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Summary 

The decreasing number of farmers and the progressively aging farmer population in Japan in 

recent years have posed serious problems. According to some reports, “value-adding agricultural 

activities” may offer a solution to these problems. However, there have not been many cases of 

successfully implementing such activities. In this paper, we aim to provide guidance on how to pursue 

these activities to gain competitive advantage. We analyze the case of Kamikatsu’s signature project, the 

so-called “Irodori Project” from the viewpoint of “competitive strategy as a narrative story.” We used the 

following two data collection methods of the Irodori Project to narrate its story. (1) We surveyed several 

reports on the project. (2) We interviewed the representative director of Irodori Co., Ltd. Although further 

research is necessary to increase the applicability of the findings in practice, our results indicate that to 

gain competitive advantage via value-adding agricultural activities, the following four aspects are 

important: (1) only one out of the three generic strategies (cost leadership, differentiation, focus) should 

be selected; (2) organizations’ should develop concepts based on social and customer needs; (3) the 

concepts should be used to create components that differentiate the organization from its competitors; (4) 

the components should contain “critical core.” 

 

 

１．問題と目的 

 今日、農業就業人口の減少と、農業就業者の高齢化が問題となっている。農林水産省（2016）

によると、335 万 3,000 人（平均年齢 63.2 歳）であった 2005 年の農業就業人口が、2015 年

では 209 万 7,000 人（平均年齢 66.4 歳）へと大きく減少した。この状態が続けば、農業就業

人口はさらに減少し、その高齢化も加速していくだろう。 

 これらの問題を克服する 1 つの有力な方法として、農業の 6 次産業化（以下、農業の 6 次

化）が注目されている（今村、2015；松原、2016）。6 次化とは、1992 年に今村奈良臣が提唱

した概念で、Clark（1940）のペティ・クラーク法則(注 1がその学術的背景にある（今村、2015）。

端的に言うと、農業の 6 次化とは、農家の所得増加と、農山村での就業場の増加を目的に、

農業（1 次産業）が主体となって、2 次産業（加工）・3 次産業（販売・情報）が、「1×2×3」

で連携を強化することを意味する（今村，2015；松原，2016）。言い換えると、農家が生産し

『国際言語文化学会　日本学研究』第 3号（1）

6363



 
 

た農産物を、付加価値をつけるために加工し、その農家が直売所などで消費者に販売するこ

とである。農家の所得増加と、農山村での就業場の増加が実現できるのであれば、「1×2×3」

の全てが揃う必要はなく、「1×3」（農家が生産した農産物を、その農家が、あるいは、その

農家のために誰かが直売所など消費者に販売すること）であっても、農業の 6 次化とみなさ

れる（松原、2016）。しかし、農業の 6 次化で持続的利益が得られている事例は多くない（松

原・楠奥、2017）。したがって、農業の 6 次化研究の課題の 1 つに、松原（2016）が「戦略」

をあげているように、農業の 6 次化で、持続的利益につながる競争優位を獲得するための戦

略研究を進展させなければならない。 

農業の 6 次化で競争優位を獲得する方法の研究には、葉山（2016）がある。同研究では、

後述する Porter（1985）の言う 3 つの基本戦略（コスト・リーダーシップ戦略、差別化戦略、

ニッチ戦略）のうち、コスト・リーダーシップ戦略で競争優位を獲得するのは非現実的だと

論じている。なぜなら、食品加工では、海外や国内の農産物を大量に仕入れ大量に加工する

大手の食品メーカーが数多く存在するため、農業の 6 次化において、コストで競争すること

は現実的ではないからである。この研究に基づくと、農業の 6 次化においては、競争優位を

獲得する基本戦略は、差別化戦略か、あるいは、ニッチ戦略のどちらかを採択することにな

るのかもしれない。 

葉山（2016）の研究は、理論の観点から、農業の 6 次化によって、競争優位を獲得する方

法について議論しているので、本研究では、これまでになされていない農業の 6 次化の成功

事例を基に、楠木（2010）「ストーリーとしての競争戦略」（戦略ストーリー）の観点から分

析し、その方法について議論する。 

 

