
本テキストは、文部科学省の生涯学習振興事業委託費による委
託事業として、学校法人有坂中央学園 専門学校中央農業大学
校が平成３０年度から令和 2年度にかけて実施した「専修学校
による地域産業中核的人材養成事業」の成果物です。

鱅ɹɹ鱅

鲿鱅鲷׆༻鱭ܦۀӦ I
2
5
10
16
19
23
25
27
29
33
37
40
42
46
49

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

ビッグデータとは
データ活用の背景
データの蓄積について
データ活用のステップ
データの見える化
データ活用実習
統計処理基礎
統計処理基礎実習
経営におけるデータとは
フレームワークとデータ活用について
営業や購買、顧客のデータについて
生産やほ場のデータについて
システムとデータについて
データを用いた分析実習 1
データを用いた分析実習 2

…………………
…………………
…………………
…………………
…………………
…………………
…………………
…………………
…………………
…………………
…………………
…………………
…………………
…………………
…………………

鲿鱅鲷׆༻鱭ܦۀӦ II
51
53
60
62
68
73
77
82
84
90
91
95
99
104
107

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

農業・農産物の価値　
消費者の求める価値
生産者と消費者の融合
ブランディング
価値を伝える手法
顧客との関係構築
立地と流通
地域との連携
マーケティング演習 1
マーケティング演習 2
各種ツールの活用 1
各種ツールの活用 2
各種ツールの活用 3
データ分析演習 1
データ分析演習 2 

…………………
…………………
…………………
…………………
…………………
…………………
…………………
…………………
…………………
…………………
…………………
…………………
…………………
…………………
…………………



1

データ活用と農業経営 I
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1. ビッグデータとは 

 

データマーケターの概要とその背景 

 

1.1 ビッグデータとは 

 ビッグデータとは「事業に役立つ知見を導出す

るためのデータ」とされています。ビッグデータ

には 3Vというものがあり、３Vとは、「Volume（デ

ータ量）、Variety（多様性）、Velocity（入出力速

度）」の頭文字で、ダグ・レイニーというアナリス

トが提唱したビッグデータの特性です。近年で

は、3Vに加え、Veracity（正確さ）または Value

（価値）を含み 4Vと呼ばれることもあります。 

 ビッグデータに明確な定義はありませんが、こ

の 3 つの特性を備えていれば、ビッグデータと定義されることが多いようです。 

 ビッグデータを分析し活用することで、売上増加や業務の効率化はもとより、より優れた意思

決定やより有用なビジネス行動へとつながるアイデアを導き出すことができます。 

 

 

ICT（情報通信技術）の進展、IoT（Internet of Things）の浸透により、ビッグデータの収

集、蓄積、処理、解析、可視化が容易になり、個々の顧客のニーズに即したサービスの提供や業

務運営の効率化などが実現可能になってきています。我々の日常生活のあらゆるところで、常に

ビッグデータは収集・活用されています。 

 ビッグデータを活用することの意義は、ICTの進展に伴い多種多量なデータの生成・収集・蓄

積等をリアルタイムで行うことが可能となった社会において、そのようなデータを分析すること
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で未来の予測や異変の察知等を行うと共に、利用者個々のニーズに即したサービスの提供、業務

運営の効率化や新産業の創出等が可能となっている点にあります。  

ビッグデータと一口に言っても、それを構成するデータは出所が多様であるため、さまざまな

種類に及んでいます。 

 

 
 

1.2 農業に活用されていれるビッグデータ 

 農業にビッグデータが活用されて例として、POSレジを使った農産物の販売時点での情報管理

があります。 

 POSレジは何が、いつ、どこで、何個、いくらで売れたかが分かるシステムです。そのため、

出荷した農産物のどの品目がどの店でよく売れているのかについて、それを販売している店と生

産者とでデータを連携した効率的な販売管理ができれば、今後どのような作物を作れば良いのか

という栽培計画につなげることができます。 

また、AIを用いたきゅうりの自動選別機にもビッグデータが活用されています。 

なお、AIに機械学習をさせ、適宜判断させるためには次の３つのステップが必要となりま

す。 

①学習に必要なデータを集める。 

②実際に AI に機械学習をさせる。 

③プログラミングして必要部分に落とし込む。 
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この学習に必要なデータの数ですが、ただデータが多ければ良いと言う訳でなく、AI に識別

させるべきパターンを選び出し、それらを学習させるために必要な数を決定しなければなりませ

ん。 

 例えば自身だけの顔認証システムを構築する際、10,000人の顔を AI に学習させるのではな

く、実際はこの顔認証を使う人の表情パターンが 100 種類あればシステムは完成します。勿論こ

のパターンが多いほどより高精度な AIが構築されます。 

 「きゅうりのビッグデータ製作」を例にあげると、データの蓄積量は初期で約 8,000、さらに

次年度は約 12,000必要です。このように、本格的な運用をするなら約 20,000 データは必要とな

ります。 

 勿論、解析のやり方により、データの利用数は変わってきますが、野菜は同形個体がほぼ無い

モノである為、目安とされる数値と認識してください。 

 学習データが多ければ多いほどそのクオリティは高くなります。しかし、一個人で作るにはあ

まりにも時間と労力が必要とされ、費用対効果を得ることは難しくなります。 

 

1.3 ビッグデータを使うために 

 農業の IT 化（ビッグデータ化、可視化）が今後の日本の農業の問題や課題を解消する大きな

カギとなります。 

 私たちはすでに実用化されているものだけでなく、未来の新しい農業で利用される IT技術に

も対応する能力が、今後さらに求められていくことになります。 
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2. データ活用の背景 

