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本刊行物は，農林水産政策研究所における研究成果をまとめたものですが，学

術的な審査を経たものではありません。研究内容の今後一層の充実を図るため，

読者各位から幅広くコメントをいただくことができれば幸いです。 
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まえがき

本資料は農林水産政策研究所の６次産業化に関する研究成果の一部を取りまとめたもの

である。

農林水産政策研究所においては，平成 23 年度から６次産業化に関する研究に本格的に

取り組んでおり，大きく２つの側面から研究を進めてきた。一つは６次産業化の取組につ

いて，関連する専門分野における先行研究を踏まえながら理論的に検討した上で，それを

踏まえて既に多様な展開が始まっている国内の動向を整理・分析し，今後の取組に向けて

の示唆を得ることである。もう一つは，EU における農村振興のリーダー的人材育成政策

をはじめとする我が国の６次産業化に類似した海外における政策の把握とその特徴の分析

である。後者については，すでにその成研究果を研究資料として『海外における農村イノ

ベーション政策と６次産業化』（2013 年 7 月），『農村イノベーションのための人材と組織

の育成：海外と日本の動き』（2014 年 12 月）を刊行した。本資料は，前者の成果を中心

に取りまとめたものである。

言うまでもなく６次産業化は，我が国の農林漁業の成長産業化を図るための重要なエン

ジンとなる取組であり，2011 年 3 月に施行された「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（通称「六次産業化・

地産池消法」）や関連予算の活用もあって全国で多様な取組が広がっている。本研究では

こうした６次産業化の取組が経済学，経営学，流通論，マーケティング論等関連する専門

分野の観点からどのように捉えられるのか，地域資源を活用するという６次産業化の特性

を踏まえて改めて整理することにより今後の６次産業化の展開方向を検討した。また，６

次産業化の取組を「事業の方向」，「顧客との接点」，「商品を供給する仕組み」の 3 つの

視点からタイプ分けするとともに，それぞれの特徴を整理した。その上で，提示されたタ

イプごとに実際の６次産業化の事例を当てはめて検証を行った。さらに，いわゆる地理的

表示法（「特定農林水産物等の名称の保護に関する法律」）の施行が 2015 年 6 月に予定さ

れていることも踏まえ，６次産業化の振興と密接に関連する地域ブランドの構築のあり方

について検討を行った。

総理大臣を本部長とする農林水産業・地域の活力創造本部が取りまとめた「農林水産業

・地域の活力創造プラン」（2014 年 6 月 24 日改訂）においては，「農林漁業主導の取組に

加え，企業のアイディア・ノウハウも活用した多様な事業者による地域資源を活用した地

域ぐるみの６次産業化を推進する」などにより，６次産業化の市場規模を 2020年までに 10
兆円に増加させることを目標としている。本資料が，この目標の実現に向けた今後の６次

産業化の推進を図るための政策や現場の取組の展開にあたって活用されれば幸いである。

最後に，調査に応じてくださった農業者，事業者，関係機関をはじめとして６次産業化

に関する研究及び本資料の作成にあたり御協力いただいた方々に対し，記して厚く感謝申

し上げたい。

2015年 1月
農林水産政策研究所

６次産業化チーム
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はじめに 

 

 わが国の農林水産業・農山漁村は，総じて，農林水産物価格の低迷等による所得の減少，

高齢化や過疎化の進展および耕作放棄地の増加等により厳しい状況に直面しており，その

再生・活性化が喫緊の課題となっている。 

 こうした状況の中，現在，わが国の農林水産政策においては，農林水産業の成長産業化

による地域経済の活性化（農林水産業・農山漁村における雇用と所得の増加等）を図るた

め，「攻めの農林水産業」の展開に向けた，さまざまな施策が進められている。その中で

６次産業化は，施策の柱の一つである「需要と供給をつなぐバリューチェーンの構築」に

おいて，農林水産物・食料の付加価値向上を図るための重要な取組として位置づけられて

いる。 

 その具体的な施策として，「六次産業化・地産地消法」の施行と総合化事業計画の認定

による取組推進のほか，プラットフォームとしての役割も期待される産業連携ネットワー

ク，農林漁業者が主体となった６次産業化の取組を資本と経営の両面から支援する仕組み

である農林漁業成長産業化ファンド等が特に重要なものとして位置づけられている。 

 本稿は，この６次産業化について，その意味内容等に係る理論的な整理を踏まえながら，

近年の主な施策の概要，統計資料からみた全国ベースでの取組の主な特徴，事業内容の特

徴等に応じたタイプ分けの視点と代表的取組事例の概観，地域ブランドの意義・役割等の

整理等を行い，６次産業化の取組の特徴等を総合的・体系的にとらえようとするものであ

る。 

 本稿においては，６次産業化の意味内容を基本的には次のようにとらえている。それは，

「農林漁業者が，自ら，または，２次産業事業者，３次産業事業者と連携して，農林水産

物・景観・文化等の地域資源に付加価値を付けながら消費者・実需者につながり，その収

益部分のより多くを農山漁村地域にもたらして所得と雇用を確保し，活力ある地域社会の

構築を図ろうとする取組」である。 

 こうした基本的認識のもと，本稿における主な考察内容を示すと下記のとおりである。 

 まず，６次産業化の基本的なとらえ方について，簡単な概念整理を行うとともに，その

特徴について，「高付加価値型農業」の視点や模式図的な観点から若干の補足的な検討を

行う。 

 次に，６次産業化に関連する主な概念等の整理を行い，これを通して，６次産業化の意

味内容等の豊富化を図る。 

 これに続いて，農林水産政策における６次産業化政策の位置づけと近年の主な施策の概

要を簡単に整理する。 

こうした点を踏まえた上で，６次産業化に係る理論的整理として，事業活動(段階)  の

「連結の仕方」，イノベーションを誘発しやすい仕組みとしての６次産業化，６次産業化

の特性を踏まえた流通システム等の観点から若干の検討を行う。６次産業化の取組は「情

－1－
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報・知識の交流・共有・蓄積」を軸としたイノベーションを誘発しやすい仕組みとしての

意義を有している点に注目する必要がある。 

この６次産業化の特徴を踏まえた流通システムのあり方にも関係し，６次産業化におけ

るバリューチェーンの構築において農業・農村側の所得向上を図るためには，地域資源の

優位性を高めることによって付加価値配分の中で農業・農村サイドが優位な位置を占める

ことが重要である。このため，６次産業化におけるバリューチェーンの構築が目指す方向

は，基本的には，農業サイドが主導的ないしその関与度合いを高めながら付加価値を形成

し消費者につながっていく「川上主導型バリューチェーン」であること等を検討する。こ

の中で，特に，日本の加工食品流通の特徴等と関連させて，加工食品卸等と連携した「中

間流通機能活用型」の６次産業化の推進の重要性について指摘する。 

 これらの考察に続き，６次産業化の取組について，その事業内容の特徴等を把握するた

めのタイプ分けの視点を提示するとともに，その代表的な先進事例の特徴と含意等を検討

する。本稿で取り上げたタイプ分けの視点は，「顧客との接点」（「流通チャネル活用タ

イプ」，「交流タイプ」），「顧客との接点に商品・サービスを供給する仕組み」（「多

角化タイプ」，「連携タイプ」）等である。また，既存統計により，「多角化タイプ」を

中心に，全国的規模の取組からみた特徴等についても概観する。 

 さらに，先の「川上主導型バリューチェーン」の形成にも関連し，農業・農村サイドの

競争力・優位性を高めるための手段としても有効な地域ブランドの構築について，ブラン

ドに係る基本的な概念整理等を踏まえながら考察を行う。 

 以上の検討を踏まえた上で，最後に，６次産業化のさらなる推進を図るために必要な視

点について，「バリューチェーンの構築とイノベーションの促進」と「面的な取組（地域

ぐるみの取組）の促進」の観点から若干の整理を行う。 

－2－
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第１章 ６次産業化の基本的なとらえ方 

 

１．６次産業化をとらえる際の基本的な視点 

 

 まずはじめに，６次産業化の基本的な意味内容について，農林水産省の各種資料で確認

することにする。 

 「食料・農業・農村基本計画」（2010 年３月）では，６次産業化について次のように記

述されている。「農業者による生産・加工・販売の一体化や，農業と第２次産業，第３次

産業の融合等により，農山漁村に由来する農林水産物，バイオマスや農山漁村の風景，そ

こに住む人の経験・知恵に至るあらゆる「資源」と，食品産業，観光業，IT 産業等の「産

業」とを結びつけ，地域ビジネスの展開と新たな業態の創出を促す農業・農村の６次産業

化を推進する。これらの取組により，新たな付加価値を地域内で創出し，雇用と所得を確

保するとともに，若者や子供も農山漁村に定住できる地域社会を構築する」。 

 また，「食料・農業・農村白書」（2012 年版）では，「１次産業としての農林漁業と２

次産業としての製造業，３次産業としての小売業等の事業との総合的かつ一体的な推進を

図り，地域資源を活用した新たな付加価値を生み出す取組」として６次産業化を定義して

いる。 

 これらのほか，６次産業化については，「１，２，３次産業の連携によるバリューチェ

ーンの構築を通じた農林水産物・食品の付加価値の向上」（1）や「農林漁業者が，加工や

販売にノウハウを持つ２次・３次産業の事業者との連携等を図りながら，生産・加工・流

通（販売）を一体化してバリューチェーンを構築する」（2）取組として表現されている。 

 本稿においても，６次産業化の基本的な意義や特徴等を上記のように認識した上で，農

林水産業・農山漁村の６次産業化を，「農林漁業者が，自ら，または，２次産業事業者，

３次産業事業者と連携して，農林水産物・景観・文化等の地域資源に付加価値を付けなが

ら消費者・実需者につながり，その収益部分のより多くを農山漁村地域にもたらして所得

と雇用を確保し，活力ある地域社会の構築を図ろうとする取組」としてとらえている。 

 ６次産業化のタイプ分けについては後述するが，ここで大切な点は，農業者自らが生産・

加工・販売等を一体的に行う「多角化タイプ」と，農業者と商工業者等の連携による農商

工連携的な取組である「連携タイプ」の双方を含むものとして６次産業化を広くとらえて

いる点である。 

 これに加えて，地域資源に付加価値を付けながら消費者・実需者につながっていく取組

である点が重要であり，６次産業化を，地域資源を活用した「高付加価値型農業」の一形

態としてとらえている。「高付加価値型農業」については，基本的には，高山敏広による

「通常の農産物の価値に，さらに土地用役・労働用役・資本財用役という新しい価値が付

与されて，より高い価値をもった農産物として消費者のところへ届けられる形の農業」（3）
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としてとらえることができる。このなかで高山は，価値が付与される過程等に着目した「高

付加価値型農業」の分類を行っている。すなわち，まず，価値付与が行われる過程を「生

産分野」と「流通分野」に大別した後，前者を①「特産型」と②「加工型」に，後者を③

「観光型」と④「産直型」に分類し，さらに①から④をそれぞれ２タイプずつに細分類し

た８類型を提示している（4）。高山の分類は，多角的な側面から「高付加価値型農業」を

検討したものとして評価することができるが，本稿では，価値が付与される段階等をより

集約化し，さしあたり「高付加価値型農業」を基本的には次の３類型（「付加価値形成」

における特徴）を考えている。第一に，慣行農法とは異なる有機栽培等により農産物の生

産過程で付加価値を付ける「圃場段階での付加価値形成」型，第二に，農産物の加工・調

理メニュー化等の農産物の収穫後の過程で付加価値を付ける「加工段階での付加価値形成」

型，第三に，ファームパーク・観光農園等での体験メニューやサービス提供等により経験

価値・体験価値等の付加価値を付ける「交流・体験段階での付加価値形成」型である。こ

のように分類した上で，「高付加価値型農業」の観点からみた６次産業化は，主として収

穫後の２次，３次事業的な活動を組み合わせた「加工段階での付加価値形成」と「交流・

体験段階での付加価値形成」等を行いながら消費者・実需者につながり価値実現を図ろう

とする取組としてとらえることができる。 

 

２．６次産業化の取組内容の要点－模式図的な検討－ 

 

 上記の基本認識を踏まえた上で，６次産業化の取組の特徴等を別の観点から模式図的に

示したものが第 1-1 図である。 

 

 

第 1-1 図  ６次産業化の取組の概念図 
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 この図をもとに６次産業化の取組内容の要点を示すと，６次産業化は，農林漁業者が，

自ら，または，２次産業事業者，３次産業事業者と連携して，（図の上段の右側から左側

への流れの中で）①顧客ニーズに関する情報・知識を収集・分析し，② ニーズと農林水産

物・自然・景観・文化等の地域資源（シーズ）を結びつけ，③顧客価値（顧客が必要とす

る機能・便益・付加価値）となるよう地域資源を活用したモノ・サービスを特定・設計す

る。そして（図の下段の左側から右側への流れの中で），④その生産・加工・流通に係る

関係者間における「情報・知識の交流・共有・蓄積」や各段階の調整・すり合わせ等を行

いながら，⑤顧客価値を付与した地域資源（モノ・サービス）を供給して顧客（消費者・

実需者）とつながり，⑥顧客価値の最大化と利益の同時発生をもたらすバリューチェーン

の構築を図る取組としてとらえることができる。 

 こうした６次産業化のとらえ方に関連して，顧客価値，バリューチェーンおよび「情報・

知識の交流・共有・蓄積」について，簡単な補足的説明を加えると下記のとおりである。 

 まず，顧客価値については，顧客（消費者・実需者）が必要とする「機能・便益・付加

価値」を意味するものとし，「機能的価値」と「感性的価値」（意味的価値）から構成さ

れる幅広い概念としてとらえている。このうち，「機能的価値」は，基本的には製品の機

能・性能等の属性から得られる価値であり，「感性的価値」は，その物語性，ブランド，

経験等から得られる価値であり，「意味的価値」や「経験的価値」等とも呼ばれる
(5)
。 

 なお，６次産業化におけるバリューチェーンの特徴や「情報・知識の交流・共有・蓄積」

の意義等について詳しくは後述するので，ここではごく簡単に，６次産業化においてこれ

らを考える際の基本的視点について触れておく。 

 周知のようにバリューチェーンという概念は，M.ポーターがその著書『競争優位の戦略』

（6）の中で用いたものであり，企業の事業活動を個々の活動（価値活動）に分解し，その

連結関係に着目しながら競争優位の源泉を探るための分析枠組みとして提示したものであ

る。そして，この概念を企業内にとどまらず，企業間の連鎖的な連結関係にまで拡張した

のが「価値システム」であり，６次産業化におけるバリューチェーンの範囲は，企業内だ

けでなく企業間（「価値システム」）を含めた連鎖的な事業活動の全体的な連結の仕組み

である。本稿では，バリューチェーンを「競争優位の源泉を探るための分析枠組み」では

なく，「商品の生産・加工・流通等の連鎖的な事業活動（段階）において付加価値（顧客

価値）を形成し，それを価値提案しながら最終消費者へつないでいく仕組み」としてとら

えている。それは，６次産業化における地域資源の顧客価値化とその価値提案を通して農

業・農村サイドと消費者とをつなげていくプロセスを重視するためである。 

 こうしたバリューチェーンの考え方を後述する流通システムの視点からみるならば，６

次産業化が目指すバリューチェーンの意味内容については次のようにとらえることができ

る。詳しくは後述するが，６次産業化におけるバリューチェーンの構築において，農業・

農村側の所得向上を図るためには，地域資源の優位性を高めることによって付加価値配分

の中で農業・農村サイドが優位な位置を占めることが必要である。このため，６次産業化
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におけるバリューチェーンの構築が目指す方向は，基本的には，農業サイドが主導的ない

しその関与度合いを高めながら付加価値を形成し消費者につながっていく「川上主導型バ

リューチェーン」としてとらえることができる。なお本稿では，バリューチェーンを広義

のサプライチェーンを構成するものとして位置づけている（7）。 

 最後に「情報・知識の交流・共有・蓄積」の意義について簡単に触れておく。重要な点

は，６次産業化の取組において統合・連携が進むことにより，関係者間における「情報・

知識の交流・共有・蓄積」が進みやすくなり，このことは，イノベーションの誘発をもた

らす基盤としての役割等も有しているという点である。後述するように，商品の生産・加

工・流通に係る一連の事業活動（段階）や企業間の「連結の仕方」は，基本的には，市場，

統合とその中間形態である連携の３つに分けることができる。本稿では，統合を単一主体

による「垂直的多角化」（６次産業化の「多角化タイプ」）を意味するものとして，また

連携については，複数の主体による連鎖型分業における「相互補完的な経営資源の依存」

関係を特徴とする中間組織（６次産業化の「連携タイプ」）としてとらえている。市場を

介した取引関係の場合，一般に，顧客ニーズやシーズ（地域資源）等に関する「情報・知

識」は各段階で分断されがちであるが，統合・連携の場合，組織内や関係者間においてこ

れらの「情報・知識の交流・共有・蓄積」が行われやすくなるといえる。 

                                 （小林 茂典） 

 

注 

（1）農林水産省「６次産業化等の推進，輸出促進をはじめとする国内外の需要拡大等」、2013 年 10 月。 

（2）農林水産省「「攻めの農林水産業」の実現に向けた新たな政策の概要」（第２版）2014 年８月。 

（3）高山（1988），66 ページ。 

（4）高山の８類型は，生産・特産型を①ブランド品生産型，②特殊生産型に，生産・加工型を③保蔵型，④加工型に，

流通・観光型を⑤採取型，⑥料理提供型に，流通・産直型を⑦交流型，⑧食材提供型に，それぞれ分類するもの

である（高山（1988），67～73 ページ） 

（5）「顧客価値」のとらえ方については，たとえば，青木（2011），延岡（2011）等を参照。 

（6）ポーター（1985） 

（7） 本稿では，広義のサプライチェーンを狭義のサプライチェーンとバリューチェーンという性格が異なる２つの

チェーンから構成されるものと考える。広義のサプライチェーンは「商品・サービスを顧客に提供するための原

材料調達から生産・加工・流通に至る一連の事業活動（段階）の流れや仕組み」を示す広い概念であり，狭義の

サプライチェーンは，たとえば「生産から販売に至る円滑なモノの流れを首尾一貫して作り上げるための統合化

されたロジスティクス・システム」（矢作（1994））としてとらえるもので，仕組み全体の「効率性」の向上に

重点をおくものである。 

    斎藤修は，競争力の強化を図るためには，「効率性」の追求を重視するサプライチェーンと，「価値提案」

や「利益の配分」等に着目するバリューチェーンの統合（融合型チェーンの構築）が必要であると指摘している

（斎藤 2011）（同 2012）。 
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第２章 ６次産業化に関連する主な概念等の整理 

 

 ６次産業化は幅広い内容を持つ概念である。農業･農村サイドにおいては，この６次産

業化という名称が登場する以前から，これに類するさまざまな活動が実践されてきた。ま

た，政策や研究等の場においてもさまざまな名称で，６次産業化やこれに関連する概念が

提示されてきた。 

この６次産業化および関連する概念について，より広い観点から基本的な共通点をみる

ならば次のような概略を示すことができよう。それは，①農業を単体でとらえるのではな

く，製造業や卸・小売業，飲食サービス業，観光業等と連携・統合させた「複合体」とし

て把握し，②この「複合体」の形成ないし各事業活動の「連結の仕方」等に着目しながら，

③農業をベースとする「複合体」づくりがもたらす，付加価値の形成，競争力の向上，所

得と雇用の増大等による地域活性化を重視する，ということである。 

 以下，６次産業化に関連する概念として，1980 年代後半以降に提示されたものの中か

ら，その代表的なものとして，「農業の６次産業化」，「農村複合化」，「農村マーケッ

ト化」，「地域内発型アグリビジネス」，「農商工連携」および「食料産業クラスター」

をとりあげ，その主要点や特徴等を簡単に示すことにする。 

 

１．「農業の６次産業化」（１次産業×２次産業×３次産業＝６次産業） 

 ６次産業化の概念及びその名称の普及において，今村奈良臣の果たした役割は大きい。

今村は，「農業の６次産業化」を「農業が１次産業のみにとどまるのではなく，２次産業（農

産物の加工・食品製造）や３次産業（卸・小売，情報サービス，観光など）にまで踏み込

むことで農村に新たな価値を呼び込み，お年寄りや女性にも新たな就業機会を自ら創り出

す事業と活動」（１）と定義している。 

 これは農業（１次産業）をベースとした地域活性化方策の一つとして提案されたもので

あり，１次産業，２次産業，３次産業の「単なる寄せ集め（足し算）」ではなく，１次産

業がゼロになると全体もゼロになるという「１次，２次，３次産業の有機的・総合的結合

（掛け算）」の理念を込めて「１次産業×２次産業×３次産業＝６次産業」と名称化した

ものである。 

 基本的には，上記の定義から，農業生産者が農業生産だけでなく，その加工・販売等も

事業活動として組み入れ，生産・加工・販売等を一体的に行う「多角化タイプ」を意味す

るものとしてとらえられることが多い。しかし，今村自身が農商工連携について，「農商

工連携とは，私がかねてより提唱してきた「農業の６次産業化」を立法措置により政策的

に支援しようという，いわば官庁版の６次産業推進方策である。」（２）との認識を示してい

ることから，「多角化タイプ」に軸足を置きつつも「連携タイプ」を含めた幅広い概念と

してとらえることも可能である。 

 この「農業の６次産業化」の考え方の提起については，農業を生産事業活動だけではな
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く，加工・販売等の事業活動と連動させながら付加価値を形成する総合的な事業活動とし

てとらえ，その価値実現過程に農業サイドが主体的に関与して所得と雇用の拡大を図る地

域活性化方策の重要性を示すとともに，それを「６次産業化」という名称で１次・２次・

３次の事業活動の連結を表現したものとして大きな意義があるといえる。 

 

２．「農村複合化」（「複合的な村づくり」） 

 「地域産業おこし」（地域産業振興）を通じた地域活性化方策の一つとして，全国農業

協同組合中央会の研究会での検討等を経て，高橋正郎を中心に概念化されたのが「農村複

合化」である。 

 高橋は「農村複合化」を次のように定義している。農村複合化とは「二種以上の産業部

門，すなわち農林業である第一次産業と，農産加工や誘致工場などの第二次産業，観光な

どの第三次産業とが地域内で結びつき，地域を単位にまとまりを持った連合体をつくるこ

と」であり，「農林業を核とし，地域内の他産業と密接な連携を持った農村地域の産業複

合体（産業コンプレックス）を構成していこうとすること」である（３）。 

 また，「農村複合化」は，「農林業生産を軸として，第二次・第三次産業との連携をと

りながら農村という地域を単位に産業複合体をつくることであるといえるが，その路線に

は，一つには，農家・農業団体が第二次産業部門をおこし，それを取り込んでいくことと，

その二つは地域内の既存の第二次・第三次産業部門の担い手と積極的な連携をとっていこ

うとすること」（４）があるとしている。 

 これらの点を踏まえるならば，「農村複合化」は，基本的には農商工連携的な「連携タ

イプ」に軸足を置きつつ「多角化タイプ」も含む，農業をベースとする「地域産業おこし」

の概念であり，２次・３次部門と連動させた付加価値形成と就業の場の拡大等を図ろうと

するものとしてとらえることができる。この加工・販売等を連結させて「農業の守備範囲

を拡大」させてとらえる視点は，上記の今村の「農業の６次産業化」と重なる面が多いと

いえる。こうした点に加えて「農村複合化」において重要なのは，加工・販売等を契機に

「農村地域内で創り出そうとする産業間の，あるいは，生産，加工，流通，消費にいたる

各主体間の新しい結合関係，すなわち，農村地域内の複合関係」（５）を重視する視点が示さ

れていることであり，この点は，農業・食品産業における主体間関係に着目しながら農と

食を体系的とらえようとするフードシステム的視点につながっていくものといえる。さら

に，「農村複合化」では，農業生産と加工・販売事業等を連結させた「地域産業おこし」

を，「農村地域のトータルな振興」や「地域農業を単位としたマネジメント」の中に位置

づけ（６），「地域マネジメント」の視点からこれらの取組をとらえることの重要性が提起さ

れている（７）。 

 

３．「農村マーケット化」 

 地域産業形成・地域活性化方策として，上記「農村複合化」が，基本的には，１次・２

次・３次の事業者による「連合体」の形成，すなわち「連携タイプ」を軸とした事業体制
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の構築を重視しているのに対し，農業サイドからの「多角化タイプ」による事業展開に着

目する概念が，長谷山俊郎の「農村マーケット化」であり，次のような意味内容となって

いる。 

 「農村マーケット化は，ひとつの事業体が農村の場を有効に活用して，生産も，加工も，

販売（レストランも含む）も行い，かつそれらを通して農村の人たちの心をも提供する事

業活動である。それは，総合的な事業活動であり，農村地域産業の新たな構築活動でもあ

る。」（８） 

 このように，「農村マーケット化」は，基本的には，農業・農村サイドの単一の主体（事

業体）が，農業生産に加えて，加工，販売等を一体的に行う「多角化タイプ」の取組によ

って「農村地域産業」の構築を図ろうとするものである。また，「農村マーケット化」は，

「農村の場」に消費者を呼び入れて交流等を通して農産物･加工品・調理メニュー等の提供

を行うことを重視した概念であり，後述する６次産業化のタイプ分けのうち，「交流タイ

プ」による農業･農村を核とした地域産業形成・地域活性化の取組を示したものである。こ

のため，長谷山は，「農村マーケット化」の概念提起の中で，農村地域に消費者を呼び入

れる「集客力」の向上に必要な要素（デザイン，アミューズメント性等）などについてさ

まざまな検討を行っている。 

 

４．「地域内発型アグリビジネス」 

 斎藤修は，６次産業化等の取組による地域活性化について，主としてフードシステム的

視点から，主体間関係，サプライチェーン，バリューチェーン，イノベーション，関係性

マーケティング，地域ブランド，プラットフォーム等の理論的考察を踏まえた体系的な検

討を行っている。 

 その中で，６次産業化を考える際のベースとなる概念が「地域内発型アグリビジネス」

であり，次のような意味内容のものとして示されている。 

 「現在，農村に求められているものは地域内発型のアグリビジネスであり，高齢者･女性

を含めた雇用創出と自然･景観・文化まで含んだ地域資源の活用によって地域の所得形成を

最大限，持続的にはかることである。このアグリビジネスは経営体として生産を基礎にお

いたフードチェーンを地域資源の活用をはかりながら構築し，消費者交流やその組織化の

ためにアメニティ空間の形成と利用秩序の形成にまで発展させる経営戦略を課題とする。

また，その組織的特質は生産－加工－販売のチェーンを統合化によって内部化し，加工・

販売部門での利益を調整して，再生産しにくくなった生産部門への再配分をはかりながら，

流通合理化と高付加価値化が連動したシステムにある。さらに，このアグリビジネスは，

生産のみでは限界となる U ターン，I ターン，新規参入者の「受け皿」としての役割も担っ

ており，システムの中で高齢者を含めた多様な役割分担が可能であり，事業領域の拡大に

よって多様な就業の場が確保される。」（９） 

 また，この場合の「地域内発型の条件は，①地域の高齢者も含めた労働力，人材の活用，

②原料の地域内からの調達割合が高く，地域資源が有効に活用されていること，③担い手
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として地域の中小資本，第三セクター，農協，農業生産法人のみならず，任意組合，個人

も含まれ，④いずれも生産に基礎をおいていること，などである。」としている（10）。 

 さらに，「地域内発型アグリビジネス」の基本的な戦略は「加工場，直売所，レストラ

ンの集積で経済拠点を形成し，これにアメニティ空間として農業公園，市民農園，交流施

設などを結合させることである。」（11）とし，「消費者の交流を媒介とした需要創造」等も

見据えた事業展開の方向性を示すとともに，消費者により近づくための「流通チャネル」

構築のあり方等についても言及している（こうした斎藤の考え方は，その後，バリューチ

ェーン，サプライチェーンおよびその融合等の視点からより詳しく検討される）。 

 これらに加えて重要な点は，「地域内発型アグリビジネス」の「担い手は完結した経営

体としてだけではなく，経営間の多様な連結構造をとった中間組織としてのネットワーク

を形成している。」（12）としており，農業サイドの主体による「多角化タイプ」（統合）の

事業活動だけでなく，多様な関係主体が結びつく「連携タイプ」による事業展開も含む広

い概念としてとらえていることである。また，連携・提携におけるネットワーク（中間組

織）の性格について，その連結度合いの強弱等に応じた区分（「連合型」，「融合型」等）

による違いに着目する必要性も示されている。 

 斎藤は，「地域内発型アグリビジネス」の形成について，これによる所得と雇用の増大

を図ることの重要性と意義を認めつつも，基本的には個別経営的性格が強く，地域全体へ

の波及効果の点では十分ではないケースが多いとしている。このため，農と食をベースと

する産業形成において，地域への波及効果をより高めるためには，この「地域内発型アグ

リビジネス」について，農と食に係る関連企業の地域への集積と「連携の深化（戦略的提

携等）」等を進めてイノベーションを誘発しやすい仕組みを構築し，食料産業クラスター

の形成へつなげていくことが重要であるとしている。 

 

５．「農商工連携」 

 「農商工連携」は，農業者と商工業者等とが連携し，お互いの経営資源を組み合わせて，

地域資源を活用した新商品の開発や販路開拓等を行い，経営力の向上と雇用・就業機会の

拡大等を図ろうとする取組である。 

 この「農商工連携」の推進に向けて，農林水産省と経済産業省が共同して支援する仕組

みの一つとして，「農商工等連携促進法」（中小企業者と農林漁業者との連携による事業

活動の促進に関する法律）が 2008 年７月に施行され，中小企業者と農林漁業者が共同し

て作成する「農商工等連携事業計画」の認定等に基づく新商品開発・販路開拓等の各種支

援等が進められることとなる。 

 同法の「農商工連携」の定義は，「中小企業の経営の向上および農林漁業経営の改善を

図るため，中小企業者と農林漁業者とが有機的に連携し，それぞれの経営資源を有効に活

用して，新商品の開発，生産若しくは需要の開拓又は新役務の開発，提供若しくは需要の

開拓を行うもの」である。また，この場合の「有機的な連携」とは，「中小企業者と農林

漁業者のそれぞれが，相手方は保有していないが自らは保有する経営資源を互いに持ち寄
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り，連携事業期間を通じて，両者いずれもが主体的な参画をし，当該連携事業に係る費用，

利益及び損失を分担，分配する形で当該事業を遂行していくための事業体制が担保されて

いること」である（「農商工等連携事業の促進に関する基本方針」より）。 

 この認定事業計画による「農商工連携」の取組状況を整理･分析した櫻井清一，室屋有

宏は，連携の組み合わせとして，基本的には「農工連携」による取組が多く，「商」を含

めた連携形態は少ないことを指摘している（13）。 

 このことにも関連して，斎藤修は「農商工連携」の取組について，「単発的な製品開発」

が中心であり，「連携とはいっても食品･関連企業と農業との関係は原料調達という取引

関係にすぎない場合が多い」とみている。このため，「連携」という視点からは「製品開

発だけでなく，情報の共有化や経営資源の依存関係のもとで，食品・関連企業から農業サ

イドへの技術やノウハウの移転，資本の出資関係の形成による経営体の育成も課題とすべ

き」であるとする（14）。 

 

