念を理解して頂くことを主眼としているため、詳細な理論の説明は専門書に任せ、エッセンスだけ

を大づかみでご紹介することを試みたい。 

 

(1) 企業価値評価の動向 

上場株式のように、取引所において日々多数の市場参加者によって株価が形成されるのに対して、一般に

未公開株式の場合は、株式の譲渡、増資、相続、会社の解散、株主による買取請求権の行使等、様々な場

面ごとに状況を勘案し、関係者間の交渉により “同意した価格”で任意に決められている。その“同意した価

格”の算定手法として、これまでは、所謂“額面”をベースに多少の加減をして算定した方法や、配当還元法、

純資産価額方式、類似業種批准方式、及びこれらを様々に組み合わせた方法を用いて算出することが一般

的だったのではないか。 

現在ではこれらに加えて、EV/EBITDA倍率など利益等に一定の乗数を掛け合わせる簡易な方法も使われ

ている。更に、筆者の経験では1990年代半ば以降は、キャッシュフロー分析をベースにしたDCF方式

（Discounted Cash Flow Method. ディスカウント・キャッシュ・フロー方式）をはじめとして、DCF方式の考え方を

含意しつつ開発されたMVA（市場付加価値、Market Value Added）やEVA（経済的付加価値、Economic Value 

Added）（どちらもStern Value Management（旧Stern Stewart & Co）の登録商標）等の指標も徐々に広く使わ

れるようになってきていると認識している。 アグリの世界においては、農地法が、家族農業経営を基本とする

「自作農主義」をその理念とする制度であるため、農地所有適格法人や関連する事業会社の多くは比較的小

規模の家族経営的な事業を前提として営まれている。そのため、そもそも事業承継や経営不振の農業法人

の救済等を目的とする場合を除いては、組織的に事業拡大を図る手段として、あるいは地域の取組として、

他の農地所有適格法人や関連事業会社への出資や買収といったM＆A的な手法を用いるケースは、一部の

例外はあったにせよ、あまりなかったのではないだろうか。 

仮にあったとしても、その場合の譲渡価額は、所謂“額面”（1株5万円）や、直近期の貸借対照表の数値に

基づく1株当たり簿価純資産価額、事業資産を時価換算した1株当たり時価純資産価額、類似業種批准方式

などをベースに多少の加減を加えて設定される場合が多かったのではないだろうか（もちろん、破綻した農業

法人を救済する場合は、ほとんどゼロに近いのではないかと思われるが・・・） 。 

 

今後も株主である農業者が高齢化するに伴い、事業承継の際には一義的にはご子息等に株式を譲渡する

のであろう。しかし少子化に伴い、そのような後継者がいない場合は、近隣の農地所有適格法人や農業経営

者個人に株式を譲渡するケースが増えて行くのではないか。この場合でも、株式譲渡の金額規模が比較的

小さいのであれば、依然としてこれまでと同じような算定方法が採られるのではないだろうか。 しかし、アグリ

ビジネスに限ったことではないが、未上場であっても規模も大きく将来にわたり収益性の高い事業の継続が
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見込まれる事業会社の企業価値計算や、現在は事業規模が小さいものの優れたビジネスモデルを構築し高

い成長性を期待できる事業会社の企業価値計算を検討する場合には、時価純資産方式をはじめとする旧来

の算定方法では実態になじまないケースも多々生じてくるであろう。実際に、上場企業をはじめとして資本市

場を意識しなければならない事業会社や投資家が投資するケースが将来増えてきた場合には、DCF方式や

DCF方式に準じた算定方法が、単独であるいは他の算定方式と組合せながら用いられることも必然的に増え

て来るのではないかと考える。 

 