 

ビッグデータの概要と利用実例 

 

2.1 具体的な活用事例からビッグデータを紐解く 

 自動販売機での商品陳列を例にとりますと、従来は人気商品を左上に設置し、商品全体を見て

もらうことを狙いとした商品陳列でした。これは、消費者が見る視点は、上段左側からはじま

り、右へ移動、上段を見終えると、下段左側へ移動して右へ移動していくという、Z字のように

移動すると考えられていたからです。 

 しかし、自動販売機に消費者の視点を

認識するセンサを取り付け、消費者の視

線を調査したところ、自動販売機に限っ

ては下段に視線が集まることが分かりま

した。そこで、売れ筋の商品をそこに配

置したところ、売り上げが 1.2％増えたと

言われています。 

 このように、ビッグデータは私たちの

身近なところで使われ、しかもそれまで

の常識を覆してさえもいるのです。 

 

2.2 商品管理 

 商品に ICタグをつけることで、商品管理を行うことができます。 

 例えば、レンタルを行っている企業において、商品に ICタグをつけ、出庫や搬入、返却後の

入庫などの各工程を読み取ることで、レ

ンタル品の稼働率や購入、廃棄などのコ

ストと収益が管理できるようになりま

す。 

 このデータから、稼働率の向上や在庫

保管コストの削減、仕入費用の低減など

につなげることが可能になります。 
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2.3 農業ビッグデータの観測・収集 

 近年の気象変動下においても安定した農業生産を行うためには、農業環境・気象情報を高精度

かつ効率的に取得して活用する必要があります。これまで、環境情報、気象情報の取得は電子機

器の発達に伴い徐々に IT化が進んできています。 

 そこで、農業現場での異常気象や病害虫の発生、農薬散布の過不足などをはじめとする各種リ

スクを管理・対策するために、温度、湿度、日射量を計測する気象センサ、土壌温度、土壌水分

を計測する農業センサを設置して、定点観測を行っています。 

 

2.4 ビッグデータはどのように活かすか？  

 作物やほ場の状態を測定できても、活用できなければ意味がありません。 

 例えば、水を散布する設備のない広大なレタス畑で、仮に土壌水分が少ないとわかったとして

も手を打つことができなければ、測定しても意味がないことになってしまいます。 

 データを収集し、分析したら、その分析結果を対策に活かす必要があります。対策に活かすと

いうことは、経済活動としての農業であれば、経済的効用を得るということになります。 

 

2.5 さまざまなデータを活用することにより経営が安定 

 農業は経験と勘に頼る部分が多かったのですが、農作業にビッグデータを駆使し、デジタル技

術を導入すれば、生産工程では、生産量予測や生産性向上、生産現場の見える化を可能にし、流

通・販売工程では、在庫管理や、流通管理、さらには、生産者と消費者のコミュニケーションの

実現などを可能とします。そしてその結果として、経営が安定していくことになります。 
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2.6 短周期リモートセンシング画像の取得 

 人工衛星による撮影画像を用いたリモ

ートセンシングは農業分野においても作

物の収穫適期判定などですでに実用化さ

れています。 

 しかし、一般に人工衛星の飛行周期が

長くまた飛行スケジュールはユーザー側

では指定できないため、適切な時期かつ

高頻度で栽培ほ場の画像を得ることは困

難であり、高精度の農作業適期判定のた

めには十分ではありません。さらに、画像撮影時に曇天であった場合には農作業適期判定に必要

な情報が得られない恐れもあります。 

 そこで無人航空機（UAV）などを利用した短周期リモートセンシングシステムが開発されてい

ます。短周期でセンシング画像を取得することで、ユーザーの望む時期に高頻度でセンシングを

行うことができ、曇天のリスクを軽減することもできます。 

 

2.7 農用車両・機械作業時の自動情報記録 

 農用作業機は動力源であるトラクタと播種や防除・施肥などの専用作業機が一体となって作動

していきます。農作業中のそれぞれの機械の内部の稼働状況や作業機に装備したさまざまなセン

サからの情報を位置情報と関連づけて記録・収集できれば、それにリモートセンシングで得られ

た作物の生育情報や気象情報も含めた生産環境情報を合わせて解析することにより、生産管理に

有効なノウハウを抽出することができます。そして、そのことにより、「勘と経験」に基づいた 

匠の農作業を普遍化した作業（将来的には、完全無人ロボット農作業）へ置き換えることが可能

となります。 
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2.8 作業者入力による農作業履歴記録 

 有用な営農ノウハウを抽出するための元情報となるビッグデー

タを収集する際は、できる限り作業者の負担とならないよう自動

的に記録されることが望まれます。 

しかし、作業履歴の記録など一部の情報は作業者が能動的にデ

ータ入力を行わなければならない場合もあります。スマートフォ

ンやタブレット PCを利用した作業履歴手動入力システムはすでに

いくつかの企業から実用システムが提供されています。 

 なお、操作の煩わしさからデータ入力を怠ってしまう場合も多

く、十分なデータ量を得られていない場合も多く見受けられます。 

 

2.9 薬剤散布時期の予測 

 小麦の赤かび病には予防薬がありますが、これは防除に適した時期に散布する必要がありま

す。小麦の花が開花した時に散布するのが効果的であり、開花日から防除日までずれるほど発病

度合いが高まります。1週間ずれると発病度は 2倍になるという報告もあります。この薬剤散布

に際しては、小麦の状態の測定と、それに基づく開花時期を予測することは経済的効用につなが

ります。 

 