６．「食料産業クラスター」 

 産業「クラスター」はさまざまな要素を含む概念であるが，簡潔な定義としてポーター

は次のように示している。「クラスターとは，ある特定の分野に属し，相互に関連した，

企業と機関からなる地理的に近接した集団である。」（15）。また，クラスター形成がもた

らす「競争優位」の基本的内容として，①「クラスター」を構成する企業や産業の生産性

の向上，②その企業や産業がイノベーションを進める能力の強化，③イノベーションを支

え「クラスター」を拡大するような新規事業の形成，の３点をあげている（16）。 

 産業「クラスター」については，基本的には，関連産業・企業の地域への集積と，これ

らの企業や産官学の連携の強化等による情報・知識・技術の集積等を進め，イノベーショ

ンの誘発と競争力の向上等を図るものとしてとらえることができる。 

 農林水産省では，農業と食品産業（製造業，流通業，外食産業等）を「食料産業」とし

て一体的にとらえ，「食料産業クラスター」の形成促進を図る事業を 2005 年に開始した。

「食料産業クラスター」については，たとえば「コーディネーターが中心となり，地域の

食材，人材，技術その他の資源を有効に結びつけ，新たな製品，販路，地域ブランド等を

創出することを目的とした集団」（総合食料局資料（2006 年 11 月））として把握すると

ともに，その事業推進の「モデル地区」の選定においては，①産官学の連携体制が構築さ

れていること，②食品産業と農業が連携し，新製品の開発，新たなサービスの提供等を通

じた関連産業の集積による地域経済の活性化に貢献することが見込まれること，等が重視

されている。 

 「食料産業クラスター」については，基本的には，地域農業および地域産業の競争力の

強化に向けて，農業をベースとした「食料産業」の地域への集積を進め，これによる関係

者間での「情報・知識の交流・共有・蓄積」等を基礎とするイノベーションを誘発させな

がら地域の活性化を図ろうとする重要な取組としてとらえることができる。 

 前述したように斎藤修は，地域への波及効果をより大きくした地域活性化を図るために
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は，農と食に係る関連企業の集積と「連携の深化（戦略的提携）」等を進めてイノベーシ

ョンを誘発しやすい仕組みを構築し，食料産業クラスターの形成へつなげていくことの必

要性を早くから提起してきた。斎藤は，この「食料産業クラスター」の形成やイノベーシ

ョンの促進等においてプラットフォームの構築を重視する（17）。プラットフォームについ

てはさまざまなとらえ方があるが，「食料産業クラスター」等と関連させた斎藤の提起す

るプラットフォームは，たとえば「地域の自治体や JA，食品事業者，生産者，研究機関

等が相互にネットワークをつくり，知識の共有化から地域の価値を創造するための戦略を

つくる「場」」であり，そこでは「知識の蓄積と共有化」をベースに価値提案や事業戦略

の組み立て等へと連動させていく役割が期待されている。また，このプラットフォームづ

くりは，「食料産業クラスター」の形成やイノベーションの促進等を図るための「場」と

して重要であるだけでなく，地方自治体等の参画を踏まえることによって「地域マネジメ

ント」機能の担い手としての役割も期待されており，「フードチェーンと地域再生の結節」

として位置づけられている。こうした基本的認識を背景として斎藤は，「地域再生にとっ

て最も効果的であるのは，６次産業を指向する経営体が地域に集積して食料産業クラスタ

ーを形成して所得と雇用の拡大」を図ることであるとしている（18）。 

（小林茂典，宮本一良，山路裕） 

 

注 

（１）今村奈良臣（1998），１ページ。 

（２）今村奈良臣（2009），３ページ。 

（３）全国農業協同組合中央会編，高橋正郎・板倉勝孝監修（1985），12 ページ。なお，高橋は，「農村複合化」の内

容を「複合的な村づくり」という名称で呼ぶこともある。『農業の経営と地域マネジメント』2002 年では，「農

村複合化」を「複合的な村づくり」としてとらえることを原著に加筆して示している。しかし，本稿では最初に

提起された名称である「農村概念化」を用語として使用する。 

（４）同上，17 ページ。 

（５）全国農業協同組合中央会編，高橋正郎監修（1985 年）13 ページ。 

（６）前掲 3，151 ページ。 

（７）このほか，基本的には「農村複合化」と同じように，農業（１次産業）をベースとして，２次産業，３次産業の

連携（連携タイプ）を軸とした地域産業の形成・地域活性化等を示す概念として，竹中久仁雄ら（1995）の「地

域経済複合化（農・工・商複合体）」，橋本卓爾ら（2005）の「地域産業複合体」等がある。 

（８）長谷山俊郎（1998），130 ページ。長谷山は，「農村マーケット化」を含む概念として「新フードシステム」と

いう概念も提唱している。「新フードシステム」とは，「ひとつの事業主体が，ニーズを踏まえ，生産，加工，

販売，交流，飲食，サービス，流通などの各事業を，一定のコンセプトの下に一貫性を持って総合的に行う」も

のであり，基本的には，農業サイドによる食品産業分野への進出を意味している。「新フードシステム」の考え

方等については，長谷山俊郎『おもしろ「農」経営教本』，明日の農業を考える会「21」，2001 年を参照。な

お，長谷山の概念について，本稿では，「新フードシステム」ではなく，その特徴がより表れている「農村マー

ケット化」という名称を使用する。  
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（９）斎藤修（1996），41 ページ。 

（10）同上，42 ページ。 

（11）同上，49 ページ。 

（12）同上，43 ページ。 

（13）櫻井清一（2011），室屋有宏（2013），室屋有宏（2011）。 

（14）斎藤修（2011），49 ページ。 

（15）ポーター（1999），邦訳 70 ページ。 

（16）同上，邦訳 86 ページ。 

（17）たとえば，斎藤修監修（2014）を参照。また，食料産業クラスターの特徴等については，森島輝也（2012）も

参照。 

（18）ここで引用したプラットフォーム等に関する斎藤の考え方等については，斎藤修（同上）および流通研究所

（2014）を参照。また，このプラットフォームとも関係し，製品開発チーム・プロジェクトとして作られる

のがコンソーシアムである。 
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第３章 ６次産業化政策の概要 

 

１．農林水産政策における６次産業化政策の位置づけ 

 

わが国の農林水産業・農山漁村は，総じて，農林水産物価格の低迷等による所得の減少，

高齢化や過疎化の進展および耕作放棄地の増加等により厳しい状況に直面しており，その

再生・活性化が喫緊の課題となっている。 

 こうした状況の中，現在，わが国の農林水産政策においては，農林水産業の成長産業化

による地域経済の活性化（農林水産業・農山漁村における雇用と所得の増加等）を図るた

め，「攻めの農林水産業」の展開に向けた，さまざまな施策が進められている。その具体

的な中身については，総理大臣を本部長として内閣に設置された「農林水産業・地域の活

力創造本部」（2013 年５月設置），農林水産大臣を本部長として農林水産省内に設置され

た「攻めの農林水産業推進本部」（2013 年１月設置）等において検討されている。 

 これは，基本的には，農林水産業を産業として強くしていく産業政策と，環境保全を含

め農林水産業の多面的機能の発揮等を図る地域政策を車の両輪として「攻めの農林水産業」

の展開を図ろうとするものであり，2013 年 12 月に「農林水産業・地域の活力創造プラン」

としてとりまとめが行われ，2014 年６月に改訂された。 

 このプランは，①「需要フロンティアの拡大」（国内外の需要拡大），②「バリューチ

ェーンの構築」（農林水産物の付加価値の向上），③「生産現場の強化」，「多面的機能

の維持・発揮」を４つの柱とし，これにより農林水産業を産業として成長させていくとと

もに，地域の活性化を図ろうとするものである（第 3-1 図）。 

 このうち，「需要フロンティアの拡大」は，輸出促進等を含む「FBI 戦略」（①世界の料

理界での日本食材の活用推進（Made FROM Japan），②日本の「食文化・食産業」の海外展

開（Made BY Japan），③日本の農林水産物・食品の輸出（Made IN Japan））による海外の

需要拡大や，和食・和の文化の国内外への発信および学校給食における国産農林水産物の

利用促進等による新たな需要拡大を図ろうとするものである。「生産現場の強化」は，担

い手への農地集積（農地中間管理機構による農地の集積・集約化）や経営所得安定対策・

米の生産調整の見直し等を中心的内容としている。また，「多面的機能の維持・発揮」は，

地域の共同活動や営農活動等に対して支援する「日本型直接支払制度」の創設等を含むも

のである。 

 これらに加え，６次産業化については，「需要と供給をつなぐバリューチェーンの構築」

において，農林水産物・食品の付加価値向上を図るための重要な取組の一つとして位置づ

けられている。そして，後述する農林漁業成長産業化ファンドの本格展開や農林漁業者と

多様な事業者との連携等も図ることによって，６次産業化の市場規模を現在の約１兆円か

ら 2020 年までに約 10 兆円に拡大させることを目標の一つに掲げている。 
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第 3-1 図 農林水産業・地域の活力創造プランの概要 

 資料：農林水産省「「攻めの農林水産業」の実現に向けた新たな政策の概要」（第２版）2014 年８月より抜粋． 

 

（小林 茂典） 

 

 

２． ６次産業化に係る近年の主な施策の概要 

 

 ６次産業化の推進については，各種のソフト・ハード整備事業をはじめ，さまざまな施

策が行われている。その中で，ここでは，近年実施されている施策を中心に，その概要を

みることにする。 
 

（1） 「六次産業化・地産地消法」の施行と総合化事業計画 

 
１） 六次産業化・地産地消法 

 ６次産業化を推進するための法律として，2011 年 3 月に「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」（通称「六次産

業化・地産地消法」，以下通称を用いる）が施行された（1）。 
 「六次産業化・地産地消法」の目的は，地域資源を活用した「農林漁業者等による事業

の多角化及び高度化，新たな事業の創出等に関する施策並びに地域の農林水産物の利用の

促進に関する施策を総合的に推進することにより，農林漁業等の振興，農山漁村その他の
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地域の活性化及び消費者の利益の増進を図るとともに，食料自給率の向上及び環境への負

荷の少ない社会の構築に寄与すること」（同法第一章より抜粋）である。６次産業化への取

り組みを通じて，地域資源を活用しながら，農林漁業者等自らが新事業の創出等に取り組

み，農林漁業等の振興を図ることが期待されている（2）。 
 同法による６次産業化の推進は，法の第二章に定める総合化事業計画の認定を中心とし

て行われる。 
 

２） 総合化事業計画 

 総合化事業計画は，「農林漁業者等が，農林水産物及び副産物（バイオマス等）の生産及

びその加工又は販売を一体的に行う事業活動に関する計画」（3）であり，農林水産大臣が認

定する。 
 認定要件（4）は，第 1 に事業主体に関しては，農林漁業者等が行うものであることとされ

ている。農林漁業者個人や法人のほか，集落営農組織や農業協同組合等も事業主体となる

ことが可能である。また，こうした農業サイドの主体のみでの６次産業化だけでなく，事

業主体の取組を支援する 2 次・3 次産業の事業者も「促進事業者」として計画に位置づける

ことが可能であり，他産業の主体と連携した６次産業化の支援も含んでいる。第 2 に事業

内容に関しては，①自らの生産等に係る農林水産物等をその不可欠な原材料として用いる

新商品の開発，生産又は需要の開拓，②自らの生産等に係る農林水産物等の新たな販売の

方式の導入又は販売方式の改善，③上記に必要な生産等の方式の改善，のいずれかを行う

ことである。第 3 に次の点で経営改善が図られることが必要とされる。①計画期間が 5 年

間の場合，農林水産物等及びこれを原材料とする新商品の売上高の合計が，5 年間で 5％以

上増加すること（対象商品の指標），②農林漁業及び関連事業の所得が，事業開始から終了

時までに向上し，最終年度は黒字となること（事業主体の指標），の両者を満たすことであ

る。第 4 に計画期間は 5 年以内（3～5 年が望ましい）とされる。 
 

３） 総合化事業計画の認定を受けることの意義 

 総合化事業計画の認定を受けた事業者には，施設整備等のハード事業，新商品開発等の

ソフト事業をはじめ，経営の発展段階に応じた多様な支援が展開されている。 
主として次のような支援を受けることが可能となる（5）（いずれも別途審査等を要する）。

第 1 に各種法律の特例措置として，例えば，農業改良資金融通法等の特例措置による償還

期限及び措置期間の延長等，野菜生産出荷安定法の特例措置として産地リレーによる野菜

の契約取引の交付金対象産地を拡大する等の措置が行われる。第 2 に融資に関しては，農

業者向け無利子融資資金（農業改良資金）の貸付が可能となる。第 3 に補助については，

総合化事業計画の認定を要件に含む事業として，新商品開発，販路開拓等に対する補助率

が，通常 1/2 であるものが 2/3 にかさ上げされるもの，また新たな加工・販売等に取り組む

場合に必要な施設整備に対して1/2補助が受けられるもの等がある。第4に出資に関しては，

後述する農林漁業成長化ファンドが新たに設けられた。それ以外にも６次産業化に関する
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アドバイスを行う民間の専門家である６次産業化プランナー等（後述）による支援を受け

ることができる。 
  

４） 総合化事業計画の認定状況 

農林水産省によると，総合化事業計画は 2014 年 12 月 5 日までに全国で 1,982 件認定さ

れた（6）。都道府県別では，多い順に，北海道 111 件，兵庫県 93 件，長野県 89 件，宮崎県

75 件，熊本県 74件である。計画の対象となっている農林水産物は，多い順に野菜が 31.8％，

果樹が 18.8％，米が 11.6％，畜産物が 11.5％，水産物が 5.4％であり，野菜と果樹で全体

のおよそ半分を占める（第 3-1 表）。また，事業内容は，「加工・直売」の実施割合が全体の

68.3％と圧倒的に高い（第 3-2 表）。次いで「加工」のみが 20.9％，「加工・直売・レスト

ラン」が 6.2％と，加工を含む事業計画が 9 割以上を占めている。加工が行いやすい，ある

いは加工による差別化が図りやすい野菜や果樹を対象として，６次産業化に取り組む主体

が多いものと推察される。 
 

第 3-1 表 総合事業計画の対象農林水産物の割合（上位 7項目） 

（％）

野菜 31.8

果樹 18.8

米 11.6

畜産物 11.5

水産物 5.4

豆類 4.8

林産物 4.2
 

資料：農林水産省資料より作成． 

 注(1) 複数の農林水産物を対象としている場合は全てをカウント． 

注(2） 2014 年 12 月 5 日時点の値． 
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第 3-2 表 総合化事業計画の事業内容の割合 

（％）

加工 20.9

直売 2.6

輸出 0.4

レストラン 0.1

加工・直売 68.3

加工・直売・レストラン 6.2

加工・直売・輸出 1.6
 

資料：農林水産省資料より作成． 

注．2014 年 12 月 5 日時点の値． 

（小柴 有理江） 
 
（２）６次産業化プランナー制度 

 
１） ６次産業化プランナー 

６次産業化プランナーとは，サポートセンター等に登録，派遣される中小企業診断士等

の民間の専門家である。６次産業化に取り組む農林漁業者のニーズに応じて，加工，販路

開拓，衛生管理，経営改善，輸出，異業種連携などの多様な分野についてのアドバイスや

総合化事業計画の作成支援を行う。2011～2012 年度までは国の委託事業として，県段階に

６次産業化サポートセンターを設置して推進してきたが，①成長産業につながる取組を全

国的視点から支援する，②優秀な人材を中央段階で選定し支援レベルを向上させる，③地

方公共団体が積極的に推進に関与できる体制を構築するために，2013 年に，支援体制が全

国段階と県段階の二段階に見直された（第 3-2 図）。 
全国段階に設置された中央サポートセンターは，県では対応の難しい専門性の高い課題，

県域を越える広域的な取組等を支援する。2013 年度は事業者として，株式会社農林漁業成

長産業化支援機構が選定され，専門性の高い人材を選定・登録，派遣する事業を実施し，

各分野に特化した６次産業化プランナー118 名が登録された。 
県段階では，県の創意工夫でサポート体制を整備することとなり，サポート機関は県農

業振興公社，商工団体，民間企業等，県ごとに多様である。名称も自由であり，従来通り，

６次産業化サポートセンターの名称を引き続き使用する県もある。2013 年度に国から都道
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府県への交付金（「６次産業化ネットワーク活動交付金」）が新設されたのを受け，国の地

方農政局，地域センター，設立されるサブファンド，サポート機関等が連携して支援活動

を行う体制となった。都道府県ごとに配置されたプランナーは，６次産業化の取組につな

がる案件の発掘や新商品開発，販路拡大のアドバイス，総合化事業計画の認定申請から認

定後のフォローアップまでを一貫してサポートする。 
農林漁業者等による相談窓口は各機関に設置されており，各機関が情報共有を行い，県

域内の取組については都道府県サポートセンターから，広域の取組やファンド活用につな

がる取組については中央サポートセンターから，６次産業化プランナーを派遣する。 
 

 
第 3-2 図 2013 年度におけるサポート体制の見直し 

資料：農林水産省 

２） ボランタリープランナー 

ボランタリープランナーとは，農林漁業者の身近なところで，プロ意識をもって相談に

応じ，アドバイスを行ったり，メディアへの情報発信を行うことを目的に全国に配置され

た先導的な６次産業化の実践者である。選定基準は，６次産業化に係る取組の実績，関係

者を結びつけるネットワーク力，情報発信力であり，これらの要素を有する者を総合的に

判断，選定し，農林水産大臣が任命している。現在，全国に 574 名が配置され（2012 年 10
月 31 日任命分まで），ボランタリーベースでの活動を農林水産省から依頼されている。そ

の活動内容は，①農林水産省等が開催する研修会等での事業者へのアドバイス，②自らの

活動の各種メディアでの情報発信である。 
（田端 朗子） 
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（３） 産業連携ネットワーク 

 
 2011 年 12 月に，「農林漁業と他産業，消費者等のさまざまな知見の共有と創発によりイ

ノベーションを促進する場」として，産業連携ネットワーク（以下「ネットワーク」とす

る）が設立された。「ネットワーク」は，「多様な産業等の連携により６次産業化の流れを

加速し，農林漁業の成長産業化を実現するため，農林水産業界に加え，産業界，金融，消

費者，シンクタンク，研究等の多様かつ広範な関係者の知恵を結集し，相互に連携する場

（プラットフォーム）」として位置づけられている。 
 「ネットワーク」の事務局は，農林水産省食料産業局産業連携課に置かれ，会員として

1,178 の団体・個人・企業（2014 年３月 31 日現在）が参加している。また，全国農業協同

組合連合会や全国漁業協同組合連合会等の農林水産業界のほか，日本経済団体連合会，日

本商工会議所，全国中小企業団体中央会，日本チェーンストア協会，日本フードサービス

協会，日本生活協同組合連合会，全国消費者団体連絡会等の多様な業界団体や研究機関等

が幹事として，「ネットワーク」の運営等に関与している。さらに，この中央段階の「ネッ

トワーク」のみならず，各地方農政局等を事務局とする地方ブロック単位の「ネットワー

ク」も形成され，地域密着型の活動が行われている。 
 「ネットワーク」においては，多様な関係者の相互交流の活発化を図る諸活動はもとよ

り，政策情報の提供・普及や会員からの情報発信等のほか，特定のテーマを設定した交流

会等も多く開催されている。交流会のテーマとして，たとえば，「地域と企業が連携した地

場産品活用」，「ICT 分野のニーズとシーズの共有」，「特例子会社による企業の農業進出（農

福連携）」，「６次産業化のリスクと対策」等が取り上げられている。 
 先に触れたように「情報・知識の交流・共有・蓄積」はイノベーションを誘発しやすい

基盤としての役割も有している。こうした「情報・知識の交流・共有・蓄積」を図るため

には，多様な主体の連携や相互交流等の促進が重要であり，そのためには「人・情報・知

識・技術等の相互交流や多様な主体の協働等を促進させる仕組みや場」である「プラット

フォーム」（7）づくりとその活用が重要な意味を持つ。 
 この「ネットワーク」は，さまざまなイノベーションを促進し，６次産業化のさらなる

推進と農林漁業の成長産業化を図るための「プラットフォーム」として重要な役割を担っ

ているといえる。 
（小林 茂典） 

 
（４） 農林漁業成長産業化ファンド 

 
１） ファンド法の成立 

 農林漁業者が主体となった６次産業化の取組を支援し，農林漁業の成長産業化への動き

を加速化させ，農林漁業者の所得の確保と農山漁村地域における雇用機会の創出等を図る

ため，株式会社農林漁業成長産業化支援機構法が成立し，2012 年 12 月に施行された。同
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法に基づき，2013 年 1 月に，株式会社農林漁業成長産業化支援機構（A-FIVE，以下，機

構）が官・民の共同出資で設立され，2 月に業務を開始し，農林漁業成長産業化ファンド（以

下，成長産業化ファンド）が始動することとなった。 
 この成長産業化ファンドの大きな狙いは，「農林漁業者と 2 次，3 次産業事業者のパート

ナー企業双方が出資して設立される六次産業化事業体に対し，その成長に要する資金の出

資等ならびに経営支援を一体的に行うことにより，生産地と消費地をつなぐバリューチェ

ーンの構築を進めていく仕組み」（8）をつくることにある。中でも重要な点は，農林漁業者

が主体となった６次産業化の取組を資本と経営の両面から支援する仕組みとなっているこ

とである。以下，この点を中心に成長産業化ファンドの概要を簡単にみることにする。 
 

２） 成長産業化ファンドの仕組み 

 

 
 

第 3-3 図 農林漁業成長産業化ファンドによる資金供給の流れ 

資料：農林漁業成長産業化支援機構ウエブサイト（9）より抜粋． 

 
 成長産業化ファンドを活用した資金供給等の概要は主として次の通りである（第 3-3 図）。

農林漁業者等が資金供給を受ける際は，基本的に農林漁業者と 2 次・3 次産業の事業者（以

下，パートナー企業）双方が出資した合弁事業体（以下，６次産業化事業体）を設立する。

その６次産業化事業体（10）に対し，機構から直接にまたはサブファンドを通じて出資や支援

が行われる。したがって，成長産業化ファンドは，基本的には「連携タイプ」の６次産業

化の取組を支援する仕組みである。なお，事業の性格上，成果が出るまでの期間が長いこ

とを考慮し，出資期間は最長 15 年までとなっている。 
サブファンドとは，機構および地域の金融機関等が出資して設立されたものである。農

林水産省によると，2014 年 9 月 29 日時点では，設立準備中のサブファンドを含め全国に
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49 のサブファンド（出資総額約 733 億円）が設立されている（11）。地域の金融機関の他，

民間企業，JA，地方自治体等が出資して設立したサブファンドもある。６次産業化事業体

への出資・支援は主としてこのサブファンドを通じて行われる。そうすることで，民間の

資金・ノウハウの活用を図りつつ，地域に根ざした支援を行うことができるためである。 
2014 年 9 月 11 日時点で，サブファンドから６次産業化事業体への出資同意が決定した

案件は 36 件，出資決定金額の合計は約 23 億 7 千万円となっている（12）。出資決定金額は最

も少ないもので 300 万円，最も多いもので 2 億 6 千万円にのぼる。 
  

３） 出資の特徴 

 

 
第 3-4 図 出資の特徴 

資料：農林水産省「６次産業化の推進について」（2014 年 2 月）p18 より抜粋． 

 
 農林漁業者等の立場からみた場合の，成長産業化ファンドにおける出資と通常の補助金

や融資との違いは，第 3-4 図の通りである。 
 成長産業化ファンドにおける出資（13）は，①使途が限定的な補助金と異なり，経営に必要

な用途であれば運転資金や人件費等にも使用が可能であるなど，自由度の高い資金である。

②融資に必要な担保・保証も不要である。③出資以外にも他の補助金や融資（資本性劣後

ローン（14）や民間からの融資）との組み合わせが可能となる。こうして少ない自己資金でも

規模の大きな事業を行うことができる仕組みとなっている。 
 

４） 出資の対象 

 先述の通り，成長産業化ファンドは農林漁業者等を主たる出資者として，パートナー企

業が資本参画することで形成される６次産業化事業体を出資対象とすることが基本である
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（15）。 
中でも，農林漁業者の主導性を確保するため，６次産業化事業体への各主体の出資比率

の上限が設けられている。すなわち，６次産業化事業体への農林漁業者からの出資割合は，

パートナー企業からの出資割合よりも高いことが求められる（第 3-5 図）。また，サブファ

ンドからの出資も原則的に出資全体の 50％以下であり，農林漁業者の議決権を確保してい

る。こうした出資比率等により，「農林漁業者が主体となって２次，３次産業事業者と連携

し，生産から消費までのバリューチェーンをつなぎ，農林漁業者が消費に至るまでの付加

価値作りや価格決定に主体的に関わっていく」（16）取組が志向されることとなる。 
 
 

 
第 3-5 図 出資比率の特徴 

資料：農林漁業成長産業化支援機構ウエブサイト（17）より抜粋 

 
 なお，農林漁業に新規参入する企業等の場合（18）は，総合事業化計画の申請時に農林漁業

者であるかの確認（19）が行われる。また，認定を受ける６次産業化事業体の出資元となる農

林漁業者等は，農林漁業を営む者そのものであり，企業に関しては個々の法人格ごとに判

断される。例えば，子会社が農林漁業に参入した場合は，当該子会社が農林漁業者として

６次産業化事業体に出資することが可能である。同時に親会社やその他の会社はパートナ

ー企業として出資することが可能となる。 
 また，植物工場を含め，６次産業化事業体が６次産業化に必要な農林漁業の生産活動を

行う場合，その生産活動も出資の対象となる（20）。 
 

５） 農林漁業者の資金力不足への配慮 

農林漁業者がまとまった出資金の確保が困難である場合は，農林漁業者は①出資のほか，

②現物出資や③既存の部門を分社化することで６次産業化事業体を設立し，そこにパート
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ナー企業やファンドからの出資を受け入れることも可能である。 
 さらには，第１に一定の要件を満たした場合，サブファンドの出資割合（議決権）の引

き上げが可能となる（21）。先述のようにサブファンドからの出資は，当該事業体の総議決権

の 1/2 以下であることが原則である。その出資を引き上げる際には，①事業の規模等からみ

て農林漁業者が出資を行うことが困難であること，②高い収益性の確保が見込まれること，

③農林漁業者の所得の確保及び農山漁村における雇用機会の創出に資することの 3 つの要

件を満たすことが必要となる。 
 第 2 に A-FIVE やサブファンドからの出資と合わせて，A-FIVE からの資本性劣後ローン

による融資を実施し，民間の金融機関からの融資の円滑化も図っている。また無議決権株

式（22）を活用することにより，農林漁業者の負担額の軽減を図ることも可能である（23）（第

3-6 図）。 
 

 
第 3-6 図 資本性劣後ローンおよび無議決権株式の利用例 

資料：農林水産省「農林漁業成長産業化ファンドの活用に係るガイドライン」（2014 年 10 月）p15・16 より抜粋． 
注：金額，割合は例示． 

 
 第 3 に６次産業化事業体を設立する場合，複数の農林漁業者が資本参画し，共同で事業

を行うことも可能となっている（第 3-7 図）。そうすることで，規模の小さい農林漁業者で

も参画でき，かつ個々の出資負担が軽減される。 
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第 3-7 図 複数の農林漁業者による資本参画の例 

資料：農林水産省「農林漁業成長産業化ファンドの活用に係るガイドライン」（2014 年 10 月）p16 より抜粋． 
注：割合は例示． 

 
以上のように，成長産業化ファンドは，農林漁業者が主体となった「連携タイプ」の６

次産業化の取り組みを促進するものである。農林漁業者は少ない自己資金で他の主体と連

携し，より規模の大きな事業を行うことが可能となる。出資は補助金等と比較して使途の

自由度が高く，補助金等と組み合わせて活用を図ることも可能であり，多様な事業の広が

りが期待される。 
（小柴 有理江） 

 
注 

（1）本項では，六次産業化・地産地消法の中でも６次産業化について論じる。本稿で用いた農林水産省の資料は，農林

水産省のウエブサイトにて公表・閲覧が可能なものである http://www.maff.go.jp/j/shokusan/sanki/6jika.html

（2014 年 9 月 30 日アクセス）。 

（2）農林水産省「六次産業化・地産地消法（概要）」より。 

（3）前掲 2 

（4）農林水産省「農林漁業者等による農林漁業及び関連事業の総合化並びに地域の農林水産物の利用の促進に関する基

本方針」，「総合化事業計画の認定要件（基本方針抜粋）」および「６次産業化の推進について」 

（5）農林水産省「６次産業化の推進について」より。2014 年 9 月 30 日時点で実施されている支援策。 

（6）農林水産省「六次産業化・地産地消法に基づく認定の概要（累計：平成 26 年 12 月 5 日時点）」より。 

（7）國領二郎らは「プラットフォーム」を「多様な主体が協働する際に，協働を促進するコミュニケーションの基盤と

なる道具や仕組み」（國領 2011）として定義している。ここでは，「プラットフォーム」を相互交流や協働等の「場」

および「場」を作り出す「仕組み」の双方を含む広い概念としてとらえている。 

（8）大多和巖（2013），41 ページ 

（9）農林漁業成長産業化支援機構ウエブサイトより。http://www.a-five-j.co.jp/（2014 年 10 月 2 日アクセス） 

（10）６次産業化事業体は，６次産業化・地産地消法に基づく総合化事業計画の認定を受けていることも要件となる。 

（11）農林水産省ウエブサイトより。http://www.maff.go.jp/j/shokusan/fund/pdf/260929_sfs.pdf（2014 年 10 月 2 日

アクセス） 

（12）株式会社農林漁業成長産業化支援機構「出資同意決定済６次産業化事業体一覧」より。前掲 9 

（13）農林水産省食料産業局産業連携課「農林漁業成長産業化ファンドの活用に係るガイドライン～農林漁業成長産業
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化ファンドを多様な「農林漁業者」に御活用いただくために～」（2014 年 10 月 10 日）より。 

（14）金融機関が財務状況を判断するにあたり，負債ではなく，資本と見なすことができる借入金。①無担保・無保証，

②金利は業績に連動，③出資期間に合わせた一括償還が特徴である。 

（15）ただし，「既に社内でバリューチェーンが構築されていると機構・サブファンドが判断する場合」等においては，

農林漁業者が単独出資する事業体も出資・支援の対象となる。この場合，農林漁業者とサブファンド（または

A-FIVE）がそれぞれ出資して合弁事業体を作ることとなる。 

（16）前掲 8，47 ページ 

（17）前掲 9 

（18）前掲 13 

（19）農林水産物の生産実績や販売高を伴っていることが原則。実績がない場合でも，農林水産物の生産に結びつくこ

とが確実であると見込まれる具体的な活動を開始していれば，総合化事業計画の認定を受けることが可能。 

（20）前掲 13 

（21）第 1～3 は前掲 13 

（22）株主総会での議決権を持たないまたは制限された株式。 

（23）資本性劣後ローンと無議決権株式は併用することも可能である。 
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第４章 ６次産業化の理論的整理 