1.1.戦略ストーリーとは 

楠木（2010）は、業界リーダー（スターバックスコーヒー、ガリバーインターナショナル、

サウスウエウスト航空など）の競争戦略について、5C（競争優位、コンセプト、構成要素、

一貫性、クリティカル・コア）という概念を用いて分析している。結果、業界リーダーの競

争戦略には、次の 4 つの特徴があることを明らかにしている。 

第 1 に、競争戦略のストーリーのエンディング（ゴール）である持続的利益(注 2 に向けて，

実現すべき「競争優位」（competitive advantage）を獲得するために，3 つの基本戦略（Porter、

1985）を明確化（3 つのうちどれか 1 つを選択）している（基本戦略の明確化）。①コスト・

リーダーシップ戦略（競合他社には模倣できない低コストで生産できる方法を見出し、競争

優位を獲得する戦略）、②差別化戦略（製品やスタッフなどにおいて、競合他社との違いをつ

くり、自社の独自性を出し、顧客がより多く支払いたくなる状態をつくることで競争優位を

獲得する戦略）、③集中戦略（ニッチ戦略；事実上競争がないような状態をつくるために、特

定の地域や顧客にターゲットを絞り込み、そこに自社の経営資源を集中し、競争優位を獲得

する戦略）である。例えば、スターバックスコーヒー（以下、スターバックス）の場合、差

別化戦略を採択している（図 1）。 
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図 1 スターバックスコーヒーの戦略ストーリー 
構成要素

ゴール

出店と立地

スタッフ

メニュー

店舗の雰囲気

直営方式

クリティカル・コア

第3の場所

競争優位コンセプト

持続的利益

差別化戦略

 
出典）楠木（2010）、p.308、一部加筆 

 

第 2 に、基本戦略を実現するための目的「コンセプト」（concept）が明確で、かつ、顧客

の心理を捉えたものとなっている（優れたコンセプト）。コンセプトとは、顧客に対するバリ

ュー・プロポジション（提供価値；顧客の抱えている問題を解決し、ニーズを満たすもの；

Osterwalder & Pigneur，2010）の本質を一言で凝縮的に表現した言葉で、言い換えると、「本

当のところ、誰に何を売っているのか」に対する回答のことである（楠木、2010）。1980 年

代にスターバックスは、職場では競争のプレッシャーが強く、家庭でもいろいろな問題があ

り、リラックスできないビジネスパーソンが増加しているアメリカの社会問題に着目した。

そして、同社はコンセプト「家庭でリラックスできない忙しいビジネスパーソンに、第 3 の

場所（リラックスできる場所）を提供する」をつくった。見たままであれば、スターバック

スはコーヒーを提供している企業だが、本当のところ、そのようなビジネスパーソンに対し

て「第 3 の場所」を提供している企業である。 

企業は自社のコンセプトを実現するために、様々な戦略を考える（競合他社との「違い」

をつくりだし、それを実行する）。したがって、第 3 に、コンセプトと、戦略を構成する要素

（「構成要素」；components）との間には「一貫性」（consistency）がある（一貫性）。スター

バックスの場合（図 1）、自社のコンセプトを実現するために、①ゆっくりとリラックスでき

る雰囲気の店舗にこだわり（店舗の雰囲気）、②プレミアム立地に集中して出店し（出店と立

地）、③顧客に気の利いた対応ができ、コーヒーについての知識なども提供できるスタッフの

育成を徹底し（スタッフ）、④高品質コーヒーなど、第 3 の場所を楽しむために不可欠な高品

質ドリンクメニューの開発に力を入れ（メニュー）、そして、⑤第 3 の場所を実現し、維持す

るためにはサービスの様々な側面で細かいコントロールが必要になるため、フランチャイズ

方式ではなく、（空港内店舗など一部の例外を除き）直営方式を選択した（直営方式）。この

ように、同社のコンセプトと、①～⑤の構成要素との間には一貫性がある。 

そして第 4 に、「構成要素」の中に、「クリティカル・コア」（critical core；構成要素の

一部で、一見して非合理だが、他の様々な構成要素と深い関わりをもち、競争戦略全体の合

理性を引き出す要素）が組み込まれている（クリティカル・コア）。クリティカル・コアの非

合理性は戦略ストーリーの肝である。なぜなら、競合他社と違った合理的な構成要素を取り

入れれば、すぐに競合他社にそれを模倣されてしまう。だが、非合理的な構成要素であれば、
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競合他社はそれについては模倣したがらないだろう。結果、その企業は持続可能な競争戦略