2.10 最適な潅水 

 薬剤だけではなく、潅水もデータを活用することで最適化することができます。 

 みかんなどを育てる際、枯れてしまわないギリギリまで潅水を制限することによって、果物が

甘くなります。木の根元にビニールを敷き、その下に点滴潅水チューブを敷いて必要に応じて水

やりをすることによって果物の糖度が上がります。 

 このような点滴潅水チューブ等を用いた水やりを点滴灌漑といいますが、土壌の状態を測定

し、潅水という作業にフィードバックしている事例と位置付けることができます。 

 

2.11 最適な施肥 

 潅水と同様に、施肥も最適化ができる対象です。 

 例えば、トラクタにセンサを付け土壌中の窒素量

を細かな位置ごとに測定することで得られたデータ

をもとに、翌年には窒素含有量が少ない所にだけ施

肥をするというやり方があります。 

 肥料はたくさん施しすぎると土壌を傷めてしまう

ため、このような必要な所に必要な分だけ施肥を行

う作業が求められます。 
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2.12 農業におけるビッグデータの活用のための課題 

 気象データ等のさまざまなビッグデータからリスクを予測し、事前の対策を実現することもで

きます。 

 そして、センサから得られた気温・日射量・雨量や農作業のデータを解析し、生産計画から収

穫・出荷までを見える化したり、篤農家の持つさまざまな技術・判断を記録・データ化し、その

ノウハウを新規就農者等に共有することも可能となります。 

 

農業におけるビッグデータの活用は、まだまだ進んでいないのが現状です。 

 しかし、これをうまく活用することにより大幅に生産や販売、経営の効率が向上することが見

込めます。 

 前述の通り、潅水するタイミング、施肥するタイミングなどがビッグデータを用いて導き出せ

たら、より高品質な作物を作り出すことが可能です。 

 これらを実現するためには、まず、多くのデータを蓄積することが課題となります。 
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3. データの蓄積について 

 

データ分析を活用した戦略、環境の変化への対応 

 

3.1 データ分析は「意思決定のため」 

 最初に結論を言ってしまいましょう。「データ分析」とは、「意思決定のため」に行うことで

す。 

 データ分析とは、意思決定の不確実性を減らすための試みで、言い換えると、誰の意思決定の

ためにも使われないような「データ分析」というのは意味がないと言ってもよいわけです。 

 

3.2 ビッグデータの身近な活用事例：防犯カメラ 

 小売店内に設置された防犯カメラ映像から、来店者の動きを分析し、データを蓄積すること

で、店内の改善につなげることができます。 

 これまでも、購買者のデータをレジで蓄積することは可能でし

たが、購入せず帰ってしまった人のデータは収集できませんでし

た。しかし、防犯カメラの映像を分析することで、店内を回った

ルートなどの行動データを得られるようになりました。そのデー

タをもとに、入荷する商品や陳列など、店舗の改善を行うことが

可能です。 

 

3.3 農業と情報技術の融合 

 農業が儲からない原因の 1つとして「人件費」が掛か

りすぎていることがあげられます。 

 実際に海外の農業と比較すると、日本では 1人が担当

する農場の広さは極めて狭いのが現状です。 

また、「見た目＝安心、安全」の感覚の大きい日本で

は、選果作業にも莫大な時間と労力をかけています。 

 それらを解消する案として自動選別機の開発が活発化

し、実用化され始めています。この自動選別機の教師データとなるのがビッグデータです。つま

り、今後の農業には ITは必要不可欠だと言えます。 

 このようにビッグデータをただ用いるだけでは意味がなく、目的に応じた活用が求められま

す。今や小売業や通信業のみならず、農業でも注目されています。 

 

3.4 データの活用と分析とは？ 

 ビッグデータのデータ分析とは、ある目的において不可欠な情報や数値、文字などを収集し、

その集めたデータを分類・整理・成形・取捨選択した上で解釈することです。これにより、物事

を数値データや客観的事実に基づいて判断することができます。 
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 つまり、ビッグデータの分析により、これまで見落とされてきた情報を得ることができ、企業

の課題解決へ向けての新しいアプローチ方法を発見できるようになります。

 

 

3.5 どのような分析があるか？ 

 分析の手法は大きく分けて以下の 2つに分類でき、どちらも一長一短があるので、状況に合わ

せて選択します。実際は 2つを同時並行的に進める場合が多いと言えます。 

 

①「仮説検証型」 

②「仮説探索型」 
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3.6 データ分析に取り組むとぶつかる 3つの壁と機械学習 

 仮説検証型・仮説探索型それぞれのデメリットがそのまま課題

に結びつきますので、解決手段として機械学習を活用します。 

 仮説検証型、仮説探索型のデメリットは以下の通りです。 

 

①客観的に分析するには時間が掛かる。 

②課題設定や知見創出のスキルがいる。 

③新たな気付きを得られない場合がある。 

また、機械学習を使うメリットは以下の通りです。 

①人手では難しい総当たりでの分析が可能となり短時間で結果が出る。 

②主観もほぼ排除される。 

③担当者によるばらつきを抑えられる。 
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3.7 まずはデータの蓄積 

 データ発生源から利用対象のデータを抽出し、格納します。

データが利用されるまでの間、保管します。必要に応じて複数

のデータを利用目的に応じた形へ統合、結合します。 

 

 

 

3.8 ビッグデータの代表的な分析手法 
 

3.8.1 分析手法 
 ビッグデータの代表的な分析手法には次の 3通りがあります。 

 

