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日本農業における社会起業家育成の課題

１．研究の目的（背景、問題意識）

  日本農業は、環境問題をはじめ、後継者・担い手不足に関す
る問題、耕作放棄地問題といった、様々な社会問題が深刻化し
ており、それらの問題を解決するため、環境に配慮した農業や、
スマート農業の推進、就農支援などの多くの取り組みを、行政
や NPO らが主体となって行ってきた。
　しかし近年、新たな主体として、ビジネスを通して社会問題
の解決に取り組む企業や個人、いわゆる社会起業家の活躍が注
目されている。彼らの問題解決へのアプローチは「社会性」、「事
業性」、「革新性」があり、持続的で高い効果が期待されている。
また、そのような社会起業家を育成し、支援する動きも活発化
しており、代表的な例としては、京都市や横浜市などの自治体
として行う社会起業家の創出・成長の促進への取り組みや、
NPO 法人 ETIC. が行う、多様なセクターと連携した実践型イ
ンターンシップや起業支援プログラムがある。
　一方、農林水産省や経済産業省が中心となって、新規就農・
定着や、起業を促進するための取り組みを行っている。例えば、
農林水産省は新規就農者向けに無利子融資を行う「青年等就農
資金」や、就農準備段階や経営開始時の経営確立を支援する資
金を交付する「農業次世代人材投資資金」などの資金面の支援
や、イベント・セミナーの実施、相談窓口の設置、学校・研修
機関の運営などの、様々な支援を行っている。また、経済産業
省は、創業者向けに無担保又は低利での融資を行う「女性、若
者／シニア起業家支援資金」などの資金面の支援に加え、「創
業スクール」などの潜在的創業者の掘り起こし事業や、起業家
教育事業などを行っており、また創業に関心の無い者に対して
も創業に関する理解と関心を高める創業機運醸成事業を行って
いる。さらに、文部科学省もキャリア教育の一環として、小中
学校等の早い段階から起業家教育を進めている。
　そこで本研究では、農業という、人々の生活と密接に関わり

合い、かつ多くの社会問題を抱えている分野における社会起業
家を研究対象として調査・分析を行い、起業まで、また起業後
の過程において、彼らの起業家精神はどのように変化している
のかを明らかにする。その結果から、社会起業家の育成や事業
の成功を促進する方法を検討し、持続的で効果的な社会問題解
決への取り組みを促進するための政策提案を試みる。

２．基本概念・基礎知識と既存研究のサーベイ

２．１　社会的事業
　社会的事業とは、「社会的課題を解決する社会性と同時にビ
ジネスとしての営利性の追求にも取り組む事業」であり、社会
的課題に取り組むことを事業活動のミッションとする「社会
性」、ミッションの実現に対してビジネスの手法で取り組み、
継続的に事業活動を進めていく「事業性」、社会的課題を解決
する新しい商品・サービスを開発し、提供、活用する「革新性」
の３つが要件となる（ソーシャルビジネス研究会 2008）。
　2007年には経済産業省によって「ソーシャルビジネス研究会」
が発足され、日本のソーシャルビジネス（社会的事業）を行政
が後押しする動きが始まった。社会的事業の主な事業分野は、

「地域活性化・まちづくり」が60.7% で飛び抜けて多く、次い
で「保健・医療・福祉」（24.5%）、「教育・人材育成」（23.0%）、

「環境（保護・保全）」（21.4%）、「産業振興」（19.7%）、「子育て
支援」（18.0%）、「障害者・高齢者等の自立支援」（17.5%）など
が上位を占めている（経済産業省2008）。また、2015年の調査
では、日本の社会的企業数は20.5万社（企業全体の11.7％）で
あると報告されている（内閣府 2015）。
　社会的事業の事例研究も進められており、奥村（2010）は、
ソーシャルビジネスの成功要件として、ミッションの明確化、
ドメインの確定、競争優位性の存在、資源獲得の優位性、コミュ
ニティからのサポート、成員のコミットメント、ユニークな事
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要　約
　本研究は、日本農業における社会起業家を対象に TEM 分析を用いて、起業まで、また起業後の過程における彼らの起業家精
神の変化を辿りながら、社会起業家の育成や事業の成功を促進する方法を検討した。分析結果からは以下のことが明らかになっ
た。すなわち、社会起業家の生成は、企業家精神を育む動機と個人の志向が要因となっており、農業関連の社会的事業の成功
には、社会起業家らのコンピテンシーと、企業家精神を損なわない各種の支援策や住民の理解が重要であり、その成功は社会
的起業家精神を高める要因にもなっている。
　以上の分析結果を踏まえて、農業関連の社会起業家を育成し、その事業を成功させるためには、政府や教育機関が人々が起
業や農業の社会問題に対して関心を持つ機会・経験を増やすとともに、オープンマインドを持つように働きかけることが必要
であり、社会起業家も事業のコンピテンシー（多様性・柔軟性、連携・ネットワーク、顧客志向・真のニーズ）を強め、自身
の活動や取り組む社会問題について発信する必要があると言える。さらに、ソーシャルキャピタルの蓄積を改善する政策を通
じて社会的制度、社会起業家精神、社会的事業の間に好循環が生まれる機会を増やすことを提案する。
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業モデルの存在、社会起業家の強いリーダーシップ等の８つの
要素を提示している。ここからわかるように、社会的事業の活
動には、関係する他者や周囲の環境など外部の要因も大きな影
響を与えている。