(2) アグリビジネスに求められるDCF方式による企業価値評価 

特にアグリビジネスの場合には、前述のように国の政策により農業経営の規模の拡大や、輸出の促進等が

唱えられている。そのため、事業承継のケースだけでなく、今後は競争力を高めるための経営統合・事業規

模の拡大、といった動きが加速することが見込まれる。このような背景から、株式会社形態の既存の農地所

有適格法人や関連する事業会社の株式について、DCF方式やDCF方式に準じた算定方法するほうが、売り

手・買い手共にシックリくる事例が増えてくるのではないだろうか。 

ここでDCF方式を理解する一つの手がかりとして以下のような事例をあげたい。 

ある建設会社が全く同じ仕様で100億円オフィスビルを2つ建てたとする（図表4を参照）。 1つは東京の都心

の交通至便な立地に建て、もう１つは地方都市の余り交通の便もよくない郊外の敷地に建てたとする。前者

は大手の不動産管理会社が維持管理し、後者は地元の不動産管理会社が維持管理する。当然、前者は賃

料も稼働率も高く豊富な利益（キャッシュフロー）を生み出している。一方後者は賃料も稼働率も低く貧弱なキ

ャッシュフローしか生み出していないとする。時価純資産価額方式では、どちらも鉄骨材やセメントなどの建築

部材の調達価額を積み上げた総資産の価格としては同額であろう。しかし、ビジネスの世界の皮膚感覚で言

えば、前者が明らかに後者よりも価値が高いと考えるのが自然である。それは将来生み出す価値（キャッシュ

フロー）が前者のほうが高いからである。この皮膚感覚にマッチする企業価値計算方法の有力な手法の1つ

がDCF方式なのである。オフィスビルの価値が立地の良し悪しに加えてビルの管理運営をする会社の良し悪

しに依存するように、農業生産法人等のアグリビジネスに携わる事業会社の企業価値も、農地や農機具の良

し悪しだけでなく農業経営者の経営能力の良し悪しに依存する。従って、アグリビジネスに携わる事業会社の

企業価値を算定する場合にも、時価純資産価額方式ではなくDCF方式が、より皮膚感覚にマッチする企業価

値計算方法になっていくのではないかと考える。 

1つ注意したいのは、M&Aの交渉の中で用いられるDCF方式で算出した企業価値は1つではないということ

である。一般的に売り手はコーポレート・ストーリーをベースに5年から10年程度の自らの意向に沿った事業計

画を策定し（別途M＆Aの専門家をアドバイザリーとして雇い事業計画を策定させることもあるだろう）、当該事

業計画書を基にその期間のキャッシュフロー分析を行う。更には、各期のフリー・キャッシュフローを一定の割

引率（現代ファイナンス理論では「資本コスト」と言われている）を用い、割引いて現在価値を算出し、その総額

を以って企業価値とする。買い手も売り手が策定した事業計画のフィジビリティ（実現可能性）を買い手側の立

場で分析し、あるいは別途改めて買い手の意向に沿った事業計画を策定し、その上でキャッシュフロー分析

を行う。買い手の考える割引率を用いて買い手としての妥当な企業価値を算定することになるわけである（な

お、買い手側もこれらの作業を別途アドバイザーとして雇ったM＆Aの専門家にさせることもあるだろう）。 
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当然のことながら、それぞれの事業計画から算出されたフリー・キャッシュフローに基く企業価値は買い手

と売り手では異なるわけで、両者が交渉テーブルの席でアドバイザーも交えてそれぞれの算定根拠をベース

に議論し擦り合せながら価格交渉を進めていくことになるのである。このように今後異業種からの参入が広ま

り農業の大規模化が進めば、アグリビジネスにおける企業価値評価方法も、徐々にDCF方式やEVA・MVAが

用いられる機会が増えていくのではないかと考えるわけである。 

 

図表4 都心と地方のオフィスビルにおけるDCF方式で算出された価値の差異 

 

（出所）野村アグリプランニング＆アドバイザリー作成 
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５． クラウドファンディングとアグリビジネス 

本章ではアグリビジネスに関連するクラウドファンディングについて分析を試みる。年間1億円未満までの資

金調達に対しては既に2015年に金融商品取引法や協会の自主規制によって投資家保護の手当がなされた

制度が出来上がっているが、その投資家の多くは配当や売却益等の金銭的利益を求めることよりも資金調

達者及びその行う事業に対する共感や支援を目的として資金提供することへの思いを持つ個人投資家であ

り、資金調達側が本格的な規模で資本市場の資金を呼び込む体制にはなっていない。 

これに対して、投資家保護の手立てを補強した2018年1月1日施行の新しい規則の下での運用が見込まれ

る「事業型ファンド」は、資本市場の投資家の資金をアグリビジネスの案件に呼び込むツールとして今後に期

待ができるのではないかと筆者は注目している。 

 

