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KGK１．我国企業の国際競争力低下と改善力向上の必要性

外
部
要
因

内
部
要
因

国際競争力低下

新興国との低価格競争
長期の円高

企業の海外移転

国内企業の空洞化

改善力の低下

改善件数減 基礎力の低下

（数より質の追求） （ＱＣ・ＩＥ）

１.１ 国際競争力の低下
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（単位）ＵＳドル
2000 2005 2009

1 米国 80,864 米国 110,590 米国 132,449

2 日本 76,431 スイス 100,175 ノルウェー 121,951

3 スイス 65,088 ノルウェー 98,757 ベルギー 104,368

4 ﾙｸｾﾝﾌﾞﾙｸ 64,648 ベルギー 94,970 オーストリア 99,439

5 フィンランド 63,899 フィンランド 91,959 オランダ 97,868

6 ベルギー 63,103 スウェーデン 90,949 デンマーク 97,577

7 スウェーデン 60,473 オランダ 87,313 フィンランド 95,694

8 カナダ 59,457 日本 87,261 スウェーデン 89,076

9 オーストリア 55,136 ﾙｸｾﾝﾌﾞﾙｸ 87,221 ﾙｸｾﾝﾌﾞﾙｸ 88,902

10 ノルウェー 55,117 オーストリア 82,362 日本 84,097

1.2 労働生産性の国際比較

日本の製造業の労働生産性（GDP/就業者数）は84,097ドル(776万円)で第
10位であった。2000年に第2位と、トップクラスにあったが、その後は順位が

低落する傾向にある。日本の製造業に従来ほどの競争優位性がなくなりつ
つあることが、生産性水準の相対的な低下にも表れている。

「労働生産性の国際比較」2011年版 （財）日本生産性本部

（１）我国労働生産性の低下
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「労働生産性の国際比較」2011年版
（財）日本生産性本部
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＜農業主要分野の労働生産性＞
（自営農業労働1時間あたり）

（注） 出典「農業の生産性 2010年版」（日本生産性本部）
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1.3 農林水産業の労働生産性
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農家の労働生産性
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1.4
ＷＴＯ（世界貿易機構）、日本農業の低生産性を批判

日本農業は「他の部門に比べて生産性が著しく低い」と

日本政府に改善を求めた。

＜批判した点＞

①他部門に比べて生産性が著しく低い

②所得補償と農産物への高関税で多大な支援を受け続けている

[農業については、国内総生産（ＧＤＰ）に占める割合が1.2％にも

かかわらず、ＧＤＰ比1.1％の政府支援を受けている]

・・・2012年2月15日発表
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２．農業の大規模化による低コスト化進展

2.1 大手小売各社の動き

セブン＆アイやローソン、大規模化で低コスト農業
・・・・TPP参加にらみ改革促進も・・・・

大手小売が自ら手掛ける農業の生産性向上に乗り出す。（中略）
政府は環太平洋経済連携協定（TPP）への参加をにらみ、農業の大規模
化を柱とした競争力を進める方針。各社の取り組みは日本の農業を成長さ
せ改革を促す可能性もある・・・

日経新聞 2012年1月19日付

約20haの農場を北海道に開設。
同社が85％、地元農家等が
15％。小売や外食企業運営の
農場の中で最大規模。
ブロッコリーや大根など
の露地野菜を中心に、
北海道内のイトーヨーカ堂に
出荷予定。

全国の農場にクラウドシステム
を導入。農場にあるセンサーで
気温・降水量・土の温度など一
括管理。

ローソンファームにてクラウドシステム導入。農作業する人
がタブレット端末を持ち、即時管理可能となる。

大手小売の
最新の
取り組み
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① イオンあぐり創造社

クラウドシステム導入
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② ローソンの農業への取組み

2011年9月「らでぃっしゅローソンスーパーマーケット株式会社」設立。

食品宅配の「らでぃっしゅぼーや」と「ＮＴＴドコモ」と業務提携。

ネットスーパー宅配事業を行う。

ローソンファームの野菜

「らでぃっしゅローソン」ＨＰより

資本・業務提携

ローソンファームが目指すもの
安心・安全な野菜を

いつも変わらずお届けすること

・「ローソンストア100」（約1,100店舗）
・「ネットスーパー」宅配
2012年末までにローソンファームを
8～10ヶ所に拡大し、店舗で販売する
野菜の約1割を目指す。