２．２　社会起業家と起業家精神
　社会起業家には様々な定義が存在する。山本（2002）は先行
研究のレビューをもとに社会起業家という概念を整理し、社会
起業家のどこにフォーカスを当てるかによって、それぞれの定
義や説明に若干の違いはあるが、①社会性、社会的課題、②ビ
ジネスの手法をはじめとする新しい手法、③社会的使命感や起
業家精神の３点が、社会起業家概念を構成する要素であると述
べている。
　社会起業家に関する既存研究では、彼らの起業家精神に注目
し、共通する考え方や行動様式、起業過程が分析されている。
山本（2002）は、複数の社会起業家に共通する要素を抽出して

「土台（スキル、資源・環境）」「きっかけ（当事者意識、課題
抽象化、社会的使命感）」「コア ･ コンピタンス（イノベーショ
ン）」「コンピテンシー（多様性・柔軟性、連携・ネットワーク、
顧客志向・真のニーズ）」の４つに分類し、「社会起業家モデル」

（図１）を示している。
　一方、北中と高野（2012）は、起業家の性格的特徴を明らか
にし、成功している起業家の多くは Big5理論のうち、経験へ
の開放性（好奇心が強く、新しい経験や知識を追い求める傾向
がある）、勤勉性（向上心があり、努力家）、完璧主義（中途半
端を好まず、まじめな性格）、外向性（外の世界に目を向けて
いるか）を判定した結果、起業家の共通点はオープンマインド
と高いコミュニケーション能力があることを示している。
　また西田（2014）は、社会起業家の起業家精神を高められた
経験や機会に着目し、起業過程の中で、彼らの「弱い問題意識」
が、コミュニティと人間関係、インフルエンサーやロールモデ
ルとの接触、偶発的な出会いと身近な人間関係、問題意識と事
業構想の軌道修正といった「隠れた起業家教育の契機」を通じ
て、問題意識と経験・機会との相互作用による学習を繰り返し、

「強い問題意識」へと発展していくことを示している。
　さらに、このような社会起業家精神を育む動機となる個人の
志向も分析されている。Germak と Robinson （2014）は、個人
の充実、社会への支援、非金銭的な焦点、達成志向、社会問題
への近さの５つが社会起業家精神の動機となること、Miller et 
al.（2002）は、「思いやり」が社会起業家精神を高め、社会的

起業の可能性を高めていることを示している。
　しかしながら、これらの研究は、社会起業家が起業に至るま
での過程を分析しモデル化しているが、起業後に起業家精神は
どのように変化していくのかは明らかにされていない。

２．３　ソーシャルキャピタルと起業家精神
　ソーシャルキャピタルとは、「協調行動を促すことで社会の
効率を向上させる信頼、規範、ネットワークなどの社会組織の
特徴」（Putnam 1993）であり、関係者の結合形態の違いによっ
て、ボンディング・ソーシャルキャピタルと、ブリッジング・
ソーシャルキャピタルに分類される。ボンディング・ソーシャ
ルキャピタルは、社会組織内での同質の主体間の結びつきで、
組織内部の信頼、協力、団結を生み出すものである。一方、ブ
リッジング・ソーシャルキャピタルは、異質な主体や社会組織
のネットワークであり、様々な利益を持つグループ間での情報
の共有や交換によって合意を形成する機能を有する。
　木南ら（2019）は、起業家精神と起業環境が新たな新規開業
に与える影響を分析し、起業家精神は、人口密度とブリッジン
グ・ソーシャルキャピタルによって促進されるが、所得、失業
率、ボンディング・ソーシャルキャピタルによって抑制される
ことを示している。さらに、Kiminami et al. （2020）は、政府
はソーシャルキャピタルの蓄積を改善する政策を通じて社会的
制度、社会起業家精神、社会的事業の間に好循環が生まれる機
会を提供する必要があると提案している。

２．４　社会的企業のインパクト評価
　社会的事業の発展のためには、事業によって生み出される社
会的価値を可視化し、団体内での PDCA サイクルの円滑な実
施等による事業の検証や、それを用いたステークホルダーへの
説明につなげていくこと、すなわち社会的インパクト評価が定
着することが不可欠である。2015年より内閣府共助社会づくり
懇談会の下に設置された、「社会的インパクト評価検討ワーキ
ング・グループ」は、「社会的インパクト評価」を、事業や活
動の短期・長期の変化を含めた結果から生じた「社会的・環境
的な変化、便益、学び、その他効果」を定量的・定性的に把握
し、事業や活動について価値判断を加えること、と定義している。
　また、図２のようなロジックモデルで全体の関係性を整理し、
とりわけ事業の実施、活動によるアウトカムをいかに把握して
いくかが、社会的インパクト評価の鍵となるとしている。なお、
図において、資源（インプット）は資金・人員、場所・施設等、
事業実施に必要な投入物、活動（アクティビティ）は社会的企
業のスタッフ等が実際に従事する具体的業務、結果（アウトプッ
ト）は社会的企業のスタッフ等の活動により産み出される製品・