①クロス集計 

 クロス集計は分析に欠かせない方法です。縦軸と横軸にそれぞれ分析したい要素や属性を並

べ、縦軸と横軸が交わる部分に情報を入力します。例えば、「毎日朝食を食べている、週に 3日

食べている、食べない」を横軸に、縦軸には年代を指定することで情報を分析し予測を立てる

こともできます。 

②クラスター分析 

 クラスター分析は、異なる属性や集団、性質が混ざる部分の中から「似たもの同士」を見つ

ける方法です。 

③アソシエーション分析 

 アソシエーション分析とは、「何が一緒に購入されたのか」を知ることができる方法で、通常

では考えつかないような商品の組み合わせから、意外な関連性が見えてくることもある分析法

です。 

 

  



 14 

 

3.8.2 クロス集計 

 クロス集計は最も基本的なデータ分析手法と言われており、アンケートの集計や販売予測、世

論調査などによく使用されている手法です。 

クロス集計では収集したデータを、年齢、性別、地域、職業などのさまざまな属性に分けて集

計します。同時に複数の判断軸でデータが取得でき、カテゴリーごとの相関関係を分析すること

や、大まかなトレンド性の発見にも効果的です。 
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3.8.3 ロジスティック回帰分析 

 ロジスティック回帰分析とは、1つの質

問に対し、「はい」または「いいえ」の 2

択の答えを集計し、とある事象の将来的な

発生確率を予測する分析手法です。分析結

果は確率を表すため、0から 1の間の数値

で表されます。 

ロジスティック回帰分析では、生じた事

象を比較し合うことで原因を分析し、結果

に対する要因を把握することができます。

そのため、開発や研究を進める企業に適し

た分析方法として活用されています。 

 

 

 

3.8.4 クラスター分析 

 クラスター分析とは、ビッグデータとい

う大きな集団から、異なる性質を持つデー

タ同士の類似性により複数のグループに分

類し、グループごとの属性を導き出す分析

手法です。 

 作成したグループを「クラスター」と呼

びます。 

 クラスター分析では、性別や年齢などの

外的基準が明確でないデータを分類する場

合に用いることが多く、対象をどのような

要素に注目して分類するかが大きなポイン

トとなります。 
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4. データ活用のステップ 

 

自社データ、公的データ、民間データの活用 

 

4.1 ビッグデータ 
 ビッグデータを活用する際、ビッグデータの持つメリットとデメリットを予め把握しておく必

要があります。 

 まず、メリットですが、以下のように現状を高精度で把握できることです。 

 

• 多様な大規模データの分析により、従来はできなかった分析を行える。 

• 分析を通し、従来では浮かび上がらなかった新しい発見を得ることができる。 

• 商品の使用情報をすぐに収集できる。 

• 他の情報との連携を見ることができる。 

• リアルタイムの情報分析ができる。 

• 構造データ、非構造データを合わせて活用できる。 

 

 このように、ビッグデータの更新頻度は従来のシステムと比べても格段に速く、すぐに「今人

気の商品」や「購入者が欲している商品」などを高い精度で把握することが可能です。 

 一方、デメリットですが、プライバシーの問題等があります。 

 

• ビッグデータに付随するプライバシーの問題。 

• 統計の専門家（データサイエンティスト）の不足。 

• 統計、データオペレーション、ビジネスセンスの３つが揃った人材がいない。 

• 大容量データに伴うノイズ、分析・判断ミスの可能性。 

• データ（量・多様性・更新頻度）の増大とその管理、バックアップの大変さ。 

• 「具体的な施策」と「費用対効果」が不明瞭。 

なお、「人の気持ち」を先読みするようなマーケティングが発展しすぎると、ユーザー側は

次々と商品をおすすめされるようになります。 
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4.2 分析 

ビッグデータを活用することで、精度の高い分析や、将来予測をすることが可能となります。 

 データ分析の活用によって、これまで不確実性のあった情報をより精度を高めて抽出できるた

め、継続的な売上やシェアの拡大、またはそれらにつながる施策の検討が容易になります。デー

タの分析方法まで設定しておけば、意味のある数字に落とし込んでくれます。 

 スタートするためには目的・分析手法・データの集め方の３つを明確にしておく必要があるた

め、ハードルが高いと思いがちです。意味のある分析をするために必要となりますので、時間が

掛かっても変更が不要な内容に練り上げてしまえば、後が楽になる方法だと言えるでしょう。 

 機械学習を用いれば、複雑な予測分析も任せられます。データ分析の役割は、膨大なデータを

整理して意味のある数字を抽出することです。雑多なデータを意味のある情報へと転化させるの

がデータ分析だと言えます。 

 

4.3 データ利活用と今後 

 自社、民間、公的の各種ビッグデータを連携、さらには、利活用上の各種課題の解決や優良事

例等を積み上げて公表し、相互利活用を推進することでビッグデータを効率的に利用できます。

これは大量のデータから何らかの“課題”を発見できることを意味し、それが分析できれば予測

ができ、対策を講じることができます。また、分析や予測を可視化することで理解が進み、より

早い対策につながりますし、今まで想定もしていなかった方向性を見出せることもできるように

なります。 

 

 

 また、今後農業分野においても、さまざまなデータが分析され連携される事で、「スマートフ

ードチェーン」が構築され、生産から流通・加工・販売・消費のそれぞれの段階において、効率

性が向上することが見込まれます。 
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 世界的にデータ利活用が進んでいる状況で、農業が立ち後れてしまうのは避け