(1) クラウドファンディングの概要 

クラウドファンディングは、インターネットを通じて不特定多数の人々に比較的少額の資金提供を呼びかける

ものである。アグリビジネスの分野でも、農業生産活動を行う小規模な農業者にとって、自己資金の投下や補

助金・助成金・制度金融等による資金調達を補完する手段となっている。クラウドファンディングには様々な分

類方法があるが、ここでは「寄付型」・「購入型」・「投資型」・「融資型」に分類した（図表5を参照）。十分なデー

タベースが存在せず正確な数字は把握できていないが、世界全体で見れば有価証券の発行を通じた資金調

達（投資型）よりも、融資型（貸付型）のシェアが高いようである（「ファンド投資型クラウドファンディング規制に

ついて」2015年11月17日一般社団法人第二種金融商品取引業協会 P.7より）。 

融資型には資金提供者（一般投資家）がインターネットを通じて資金需要者に貸付を行う形態や、所謂「ソー

シャルレンディング」と呼ばれているファンド形態（事業者が匿名組合等により出資を募り、当該事業者が資金

需要者に金銭を貸付ける形態）がある。いずれも、銀行から融資を受けられない中小企業に対して貸し付け

を行う中小企業支援型や不動産を担保にして不動産業者に対して貸し付ける不動産担保型が主流で、筆者

が調べた限りでは、運用期間が数か月から1年程度と短いものが多い。そのため、中長期的な時間軸で事業

に取り組むアグリビジネスのニーズには適さないように思える。ここでは寄付型・購入型・投資型を中心に分

析することにしたい。 

資金提供者側から見れば、寄付型はリターンがなく、購入型はプロジェクトが提供する何らかの物品や権

利がリターンとなっている。一方で投資型は、その多くは金融商品取引法の下で、資金提供者が非上場の株

式会社の設立や組合契約の締結などを通じて資金を提供し、この見返りに分配される収益の一部が資金提

供者にとっての投資リターンとなる仕組みとなっている。寄付型・購入型においては、資金提供者はノー・リタ

ーン（寄付型）、ロー・リターン（購入型）であっても、日本の農業や対象地域の活性化に貢献している、あるい

は農作業やイベントに参加できる、といった社会的・精神的な満足度を高める目的で投資する場合がほとん

どである。そのため、株式や債券等の資本市場の他の投資案件のリスク・リターンや投資期間との比較の上

で選択しているケースは稀か、もしあってもその認識は資金提供者側には希薄ではないだろうか。また、投資

型の中でも、株式投資型において「少額投資型」に分類されるものや、ファンド型クラウドファンディングにおい

て「少額投資型」に分類されるものについては、投資家に対する具体的な目標リターン値（利回り、配当等）の

記載がなく購入型の色合いも付せ持つようである。 
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図表5 クラウドファンディングの分類 

 

注① 厳密には事業型ファンドにおける取扱業務は対面や電話による勧誘等も含まれるので金融商品取引業等に関する  

内閣府令第70条の2第3項第1号及び第2号に掲げる「電子申込型電子募集取扱業務」ではないが、実態として 

ネット経由での勧誘等も行われるケースもあるので、ここではファンド投資型の1形態として位置付けている。 

注② ここでは投資型の中でも株式投資型において「少額投資型」に分類されるものや、ファンド型クラウドファンディング 

において「少額投資型」に分類されるものを指す。同一の資金調達者が資金調達を行うことができる金額は1年間に 

1億円未満で、1人の投資家がクラウドファンディングにより取得することができる金額は、同一の資金調達者につき 

1年間に50万円以下に限られている。改正された金融商品取引法や協会の自主規制によって投資家保護のための 

一定の手当がなされている。 

注③ 一定の条件下では、事業型ファンドの自主規制の対象になる。 

 

（出所）各種公表済資料より野村アグリプランニング＆アドバイザリー作成 

 

実際に、日本証券業協会の「株式投資型クラウドファンディング業務に関する規則（2015年5月19日）」の中

では、ウェブサイトにおいて提供する情報の1つとして、「株式投資型クラウドファンディング業務において取り

扱う店頭有価証券の取得に当っては、配当及び売却益等金銭的利益の追求よりむしろ、当該店頭有価証券

の発行者及びその行う事業に対する共感又は支援が主な旨とされるべきこと。」（第9条第1項第3号）と記され

ている。その資金提供者の顔ぶれの多くは個人投資家であり、小口投資の動機として、利回りもある程度は

期待して出資しているが、それ以上に地域の活性化への貢献やイベント参加等の金銭以外のリターンに価値

を見出して投資しているものと推察される。結局、寄付型・購入型は、多くの場合、そもそも本格的な資本市場

の投資家が利用しているとは言えないので、小規模な農業プロジェクトは別として、まとまった資金を投入し本

格的にアグリビジネスに取り組んでいる、あるいは取り組もうとしているアグリビジネス関連事業者にとって

は、資金調達のツールの対象から外れるのではないかと思われる。 

筆者が調べた限りでは、ファンド型クラウドファンディング及び購入型クラウドファンディングの中のアグリビ

ジネス関連案件の1件当たり調達額は、多くは数十万円から数百万円レベルで、大きいものでも500万円～

600万円からせいぜい1,000万円程度であった。また、1案件当たりの資金提供者の人数は、多くは30人～50

人程度で、多くても100名～200名未満、1人当たり調達金額は数千円から数万円で大きくても10万円程度で

あった。なお、株式投資型クラウドファンディングは、2017年11月8日時点で日本証券業協会から公表されて

クラウドファンディング

金商法及び日本証券業協会の自主規制の対象（少額投資型 注②）

寄付型

購入型

投資型

融資型

株式投資型

ファンド投資型

事業型ファンド（注①）

金商法及び第二種金融商品取引業協会の自主規制の対象（少額投資型 注②）
ファンド型クラウド

ファンディング

金商法及び第二種金融商品取引業協会の自主規制の対象（2018.1.1施行）

金商法及び自主規制の対象外

金商法及び自主規制の対象外だが、瑕疵担保責任や消費者関係法の規制対象

貸金業法等の契約に基づき融資が行われる（注③）
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いる案件実績は8件であり、発行価額の総額も最大でも5,000万円であった。その中に、アグリビジネス関連案

件の実績は無かった。 

 