 

１．事業活動（段階）の「連結の仕方」と６次産業化 

 

 商品の生産，加工，流通，販売等に係る一連の事業活動（段階）及び企業間の「連結の

仕方」については，基本的には，市場，統合，およびその中間形態である連携（中間組織，

ネットワーク）の３つに分けることができる。この各段階及び企業間等の「連結の仕方」

におけるそれぞれの特徴やメリット・デメリット等は，「取引関係・取引形態」，「主体

間関係」，「企業間システム」及び「make or buy」（垂直的な一連の業務のどの段階を自

社で行い（make），どの段階を他社に委託するか（buy））等の視点で明らかにしようと

するものとほぼ同じである。 

 ここでは，６次産業化（統合，連携）を考える上で不可欠な垂直的な事業活動（段階）

および企業間の「連結の仕方」の特徴等の要点について，バリューチェーンの形成等に関

連させながら簡単にみることにする。なお，バリューチェーンについては，先にみたよう

に，「商品の生産・加工・流通等の連鎖的な事業活動（段階）において付加価値（顧客価

値）を形成し，それを価値提案しながら最終消費者へつないでいく仕組み」として広くと

らえており，広義のサプライチェーンを構成するものとして位置づけている。 

第 4-1 図は一般的な分業システムの「連結の仕方」について，第 4-2 図は６次産業化（統

合・連携）の「連結の仕方」について，それぞれの特徴等のイメージを示したものである。

また，第 4-3 図は，市場，統合および連携（中間組織，ネットワーク）といった３つの「連

結の仕方」の基本的な特徴や課題等の要点をまとめたものであり，その概要は下記のとお

りである。 

 

第 4-1 図 一般的な分業システムの「連結の仕方」 

地域資源 生産 加工 流通 販売

分業化
専門化

大規模化

生産技術

市場 市場 市場 市場

消費者

加工技術

価値創造に
必要な知識・

技術

各流通段階の
付加価値

流通チャネル サービス

偏在

分
断

［農業者］ ［製造業者］ ［流通業者］ ［小売業者］

生産シーズ
情報 分

断
分
断

消費ニーズ
情報
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第 4-2 図 ６次産業化（統合・連携）の「連結の仕方」 

 

連携・
統合

消費者

［農業者］ ［製造業者］ ［流通業者］ ［小売業者］

連携・
統合

連携・
統合

生産技術 加工技術

価値創造に必
要な知識・技術

各流通段階の
付加価値

流通チャネル サービス

新たな組み合わせ

生産 流通 販売地域資源

設計

すりあわせ 統合

加工

生産シーズ
情報

消費ニーズ
情報

イノベーションバリューチェーン

成長部分

情報・知識の交流・共有・蓄積
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第４-3 図 市場、統合及び連携による「連結の仕方」の特徴等 

  

 

 

複
数
主
体
連
携
型

・「連結の経済」による多
様な情報・知識等の発
生・利用・相互作用
～相互補完的な経営資
源

・「範囲の経済」によるコ
スト低減(固定費の分散）
及び資源の組み合わせ
等

・継続的な契約取引

・調整コスト

・連携主体間の多様な情報・
知識等による多様な顧客ニー
ズに対応した供給が可能

・連携主体間における情報・知
識等の共有・交流等に基づく
各段階のすり合わせによる「全
体最適化」を見据えた取組が
可能

・経営資源の多様な組み合わ
せによる多品目少量生産への
柔軟な対応

・内部資源と外部資源の柔軟
な組み合わせによる活用

・原則として、退出等が自由
であること等に伴う、組織・統
合の不安定さや情報漏洩等
のリスク

・連携・調整のミスマッチの可
能性

・連携主体間における付加価
値形成とその配分が自動的
に一致するわけではないこと

主体等
のつな
がり型

・「規模の経済」によるコ
スト低減（固定費の分散
等）

・市場取引

・取引コスト

・顧客との接点を有することに
より自ら把握した顧客ニーズに
即応した供給が可能

・組織内における情報・知識等
の共有・交流等に基づく各段
階のすり合わせによる「全体最
適化」を見据えた取組が可能

・付加価値部分の取り込み

・知識・技術等の内部蓄積

・技術連関（相互依存性）に基
づく多品目少量生産へも対応

・内部資源の活用

・投資コスト高に伴うリスク増
（埋没費用増のリスクを含む）

・固定費の増大

・情報・知識・技術・ノウハウ
等の的確な習得

・情報・知識等の硬直性の可
能性

・各段階の最適規模の違い
等により「規模の経済」を享
受できない可能性

・「範囲の経済」によるコ
スト低減(固定費の分散）
及び資源の組み合わせ
等

・内部取引

・管理コスト

単
数
主
体
統
合
型

単
数
主
体
分
業
型

特徴

特徴基本的経済原理等

・同質的な製品の大量生産に
よる低コスト化～同質的な需
要への効率的対応

・基本的には、各段階間にお
ける「部分最適化」

・内部資源の活用

課題基本的経済原理等

○　一般的な生産・流通～分業的システム

○　６次産業化の生産・流通～統合、連携システム

課題

主体等
のつな
がり型

・情報・知識等が事業者間で
分断されやすく、顧客ニーズ
の多様化への対応等に課題

・付加価値の偏在

・「全体最適化」の困難性

（
垂
直
的

）
多
角
化

連
携

合
弁
事
業
体
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（１）市場～単数主体分業型（市場取引） 

 

 事業活動（段階）や企業等が市場を介してつながる取引関係は，最も一般的な「連結の

仕方」である。こうした，各段階等が分業化・専門化する基本的な分業（分立型分業（1）

システム）は，「規模の経済」によるコスト低減（同質的なものをたくさん作ることによ

る固定費の分散等）を基本的経済原理として，同質的な製品の低コスト供給（少品目大量

生産・供給）に最も適合したものといえる。 

 この市場を介した基本的な分業関係の場合，原則として，参入・退出が自由であり，３

つの「連結の仕方」の中で最も柔軟性があるシステムといえる。しかし，「限定合理的で

機会主義的な人間同士が取引するとすれば，取引コストが発生する」（2）こととなる。「取

引コスト」は，不確実性の程度，取引頻度（取引の継続性），資産特殊性等の取引特性等

によって増減し，中でも資産特殊性とこれに伴う「ホールドアップ問題」（3）が大きい。

基本的には，「取引コスト」が高い場合，統合の誘因となる。 

 この一般的な分業システム（分立型分業）の主な課題としてあげられるのは，顧客ニー

ズに関する情報・知識の偏在をはじめとして，バリューチェーンの構築に必要な情報・知

識・技術等が各段階で分断されがちであり，関係者間における「情報・知識の交流・共有・

蓄積」が行われにくいことである。このため，顧客ニーズの多様化へのきめ細かな対応等

が困難であるほか，基本的には各段階間の「部分最適化」は実現できたとしても，サプラ

イチェーン（広義）における「全体最適化」にはなりにくいという側面を有しているとい

える。 

 

（２）統合～単数主体統合型（内部取引）：６次産業化における「多角化タイプ」 

 

 単一の主体が垂直的方向（川下側ないし川上側）へ事業活動の範囲を拡大し多角化（垂

直的多角化）するものであり，「連結の仕方」は内部取引（内部組織内取引）によるもの

となる（これは，６次産業化の取組からみるならば，農業者自らが生産・加工・販売を一

体的に行う「多角化タイプ」を意味する）。基本的経済原理は，「範囲の経済」によるコ

スト低減（共通資源を複数事業へ活用し，さまざまな種類のものを作ることによる固定費

の分散，技術的に隣接した工程等の「つなぎ部分」に係るコスト低減等）であり，内部資

源の活用による事業展開が基本となっている。 

 市場を介した「取引コスト」が高い場合，内部化（内製化）することでコスト低減を図

ることができる場合もある。しかし，組織内の内部取引に伴う「管理コスト」が発生する

ため，市場取引に比べて統合が有利か否かについては，両コストの比較が必要となる（な

お，統合によってコスト増になるとしても，それを上回る利益の増大が想定されるならば

統合が選択される場合もある）。 

 統合の場合，たとえば，川下方面に事業を多角化することによって「顧客との接点」を

有することにより，自らが把握した顧客ニーズに即した対応（生産・供給）に取り組みや

－34－



32 
 

すいという特徴がある。また，単数主体による事業展開であることから，基本的には，バ

リューチェーンで形成された付加価値部分の多くを自社に取り込みやすいこと，情報・知

識・技術の内部蓄積が行いやすいこと，技術連関（相互依存性）に基づく多品目少量生産

へ対応しやすいこと，希少資源の確保等による参入障壁の形成等の行動をとりやすいこと

等のメリットがある。さらに重要な点は，単一主体による取組であることから，組織内に

おける「情報・知識の交流・共有・蓄積」とこれに基づく全体を見渡した各段階間の調整・

すり合わせが行いやすく，市場を介した取組に比べて，サプライチェーン（広義）の「全

体最適化」の実現に向けた取組が行いやすくなることである。 

 一方，統合の場合，投資コスト高に伴うリスク増，変動費の固定費化，情報・知識およ

び組織等の硬直性に陥りやすいこと，各段階の最適規模の違い等により「規模の経済」を

享受できない可能性があること等の課題もある。 

 

（３）連携（中間組織，ネットワーク）～複数主体連携型（継続的な契約取引） 

：６次産業化における「連携タイプ」 

 

 複数の主体が，それぞれの専門化の中で連鎖型の分業を行い，継続的な契約取引等によ

って連結するものである。この主体間の関係は，市場と統合の中間に位置する特徴を有す

ることから，中間組織やネットワーク等とも呼ばれる連携形態によって結びつけられてい

る（これは，６次産業化の取組からみるならば，農業者と商工業者等の連携による農商工

連携的な取組である「連携タイプ」を意味する。また，この連携には合弁事業等も含まれ，

先の農林漁業成長産業化ファンドの項でみた，農業者と商工業者との共同出資によって設

立された「６次産業化事業体」も該当する）。それぞれの主体の「相互補完的な経営資源

の依存」関係が大きな特徴となっており，統合が基本的に組織内の内部資源の多面的活用

（共通資源としての活用）であるのに対し，連携（中間組織，ネットワーク）の場合，内

部資源と外部資源の相互活用（共有資源としての活用）という点が特徴となっている。 

 こうした点も反映して，最も基本的な経済原理は「連結の経済」であり，各主体の情報・

知識等をはじめとする多様な経営資源の組み合わせ・連結による相乗効果等の実現が意図

されている。また，上記の統合のみならず連携においても，「範囲の経済」は重要な基本

的経済原理となっている。「範囲の経済」は「組み合わせの経済」とも呼ばれ，コスト低

減（共有資源の活用による固定費の分散）のみならず，資源等の組み合わせによる顧客価

値の向上も目指すものであり，内部資源を活用した多様な組み合わせのほか，内部資源と

外部資源のさまざまな組み合わせも含まれている（4）。 

 コスト面については，各主体間の連携に係る「調整コスト」が発生することとなり，「取

引コスト」や「管理コスト」との比較が考慮されることとなる。 

 連携の場合，統合のような単一主体の取組に比べて，連携主体間の多様な「情報・知識

の共有」が可能となることから，多様な顧客ニーズの把握とそれへの幅広い対応が行いや

すくなるという特徴がある。これについては，統合に比べて柔軟性のある組織形態である
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ことからスピード感のある対応が行いやすいこと，経営資源の相互活用により短期間での

成長が行いやすく人材育成・技術開発に要する期間の短縮・コスト軽減等が図りやすいこ

と，経営資源の多様な組み合わせによる多品目少量生産への柔軟な対応が行いやすいこと，

統合に比べて変動費の固定費化が少ないこと等のメリットにもつながっている。また，連

携組織内における「情報・知識の交流・共有・蓄積」を軸として，連鎖型の主体間におけ

る調整・すり合わせまで行うことができるならば，サプライチェーン（広義）の「全体最

適化」の実現に向けた取組に近づくこととなる。 

一方，連携の場合，原則として退出等が自由であること等に伴う，組織の不安定さや情

報漏洩等のリスク等が課題としてあげられるが，さらに留意すべき点として重要なのは，

連携主体間における付加価値形成とその配分が自動的に一致するわけではない点である。

これについては，先の資産特殊性に伴う「ホールドアップ問題」によって「全体のパイを

増大させるための協調的行動がパイの分配問題によって困難になりうる」（5）という側面

があることに留意する必要がある。 

 

２．６次産業化の特徴と農業サイドの所得増加に向けた取組の必要性 

 

 ６次産業化は，農業・農村の当該地域の気候・自然条件等に規定され，歴史，文化等を

背景とした地域資源（シーズ）を活用した事業展開であり，この点が他産業における取組

と大きく異なる特徴となっている。 

 このため資源が容易に代替できないこと，資源量に制約があること等の地域資源の特殊

性を考えるならば，規模拡大によるスケールメリット（「規模の経済」）の追求だけでな

く，統合・連携によるバリューチェーンの構築という６次産業化の取組を進めていくこと

が重要であるといえる。 

 ただし，ここで留意しなければならないのは，上記で指摘したように，バリューチェー

ンにおける付加価値形成とその関係者間における価値配分は自動的に一致するわけではな

い，という点である。このため特に，「連携タイプ」の取組において農業・農村側の所得

向上を図るためには，単なる原料供給者としての地位にとどまるのではなく，地域資源の

競争優位性を高めることにより付加価値配分の中で農業・農村サイドが有利な位置を占め，

これによって農業・農村側の所得増大につなげていくことが重要である。 

その競争優位性を高める有力な手法の一つが「地域ブランド」の形成である。「地域ブ

ランド」について詳しくは第６章で検討するが，後述する６次産業化のタイプ分けの視点

にも関連する「地域ブランド」の考え方として，たとえば，青木幸弘による，地域資源の

タイプ別の特徴を踏まえた類型化が示唆に富む。青木は，「提供する価値の中身と提供の

仕方」に着目して，「送り出すブランド」（農水産物のブランド，加工品のブランド）と

「招き入れるブランド」（商業地のブランド，観光地のブランド，生活基盤のブランド）

に大別し，それぞれの特徴等を活かした「地域ブランド」構築の必要性を提示している（6）。 
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３．イノベーションを誘発しやすい仕組みとしての６次産業化 

～基盤となる「情報・知識の交流・共有・蓄積」 

 

 ６次産業化の取組は，「情報・知識の交流・共有・蓄積」を軸としたイノベーションを

誘発しやすい仕組みとしての意義を有している点にも注目する必要がある（第 4-4 図）。 

 なお，ここでのイノベーションの概念については，基本的には，シュムペーターによっ

て提示された５つの「新結合」（「新しい商品の創出」，「新しい生産方法の開発」，「新

しい市場の開拓」，「原材料の新しい供給源の獲得」，「新しい組織の実現」）（7）を念

頭に置いている。 

 イノベーションを考える上で重要なのは，「企業間システムそのものがイノベーション

となる」（8）点であり，一般的な分業に基づく市場を介した取引関係から，統合・連携に

よる「新組織」の構築・移行そのものを一つのイノベーションとしてとらえることができ

る。さらに重要な点は，この統合・連携の大きな特徴である「情報・知識の交流・共有・

蓄積」が多様なイノベーションを促進させる基盤となることであり，たとえば，今井賢一

は，イノベーションの誘発にとって，情報・知識の累積的な形成やその相互作用が行われ

る場（「情報が縦横に相互に連結し合う学習組織」）が重要であることを指摘している（9）。 

 バリューチェーンの構築は，嶋口充輝が提示する「価値創造の循環プロセス」としても

とらえることができる（10）。これは，「買い手のニーズを探索・発見して，仮説としての

価値を商品・事業コンセプトとして確定」していく過程を踏まえながら，提供すべき顧客

価値を製品・サービスとして具現化していく「価値形成」，価格を通した「価値表示」，

広告・プロモーション等による「価値伝達」，流通チャネルを通した「価値実現」といっ

た一連の価値連鎖の活動から構成される「連鎖型価値の仕組み」づくりを意味している（11）。

また，この場合の「価値形成」は，「製品開発（モノづくり）」と「ブランド構築（モノ

への意味づけ）の双方を含むものとしてとらえることが重要である（12）。 

 イノベーションによる多様な「新結合」は，この循環プロセスの軌道の新たな広がりと

バリューチェーンの「パイの拡大」，すなわち「新たな成長」を実現させるための不可欠

で重要な要素として位置づけることができる。 

 ６次産業化の取組は，①バリューチェーンの構築による顧客価値の最大化と利益の同時

発生に向けた各段階・事業者間での調整・すり合わせ等の実施，②その過程の中で「情報・

知識の交流・共有・蓄積」を基盤として誘発が期待される多様なイノベーション，③この

イノベーションの促進によるバリューチェーンの「パイの拡大」による「新たな成長」の

展開の可能性，という動態的な相互連関の中でとらえる必要がある。 

－37－



35 
 

 

第 4-4 図 ６次産業化に期待される効果 

 

４．６次産業化の特性を踏まえた流通システム等の検討 

～「川上主導型バリューチェーン」の構築に向けて 

 

 最後に，６次産業化の特性を踏まえた流通システムのあり方等について検討を行う。 

 これまでみてきたように，６次産業化の基本的な意味内容は「農林漁業者が，自ら，ま

たは，２次産業事業者，３次産業事業者と連携して，農林水産物・景観・文化等の地域資

源に付加価値を付けながら消費者・実需者につながり，その収益部分のより多くを農山漁

村地域にもたらして所得と雇用を確保し，活力ある地域社会の構築を図ろうとする取組」

という点にある。また，この場合，①６次産業化におけるバリューチェーンの構築におい

て農業・農村側の所得向上を図るためには，地域資源の優位性を高めることによって付加

価値配分の中で農業・農村サイドが優位な位置を占めることが必要であること，②このた

め，６次産業化におけるバリューチェーンの構築が目指す方向は，基本的には，農業サイ

ドが主導的ないしその関与度合いを高めながら付加価値を形成し消費者につながっていく

「川上主導型バリューチェーン」であること等を指摘した。 

 以下，主として，流通論，マーケティング論等の観点から，「川上主導型バリューチェ

ーン」の特徴等について，その対極に位置するとみられる「小売主導型バリューチェーン」

や日本の加工食品流通の特徴等と関連させながら若干の検討を行う。 

　  　〈顧客ニーズに係る情報収集〉

ニーズとシーズ（地域資源）の連結

「顧客価値」（顧客が必要とする機能・便益・付加価値）
となるようシーズを活用したモノ・サービスを特定・設計

その生産・加工・流通の各段階の調整・すり合わせと価値提案を
行いながら顧客につながる取組

　　※　連携主体間における付加価値形成と関係者間での
　　　 その配分が自動的に一致するわけではない。

　     　・ 地域資源の差別的優位性を高めて、
　　     　農業・農村サイドが有利な位置を占め、
　　　     これによって農業・農村サイドの所得増大へ

「地域ブランド」の形成はその有力な手法の一つ

情報・知識の交流・共有・蓄積

「バリューチェーン」の構築

生産から消費に至る「全体最適化」を
見据えた取組

「顧客価値」の最大化と
利益の同時発生

「バリューチェーン」の
「パイの拡大」

多
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（１）わが国における流通システムの変化の特徴と６次産業化における「川上主導型

バリューチェーン」の必要性 

 

 わが国における現代流通システムの変化の方向・特徴として，戦後の高度経済成長を背

景として大量生産・大量流通を推進してきた「メーカー主導型流通システム」から「小売

主導型流通システム」への移行が指摘されている。 

この「小売主導型流通システム」への移行が進む大きな背景として，木立真直は，①小

売業におけるチェーンオペレーション等の業態革新を伴う大型化，②POS をはじめとする

情報システムの高度化とその有効活用の進展による影響等が大きいことに着目している。

なかでも，消費の多様化・成熟化等が進行する中で，POS による消費者の購買情報の蓄積

とその有効活用は，製品開発・品揃え等を効率的・効果的に行う上で不可欠な存在として

位置づけられ，この膨大な消費者購買情報を蓄積し，分析･活用する大型小売業の流通チャ

ネルにおける地位が大きく向上することとなった。これに関連して，POS に基づく「値頃

感」を重視した小売価格設定と，この「小売価格を基点に卸，メーカー，生産者価格が決

定される派生的な価格形成」も「小売主導型流通システム」の特徴の一つであり，PB（プ

ライベートブランド）による事業展開（価格訴求型 PB，高品質 PB 等の「PB ミックス戦

略」の展開）も「小売主導型流通システム」の進化形態としてあげられている（13）。 

 こうした「小売主導型流通システム」の形成の方向は，大型小売企業がチャネル・リー

ダーとして商品の企画・価格設定や分業編成の全体をコーディネートしながらシステムを

形成していく「川下主導型バリューチェーン」の構築としてとらえることができる（第 4-5

図）。「川下主導型バリューチェーン」の大きな特徴の一つとして，POS データを活用し

た消費者の購買情報管理に基づく「売れ筋」等の選別により，商品の改廃頻度が高くなり

がちな点を指摘することができる。 

 

 
 

第 4-5 図 小売主導型流通システムの概念図 

○　POS等の消費者購買情報管理（「売れ筋」等）による商品の高い改廃頻度

○　小売業者による分業編成と全体のコーディネーション

全
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び
グ
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 しかし，６次産業化の取組は，当該地域の自然条件，歴史，文化等に規定された農業・

農村の地域資源を活用した事業展開という点に特徴があり，資源が容易に代替できないこ

と，資源量に制約があること等の特性があることから，高い頻度の商品の入れ替えには適

合しにくい面がある。POS による「実需」情報は確かに消費者ニーズの一部を反映してい

るとはいえ，これに基づく商品の高い改廃頻度を背景とした新商品の矢継ぎ早な開発・投

入は，多くの産地で取り組むことができる６次産業化の内容であるとはいえない。また，

商品の企画・価格設定が小売主導で行われるため，バリューチェーンの構築により創出さ

れた付加価値の配分が農業・農村の所得増大につながらない可能性がある。 

 ６次産業化の取組の重要な特質は，農業・農村の当該地域の自然，歴史，文化等に規定

されたその地域固有の地域資源という「シーズ」を活かした「高付加価値型農業」という

点にある。この場合，消費者の「ニーズ」を踏まえた取組が前提となるとしても，それは，

必ずしも POS 情報に代表される短期的で変化の激しい「ニーズ」への即時的な対応という

ことではない。もちろん，こうした即時的な対応を強めることが，農業サイドの価値形成

力を向上させ競争優位性を高めることにつながるのであれば，取組の一つの選択肢になる

といえるが，これに対応できる産地は必ずしも多くはない。６次産業化の取組における重

要な視点は，「ニーズ」を踏まえた上で，いかにして地域資源である「シーズ」に「顧客

価値」を付与し，その価値提案による訴求を行いながら最終消費者につながっていくのか

ということである。 

 ６次産業化の取組においては，POS 情報に依存した改廃頻度の高い「極端なニーズ志向」

型商品開発や，販路を十分検討しないまま単に地域資源を活用しただけの「安易なシーズ

志向」型商品開発といった両極に偏ることのない，「ニーズ志向」と「シーズ志向」のバ

ランスのとれた商品開発（「価値形成」）とその円滑な供給を行うシステムの構築が重要

である。 

このことは，言い換えれば，６次産業化の取組により，農業サイドが主導的ないしその

関与度合いを高めながら，「ニーズ志向」と「シーズ志向」のバランスのとれた商品開発

や価格設定を行う「川上主導型バリューチェーン」の構築が重要であることを意味する。 

 この場合，農業者が生産・加工・販売を一体的に行う「多角化タイプ」による取組が農

業サイドの関与度合いの点で最も高いが（14），消費者ニーズの収集力，商品の企画開発力，

商品販売力等は相対的に弱いという課題がある。 

 他方，地域資源を活用した商品の共同開発等が行われる農商工「連携タイプ」も，これ

までの中小の食品加工メーカーとの連携では，前述したように，単発的な商品開発にとど

まっているケースが多いとの指摘があるほか，消費者ニーズの収集力，商品販売力等が必

ずしも十分にあるとはいえない面もみられる。 

 なお，「連携タイプ」において，先にみた農林漁業成長産業化ファンドを活用した「６

次産業化事業体」による取組は，農業サイドの出資比率が商工業サイドよりも高い合弁事

業体の形成による事業展開という点に特徴があり，農業サイドの主導性を確保した「川上

主導型バリューチェーン」の構築を意図したものといってよい。 
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（２）「川上主導型バリューチェーン」の構築に向けた，一般的マーケティング論か

らの示唆 

 

「小売主導型流通システム」が進展し，現代流通における基本的な特徴・傾向としての

性格を強めていく中で，「川上主導型バリューチェーン」としての６次産業化の有効な推

進方向はどのようなものなのか。この点を考える際の視点の一つとして，生産者（メーカ

ー）の基本的なマーケティング戦略の特徴と，「小売主導型流通システム」の進展による

それへの影響の主要点を踏まえながら，生産者（メーカー）のマーケティング活動から示

唆される戦略を農業サイドである川上側に置き換えて考えることも必要であろう。 

生産者（メーカー）によるマーケティングの特徴等についてはきわめて多くの研究蓄積

があるが，その中で田村正紀の見解を取り上げると，生産者（＝メーカー）マーケティン

グの基本戦略として，①最終顧客指向，②ブランド化，③流通組織化の３点が挙げられて

いる（15）。 

 この３つの基本戦略の意味内容を筆者なりに敷衍して示すならば，①最終顧客指向は，

直接の取引相手だけではなく最終顧客（最終消費者）を見据えた取組が重要であること，

②ブランド化は，差別化された市場創造に向けて不可欠な役割を果たすこと，③流通組織

化は，生産から消費までの価値をつないでいく流通の仕組み(＝円滑な「価値伝達」等の仕

組みとしてのバリューチェーン)の構築（ただし，メーカーによる流通組織化は「流通系列

化」としての性格が強い点に留意），としてとらえることができる。 

 また，この中で田村は，生産者マーケティングの中核としてブランド化を位置づけ，ブ

ランド化の狙いは，差別化に基づく価格設定権の確立にあるとしている。 

田村は，こうした生産者（メーカー）マーケティングの基本戦略が，大手流通企業の成

長（＝「小売主導型流通システム」の進展）の中で，どのような影響（攪乱）を受けるの

かについて次のように指摘する。 

 その要点を示すと，①大型小売企業の購買支配力によって生産者の価格設定権が浸食さ

れること，②郊外型ショッピング・センターをはじめとする大規模で魅力的な店舗展開（売

場づくり）による集客を図ることにより，消費者の意思決定は商品選択よりも買い物場所・

店舗選択が先行すること，③生産者ブランドの廉売によりそのブランドの資産価値が減価

すること，等である。 

上記のように，「小売主導型流通システム」が進展するなかでは，田村が指摘する生産

者（メーカー）の基本的マーケティング戦略活動の効果は一定の変容を余儀なくされるこ

ととなる。しかし，この基本的マーケティング戦略（最終顧客指向，ブランド化，流通組

織化）は，生産者（メーカー）を農業サイドの川上側に置き換えて考えるならば，６次産

業化の推進（「川上主導型バリューチェーン」の構築）を図る上で十分に検討に値するも

のといえる。 

 その要点は，「最終顧客志向」によって計画化された個別商品の流通フローの管理がど
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の程度成功するかは，「ブランド化」と「流通組織化」に依存する，としてとらえること

ができる。 

この中で，最終顧客指向については，従来型の一般的農業者の場合，たとえば青果物に

ついていえば，標準化・規格化された農産物の収集段階において農協共販によるロットの

大型化を図りながら卸売市場への委託出荷を中心とする出荷戦略を基本とし，卸売市場か

ら先の実需者・消費者は誰なのかを念頭におくことは少なく，最終顧客指向の生産・販売

行動とは遠いものであったといえる。 

 ６次産業化の取組において重要なのは，「地域資源に付加価値をつけながら消費者・実

需者につながる」ということであり，「顧客」（消費者・実需者）が必要としている機能・

便益・付加価値（「顧客価値」）は何かを探り，それを踏まえた地域資源の活用による生

産・供給を行うこと，すなわち、販路（出口，受け皿）を確保してからの取組（「出口戦

略」）という視点である。このため，当然のことながら，最終顧客指向は６次産業化の推

進においても不可欠なものとなる。 

この最終顧客指向を踏まえた上で，「川上主導型バリューチェーン」としての６次産業

化を進めるために，ブランド化と流通組織化の意義や役割等をどのように考え位置づけて

いくかについて検討する必要がある。 

 このうち，ブランド化について詳しくは，第６章で「地域ブランド」を含めて検討する

こととし，ここでは流通組織化について若干の検討を行うことにする。なお，流通組織化

の意義・役割等にも関連するが，ブランド化の持つ大きな意義として，「モノへの意味づ

け」等をはじめとする差別化により価格設定権の確保を図ろうとする点が重要である。「地

域ブランド」の確立は，地域資源に付加価値を付けながら価値提案を行って消費者・実需

者につながっていく「川上主導型バリューチェーン」の構築において，価格設定権の確保

と競争優位性を高め，付加価値配分の中で農業・農村サイドが有利な位置を占め，農業・

農村の所得増大につなげる上で重要な手法であるといえる。 

この点も念頭におきながら，以下，流通組織化について若干の検討を行う。 

 

（３）「中間流通機能活用型」の６次産業化 

 

マーケティングにおける流通組織化は，生産から消費までの価値をつないでいく流通の

仕組み（＝円滑な「価値伝達」等の仕組みとしてのバリューチェーン）の構築としてとら

えることができ，６次産業化の取組においても重要な位置を占める。 

 メーカーによる流通組織化は「流通系列化」（16）としての性格が強いが，農業サイドが

主体となって川下までの「流通系列化」を図ることは容易ではない。 

 ６次産業化の取組において，その市場規模の拡大を図るためには，特に販路の確保・拡

大方策が重要である。 

 販路の確保方策の一つとして，「多角化タイプ」の展開による，直売所の設置やインタ

ーネット・通信販売等の活用による消費者への直接販売といった最終消費者との直接的な
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接点づくり，すなわち小売機能の内部化による流通チャネルの形成をあげることができる。 