図１　社会起業家モデル
出所：山本（2002, p.63）より作成

図２　社会的インパクト評価とロジックモデル
出所：  内閣府「社会的インパクト評価の実践による人材育成・

組織運営力強化調査」より作成
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サービス等、成果（アウトカム）は製品・サービスにより産み
出される社会的・環境的な変化、便益、学び等を指している。

３．分析の枠組みと仮説の設定

　以上の既存研究を踏まえて、本論文は図３の分析枠組みに
沿って進める。すなわち、社会起業家は、問題意識や経験・機
会等の社会的起業家精神を育む動機や個人の志向によって社会
的起業へと至っており、社会起業家の育成には、そのような経
験・機会の増加や、志向を高めるための取り組みが重要である
と考えられる。さらに、起業後の事業が効果的かつ持続的な活
動として成功するためには、社会起業家のコンピテンシーに加
えて、起業家精神を損なわない、または住民の理解を促す各種
の支援策も重要であると考えられる。そして、その成功は、社
会起業家や潜在的な社会起業家の起業家精神を高める要因にも
なると考えられる。
　本論文で検討する仮説は以下の２つである。
仮説１　社会起業家の生成は、社会的起業家精神を育む動機と
個人の志向が要因となっている
仮説２　農業関連の社会的事業の成功には、社会起業家らのコ
ンピテンシーと、起業家精神を損なわない各種の支援策や住民
の理解が重要であり、その成功は社会的起業家精神を高める要
因にもなる
　従って、上記の仮説１、２を満たすとき、農業に関する問題
意識の形成や、経験・機会の増加、社会起業家に共通する志向
の向上を目的とした取り組みを行い、さらに起業家精神を損な
わない、または住民の理解を促す政策の実施によって、社会起
業家の育成や農業関連の社会的事業の成功が実現し、好循環が
形成されるものと言える。

４．実証分析

４．１　分析対象
　本研究では、３人の農業関連の社会起業家の事例をもとに仮
説の検証を行う。
　書籍や新聞などの情報を参考に、小野邦彦氏（株式会社坂ノ
途中代表取締役）、藤野直人氏（株式会社クロスエイジ代表取
締役）、下村豪徳氏（株式会社笑農和代表取締役）を対象とし
て選出した。

４．２　分析方法
４．２．１　文献調査
　対象が行う事業のホームページや、過去の取材記事、書籍、
ブログの内容をもとに、現在に至るまでに、どのような経験や

環境による影響を受け、どのように個人の社会起業家精神や社
会的事業の動向が変化してきたのかなどについて、情報収集を
行う。

４．２．２　半構造化インタビューによる調査
　対象３に対しては、文献調査から得られるデータが不十分で
あるため、半構造化インタビューによる調査を行う。
　半構造化インタビューとは、大まかな質問の内容だけが決
まっており、回答者の回答次第で深く掘り下げて意見を聞くこ
とができる形式のインタビューである。大まかな方向性を決め
たインタビューガイドに従って質問が行われ、対話の流れに合
わせて質問を変化させることができ、柔軟にその意見を聞き取
ることが可能となる。本研究では、表１のインタビューガイド
をもとに調査を実施した。

４．３　TEM分析
　本研究では、社会起業家らを対象に文献調査やインタビュー
調査を行い、現在に至るまでに、どのような経験や環境による
影響を受け、どのように個人の社会起業家精神や社会的事業の
動向が変化してきたのかを明らかにすることを目的としてい
る。このような現象の性質や特徴などの数値で表せないデータ
を扱う質的研究においては、TEM（Trajectory Equifinality 
Model 複線径路・等至性モデル）を用いた分析を行うことが
有効であると考える。TEM とは質的研究法の１つであり、時
間を捨象して外在的に扱うことをせず、個人に経験された時間
の流れを重視した、文化心理学や質的心理学の方法論（安田と
サトウ 2012）である。個々人がそれぞれ多様な径路を辿って
いたとしても、等しく到達するポイント（等至点）があるとい
う考え方を基本とし、人間の発達や人生径路の多様性・複線性
の時間的変容を捉える分析・思考の枠組みモデルである。収束
するポイントを等至点、分岐するポイントを分岐点、その選択
行動をしなかった場合に到達するポイントを両極等至点として
描いている。非可逆的時間とは、時間の持続を示す概念である。
他の概念に、必須通過点があり、ほとんどの人が論理的・制度
的・慣習的・結果的に経験せざるを得ないポイントとして示さ
れる。また、社会的ガイド（SG）は等至点へと仕向ける環境
要因や文化・社会的圧力；社会的方向付け（SD）は両極等至
点へと仕向ける環境要因、文化・社会的圧力のことである。
　以下では、社会起業家らの起業家精神や事業の動向の変化を