なければなりません。そこで「戦略的イノベーション創造プログラム（SIP）次世

代農林水産業創造技術」という内閣府の研究プロジェクトにおいて、スマート農

業を推進する各社の協力を仰ぎ、特定の組織・企業だけのためではない、皆が協調

するための基盤として農業データ連携基盤協議会（WAGRI）が立ち上げられました。 
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5. データの見える化 

 

図表を用いてのデータの見える化方法 

 

 

5.1 データの見える化（可視化）とは 

 「可視化」とは人間が直接「見る」

ことのできない現象、事象、関係性を

「見る」ことのできるもの（画像・グ

ラフ・図・表など）にすることをいい

ます。 

 換言すれば、データ可視化は数値デ

ータを一目でわかる形で整理し、デー

タに隠された情報を表示することで

す。 

 

5.2 データ可視化の必要性 

 人間は莫大な量の数値データを覚えることが難しい為、分析が漠然としてしまい、具体的な改

善につながらないことが多くあります。そこで、データを可視化することはデータの持つ特徴を

表すことになり、データの意味を理解する最善の手段となります。 

 数字の羅列だけでデータとその関連性を分析するには数時間、あるいは数日が掛かるのに対

し、データ可視化は業務システムに保存される大量のデータを 1ヵ所につなげて、グラフやチャ

ートでデータの傾向や大きさを見えるようにしますので、分析も一目で分かる場合が少なくあり

ません。 
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5.3 可視化のメリット 

 企業に蓄積されたデータを分かりやすく表現することで、改善点の把握が容易になり、意思決

定を迅速に行えます。複数の事象を

比較検証しやすいため、問題の原因

を正確に特定することも可能です。 

 一般的にグラフ・図・表などがよ

く利用されるため、誰もが同じよう

に情報を引き出せます。 

 分析結果から得られるノウハウを

一般化すれば、業務の引継ぎもスム

ーズに行えるでしょう。 

 可視化のメリットとしては、次の 3点があげられます。 

 

①現状を把握し、課題や原因を発見することで、迅速な対応が可能になる。 

②データをオープンに利用可能にし、情報を早く共有することで、業務の効率を上げられ

る。 

③さまざまなデータを統合することで、予測分析を行い、トレンドの洞察を得られる。 

 

 

 

 

 

  

・来場アンケート電子化（タブレット） 

・顧客情報自動連携（基幹システム） 

  ↓ 

 入会傾向等分析リアルタイム可視化 

  ↓ 

・販売促進会議（結果・対策） 

・販売促進の方針議論・検討 

・販売促進の方針決定 

・実行 

時間の経過 

業

務

の

進

捗 

 時間短縮・業務向上 

データ可視化での業務内容 
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5.4 データ可視化の基本手法 3つ 
 代表的なデータ可視化の手法は以下の 3つに分

類されます。 

 

①面積と大きさによる可視化。 

②画像による可視化。 

③地図によるデータ可視化。 

 

5.4.1 面積と大きさによる可視化 

 特定の図形の長さ、高さまたは面積によっ

て、異なる指標に対応する数値と数値間の差

を表現します。このようなデータ可視化の図

形を作成する際には、数式で正確な比例や大

きさを計算する必要があります。 

 よく使われるチャートには、棒グラフ、円

グラフ、折れ線グラフなどがあります。たと

えば、右図のような円グラフは、総売上高に

対する各地域の割合を表します。 

 

5.4.2 画像による可視化 

 実際の意味を持つ画像やアイコンを用いれば、データとチャートをよりリアルに表示し、デー

タの意味が伝わりやすくなります。 

 例えば、下図は男と女のアイコンを背景として、男女それぞれの比率を表示していますが、一

目で男女間の数値の差を理解することができます。 

 

5.4.3 地図によるデータ可視化 

 伝えたいテーマが地域に関わる場合、

地図でデータを配置することが多いで

す。これにより、ユーザーは全体のデー

タを把握するだけはなく、ピンポイント

で示された位置から、地域の詳細なデー

タを閲覧することもできます。 
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5.5 可視化の具体例 

 農業界でも可視化は進んでいます。 

 ドローンメーカーの DJI は、ドローン空撮デ

ータをデジタル 3Dモデルや地図に変換し、分析

と意思決定を容易に実現する新しいソフトウェ

アツール「DJITerra」を発表しています。 

 DJIのドローン技術を活用する企業や組織は、

公共の安全、建設、インフラ、農業や映画産業

といった各業界で、「DJITerra」を活用し、空撮

写真の収集、可視化、分析を行っています。 

 「DJITerra」では、ミッションの目的を定義して希望する飛行プランを計画し、ボタンを数回

タップするだけで、自動でドローンが 2D／3D データを取得することができます。そして、その

データを元にほ場や周囲の環境などを描写し、

樹木や対象物などを分類します。 

農業における具体的なデータの活用法として

は、自動作物防除や障害物のある環境下での農

薬散布、生育状況の把握、ほ場の状況分析など

があり、それらはさまざまなサービスと連携し

て活用されています。 

  

https://smartagri-jp.com/tag/DJI
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6. データ活用実習 

 
データを用いての見える化実習 

 

 

 本項では、具体的なデータの分析実習として、オープンデータとして公開されている「総務省 

ICT スキル総合習得プログラム」のうち、データのクレンジングと可視化（講座 3-2）を行いま

す。 

出典：総務省 ICTスキル総合習得プログラム 

講座 3-2：データのクレンジングと可視化 

（https://www.soumu.go.jp/ict_skill/pdf/ict_skill_3_2.pdf） 

 

 

  



 24 

 