(2) 少額投資型クラウドファンディングの活用 

投資型の中でも株式投資型やファンド型クラウドファンディングについては、2015年に金融商品取引法が改

正され、「第一種少額電子募集取扱業者」や「第二種少額電子募集取扱業者」といった上限1億円程度の比

較的“少額”のもののみを扱う取扱業者については登録に必要な最低資本金基準を引き下げる等の特例を設

けた。クラウドファンディング・ビジネスへの参入を促すための規制緩和が進んでいる。一方で、金融商品を取

り扱うことになるため、一般投資家を悪質な業者や詐欺グループ等から保護するための措置が講じられてい

る。すなわち、投資型のうち、それぞれ非上場の株式に係る株式投資型は、日本証券業協会の自主規制の

対象に、またファンド投資型は、第二種金融商品取引業協会の自主規制の対象になる。また、取扱業者には

投資対象事業の適格性の審査を義務付け、資金調達者については、資金提供者に対して正確な情報を提供

する責任を明確にしている。 

このことは一方で、クラウドファンディングの利用を検討するアグリビジネス関連事業者にとっては、資金調

達に関わる審査への対応や資金提供者に対する開示に係る一定の労力・時間・費用がかかることになる。そ

のため、上限1億円という調達金額と調達に関わる機動性・コストとを斟酌する必要がある。すなわち、調達金

額を勘案した場合の負担は、それなりに重いのではないかと思われる。各協会の自主規制による投資家保

護の措置が取られている“良さ”はあるので、少額投資型クラウドファンディングの投資家の中には、株式や

債券等の資本市場の他の投資案件のリスク・リターンや投資期間との比較の上で投資判断を行いまとまった

金額の資金を提供する「資本市場の投資家」的な投資行動を取る“良質な”投資家も潜在的にはいるかもしれ

ない。しかし、上限1億円という調達金額の“縛り“がある限り、投資行動が顕在化することはないだろう。結

局、まとまった資金の調達を希望するアグリビジネス関連の資金調達者にとっては、手間暇をかけてまで取り

組む割には、調達金額に物足りなさを感じるということではないだろうか。特に、株式投資型は、将来的に株

式上場を視野に入れる可能性のある事業会社にとっては、計算上1億円の調達額に対して発生する200名の

株主の”管理“という意味でも負担を感じるものと思われる。全国ベースで展開している有力農業者が行う本

格的な加工工場の建設費用が概ね5億円から10億円あるいはそれ以上と考えられている中で、各協会の現

状の自主規制下での投資型のクラウドファンディングではこれらのニーズを満たすことはできない。年間1億

円程度の資金調達であれば、補助金・助成金や制度金融を利用すればそれなりに有利な条件での調達が可

能であろう。それ故、クラウドファンディングを利用するモチベーションは小さいものにならざるを得ない。 

最も、資本市場の投資家は、国の政策を背景とする大規模化や輸出促進等による農業の成長産業化が叫

ばれている中で、十分な開示体制・情報提供体制が整備されていてリスクに見合うリターンを期待できると思

えば、まとまった額の出資に関心を示すのではないだろうか。対象としては、事業規模が大きく、全国ベース

で名が通っている比較的信用力の高い有力農業者や、彼らが異業種から参入してくる事業会社との協働で

手掛ける事業等が考えられる。確かに、現在の少額投資型クラウドファンディングの年間の資金調達可能額

が上限1億円未満であることを鑑みれば、少額型を通じてのアグリビジネスへの資本市場の資金の取り込み

は難しい。しかし、次に紹介する投資家保護の手立てを整備した2018年1月1日施行の新しい規則の下で利
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用が進むと見込まれる「事業型ファンド」であれば、資本市場の投資家の資金を、アグリビジネス案件に呼び

込むツールとして今後に期待ができるのではないかと考えられる。 

 

 (3) 事業型ファンドの活用 

事業型ファンドについてはこれまでも調達金額が10億円を超えるものもあり、有力農業者や本格的にアグ

リビジネスに参入することを検討している事業会社にとっても注目されるべきものである。しかし、これまでは、

第二種金融商品取引業者・会員による事業型ファンドの違法な販売により投資者が被害を被ったり、財務局

による金融商品取引業の登録取消し・業務改善命令、第二種金融商品取引業協会による会員資格の消滅

（脱退）等の処分・措置が行われた事案が発生し問題となっていた。 この事案の中には、累計で顧客数が500

名を超え、出資総額も30億円を超えたワインファンドにおける代表取締役による帳票・報告書類の改ざん・報

告や新規募集による顧客の出資金の償還金等への充当・流用の事例も含まれており、アグリビジネス関係者

にとっても看過できないこととなっている。これではただでさえアグリビジネスに馴染みの薄い資本市場の投

資家は、資金を提供することに躊躇してしまうだろう（出典：「事業型ファンドへの信頼性確保に向けた取組み」

2017年2月9日一般社団法人第二種金融商品取引業協会 P.2）。  

この点について、足元、投資家からの事業型ファンドへの信頼性・安心感を確保し、投資家被害の適切な

防止を図る取組みがなされた。具体的には、第二種金融商品取引業協会により、投資対象事業の適格性に

関わる審査体制の強化や資金提供者または正会員に対する情報提供体制の強化等を盛り込んだ「事業型フ

ァンドの私募の取扱い等に関する規則」が2017年6月19日に制定され、2018年1月1日施行となった（「事業型

ファンドへの信頼性確保に向けた取組み」2017年2月9日、3月8日 及び、「事業型ファンドの私募の取扱い等

に関する規則」2017年6月19日 共に、一般社団法人第二種金融商品取引業協会を参照）。 したがって、当

規則の施行後に新体制の下で関係者の取組みによって、事業型ファンドの健全な運営が進み悪質なトラブル

事例が無くなれば、時間は多少かかるかもしれないが、投資家の信頼が回復されるのではないだろうか。 
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６． アグリビジネス関連ファンドと株式上場 