安心食材のネット宅配



KGK

２．２ 大手企業参入のメリット

2009年12月に改正農地法が施行され、一般法人の農業

新規参入の規制が大幅に緩和された。これにより、多くの
一般企業が農業に参入し、多くの成果を生み出している。

ローソンファーム十勝 （ローソンファームＨＰより）

イオンの小松菜（イオンアグリ創造社ＨＰより）

企業の農業への参入は、低コストで農作物を

調達でき、消費者には安心・安全・低価格で
提供できるため、非常にメリットがある。

また、農業に企業経営のノウハウや
資金・人材・ネットワーク、ＩＴ技術等も
活かせるため、大規模でありながら
低コスト農業を展開することが可能
である。
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韓国大企業の農業事業参入 ＮＥＷ
Ｓ

食糧難はビジネスチャンス！？

現代重工業、サムスン、ＬＧなど韓国の大企業が、

食糧確保ビジネスに参入。

海外に農場建設し、穀物を生産する営農ビジネスに取り組む。

・現代重工業・・・ロシア 1.6万ｈａ

・デウインターナショナル・・・インドネシア3.6万ｈａ

・サムスン物産・・・米国シカゴに現地法人設立

・ＬＧ商事・・・インドネシアのパームオイル農場買収など



KGK3. 大手企業の農業参入と生産管理手法導入
企業名 農業分野 内容

イオン 野菜 イオンアグリ創造社 （茨城、千葉に５ヶ所）

セブン＆アイ

・ホールディングス
野菜 セブンファーム （埼玉、千葉、茨城、神奈川の4ヶ所）

ローソン 野菜 ローソンファーム （千葉・鹿児島・十勝・大分の４ヶ所）

ワタミ 有機農産物 ワタミファーム （千葉、北海道ほか8ヶ所）

サイゼリア 有機農産物 サイゼリア農場 （福島県白河市、オーストラリア）

モンテローザ 植物工場 モンテローザファーム （茨城県牛久）

パソナ 植物工場・人材育成
パソナアーバンファーム （東京都千代田区）
パソナチャレンジファーム（兵庫県淡路島）

カゴメ 生食用トマト 「響灘菜園」 （北九州市ほか全国8ヶ所）

吉野家 玉ねぎ、米、キャベツ、他 吉野屋ファーム神奈川 （2.2ｈａ）

ＪＲ東海 レタス、トマト、他 愛知県常滑市（ 0.9ｈａ）、三重県四日市市（0.7ｈａ）

ＪＲ九州 ニラ、甘夏、ミニトマト ＪＲ九州ファーム大分 （Ｈ24年3.5ha目標）

豊田通商（子会社） パプリカ べジ・ドリーム栗原 （4.9ha）
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各企業を生産管理手法
（Ｐ・Ｑ・Ｃ・Ｄ・Ｓ・Ｍ）で分析