出典：総務省 ICTスキル総合習得プログラム 

講座 3-2：データのクレンジングと可視化 

（https://www.soumu.go.jp/ict_skill/pdf/ict_skill_3_2.pdf） 

 

  



 25 

 

7. 統計処理基礎 

 
平均、中央値、最頻値、相関の意味と分析方法 

 

7.1 平均値(mean,average) 

 これは最もよく使われている中心を表す統計量です。 

 平均値はデータから以下のような式で与えられます。 

 

        Ｘ̅̅̅＝
1
ｎ
（Ｘ1＋Ｘ2＋・・・・＋Ｘｎ）＝

1
ｎ

(∑ Xi)𝑛
𝑖=1  

 

 この式は度数分布を表すヒストグラムの重心を通り、X軸に下された垂線の X座標を表してい

ます。 

 なお、Excelでは次の関数を用いて表すことが

できます。 

 

 平均値＝average(範囲) 

 

 

7．2 中央値(median) 

 これは中央値又はメジアンとも呼ばれ、データを小さい方から大きい方に並べた時の真中の値

です。度数分布を用いると、面積が度数を表しますので、図のように左右の面積の等しい位置が

中央値となります。例として以下のデータの中央値を求めてみましょう。 

 

 1,2,3,5,7,8,9 

 1,2,3,4,5,7,8,9 

 

 最初のデータは 7個で、奇数個ですから、中央値は 5です。2番目のデータは偶数個で中央値

は n/2番目と n/2＋1番目の平均値を取ります。この場合、（4＋5）÷2＝4.5 となります。 

 なお、Excelでは次の関数を用いて表すことができます。 

 

 中央値＝median（範囲） 

 

 

 

 

 

平均値 

中央値 
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7.3 最頻値(mode) 

 度数分布で最も頻度の高い値を最頻値またはモードといいます。ただ、この関数を利用すると

きには注意が必要です。例えば 1,2,4,5,6,6というデータで最頻値を求めてみます。このデータ

ですと 6が 2つ、他は１つですから、最頻値は 6ということになってしまいます。データ数が少

ない場合や、データが多くてもほとんど同じ値を持たないとき、それが本当に最頻値を表してい

るか、注意をする必要があります。そのようなとき

には度数分布表を作って、最も頻度の高い値を最頻

値とするのが無難だと思われます。 

 なお、Excelでは次の関数を用いて表すことができ

ます。 

  

 最頻値＝mode（範囲） 

 

7.4 相関 

相関は 2 つ以上の物事の関係ですが、散布図や平均を見ただけでは、2つの値のおおまかな関

係しか分からず、「強く関わりあっているのか」「弱い関わりなのか」分かりません。そこで、2

つの相互関係の程度を数字にして表したものが、「相関係数」です。 

言い換えると、「相関」というのは、2つ以上のもとがあるときに、それらが「どれくらい類

似しているか」という「類似度」を意味し、相関係数とは、「類似度」の強さを「−1から 1」ま

での範囲を取る数字として表現したものです。また、相関係数に単位はありません。  

そして、相関において重要なのはこの相関係数ですが、相関係数が 1に近く、正のときは正の

相関があるといい、-1に近く、負のときは負の相関があるといいます。0に近いときは相関が弱

く、相関が認められない場合もあります。ちなみに、相関係数が 1もしくは-1となる場合、2つ

の関係はほぼ一直線上に並びます。 

なお、相関係数は x 

と y の関係性の強さを

数値化するのに便利な指

標ではありますが、万能

ではなく、使用するうえ

では次のような注意が必

要です。 

 

 

①少ないデータからの相関係数はあまり意味をなさない。 

②外れ値に弱い。 

③相関関係があるからといって因果関係があるとは限らない。 

 

 

最頻値 

正の相関      負の相関      相関が無い 

一方の値が大きく

なると、他方の値

も大きくなる 

一方の値が大きく

なると、他方の値

は小さくなる 

二つの値に明確な

関係は見られない 
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8. 統計処理基礎実習 

 
データを用いての統計処理実習 

 

本項では、具体的なデータの分析実習として、オープンデータとして公開されている「総務省 

ICT スキル総合習得プログラム」のうち、ビッグデータの活用と分析に至るプロセス（講座 3-

1）と、相関と回帰分析（最小二乗法）（講座 3-4）の 2講座を行います。 

出典：総務省 ICTスキル総合習得プログラム 

講座 3-1：ビッグデータの活用と分析に至るプロセス 

（https://www.soumu.go.jp/ict_skill/pdf/ict_skill_3_1.pdf） 

 

講座 3-4：相関と回帰分析（最小二乗法） 

（https://www.soumu.go.jp/ict_skill/pdf/ict_skill_3_4.pdf） 
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出典：総務省 ICTスキル総合習得プログラム 

講座 3-1：ビッグデータの活用と分析に至るプロセス 

（https://www.soumu.go.jp/ict_skill/pdf/ict_skill_3_1.pdf） 

 
 

出典：総務省 ICTスキル総合習得プログラム 

講座 3-4：相関と回帰分析（最小二乗法） 

（https://www.soumu.go.jp/ict_skill/pdf/ict_skill_3_4.pdf） 
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9. 経営におけるデータとは 

 
POSデータの概要と分析の意味 

 