 しかし，６次産業化の取組が個々の事業体による取組にとどまるのではなく，より大き

な「産業」レベルで成長を図るためには，「連携タイプ」による商業部門の機能を活用し

た取組が必要とされる。この場合，小売企業との連携による６次産業化の取組も念頭に置

く必要があるが，「小売主導型バリューチェーン」の形成が広がりをみせるなかで，農業

サイドと大手小売企業との対等な連携関係の構築は容易ではない。 

 こうした中で着目すべきは，わが国の加工食品流通における特徴の一つとして，以前に

比べれば集約化・短縮化されつつあるものの，欧米諸国等とは異なる「多段階性」がみら

れ，卸売業が重要な役割を果たしている点である。基本的に卸売業者は，川下からの「ニ

ーズ情報」と川上からの「シーズ情報」が交流・蓄積される結節点として，「ニーズ志向」

と「シーズ志向」のバランスを念頭に置いた活動を行いやすい川中に位置している。また，

品揃えにおいても，分散段階に位置する小売業の品揃えよりも豊富であり，POS 情報で絞

り込まれた狭い範囲の商品供給にとどまらず，新たな需要喚起の可能性を有する多様な商

品供給を行える位置にある。 

ただし，卸売業者が加工食品流通において重要な役割を果たすといっても，卸売業の活

動内容は一様ではなく，加工食品流通における「効率性」と「有効性」の視点を含め，食

品メーカーや小売企業等から求められる高度な卸売機能を担える卸売業者だけがその存在

意義を示すことができるという意味である。 

また，「小売主導型流通システム」の形成の強まりが進む中で，「製販統合」や「製販

連携」等と呼ばれる「流通チャネルにおける新たな連携関係」の構築が進行している。「製

販統合」についてはさまざまなとらえ方があるが，たとえば「対立なき長期的な協調関係

を目指した大手メーカーと大手流通業者の間の戦略的意図の連携」」（17）として定義され

ている。この中で「戦略的意図」とは，「物流・情報流の円滑化を図る「機能的提携」」

から「相互補完的な経営資源の共有によるイノベーションの獲得を図る「包括的提携」」

へのシフトを重視するものである。この「新たな連携関係」の構築は，メーカー主導型の

流通チャネル形成である「流通系列化」に代わる生産・流通システムとして登場してきた

ものであり，必ずしもすべてではないが，基本的には大型小売企業主導で行われている点

に特徴がある。このため，「製販統合（製販連携）」については，大型小売企業が，その

「巨大な販売力と正確な実需情報を背景として，生産過程を指揮し，必要な量，必要な時

間に生産し，納品できる体制」づくりであり，「小売企業が生産過程にまで入り込む」生

産・流通事業の編成という点に着目する必要がある（18）。 

この「製販統合」の進展の動きは，基本的には，メーカーと大型小売企業の直接的な取

引関係の強まりを意味するのであり，双方の間に介在する卸売業者の役割・存在意義があ

らためて問われることとなる。わが国の加工食品流通において重要な役割を果たしている

のは，「小売主導型流通システム」や「製販統合」が進展する中でも，食品の生産・流通

の「効率性」と「有効性」の両面において求められる機能の高度化を図っている卸売業者

である（19）。 
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こうした点を踏まえた上で，ここでは，卸売業者の基本的な位置，役割，機能について，

６次産業化の推進の視点から簡単にみることにする。 

卸売業の機能をどのようにとらえるかについては論者によって異なる面もあるが，ほぼ

共通する基本的機能として，需給接合機能，情報伝達機能，物流機能の３点を挙げること

ができる。このほか，金融機能，危険負担機能等が卸売業の補助的機能として指摘される

ことが多い。 

 ここで重要な点は，こうした従来型の卸売業者の基本的機能（需給接合機能，情報伝達

機能，物流機能等）に加えて，①自社で加工施設や技術スタッフを擁し，加工品を開発・

生産し，自らの物流網・販売網で販売する取組や，②生産支援（産地育成等）や小売支援

機能（売り場提案，棚割提案などのカテゴリーマネジメント等）等の垂直的に拡張した卸

売機能の拡充を図っている卸売業がみられることである。この新たな機能を従来型の卸売

機能と区別するため「中間流通機能」と呼ぶことができる。「中間流通」とは，上原征彦

によると「卸売過程を起点として川上（メーカーへの方向）や川下（小売への方向）に向

けて外延的に構成されるコーディネート組織によって展開される行為や現象」であり，卸

売業者によるメーカーとの共同製品開発や小売業者の品揃え活動のサポート等を指してい

る（20）。 

「川上主導型バリューチェーン」としての６次産業化について，個々の事業体の取組に

とどまるのではなく，より大きな「産業」レベルでの推進を図るためには，「連携タイプ」

による商業部門の機能活用が重要であるが，大型小売企業がチャネル・リーダーとして商

品の企画・価格設定や分業編成の全体をコーディネートする「小売主導型流通システム」

や「製販統合」等の形成が進行する状況下においては，卸売業（特に加工食品卸）を商業

部門の有力な連携先として位置づけ，特にその「中間流通機能」を活用した取組が重要で

ある。 

その理由として，上述したように，卸売業は川中に位置することから，①「ニーズ志向」

と「シーズ志向」のバランスのとれた活動を行いやすく「川上主導型バリューチェーン」

が念頭におく商品開発等と親和性が高いこと，②小売業よりも品揃えが豊富で，新たな需

要喚起の可能性を有する多様な商品供給を行えること等が大きい。ただし，重要な点は，

農業サイドの有力な連携先として期待される卸売業者は，従来型の卸売機能だけでなく，

「ニーズ志向」と「シーズ志向」のバランスのとれた商品開発力はもとより，消費者ニー

ズの収集力，小売業への売り場提案等を含む商品販売力等の「中間流通機能」（垂直的に

拡張した卸売機能）を保持し，これらの機能を活かした活動を一体的に行える事業者とい

うことである。 

このような機能を有する加工食品卸売業者と農業者が連携して６次産業化に取り組ん

でいる事例として，高知市で，加工食品卸が産地支援を行いながら柚子生産者（組合）と

連携し，生産された柚子果汁を買い取って，産地にこだわった「ポン酢」等の柚子加工品

を製造し，同社の物流網・販売網で流通させている取組をあげることができる（第 4-6 図）。 

 この取組の基盤には，地元の農業者（生産組合）と加工食品卸および高知市の三者で締
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結したパートナーズ協定がある。これは加工食品卸が同市の柚子産地支援のため協賛金（毎

年 100 万円）を提供し，市はこれをもとに柚子産地・中山間地域振興を図るための事業を

行うものであり，2008 年度から継続して実施されている。これにより，苗木の新植・改植

等が進められるとともに，技術指導の実施や作業道の整備等の基盤整備が行われている。

こうした取組においては，単なる製品開発等にとどまらず，中長期的な視点に立った地域

の６次産業化やそれに必要な原料の産地化に向けた話し合い・活動が行われ，そうした中

で農業サイドの主張も反映されているものと思われる。また，市が関与し，柚子の耕作放

棄地の解消にも結びつけながら産地基盤整備と地域振興を進め，地域ぐるみの６次産業化

の取組として展開されている点も注目される。 

 さらに，この加工食品卸は，2014 年４月に，柚子以外の品目（しょうが等）の素材発掘

と製品開発，ブランド化を強化するため，社内に６次産業化推進の専門部署を設置し，人

材養成を行いつつ，地域密着型の地場産品の加工・販売の取組を強化している。 

以上，検討してきたように，「小売主導型バリューチェーン」の形成が進展する中で，

農業サイドから最終消費者への円滑な「価値形成」，「価値表示」，「価値伝達」，「価

値実現」を図る「川上主導型バリューチェーン」の構築を図り，さらにその市場規模を拡

大させていくためには，農業サイドが消費者へ直接販売する小売機能の内部化による取組

だけでなく，農業サイドが最終顧客指向を持って多様な事業者と連携しつつ販路の確保・

拡大を図る取組の推進が重要である。 

 この場合，今後の６次産業化の推進において，農業サイドが主導的ないしその関与度合

いを高めながら、「中間流通機能」を有する加工食品卸等の商品開発力，販売力等を活用

した，「中間流通機能活用型」の６次産業化の取組も有効であると考える（第 4-7 図）。 

 

 

 

第 4-6 図 高知市における柚子を活用した６次産業化の取組事例の概念図 
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第 4-7 図 「中間流通機能活用型」の６次産業化の概念図 

 

（小林 茂典） 

 

 

注 

（1）宮沢健一は，最も一般的な分業を「分立型分業」，諸活動が連結し統合された形で行われる分業を「連鎖型分業」

と呼んで区別している。宮沢健一（1988），52 ページ。 

（2）菊澤研宗（2006），20 ページ。「機会主義」は「すべての人間は自分の利益のために悪徳的に行動する可能性が

あること」，「限定合理性」は「すべての人間は情報の収集」や「情報の伝達表現能力に限界があり「合理的で

あろうと意図されているが，限定的でしかありえないこと」」を指している。 

（3）「資産特殊性」は「取引特殊的資産」と同様，特定の顧客との取引だけに限定利用される資産（設備等）である。

他に転用が困難なことから，その収益性等が取引相手の行動に大きく左右され法外な要求を突きつけられたりす

る「ホールドアップ（お手上げ）問題」に巻き込まれる可能性がある（同上，20～21 ページ）。 

（4）加護野忠男・井上達彦（2004），88～91 ページ，108 ページ。 

（5）原頼利（2011），225 ページ。 

（6）青木幸弘（2004）。このほか，「地域ブランド」の基本的考え方や課題等については，斎藤修（2011），岸本喜

樹朗・斎藤修（2011）等を参照。 

（7）シュムペーター(1977)，吉川洋（2009）。 

（8）一橋大学イノベーション研究センター（2001），214 ページ。 

○　農業・農村サイドの地域資源、生産技術等の多様な経営資源と、
　　 「中間流通機能」を有する加工食品卸の商品開発機能（商品開発力）、
　　 販路開拓・拡大機能（販売力）、小売支援機能（売り場提案、カテゴリーマネジメント等）、
　　 川上・川下の結節点として交流・蓄積される各種情報等、
　　 とを連結させた「中間流通機能活用型」の６次産業化
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（9）今井賢一（1992）等を参照。さらに，「情報・知識の交流・共有・蓄積」は，特に連携において，「相互補完的

な経営資源の共有によるイノベーションの獲得を図る包括的提携」（崔・石井（2009））へと展開していく基盤

にもなり得る点が重要である。 

（10）嶋口充輝（1994），46～47 ページ，150～151 ページ。 

（11）このとらえ方については，青木幸弘・恩蔵直人（（2004），９ページ）も参照。 

なお，バリューチェーンの構築にとって不可欠な顧客価値の設計とその生産・流通・販売等の連鎖的な諸活動

の効率的・効果的な仕組みづくりについては，マーケティング視点を中心とする嶋口の「価値創造の循環プロセ

ス」のほか，藤本隆宏に代表される「広義のものづくり」論から学ぶべき点がきわめて大きい。「設計情報」（顧

客にとっての付加価値）を「媒体」に作り込み，それを「良い流れ」で顧客まで届ける「良い設計の良い流れ」，

「顧客に始まり顧客に終わる設計情報の循環的な流れ」の仕組みづくりに関する考え方はバリューチェーンの構

築を図る上でも示唆に富む（藤本隆宏（2012），60～61 ページ，212 ページ）。藤本隆宏（2004，2007）も参照。 

（12）青木・恩蔵（同上，９～12 ページ）。 

（13）木立真直（2006）。このほか，「小売主導型流通システム」の特徴や背景等については，佐藤肇（1974）も参

照。 

（14）日本政策金融公庫が６次産業化や大規模経営に取り組む農業者を対象に行ったアンケート調査によると，６次

産業化に取り組んだきっかけとして最も多くあげられているのは，「生産・加工・販売の一元化を通じた価格決

定権の確保のため」である（日本政策金融公庫（2013））。 

（15）田村正紀（2001）。 

（16）「流通系列化」は，基本的には，メーカー（生産者）が「卸売業者や小売業者との間にパワー関係を形成して，

垂直統合することなく，生産者直営の販売拠点のように販売やサービスにおける協力を確保する仕組み」である

（高嶋克義（2012），148 ページ）。この「流通系列化」は，「卸売業者や小売業者を組織化することによって，

その活動を管理・コントロール」しようとする「メーカー主導型の流通チャネルの形成」とも説明される（渡辺

達朗（2010a），127 ページ）。 

（17）崔相鐵・石井淳蔵（2009），300 ページ。 

（18）石原武政（2000），85 ページ。 

（19）卸売業者の機能高度化については，特に，販売網の広域化・全国化，取扱品目の拡大・フルライン化，拡大し

た取扱品目の一括供給や多温度帯物流を含むロジスティクス能力の向上，小売店の売り場提案や棚割等のカテゴ

リーマネジメントを含む小売支援機能の強化，オリジナル商品の開発力の強化等が重要である。これらについて

は，たとえば，渡辺達朗（2010b），高嶋（2012），日本食糧新聞社（2006），臼井秀彰・寺嶋正尚・加藤弘貴（2001）

等を参照。 

（20）上原征彦（2010）。また，木立真直も「従来，卸売業者による事業展開と機能強化は，既存の機能の延長線上

でのものがほとんどであった。これに対し，最近では，大手，中小を問わず，既存の卸機能の領域を超えて，小

売店の支援，さらには生産への関与を行い，サプライチェーン全体をコーディネートする役割を果たそうとして

いる。」（木立真直（2007））として，拡張された卸売機能に注目している。 

なお、現代流通の大きな特徴として，「小売主導型流通システム」に加えて，流通のネットワーク化（ネット

ワーク型流通）の進展も挙げることができる。これは，近年，生産・加工・流通等の主体間の調整機構において，

連携等によるネットワーク（中間組織）化が進展していることに着目したものであり，「製販統合（連携）」等
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の多様な取組内容もこの中に含まれる。この流通のネットワーク化の特徴等については，木立真直（2013），崔

相鐵・石井淳蔵（2009），加藤司（2006），田村正紀（2001）等を参照。この中で加藤は，ネットワークオーガ

ナイザー（＝チャネル・リーダー）として商業者の役割，その中でも特に，上記「中間流通機能」とも密接に関

連し，商品の企画機能等を有する「製造卸」等の卸売業者に着目している。 
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第５章 ６次産業化の取組状況とタイプ分けの基本的視点 

 

１．全国規模の統計等による６次産業化の特徴 

 

 ここでは，全国規模の統計でみた６次産業化の特徴等について，既存の統計から概観を

述べる。利用した統計は，以下の４つである。まず，農林水産省統計部による，「農林業セ

ンサス」（2005，2010 年）では，農産物の加工，農産物直売所，観光農園，農家民宿，農

家レストラン等の各事業（以下「農業生産関連事業」）に取り組む農業経営体数が調査され

ている。また，これらの農業生産関連事業に取り組む農業経営体，農協等を対象に，「６次

産業化総合調査」（2010，2011，2012 年度）を実施しており，販売額，従業員数，地場農

産物の利用比率等が調査されている(1)。さらに，直売所については，「農産物地産地消等実

態調査」を 2004，2007，2009 年度に実施しており，2009 年度には，産地直売所及び農

産加工場における地場農産物の取扱状況や今後の意向について調査が行われている(2)。ま

た，農林水産省経営局就農・女性課による，「農村女性による企業活動実態調査」は，1997
年から毎年実施されており，都道府県の協力により，女性起業の活動の実態について長期

的に調査が行われている(3)。ここでは，これら４つの統計調査から，主に農業経営体によ

る６次産業化の特徴について，経営体数，販売額，地場農産物や人材などの地域資源の活

用状況などの概観を把握する。 
 
（１）農林業センサス（2005，2010 年） 

 
まずここでは，農林業センサス（2005，2010 年）から，農業生産関連事業に取り組む

経営体の概略を見る。第 5-1 表に示したように，農業生産関連事業に取り組む農業経営体

は，約 35 万経営体となっている。農業生産関連事業に取り組む農業経営体が，全農業経

営体に占める比率は，2005 年の 17.6％から，2010 年の 20.9%へと増加している。取り組

んでいる事業の多くは，消費者への直接販売であり，2005 年と比較して 0.7％減少してい

るものの，2010 年には，329,122 経営体を占めている(4)。次いで，農産物の加工(以下，「加

工」)が多く，2010 年には，34,172 経営体（2005 年比 42.9%増）となっている。貸農園，

観光農園，農家民宿，農家レストランはいずれも全農業経営体に占める比率としては小さ

いが，2005 年に比較して 2010 年には大きく増加しており，2010 年には，貸農園・体験

農園等 5,840 経営体(同 45.2%増)，観光農園 8,768 経営体(同 15.7%増)，農家民宿 2,006 経

営体(同 34.5%増)，農家レストラン 1,248 経営体(同 51.1%増)となっている。 
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第 5-1 表 農業生産関連事業を行う経営体数 

 

 

また，出荷先別統計からは，市場や農協以外に直接出荷している経営体数が把握できる。

全国的に農家戸数が減少する中で，2010 年の販売農家戸数は 150 万戸へと，2005 年より

14.4%減少している。こうした中，小売店への出荷は 106,737 経営体であり，5.5%減少し

ているが，食品製造業・外食産業への出荷は 24,095 経営体で 4.9%増加しており，消費者

への直接販売は 329,122 経営体で 0.7%増加している。これらの出荷先は重複するものも

あるが，のべ数では全販売農家の３割を占めている（第 5-2 表）。 
 

第 5-2 表 農業経営体の農産物の出荷先の状況（全国，複数回答） 

 
 
（２）６次産業化総合調査（2010，2011，2012 年度） 

 

  ６次産業化総合調査（2010，2011，2012 年度）では，これらの農業生産関連事業に取

り組む農業経営体，農協等について，より詳細な調査が行われている。第 5-3 表に農業生

産関連事業の年間販売額と総従事者数を示した。年間販売額は，１兆 7,451 億円で前年度

に比べ 6.6％増加しており，総従事者数は 45 万 1,200 人で，前年度に比べ 5.1%増加して

単位：経営体

2005年 2,009,380 353,381 23,913 331,347 4,023 7,579 1,492 826 … 12,329
2010年 1,679,084 351,494 34,172 329,122 5,840 8,768 2,006 1,248 445 3,215
増加数 ▲ 330,296 ▲ 1,887 10,259 ▲ 2,225 1,817 1,189 514 422 … ▲ 9,114
増加率 -16.4% -0.5% 42.9% -0.7% 45.2% 15.7% 34.5% 51.1% … -73.9%
比率 100.0% 20.9% 2.0% 19.6% 0.3% 0.5% 0.1% 0.1% 0.0% 0.2%

海 外 へ
の 輸 出

そ の 他

資料：2010年、2005年農林業センサス

注１：「事業の種類」の「店や消費者に直接販売」は、2010年には「消費者に直接販売」となっている。このため、「店や消費者に直接販売」お

よび「うち、農業生産関連事業を行っている実経営体数」の2005年から2010年の数字は接続しないものもある。
注2：「事業の種類」の構成割合は、農業経営体に対する割合。複数の事業を行っている場合があるため、その合計は農業生産関連事業を

農業経営
体数

うち、農業生
産関連事業
を行っている
実経営体数

事　　　業　　　種　　　類　　　別

農 産 物
の 加 工

店や消
費者に
直接販

売

貸農園・
体験農
園等

観光農園 農家民宿
農　　家

レストラン

注3:2005年は海外への輸出の調査項目はなし
注４：増加数は、2010年の2005年との比較、増加率は(2010-2005)/2005
注5：比率は、2010年における全農業経営体数に占める比率

単位：経営体

2005年 2,009,380 1,760,755 1,384,178 177,714 191,355 112,890 22,973 326,703 … 125,076
2010年 1,679,084 1,506,576 1,108,395 200,273 155,992 106,737 24,095 329,122 4,665 74,545
増加数 ▲ 330296 ▲ 254179 ▲ 275783 22559 ▲ 35363 ▲ 6153 1122 2419 … ▲ 50531
増加率 -16.4% -14.4% -19.9% 12.7% -18.5% -5.5% 4.9% 0.7% … -40.4%
比率 - 100.0% 73.6% 13.3% 10.4% 7.1% 1.6% 21.8% 0.3% 4.9%

資料：2010年、2005年農林業センサス
注1：増加数は、2010年の2005年との比較、増加率は(2010-2005)/2005
注2：比率は、2010年における「販売のあった実経営体数」に占める比率
注3：2005年はインターネットによる販売の調査項目はなし

食　　品
製造業・
外食産

業

消費者に
直接販売 そ の 他

インター
ネットに
よる販売

農業経営
体数

うち、販 売
のあ っ た実
経営体数

農 産 物 の 出 荷 先 別 （ 複 数 回 答 ）

農　協

農協以
外の

集出荷
団体

卸売
市場

小売
業者
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いる。農業経営体（農家（個人），農家（法人），会社等）と農協等（地方公共団体・第３

セクター，農業協同組合，生産者グループ等，その他）で区分すると，年間総販売金額は，

農協等の農産物直売所（以下，直売所）や加工で高くなっている。一方，従事者数でみる

と，農業経営体の従事者数が，加工で 13 万，直売所で 7.4 万と多くなっている（第 5-4
表）。 
 

第 5-3 表 農業生産関連事業の年間総販売金額 

 
 

第 5-4 表 農業生産関連事業の総従事者数 

 

 
次に，事業別の販売金額規模を見ると，全体の 33.0%が 100 万円未満，33.8%が 100 万

～500 万円の規模となっており，小規模な，あるいは副業として経営されている事業体が

多いと考えられる。一方，直売所では比較的，販売規模の大きな事業体が多くなっており， 
1,000～5,000 万円が 21.5%，5,000～１億円が 6.7%，１億円以上が 8.2%となっている。

また，農家レストランも，500～1,000 万円が 22.4%，1,000～5,000 万円が 22.9%と，比

較的，販売規模が大きい（第 5-5 表）。 
次に，地場農産物の活用や雇用について概略をみる。従事者数および雇用者の男女別割

合をみると，家族または構成員が 5 割で，残る５割が雇用者となっている。雇用者は臨時

雇いが 6 割となっている。なお，性別でみると女性が 6 割を占めており，特に，直売所，

農家レストランにおける雇用者の７～８割が女性となっている（第 5-6 表）。 
 

 

計
農業経
営体

農協等 計
農業経
営体

農協等

2010年度 16,552 7,783 2,693 5,091 8,176 1,064 7,112 352 241
2011年度 16,368 7,801 2,702 5,100 7,927 1,029 6,899 376 263
　対前年度比(%) 98.9% 100.2% 100.3% 100.2% 97.0% 96.7% 97.0% 106.7% 109.4%
2012年度 17,451 8,237 2,936 5,301 8,448 1,176 7,272 379 386
　対前年度比(%) 106.6% 105.6% 108.7% 103.9% 106.6% 114.3% 105.4% 100.8% 146.7%
資料：農林水産省「６次産業化総合調査」（2010､2011､2012年度）

単位：億円

年間総販
売金額

農産物の加工 農産物直売所
観光農

園

その他農業
生産関連
事業

注：その他農業生産関連事業には、農家レストラン、農家民宿および輸出が含まれている

計
農業経
営体

農協等 計
農業経
営体

農協等

2010年度 3,995 1,419 1,128 291 1,816 481 1,335 617 143
2011年度 4,292 1,561 1,263 297 2,000 610 1,390 559 172
　対前年度比(%) 107.5% 110.0% 111.9% 102.3% 110.2% 126.9% 104.2% 90.7% 120.3%
2012年度 4,512 1,606 1,306 300 2,149 745 1,404 560 197
　対前年度比(%) 105.1% 102.9% 103.4% 100.8% 107.4% 122.1% 101.0% 100.0% 114.4%
資料：農林水産省「６次産業化総合調査」（2010､2011､2012年度）

注：その他農業生産関連事業には、農家レストラン、農家民宿および輸出が含まれている

単位：100人

総従事者
数

農産物の加工 農産物直売所
観光農
園

その他農業
生産関連
事業
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第 5-5 表 事業別の販売金額規模 

 
 

第 5-6 表 従事者数および雇用者の男女別割合 

 

 
第 5-7 表 産地別仕入金額および地場産割合 

  
 

  

単位：億円，万円，事業体，％

1,745,125 2,630 66,350 100.0 33.0 33.8 12.5 13.5 3.0 4.2 
農産物の加工 823,730 2,711 30,390 100.0 43.2 33.9 10.8 8.7 1.0 2.4 
農産物直売所 844,818 3,587 23,560 100.0 15.6 32.4 15.6 21.5 6.7 8.2 
観光農園 37,932 428 8,850 100.0 41.0 40.3 9.8 8.0 0.3 0.6 
農家民宿 5,731 292 1,960 100.0 59.7 24.2 7.8 8.1 0.2 0.1 
農家レストラン 27,207 1,845 1,480 100.0 18.6 27.3 22.4 22.9 5.0 3.8 
農産物の輸出 5,707 4,878 120 100.0 31.6 28.2 7.7 16.2 5.1 11.1 

資料：農林水産省「６次産業化総合調査」（2012年度）

5,000万

～１億
１億円
以上

農業生産関連事業計

区分
総額

（百万円）

１事業体
当たり

販売金額

（万円）

事業体数

（事業体）

販売金額規模別事業体数割合（％）

計
100万円

未満

100～
500

500～
1,000

1,000～
5,000

単位（100人）

4,512 2,187 2,325 991 1,333 33.4 66.6 29.9 70.1 6.8
 割合 100.0% 48.5% 51.5% 22.0% 29.5% 7.3% 14.6% 8.8% 20.7%

農産物の加工 1,606 699 907 402 504 43.1 56.9 30.6 69.4 5.3
農産物直売所 2,149 1,174 976 482 493 24.7 75.3 28.9 71.1 9.1
観光農園 560 229 330 58 272 40.8 59.2 31.6 68.4 6.3
農家民宿 73 49 25 4 21 39.5 60.5 29.5 70.5 3.7
農家レストラン 113 32 81 42 39 27.7 72.3 19.7 80.3 7.6
農産物の輸出 11 4 7 3 4 57.2 42.8 49.2 50.8 9.2

資料：農林水産省「６次産業化総合調査」（2012年度）

注：割合は，計（従事者数）に占める割合

雇用者の男女別割合
１事業所あ

たり従業者

数(人）
小計 常雇い

臨時雇

い

常雇い 臨時雇い

男性 女性 男性 女性

農業生産関連事業計

区分 計
役員・家

族

雇用者

単位：100万円

計 331,672 207,599 78,774 128,825 71,506 38,802 13,765 62.6 
農業経営体 124,978 97,889 78,774 19,115 12,817 12,092 2,179 78.3 

農協等 206,694 109,710 － 109,710 58,689 26,710 11,586 53.1 
計 729,592 610,833 76,974 533,859 61,288 55,324 2,147 83.7 

農業経営体 110,070 101,469 76,974 24,495 4,448 3,694 459 92.2 
農協等 619,521 509,364 － 509,364 56,840 51,629 1,688 82.2 

998 542 335 208 218 189 49 54.3 
6,985 4,470 2,883 1,587 1,304 1,017 194 64.0 

資料：農林水産省「６次産業化総合調査」（2012年度）

注：産地別仕入金額(農産物直売所は販売金額）は、農産物の仕入金額の合計

農家レストラン

区分

産地別仕入金額
地場産
割合(%)計

地場産
自都道
府県産

国内産 輸入
小計 自家生産物

自家生産
物

農産物
の加工

農産物
直売所

農家民宿
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第 5-1 図 産地別仕入れ金額および地場産割合 
資料：農業・農村の６次産業化総合調査（2012 年） 

 

また，地場産の比率はいずれも半数を超えている(5)。特に，直売所では 83.7％と高い割

合となっており，農家レストラン，加工でも 6 割を超える。また，特に，農業経営体によ

る事業の地場産の利用率が高くなっており，直売所で 92.2%，加工で 78.3%となっている

（第 5-7 表，第 5-1 図）。 

 
（３） 農産物地産地消等実態調査（2009 年度） 

 

次に，農産物地産地消等実態調査（2009 年度）から，直売所の高付加価値化，販売促進

等の取組状況について分析する。第 5-2 図は，地場農産物の販売にあたって実施している

高付加価値化の取組を，販売規模別に示したものであるが，朝採り販売は全体の 70.8％が

取り組んでおり，すべての階層で 6 割以上の直売所が行っている。また，商品を地場産農

産物のみ販売するという取組は，全体の 65.8％が取り組んでおり，販売規模の小さい直売

所ほど取組比率が高くなっている。一方，生産者名・栽培方法等の表示（全体の 56.8％が

取組）や，地域特産物の販売（同 49.2％），有機栽培品や特別栽培品などの高付加価値品

の販売（同 25.8％）については，販売規模の大きな直売所ほど取組比率が高くなっている。 
また，集客・販売促進等における取組を見ると，取組数が多いのは特売日，イベント等

の開催であり，全体の 40.7％が取り組んでいる。特に販売規模が 3,000 万円以上の直売所

では，6 割以上が取り組んでいる。また，生産者と消費者の交流活動，体験活動等の実施

（全体の 21.6％が取組），産地直売所の同一地域内に所在する他の産地直売所との連携（同

16.8％），地場農産物を原料とする加工場，レストランの併設（同 15.5％）などは，取組

比率はそれほど高くないが，販売規模が大きくなるほど取組比率は高い（第 5-3 図）。 
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第 5-2 図 販売面における高付加価値化の取組比率（%） 

資料：農産物地産地消等実態調査（2009 年度） 

 

第 5-3 図 集客・販売促進等の取組比率（%） 
資料：農産物地産地消等実態調査（2009 年度） 

 

第 5-4 図 地域との連携への取組比率（%） 

資料：農産物地産地消等実態調査（2009 年度）  
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また，地域との連携についてみると，学校給食，幼稚園，保育園，教育機関等への食材

の提供への取組が比較的多く，全体の 19.7％が取り組んでおり，販売規模が大きな直売所

ほど，取組比率が多くなっている。また，旅館・ホテル等への食材の提供は全体の 7.2％，

病院，老人福祉施設への食材の提供は全体の 5.5％，企業の社員食堂等への食材の提供は

全体の 1.4％が取り組んでいる（第 5-4 図）。 
 
（４） 農村女性による企業活動実態調査（1997～2012 年） 

 
最後に，農村女性による企業活動実態調査によって，農村女性起業の概略と長期的な変

化についてみる。第 5-5 図に示したように，女性企業数は統計を開始した 1997 年から一

貫して増加してきたが， 2012 年には初めて微減となった。これは，平均年齢が 60 歳以

上の経営体が 73.7%を占めるグループ経営が，高齢化などにより減少していることが大き

な原因とされる。一方で，個人経営での女性企業は増加している（第 5-5 図）。 

第 5-5 図 女性起業 

資料：農村女性による企業活動実態調査（1997～2012 年） 

 
また，活動内容の内訳をみると，2012 年度は，食品加工が 74.7％，食品以外の加工が

3.3％，直売所やインターネットでの販売などの流通・販売が 65.5%，農産加工体験や農家

レストラン等の都市との交流が 23.6%となっている。 
また，2012 年度の年間売上金額をみると，300 万円未満が約半数となっており，副業と

して経営されている取組も多いと考えられる。その一方で，個別経営であっても，300 万

円以上の年間売り上げのある経営体が約半数となっており，全体の 13.8%が，1,000 万円

以上となっている（第 5-8 表）。 
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第 5-8 表 年間売上金額 

 