を遂行できるからである。スターバックスにおいては、直営方式というクリティカル・コア

が組み込まれている。直営方式は総資本利益率（ROA）を低下させる要素で、一見、非合理で

あるため、多くの投資家に非難された。だが、同社は直営方式を意図的に構成要素の中に組

み込んだ。後発の競合他社（シアトルズベストコーヒーなど）は、スターバックスの直営方

式以外の構成要素を模倣した。結果、競合他社は、スターバックスのように様々な側面で細

かいコントロールができなかったため（例えば、シアトルズベストコーヒーのフランチャイ

ズ店のオーナーが本社のコンセプトを無視した経営活動を行った）、スターバックスは持続的

な競争優位を持ちえている。 

以上を踏まえ、楠木（2011）は、あらゆる競争戦略は「ストーリー」という思考様式をも

ってつくられるべきだと論じている。楠木（2010）は、ストーリーという思考様式をもって

つくられた競争戦略のことを「戦略ストーリー」と表現している。ここでいうストーリーと

は筋のことである。すなわち、戦略ストーリーとは、「戦略を構成する全ての要素がコンセプ

ト実現へとつながり、コンセプトの実現が競争優位（基本戦略）を経由して、エンディング

（持続的利益）へと向かって動いていく動画のような流れのこと」である。そして、クリテ

ィカル・コアがその企業の戦略ストーリーを面白くさせる。ゆえに、楠木（2010）は優れた

戦略（業界リーダーの競争戦略）は、思わず人に話したくなるような面白いストーリーにな

っていると論じている。 

 楠木（2010）は、スターバックスやサウスウエウスト航空といった、マス市場の業界リー

ダーを研究対象とし、戦略ストーリーを提唱している。したがって、戦略ストーリーの研究

対象は、マス市場の業界リーダーとなるだろう。では、ニッチ市場における業界リーダーに

ついても、その研究対象となりうるのだろうか。そのことについては十分な議論がなされて

いない。 

農業の 6 次化を行っている組織は、松原（2016）に基づくと、地域資源（農産物、気候、

人的資源、地域の文化、技術、地域産業の廃棄物なども含む）に依存しなければならない。

よって、そのような組織は、本社を特定の地域に置き、主としてその地域の多様な資源を活

用し、その地域独自のニーズを持つ製品やサービスを提供するなど、地域に立地する優位性

を生かしている「地域企業」（regional company；金井、2016）である。地域企業の戦略の特

徴の 1 つは、金井（2016）によると、地域独特のニーズを発見し、そのニーズに応えるよう

な事業を創造し、展開していることである。つまり、ニッチ市場をつくり、そこの業界リー

ダーを目指している。 

以上より、農業の 6 次化の戦略に関して、戦略ストーリーの観点から議論するためには、

ニッチ市場における業界リーダーについても、その研究対象となりうるのかを議論する必要

がある。 
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1.2.本研究の目的 

 本研究の目的は、「農業の 6 次化で競争優位を獲得するには、次の 4 つの特徴、（1）基本戦

略の明確化、（2）優れたコンセプト、（3）一貫性、（4）クリティカル・コア、を持った競争

戦略を考えなければならない」ということを明らかにすることである。また、そのために、

ニッチ市場における業界リーダーも、戦略ストーリーの研究対象となりうることを確かめる。 

 

２．事例研究－徳島県上勝町の彩事業－ 

ニッチ市場における業界リーダーも、戦略ストーリーの研究対象となりうることを確かめ

るために、本研究では徳島県上勝町の彩事業を取り上げ、戦略ストーリーの観点から、彩事

業の競争戦略を分析する。 

 

2.1.彩事業の概要 

地域活性化の成功事例として、しばしば取り上げられる彩事業とは（例えば、石川、2015；

経済産業省、2009；野中・廣瀬・平田、2014）、上勝町の第 3 セクター、株式会社いろどり（以

下、いろどり）と、上勝町の 194 軒の農家、そして、農協による葉っぱビジネスのことであ

る。料亭の料理などで使用される葉っぱ（つまもの）を生産、加工（葉っぱを、料亭で使用

される器のサイズに合わせて加工する）し、販売している（図 2）。3 億円弱の規模というニ

ッチ市場で、彩事業がその 8 割以上（2 億 6,000 万円）を占めている（石川、2015）。農家の

平均年齢は 70 歳を超え、年間 1,000 万円以上売り上げる農家もある（勝見、2008）。 

上勝町では、1981 年 2 月の異常寒波の襲来で、主要産業のミカンが全滅し、多くの農家の

収入が断たれた（横石、2007）。その農家の所得のために、1986 年に JA 職員であった横石知

二氏が仕掛けた事業であるため、彩事業は農業の 6 次化の成功事例としても捉えることがで

きる。 

したがって、彩事業は本研究の目的を成し遂げるために、ふさわしい事例と言えるだろう。 

 