9.1 POSデータ 

 POS システムは商品を購入した直後にその購買データがデータベースに蓄積される仕組みで

す。 

 時間帯や世代、性別ごとの販売データがリアルタイムで保存されることにより、お店の売り上

げ状況が常に把握できるようになります。 

 一般的なコンビニエンスストアの POSレジでは、商品に付加されたバーコードを読み取ること

によって商品名、価格、販売個数を、決済を終えた時間を記録します。 

 また購入した人を知るために男性は青色のボタンを、女性は赤色のボタンを利用する複数の決

済ボタンを用意しているものもあります。 

 POSデータからは、「何が」「いくつ」「いつ売れた」ということが分かります。つまり、POSが

商品の動きを見ていることになります。一方、顧客の個人識別番号（ID）の付いた ID-POSは、

人の動きを見ることが中心となっています。従って、POSは商品動向を見るのに対して、ID-POS

はショッパー動向を見ることが中心となっているのです。  

また、前述の通り従来の POSが管理している販売情報は次の内容でした。 

• どの商品が（What） 

• いつ（When） 

• どれだけ（How many） 

• いくらで（How much） 

 そのため、この POSシステムだけでは、該当の商品をどのような人物が購入したのかについて

まで知ることはできませんでした。 

 しかし、ID-POSを導入することにより、システムに紐づいた顧客情報を入力しているポイン

トカードまたは店舗の専用ア

プリなどから、顧客データを

取得することができます。 

 これによって ID-POSでは

「誰が購入したのか（Who）」

という項目を取得することが

可能になり、顧客の購買行動

の分析データに人物の属性を

追加することができるように

なります。 

 ID-POSで得られた顧客デー

タは、AIが分析するための情

報となります。また、ある程
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度データが収集されると、AIのための材料としてだけでなく AIに与える「課題」としても機能

するようになります。 

 例えば、ひと月に売れた商品の数が 500個だとしましょう。その 500個で得られる情報は、

POS システムでは、以下の内容などです。 

• 一度に売れた個数 

• 売れた時期（日時） 

• 価格 

 ですが、ID-POSならば 500個の商品に対して「購入者の属性」というデータを取得すること

ができるのです。 

 

 

 一人の購入者について次のようなデータが得られ、この顧客情報をさまざまな切り口で区分

（カテゴライズ）すると、分析の選択肢が広がります。 

• 性別 

• 年齢 

• ステータス（社会人／学生） 

• 来店頻度 

• 購入金額（1回あたり／月ごとの合計金額） 

 もともと得られる販売時点情報と組み合わせると、「どのような年齢の人が複数個購入する傾

向にあるか」、「リピーターとステータスには関連性があるか」、「来店頻度と購入金額はどのよう

な関係にあるか」といったさまざまな分析ができるようになります。 

 多様なセグメント（集団）ごとの分析を行うことによって、より正確な販売予測や、カスタマ

ーを多く獲得するためのマーケティング展開が実施できるようになるというわけです。 

 正確なニーズを分析し、流通に流す準備ができるので、農業においてもほ場のデータとなる、

生産計画や出荷時期の調整など、さまざまな展開が考えられるようになります。 
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9.2 ID-POSデータ活用をスムーズに行うために 

 

 ID-POSデータを扱うための工夫としては、データ活用の環境を整えておくということも重要

です。収集したデータを引き出すのに多くのプロセスが課せられたり、必要なデータを探し出す

のにどこを探せばいいか分からなかったりという環境では、データを活用することはできませ

ん。 

 

9.2.1 データの共通化で ID-POSデータをスマートに管理 

どれだけ多くのデータを収集できても、データのフォーマットが統一されていないと分析に使

う前の準備が煩雑になってしまいます。 

 特にチェーン展開していたり、複数店舗のデータを総合的に扱う必要がある場合、共通化され

ていないデータはまったく意味をなさない可能性さえあります。 

 これを防ぐためには、分類のためのマニュアルを整備する、記載項目やフォーマットを予め統

一しておくということが必要になります。 

 

9.2.2 使い慣れたツールで ID-POSを扱う 

 新しいシステムを導入する際のハードルとなるのが、ツールです。今までに使い慣れていない

ツールは、そのための研修が必要になるだけでなく、場合によっては外部スタッフや講師を招か

なければならないこともあります。 

ID-POSをスムーズに活用するためには、使い慣れたエクセルやそれに近いシステム構造のツ

ールでデータを扱える環境を整えておくことが重要になります。 

 

9.2.3 データ分析は可能な限り高速化を 

 ID-POSによって取得可能なデータは、場合によって集計・分析に多くの時間を要することも

ありますが、それでは気になった項目をすぐに比較検討したり、現場のスピード感をもってデー

タを扱ったりすることはできません。集計・分析に多大な時間が掛かると、扱うスタッフのスト

レスは増加し、充分なパフォーマンスを維持することは難しいでしょう。 

 これを防ぐために行うのは、予めデータを月次や四半期、1年といった単位で呼び出せるよう

にすることです。そうすることで、利便性を高めることができます。 

 ID-POSデータ分析サービスは、メーカー別、ブランド別、商品別の購買動向だけでなく、「客

層構成比率」「性年代別購入者分析」｢同時併買分析」「直前／直後期間購入分析」など、顧客の

「購買行動」を軸にした多彩な分析を行うことができます。 

 また、それぞれの分析データを店舗ごとに比較し、顧客に本当に求められる「お店」「商品」

「サービス」を開発することで、日々の ID-POS/POS データを売り場改善に役立てることができ

ます。 
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10. フレームワークとデータ活用について 

 
POSデータの分析方法と原因や可能性の究明 

 