本章ではアグリビジネスに携わる事業会社にとっての本格的な資金調達を行う場としての新規株式上場

（IPO. Initial Public Offering. ここでは単に「株式上場」という）と、株式上場への“橋渡し役”としてのファンド

について分析を試みる。 

一般に事業会社は成長の初期段階には、自己資金、補助金・助成金、制度金融（信用保証制度による信

用補完を含む）、更にはクラウドファンディング（特に少額投資型）による調達を検討する。その後、ある程度

成長した段階で、金融機関からの借入やベンチャーキャピタル、あるいはベンチャーファンドをはじめとするフ

ァンドからの出資、そして有力企業をパートナーとする場合は、そのパートナーの投融資の形による資金調達

を考える。そして、最終段階としては、自社の株式を上場して資本市場の投資家から成長資金を本格的に調

達することを目指すであろう。 

ここではまず、アグリビジネス関連事業者にとっての株式上場への橋渡し役としてのファンドの活用につい

て検討し、続いて株式上場を検討する際の留意点について概説を試みる。 

 

(1) アグリビジネス関連ファンドの活用 

一般に多くの業種では、ファンドが株式上場までの“橋渡し役”としての一定の役割を果たしている。ベンチ

ャーキャピタル・ファンドをはじめ、ファンドから出資を受けた事業会社にとっては単に資金調達だけでなく、取

引先の紹介やマネジメント層の人材紹介・育成、コーポレート・ストーリーの策定、資本政策や内部管理体制

構築のアドバイス等が期待される。そうして、株式上場に向けた経営体制を整え、信用力の向上を図り、資本

コストを上回る利益を生み出す事業を育み、企業価値を高めることができるわけである。ファンドは出資先の

事業会社業が株式上場を果たせば、あるいは果たす目途が立てば上場時の売出し、あるいは上場前の戦略

的M&Aにより、保有株式を売却し、資金を回収することができるわけである。 

筆者が調べた限りでは、所謂「アグリファンド」または「農業ファンド」と言われるファンドには、少なくとも現時

点では、濃淡はあるものの、総じて産業政策的な色合いの強い業界支援的なものが多いように見受けられ

る。つまり、これらのファンドは、利益追求型の色合いを持つものもあるであろうが、多くは、「将来の農業の担

い手として期待される農業法人のサポート」、または「6次産業化案件の組成促進」、「地域農業の更なる発展

のサポート」、「被災地支援」等、日本の農業の持続的な維持・発展、国内農業ビジネスの育成・支援、地域社

会への貢献を謳っている。その上で、農地所有適格法人やアグリビジネスに関連した事業会社に投資を行う

産業政策的な色合いを強く感じさせるものが多い。また、地域金融機関は、従来から国の政策金融機関や官

民ファンド、独立系ベンチャーキャピタル等と連携して、地域創生や地域経済活性化を目的としたファンドを組

成してきている。これらのファンドは、これまで、主として観光、ヘルスケア、運輸、建設、小売、通信などの業

種に属する地域の事業会社に投資したものが多く、ようやく近年になり、農業に焦点を当てたファンドも出始

めている。ただ、1件当たりの投資額は一部の例外を除き、比較的小ぶりのものが多いようである。総じて、ア

グリビジネス関連のファンドには、他業種に投資しているファンドのように株式上場や上場前の株式売却を前

提として、資本市場の他の投資案件のリスク・リターンや投資期間との比較の上で投資判断を行い、出資後

に様々な経営アドバイスを行い、企業価値を高めた上で株式上場等の機会をとらえ、売却益を狙う投資収益
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目的型のファンドはゼロとは言わないまでも、まだまだ少ない。すなわち資本市場の視点を持つ利益追求型