図 2 彩事業の概要 

料理人
（顧客）

出荷

特別注文

株式会社
いろどり

FAXを使用して特別注文

出荷（定常および特別）

 情報提供（出荷・販売実績）

農協
194軒の農家

（生産者）
49の市場

営業活動システム管理情報提供（市況・出荷目標など）

モチベーション管理

 
出典）吉田（2009）、石川（2015）、株式会社いろどりのホームページ（http://www.irodori.co.jp/）を基に作成. 

 

2.2.方法 

彩事業の戦略ストーリーを描くために、①文献サーベイと、②インタビュー調査を行った。

具体的に述べると、主に横石（2007）の文献をサーベイし、いろどりのホームページ、吉田

（2009）、経済産業省（2009）、石川（2015）も参考にした。不足するデータについては、2018
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年 1 月 27 日に、横石氏にインタビュー調査を実施することで補った。 

 

３.彩事業の戦略ストーリー 

彩事業の戦略ストーリーを図 3 に示す。 

 

図 3 彩事業の戦略ストーリー 

競争優位

農家の意識変化
（事業家への変貌）

株式会社いろどり
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非農業法人 農協 ニッチ戦略

持続的利益

コンセプト

つまもの生産・出荷
（320種類以上）

49の市場
料理人のための

代行業

POSを活用しつまもの
の出荷量目標決定

自由裁量に基づく
意思決定（仮説）
194軒の農家

株式会社いろどり

営業活動

 
 

3.1.競争優位とコンセプト(注 3 
農家の所得のために、横石氏は大阪・難波の料理店（がんこ寿司）で、ターゲットを料亭

の料理人に狭めた（石川、2015）、つまものを売るというアイディアを得る。しかし、「そん

なもん、売れるわけないよ」、「タヌキやキツネであるまいし、葉っぱがおカネに化けるんだ

ったら、そこらじゅうに御殿が建つわ」（p.54）などと言われ、ほとんどの農家から相手にさ 

れなかった。そのようななか、花木を手がけている 4 軒の農家の協力を得て、「料亭の料理人

につまものを提供する」という彩事業を始めることができた。だが、それは失敗に終わった。 

彩事業を成立させるために、横石氏は料亭通いを行い、つまもののことを学んだ。農家も

料亭に行き、つまものが使われる現場を経験した。また、その過程で、横石氏らは料亭の料

理人は自分自身でつまものを採りに山へ行っていたことや、北海道では、山に柿の葉や大き

な笹の葉がなく、それらを自分で採りに行けない料理人もいたことを知る。そこで横石氏は、

その料理人の代わりにつまものを採る作業を手伝えば、特に、自分で採りに行けない料理人

は喜び、結果、持続的利益が得られると考えた。そして、コンセプト「つまものの観点から、

料亭の料理人のための代行業」がつくられた(注 4。 

 
3.2.コンセプトを成し遂げるための構成要素(注 5 

コンセプト「つまものの観点から、料亭の料理人のための代行業」実現のために、横石氏

は料亭に出向き、売り込みを行い、つまものを購入してくれる料理人を見つけ、そして、ど

の程度の需要があるかを市場に伝えるという方法で、販路を開拓していった。現在はいろど

りがその活動を担っており、49 箇所の市場を開拓している(注 6。 

つまもの生産は農家が担っている（いろどりは行っていない）。最初は 4 軒だったが、現在

は 194 軒の農家（経済産業省、2009）が生産を担っており、320 種類以上のつまものを提供

できる体制を整えている(注 7。生産されたつまものは農家が農協に出荷する。 
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農協が持つデータ（市場への出荷量、および、販売実績など）は、いろどりに提供される。