 
本節では，全国規模での６次産業化の特徴について，農業経営体，農協等による農業生

産関連事業を中心に分析した。農業生産関連事業に取り組む農業経営体は，2012 年度には，

全農業経営体の２割を占めるまで増加し，販売金額の総額も，１兆 7,451 億円まで増加し

ている。取り組みの多くは，農産物の加工や消費者への直接販売が占めている。一方で，

貸農園，観光農園，農家民宿，農家レストラン等の農業経営体の経営多角化による６次産

業化も，絶対数は小さいものの着実に増加している。 
主体ごとに取り組みの特徴をみると，農協等による農業生産関連事業は販売金額の総額

が農業経営体より高い。一方で，農業経営体による農業生産関連事業は，雇用者数の総数

が農協等よりも多い。また，直売所の調査からは，農協等による大規模な直売所ほど高付

加価値化，集客，販売促進等の取組比率が高い傾向があり，農業経営体による直売所は，

地場産の利用比率が高い傾向があった。６次産業化の取り組みは，非常に多様な主体から

構成されており，それぞれに優位な点があるため，特徴に応じた支援が必要といえるだろ

う。 
 

（大橋めぐみ，高橋克也，佐藤孝一） 
 
 
２． タイプ分けの３つの視点 

 

 各地で進められている６次産業化の取組については，その事業内容の特徴等に応じて，

いくつかのタイプに分けることができる。ここでは，第 5-6 図に示すように，主なタイプ

分けの視点として「事業の方向」，「顧客との接点」，「顧客との接点に商品・サービス

を供給する仕組み」の３つをとりあげて，その特徴等を簡単にみることにする。 

  

単位：件

計
300万円

未満
300～500 500～1,000 1,000～

5,000
5,000万
～１億

１億円
以上

不明

個別 4,808 2,559 555 468 282 35 10 899
100.0% 53.2% 11.5% 9.7% 5.9% 0.7% 0.2% 18.7%

グループ 4,911 2,343 517 594 797 124 96 440
100.0% 47.7% 10.5% 12.1% 16.2% 2.5% 2.0% 9.0%

合計 9,720 4,903 1,072 1,062 1,079 159 106 1,339
100.0% 50.4% 11.0% 10.9% 11.1% 1.6% 1.1% 13.8%

資料：農村女性による企業活動実態調査（2012年）
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第 5-6 図 ６次産業化のタイプ分けの基本的視点 

 

（１） 事業の方向 

 
 ６次産業化のタイプ分けの一つ目の視点は「事業の方向」である。これは事業の目的や

地域との関わり等に関係するもので，「産業・ビジネス志向」と「地域・コミュニティ志

向」に分けることができる。ただし，各取組においては，「産業・ビジネス志向」と「地

域・コミュニティ志向」の両方の要素を持ちつつ，比重の置き方の違いとしてとらえるべ

き点が多いことに留意する必要がある。 

 第 5-9 表は，その主な特徴を示したもので，「産業・ビジネス志向」の取組の場合，産

業としての競争力を強化し輸出を含め市場競争を勝ち抜ける商品等の開発・供給等が特徴

であり，地域への産業集積と相乗効果を高めた食料産業クラスターの構築等が基本的な方

向の一つとなっている。 

一方，「地域・コミュニティ志向」の取組の場合，地域住民のニーズに対応したより日

常的な製品・サービス等の供給が中心となり，農村女性起業を中心とした各種取組や多様

なコミュニティビジネス等が重要な事業内容の方向となっている。この中でコミュニティ

ビジネスは「地域が抱える課題に対して，地域に暮らす生活者が主体となり，地域の資源

を用いてビジネスの形態で解決」（6）しようとする幅広い活動である。地域社会の維持・

再生には，地域の実情に応じた生活インフラの整備が不可欠であり，生活者の視点を活か

した配食事業等の「食」に係る生活インフラの整備・構築においても，コミュニティビジ

ネスや農村女性起業による６次産業化の取組の持つ意義は大きい。また，収益部門から得

流通チャネル活用タイプ　　　　　　　　　　交流タイプ

直売（直売所、通信販売等）、加工、レストラン、観光農園、ファームパーク、各種体験事業　等

顧客との接点

顧客との接点
に商品・サー
ビスを供給す
る仕組み

多角化タイプ 連携タイプ

事業の方向 産業・ビジネス志向 地域・コミュニティ志向
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た利益を，生活支援等の非収益部門に活用・充当しながら地域住民等と連携して地域社会・

地域資源の維持・再生等に向けた取組を行う「地域マネジメント組織」的な活動も重要で

ある。 

 

第 5-9 表 「事業の方向」における主な要素 

 
 

（２） 顧客との接点 

 

 ６次産業化のタイプ分けの二つ目の視点は「顧客との接点」である。これは，消費者・

実需者への商品販売・サービス提供の方法，すなわち価値実現の方法であり，「流通チャ

ネル活用タイプ」と「交流タイプ」に分けることができ，この両方を行う場合，「複合的

タイプ」と呼ぶ。 

 この「顧客との接点」は，「誰に（顧客），何を（価値），どのように（場，工夫）」

提供するのか，を意味している。この中で，「何を」に相当するのが，具体的なモノ・サ

ービスを通して提供する顧客価値であり，たとえば，健康，機能性，癒し，利便性，学び，

感動，非日常的空間，経験・体験価値等をあげることができる。こうした顧客価値を提供

する場が，直売（直売所，通信販売，移動販売等），農家レストラン，観光農園，ファー

ムパーク等である。 

 第 5-7 図は，「流通チャネル活用タイプ」のイメージを示したもので，顧客に対して，

通信販売，移動販売等を含め，顧客ニーズに対応した多様な「流通チャネル」を活用して，

地域の農林水産物やそれを原材料とする加工品等を供給するものである。これは，顧客に

「商品を送り届ける」価値実現方法といえる。また，顧客として最終消費者だけでなく，

外食・中食企業等の多様な実需者を含んでいる。 

産業・ビジネス志向 地域・コミュニティ志向

　政策的意味 　農林水産業の産業政策的役割 　農山漁村の地域・社会政策的役割

　事業の目的
　産業競争力の強化を通じて所得の増大と雇用の
確保を図って地域を活性化

　地域住民の生活の向上や地域社会の維持等に
直結した事業を通じて所得の増大と雇用の確保を
図って地域を活性化

　商品・サービス
　の性格

　輸出を含め市場競争に勝ち抜ける差別化した商
品・サービス

　地域住民のニーズに対応したより日常的な商品・
サービス

　事業主体
　高い経営戦略を有する経営者、地域を動かせるＪ
Ａ、農業生産法人、三セク等

　女性起業（グループ）、ＮＰＯ、三セク等

　事業展開の方向
（例）

　地域への産業集積と相乗効果を高めた食料産業
クラスター

・女性起業（グループ）を中心とした各種事業
・地域のニーズに対応し、経営者・従業員が適正な
所得を持続的に確保できる多様なコミュニティビジ
ネス
・地域で公益性の高い活動を行うため、内部に収
益事業を有する地域マネジメント組織的事業
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第 5-7 図 「流通チャネル活用タイプ」のイメージ 

 

 
第 5-8 図 「交流タイプ」のイメージ 
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 各地で多様な取組がみられるが，たとえば，移動販売では，農産物等の販売だけではな

く，地元の伝統食等を移動先で作って出来たてを顧客に提供するためにキッチンカーも活

用されている。また，地元住民のニーズに対応して，地元住民や地元出身者が土産品・贈

答品として利用できる加工品等を作り，地元住民等がそれを地域外へ広めていく方法も，

地元から地域外に向けた地域内発型の流通チャネルの一つといえる。 

 一方，第 5-8 図は，「交流タイプ」のイメージを示したもので，地域の多様な施設（直

売所，農家レストラン，観光農園，ファームパーク等）を訪れた消費者との「交流」を通

して，地域の農林水産物やその加工品・調理メニュー，サービス，各種体験メニュー等を

提供するものである。これは，「人（顧客）を招き入れて，そこで商品販売やサービス提

供を行う」価値実現方法といえる。 

 これについても多様な形で取り組まれているが，直売所や観光農園から取組を始め，そ

こに各種体験施設や農家レストラン等を加えていくなどの段階的な進め方や，地域に点在

する施設等を組み合わせることによって顧客価値を高めている事例もみられる。 

 

（３） 顧客との接点に商品・サービスを供給する仕組み 

 

 ６次産業化のタイプ分けの三つ目の視点は「顧客との接点に商品・サービスを供給する

仕組み」である。これは先にみた各事業活動（段階）の「連結の仕方」，言い換えれば，

事業を行う主体やその役割分担等に関するもので，「多角化タイプ」と「連携タイプ」に

分けることができる。このタイプ分けは，「誰と（生産者間，商工業者等），何を（生産・

加工・流通等の事業活動），どのように（分業，委託，直営等）」連携するかということ

を意味している。すなわち，何を自分で行い，何を他者に任せるかをはじめとする「分業

のあり方」に関係するものである。なお，他者に任せる場合も，加工施設の稼働率やロッ

トの大きさ等を勘案して自社では行わずに，加工方法等のレシピを指定して他者に加工作

業を委託する委託加工などさまざまな形態がみられる。 

 「多角化タイプ」は農業サイドからの生産・加工・販売等の一体的な取組（経営の「多

角化」）である。「連携タイプ」は農業サイドと商工業者等といった川上・川中・川下の

垂直的な各段階における経営体の連携による取組（農商工「連携」的取組）である。 

 なお，「連携タイプ」とも重なる面を持ちつつ，連携する主体の数が多く，より広域的

な広がりを持つネットワーク（7）を形成しながら６次産業化の事業活動を「点から面」へ

と拡大させている取組もみられる。これについては「ネットワークタイプ」として，「連

携タイプ」の中に含めることも可能であり，第 5-9 図，第 5-10 図は，「ネットワークタイ

プ」による「流通チャネル活用タイプ」と「交流タイプ」のイメージを示したものである。 

 この「ネットワークタイプ」による取組は，事業活動の「点から面」への地域的な広が

りはもとより，多様な経営資源のさまざまな結合や「情報･知識の交流・共有・蓄積」の促

進によるイノベーションの誘発等の観点からも重要である。 
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第 5-9 図 「流通チャネル活用・ネットワークタイプ」のイメージ 

 

 
第 5-10 図 「交流・ネットワークタイプ」のイメージ 
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ただし，ネットワークについては，「連携タイプ」を中心としつつも，それにとどまら

ず，個々の「多角化タイプ」の取組をより広域に連結させるものや，先にみたプラットフ

ォーム（「人・情報・知識・技術等の相互交流や多様な主体の協働等を促進させる仕組み

や場」）としての性格が強いものなど多様なケースが含まれる。特に，プラットフォーム

のように，相互交流や協働等の仕組みや場としての性格が強い場合，６次産業化のタイプ

の一つとしての性格も持ちつつ，多様なイノベーション等を促進させる場として，６次産

業化の事業展開を支援する仕組みないし社会的インフラの一つとしてとらえた方がよい場

合もあろう。 

このため，「ネットワークタイプ」については，「連携タイプ」の一つとして把握すべき

事例もあるが，ここでは６次産業化の取組を支援する仕組みとして位置づけ，上記のタイ

プ分けのうち，「顧客との接点」と「顧客との接点に商品・サービスを供給する仕組み」の

２つの軸を組み合わせて代表的な事例を示したものが第 5-11 図である。 
以下，まず，このタイプ分けの視点からみた４つの代表事例の特徴等を概観し，その後

で，６次産業化の取組を支援する仕組みとしてのプラットフォーム的な事例について簡単

にみることにする。 
 

第 5-11 図 ６次産業化のタイプ分けと代表事例 

（小林 茂典）

交
流
タ
イ
プ

伊賀の里モクモク
手づくりファーム

（三重県）

～多様な交流・体験・学習
事業等による集客～

道の駅とみうら
枇杷倶楽部
（千葉県）

～旅行会社と連携した
集客～

連携タイプ

顧客との接点に商品・サービスを供給する仕組み

「顧客価値」の特定・設計、付加価値の付与、経営資源の多様な組み合わせ　等

多角化タイプ

顧
客
と
の
接
点

直
売

（
直
売
所
．
通
信
販
売
等

）
、
農
家
レ
ス
ト
ラ
ン
・
体
験
施
設
等

流
通
チ

ャ
ネ
ル

活
用
タ
イ
プ

こと京都
（京都府）

～九条ねぎを核として
顧客が必要とする

形態で外食企業等に
供給～

茨城中央園芸農協
（茨城県）

～中間流通業者や
食品加工企業と
連携した多様な
商品供給～

－64－



61 
 

３．代表的個別事例の特徴等の概要 

 

（１） タイプ分けの視点からみた代表的事例の概要 

 

１） こと京都 

 
（ⅰ） 組織概要 

こと京都株式会社 
・所在地：京都府京都市 
・売上高（2010 年度）：約 3 億 7 千万円 
・従業員数（2010 年度）：79 名（うち，正職員 29 名） 
・事業内容：九条ねぎ等の京野菜の生産，加工（カット等），販売（直売所，道の駅， 

外食企業等への直接販売），鶏卵・鶏肉の生産・販売，菓子製造・販売等 
・経営面積（2010 年度）：九条ねぎ（自社 15ha（京都市 5ha，亀岡市 5ha，南丹市美山町

5ha）契約生産 10ha（契約農家数 24）） 
            採卵鶏 2,000 羽 
 
（ⅱ） ６次産業化の経緯 

 こと京都の特徴は，京野菜「九条ねぎ」を核として，顧客が必要とする形態で外食企業

等に供給している点である。 
 こと京都（当初は家族経営）は，1997 年頃にそれまでの多品目生産から京野菜である九

条ねぎに絞り込んだ周年出荷を開始した。しかし，卸売市場での販売では十分な売上が確

保できなかったため，2000 年からカットネギを開始し，ラーメン店等の外食産業との取引

を開始した。売上の増大とともに有限会社化し，自社工場も新設した。また，ネギが不足

する場合は他の農家（現在の九条ねぎ生産者グループ「ことねぎ会」）から仕入れを行うよ

うになった。2003 年には良質な鶏糞を確保するため，平飼いの採卵養鶏を開始し，卵の販

売や菓子部を発足させた。2007 年には株式会社化し，「こと京都株式会社」に社名を変更

した。2009 年には京野菜の生産農家とともに「京都農人倶楽部」を結成し，直売所を設置

して京野菜の販売を開始した。その際にはプロのシェフ等と連携しながら，「おやき」等も

共同開発を行っている。2010 年には本社工場を新設し，さらにネギ加工の事業拡大を図っ

ている。 
 
（ⅲ） 付加価値の形成における事例の特徴 

 こと京都では，九条ねぎに関しては，外食企業（ラーメン店，お好み焼き店等）を中心

に B to B の取り引きを積極的に行っている。取り引き先の開拓にあたっては，京野菜とい

う地域ブランドを生かして物語性を付与しつつ，かつ白ネギ中心の関東に向け，九条ねぎ

（青ネギ）を新たな食材として提案することで，マーケットを開拓していった。 
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 取引するネギの形態は，顧客の要望に応じ，原体あるいは自社でカットして提供してい

る。ネギは，周年で安定的に生産するため，自社農場を標高の異なる京都府内の 3 か所に

分散させ，生産を行っている。また，自社で不足する分は，九条ねぎを生産する生産者グ

ループ「ことねぎ会」を組織し，契約取引によって調達している。 
 取引先への情報発信に関しては，毎月「ことねぎだより」を発行し，ことねぎ会の生産

者紹介や生産情報などを提供している。そうすることで，例えば天候の影響でネギが曲が

ってしまった場合でも，理解して購入してくれたり，クレームが減少するという。 
 こと京都ではカットネギ以外にも，需給調整や端材対策として乾燥，パウダー，ペース

ト等への加工も行っている。中でもペーストは，生協と共同開発したドレッシングの原料

としても使用されている。こうした製品開発にあたっては，プロの力を借りるなどして，

売れる商品づくりを目指している。 
 

 
第 5-12 図 こと京都の取り組み 

資料：聞き取り調査より作成． 

 
（小柴有理江，小林茂典）
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２） 茨城中央園芸農業協同組合 

 
（ⅰ） 概要 

設立： 1978 年 10 月 
組合員数：102 名 
地区：水戸市・茨木町・小美玉長・土浦市・鉾田市・石岡市・かすみがうら市・城里町・

つくば市 
職員数：8 名（パート含み 30 名）2014 年 1 月現在 
事業内容：野菜の生産・販売（金融・保険等はなし），契約栽培，1 次・2 次加工食品の開

発と販売（冷凍・総菜），野菜の加工製品，販売網拡大の確立，栽培に必要な生産資材の

販売，外国人研修事業 
受賞歴：平成 20 年度「第 1 回 国産野菜の優秀事業者表彰」農林水産大臣賞受賞，平成 21

年度「第 2 回国産野菜の優秀事業者表彰」（独）農畜産振興機構理事長章受賞，平成 23
年度「第 4 回 国産野菜の優秀事業者表彰」（独）農畜産振興機構理事長章受賞 

 

（ⅱ） ６次産業化の経緯 
 

第 5-13 図 茨城中央園芸農業組合における連携の概念図 
資料：調査資料より作成 

 
 茨城中央園芸農協は，組合員数約 100 名の園芸専門農協であり，冷凍加工施設・保管施

設を有している。同農協の大きな特徴は，早くから加工・業務用需要への対応を積極的に

行っていることであり，業務用実需者が必要とする形態での周年供給体制を品目毎に構築

茨城中央園
芸協同組合

食品会社A

生産者
（組合員）

連携

出資

出資・出向

レシピ・調味
液提供

食品会社B

契約生産

市場

品種選択や
技術指導

地域外の生
産者

需給調整

連携

実
需
者
（
外
食
産
業
・
学
校
給
食
等
）・消
費
者

自社加工

加工場

ニーズ情報

物流

連携

直営

凡例

契約生産

災害時等
に供給

契約生産

生鮮野菜などの契約生産

連携

－67－



64 
 

している。例えば，生鮮キャベツ（大玉・寒玉系キャベツ）については，「中間事業者」

を介した他産地との連携により，外食企業への周年供給体制を構築している。また，自社

の冷凍加工施設で加工した，冷凍ほうれんそう，冷凍小松菜等の学校給食等への供給も行

っている。 

 同農協では，こうした取組に加え，新たに加工食品メーカー（食品会社 A）と連携し，

自社の冷凍加工施設を利用した冷凍調理食品（「小松菜と油揚げの煮物」等）の製造及び

外食企業への供給を開始している。一次加工としての冷凍野菜だけでなく，さらに手を加

えた冷凍調理食品へと商品化の幅を広げる取組を行っているのである。また，この取組に

おける販売力の強化等を図るため，食品会社 A との共同出資により，販売会社（食品会社

B）を設立し，営業面をより強めた事業展開を行っている。 

  
（ⅲ） 付加価値の形成における事例の特徴 
本事例は，既存の流通経路を活用しつつも，生産者や食品加工会社との密な連携によっ

て，加工・業務用野菜の契約生産や，多様な商品開発などの６次産業化を進めてきた事例

といえる。事例の特徴として，まず，契約生産によって生鮮野菜を安定供給した後，自社

での冷凍加工に取り組み，さらに，食品加工企業と連携して冷凍調理食品を製造するとい

ったように，段階的に加工度を高めることで付加価値を高めながら，商品の幅を増やし，

販路の拡大を図ってきたことがあげられる。 
 
○ニーズ情報の伝達 

消費者・実需者のニーズ情報の把握・伝達については，食品会社 A 社からレシピや調味

液の提供を受けて商品を生産している。基本的に，食品会社 A と組むことで組合は野菜生

産に集中することが可能となっており，野菜生産の技術向上の方に，より力を入れている。

市場用・加工用の生産は畑，種を分け，冷凍加工用のほうれんそうは，葉が肉厚な品種な

ど，それぞれの用途に適した品種を，土壌分析結果等も勘案しながら決定している。また，

冷凍総菜の原料生産についても，商品開発の際に，品質，土作りを含め，栽培する品種を

決めている。さらに，生産者へのニーズの伝達については，組合員が参加する部会におい

て，問屋，学校給食の関係者など，末端の販売に携わる人を招いて話を聞く等の取り組み

も行っている。  
 
○シーズ（地域資源など）の活用 
茨城中央園芸農業協同組合で扱う野菜は，加工などの用途に適合した品種・規格・栽培

方法であることが，大きな特徴となっている。また，同農協の専務，各部会長を中心に，

種苗会社とも連携したきめ細かな営農指導が実施されており，部会員全体の技術力の底上

げが図られている。同農協では，土作りを大切にしており，各生産者は部会内の肉牛生産

者の堆肥施設で発酵させて作った牛ふん籾殻堆肥を使用している。さらに普及センターと

連携した土壌診断が圃場毎に毎年実施されており，これに基づいた肥培管理が行われてい
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る。生産履歴については，各シーズンの出荷前に生産者が同農協へ提出することを義務づ

けている。 
 なお，同農協では，不作時でも契約数量を確保できるよう，契約数量の２～３割増程度

の余裕作付けを実施している。 
（大橋めぐみ，小林茂典） 

 
 

３） 伊賀の里モクモク手づくりファーム 

 
（ⅰ） 概要 

株式会社伊賀の里モクモク手づくりファーム 
・所在地：三重県伊賀市 
・売上高（2010 年度）：約 45 億円 
・従業員数：正職員・パート職員各約 130 名ずつ 
・事業内容：直売所，加工，レストラン，各種体験事業，ファームパーク，温泉，宿泊等 
・年間集客数（2010 年度）：約 50 万人 
・消費者会員数（2010 年度）：約 4 万世帯 
 
（ⅱ） ６次産業化の経緯 
株式会社伊賀の里モクモク手づくりファーム（以下，モクモクファーム）は，畜産部門

の 1 次産業（生産）から，複合部門の 2 次産業（加工），3 次産業（販売，体験，飲食等）

へと経営展開を図っている。 
 
○精肉の生産・販売 

 1987 年，伊賀地域の養豚経営の安定化に向け，養豚農家約 15 軒で農事組合法人「伊賀

銘柄豚振興組合」を設立し，ブランド豚肉の育成・販売に着手した。しかし，精肉での販

売であったため，思ったよりも付加価値がつけられなかった。 
 
○ハム等の加工品の製造・販売 

そこで，1988 年，ハム等の加工品の製造・販売に着手し，ログハウスのハム工房「ハム

工房モクモク」を創業した。しかし，これも知名度がなく，高価格であるため，売れ行き

は芳しくなかった。 
 
○体験・交流事業 

 どうすれば売れるのかを考えた結果，1989 年に「手づくりウインナー教室」を開催した

ところ，非常に盛況となった。体験教室の利用者がリピーターとなり，口コミ効果も生じ

て利用者がさらに増加した。利用者からの要望によって簡易なバーベキュー場やレストラ
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ンを設置した。「食べる，遊ぶ，買う」要素を備えることで，年間約 2 万人が訪れるよう

になった。 
 体験教室のリピーターを中心に，1988 年に消費者会員組織（旧・「モクモククラブ」，現・

「モクモクネイチャークラブ」）を発足させた。2010 年時点の会員規模は，4 万世帯（約

12 万人）となっている。ポイント付与，会員限定のイベント実施等によってリピーター確

保につなげている。 
 
○農業公園の開設による６次産業化の本格化 

 上記の事業展開を踏まえ，1995 年にファクトリーファーム（農業公園）「伊賀の里モク

モク手づくりファーム」（以下，農業公園）を開設した。地ビール工房，ショップ，野菜直

売所，焼き豚・ウインナーの加工所を新設し，体験教室も追加した。当時の年間来客数は

およそ 15 万人に達した。 
 1997 年，三重県産の小麦を使用したパン，パスタ，洋菓子等をつくり，これらを食べら

れる施設として，レストラン，パンとお菓子の工房，手づくり体験館（パン，パスタ体験

教室）を設置した。これによって畜産事業に加え，小麦を使用した加工品やレストランの

展開に着手した。 
 2001 年，農業公園への周年集客を図るため，温泉施設「野天もくもくの湯」をオープン

させた。温泉部門は農業生産と関連がないため，分社化（有限会社）によって運営が行わ

れることとなった。翌 2002 年には県内外にビュッフェ形式の直営レストランをオープン

させ，飲食事業にも進出した。直営レストランも別会社である（株）伊賀の里が管理・運

営を行っている。この時期に①農業公園事業，②外販・通販事業，③飲食事業（直営レス

トラン）という経営の 3 本柱が確立し，経営の安定化が図られた。 
 さらに 2005 年には，滞在型食農宿泊施設「OKAERI（おかえり）ビレッジ」を設立し，

宿泊事業にも着手した。また 2007 年には，団塊の世代等を対象とした貸し農園等を行う

「農学舎」を開校し，多様な世代を対象とした体験・食育事業を展開するに至った。 
 
（ⅲ） 付加価値の形成における事例の特徴 

 モクモクファームのビジネスの特徴は，農業公園を拠点として，生産，加工，販売に加

え，さまざまな交流・体験・学習等を積極的に位置づけ，多様な層の消費者の関心を高め

て集客を行っている点である。さらにそうした消費者を組織化し，消費者のニーズを取り

入れながら具体的な形にし，畜産事業以外にも段階的に農産物・産品カテゴリーの範囲を

拡大させている。なお，一部の事業部門は分社化し，集客力を維持しながら事業範囲を広

げている。 
 モクモクファームの事業の柱は，①農業公園事業，②外販・通販事業，③飲食事業（直

営レストラン）である。農業公園での体験・交流を通じて，消費者からの知名度やブラン

ドイメージを向上させ，外販や通信販売，飲食事業を軌道に乗せている。これらの 2 次・

3 次産業部門で収益を上げ，その利益を１次産業部門等に再配分することで，経営体質の
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強化が図られている。 
 なお，これらの事業で使用する農産物は，自社の農産物が不足する場合，周辺の生産者

からの調達を進めている。2010 年時点で野菜の生産者約 100 戸，米の生産者約 110 戸と

契約している。また農業公園内の直売所に出荷する農家も組織化し，事業の拡大とともに

地域の生産者との取引も広がっている。 
モクモクファームの取り組みは，１次産業（農業生産部門）単体ではなく，２次産業（加

工），３次産業（直売，レストラン，各種体験事業等）と一体化・融合させた６次産業化に

よる競争力・体質の強化を図っている。それが所得や雇用の確保につながり，周辺地域の

農業へと波及効果を及ぼしながら地域活性化にもつながっているといえる。 
 

 

 

第 5-14 図 （株）伊賀の里モクモク手づくりファームのビジネス 

資料：聞き取り調査より作成 

（小柴有理江，小林茂典）
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４） 道の駅とみうら枇杷倶楽部 

 
（ⅰ） 概要 

設立：2012 年：株式会社ちば南房総（道の駅とみうら枇杷倶楽部は 1993 年） 
資本金：9,500 万円（全額南房総市出資） 
売上高（H24.10～H25.9）：約 6.7 億円 
年間利用者数：約 50 万人（社員 11 名・契約社員 9 名，パート 60 名） 
施設管理：第 3 セクター管理部分は道の駅，SHOP，びわマルシェ，Café，テイクアウト

コーナー，テラス，業務用加工所 
事業内容：道の駅の運営・管理，加工事業，商品開発，体験型観光農業，南房総全域の資

源を活用した集客交流事業。 
主な取り組み：地産地消：オリジナル商品の開発，一括受発注システム，情報発信，文化

事業，ＮＰＯ富浦エコミューゼ研究会と連携 
 

（ⅱ） ６次産業化の経緯 
道の駅とみうら枇杷倶楽部（以下，枇杷倶楽部）は 1993 年に開設された道の駅である。

海水浴客の減少，過疎・高齢化の進行という地域の課題に対応するため，旧富浦町が 100％
出資し，公共部門は富浦町枇杷倶楽部課が，営業部門は株式会社とみうらが担うという分

担で，行政と株式会社で一体的な運営を行ってきた。2006 年の市町村合併で 7 つの町村

が合併し，南房総市になった後，2012 年に南房総市内の第 3 セクター3 社が合併し，「株

式会社ちば南房総」に社名を変更し，4 つの道の駅と県の施設 1 か所を運営する形態とな

った。現在，市には観光プロモーション課があるが運営には関与しておらず，同社が全て

運営している。主な事業内容は，道の駅の運営・管理に加え，オリジナル商品の開発，加

工事業，一括受発注システムによる観光客の集客，直営農場による体験型観光農業等であ

る。 
枇杷倶楽部では，旅行会社と連携してツアー客等の集客を図っている。枇杷倶楽部では，

一括受発注システムとして，農業体験や歴史・遺産，食事などを組合せたツアーの企画提

案，受注窓口業務，送客の配分，一括精算，クレーム対応等を行っている。体験の受け入

れ先としては，地域のビワ農家，観光農園，民宿等と連携しているほか，直営でも，ハウ

スでのイチゴ狩り，ビワ狩り，露地でのビワ狩りを行っており，株式会社ちば南房総への

変更後は，管理する道の駅の拡大により，受け入れ体験の内容も拡大している。 
販売するオリジナル商品は，現在 50 種類程度であり，原材料のビワは生産者から規格

外品を，農協の部会組織を通じて購入している。加工については，用途等に応じて委託加

工と自社加工を使い分けており，自社では，ジャム，シロップ漬け，ピューレ，ビワ葉茶

原料といった基本的な加工のみを行う。また，20ｔのビワをいれる大型冷蔵庫で保管も行

っている。加工度が高いビワカレー等の商品は委託製造であり，委託先から商品を全量買

い取りし，自社で販売する。 

－72－



69 
 

第 5-15 図 枇杷倶楽部における連携の概念図 

資料：調査資料より作成 

  
（ⅲ） 付加価値の形成における事例の特徴 
この事例は，地域の生産者から仕入れた原料から，オリジナル製品を生産し，観光客な

どを集客して直接販売するという６次産業化の事例である。本事例において，観光事業自

体の収益は必ずしも高くない。しかし，観光事業は集客部門として位置づけており，日帰

りの団体バスを誘致し，帰りに枇杷倶楽部に立ち寄ってもらうことで，自社の店舗で利益

率の高いオリジナル商品を販売し，収益をあげることで経営を成立させている。また，マ

スコミの宣伝効果も相乗効果となっており，小規模な集客であっても対応している。 
 
○ニーズ情報の伝達 

枇杷のオリジナル商品の開発については，コンサルタントと契約し，商品開発を共同で

行う業者の紹介を依頼した。現在，商品開発は発注先と共同で行っているが，次第にノウ

ハウも蓄積され，様々な業者からアプローチも来るようになったため，近年では，自社で

直接提携先を見つけたり，商品開発を行うこともある。 
 

○シーズ（地域資源など）の活用 
東京から 100km という地の利や，250 年前から房州ビワ産地であり，国内有数の花卉

産地でもあるといった特徴を生かし，ビワの高級イメージを利用した高価格商品なども含

み，多様な商品開発を行っている。主力の地域特産物であるビワを利用した商品が販売額

の 6 割を占めている。また，地域には有名な観光資源がないため，エコミュージアムの考
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え方で，体験や飲食店，地元の名所などの小さな資源を束ねて観光客を誘致する，「一括受