図３　分析の枠組み

表１　インタビューガイド
インタビューガイド

【対象者の背景に対する質問】（10分程度）
　・事業の概要
　・教育歴、職歴

【代表的質問内容】（30分程度）
　・現在の事業を志した経緯、きっかけ
　・起業までの流れ
　・起業後の流れ
　・事業に対する自らの心境の変化
　・自身の性格、志向
　・ 周囲の家族や友人、事業のメンバー、取引先、消費者と

の関わり
　・行政との関わり
　・今後の展望
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分析するにあたり、縦軸を「起業家精神・社会的インパクト」、
横軸を「非可逆的時間」と設定する。そして、「起業家精神・
社会的インパクト」に影響を与える、社会起業家らの意思決定
や経験、気付きなどを分岐点として、また、外部からの社会環
境要因を、社会的ガイド（SG）・社会的方向付け（SD）とし
て設定する。さらに、横軸の「非可逆的時間」を「起業家精神・
社会的インパクト」の成長段階によって区分し、「学生時代」「起
業準備期」「社会的起業Ⅰ期」「社会的起業Ⅱ期」を設定する。
　以上の設定をもとに構築した図４の概念モデルを用いて事例
分析を行う。

４．４　分析結果
４．４．１　�対象１：小野�邦彦氏（株式会社坂ノ途中�代表取締役）
　小野氏は2009年に株式会社坂ノ途中を設立し、環境負荷の小
さい農業に取り組む新規就農者と提携して、化学合成農薬・化
学肥料不使用の農産物をインターネットや自社店舗などで販売
する事業を行い、少量不安定な農産物の販路の確保を通じた、
環境保全型農業の普及を行っている。また、農業体験や就農支
援、海外での環境保全型農業の普及活動を行うなど、様々な事
業を展開している（図５、表２）。
　小野氏は、大学進学を機にスーパーで買った野菜を初めて食
べ、実家で食べていた自家栽培の野菜との味の違いに驚き、農

業の面白さや奥深さ、さらに現代農業の仕組みに対する違和感
や問題点に気づく（分岐点１）。また、大学の友人が起業（SG1）
し、その店を手伝ったことで、働くことは目指す世界観や価値
観を伝えられることの楽しさに気づき、それまで抱いていた働
くことに対する後ろ向きのイメージが変化する。さらに、大学
を休学して中国の上海からトルコのイスタンブールまでをバッ
クパッカーとして旅する間に、チベットの人々の自然と共生す
る暮らし（SG2）に出会って感動し、環境への負荷が小さい暮
らし方や農業のあり方を広めることを自分の仕事にする決意を
する（分岐点２）。大学を卒業後、外資系金融機関での２年間
の勤務を通して経営を学び（分岐点３）、株式会社坂ノ途中を
起業（分岐点４、等至点）する。
　起業した当初、飲食店に向けて、珍しい単価の高い野菜を、
飲食店へのメリットばかりを訴えて売ろうとしていたが、「市
場ではもっと安く買えるから」という理由で断られることが多
く、ほとんど売れなかった（SD1）。そこで、事業のコンセプ
トや自分たちの思い、問題意識を伝えるように売り方を変えた
ところ、取引先、売上が増加していった（分岐点５）。この時
期に、NPO 法人 ETIC. が企業と協同して行う、創業期の社会
起業家を支援するプログラムである社会起業塾に参加している

（SG3）。
　その後、個人への野菜セットの宅配サービスや、自社店舗で

図４　TEM 分析の概念モデル

図５　対象１：小野邦彦氏の TEM 図
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の販売などの多様な販売方法を開拓したり、環境負荷の小さい
農業を実践する農業者を増やすための様々な新事業を創出した
りと、活動の幅を広げている（分岐点６）。また小野氏は、事
業を拡大していく中で、有機農業などの環境保全型農業に対す
るニーズの増加や、新規就農者支援に対する社会的な認知度や
理解度の向上（SG4）による、顧客や出資者の増加を実感して
いる。

４．４．２　�対象２：藤野�直人氏（株式会社クロスエイジ�代表
取締役社長）

　藤野氏は、2005年に株式会社クロスエイジを設立し、「農業
総合プロデューサー」として農家を流通・商品・生産者の３つ
の側面からプロデュースし、農家自体の価値と農業の社会的地
位を高め、農業を魅力的な産業へと発展させることを目指した
事業を行っている（図６、表３）。
　藤野氏は、中学生の時にビル・ゲイツや孫正義のドキュメン