いろどりは、つまものの供給が過多にならないように、POS システムを通じて、それぞれの

市場に出荷した量、売れ行きと単価、市況の価格の情報などを調べ、つまものの需要予測を

行う。そして、いろどりはパソコン（以下、PC）を使って、農家に出荷目標（例えば、「今日

は 1,080 パックの出荷があったが、明日は需要が下がる見込みなので、農家さん全体で 900

パックくらいになるように出してください」）を伝達する（石川、2015；経済産業省、2009）。

PC から伝達された情報に基づいて、農家は計画「今日は 5 パック出したけれど明日は 4 パッ

クにしよう」（石川、2015）を立て、つまものの生産・出荷量などを決定する（自由裁量に基

づく意思決定）。農家の意識変化（事業家としての変貌）のために、農家の評価に関する情報

（他の農家の売上順位は公開していないが、自分の売上が全体の中で何番目かという情報）

も、農家の PC に伝達した。このように農家の意識変化を促し、PC 活用の動機づけを行った。 

市場からの特別注文は、農協を経由して、農家に依頼される。その際、農協は FAX を用い

て、農家に特別注文を依頼する。誰がどの注文をとるかは，早い者勝ちで決定される（自由

裁量に基づく意思決定）。 

PC と FAX の導入は、1999 年にいろどりが設立された時に行われた。PC を導入するのに、

横石氏はその費用を得るために、上勝町役場の補助事業として申し込んだ。しかし、上勝町

の議員の人たちに高齢者にパソコンを使えるわけがない、非合理的なことだと言われ、町議

会を通らなかった。そこで横石氏は、1998 年に当時の通産省の実証実験事業「地域総合情報

化支援システム整備事業」に応募した。それに当選し、1 億 600 万円が事業費用として割り

当てられ、それで PCを農家に導入した。平均年齢 70歳の農家でも PCや FAXが使えるように、

横石氏は以下の 3 点を行った。まず、宝城通信株式会社に依頼し、高齢者でも使用できるよ

うに、PC を改良し貸し与えている（例えば、キーボードは必要最小限に減らす、トラックボ

ールマウスの導入、電源ボタンを押せば自動的に情報ページの画面が立ち上がる、画面の文

字は大きくなるなど）。次に、毎日農家が見たくなるような自分の利益になる情報も伝達する

ことを心掛けた。そして、PC と FAX はいろどり・農協から農家への伝達のためだけに活用す

ることにした。農家からいろどりへ、および、農家から農協への伝達手段には、PC を使わせ

ず、携帯電話を活用させた。このようにしていろどりと農協は，農家との伝達手段を確保し

た。PC 導入当初は、農家に PC をなかなか使用してもらえなかったが、農家の協力を得て、

徐々に浸透していった。 

いろどりの設立には次のような背景があった。1996 年に、彩事業のために、給料を仕事に

つぎ込む生活をしていた横石氏は民間企業に移る決意をし、農協に辞表を提出した。彩事業

の仕掛け人である横石氏を引き止めたいという農家と、当時の町長であった山田良男氏の想

いによって、1999 年に、非農業法人のいろどり（上勝町が出資する第 3 セクター）が設立さ

れた。いろどりの社長には山田氏が就任し、横石氏は取締役に就任して実質的な責任者とな

った。いろどり設立時から現在まで、意図的に農家を従業員とする農業法人という形は取っ

ていない（非農業法人）(注 8。その理由は 3 つある。 
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第 1 に、農家の協力を得るためである。上勝町の農家の場合、私利私欲で動けば、農家と

の間に緊密な信頼関係を築くことができず、結果、農家の協力が得られない、と横石氏は考

えた(注 9。第 2 に、農家の意識を変化（事業家への変貌）させるためである。非農業法人であ

れば、農家は自分自身の所得は保障されないので、自分で考え行動するようになり、結果、

自由裁量に基づく意識決定能力が高まる。その能力が高まれば、つまものの生産・出荷にも

ポジティブな影響を及ぼすことになる。なお、吉田（2009）は彩事業が成功した 1 つの理由

として、農家の意識変化（事業家への変貌）を挙げている。第 3 に、農家が自立することに

よって、いろどりは、料理人と市場への営業活動と、農家へのコンサルタント業務（つまも

の需要の予測など）に専念できるからである。吉田（2009）は、いろどりという、農家のた

めの営業活動と、コンサルタント業務を行う組織が存在するのも彩事業が成功した理由の 1

つとして挙げている。 

 