のファンドからは、農業はまだ投資に値する“儲かる産業”とは認識されていないということかもしれない。 

もちろん産業政策的な色合いの強いものが多いとは言っても、例えば官民ファンドの「農林漁業成長産業

化ファンド」（以下「A-FIVE」という）は、全国各地の地域金融機関やメガバンク、事業会社等の出資者とA-

FIVEにて設立したサブファンド（2017年12月27日現在の総数は48、設立総額は695億円）を通じて、100件を超

える6次産業化事業体（同119件）に投資している。投資金額で75.1億円（うちA-FIVE出資分は37.5億円））に投

資しているが、個々の案件は資本市場から見れば総じて規模が小ぶりであるものの、A-FIVEは出資先の出

口戦略の1つとして株式上場も視野に入れている。そのため、これらの出資先の中から、創業時の困難を乗り

越え、経営を軌道に乗せる事業会社がいくつか現れれば、その中から株式上場が視野に入って来る案件も

出て来る可能性はある。 

また、日本政策金融公庫は「農業法人に対する投資の円滑化に関する特別措置法」に基づき全国各地の

信用組合を含む地域金融機関と共同出資、し2017年5月26日現在で13の投資事業有限責任組合（Limited 

Partnership. 以下「LPS」という）を設立している（他にアグリビジネス投資育成㈱1社に出資している）。これら

のLPS等を通じて、各地域で規模拡大等に取り組む有力な農業法人の株式等を取得・保有しており、これら

の出資先の中からも将来的に株式公開が生まれる可能性はないとは言えない。いずれにせよ、5年先、10年

先あるいはそれ以上になるかもしれないが、今後は利益追求型のファンドが50億円・100億円といった本格的

な規模の資金を出資したいと思うようなアグリビジネス関連企業が1社でも多く現れることが期待される。 

本来的にアグリ関連の案件は図表2で紹介したように、アグリビジネス特有のリスクはあるものの、図表3の

ような大規模化や全国展開による地域分散等の様々な対応により、ある程度のリスク軽減を図ることもでき

る。そのため、経営が軌道に乗り、キャッシュフローが潤沢になり、比較的安定した事業モデルを構築できれ

ば、将来的には資本市場の視点を持つ利益追求型のファンドから見ても、かなりまとまった金額の資金を投

資するに足る対象先として候補に上がってくるポテンシャルはあると思われる。そのためにも、全国の有力な

アグリビジネス関連の事業会社には、例え現時点では小規模であっても、将来に向けて大規模化そして法人

化によるスケールメリットを活かしつつ、IoT（Internet of Things）やAI（Artificial Intelligence）の技術を効果的

に導入し、経営効率・生産効率を高め、単位当たりのコストを引き下げ、結果として商品やサービスの競争力

を高めて企業価値を高めていくことが望まれる。逆説的ではあるが、株式上場を目指すアグリビジネス関連

の事業会社が増えて行けば、アグリビジネスに特化した、あるいは対象業種の1つとしてアグリビジネスに注

目したファンドも、件数・資金量共に増えていくことが期待できるのではないだろうか。 

 

(2) 株式上場へのシナリオ 

一般に、事業会社にとって株式上場のメリットとしては、財務体質の向上や資金調達力の増大が見込まれ

ることの他、知名度や社会的信用力が向上すること、または全社共通の経営目標となることにより、社内の人

材の活性化や経営体質の改善・強化が図れること等が挙げられる。その中でも、一般投資家の日常的な売

買によって価格形成される株価を基に、継続的に資金調達を行う機会を事業会社に与えてくれるのが株式上

場の最大のメリットであろう。当然のことながら、対象事業会社の株式が日常的に一般投資家によって売買さ

れるので、投資対象物件として発行株式の品質を「維持・管理」するために、事業会社に求められる資質は非

常にレベルの高いものになるわけである。 
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前章までは様々な切り口でアグリビジネスに関連する事業会社による資本市場からの資金調達に関する

考察を試みたが、株式上場はその究極の姿ではないか。すなわち当該事業会社自身が、投資家保護の観点

から行われる上場審査を経て、上場企業として資本市場の檜舞台で、一般投資家から成長資金を調達し事

業投資を行うことになるからである。それに見合って、コーポレート・ガバナンス上の“縛り”も未上場企業のそ

れと比べて各段に厳しくなることになる。2017年11月現在、株式上場をしているアグリビジネスに関連する事

業会社は9社であり、他の業種に比較すると社数は少ないと言える。 

いずれにせよ、少子高齢化・人口減少が進む日本の中にあって、更には各国の農業政策が火花を散らす

激動する国際情勢の中にあって、高い成長ポテンシャルを持つ優れたビジネスモデルを開発したフロンティア

に立つアグリビジネス関連の事業会社の経営者にとって、証券取引所に自社の株式を上場させると言うこと

は、自社の資金調達の選択肢を広げることになる。また、それにとどまらず、今後の我が国のアグリビジネス

を担う「気概」や「ビジョン」を、資本市場を通じて世に発信し、かつ「企業理念の先進性」を世に問う舞台を得

る機会となる。株式上場は、非常にチャレンジングな試みなのではないだろうか。 
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7．資本市場の活用に向けたブレークスルーポイント 