タリー番組（SG1）を見て起業に興味を持ち、さらに高校生の
時に「社会起業家」という本に影響を受け（SG2）、自らも社
会的課題を事業によって解決する社会起業家を目指すようにな
る（分岐点１）。
　大学３年生の時に、コンサルティング会社でのインターン
シップで青果市場の案件を担当し、マーケティングで農家・店
舗・仲卸を訪ね歩く（SG3）。その際、若者の農業離れや高齢化、
売り先がないなど多くの課題を抱えていることを知り、農業へ
関心を持つようになる（分岐点２）。
　大学卒業後、インターンシップ先のコンサルティング会社に
就職する（分岐点３）が、「会社を作りたい」「農業分野でやり
たい」という思いから１年足らずで退職し、２カ月後に株式会
社クロスエイジを設立する（分岐点４、等至点）。この時期、
福岡で起業支援事業を行う株式会社アイ・ビー・ビーに出会い、
これまでに、インキュベーションオフィスや経営塾などの支援
事業を活用している（SG4）。

図６　対象２：藤野直人氏の TEM 図

表２　対象１の一覧表
分岐点１ 野菜の味の違いに驚き、現代農業の仕組みに問題

意識を持つ

　　　２ チベットで出会った自然と共生した暮らしに感動
し、起業を決意する

　　　３ 外資系金融機関で２年間勤務する

　　　４ 株式会社坂ノ途中を起業する

　　　５ 売り方の変更により売上が増加する

　　　６ 多様な販売方法や、新事業を創出する

SG１ 大学の友人の起業

　　　２ チベットの人々の自然と共生した暮らし

　　　３ 社会起業塾での学び

４ 環境保全型農業や新規就農者支援に対する社会的
な認知度や理解度、ニーズの増加

SD１ 飲食店の低コスト志向

表３　対象２の一覧表
分岐点１ テレビや本で社会起業家について知り、興味を持つ

２ インターンシップを通して、農業が抱える課題に
関心を持つ

３ コンサルティング会社に勤める
４ 株式会社クロスエイジを起業する
５ 「中規模流通」というコンセプトに辿り着く
６ 直営店舗を展開する
７ 働きやすい職場を作る

SG１ 起業家のドキュメンタリー番組
２ 書籍『社会起業家』
３ コンサルティング会社でのインターンシップ
４ 株式会社アイ・ビー・ビーによる起業支援

５ 経済産業省のプロジェクト「にっぽん e 物産市」
への参加

６ メディアに取り上げられる機会や認知度の増加

SD１ 社員の高い離職率や、創業メンバーのメンタル不
調による辞職
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　起業１年目は、事業計画なしで始めたため現場を回りながら
事業計画を練りあげ、企画・コンサルティングを行ってみたが、
初年度は700万円の赤字となる。しかし多くの農家が販路に困っ
ていることを知ったことで、２年目からは農産物の販売代行事
業を始め、地産地消でも系統共販でもなく、生産量にふさわし
いボリュームの販路、品質・生産者のこだわりに応じた価格形
成ができる販路を形にした「中規模流通」というコンセプトに
辿り着く（分岐点５）。さらに３年目の2008年には、経済産業
省が農商工連携や地域活性化を目的として行ったプロジェクト
である「にっぽん e 物産市」に参加（SG5）し、地域外の仲間
と交流したことで横のつながりが広がり、事業の拡大につなが
る。そして４年目には、野菜の販売直営店舗「時や」をオープ
ンさせるなど（分岐点６）、徐々に事業を展開していく。事業
の拡大に伴って、メディアに取り上げられる機会や認知度が増
えたこと（SG6）で、農家からの依頼や販路が増えていく。
　しかし10年目に、社員の高い離職率や、創業メンバーがメン
タルの不調で辞職したこと（SD1）を受けて、社員との向き合
い方を見直し、自らのコミュニケーションの取り方を変えてい
くことで、働きがいだけでなく働きやすさも重視した職場を作
る（分岐点７）。

４．４．３　対象３：下村�豪徳氏（株式会社笑農和�代表取締役）
　下村氏は、2013年に株式会社笑農和を設立し、水稲農家向け
水位調整サービスをはじめとした、IT、IoT、AI を活用した
スマート農業の開発・運営を行っている。農作業の省力化や、
農家が培ってきた英知を次世代に残すことを通じて、離農、担
い手不足、耕作放棄地の増加、異常気象等の課題に取り組み、
農業の魅力ある産業としての発展を目指している（図７、表４）。
　下村氏は、学生時代からイベント主催（SG1）や、自分で何
かを作って提供してお金をもらうと同時に喜んでもらうのが好
きで、自分で事業をすることに興味を持つ（分岐点１）。農家
の長男だったが、家族の苦労（SD1）する姿を見て農家を継ぐ
気になれず、IT 企業へ就職（分岐点２）して15年間勤務し、
システムエンジニア、営業、企画、マネジメントを経験する。
しかし、出張続きの生活で家族と疎遠になったこと（SD2）や、
実家の農業の売り上げが下降（SD3）し、その原因を追究する
中で農業界の仕組みの在り方に疑問を感じたことで、会社を辞
めて独立し、IT 技術を農業に活かす事業（分岐点3）を起こす
ことを決心する。2012年、経営戦略やビジネスモデルの研究、