生産管理
手法→

↓企業名

Ｐ
Productivity

（生産性）

Ｑ
Quality

（品質）

Ｃ
Cost

（コスト）

Ｄ
Delivery

（納期）

Ｓ
Safety

（安全）

Ｍ
Morale

（やる気）

イオン

セブン＆アイ

・ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ

ローソン

ワタミ

サイゼリア

モンテローザ

パソナ

カゴメ

次ページより、
１項目づつ生産管理面の改善

３．１ 生産管理手法導入
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P（生産性）

イオン

・農作業のムダ・ムラ・ムリの発見と改善により労働時間の削減

・クラウド導入「生産の見える化」・・・携帯カメラで圃場を撮影登録、ＧＰＳ
機能で撮影場所記録。圃場のｾﾝｻｰで気象データ収集。生産効率アップ

セブン＆アイ

・ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ

・循環型農業、大規模化で生産性向上

・販売動向や情報の共有化により、生産段階でのロス削減

ローソン
・地元生産者とのつながりを強化し生産性をあげる

・年間を通して計画的に農作物生産→店舗への安定供給可能

ワタミ
・大規模化での生産合理化（全国に８ヶ所の大規模農場運営）

・北海道から九州までの農場で、季節によってリレー栽培

サイゼリア
・計画生産：「出荷日＝収穫適期」になるようコントロールできるのは

900店舗、“ベーシック商品”を35年以上変わらず販売により可能に

モンテローザ
・冷凍調理加工によりコスト削減し、中国産から国産品の需要を促す

・品種別に播種・収穫時期を分散化

パソナ ・安心安全野菜を同じ場所で栽培し、必要なときに収穫（ｱｰﾊﾞﾝﾌｧｰﾑ)

カゴメ
・全国トマト生産量70万トンのうち、約1.5％の1万トンを生産

・大規模ハイテク施設で、高品質・安定供給が可能
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①いろいろなアイディア発想法

1.ＫＪ法
2.ＮＭ法
3.オズボーン法
4.ＳＣＡＭＰＥＲ法

5.希望点列挙法
6.欠点列挙法
7.特性列挙法

12.５つのなぜ法
13.マインド・マップ
14.マンダラート
15.ＴＲＩＺ法
16.等価交換法

8.ブレインストーミング法
9.ブレイン・ライティング法
10.ゴードン法
11.セブン・クロス法

17.ＭＥＣＥ
18.ロジックツリー
19.シックス・ハット法
20.ＰＲＥＰ法

21.動作経済の原則活用
22.連想法
23.機能改善法
24.自問法

4.5 アイディア発想法
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③ セブン・クロス法 （カール・グレゴリー氏開発）
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５． 農業分野の改善事例

5.1 トヨタ生産方式（ＴＰＳ）活用で改善①

◎農業生産法人 株式会社ベジ・ドリーム栗原

・豊田通商系の農業ファーム
（資本1億円、2008年7月設立）

・パプリカをハウス栽培（面積約4.9ｈａ）
・生産量は年間700ｔ（2013年3月期900ｔ計画）

トヨタ生産方式で作業工程を改善
（効率的管理で経費削減）

今期中に東日本大震災から復旧を果たし、

来期の経営黒字化を目指す

売上１００億円：収益拡大に自信

農業は意外
と工業的な
ノウハウが
使える要素
が多い。

代表取締役
笹川徹 氏（55歳）

（宮城県栗原市）

５年後
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◎ベビーリーフ農家 （茨城県つくば市）

2006～08年にＴＰＳを農業に
導入し、その生産性を改善。

ベビーリーフは生育が早く、
年に何度も収穫できる。

現場視察にやって来た張会長ら
が、ハウスを一瞥するなり、

「畝間が何本もありますね。この隙間
に種をまけば収穫量が２～３割アップ
するのではないですか？

畝間がなくなると液肥をまいたり、

収穫作業ができなくなりますが・・・

空中を有効に！天井に滑車をつけて、

収穫物はコンテナで運び、液肥は

パイプを使ってまけばよいのです。

ＴＰＳを農業に導入プロジェクトで
トヨタ自動車がアドバイスを行うことになった

自動車ならば品質のバラツキは許されない。

ハウスの敷地を３００に細分化し土壌を分析。

結果、土に含まれる水分量にバラツキがある
ことが分かった。

なぜ農作物の生育に

バラツキがあるのですか？

早速、水のまき方の改善に取組んだ。

5.1 トヨタ生産方式（ＴＰＳ）活用で改善②

出典：週刊東洋経済
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コンテナの位置を低くすれば、

あまり手を動かさなくて済む。

資材やゴミは

キャスター付の

荷台に載せておけば、

移動が楽になる

他にもいろいろな指摘があった。

ハウス内の農具スペースもムダ！

農具は外に保管すべき

ハウスの壁を着脱可能にし、トラクター

がハウスの外でＵターンすれば、

壁ぎりぎりまで種がまける。

コンテナには必ず
「カンバン」が
付けられる

資材は整理整頓

結果 包装作業は、１時間１５０パックが

２５０パックへ大幅上昇。

ＴＰＳ導入前 年商約１億円 が

導入後、約３億円まで拡大。

出典：週刊東洋経済
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◎有限会社 黒臼洋蘭園 （埼玉県さいたま市）