４.考察 

本研究の目的は、「農業の 6 次化で競争優位を獲得するには、次の 4 つの特徴、（1）基本

戦略の明確化、（2）優れたコンセプト、（3）一貫性、（4）クリティカル・コア、を持った競

争戦略を考えなければならない」ことを明らかにするために、ニッチ市場における業界リー

ダーも、戦略ストーリーの研究対象となりうることを確かめることであった。そのことを確

かめるために、本研究では農業の 6 次化で持続的利益を得ている彩事業を取り上げ、戦略ス

トーリーの観点から分析した。分析結果は、以下の通りである。 

彩事業は、意図的にニッチ戦略を採択し、持続的利益を獲得していると考えられる（基本

戦略の明確化）。以下の 2 つがその理由である。第 1 に、料亭の料理人という限られた顧客を

ターゲットにしている。第 2 に、利益を確保するためにいろどりは、つまものの供給が過多

にならないよう供給量をコントロールしている。これは、市場規模を小さく留めるために、

供給量をコントロールしている（限定量ニッチ；山田、2015）、と捉えることができる。 

彩事業は、優れたコンセプトを持っている。以下の 2 つがその理由である。第 1 に、料亭

の料理人とターゲットを明確にさせており、かつ、顧客である料理人の心理（料理人の代わ

りにつまものを採る作業を手伝えば、特に、自分で採りに行けない料理人は喜ぶという心理）

を捉えたものになっている。これに関して、楠木（2010）は、コンセプトが優れているのか

についての他の評価方法として、コンセプトがその業界の「異業種」となっているかを挙げ

ている。具体例を挙げて説明すると、スターバックスはコーヒー業界で経営活動を行ってい

るにもかかわらず、本当のところ「第 3 の場所」を提供しているという異業種となっている

（図 1）。これに従うと、彩事業においても、つまもの業界で経営活動を行ってはいるが、本

当のところ「料理人のための代行業」を行うという異業種となっている（図 3）。これが第 2

の理由である。 

彩事業の戦略ストーリーにも、「非農業法人」というクリティカル・コアが含まれている。

一見して非合理という点だけで考えると、葉っぱを商品化しようとしたことと（つまものの
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生産・出荷）、高齢者農家への PC の導入（PC と FAX の活用）のどちらかがクリティカル・コ