発注システム」集客交流モデルを構築した。 
 
○地域産品の活用（特産品を利用したオリジナル商品） 

オリジナル商品は，在庫リスクはあるが，利益率が高いため有利であり，他店との差別

化を図ることができる。そのために，「枇杷倶楽部」という名称も商標登録をとっている。

オリジナル商品の販売先は，自社で小売，卸（主に南房総地域内，一部県内・県外），宅配

（電話注文，ネット販売），イベント販売，アンテナショップ出店であり，販売割合は自社

小売 80％，卸 12％，その他 8％となっている。 
年商 6.7 億円前後のうち，物販が 5 億円，うちオリジナル商品の売上は 1.2 億円である。 

 
○生産者の所得確保・価格形成 

枇杷は収穫量全体のうち，規格品として市場に出回るのは７割程度となっている。設立

当初，ビワは市場出荷がほとんどであったため，規格外品のビワはほとんど廃棄処分され

ていた。これを買い入れることで，生産者の所得の向上に寄与した。これに加えて，観光

農園の受け入れや観光客への直接販売などで，生産者の収入には大きく貢献していると考

えられる。 
 
○プラットフォーム的な役割（一括受注システムによる集客等） 

当初は，観光バス１台分を主収容できる飲食店は，旧富浦町内に１カ所のみであった。

そのため，昼時には余裕のある町内の民宿を活用するとともに，町内の全ての飲食店・民

宿で共通の料理を出せるよう，メニューの統一化を図った。料理については「レストラン

会」という同業者組織を作り，そこで予約を受けることとした。また，ビワ狩り・菜の花

狩りなどについても，同様の手法で予約を受けることとした。これにより，訪れる観光バ

スの台数が増加しても対応が出来るようになった。 
こうした観光集客は，地域経済への波及効果も大きく，地域の観光農園や生産者から見

ると，枇杷倶楽部の活動が，地域の多様な主体の間に新たな連携や新しい商品開発を促し

ているといえる。このため，この事例は，「連携タイプ」（ネットワークタイプ）による地

域的な広がりを持つ取組という性格が強いものの，枇杷倶楽部自身が６次産業化の面的な

取組を支援するプラットフォームとしての役割も果たしているということができる。 
（大橋めぐみ，小林茂典） 

 

（２） プラットフォーム的な視点からみた代表的事例の概要 

 
次に，６次産業化の取組を支援するプラットフォームとしての視点から各事例の意義等

を概観する。なお，ここでは，プラットフォームを「人・情報・知識・技術等の相互交流

や多様な主体の協働等を促進させる仕組みや場」として広くとらえている。 
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プラットフォームの事例として３つ取り上げる。この中で最初の２つは，農業生産者が

商品開発や加工品製造等を行う際の支援としての役割を担っている事例である。小池手作

り農産加工所は民間ベースの委託加工による支援，茨城県農産加工指導センターは自治体

による加工技術支援として位置づけることができる。３つ目の世羅高原６次産業ネットワ

ークは，「多角化タイプ」の６次産業化に取り組んでいる各主体をより広域的に連携させ，

地域全体の面的な取組として相乗効果をあげるような仕組みづくりを支援する組織体とし

て位置づけることができる。先の６次産業化のタイプ分けにおける「連携タイプ」の中の

「ネットワークタイプ」としての性格も有しているが，ここでは６次産業化の取組を支援

するプラットフォームとしての役割に着目してその概要を紹介する。 
 
１） 小池手造り農産加工所有限会社 

 
（ⅰ） 概要 

・所在地：長野県飯田市：事務所，飯田工場（ジュース及び酢） 
喬木村：本社，喬木工場（ジャム他びん詰，惣菜，漬け物） 

・創立：2001 年 
・資本金：1,100 万円 
・従業員数（2012 年）：30 名（パート・アルバイト含む） 
・年間受託加工件数（2012 年）：約 2,500 件 
・主な事業内容：食品の受託加工（ジュース，ジャム，ドレッシング等），製造，販

売 
・売上高構成比（2012 年）：受託加工料 7 割，自社製品 3 割 

 
（ⅱ） 受託加工による農業サイドからの６次産業化の支援 

 
 農業生産の現場では，農産物価格が低迷する中，付加価値をつけた商品の開発が必要と

なっている。その手段の１つが，規格外品の加工による付加価値形成である。しかし，農

家が単独で加工まで行うのは，労働力的にも設備投資の面でも容易ではない。そこで農家

等から加工を受託し，農業サイドの付加価値形成の支援を行う小池手造り農産加工所有限

会社（以下，小池加工所）を取り上げ，プラットフォームとしての役割を考察する。 
 小池加工所のある長野県飯田市周辺はリンゴ等の果樹栽培が盛んであり，その規格外品

の活用が課題となっていた。また中山間地域であるため，女性グループ等による農産加工

も盛んであったが，農閑期のみの加工であり，設備の稼働率の低さや過剰投資といった課

題が生じる傾向にあった。そうした課題を解決するため，受託加工に特化した小池加工所

の取り組みが行われるようになった。 
 小池加工所における受託加工の仕組みは次の通りである。加工の委託者は，原料を小池

加工所に持ち込む。小池加工所では，原料に適した加工方法や消費者ニーズをふまえて加
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工品のレシピを決め，加工を行う。委託者からは使用する原材料や添加物の希望を確認す

るが，基本的にレシピは小池加工所が作成する。また必要に応じ，販売に必要なラベルの

作成等のオプションや販路のアドバイスといったサポートもある。委託者は完成した商品

を全量引き取り，小池加工所に加工料金を支払う。加工料金には，委託者が持ち込んだ原

料以外の調味料や容器等の代金も含まれている。なお，加工料金は製造する商品にかかる

手間や必要な人員等に応じて決められる。完成した商品は委託者が自ら消費者に直売した

り，直売所等で販売したりしている。 
受託加工によって製造する主な商品は，ジュース（主にリンゴ，トマト，ブルーベリー，

ブドウ），ジャム（主にリンゴ，ブルーベリー），ドレッシング（主にタマネギ）である。

この他，漬物や惣菜等の製造も受託しており，受託する品目は特に限定していない。汎用

性のある設備を整備しているため，利用者のニーズに応じた多様な加工品の製造が可能と

なっている。 
2012 年の受託加工件数は約 2,500 件である。委託者は受託件数ベースで県内と県外半々

であり，個別の農家のほか，JA 単位での利用もある。地域内はもとより，全国の農家や

JA の農産物の付加価値形成に寄与している。 
 なお，小池加工所自体の経営は受託加工収入が 7 割，自社製品（加工品）の売上が 3 割

である。冬期はリンゴジュース等の受託加工が中心であり，夏期は自社製品の製造・販売

を中心とし，加工所を周年稼働している（8）。自社製品は，加工所の稼働率の向上，商品の

テストマーケティングや小池加工所としてのブランド化を目的として製造・販売されてい

る。 

 
第 5-16 図 小池手造り農産加工所（有）の受託加工 

資料：聞き取り調査より作成． 

（ⅲ） 付加価値形成の支援 
 小池加工所では，規格外の農産物を利用しつつ，それを原料の特性を生かしたこだわり

の製法で加工することによって，加工段階での付加価値形成を可能としている。 
 具体的には，製造過程においては，手間暇をかけた手作りによる NB 商品との差別化を

図っている。例えば，ジュースを製造する際，あく取りを丁寧に行うことによって，素材
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を生かしながら添加物の使用を抑えた商品に仕上げている。また手作り感を残すために，

ジャム等は火加減を調整し，原料の形を残す工夫も行っている。食味を重視するため，使

用する調味料にもこだわっている。 
 このように農家らしさ，農村らしさをイメージさせる手作りの加工品を良質の原材料を

用いて製造している。商品化が可能な原料の最小ロットはあるものの，委託者の持ち込ん

だ原料を他の生産者のものとは混ぜずに商品にしており，委託者自身のブランドとして販

売することが可能である。 
聞き取り調査によると，地元のある農家（リンゴを中心に 1.4ha を経営）は，小池加工

所にリンゴジュースの加工を年間 500 本分委託している。ジュースは販売の見込みのある

本数だけ加工し，生食用のリンゴとともに顧客に直接販売している。小池加工所は，原料

を持って行けば早い場合はその日のうち，繁忙期でも数日でジュースに加工できるため，

利便性も高いとのことである。また，リンゴ以外にも珍しい果樹をジュースにできないか

試行したり，加工するジュースのロットも調整しやすく，商品開発や規模拡大のリスクを

軽減できるという。 
 
（ⅳ） プラットフォームとしての意義 

 小池加工所が加工部門に特化することで，農業サイドは加工に必要な人員の確保，設備

投資，加工技術や商品開発のノウハウを習得することが不要となり，加工に着手するため

のリスクを大幅に低減することができる。同時に規格外品を加工することによる付加価値

形成，手作り感を重視した NB 商品との差別化，委託者自身のブランディングといった点

からも農業サイドを支援している。 
一方，小池加工所側も受託加工とすることで，全量自社製品として加工する場合と比較

して，過剰在庫や販路開拓のリスクを抱えずにすむ。また汎用性のある設備をもち，多品

目の加工を全国から受託することで，加工所の稼働率を高めている。 
 このように委託側，受託側双方にメリットのある関係を構築している。小池加工所は生

産規模や地域に関わらず利用が可能であり，農業サイドにとって加工の共通基盤となって

いるといえる。 
 近年は受託の注文がさらに増加し，受託しきれなくなっている。そのため，全国 5 か所

の加工所にノウハウを提供し，他地域にも同じような機能を有する新たなプラットフォー

ムの形成も進めている。 
（小柴 有理江） 

 
２） 茨城県農産加工指導センター（６次産業化オープンラボラトリー） 

 
（ⅰ） 概要 
茨城県農産加工指導センター（以下，指導センター）は，県内で生産された農産物の高

度利用・高付加価値化を図るために，1990 年に県の農業総合センターに設置された機関で
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ある。これまで，農産物の加工，販売の指導に取り組んできた技術を生かし，農業者への

指導，支援を行っている。 
主な事業としては，農産加工研修会の開催，試作品を作成できるオープンラボラトリー

（開放実験室）の提供および技術指導があげられる。本所（笠間市）では，農産加工起業

家養成を目的とした農産加工研修会の開催，試作品を作成できるオープンラボラトリーの

提供および技術指導が，水府分室（常陸太田市）では，中山間地域農産物の高付加価値化

を目的に，農業経営や直売所における商品充実化等の支援が行われている。さらに，現地

指導，アグリビジネス講座の開催支援，他機関と連携した６次産業化推進支援，農業大学

校農業部に対する農産加工実習の対応補助，農産加工情報の収集と提供，農産加工品コン

クールの開催といった業務が行われている。 
 
（ⅱ） 農産物加工研修会 

 研修会には，「経営向上講座」と「加工技術向上講座」がある。「経営向上講座」は農産

加工品の販路開拓・消費宣伝方法，直売所の運営方法などを学び，農業経営の向上につな

げるための講座である。2013 年度は，センターの技術指導員による経営向上のためのコス

ト計算，食品表示，外部のデザイナーや企業人講師によるパッケージデザイン，ポップ・

包装デザインの講座が計 4 回開催され，190 名の参加があった。 
 「加工技術向上講座」はこれから加工を始めようとする人向けの基礎コースと，品目別

に商品開発を目的とした専門コースがある。2013 年度は，基礎コースが年 4 回行われ，

117 名が参加した。内容は，起業プランづくり（計画，関連法規，設備等整備計画，品質

および衛生管理，包装資材と表示・デザイン等）と実習（ジャム，カステラ，ピューレ，

浅漬け，蒸しパン）である。専門コースは，米・麦・大豆の加工（小麦粉，米粉，麹），果

実・野菜の加工（乾燥野菜，栗加工，こんにゃく等）であり，それぞれの品目の基礎知識

の学習を踏まえ，実習を行っている。本所で年 6 回，165 名，分室で年 7 回，121 名の参

加があった。これらの研修会への参加料および材料費は無料となっている。 
 
（ⅲ） ６次産業化オープンラボラトリー 
オープンラボラトリー（以下，オープンラボ）とは，生産物の商品化を目指す農業者，

加工業者等に，センターの施設・機器を提供し，個別指導するものである。商品化のため

の加工技術・包装・食品表示等の指導，衛生管理や経営管理の指導，加工所の設置および

加工機材導入計画の支援などを含んでいる。オープンラボ利用の流れは，利用者が申し込

みを行い，材料等を準備し，指導員が試作・レシピ作成を行い，オープンラボにて利用者

が指導員の指導の下，試作を行った後，利用者自身が商品化，改良を行うという手順にな

っている。 
オープンラボには，多機能オーブン（スチームコンベクションオーブン），原料の急速冷

凍機（ブラストチラー＆ショックフリーザー），食品乾燥機，製麹機，パン発酵機，殺菌庫

等の設備がある。利用回数に制限はなく，商品化後のフォローのための利用も可能である。 
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2013 年度は，本所で 89 回，計 492 人，分室で 23 回，計 132 人併せて 112 回 624 名が

指導を受け，施設も指導員もフル稼働状況であった。内容は，クリの一次加工，常陸大黒

（黒豆）甘煮の真空調理，米粉の菓子，プリン・ゼリー，地粉を使ったパン等である。指

導センターの職員によると，オープンラボの利用は商品化を前提にしており，そのため非

常に熱心な利用者が多い。 
2013 年度にオープンラボ等で指導員が関わって商品化された品は約 40 品あり，菓子類

が多く，売り先のほとんどは近場の直売所である。また，研修会への参加がオープンラボ

の利用に結びついたり，参加者同士の情報交換，生産物の交換，人脈づくり等の効果も見

られている。ただし，研修会の参加は無料であるため，利用者の意識が低い場合，当日キ

ャンセル等も見られることが，課題となっている。 
 
（ⅳ） ６次産業化における茨城県農産加工指導センターの役割 
オープンラボでは，試作品の作成のために機材が無償で利用できるということにとどま

らず，指導員が事前に時間をかけて試作品やレシピを作成し，アドバイスを行っている。

研修会も，参加者同士の情報交換の場となっており，研修会がオープンラボ利用に結びつ

いたり，人脈づくりができるといった効果も見られている。 
また，指導センターの事業は，同じ敷地の農業総合センターに所属する専門技術指導員

や，園芸研究所と連携して行われている。園芸研究所の流通加工研究室では，農産物の一

次加工技術の開発，長期貯蔵や鮮度保持技術の確立，良食味の農産物栽培や加工品開発等

の研究が行われてきたが，これらの技術を生かし，オープンラボ等の利用時に指導センタ

ーに持ち込まれる課題に対し，研究員が協力・アドバイスを行っている。そのため，利用

者にとっては，指導員を通じ，園芸研究所，専門技術指導員からの技術支援を得ることが

できる場となっている。 
また，茨城県では，「六次産業化法」を受け，県庁にアグリビジネス推進室が設置され，

農林振興公社（６次産業化サポートセンター）および，農林事務所，関東農政局等と連携

して，６次産業化支援に取り組んでいる。県では，意欲のある農家に対し，申請書の作成

から，プランナーとのマッチング，技術課題の解決，品質管理等６次産業化に係る全てを

指導しており，茨城県における総合化事業計画の認定件数は 44 件と，関東農政局内でも

多い。指導センターでは，こうしたアグリビジネス推進室および他の支援機関とも連携を

している。その結果，計画の認定までの支援にとどまらず，総合化事業計画に認定された

後も，品質管理に対するクレームへの対応を技術的に支援するなど，長期的なフォローに

結びついている。 
指導センターは，６次産業化に取り組む農業者にとって，試作品作成のための機材が活

用できるというハード面に加え，ソフト面からは，研究所や行政などのサポート機関への

アクセスしやすい場となっており，新たな技術や交流をもたらす一つのインフラであり，

プラットフォームとして展開しているといえる。 
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第 5-17 図 ６次産業化における茨城県農産加工センターの位置づけ 

資料：茨城県農産加工指導センターパンフレットより． 

 

（田端 朗子） 
 
 

３） 世羅高原６次産業ネットワーク 

 
（ⅰ） 概要 

 世羅高原６次産業ネットワーク（任意団体） 
・ネットワーク参加会員数（2012 年度）：66 団体 

（フルーツ観光農園 10，花観光農園 7，産直市場 3，直売農園 19，集落営農組織等 8， 
加工グループ 13，レストラン 3，高等学校 1，農協 1，福祉施設 1） 

・売上高（2010 年度）：16 億 7 千万円 
・入り込み客数（2010 年度）：約 125 万人 
・主な活動：①地産地消の啓発，②安心安全な農産物づくり，③次代の担い手育成， 

④都市と農村の交流活動，⑤会員の情報の発信 
 
（ⅱ） ６次産業化のプラットフォームの形成 

 「世羅高原６次産業ネットワーク」（以下，６次産業ネットワーク）は，広島県世羅町内

で６次産業化に取り組む事業者等で構成され，都市部から消費者を集客するための仕組み

づくりを地域で面的に行っている。会員の内訳は，フルーツ観光農園 10 団体，花観光農

園 7 団体，産直市場 3 団体，直売農園 19 団体，集落法人 8 団体，加工グループ 13 団体，

レストラン 3 団体，高等学校 1 団体，農協 1 団体，福祉施設 1 団体である。６次産業化に

関心を寄せる異業種のネットワークであり，世羅町における６次産業化のプラットフォー

ムとなっている。 
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（ⅲ） ６次産業化の背景 
 広島県世羅町は，広島市から約 60km，福山市から約 40km 離れた中山間地域である。

1970 年代頃に農地開発が本格化し，梨，ブドウ，有機野菜，トマト等多様な品目が導入さ

れた。しかし，それらの経営は必ずしも良好ではなく，収益を確保するために梨農家が観

光農園を始めるなど，６次産業化に取り組む経営体が徐々に増えていった。また，世羅町

は集落営農の盛んな地域でもあり，その転作作物の栽培や，加工グループによる農産加工

も活発に行われていた。しかし，それらの事業者同士の横のつながりがなく，中山間地域

という条件もあり，販売先の開拓や通年での集客に課題が生じていた。 
 

第 5-10 表 世羅高原６次産業ネットワークに関する年表 

 主な出来事 
1998 年 「世羅高原６次産業推進協議会」発足 

広島県世羅郡旧３町（町長）を構成員 
1999 年 「世羅高原６次産業ネットワーク」結成 
2004 年 ３町合併し世羅町へ（2012 年 10 月現在の人口は約 18,000 人） 
2006 年 「事業協同組合 夢高原市場」設立 

販売施設「夢高原市場」オープン 
2009 年 「日本一大きく美しく豊かな農村公園プラン」の提案 

～「ふれる・みる・たべる・かう・とまる・あそぶ・まなぶ」町へ 
（→全町農村公園化） 

資料：世羅高原６次産業ネットワーク資料より作成． 

 
そこで 1998 年，６次産業化を世羅郡全体として推進するため，関係機関からなる「世

羅高原６次産業推進協議会」が発足した。世羅郡の旧 3 町（現世羅町），JA，県が構成員

となり，世羅郡として一体的に６次産業化に取り組むための体制を構築した。翌 1999 年

には６次産業化に取り組む事業者で構成される６次産業ネットワークが発足した。協議会

では６次産業化の啓発や必要な事業の導入を行って６次産業ネットワークを支援し，地域

で６次産業化に取り組むための環境整備を行った。 
 以下では，６次産業化ネットワークの活動を通じて，プラットフォームを形成する意義

を考察する。 
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（ⅳ） 協働の場としての６次産業ネットワーク 
 

 

 
第 5-18 図 プラットフォームとしての６次産業ネットワーク 

資料：世羅高原６次産業ネットワーク資料より作成 

 
○部会単位の活動 
 ６次産業ネットワークの主な活動は，①地産地消の啓発，②安心安全な農産物づくり，

③次代の担い手育成，④都市と農村の交流活動，⑤会員の情報の発信である。 
 ６次産業ネットワークとしての活動は，内部に設けられた部会ごとに行われる。部会は

①研修情報部会，②郷土料理部会，③体験交流部会，④生産商品開発部会，⑤販売促進部

会，⑥イベント部会があり，会員はいずれかの部会に所属して運営にあたる。 
 
○地域内部を対象とした取り組み 
６次産業ネットワークの取り組みを大きく分けると 2 つの側面がある。1 つは地域内部

の体制づくりの側面である。６次産業化の本格化に向けた個々の事業体の育成や顧客満足

度を向上させる取り組みである。例えば，研修情報部会は６次産業化の実践に必要な知識

やノウハウを学ぶ研修会を開催している。生産商品開発部会では，加工品の開発や在来種

の掘り起こしなどを行い，地域の特産物となる商品の開発・普及を目指している。 
 
○顧客との接点づくりと地域へのフィードバック 

2 つ目は，顧客との接点づくりと消費者ニーズの地域へのフィードバックという側面で

ある。販売促進部会では，出張販売等の機会を通じて，世羅のＰＲを行ったり，都市部の

消費者ニーズの調査を行ったりしている。広島市で実施した消費者へのアンケート結果に

よると，世羅町のイメージとして多く挙げられたのが，フラワー，フルーツ，フレーバー，

ファームであった。その結果を基に「フルーツとフラワーの町」という地域づくりのコン

セプトを確立した。このようにして消費者ニーズを取り入れつつ，世羅町全体としてのブ

（協）夢高原市場

商品開発

原料、商品取引

【主体間の協働】

【全体としての協働】
フルーツ
観光農園

福祉施設

ＪＡ

高等学校

集落営農
組織等

直売農園

産直市場

レストラン

加工
グループ

花観光農園

世羅高原
6次産業

ネットワーク
（会員数66団体）

創出
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ランドイメージの形成・統一を図っている。 
 
（ⅴ） 新たな協働の形成 

○販売拠点「夢高原市場」の開設 
 ６次産業ネットワークから生み出された新たな取り組みは，６次産業ネットワーク会員

の共通の販売拠点として 2006 年に開設された「夢高原市場」である。夢高原市場には６

次産業ネットワーク会員の多くが出資者となり，組合員数 41 団体の事業協同組合を設立

して運営している。組合員資格を満たせなかった６次産業ネットワークの会員も，出荷会

員として商品を出荷・販売している。６次産業ネットワークの事務局も夢高原市場内に設

置され，実質的に６次産業ネットワークとほぼ一体的に運営されている。 
夢高原市場には，直売コーナーのほか，テイクアウトコーナーや体験交流施設，情報コ

ーナー等が設置されている。また隣接するワイナリーレストランへの食材供給や宅配便，

都市部インショップでの販売などを行い，組合員や出荷会員にとっての更なる販路拡大の

場となっている。 
 

 
第 5-19 図 世羅町における６次産業化の推進体制 

資料：世羅高原６次産業ネットワーク資料より作成． 

 
○主体間の協働 
 ６次産業ネットワークのように会員相互のネットワークを形成することで，夢高原市場

以外でも様々な協働が生み出されている。例えば，会員と高等学校（会員）の生徒によっ

て特産の梨を使った飲料の開発を行い，年間 10 万本以上の販売を記録した。また，観光

農園で加工グループの商品を取り扱うようになったり，加工品の原料に他の会員の生産し

た農産物を利用するなど，会員同士での取引も広がりつつある。 
 
（ⅵ） まとめ 
こうした取り組みの結果，町への入り込み客数は，2012 年度に約 125 万人となった。

またより広域からの集客が可能になり，2001 年度では広島県内からの集客が 8 割以上で

あったが，2007 年にはおよそ 4 割を県外から集客するようになった。その結果，６次産

世羅高原6次産業推進協議会

町 JA 県
夢高原
市場

（協）夢高原市場

出荷
会員

組合員 事務局

世羅高原6次産業ネットワーク

会員66団体

育成：
啓発、事業導入支援

参加

販売拠点
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業ネットワークの会員の 2010 年度における売上高の合計は約 16 億 7 千万円に達した。 
こうして着実に取り組みを重ね，2009 年には新たな目標である「日本一大きくて美しい

豊かな農村公園プラン～「ふれる・みる・たべる・かう・とまる・あそぶ・まなぶ」町へ」

を作成し，町長に提言した。作成にあたっては，ワークショップを開催して会員同士で議

論を深め，1 年半かけて自ら作成した。プランは①個々の商品ではなく，世羅としてのブ

ランド化，②自然を活用した活動の充実，③夢公園の拠点化，④担い手育成であり，地域

の事業者がさらに一体となった取り組みが目指されている。 
 以上のように６次産業化ネットワークは，６次産業化に取り組む主体の協働の場そのも

のであり，同時に主体間の新たな協働の取り組みを生み出し，世羅町における６次産業化

の取り組みを進展させている。 
 

（小柴 有理江） 
 
 
 
 
（補論） タイプ分けの視点からみた取組の継続状況等 

 
 ６次産業の成長産業化に向けた方策を検討するにあたっては，その活動の継続・発展の

ための条件を明らかにする必要があり，既に数多く存在する事例の活動経過を動態的かつ

セミマクロ的に分析することにより，個別事例の調査や直近時点の統計分析では得られな

い各事例に共通する諸要因を明らかにすることが重要である。 
このため，全国農業改良普及協会（現全国農業改良普及支援協会）発行の 1990 年版「農

業先進地視察ガイド」に紹介された活動（1256 件）のうち，直売所，農産加工・販売，観

光農園，農家レストラン，都市農村交流等「６次産業化」の概念に近い事例（174 件）を

対象に，まず，ネット検索（通常の検索エンジンと日経テレコンの記事検索を活用）によ

ってその存否を確認し，現存する 122 件については，ネットで出来る限り詳細な情報を得

るとともに関係者に対する電話インタビュー等で補完的な実態確認を行った。 
一方，ネット上で確認できなかった事例 51 件のうち 49 件については，当該市町村の農

林担当にメールで問い合わせ，そのうち 27 件の回答を得ることができた。 
その結果に基づき，各活動事例を６次産業化のタイプ別に分類し 1990 年と現在の間の

タイプ間の移動や組織や売上の状況等を動態的に整理した。以下にその結果の概要を示す。 
  

1） ６次産業化のタイプ別に見た全体の動き 

 第 5-11 表は６次産業化のタイプ分けのマトリクスを１次元に展開し，それを 1990 年当

時と現在とのマトリクスとしてタイプ間の移動を見たものである。なお，タイプ分けは，

先述の３つの視点から，18 のタイプに分類した。すなわち第 5-20 図のように「顧客との

－84－



81 
 

接点」（３タイプ；流通チャネル活用タイプ，交流タイプ，複合タイプ）および「顧客との

接点に商品・サービスを供給する仕組み」（３タイプ；多角化タイプ，連携タイプ，ネット

ワークタイプ）で９つに分類し，さらにそれぞれを「事業の方向」（２タイプ；産業・ビジ

ネス志向，地域・コミュニティ志向）に分け，18タイプとした。 
 第 5-11 表をみると，例えば，当初 59 件の活動が確認された「多角化・流通チャネル活

用タイプ・ビジネス志向型」は元々のタイプに 31 件が残り，1 件はビジネス志向とコミュ

ニティ志向双方の性格を持つようになり，それ以外には，コミュニティ志向に軸足を置く

ようになったのが 3 件，集客にも進出して複合タイプになったものが 4 件，他産業と連携

して事業のよりビジネス志向を高めたものが 2 件，一方で活動を停止したものが 18 件と

なった。 
 

 
 

第 5-20 図 ６次産業化のタイプ分けに基づく分類 

 

注：1)「複合的タイプ」は，「流通チャネル活用タイプ」と「交流タイプ」の両方を行うもの。 

   2)この分類に「事業の方向」で示した「産業・ビジネス志向」と「地域・コミュニティ志向」が 

加わることにより，18 のタイプに分類される。  
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第 5-11 表  ６次化のタイプの移動状況（1990 年と現在） 

 
資料：全国農業改良普及協会発行の 1990 年版「農業先進地視察ガイド」を元に筆者追跡調査。本節以下同じ。 

注 1） 表頭・表側の「ビ」とは「ビジネス志向」，「コ」とは「コミュニティ志向」，「複」とは双方の複合である。 

2） 表頭の「停止」とは活動を停止したものである。 

3）18 のタイプのうち，該当のない分類の表記は省略した。 

 
 全体を見ていくと，現在活動が確認された事例は 122 件（対象とした 174 件から活動停

止の 52 件を差し引いたもの）である。そのタイプ別の内訳を見ると，最も多いのが「多

角化・交流タイプ・ビジネス志向」，ついで多いのが，「多角化・流通チャネル活用タイプ・

ビジネス志向」でこれは当初と変わらず，各タイプ間の移動はさほど大きくはなかったが，

恒常的な加工販売から撤退しイベントへの出店に活動を縮小し「ビジネス志向」から「コ

ミュニティ志向」に移行した事例や，集客を諦め製品の出荷販売に特化して「流通チャネ

ル活用と交流の複合タイプ」から「流通チャネル活用タイプ」に移行した例もあった。 
また，それぞれのタイプがおしなべて減少する中で，「多角化・複合タイプ・ビジネス志

向」だけは増加している。これは，当初 16 件のうち 3 件が活動停止，3 件が他タイプに移

行する一方で，「多角化・流通チャネル・ビジネス志向」から 4 件，「多角化・交流・ビジ

ネス志向」から 6 件加わっている。これらの多くは，単に人寄せと出荷販売双方を手がけ

るようになったのではなく，ネットモールに出店したり，自らネット販売を始めたりして

複合タイプに転進したもので，インターネットと宅配便を組み合わせることによって地域

のビジネスチャンスが拡大していることを示している。 
さらに，現時点で新たに「ビジネス志向とコミュニティ志向の複合型」とみなされる事

例もわずかながら（2 件）出てきている。これは，農産物の加工販売を行ってきた女性グ

ループがグループ外での加工技術の普及・指導にも力を入れるようになった事例と，直売

所等で得た利益を老人福祉や地域の環境整備等非営利部門に組織的に投入している事例で

あり，これらは「地域マネジメント組織」的な取組みとして重要であると考える。 
 
  

停止
複合 ネット 合計

ビ 複 コ ビ コ ビ 複 コ ビ コ ビ コ ビ ビ (H2)

ビ 59 31 1 3 4 2 18 59
複 0 0
コ 4 1 3 4
ビ 71 1 46 6 1 1 16 71
コ 8 1 3 1 3 8
ビ 16 3 10 3 16
複 0 0
コ 1 1 1

ビ 3 3 3
コ 1 1 1
ビ 7 1 1 5 7
コ 1 1 1

複合 ビ 2 2 2

ネット ビ 1 1 1

合計（現在） 174 34 1 5 48 3 20 1 0 2 1 2 0 3 2 52 174
(参考)平成２年 59 0 4 71 8 16 0 1 3 1 7 1 2 1 － 174