事業計画書作成のコツなどを独学で学び、2013年にとやま起業
未来塾に入塾（SG2）し、同時期に起業する（分岐点４、等至点）。
　起業した当初は、農産物の販売の手伝いや、他社製品のコン
サルティングを行っていたが、売り上げが伸びず借金も増える

（SD4）中で、「何のために起業したのか」という原点に戻り、
自社の製品・サービスを作る（分岐点５）決心をする。農家が
水田の水管理に苦労する声からヒント（SG3）を得て、水位調
整サービスの開発を進め、2017年に発売する。この頃、アクセ
ラレータプログラムの IBM Blue Hub（2015年）と KDDI ∞ 
Labo（2016年）に採択され、支援を受けている（SG4）。
　発売当初は、反対意見や技術不足による不満も多く上がった

（SD5）が、利用者の意見を聞いて改良を重ねていくと、次第
に良い評価や導入数が増えていく（分岐点６）。また、口コミ
やメディア露出の増加（SG5）によって認知度が高まり、それ

図７　対象３：下村豪徳氏の TEM 図

表４　対象３の一覧表
分岐点１ イベント主催を通して、起業に興味を持つ

２ IT 企業に就職し、15年間勤務する
３ 農業業界の仕組みの在り方に疑問を感じる
４ 株式会社笑農和の起業
５ 自社製品・サービスの開発
６ 導入数の増加
７ 新しい製品・サービスの開発

SG１ イベント主催の経験
２ とやま起業未来塾の受講
３ 農家が水田の水管理に苦労する声
４ アクセラレータプログラムの受講
５ 口コミやメディア露出の増加
６ ベンチャーキャピタルからの資金調達

SD１ 農家である家族が苦労する姿
２ 出張続きによる家族との疎遠
３ 実家の農業の売り上げの下降
４ 借金の増加
５ 農家からの反対意見、技術不足による不満
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によって農家からの信用・信頼度も高まっていく。2019年には、
ベンチャーキャピタルから資金調達を実施（SG6）し、これを
元手に新しい製品・サービスの開発を進める（分岐点７）。

４．５　小括
　以下では、各対象の「問題意識」、「機会・経験」、「多様性・
柔軟性」、「連携・ネットワーク」、「顧客志向・真のニーズ」に
ついて社会的起業Ⅰ期、社会的起業Ⅱ期ごとに評価し、整理す
る（表５、６）。また図８、９、10では、その変化をレーダーチャー
トで示している。
　まず、対象１：小野邦彦氏について見る。小野氏は環境問題
への強い「問題意識」を持って起業しているが、起業当初の飲
食店へのメリットを全面に打ち出した営業活動では「市場で
もっと安く買うから必要ない」と断られ、売り上げが伸びずに
いた。また、農家や飲食店とのつながりも少なく、社会的起業
Ⅰ期の「連携・ネットワーク」「顧客志向・真のニーズ」の要
素は弱いと考えられる。しかし、事業のコンセプトや自分たち
の思い、問題意識を伝えるように売り方を変えたことで取引先
や売上が増加し、その後の社会的起業Ⅱ期は、生産者や消費者
のニーズに寄り添った「連携・ネットワーク」「顧客志向・真
のニーズ」の強い事業を展開している。さらに、小野氏自身の
様々な農家や社員を受け入れる姿勢や、海外事業も含めた環境
負荷の小さな農業を広げるための様々な活動からは、「多様性・
柔軟性」の高さが読み取れる。また、社会起業家、環境保全型
農業に関する講演や、メディア出演などの「機会・経験」も増
え、社会的起業Ⅱ期は全ての要素が「強い」と考えられる。
　次に、対象２：藤野直人氏について見る。「起業するなら課
題の多い農業分野でしたい」という思いで起業し、農家を訪ね
歩いて企画・コンサルティングを行っていた社会的起業Ⅰ期は、

「連携・ネットワーク」「顧客志向・真のニーズ」の要素は弱い
と考えられる。しかし、販売代行事業をスタートさせ「中規模
流通」というコンセプトにたどり着いた後の社会的起業Ⅱ期は、
多様な販売先とのつながりを持ち、農家や取引先、消費者のニー
ズに合わせた「連携・ネットワーク」「顧客志向・真のニーズ」
の強い事業を展開している。さらに、藤野氏自身が各農家の現
場へ自ら出向いて対話し、それぞれの生産量、品質、こだわり
に合わせた価格や販路を提案する姿からは、「多様性・柔軟性」
の高さが読み取れる。また、経済産業省のプロジェクトへの参
加や、起業・経営に関する講演、メディア出演などの「機会・
経験」も増え、社会的起業Ⅱ期は全ての要素が「強い」と考え
られる。
　さらに、対象３：下村豪徳氏について見る。起業した当初は

「IT 技術を農業に活かしたい」という思いで農家を訪ね歩き、
農産物の販売の手伝いや、他社製品のコンサルティングを行っ
ていたが、数件のオープンマインドな農家にしか話を聞いても
らえず、社会的起業Ⅰ期の「問題意識」「連携・ネットワーク」