［胡蝶蘭の出荷までの工程］
開花までに2～3年はかかる

胡蝶蘭をわずか４ヶ月で出荷

培養から開花前までを台湾など

の海外業者に委託。輸入後、

自社の温室にて開花させ成形

①曲げ工程 ②植え込み工程

③補強工程

④包装工程

出荷

製造業の工程と同様、
生産能力上げるために

工程管理が必要

工程管理不足で生産効率が
落ちる事が問題点であった

5.2 生産管理の改善手法（ＩＥ）で改善
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＊農業に生産管理手法を応用、業績アップ

①必要な利益を得るために必要加工数を損益分岐点に

より算出し、作業者すべての意識を高めた

②作業者別にExcelで加工数記録の管理
・・・作業者のモチベーションアップ

③朝礼での目標管理と、発表や振返りを定着

④加工目標達成の報償制度で作業者のやる気アップ

⑤加工場のレイアウト変更

⑥多能工化、など

３年間で加工数→約１．８倍

売 上→約１．４倍
にアップした
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地
域
ブ
ラ
ン
ド
構
築

世界に通用する
農産物づくり

地域対策

商品対策

良い製品づくり

追い詰められる状況

人材育成

意識変革

販売戦略

父と母だけで
加工・販売の和菓子屋

↓
（現在）

年間売上約２０億円
従業員約２５０人

・食の安全
（トレーサビリティの明確なもの）

・素材の自給率向上

経営理念の重視
“環喜・貫喜・大歓喜”

マーケティング戦略

追い詰められる状況をつくり
商品開発・ブランド化推進

・地元のお客様をターゲット
・価値観を共有してくれる相手だけと取引

・地域資源の掘り起こし
・ブランド構築の意識づけと
連携の重要性呼びかけ
（体制整備）

・自分の役割明確化と目標の見える化
・1＋1を3にも4にもできる人材育成
・1日1回のメールで従業員に“気づき”を
促がす

・気の遠くなるような借金
（本店と工房を建て、CAS冷凍システム導入）

・「超低樹高栽培」導入
・良い指導者の存在（栗博士）
・栗農家の品質向上
・努力と技術向上

・アイディアを絞り出す
・品質向上で他県産と差別化
・CAS冷凍システムで
長期新鮮栗のまま加工

・農家から栗を相場の
倍の価格で全量買取契約

・2005年
「立ち上がる農山漁村」
に選定

・2008年
「農商工連携88選」
に選定

・2010年
「農商工連携で地域を
活性化するポイント
ベストプラクティス30」
に選出

ケース② 自社販売店

栗きんとん
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ケース③ ネット販売

◎ぶった農産

・米農家から、米や野菜を生産し加工販売する農業生産法人を設立。

・昭和58年頃、漬け物「かぶら寿し」を庭先で販売しはじめ、口コミで顧客が１万超えた

ため小さな店舗を開店。

◎スーパー等に卸さず、宅急便で産地直送。

◎パソコン管理で全国に顧客が広がる。

◎通信販売・マーケテイング強化

規模より質の経営“ブッタイズム”

かぶら寿し

加工品の売上シェア
野菜などの漬け物関係 ６割

米 ４割

いかめし

ニッチ市場の開拓が重要

中食・外食が増加する中では、米を自宅で炊く事自体が減少して

いるため、米の売上は上がらない。そこで、少量の米を原料とし、

しかも簡単に食べられる米の加工品を考えた・・・いかめし

自分達が持っている経営資源を使って、

相乗効果で付加価値化できるような

ニッチなマーケットを見出す。

能登半島小木港の船内冷凍のスルメイカ

と自社の特別栽培米使用。

原価率は高いが、欲求の高い消費者を

満足させるために商品の質を高める。

適切なマーケットが見つかればＯＫ。
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1.1 世界における農業機械の需要