平
成
２
年

多
角
化
タ
イ
プ

流通チャネル
活用

交流

複合

流通チャネル
活用

交流

連
携
タ
イ
プ

交流 複合 流通チャネル 交流

現　　　　　　在

多角化タイプ 連携タイプ
流通チャネル活用

一
九
九
〇

1990

（1990）

－86－



83 
 

2) 活動を停止した事例 

当初の 174 件のうち，52 件が活動停止している。これら事例を元々の活動のタイプ別

に整理すると，最も多いのが「多角化・流通チャネル活用・ビジネス志向」で 18 減，つ

いで，「多角化・交流・ビジネス志向」が 16 減であった。 
活動を停止した活動の中心メンバーを見ると，個別農家，農協・農協部会，生活改善グ

ループの減少が突出している。その理由について電話インタビュー等を通じて一部聞き取

ることができたが，個別農家については高齢化や売上低迷，農協については売上低迷のほ

か合併に伴い施設や部会組織の再編が行われたことによるものが多い。生活改善グループ

については生活改善普及事業が見直されメンバーの新陳代謝が進ないまま高齢化したこと

や利用している施設の更新ができなかったことが主な要因である。（第 5-12 表） 
 

第 5-12 表 活動を停止した事例の中心メンバーの属性と活動停止の要因 

 

注 1） 複数の要因を上げる例もあり停止数と要因毎の数値は一致しない。 

   2） 活動停止要因の「その他」は原発事故による計画避難区域となった事例である。 

 
3) 事業の消長 

 これまでは，単に活動のタイプに着目し，それぞれが現在も継続しているか否かやタイ

プ間の移動を見てきたが，それぞれの活動が経済行為である以上単に存在しているか否か

だけではなく，成長・発展しているかどうかが重要なポイントとなる。このため，各事例

のリサーチに当っては成長・発展の尺度として販売の増減に注目するとともに，それを左

右すると見られるいくつかの要因の動向把握に務めた。 
 
ⅰ） 組織の新陳代謝との関係 

 販売を増加させている事例のうちの 6 割が中心メンバーの世代交代を行っている（当初

からの法人以外で法人化したものもここにカウント）。 

高齢化 売上低迷
販売先
喪失

施設の
老朽化
閉鎖

気象
災害

行政の
支援
打切り

農協
合併

その他 不明

法人 6 0
農業後継者 4 1 1
個別農家 54 10 3 1 2 4
農協・農協部会 28 9 2 4 3 1 2
農家グループ 3 2 1 2
農家女性 14 0
生改グループ 27 10 5 1 4
農協婦人部 5 0
行政 8 7 2 1 5
３セク 4 0
地域住民 1 0
その他 5 2 1 1
不明 15 11 1 10
合計 174 52 14 7 2 3 1 1 3 1 25

活　動　を　停　止　し　た　要　因　（聞　き　取　り　調　査　等　に　よ　る）

当初の
活動数

活動
停止
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 一方，世代交代をしても販売が減少した事例や，していなくても販売を増加させた事例

もそれなりに存在することから，組織の新陳代謝と販売の増加が直に結びつくわけではな

いが，経営の継続性の確保にとっては必要不可欠な条件である。（第 5-13 表） 
 

第 5-13 表 販売量の増減とメンバーの世代交代・施設等の更新との関係 

 
 
ⅱ） 施設・設備の更新との関係 

 この項目は把握がしにくかったものであり調査漏れも多いが，少なくとも更新している

40 事例が販売を伸ばしておりその関係は突出している（売上が伸びているから，施設を更

新できたということも考えられるが）。（第 5-13 表） 
 
ⅲ） 商品戦略との関係 

 調査に当たって最も把握に力を入れたのがこの項目であり，具体的には「商品アイテム

の増減」，「加工の高度化」を指標とした。 
その結果，販売を増加させた 55 件のうち，50 件がアイテム数を増やし，46 件が加工の

高度化に取り組んでいた。 
一方，販売が減少した 36 件のうちアイテム数を増やしていないものが 16 件，減らした

ものが 10 件，加工度に関しても変えていないものが 28 件という結果となり，商品戦略と

販売との関連性が極めて高いことが確認された。（第 5-14 表） 
 

第 5-14 表 販売量の増減と商品戦略との関係 

 
 
 

（河﨑 厚夫） 
 
 

している していない その他 不明 している していない その他 不明

増加 55 33 8 3 11 40 1 1 13
不変 16 5 5 6 3 6 2 5
減少 36 11 10 3 12 6 4 2 24
不明 15 2 1 12 3 1 1 10

中心メンバーの世代交代 施設・設備の更新

販売量

増加 不変 減少 不明 高度化 不変 低下 不明

増加 55 50 3 2 46 9
不変 16 9 6 1 6 10
減少 36 10 16 10 6 28 2
不明 15 4 4 7 3 4 8

商品アイテム 商品の加工度

販売量
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注 

(1）６次産業化総合調査のうち，６次産業化業態別調査は，2010 年世界農林業センサス（農林業経営体調査）におい

て把握した農業経営体のうち，「農産物の加工」，「観光農園」，「農家民宿」，「農家レストラン」，「海外への輸出」

を営む農業経営体及び，2010 年世界農林業センサス（農山村地域調査）において把握した農産物直売所並びに農

業協同組合等からの情報収集により把握した農業協同組合等が運営する農産加工場を対象に，標本調査として実施

され，都道府県，経営区分，販売金額規模階層ごとに推定値が算出されている。なお，2010 年度は全数調査とし

て実施されている。 

(2）2010 年世界農林業センサス（農山村地域調査）において産地直売所数を把握した地方公共団体，第 3 セクター，

農業協同組合及びその他（生産者又は生産者グループ等）が運営する産地直売所および，2010 年世界農林業セン

サス（農林業経営体調査）において「農産物の加工」をしていると回答した販売農家（法人・個人）及び家族経営

以外の農業経営体並びに農協等からの情報収集により把握した農産加工場を運営する農協等を対象に，標本調査と

して実施され，年間販売金額を基準に，全国農業地域別に選定し，全国農業地域別，運営主体別に集計を行ってい

る。 

(3）農村女性による企業活動実態調査による「女性起業」とは，①女性の収入につながる経済活動であること，②農村

在住の女性が中心となって行う，地域産物を利用した農林漁業関連の経済活動であること，③女性が主たる経営を

担っている経営形態（個別，グループ）であること，という３要件をすべて満たすものである。 

(4）ただし，本項目は，2005 年には「店や消費者に消費者に直接販売」であり，2010 年には「消費者に直接販売」と

なっているため，数字が接続していない部分もある。 

(5）同調査での地場産の定義は，農産物直売所・農産加工場等で取り扱う農産物の産地について，自家生産物のほか，

事業所等の所在する市区町村及びその同一都道府県内の隣接する市区町村（境界が海上の場合は隣接としない）で

生産されたものをいう。なお，東京都の特別区に所在する事業所等については，特別区全体で一つの市区町村とみ

なし，特別区に隣接する市で生産された農産物は，地場産としない。 

（6）コミュニティ・ビジネス・ネットワーク（2009，21 ページ）。 

（7）ネットワークは幅広い概念であるが，ここでは，「ある「関係」の下にある程度まで継続的に「連結」されてい

る「諸単位」の統一体」（今井 1986，316 ページ）としてとらえている。 

（8）加工所の設備は全て自己資金で整備している。委託者の範囲が限定されず，柔軟に受託することができるためで

ある。 

 

〔引用・参考文献〕 

 

今井賢一（1986）「イノベーションとネットワーク組織」，今井賢一編著『イノベーションと組織』東洋経済新報社。 
後由美子（2011）「「世羅高原６次産業ネットワーク」の歩み」，（独）農業・食品産業技術総合研究機構近畿中国四国

農業研究センター（社会科学系研究分野）『近畿中国四国農研農業経営研究 第 22 号』。 

小林茂典（2013）「六次産業化のタイプ分け」，高橋信正編著『「農」の付加価値を高める六次産業化の実践』，筑 

波書房。 

コミュニティ･ビジネス・ネットワーク（2009）『コミュニティ・ビジネスのすべて』ぎょうせい。 

「世羅高原６次産業活動記録集」編纂委員会編著（2012）『世羅高原６次産業活動記録集』。 
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第６章 ６次産業化と地域ブランドの構築

１．はじめに

「ブランド」とは，顧客に自らの提供物を識別してもらい，かつ他者の提供物と区別し

てもらうための手段であり，また，品質を保証し，価値の提供を約束することによって顧

客との関係性を取り結ぶ手段とされ，「ブランド化」とは，意味や価値を伝えることによ

って，顧客に選択され続ける仕組みを作り出すこととされる(青木(2004))。

農業，農村の６次産業化を進めるに当たって，６次産業化により提供される商品等が顧

客に選択され続ける仕組みを作り出すことが重要であり，ブランドは取組を長期継続させ

ていくため非常に重要な要素となる。この際，６次産業化の対象とされる農産物・食品に

関しては，地域名を関したブランドが多いことからもわかるとおり，特に，地域性の要素

を差別化のポイントとした「地域ブランド」が重要である。

また，加工業者・販売業者等との関係を考えた場合，バリューチェーンにおける付加価

値配分において，競争力のある地域ブランドを持つことが，農業・農村サイドが有利な地

位を占めていく上で，有効な手段となる。さらに，地域ブランドを核に地域全体の魅力の

底上げを図ることが，地域を訪れた消費者との交流を通じて価値実現を図るタイプの取組

にとって特に重要である。

以下では，「ブランド」及び「地域ブランド」の概念を整理した上で，６次産業化の進

展を図る観点から，地域ブランドの特徴を踏まえた構築のあり方について整理することと

する。その際，2015 年から我が国に導入される地理的表示保護制度（特定農林水産物等

の名称の保護に関する法律）の活用についても触れることとする。

２．「ブランド」及び「地域ブランド」の概念

（１）ブランドとは

アメリカ・マーケティング協会の定義によれば，ブランドとは，「ある売り手の財やサ

ービスを他の売り手のそれとは異なるものと識別するための名前，デザイン，シンボルそ

の他の特徴」とされる。これについて，ケラー（2010）は，業界はそれ以上のもの，即ち

「市場に一定の認知，評判，存在感などを生み出したもの」をブランドと呼んでいると指

摘するとともに，製品を識別させ他と区別するネーム，ロゴ，シンボル，デザイン等の構

成要素を「ブランド要素」と呼んだ。

青木（2010）は，ケラーの考え方を踏まえて，ブランドに関する諸概念の整理を行い，

①製品を選択対象として識別・差別化する行為としての「ブランド化」，②ブランド化の
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手段となる情報コードとしての「ブランド要素」，③マーケティング活動の結果としての

ブランド要素を手がかりに形成される「ブランド知識」，④（望ましい消費者の行為・行

動を生み出すような構造や内容を持った）ブランド知識の形成活動としての「ブランド構

築」に区分している。さらに，「製品ブランド」を，ブランド要素によって識別・差別化

され，かつ，マーケティング活動によって，その意味や価値を明確化された「ブランド化

された製品」としている。また，ブランドの基本機能として，①識別機能（当該製品を他

の類似製品から識別する手段としての役割），②品質保証機能（提供物の品質保証，即ち

「信頼の証」としての役割），③意味づけ，象徴機能（提供物に意味を与え，それを象徴

するという役割）の 3 つをあげている（青木（1999））。

農林水産物等のブランド化に関する報告である「地域ブランドワーキンググループ報告

書」（農林水産省知的財産戦略本部専門会議地域ブランド・ワーキング・グループ（2008））

では，「ブランド」を，①「もの」の価値（消費者が商品を消費・使用することにより得

られる価値，商品本体の価値）を備え，②他の商品又はサービスと差別化することを意図

した情報（名称，言葉，シンボル，デザイン又はその組み合わせ）を付した商品又はサー

ビスであって，③その「もの」の価値と情報の組み合わせに対し，消費者がよいイメージ

を抱き，信頼を置いているもの，と定義している。ここでは，「ブランド」が，ブランド

要素により識別され，消費者に対しプラスの意味づけをされた商品又はサービスと捉えら

れている。

（２）地域ブランドとは

地域ブランドについては，大きく二つのとらえ方がある。一つは，地域と結びつきのあ

るブランド化された産品を指すものであり，もう一つは特定の産品等でなく，地域全体の

魅力の総体を指すものである。

前者を指すものの例として，前出の地域ブランドワーキンググループ報告書の定義があ

る。ここでは，ブランドを，価値を備え，ブランド要素により識別され，消費者が良いイ

メージを抱いている「商品又はサービス」ととらえた上で，「地域ブランド」を「地域」

と結び付きのある「ブランド」としている。また，「地域ブランド化」を，「地域の事業

者が協力して，事業者間で統一したブランドを用いて，当該地域と何らかの（自然的，歴

史的，風土的，社会的等）関連性を有する特定の商品又は役務の提供を行う取組」とした

上で，「地域ブランド」を「地域ブランド化によって生み出されるもの」とも定義してい

る。このように，①「地域」との関連性を持ち，②地域の事業者の共同した取組により生

み出される，③ブランド化された商品等，と捉える考え方である
(1）。

一方，後者は，地域全体の活性化を重視する視点から，様々な個別資源ブランドの上位

概念として地域全体のブランド価値を考えるものである
(2）
。例えば，株式会社地域ブラン

ド総合研究所の行っている「地域ブランド調査」
(3）

では，様々な項目について消費者が各

地域に抱く魅力を数値化し，自治体の魅力度のランキングを示しているが，これはこのよ
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うな考え方に基づくものと言える。

もちろん，両者は相互に密接に関係する。例えば，村山（2011）は，地域名を付けられ

た産品（商品・サービス）を「狭義の地域ブランド」もしくは「産品ブランド」と呼ぶ一

方，地域そのもののブランド価値を「広義の地域ブランド」と呼び，広義の地域ブランド

の価値向上の観点から，両者の関係を論じている。また，青木(2004)は，各々の地域資源

ブランドとそれらを束ねる地域ブランドの間には，互いに互いを強めあうような関係にな

ることが強く求められるとしている（4（2）参照）。

以下では，６次産業化の対象となる農産物・食品のブランド化を進める観点から，前者

の地域と結びつきのあるブランド化された産品を指すものを「地域ブランド」と呼ぶこと

とし，適宜，地域全体との関係に触れていくこととする。

（３）地域ブランドの特徴

(2)で述べたとおり，「地域ブランド」は一般のブランドの特徴に加えて，①多数の事業

者が協力し統一したブランドを用いるものであること，②地域との関連性を有すること，

との特徴がある。また，これらの特徴と関連して，③ブランドの構造として，地域－地域

ブランド－個別生産者のブランド（例，京都－九条ねぎ（京野菜）－○○生産者の九条ね

ぎ）という階層性を生じ，それぞれを管理する主体が異なる点も上げられる。このため，

一般の企業のブランドに比べて，多数の事業者の中にフリーライダーが出現する恐れや関

係する主体が多いことによるブランド管理の困難性などの問題が生ずることとなる。さら

に，農産物・食品のブランドで考えた場合は，④差別化のポイントとなる味等の特性や特

別の生産方法などは，製品の外観からでは判別しにくいとともに，味等の品質についてば

らつきが必然的に生じやすいこと，も特徴としてあげられる
(4）。

このような特徴から，地域ブランドの構築に当たっては，①地域性と関連づけたブラン

ドの特性，差別化ポイントの確立，②品質等の特性を消費者に伝えるとともに，それを継

続的に保証する仕組みの確立，③様々な主体の連携体制の確立等が重要な課題となるもの

と考えられる。

第6-1表 地域ブランドと一般的な企業のブランドの対比

資料：筆者整理

地域ブランド 一般的な企業のブランド

ブランドを
使用する
者

多数の事業者が共同して使用
(フリーライダーを生じやすく、品質保証のため
にはこれへの対応の仕組みが必要。)

一企業
（ブランド管理が自らのブランド価値に直結す
るため、自ずと品質保証機能が期待できる。)

ブランドの
階層性

地域としてのブランド－地域ブランド(産品ブラ
ンド)－個別生産者のブランド
(ブランドの主体となる者がそれぞれ異なる。)

企業ブランド－カテゴリーブランド－製品ブラ
ンド
(全て同一企業におけるブランド)

ブランドの
連想

地域とのつながりが前面に出、地域イメージに
影響される。

企業又は製品の持つイメージが中心
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３．６次産業化における地域ブランドの重要性

ブランドの効果に関し，アーカー（1994）は，ブランドと結びついたブランドの資産と

負債の集合を「ブランド・エクイティ(5）」とし，これが，マーケティング・プログラムの

効率や有効性，ブランドロイヤルティ，価格/マージン，ブランド拡張，取引の梃子，競

争優位を高めて，企業に価値を与えるとした。名前が知られ，消費者に高い品質を持つと

認知され，支持され，品質以外の様々なイメージによって強化され，加えて権利等で守ら

れた強いブランドが，消費者を引きつけ，価格プレミアムを生じさせ，流通業者その他の

関係事業者との取引を容易にし，また，そのブランドを基にさらに他製品等へ展開を図る

ことを可能にすること等によって，そのブランドに関わる事業者の競争力を高めるのであ

る。

６次産業化を進めるに当たっても，強いブランド（特に地域ブランド）を構築すること

が取組主体に以上のようなメリットを与えることとなると考えられるが，特に以下の点に

おいて重要性があると考えられる。

（ア）競合する一般企業が製造する製品がある中での競争力や価格面での優位性の確保

農業者等の取り組む加工等の取組みにおいては，，地域資源の資源量に制約があること

もあって，一般企業に比べ概して小規模なものが多く，生産コストも高くなるケースが多

いと思われる。このような中にあって，一般企業が生産する商品と差別化し高い価格を追

求していくためには，地域性を生かした地域ブランドを確立することで差別化を図り，そ

の産品への選択や高い付加価値を実現していくことが重要である。これにより，バリュー

チェーンの付加価値配分の中で農業・農村サイドが優位な位置を占めることも可能とな

る。

我が国以外の例であるが，ＥＵにおける地域ブランド産品である地理的表示保護の対象

産品の価格は，一般品に比べて約 1.55 倍となってとのデータがあり
(6），また，小売価格の

中に占める農家手取り割合が向上した事例が見られ(7），差別化による価格上昇や付加価値

配分の中での農業・農村の優位性の確保等に効果をあげていることがうかがわれる。

（イ）農業者が商工業者と連携する際の，川上主導型バリューチェーンの構築

６次産業化を進めるに当たっては，農業者が生産・加工・販売を一体的に行う多角化の

みでなく，商品の企画開発，販売力等に優れた商工業者と連携していく方策も考えられる。

この連携を農業・農村の所得向上につなげるためには，「川上主導型のバリューチェーン」

の構築（第 4章 4参照）を目指していく必要があるが，この際農産品の「地域ブランド」

が，農業者側に優位性を与え取組を川上が主導していく上での強力な武器になり得る。既

に名声が確立した地域ブランドを原料とする製品開発は加工業者にとってメリットが大き

く，また，販売業者にとっても販路の確保，価格プレミアム等でメリットが大きいことか
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ら，農業サイドが加工・販売業者と連携する際に優位な立場に立ちうることとなる。

例えば，夕張メロンの例では，加工業者との連携に際し，夕張メロンのイメージに合っ

た企画，商品であることが確認できた場合に限って，農協の協同会社で果肉・果汁への加

工を行った下位等級品を原料として提供する形をとっており，製品開発において川上側の

主導性が確保されている。

（ウ）「地域ブランド」を核とした関係者の連携，地域全体の底上げ

日本総合研究所(2011)が指摘しているように，地域性を活かした地域ブランドが，生産

者，加工業者等の「連携の基盤」となり，事業者間連携を促進する効果が期待される。ま

た，４（２）で触れるとおり，個別の地域資源のブランド化をスタートとして，これを柱

としつつ地域全体をブランド化し，販売額や観光客の増加等を通じて地域の活性化，農村

の６次産業化につなげていくことも期待される(8）。このような効果は，６次産業化の形態

が，地域の多様な施設を訪れた消費者との交流を通じて商品等の提供を行う「交流タイプ」

の場合に，特に重要なものである。

地域産品のブランドを核に，産品と関連する自然・文化遺産や滞在施設等の地域資源を

結びつけ，地域全体のブランド化を図り，観光客の増加等による地域の活性化につなげて

いる例として，フランスの「味の景勝地（Site Remarquable du Gout；SRG)」の取組があ

る。これについて須田（2013）は，リーダー的な地域産品がその他の産品やサービスと結

合して，地域イメージから高付加価値化の利益を引き出している取組として紹介しており，

ある地域ブランドに象徴される地域性が，地域全体を底上げする取組として注目される。

４．地域ブランドの構築

（１）地域ブランド（産品ブランド）の構築の手法

１）地域性と関連づけたブランド価値の明確化

ブランド構築に当たって，まず，そのブランドが，どのような価値を顧客に提供し，ど

の点で他と区別されるかを明確にすることが必要である。これに関し，アーカー（1997）

は，強いブランドを構築する観点から，「ブランド・アイデンティティ(9）」を重視し，そ

の管理を強調した。また，ケラー（2010）は，戦略的ブランド・マネジメントの第 1 のプ

ロセスとして，ブランド・ポジショニングとブランド価値の明確化と確立をあげ，消費者

にブランドの持つ競争相手を上回る利点，つまり差別化ポイントを確信させること
(10）

を

重視している。この差別化ポイントをどこに置くかによって，ブランドは，①機能的ブラ

ンド（機能的価値の提供に重点を置いたブランド），②イメージ・ブランド（製品の意味

的価値や象徴的な価値の提供に重点を置いたブランド），③経験的ブランド（消費者がブ

ランドに接したときに感じ取ることの全て，すなわちブランド経験の価値を重視したブラ
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ンド）に大別され，タイプに応じたブランド構築が必要とされる（青木（2010））。

地域資源のブランドに関して，青木（2004）は，資源のタイプに応じ，①農水産物のブ

ランド化には価値担保システムと産地正当性・独自性が，②加工品のブランド化には，原

料等の正当性・差別性と加工技術の独自性が必要とする
(11）

。農水産物・食品のブランドの

場合，差別化のポイントとしては，味等の品質をはじめとした機能的な価値のほか，独特

の生産方法，品質や生産方法と関連する地域の風土といった，イメージ面を含めた価値も

重要である。対象とする産品が，他の地域の産品と比べどのような点で優れており，それ

がその地域の風土・環境や伝統的な生産方法，独自のノウハウ等とどうつながりを持って

いるか（地域性との関連）を明確にすることが必要なのである。

一方，これらの特性・価値は，いずれも外観からだけでは判断が困難で消費者がその情

報を得ることが難しく，かつ品質等についてはばらつきが生じやすいとの特徴がある。こ

のため，農産物等のブランドについては，その提供する価値を明確にすることに加えて，

その価値に関する情報を消費者に伝え，これを継続的に保証するシステムの構築が重要に

なると考えられる。

２）品質等の特性を伝え，その内容を保証するシステムの構築

１）のとおり，特性の伝達・保証のシステムを構築することが重要と考えられるが，

「地域ブランド」は，多数の事業者の協力により成立するブランドであることから，単一

企業のブランドと異なり，他者の努力にただ乗りしようとするフリーライダーが生じやす

く，この点にも配慮した取組が必要である。

このため，品質，生産方法等の基準を定めるとともにその基準を遵守させる仕組みが重

要であるが，そのブランドの置かれている状況に応じて，次の二つの方向が考えられる。

（ア）生産者が原則として全て一つの団体の構成員になっている場合

例えば，農協等が作り上げたブランドであって，農協組合員以外にそのブランドを使用

していないといったケースであり，代表的なものとしては「夕張メロン」などがある。こ

の場合，農協等として，品質等の基準を設定・明示し，各生産者に対する品質管理を徹底

することで，ブランドの品質保証機能を果たすことができる。品質基準等のルールを守ら

せる手法として，団体内のペナルティ措置がとられる。また，対外的な権利確保手法とし

ては，商標（地域団体商標を含む。）等が活用される。このような場合，農協単一でのブ

ランドとなり，一般の企業のブランドに近くなる。

〈夕張メロンの取組〉

夕張メロンのケースでは，夕張市農協が，定められた品質基準に基づき徹底した品質管

理を行い，基準を守らない生産者に対してはペナルティ措置を講ずることによって，一定

の品質を確保している。クレーム処理も農協が一元的に対応するとともに，組合員以外の

「夕張メロン」の名称使用に対しては，商標権侵害として対応している。このような取組
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によって，ブランドの品質保証機能を確立し，消費者の信頼を高めている。

このブランド管理において重要な役割を果たしているのが，商標等の知的財産である。

まず，商標については，図形の形で 1977 年に登録され，その後長年の取組もあって使用

による識別性の獲得が認められ，1993 年には「夕張メロン」の文字として商標登録が認

められている。この商標を，他者の商標使用に対する防御及び加工品製造業者への許諾を

通じて，ブランド管理に活用している。また，「夕張メロン」の品種については，品種登

録はされていないが，F1 品種であり，農協が種子を一元管理することによって，ブラン

ド管理に役立てている。

第6-2表 夕張メロン(夕張市農協)の取組

資料：聞き取りをもとに筆者整理

（イ）生産者が一つの団体にまとまっていない場合（生産者団体に加入しない有力事業者

がいる場合など）

このような場合は，団体のみで品質管理を貫徹することは困難である。斎藤（2012）が

指摘しているとおり，地域全体でブランド管理をしようとする場合，ブランド協議会等を

設立して利用の範囲を拡大することが必要であり，関係事業者による協議会等によって，

基準を作成し，品質管理を行う方策が模索される。ただし，このような基準が作られても，

その遵守を担保する手段がないことが問題となる。これについては，中心となる団体によ

る地域団体商標の取得，商標の使用規則の設定による取組も行われているが，団体構成員

以外の者に基準を遵守させるのには困難な点がある。一方，2014 年に成立した特定農産

物等の名称の保護に関する法律においては，登録された名称（地理的表示）に係る産品に

ついて，品質等の特徴や生産方法を明細書として定め，当該名称を使用するためには，明

細書へ適合して生産が行われているかどうかを生産者団体が管理することを義務づけてお

り，名称の不適正利用には行政による取締りも行われる。この管理を行う団体には協議会

のような法人格のないものでもなり得ることから，幅広い関係事業者による協議会を中心

とした品質管理を行うには，より適合した仕組みと考えられ，今後この制度の活用も期待

される。

○共選・共販体制の確立
　・出荷規格の確立(4等級、下級品は加工仕向け)
　・1日当たり6名(全体で40数名)の検査員による品質検査
　・1日当たり多いときで3t程度をカットし品質確認
　・基準を守らない者には罰金、最終的には除名
　・農家の個別販売は行わない(生産組合の申し合わせ)
○商標権(一般商標)の取得・管理
　・権利侵害に対しては農協が警告等の対応
○種子(FI)の管理
　・農協が生産組合に委託し種子生産
　・生産組合参加者のみに種子を提供
○夕張メロン組合(生産組合)の取組
　・生産計画に基づく生産
　・生産方法の統一、指導
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〈市田柿の取組〉

市田柿については，みなみ信州農業協同組合等 2 組合を権利者として，「市田柿」が地

域団体商標として登録されているが，権利者及びその構成員以外にも，従来から市田柿を

取り扱ってきた事業者が多く存在する。このため，これらの事業者もメンバーとして市田

柿ブランド推進協議会(12）が設立され，基準の設定，品質の維持管理等が図られている。

仕組みとしては，協議会に参加し，商標権者と商標使用協定書を締結した事業者のみが，

商標使用の許諾を受けられることとなっており，事業者は地域団体商標の使用基準に従っ

て，名称を使用することとされている。これを通じて，一定の生産基準，品質基準が遵守

される体制となっている。

課題としては，具体的な品質管理は，各協議会メンバーに任されており，基準が遵守さ

れているかどうかをチェックする体制が確保されておらず，また，基準違反に対する措置

が明確化されていないことがある。さらに，協議会参加者以外の業者で，商標登録前から

「市田柿」の名称を使用し，先使用者として市田柿の名称を使用する権利が認められてい

る者には，基準の遵守を強制できない。このように，「市田柿」ブランドとしての品質保

証機能が貫徹されていない部分があり，品質管理措置の強化が課題と考えられる。

３）段階的なブランドの構築

１）及び２）で示した課題を含め，地域ブランドを構築していくためには，ブランドの

企画段階，流通段階，生産段階等の各段階において様々な取組が必要である
(13）

。

農林水産省知的財産戦略本部専門家会議地域ブランド・ワーキンググループ(2008)は，

農産物・食品の地域ブランド化の取組課題として，商品の地域ブランド化の検討段階，流

通・販売段階，生産体制・品質確立段階，ブランドの維持・発展段階，の 4 つの段階の課

題を整理している(第 6-3 表）。ブランド価値を明確化し，方向性を明らかにした上で，生

産量を確保し，品質管理の体制を整えつつ，そのブランドにふさわしい販売ルートの選択

等の販売戦略のもと，名称やパッケージを工夫をこらして，消費者に訴求していくことが

求められるのである。また，この際，使用する名称等については，必要に応じ，商標制度

や特定農産物等の名称の保護に関する法律に基づく地理的表示保護制度等によって，法的

な保護を検討する必要がある。

さらに，ブランドが確立した後も，その維持・発展を図るため，継続的なブランド管理

やそれまでの取組の検証・フィードバック，商品の改良・拡張等が課題となる。
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第6-3表 地域ブランド構築上の課題

資料：農林水産省知的財産戦略本部専門家会議地域ブランド・ワーキンググループ報告書より作成

４）特定農林水産物等の名称の保護に関する法律の活用

２）で，品質管理の一手法として特定農林水産物等の名称の保護に関する法律の活用を

あげたが，同法の活用は，品質管理のみならず，地域ブランド構築の各段階で有効な手法

となり得る(14）。

同法は，地域ブランドの名称（地理的表示）を登録し，保護する制度であるが，具体的

には以下のような仕組みがとられている。

① 産品に特性があり，その特性と生産地域との関連がある場合に，その産品の生産地，

特性を特定することのできる名称（地理的表示）を登録し，保護。

② 名称の登録申請に際して，申請を行う団体が，産品の生産地，特性，生産方法等を明

細書として定めるとともに，産品の生産が明細書の基準に沿って行われるようにするため

の管理の方法を定める。

③ 農林水産大臣が，申請された名称に関し，産品の特性と生産地との関連性，明細書の

内容，管理の方法等を審査し，要件に合うものを登録。登録に際して，産品の特性や生産

方法等を公示。

④ 生産者団体は，定められた管理の方法に従って，構成員である生産者の生産が基準に

従い適切になされるよう継続的な管理。

⑤ 登録された名称を使用する場合は，特別なマークを添付。

⑥ 基準に適合する産品以外への登録名称の使用禁止。不適正な使用については，大臣の

是正命令及びこれに従わない場合の罰則の措置。

このように，名称の登録に当たって，生産地，特性，生産方法等を明細書で定めること

によって，当該地域ブランドの差別化ポイントを明確化することが制度上必要となってお

り，この内容は，公的な審査によってお墨付きが与えられた上で，公示により一般に明ら

かにされる仕組みとなっている。また，生産者団体に，明細書の基準に従った継続的な生

産管理が義務づけられており，制度に位置づけられた形で，品質保証の仕組みが講じられ

段階 課題 課題の内容

地域の産品又は地域との結びつきの発掘
地域と結びつきのある産品の発掘、又は商品と地域
の関連づけ 地域の明確化

「もの」の価値の明確化 基本的価値(食味、栄養等の品質)の明確化
目指す方向の明確化と戦略の確立 取組の方向性、戦略の明確化と関係者間の共有
取組体制の整備 継続的な地域ブランドの取組体制の確立