「顧客志向・真のニーズ」の要素は弱いと考えられる。しかし、
「起業前に抱いた農業の現状に対する問題意識」という原点に
立ち返り、苦労する声の多かった水田の水管理に着目して自社
製品を開発・販売した後の社会的起業Ⅱ期は、利用農家と密な
コミュニケーションを取り、様々な農家の意見を参考にした製
品・サービスの改善、さらに他社と連携したサービスの提供を
行うなど、「多様性・柔軟性」「連携・ネットワーク」「顧客志向・
真のニーズ」の強い事業を展開している。また、起業やスマー
ト農業に関する講演、メディア出演などの「機会・経験」も増
え、社会的起業Ⅱ期は全ての要素が「強い」と考えられる。

　最後に、各事業の社会的インパクト、事業の成功の定義につ
いて言及しておく。「２．４社会的企業のインパクト評価」で述
べた通り、社会的インパクトは短期的な成果から長期的な成果
まで段階的に実現していくものであるが、本研究では、事業が
最終的に目指す長期成果に向けたステップとして、そこにつな
がるような短期的な成果が見られていれば、それを事業の成功
として扱う。
　対象１の場合、事業の目的は「環境負荷の小さい農業を実践
する農業者を増やすことを通じ、農業を持続可能なものにし、
ひいては持続可能な社会にたどり着くこと」である。現在の事
業の成果は、事業を通して環境負荷の小さい農業を実践する農
業者が毎年増えていること、持続可能な社会の実現に向けた事
業を海外事業も含めて複数展開していること、そして理念に賛
同して契約する農家・事業者・消費者の輪が広がっていること

図８　対象１：小野邦彦氏のレーダーチャート

図９　対象２：藤野直人氏のレーダーチャート

図10　対象３：下村豪徳氏のレーダーチャート
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表５　社会的起業Ⅰ期の要素評価
対象１：小野邦彦氏 対象２：藤野直人氏 対象３：下村豪徳氏