９９０億米ドル（2009年）
年率4.5％アップ予想

１，２３０億米ドル（2014年）

◎2010年度 日米欧アジア機械産業の国際競争力分析
日本の機械関係企業の国際競争力は、回復傾向を示したが、
欧州企業、北米企業はそれ以上の勢いで回復を見せた。
また、アジア企業の競争力は相対的に鈍化したが、日本企業
より高い競争力を維持したため、日本企業は追い越すことが
できず最下位となった。

原因は？

・圧倒的な国際競争力を持つ業種がなく、競争力を強めている業種も少ない
・北米企業よりも売上高原価比率が高く、欧州企業ほど切り詰められなかった
・売上高販売管理比率が最も高いため、営業利益率が最低となった
・設備投資、研究開発投資の利益に対する貢献度が最も低い

７．農業機械の動向
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1.2 我国農業機械メーカーの海外展開・・・2007年実績

・機械の種類が異なることや修理整備・部品供給体制の構築が必要なため、日本の稲作
市場に、海外の農機メーカーは直接参入していない。（北海道は除く）

・アジア市場が有望株。欧米サイズより日本サイズの農機にニーズがあるため。

出典：農水省資料
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資料：財務省通関統計

※NIS (New Independent States)＝旧ソ連新独立国のうちエストニア、ラトビア、リトアニアを除く12カ国
※耕うん整地用農機＝トラクタ、播種機、植付機など ※収穫調整用農機＝刈払機、コンバインなど
※その他＝農具、防除用具、食料加工農機など

◎農業機械の地域別輸出実績

1.3 農業機械 出荷実績（2011年）
資料：日農工部会統計

※下記、輸出額との差額は、農業機械の分類によるもの



KGK1.4 農業機械の普及状況 出典：農水省資料



KGK1.5 農業機械の製造・流通における現状と課題 出典：農水省資料

・農作業時期の関係で、３月にトラクタや田植機、８～９月にコンバイン販売が集中

・各社ともリードタイムの短縮、１個流し方式への転換など、製造工程の合理化に努力

・農業機械は原価償却資産で利用期間が長く、長期間の修理体制構築が必要

・他社との競争の中、部品点数の削減や部品の共通化など、製造コスト削減に取り組む

・低コスト農業への貢献、環境配慮などの農業機械へのニーズが高まっている
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クボタ

・2009年 タイにトラクター工場設立

・タイでは７０～８０％のシェアを誇る。（ヤンマーは10％）

・2010年のアジアでの売上高

（タ イ）約８００億円
（中国）約２３０億円
（インド）約 ０円

・海外の農機メーカーのＭ＆Ａを秋に検討
（大型買収案件は2000億円を超えるとも・・・）

＜低コスト農業に貢献＞
・海外向けトラクタ・コンバイン・田植え機・
乗用草刈機を日本市場で展開

◎アジアでの売上 欧米での売上落込
2009年1,270億円 をアジアでカバー

↓
2013年には約3000億円に引き上げる予定

（内1,850億円はタイ）

トラクタ 659万円
同機種よりも30％コストダウン

タ
イ
の
現
地
生
産
拠
点

出典：クボタHP
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井関農機株式会社

・低コスト農業への貢献

高馬力・高能率で低価格

「ヰセキコンバイン」ＨＦＡ472
Ｈ24年3月発売

819万円～964万円
ヰセキが提案する疎植栽培は、
低コスト・省力化に貢献。
様々なメリットをもたらす栽培方法。

168万円～420万円

ヤンマー株式会社

エコトラデルタEG300
500～700万円

ディーゼルエンジンを得意とし、高効率・省燃費で環境性・
低エミッション性に優れる「エコディーゼル」シリーズが有名。

農業機械の生産高はクボタに次いで第２位。

出典：イセキHP

出典：ヤンマーHP



KGK1.6 農業機械の現状と課題 出典：農水省資料
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出典：農水省資料

1.7 経営規模・生産コスト等の内外比較



KGK1.8 日本、米国、中国の生産コスト比較

農林水産省「米の生産費」、カリフォルニア大学農業普及所「2004Sample Costs to Produce Rice」ほかを元に試算。
１ドル＝108.18円 １元＝13.06円で計算

出典：農水省資料