ブランドコンセプトを明確にした販売戦略
どのような層を対象に、どのような品質のものを、どの
ような販売ルートで販売するかの明確化

消費者に訴えかけ、情報を伝える工夫
名称、パッケージ、販売方法、販売時の説明、ア
ピール方法等の工夫。

名称・マークの管理
名称やマークの使用基準の明確化とその遵守体制
の整備。商標権による保護

一定程度の生産量を確保するための生産体
制の整備

販売戦略及びブランドコンセプトに沿った商品の生
産量を確保するための生産体制の整備

生産・出荷に当たっての品質管理
栽培基準や出荷基準等の作成と、それを遵守する
体制の整備

継続的なブランド管理 品質、名称、マークの継続的な管理
取組の検証、効果の確認、フィードバック 取組の検証、フィードバック。外部の視点の導入。

商品の改良や関連商品の開発・販売
商品の改良、提供方法の変更。関連商品・サービス
の開発・販売

取組を担う人材の育成 取組を長期継続させるための人材の育成

商品の地域ブラン
ド化の検討段階の
課題

流通・販売段階の
課題

生産体制・品質確
立段階の課題

ブランドの維持・発
展段階の課題
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ることとなる。また，特別のマークによって認知度を高めるとともに，不適正な名称使用

に対しては行政の取締りによって是正が図られることとなっており，公的な関与の下，ブ

ランドの価値が維持される仕組みが講じられている。これらの点は，地域団体商標とは異

なる地理的表示保護制度の特徴となっている（第 6-4 表）。

以上の通り，新しく設けられた地理的表示の保護の仕組みは，ブランドの立上げ（地域

と関連づけたブランド価値の明確化），消費者への情報伝達，継続的な品質管理，法的な

保護措置等において，地域ブランドを構築・維持していく上で，極めて有効な手法となる

ことが期待される。

第6-4表 地理的表示保護（特定農林水産物等の名称の保護に関する法律）

と地域団体商標制度の比較

筆者作成

（２）地域全体としての取組

（１）では主に，産品ブランドとしての地域ブランドの構築について述べたが，地域ブ

ランドは「地域性」を核としたブランドであり，地域全体のイメージと個別の地域ブラン

ドが密接に関連し合う。これに関し，青木（2004）は，地域資源のブランド化から地域全

体のブランド化を図り，それを地域の活性化につなげていくステップを示している（第 6-1

図）。具体的には，「地域性」を生かした地域資源のブランド化（第 1 ステップ），地域資

源ブランドを柱としつつ，共通する「地域性」を核とした，「傘」ブランドとしての地域

全体のブランド化（第 2 ステップ），地域（全体の）ブランドによる地域資源ブランドの

底上げ・強化（第 3 ステップ），底上げされた地域資源ブランドによる地域経済の活性化

地理的表示保護 地域団体商標

保護の対象とな
る名称

特定の地域を生産地とし、生産地に主として
帰せられる特性（品質、社会的評価その他の
確立した特性）を持つ農林水産物等の名称
（名称によって、生産地、特性を特定すること
ができるものに限る。）
〈産品の特性と地域の実質的なつながりが必
要〉

地域の名称（産地等の名称）と商品また
は役務の名称からなる商標

〈確立した特性の有無は問われない、
地域との実質的な関連は問われない〉

品質、生産方法
等の基準

生産地域、品質等の特性、生産方法等を明細
書として定めることが必要（内容を公示）

品質、生産方法等の基準を定めること
は任意

品質管理（基準
遵守）の方法

あらかじめ定められた生産行程管理業務規程
に基づき、生産者団体が管理
規程に従った管理がされていないときは、大
臣による措置命令や登録の取消しの対象

品質管理は、商標の権利者（組合,商工
会、NPO法人）が自主的に行う

名称を使用でき
る者

生産行程管理業務行う生産者団体（協議会の
ような任意団体でも可）の構成員
生産者団体は複数も可能

権利者（組合等）の構成員

不適正な名称
使用への措置

大臣による除去命令
命令に従わない場合は罰則

原則、権利者が対応
差止請求、損害賠償請求が可能

存続期間 永続 10年（更新可能だが更新料必要）
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（第 4 ステップ）となっている。個々の地域資源ブランドに共通する地域性が，プラスの

イメージとして確立・認識されることによって，そのイメージがさらに個々のブランド価

値を高め，地域全体の活性化につながることが期待されるのである。

ここで，各ステップの中心となる主体を考えると，地域資源のブランド化の段階では，

農産物であれば生産者・生産者団体，加工品であれば加工業者・加工業者団体，商業地で

あれば商工会等が中心になろうが，地域全体のブランド化の主体は，自治体等を中心とし

た広範な関係者が参画した体制が適当と考えられ，取組の推進に当たり様々な主体間の連

携体制の確立が必要となる。

なお，６次産業化の形態が，地域の多様な施設を訪れた消費者との交流を通じて商品等

の提供を行う「交流タイプ」の場合，消費者に当該地域の魅力を感じてもらい，訪れても

らうことが必要であり，このような地域全体のイメージを向上させていく取組が特に重要

と考えられる。

第 6-1 図 個別の地域ブランドと地域との関係

資料:青木（2004）

（３）地域ブランド化の取組事例の特徴

地域ブランド化の実際の取組事例について，①ブランド価値(差別化ポイント)の明確化，

②品質等の基準の設定とその確保体制の整備，③ブランド価値を踏まえた販売戦略，④認

知度の向上(名称・ロゴの工夫，情報発信等），⑤ブランドの維持・発展，⑥地域との連

携，等の事項に関し整理したものが第 6-5 表である。

まず，ブランド価値(差別化ポイント)の明確化については，どの産品についても，品質

等の機能面の価値を備えるとともに，地域との関連性を差別化ポイントとしていることが

わかる。なお，京野菜の事例では，同じ京野菜という産品カテゴリーでも差別化ポイント

が異なっている。具体的には，「ブランド京野菜」では，伝統野菜を中心とする京都らし
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い野菜であり，味，外観等の独自性が前面に出ているのに対し，「京の旬野菜」では，一

般的な野菜も含み，京都市産の旬の野菜であることが差別化ポイントの中心となっている。

これが，前者が東京圏にも積極的に販売を行い，後者が地産地消を中心とするという販売

戦略にも影響しているものと考えられる。

品質等の基準の設定とその担保方法については，いずれのブランド産品についても，生

産・品質等の基準を設けているが，その担保方法については，厳格なところから，各生産

者の自主的な取組に任されているところまで様々である。特に注目されるのは「ブランド

京野菜」の事例であり，農業者団体に置かれた検査員によるチェックに加えて，その適切

性を第 3 者機関がチェックする手厚い仕組みがとられている。消費者の信頼度を高め，品

質等の面での差別化を強調していくためには，このような工夫により品質保証の仕組みの

充実を図っていくことが重要であろう。

ブランド価値を踏まえた販売戦略の面では，かごしま黒豚など高級ブランド品と考えら

れる産品について，流通管理の徹底を図ること等を目的として，指定販売店制が講じられ

ている。一方，差別化ポイントが，地物の旬の産品である点にある「京の旬野菜」では直

売等の地元販売が主流となっており，ブランドの内容に応じた方法が選択されている。

認知度の向上の面では，各ブランドとも，ホームページ，情報誌の発行，キャンペーン

などを通じて情報発信に努めている。また，商標も各ブランドで活用されており，これは

認知度の向上に役立つとともに，偽物からブランドを保護する役割を果たしている。

ブランドを維持するために，クレーム対応等を通じ，消費者の意向を取組に反映し，消

費者との継続的な関係を維持していく努力が行われている。また，ブランドの発展方策と

して，新製品開発への取組のほか，消費者に来訪・体験してもらうための施設整備の検討

やブランドに関する知識の検定（京野菜検定）等も行われている。これは，当該ブランド

に経験的価値を与え，より強固なブランドへと育成する効果を持つものと考えられる。
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第6-5表 地域ブランド化の取組(ポイント)

資料：現地調査を基に筆者整理

市田柿（干し柿） かごしま黒豚(豚肉)
ブランド京野菜（京の伝
統野菜）

京の旬野菜 砂丘らっきょう

ブランド価値
(差別化ポイン
ト)の明確化

品質等機能
面

・鮮やかなあめ色の
果肉，きめ細かい白
い粉
・もっちりとした食感
と上品な甘さ
・食物繊維，ポリフェ
ノール等に富む健康
食品

・光沢と弾力に富む
肉質
・繊維が細かく柔ら
か．
・脂肪の溶ける温度
が高い

・品質等の独自性（味，
形状）
・減農薬等の栽培基準
に従って生産された秀
品のみに限定

・旬の時期に生産
される栄養価の高
い京都市産の野菜
・減農薬等の栽培
基準に従って生産
されたもの

・色が白く，繊維が細
かく，歯触りがよい
・加工品は，化学調
味料，保存料等を使
用せず，らっきょう本
来の風味を活かした
味

地域とのつな
がり，イメージ
面

・天竜川の川霧によ
る乾燥が，独特の食
感を生み出す
・地域の風物詩であ
る柿すだれ

・約400年前から，県
内で飼養・改良され
てきた血統の使用

・伝統的に京都で生産さ
れてきた産品であり，京
都のイメージとの結びつ
き

・京野菜の伝統的
産地である京都市
内で生産されたも
の

・水はけの良い砂丘
地帯でのみ栽培さ
れ，観光地である鳥
取砂丘との結びつき

品質等の基
準の設定とそ
の確保体制
の整備

・市田柿ブランド推進
協議会を設け，協議
会構成員にのみ地
域団体商標の使用
を許諾．
・地域団体商標使用
基準の中で，生産地
域，生産・品質の基
準を設定．商標許諾
を通じて品質管理．
協議会において，構
成員の意識を統一．

・かごしま黒豚生産
者協議会を設け，か
ごしま黒豚証明制度
により，基準に適合し
たもののみに証明書
を発行．商標の使用
を許諾．
・協議会が，一頭ごと
に証明書を交付する
ことにより，品質管
理．

・品目，産地，生産者を
認定した上で，品目ごと
に定められた栽培指針
に基づき生産されたも
のを，ふるさと産品協会
が認定
・基準に従っているかど
うかは，京都こだわり生
産認証システムにより，
中央会に置かれた認証
検査員により検査，そ
の検査内容が適切かを
第3者機関がチェック

・品目ごとに，旬の
時期及び栽培指針
を設定
・基準適合のチェッ
クについては，特
段の措置が講じら
れていない（生産
者に任せられてい
る）

・砂丘らっきょう栽培
基準（農薬の使用限
度等）を設定
・生産者からなる指
導者協議会により基
準遵守を指導
・農協出荷時の品質
チェック

ブランド価値
を踏まえた販
売戦略

・各事業者がそれぞ
れ対応

販売指定店制度を設
け，確かな黒豚を販
売する小売店・料理
店を指定店として明
確化．

本まもん京野菜取扱店
を認定し（百貨店が中
心），東京圏にも積極的
に販売

・地産地消が中心
（各生産者がそれ
ぞれ対応）
・市の事業で直売
所を設置（7カ所）

・市場出荷が中心
・加工品について
は，百貨店等との直
接取引，オリジナル
商品の販売も

認知度の向
上

・農協が，「市田柿」
の地域団体商標を
取得

・県が商標(図形を伴
う商標)を取得（実際
の使用許諾の運用は
協議会）
・販売店段階で，かご
しま黒豚証明ミニ
シールを使用．

・中央会が京のブランド
産品のマークである「京
マーク」を取得，産品協
会が出荷袋の商標取
得，全農（京都本部）が
「京の伝統野菜」の地域
団体商標取得
・情報誌の発行，フェア
の実施，情報発信者と
しての京野菜マイスター
の設置

・京都市が，「旬」
のロゴの商標取得
・パンフレットの発
行，キャンペーンの
実施

・砂丘らっきょうとし
て名称統一（S26～)
・農協が，「砂丘らっ
きょう」の商標取得
・加工品は，「本場の
本物」の認定

ブランドの維
持・発展

・協議会でクレーム
調査を行い，その対
策を検討．
・干し柿を核として、
レストラン，菓子加工
等を検討

・消費者モニター制
度を設けて，意見を
取組に反映
・DNA鑑定の実施に
よる偽物の排除

・京野菜検定の実施
・加工品（かぶスープ）
にも認定を拡大

・加工品の開発を
検討

・豊作時の需給調整
対策として加工へ取
組(S40頃～）
・加工体験施設，レ
ストラン等を含む，拠
点施設を検討中

地域との連携

・協議会には行政
(県，普及センター，
市町)が参加し(会長
派遣地方事務所課
長），行政と連携して
ブランド化に取り組
む．

・県が推進する「鹿児
島ブランド」の中心産
品であり，県が，生
産，流通，消費等の
面で支援．

・府が中心となった取組
であり，農協系統と協力
して実施

・市を中心とした取
組

・鳥取市主催の「らっ
きょう花マラソン」に
生産者，農協が協力
し，同時にらっきょう
のPR
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５．終わりに

６次産業化は農林水産物等の地域資源を活用した取組であるが，農山漁村地域により多

くの収益をもたらすように６次産業化を進めるためには，当該地域資源の競争優位性を高

めることが重要である。このためには，地域性を生かした地域ブランドを確立し，他との

差別化を図って競争力を向上させていくことが有効な手法となる。

本稿では，地域ブランドの構築上の課題として，地域性と関連づけたブランド価値の明

確化と，その価値を継続的に保障する仕組みの構築を特に重要な課題として指摘したとこ

ろである。この課題に取り組む上で，2014 年に成立した特定農林水産物等の名称の保護

に関する法律を活用することは，地域性と関連した特性を明確化しその内容を消費者に保

障しつつ，地域ブランド保護が図られることとなり，地域ブランド構築のために非常に有

効な手法になるものと考えられる。

同法の活用等により，強い地域ブランドが確立され，６次産業化の推進，さらには地域

全体の活性化につながることが期待される。

（内藤 恵久）

注

(1）農産物・食品のブランド化を重点においた議論では，概ねこのとらえ方をしているものと考えられ，

例えば，藤島(2009)は，「地域で産する物」であって，「良質性，話題性，信頼性の点で他より優れた価

値を有し」かつ「そうした価値を有することを瞬時に認識・識別できる」農産物を「地域ブランド」と

している。

(2）知的財産戦略本部・コンテンツ専門調査会日本ブランド WG（2004）への経済産業省提出資料では，

「地域ブランド化」を，「①地域発の商品・サービスのブランド化と②地域イメージのブランド化を結

びつけ，好循環を生み出し，地域外の資金・人材を呼び込むという持続的な地域経済の活性化を図るこ

と」としており，地域全体の活性化に重点を置いた考え方をとっている。

(3）認知度，魅力度，地域イメージ，地域資源評価，居住意欲度，観光意欲度，食品購入意欲度などの

項目について，消費者にアンケート調査を行い，消費者が各地域に抱く魅力として数値化したもの。2013

年調査では，都道府県の魅力度 1 位は北海道，市区町村の魅力度 1 位は京都市となっている。

(4）地域ブランドの特徴に関し，斎藤(2012)は，①産地は多数の農業生産者により構成され，企業が 1

社でブランド資産が形成されそのメリットを享受するのに対して，食品偽装や残留農薬問題などのブラ

ンド管理のリスクは，特定生産者だけでなく地域全体の信頼性の低下になること，②地域ブランドの担

い手は，JA，農業生産法人，生産者グループ，食品企業などであり，それぞれ戦略やブランド管理手法

が異なり，統一化しにくいこと，③地域に多くのブランド管理主体が存在することは，統一的なブラン

ド管理をしにくくさせ，フリーライダーの発生を引き起こす可能性があること，④地域の食品企業にお

ける企業ブランドと地域ブランドの兼ね合いの問題があることを指摘している。

(5）ブランド・エクイティの基礎となる資産として，①ブランド・ロイヤルティ，②名前の認知，③知

覚品質，④ブランドの連想，⑤その他のブランド資産，があげられている。
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(6）AND International(2012)。地理的表示として登録された農産物・食品の価格を，同種の一般品と比

較した数値。

(7）London Economics(2008)のデータによれば，例えば，鶏の地理的表示産品である「ブレス鶏」につ

いて，最終小売価格が一般品の 3.7 倍となっていることに加え，一般品の最終小売価格に占める農家手

取り割合が 28 ％なのに対し，ブレス鶏では 35 ％に上昇している。内藤（2013）を参照。

(8）地域ブランドワーキンググループ報告書では，地域の農林水産業の発展に加えて，地域経済の活性

化及び地域コミュニティの再生を地域ブランドの効果としてあげている。

(9）「ブランド・アイデンティティ」とは，ブランド戦略策定者が創造したり維持したいと思うブラン

ド連想の集合であり，この連想はブランドが何を表しているかを示し，また組織の構成員が顧客に与え

る約束を意味するとされる。これは，どのように知覚されているかという「ブランド・イメージ」では

なく，ブランドに方向，目的，意味を与えるものとされる。

(10）差別化ポイントを確信させることとともに，潜在的な欠点の懸念をやわらげること（類似化ポイ

ントの確立）も，ブランド・ポジショニングの内容とされている。

(11）このほか，「招き入れるブランド」として，③商業地のブランド化には集積性・空間構成の差別性

と経験価値の提供が，④観光地のブランド化には自然・歴史・文化の差別性と経験価値の提供が，⑤生

活基盤のブランド化には生産インフラの差別性と経験価値の提供が必要とする。農産物及び加工品のブ

ランドは，「送り出すブランド」と分類しているが，６次産業化の形態が，「交流タイプ」である場合，

送り出すブランドと招き入れるブランド双方の要素を備えることが必要になると考えられる。

(12）協議会のメンバーは，商標権者 2，商標使用に関する協定を締結した集荷・販売業者 27，行政機

関 6，その他機関 2 の合計 37 であり，事務局は長野県地方農政事務所農政課となっている。

(13）中島(2009)は，農産物の地域ブランド化のための 3 つのキーポイントとして，①ブランド・プレ

ミアム戦略(地域の農産物の何を付加価値を有するブランド品とするか)，②ブランド・サプライ戦略(ブ

ランド品をどのような方法でターゲットとする消費者に提供して価格プレミアムに反映させるのか)，

③ブランド・コミュニケーション戦略(ブランド品として消費者に認知させるとともに，地域を印象づ

ける良好なイメージを付加して消費者に訴え，知名度を上げて購買意欲を向上させるにはどうすればよ

いか)をあげるとともに，地域ブランド化を推進するための仕組みづくりとして，①ブランド戦略推進

組織とその運営，②ブランド管理，③地元関係機関の支援を挙げている。

(14）地域ブランドを保護する制度としては，特定農林水産物等の名称の保護に関する法律に基づく地

理的表示保護制度のほか，地域団体商標制度の活用が考えられる。地域団体商標制度を活用する場合，

生産方法，品質の基準の制定やその基準を遵守する方策が制度化されていないことなど，地理的表示保

護制度とは異なる点にも留意する必要がある。第 6 － 4 表及び内藤（2013）を参照。
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第７章 ６次産業化のさらなる推進に向けて 

 

 ６次産業化の推進は，農林水産業の成長産業化による地域経済の活性化（農林水産業・

農山漁村における雇用と所得の増加等）に向けて展開されている「攻めの農林水産業」に

おいて，重要な役割を担っている。「攻めの農林水産業」は，農林水産業を産業として強

くしていく取組（産業政策）と多面的機能の発揮を図る取組（地域政策）を車の両輪とし

て展開を図るものである。その中の４本柱の一つである「需要と供給をつなぐバリューチ

ェーンの構築」において，６次産業化は，農林水産物・食品の付加価値向上を図るための

重要な取組の一つとして位置づけられている。また，６次産業化の市場規模を現在の約１

兆円から 2020 年までに約 10 兆円に拡大させることが目標の一つに掲げられている。 

 こうした状況の中，６次産業化の推進を図るため，「六次産業化・地産地消法」の施行

と総合化事業計画の認定等による取組の支援をはじめ，経営の発展段階等に対応した多様

な支援策が実施されている。なかでも，株式会社農林漁業成長産業化支援機構（A-FIVE）

が行う農林漁業成長産業化ファンドの本格展開による農林漁業者と多様な事業者との連携

促進は，６次産業化の取組を加速化させ，その市場規模を拡大させる上で重要な役割を担

っている。これらの点も念頭に置きながら，本稿でのこれまでの検討内容を踏まえて，以

下，６次産業化のさらなる推進に向けて必要な視点について若干の整理を行う。 

 

１．バリューチェーンの構築とイノベーションの促進 

 

 ６次産業化は，「農林漁業者が，自ら，または，２次産業事業者，３次産業事業者と連携

して，農林水産物・景観・文化等の地域資源に付加価値を付けながら消費者・実需者につ

ながり，その収益部分のより多くを農山漁村地域にもたらして所得と雇用を確保し，活力

ある地域社会の構築を図ろうとする取組」である。 

この６次産業化の取組においてまず重要なのは，「地域資源に付加価値をつけながら消費

者・実需者につながる」ということであり，顧客（消費者・実需者）が必要としている機

能・便益・付加価値（顧客価値）は何かを探り，それを踏まえた地域資源の活用による生

産・供給を行うこと，すなわち、販路（出口、受け皿）を確保してからの取組（「出口戦略」）

という視点である。この「出口戦略」は，取組における最終顧客志向と表裏の関係にある。 
この顧客価値を形成し，それを価値提案しながら最終消費者へつないでいく仕組みで

あるバリューチェーンの構築において重要なのは，農業サイドが主導的ないしその関与

度合いを高めながら形成する「川上主導型バリューチェーン」という視点である。 

そして，「川上主導型バリューチェーン」の構築において大切なのは，地域資源の競

争優位性を高めることにより付加価値配分の中で農業・農村サイドが有利な位置を占め，

これによって農業・農村側の所得増大につなげていくことである。その競争優位性を高め

る有力な手法の一つが「地域ブランド」の形成であり，「地理的表示保護制度」や「地域
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団体商標制度」等も活用した「地域ブランド」の確立が重要である。 

このことは，「小売主導型流通システム」の形成，すなわち，大型小売企業がチャネル・

リーダーとして商品の企画・価格設定や分業編成の全体をコーディネートしながらシステ

ムを形成していく「川下主導型バリューチェーン」の構築が進むなかで，いかにして，「川

上主導型バリューチェーン」を構築していくのかという点にも関連する。「地域ブランド」

の確立は，その有力な要素として位置づけることができるが，この「地域ブランド」を効

果的に活用する上でも，また，６次産業化の取組の市場規模の拡大を図る上でも，重要な

のは，その価値提案や価値実現に直結する販路の確保・拡大方策である。 

この場合，農業者が生産・加工・販売等を一体的に行う「多角化タイプ」の取組により，

小売機能を内部化する流通チャネル等の形成は，川上サイドの関与度合いが最も高い「川

上主導型バリューチェーン」といえる。 

しかし，６次産業化の取組が個々の事業体による取組にとどまるのではなく，より大き

な「産業」レベルで成長を図るためには，「連携タイプ」による商業部門の機能を活用し

た取組も必要とされる。これについては，卸売業が重要な役割を果たしているわが国の加

工食品流通の特徴等を踏まえるならば，「中間流通機能」を有する加工食品卸等の商品開

発力，販売力等を活用した，「中間流通機能活用型」の６次産業化の取組も選択肢の一つ

して位置づけることができる。 

 バリューチェーンの構築においては，こうした視点が不可欠であるほか，限られた市場

規模の中での価格競争に陥らない取組，すなわちバリューチェーンの「パイの拡大」を見

据えた取組という視点が重要である。 

 これについては，イノベーションの促進と関連させてとらえることが重要であり，イノ

ベーションによる多様な「新結合」は，バリューチェーンの「パイの拡大」（「新たな成

長」）を実現させるための不可欠で重要な要素として位置づけることができる。すなわち，

６次産業化の取組については，①バリューチェーンの構築による顧客価値の最大化と利益

の同時発生に向けた各段階・事業者間での調整・すり合わせ等の実施，②その過程の中で

「情報・知識の交流・共有・蓄積」を基盤として誘発が期待される多様なイノベーション，

③このイノベーションの促進によるバリューチェーンの「パイの拡大」による「新たな成

長」の展開の可能性，という動態的な相互連関の中でとらえる必要がある。 

この場合，イノベーションを誘発する基盤としての役割が期待される，関係者間におけ

る「情報・知識の交流・共有・蓄積」に係る仕組みづくりが重要であり，これについては，

次の「面的な取組の促進」とも関連して，「人・情報・知識・技術等の相互交流や多様な

主体の協働等を促進させる仕組みや場」であるプラットフォームの構築が重要な取組事項

となる。 

 

２．面的な取組（地域ぐるみの取組）の促進 

  ～プラットフォームの構築 
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 ６次産業化の取組は，上記のバリューチェーンの構築とイノベーションの促進等を進め

ながら所得と雇用を増大させて地域の活性化を図ろうとするものである。これについては，

農業を単体でとらえるのではなく，製造業や卸・小売業，飲食サービス業，観光業等と

連携・統合させた「複合体」として把握し，この農業をベースとする「食料産業」を地

域との関係を深めながらいかにして構築していくかという視点が重要である。すなわち，

６次産業化のさらなる推進を図るためには，６次産業化の取組について，点的な個々の

事業体の取組にとどまるのではなく，「点から面」へという，取組の地域的な広がりを

進めていくことが重要である。 

そのためには，多様なネットワークの形成が不可欠であり，これを担うコーディネータ

ーやマネージャー等の役割が重要となる。このため，個々の事業活動はもとより，地域と

の関連で，そのネットワーク化の推進を図れるようなコーディネーター等の人材育成が重

要な課題となる。 

さらに，６次産業化の取組を地域との関わりにおいて考える場合，タイプ分けの検討に

おいて触れたように，その「事業の方向」（「産業･ビジネス志向」，「地域・コミュニテ

ィ志向」）との関連でとらえていく必要がある。 

この中で，「産業・ビジネス志向」の取組については，産業としての競争力を強化し輸出

を含め市場競争を勝ち抜ける商品等の開発・供給等を特徴としており，その取組の延長線

上に，関連事業体の地域への集積等による「食料産業クラスター」の構築を位置づけるこ

とができる。「食料産業クラスター」は，地域農業および地域産業の競争力の強化に向け

て，農業をベースとした「食料産業」の地域への集積を進め，これによる関係者間での

「情報・知識の交流・共有・蓄積」等を基礎とするイノベーションを誘発させながら地

域活性化を図ろうとする取組としてとらえることができる。 

一方，「地域・コミュニティ志向」の取組は，地域住民のニーズに対応したより日常的

な製品・サービス等の供給が中心であり，地域住民の生活の向上や地域社会の維持等に直

結した事業活動を通じて地域活性化を図ろうとするものである。これについては，農村女

性起業を中心とした各種取組や多様なコミュニティビジネス等が重要な事業内容となって

おり，生活者の視点を活かした生活インフラの整備・構築に向けた事業活動が，地域との

関わりの中で重要な事業の方向となる。さらに，これら地域内のさまざまな農村女性起業

による取組やコミュティビジネスを結びつけ，取組の相乗効果が発揮できるようなネット

ワークづくりも，６次産業化の取組の「点から面」への広がりを踏まえた地域活性化を図

る上で重要である。 

 ６次産業化のさらなる推進において，こうしたネットワークの形成や「面的な取組」の

促進はもとより，関連企業等の地域への集積による「食料産業クラスター」の構築やイノ

ベーションの促進等を図るために重要なのが，プラットフォームの構築である。 

プラットフォームについては，基本的には，「人・情報・知識・技術等の相互交流や多

様な主体の協働等を促進させる仕組みや場」としてとらえることができる。そこでは，「情

報・知識の交流･共有・蓄積」等を基盤とする多様なイノベーションの誘発･促進が期待さ
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れる。 

また，斎藤修が指摘するように，プラットフォームを，「地域の自治体や JA，食品事

業者，生産者，研究機関等が相互にネットワークをつくり，知識の共有化から地域の価

値を創造するための戦略をつくる「場」」としてとらえる観点からは，プラットフォー

について，「知識の蓄積と共有化」をベースに価値提案や事業戦略の組み立て等へと連

動させていく役割のほか，地方自治体等の参画を踏まえることによって「地域マネジメ

ント」機能の担い手としての役割も期待されることとなる。 

これらの点にも重なりながら，プラットフォームを考える際に重要なのは，プラット

フォームを，６次産業化の事業展開を支援する仕組みないし社会的インフラとしての側面

からとらえる視点であり，事例でもみたような，農業者が商品開発や加工品製造等を行う

際の「共同利用施設」や「委託加工施設」等の整備は，「人・情報・知識・技術等の相互

交流や多様な主体の協働」等の視点に立って６次産業化の推進の裾野を広げていく上で重

要である。 

こうしたプラットフォーム，ネットワーク等の形成については，複数の主体が情報・知

識・技術等の経営資源を「共有資源」として活用することによる経済性（相乗効果等）に

着目した「連結の経済性」（１）の視点が重要である。「連結の経済性」は，基本的には，

複数の主体間のネットワークの結びつきが生む経済性であり，複数の主体間における，情

報，知識，技術等を含む多様な経営資源の組み合わせによる相乗効果等が期待されている。 

６次産業化のさらなる推進においては，この「連結の経済性」の視点に立脚した多様な

連携の促進，「情報・知識の交流･共有・蓄積」等を促進させる仕組みづくりが重要である。 

                                （小林 茂典） 

 

注 

（１）「連結の経済性」について詳しくは（宮澤 1988）を参照。また，福田晋も「新たな農と食との連携による“食

料供給産業おこし”」を６次産業化の重要な意義としてとらえ，そのためには「連結の経済性」の論理が必要である

ことを提示している（福田 2013）。福田が着目する「連結の経済性」は次の９点である。①地域資源を組み合わせて

最大限活用し、独自性を打ち出し、地域の差別化を図る資源の連結，②発想の転換や意識の変革で弱みを強みに変え

るという意識の連結，③情報化に対応して情報受発信を行う情報の連結，④外に開かれた農村に対する地域の連結，

⑤１次産業を中心に地域産業複合を形成する産業の連結，⑥地域条件に合ったサイズで、手作り、人の顔が見える個

性的地域興しを行う個の連結，⑦地域活性化のための人づくり、組織づくりである組織の連結，⑧世代を超えて地域

おこしを行う世代の連結，⑨自然環境の保全と農村景観のデザインを重視する計画の連結。 
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