問題意識

持続可能な社会を実現したい・
環境負荷の少ない農家を支援し
たい

課題が多い農業分野で起業した
い

IT 技術を農業に活かしたい

強い＝５点 普通＝３点 弱い＝１点

機会・経験
社会起業塾への参加 起業支援事業の利用 起業塾への参加

普通＝３点 普通＝３点 普通＝３点

多様性・柔軟性
契約農家、レストランを増やす
ための営業活動

自ら現場の課題を聞いて回る 自ら現場の課題を聞いて回る

普通＝３点 普通＝３点 普通＝３点

連携・ネットワーク
数件の契約農家・珍しい野菜へ
の少量の注文

数件の生産農家、販路とのつな
がり

数件のオープンマインドな農家

弱い＝１点 弱い＝１点 弱い＝１点

顧客志向・真のニーズ
飲食店へのメリットを全面に打
ち出した営業活動

農家への企画、コンサルティング 農産物の販売の手伝い・他社製
品のコンサルティング

弱い＝１点 弱い＝１点 弱い＝１点

表６　社会的起業Ⅱ期の要素評価
対象１：小野邦彦氏 対象２：藤野直人氏 対象３：下村豪徳氏

問題意識

持続可能な社会の実現・環境負
荷の少ない農家の支援

農家自体の価値と農業の社会的
地位の向上・農業を魅力的な産
業へ・自ら稼げるスター農家の
輩出

農作業の省力化・離農、担い手
不足、耕作放棄地の増加の解消・
栽培技術の向上

強い＝５点 強い＝５点 強い＝５点

機会・経験

社会起業家、環境保全型農業に
関する講演・メディア出演

経済産業省のプロジェクトへの
参加・起業、経営に関する講演・
メディア出演

起業、スマート農業に関する講
演・メディア出演

強い＝５点 強い＝５点 強い＝５点

多様性・柔軟性

新規就農者一人ひとりの意思の
尊重・農家の事情に合わせた柔
軟な対応・多様な販路による色々
な営農スタイルの支援・海外事
業の展開

農家それぞれの生産量、品質、
こだわりに合わせた価格や販路
の提案

様々な農家の意見を参考にした、
製品やサービスの改善

強い＝５点 強い＝５点 強い＝５点

連携・ネットワーク

直営店、取扱店、飲食店、オン
ラインショップなどの多様な
チャネル・農家とスタッフ間の
密なコミュニケーション

外食産業、通販会社、スーパー
など多様な販売先とのつながり・
安定供給のための農家間の調整・
農家との対話による考えのすり
合わせ

利用農家との密なコミュニケー
ション・他社と連携したサービ
スの提供

強い＝５点 強い＝５点 強い＝５点

顧客志向・真のニーズ

収量は少量不安定でも高品質な
農産物の販売先の確保・消費者
に対する農産物やレシピの紹介・
旬の野菜の定期宅配

農家に対する農産物の販路開拓、
商品開発、経営企画の支援・消費
者や取引先のニーズに合わせた商
品開発

水田の水管理の省力化・農地や
農家の技術継承・収量や品質の
維持向上・製品導入の容易化

強い＝５点 強い＝５点 強い＝５点
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を考えて、これらを社会的インパクト（短期成果）、事業の成
功として評価する。
　対象２の場合、事業の目的は「農業総合プロデューサーとし
て自ら稼げるスター農家を輩出し、ひいては農家が若い世代や
他業種従事者にとって転職・就職の際の魅力的な選択肢のひと
つになり、農業が地域や国を支える産業へと発展すること」で
ある。現在の事業の成果は、新たな流通の形を生み出し、農家
の収入が売り方や経営戦略次第で十分に増やせることを実績と
して示していることを考えて、これらを社会的インパクト（短
期成果）、事業の成功として評価する。
　対象３の場合、事業の目的は「スマート農業を普及すること
で、農作業の省力化、１農家における耕地面積の拡大と収量増
加による収入の増加などに貢献し、ひいては農業を魅力ある産
業として発展させ、若い世代の人が農業を職業として選択する
未来を創造すること」である。現在の事業の成果は、自社製品
の導入によって水管理の時間と労力の削減、稲の収量、品質の
向上を実現した事例を増やしていること、スマート農業の普及
に貢献しているを考えて、これらを社会的インパクト（短期成
果）、事業の成功として評価する。

５．結論

　以上の分析結果を踏まえて、本研究では下記の結論を導出す
る。まずは、TEM 分析の結果から、３人の対象はそれぞれが
起業や農業の社会問題に興味を持つ機会・経験があること、さ
らに自身の経験への開放性や外向性の高さ、オープンマインド
によって、機会との出会いや気付きの経験をしていることが読
み取れる。よって、社会起業家は社会的起業家精神を育む動機
と個人の志向が要因となって起業に至っていると考えられる。
従って、仮説１「社会起業家の生成は、社会的起業家精神を育
む動機と個人の志向が要因となっている」が支持されている。
　続いて、レーダーチャートからは、コンピテンシーの要素が
強い社会的起業Ⅱ期に事業が成功している（事業の社会的イン
パクトが大きい）ことが分かる。また TEM 分析の結果からは、
政府や民間が起業やベンチャー、農業の社会問題に対して行っ
ている支援策の活用によって、起業家精神・社会的インパクト
が高まっていることが分かる。さらに、住民（サービスを利用
する生産者や消費者、関連する事業者、社内メンバーを含む）
の社会問題への認知度、理解度、協力する姿勢を高めるような
働きかけが、社会起業家による活動だけにとどまらず、政府や
民間、メディアなどによって社会全体で行われていることが、
事業を成功にとって重要であることが分かる。一方、成功して
いる社会起業家がイベントや講演などを通じて自身の活動や取
り組む社会問題について発信し、潜在的な社会起業家である一
般市民の起業や社会問題への関心も高めるきっかけになってい
る。またはメディアの発信によって自身の問題意識の再確認や
社会起業家同士のネットワークの強化につながっている。従っ
て、仮説２「農業関連の社会的事業の成功には、社会起業家ら
のコンピテンシーと、起業家精神を損なわない各種の支援策や

住民の理解が重要であり、その成功は社会的起業家精神を高め
る要因にもなる」が支持されている。
　以上の結論から、農業関連の社会起業家を育成し、その事業
を成功させるためには、政府や教育機関が、起業や農業の社会
問題に対して関心を持つ機会・経験を増やすとともに、オープ
ンマインドを持つように働きかけることが必要であり、社会起
業家自身が事業のコンピテンシー（多様性・柔軟性、連携・ネッ
トワーク、顧客志向・真のニーズ）を強め、自身の活動や取り
組む社会問題について発信することも必要であると言える。さ
らに、ソーシャルキャピタルの蓄積を改善する政策を通じて社
会的制度、社会起業家精神、社会的事業の間に好循環が生まれ
る機会を増やすことを提案する。
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Summary
By focusing on the social entrepreneurs in Japanese agriculture, this study clarified changes in entrepreneurship before 

and after their business start-up using TEM analysis, and examined ways to foster social entrepreneurs and promote 
business success. Following points are obtained from the analytical results. First, the generation of social entrepreneurs is 
driven by individual orientations and motivations that foster social entrepreneurship. In addition, the competencies of social 
entrepreneurs, various support measures that do not impair entrepreneurship and the understanding of residents are 
important for the success of agricultural-related social entrepreneurs. Furthermore, successful experiences of social 
entrepreneurs are considered to be one of factors to enhance social entrepreneurship as well. 

Therefore, in order to foster agricultural-related social entrepreneurs and make their businesses successful, governments 
and educational institutions should provide more opportunities and experiences to the people for being interested in social 
issues of agriculture and business start-up, and for being open-minded. In addition, it is also necessary for social 
entrepreneurs themselves to strengthen their business competencies (diversity / flexibility, collaboration / networks, 
customer orientation / true needs of consumers), and disseminate information about their activities and addressed social 
issues. Finally, we propose to increase opportunities for a virtuous cycle between social institutions, social entrepreneurship, 
and social business through policies that improve the accumulation of social capital. 
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