ここまで、アグリビジネス関連事業者にとって、事業の拡大に伴い必要となる大量の資金（リスクマネー）

を、将来的に資本市場から調達する道を拓くための現状の課題の抽出とその分析にページを割いてきた。本

章では中長期的な時間軸で、アグリビジネス関連事業者が資本市場から50億円・100億円規模のまとまった

資金を調達するためのブレークスルーに向けたポイント、すなわち具体的なソリューション方法を考えてみた

い。 

ベースになる考え方は、アグリビジネスの世界と資本市場の世界の両方がお互いに歩み寄らなければ、資

本市場からまとまった資金はアグリビジネスの世界には入って来ないということである。鳥瞰図的に見れば、

農林水産省をはじめとした関連各機関の尽力により、農政改革をはじめ、この数年で日本のアグリビジネスを

取り巻く環境やプラットフォームは様変わりになってきた。このようなアグリビジネスを取り巻く現状を前提に、

この目標達成のためのブレークスルーを検討してみると、アグリビジネス関連事業者と資本市場のプレーヤ

ー達を結びつける「仲介者」としての銀行や証券会社、ベンチャーキャピタル等のキャピタル会社、及びそれら

のグループ会社の果たす役割が非常に高いことに気が付く（図表6上段を参照）。 なぜならば、銀行や証券会

社等は資本市場の専門知識・ノウハウをベースに、既に営々と様々な業種の事業会社と資本市場の投資家

を結びつける業務を行ってきているからである。そのため、彼らが、アグリビジネス関連事業者とのネットワー

クを広げパイプを太くすれば、自ずと情報や資金はアグリビジネス関連事業者と資本市場の投資家の間を相

互に循環していくであろう。ここで、図表6中段に銀行や証券会社等の仲介者としての役割をまとめてみた。 

この枠組みの中では、特にアグリビジネス関連事業者側からの資本市場へのアプローチが重要となる。つ

まり資本市場の投資家から資金を調達し、グローバルな競争の中でフロンティアを切り拓くためには、仲介者

のサポートを受けつつ、アグリビジネス関連事業者が、もっと「資本市場のロジック」を学ぶ必要がある。言い

換えると、資本市場の投資家が魅力を感じる「持続可能な成長モデル」を作り出し、資本市場へ情報を発信し

ていかねばならないと言うことである。ここで「資本市場のロジック」とは、主には、以下の3点に整理される。 

①コーポレート・ガバナンス（コード）に準拠した組織運営体制を具備すること 

②DCF方式等の資本市場で一般化している企業価値算定方法の考え方に精通すること 

③資本コストを上回る利益を生み出すビジネスモデルを構築すること 

また、「持続可能な成長モデル」とは、主に、以下の5点に整理される。 

①農業経営の大規模化を推進すること（現状では、機動性、柔軟性において、農地を賃借するビジネスモ

デル、あるいは農地法上の農地を利用しないビジネスモデルが好ましいと考える）、 

②グローバル・フードバリューチェーンの構築を念頭に置きながら輸出競争力を具備し実行・成功させる等

の事業の実績を積み上げること 

③若手社員に他産業並みの報酬・社会保険・休暇等を与えること（それができる仕組みを構築すること） 

④若手社員を抜擢し、結果として経営者や雇用者の平均年齢を引き下げること（中長期的な経営の持続可

能性を担保することにつながる） 

⑤継続的なIoT(Internet of Things)やAI(Artificial Intelligence)の技術の適切な導入等により生産性を向上さ

せ経営コストを削減し、以って経営の効率化を図ること 

仲介者は様々な機会を利用して、アグリビジネスにおける成長機会や関連情報の提供に加えて、上記の

ような資本市場に関する情報の提供を通じて、アグリビジネス関連事業者を啓蒙していくことが求められるの
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ではないだろうか。もちろん一方では、資本市場の投資家も “新たな成長産業”としてのアグリビジネスを今

後の投資機会としてもっと研究し、理解を深めていくことが求められるだろう。ここでも仲介者の果たす役割

は非常に高いと考えられるのである。 

なお参考までに、農林水産省等の関連官庁に期待されるブレークスルーのポイントも列挙した（図表6下段

を参照）。当面のブレークスルーのポイントとして、ここでは、農林水産業・地域の活力創造本部の「農林水産

業・地域の活力創造プラン（2017年12月8日改定）」を参考に作成を試みた。中長期的なブレークスルーのポイ

ントの中では、農地法の改正や農地と農地所有適格法人の価格算定の整合性が保たれる体制の構築を挙

げた。前者は、戦後行われた農地改革の成果を引き継いだ農地法が「自作農主義」の基本的な理念に整合

的なものであり長年にわたり我が国の農政の根幹担ってきたのであるが、少子高齢化が進む中で、中長期的

に更なる見直しが行われることを見守っていきたいということであり、後者は、これからは農業関係者も大規

模化に伴う農業周りのビジネス領域への展開も含めた経営拡大のためにはコーポレート・ガバナンスやDCF

方式の企業価値評価方法等の資本市場の考え方を理解していることが求められる時代が来つつあることが

見込まれる中で、これまでは「農地」の購入や賃借による集約だけがクローズアップされていたが、これから

はそれらと並んで「資本」を介した農地の集約もクローズアップされてくるのではないだろうか。そうなると、農

地の価格算定の考え方（一般的には、国土交通省から公表されている地価公示や各都道府県で行われてい

る都道府県地価調査のデータを基に対象農地の周辺状況・不動産取引価格（事例）を参考にして決められて

いるようである）と農地所有適格法人の株式の価格算定の考え方の間に整合性が保たれるような何等かの

体制を構築しないと農地価格や株価の算定に歪みが生じる可能性が出てくるかもしれないことが懸念され

る。その意味での対応が将来的になされることが望まれるのではないかということである。 
 

図表6 資本市場から一定の額を調達するためのブレークスルーポイント 

     

（出所）野村アグリプランニング＆アドバイザリー作成 
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（出所）野村アグリプランニング＆アドバイザリー作成 

 

 

（出所）「農林水産業・地域の活力創造プラン（2017年12月8日改定）」（農林水産業・地域の活力創造本部）をベースに 

野村アグリプランニング＆アドバイザリー株式会社で加筆修正して作成 
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8．今後のロードマップ 