アの候補として考えられる。だが、起業家や、起業家を目指す者からみると、非農業法人も

非合理であろう。なぜなら、農家を雇用する農業法人とした方が、農家の管理がしやすくな

り、また、その方が、自分の所得が上がると、その者らは考えるからである。にもかかわら

ず、横石氏は私利私欲で動かず、非農業法人を選択している。 

一見して非合理という点に加え、「他の構成要素と同時に多くのつながりを持つ」という点

を踏まえると、図 3 より、非農業法人がクリティカル・コアになるだろう。もし、非農業法

人でなければ、農家の協力が得られず、PC の導入は困難であったと考えられる。また、彩事

業の成功要因の 1 つとして考えられる「農家の意識変化」も実現しなかったと考えられる。

農家が事業家へと変貌しなければ、現在のつまものの生産・出荷管理にも負の影響を及ぼし

ていたであろう。さらに、非農業法人でなければ、彩事業の成功要因の 1 つとして考えられ

る、農家のための「営業活動」と「POS を活用しつまもの出荷量目標決定」業務にも専念で

きなかったと考えられる。 

本研究では、彩事業の主要な構成要素を全て説明できているとは言えないため、その戦略

ストーリーの一貫性については、十分な議論はできない。だが、もし、本研究で、彩事業の

主要な構成要素を説明できていると考えられるなら、全ての構成要素が間接的・直接的にコ

ンセプトにつながっているため（図 3）、一貫性はあるものと考えられる。さらなる分析が必

要である。一貫性があるものと考えられるなら、彩事業の戦略ストーリーにも 3 つの特徴、

①基本戦略の明確化、②優れたコンセプト、③クリティカル・コアを持っていたことから、

ニッチ市場における業界リーダーも、戦略ストーリーの研究対象となりうると考えられる。

これについては、今後の課題とする。 

楠木（2010）は戦略ストーリーの組み立て方についても述べている。もし、戦略ストーリ

ーを、農業の 6 次化で競争優位を得るための考え方に応用できるなら、その組み立て方に基

づくと、次のことが言えるだろう。 

まず、戦略ストーリーのエンディング「持続的利益」に向けて、実現すべき「競争優位」

を獲得するための基本戦略を考えることである。前述したように、農業の 6 次化の場合、そ

の基本戦略は差別化戦略と、ニッチ戦略の 2 つに絞られる。しかし、葉山（2016）は、ニッ

チ戦略を採択する場合、農業の 6 次化による商品は買い手の総量が少ないため、その上、タ

ーゲットを絞りこむような製品をつくれば、さらに買い手が限定され過ぎてしまうので、そ

の点を注意する必要があると論じている。 

次に、基本戦略を実現するための、「コンセプト」をつくることである。その際、一般の人々

を念頭に置き、彼・彼女らの心理に基づいてつくる必要がある。特に、農業の 6 次化の場合、

大半が生産者視点から付加価値化を行っていることが指摘されている（松原、2016）。彩事業

においても、事業を開始した当初は「料亭の料理人につまものを提供する」という生産者視

点からの付加価値化を考え、結果、失敗している。だが、その後、顧客の視点から、付加価

値化を考えた結果、現在のコンセプトである「つまものの観点から、料亭の料理人のための
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代行業」がつくられた。 

それから、コンセプトを実現するための「構成要素」を考えることである。彩事業の場合、

横石氏はコンセプト「つまものの観点から、料亭の料理人のための代行業」を実現するため

に、「営業活動」、「PC と FAX の活用」などを考え、実行した。そこでは、コンセプトの実現

と関わりのない構成要素については、意識的に切り捨てることも重要である。このように、

コンセプトの実現を意識した構成要素を考えると、コンセプトと戦略を構成する要素との間

に、自ずと「一貫性」を持たせることができると考えられる。 

そして、クリティカル・コアを意図的に組み込ませることである。クリティカル・コアが

組み込まれていない戦略ストーリーは、競合他社にすぐに模倣されてしまう。結果、持続可

能な競争戦略の遂行が不可能になる。クリティカル・コアの考え方について、楠木（2010）

は、その業界の内外で広く共有されている「信念」なり「常識」を疑ってみるという方法（一

般的に良いと信じられている常識の逆を行くという思考様式）を紹介している。 

先述したように、本研究を実践的に応用するには、さらに事例研究を重ねる必要があるが、

それは今後の課題とする。また、彩事業の戦略ストーリーでは、クリティカル・コアではな

いが、非合理的な構成要素（つまものの生産・出荷と、PC と FAX の活用）が複数組み込まれ

ていた。この事例のように、非合理的な構成要素が複数含まれている戦略ストーリーほど、

競合他社に模倣されにくく、かつ、持続的利益が得やすいと考えられるが、これも今後の課

題としたい。 

 

注 

 

１．Clark（1940）は、世界各国の国民所得水準を比較し、国民所得の増大とその条件を明確

にしようとした。このなかで、Clark は産業を第 1 次、2 次、3 次に分け、次の①～③を

明らかにし、それが経済的進歩であることを論証した（今村、2015）。これがペティ・

クラーク法則である。①所得は第 1 次から 2 次産業へ、さらに、2 次から 3 次産業へと

増大していく。②就業人口も、第 1 次から 2 次産業へ、さらに、2 次から 3 次産業へと

増大していく。③結果、第 1 次と 2 次、第 3 次産業との間に所得格差が拡大していく。 

２．楠木（2010）は企業の社会的責任について、①国民の富（社会保障、公的サービスが受

けられるなど）につながる法人所得税を支払うこと、②持続可能な雇用を生み出すこと、

であると考えている。楠木は①と②を実現するために、企業組織は持続的利益を得なけ

ればならないと考える。したがって、戦略ストーリーのゴール（エンディング）は「持

続的利益」となっている。 

３．横石（2007）以外から引用したものについては、その文献の著者名を記している。 

４．横石知二氏へのインタビュー調査で確認。 

５．横石（2007）以外から引用したものについては、その文献の著者名を記している。 

６．株式会社いろどりのホームページを参照（http://www.irodori.co.jp/）。 
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７．いろどりのホームページを参照。 

８．横石氏へのインタビュー調査で確認。 

９．横石氏へのインタビュー調査で確認。 
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