前章において中長期的な時間軸でアグリビジネス関連事業者が資本市場から50億円・100億円規模のまと

まった資金を調達するためのブレークスルーに向けたポイント（具体的なソリューション方法）の考察を試み

た。最終章では、その中長期的なロードマップ（道筋）を検討してみたい。 

今後のロードマップを図表7にまとめたが、ひと言でいえば、全国のアグリビジネス関連事業者と資本市場

のプレーヤーの間に入って、それぞれが発信する情報の咀嚼と相互伝達を促進するという「仲介者」の役割

が重要となる。仲介者とは、前述したような銀行や証券会社、ベンチャーキャピタル等のキャピタル会社、及び

それらのグループ会社のことである。彼らが、農林水産省や経済産業省、金融庁、証券取引所等と連携しな

がら、他の業種の事業会社を対象として培ってきた様々な知見・ノウハウをフルに活用して、段階的に、アグリ

ビジネス関連事業者に対して、そのニーズをくみ取りながらまとまった規模の資金調達の手法を開発し提供し

ていくということが求められている。 

 

図表7 ブレークスルーへの中長期的なロードマップ 

 

（出所）野村アグリプランニング＆アドバイザリー作成 

 

事業型ファンドを例に取れば、2018年1月1日に施行された新しい規則の下で、健全な運営がなされ、トラブ

ルが根絶され、投資家の信頼が回復されることを前提に、仲介者がより積極的に取り組んでもよいのではな

いか。これまでの事業型ファンドの投資家の中には、株式や債券等の資本市場の他の投資案件のリスク・リ

ターン、または投資期間との比較の上で、アグリビジネスの案件に注目してまとまった金額の投資判断を行う

投資家も含まれていたものと考える。そのため、アグリビジネス関連事業者がまとまった金額を調達する有力

なツールになるポテンシャルはあると考えられる。 

アグリビジネス関連事業者にとっては、取引業者による投資対象事業の適格性の審査への対応やファンド

発行後の資金提供者に対する事業報告書・計算書類等の事業の状況等に関する情報提供を求められること

になる。しかし、自社の管理・運営体制を整えた上で、それらに対処する労力・時間・費用に見合う規模の金

額の調達が可能ならば、資金調達の機動性とコストの観点からも有力な資金調達ツールとしてその利用を検

討するのではないか。なお、少額投資型クラウドファンディングの年間の発行上限が1億円以下と定められて

いるが、事業者にとっては審査への対応と投資家に対する情報提供に係るコストや手間を考慮すると調達金

額との比較感から少額投資型の利用を躊躇することもあり得ると仄聞する。今回、事業型ファンドの枠組みが
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整備されたことを受けて、それらの“待機組”（アグリビジネス関連事業者も含まれると期待したい）の中にも事

業型ファンドによる資金調達に挑戦するものも現れる可能性が出てくるのではないか。 

またアグリビジネス関連事業者やグループ会社にとって、異業種の事業会社からの出資を受けることは有

力な資金調達の手段でもある。そのため、仲介者が日本全国のネットワークを活用し、有力企業をパートナー

として紹介し、事業アライアンスの機会を創出し、アグリビジネス関連事業者本体への出資や合弁会社への

共同出資に結びつけたり、そのような案件に、資本市場の投資家に声がけし、サイレントパートナーとしての

出資を求めることも期待されるであろう。 

更には、仲介者の海外ネットワーク情報を活用して、アグリビジネス関連事業者の輸出ビジネスを支援した

り、海外現地法人の設立や立上げ時の事業を支援する機会も増えてくるものと見込まれる。産業政策的な色

合いではなく、資本市場の視点を持つ利益追求型のファンドの設立等も仲介者に期待されるであろう。 

なお、今回は詳細には取りあげなかったが、アグリビジネスと資本市場を結びつける１つのツールとして「ア

グリ版REIT（不動産投資信託）」の組成も今後は検討されても良いのではないか。そもそもREITとは、多くの投

資家から集めた資金で、オフィスビル、商業施設、ホテル、ヘルスケア施設等の不動産をポートフォリオで購

入・所有し、その賃貸収入や売買益を税法上のメリットも活かしながら投資家に分配する投資信託である。今

後、農業の大規模化が進みアグリビジネスに絡んだ大規模な物流施設、メガ・ファーマーズマーケット的な施

設が登場すれば、それらの不動産物件を投資対象としたアグリ版REITの組成も期待できよう。 

更に、将来的に大規模で信用力の高いアグリビジネス関連事業者が育つ過程で、資本市場の投資家の判

断に役立つ「アグリ版格付」的な信用評価制度の出現も期待できるのではないだろうか。 
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9．おわりに 

ようやく日本の農業政策が「成長戦略」の１つとして世の中で認識され議論されるようになった今日、農業経

営の大規模化や競争力強化による輸出の促進を資金面から支えるためにも、時間はかかるかもしれないが、

アグリビジネス関連事業者は、将来に向けて、資本市場からの本格的な成長資金の導入の道を拓くことが求

められることになるであろう。 

本稿は、「アグリビジネス関連事業者」から見て、「資本市場はどのように目に映るのであろうか」という問題

意識と、「資本市場の投資家」から見て、「アグリビジネスはどのように目に映るのであろうか」という2つの問

題意識から出発し、「資本市場の視点」をベースに各種の考察を試みたものである。 

これらの考察内容が、アグリビジネス関連事業者にとり、今後どのような方策を講じれば補助金・助成金・

制度金融や政策的なファンドに加える形で、そのような成長資金の新たな調達先としての資本市場の活用を

図ることができるかについての議論を進める上での一助になれば幸甚である。  
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