10.1 活用について 

 AI(人工知能)や、DX(デジタルトランスフォーメーション)、データドリブン（データに基づい

た意思決定）経営、IoT(Internet of Things)など、現代のキーワードから読み取れるように、

ITの活用はこれまでの「システム・アプリケーションの導入・運用」といったことから「デー

タの利活用・分析」といった時代に大きく変わってきています。 

 そうした中で、「うちの会社も早く AIの導入やデジタルトランスフォーメーションを実現させ

なければ」と考える企業も多くなっていると思います。 

 しかし、データの利活用や分析には、必ず通る必要がある「道」というものが存在していま

す。 

 その「道」を順番通りに通っていくことによって、高度なデータ活用による経営というものが

実現できます。この「道」となる「データ利活用の発展レベル」というモデルを参考にして、自

社のデータ利活用は現在どのフェーズにあって、どうすれば次のフェーズに進めるのかというこ

とを判断していくことが重要です。 

 

10.2 データ利活用の発展レベル 

 データ利活用は、次に示すように、レベル 1からレベル 3までの 3段階で発展していくとされ

ています。 

 

データ利活用の発展レベル 活用できるフレ

ームワーク 

実施するデータ

管理・分析手法 

期待される事業

価値 

活用するデータ

の社内外比率 

レベル 3 
価値の創造 

･予測、シミュレーション 

･事業変革、革新支援 

･データ活用による事業創造 

・AHP 

・4P 

・システムシンキ

ングなど 

･機械学習 

･ベイズ統計学 

･事業価値創出 

･戦略高度化 

･業務自動化 

 

 

社内＜社外 

↑ ↑ ↑ ↑ ↑ 

レベル 2 
分析と認識 

･違いの認識 

･分析結果の可視化と共有 

･仮説検証 

・ロジックツリー 

・RFM分析 

・PPMなど 

･目的型データ

分析 

･探索型データ

分析 

･記述統計 

･仮説構築と検

証 

･データ分析 

･分析結果の可

視化 

 

 

社内≧社外 

↑ ↑ ↑ ↑ ↑ 

レベル 1 
業務とマネジメントの遂行 

･業務プロセス間の連携 

･業務結果の報告・蓄積・共有 

･進捗状況確認 

・3M 

・バリューチェー

ン 

・VRIOなど 

･単純集計 

･マスタ整備 

･現状認識 

･業務確認 

･進捗把握 

･情報共有 

 

 

社内＞社外 
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10.3 活用できるフレームワーク

 

 

 

 

 

 

 

 AIや DX、データドリブン経営といったことを実現するのは最も上位のレベルである「レベル

3」ということになります。 

 したがって、レベル 1やレベル 2がきちんと実施されていなければ、レベル 3には到達できな

い、ということがこの概念の表す意味となります。データの利活用や分析は、基本的には「トッ

プダウン」で実施していくほうがうまくいきます。なぜなら、データ利活用や分析は不確実性が

伴うことが多く、費用対効果も明確に定義することが難しいことから、「やってみなければ分か

らない」という側面が強いからです。とはいえ、日本の企業にはそこまで強いリーダーシップで

データ利活用を推進できる経営者は多くはないと思います。 

 現代のビジネスでは「トップからの指示がなければ動かない」という組織ではあっという間に

競合に負けて市場からの撤退を余儀なくされてしまいます。そこで、「経営者がその気になるま

で待つのではなく、もっと現場レベルでも進めていけることはないのか」というニーズに合わせ

て考えられたのが、この「データ利活用の発展レベル」なのです。 

 なお、それぞれのデータ発展レベルにおいて、以下のことを考える必要があります。 

・どのような分析手法を使っていくのか 

・どのようなビジネスフレームワークが使えるか 

 レベル 1の段階でいきなり機械学習やディープラーニングといった技術を使っていくことは現

実的ではありませんので、レベル 1の段階であれば、まずはレベル 2での BI（ビジネスインテ

リジェンス：Business Intelligence）導入を目指すといったことが適切です。 

 それぞれのレベルでの意味や実際にやるべきことをみていきましょう。ポイントとしては以下

のことがあげられます。 

• データ発展には 3 つのレベルがある。 

• それぞれのレベルに適した分析手法やフレームワークがある。 

• レベルが上がるにつれて社外のデータを活用することが増える。 

• レベルが上がるにつれて、求められる人材の要件やスキルも上がる。 

• AIの前にまずは BIにトライして、社内のデータリテラシーを上げる。 

• データ活用はトップダウンが望ましが、ボトムアップでの推進も可能。 

 

10.4 レベル 1(業務とマネジメントの遂行) 

 レベル 1の段階では、データ分析以前の問題として、「自社は何をしている企業なのか？業務

はきちんと行われているのか？」ということを認識、確認していく段階です。業務は要件通りに

レベル 1 の段階 レベル 2の段階 レベル 3の段階 
・3M 

・バリューチェーン 

・VRIO 

など 

・ロジックツリー 

・RFM分析 

・PPM 

など 

・AHP 

・4P 

・システムシンキング 

など 
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行われているのか、ルーティンワーク的な作業が適切に行われるようなマネジメントができてい

るのか、といったことを確認するイメージです。 

 この段階ではデータ利活用のためのデータ連携やデータ統合といったことが必要ないため、デ

ータに対しての価値認識が低かったり、データ管理の必要性を感じない場合が多いですが、レベ

ル 2、レベル 3とステップアップしていくためには、ここでしっかりと業務間のデータ連携やマ

スタ整備などをしておく必要があります。 

 社内の部署ごとにさまざまなアプリケーションを開発したり運用したりしていると部署間での

データ連携ができなくなり、のちにデータを全社横断的に活用したいときにうまくいかなくなり

ます。 

 データ自体をアプリケーションの内部に持つのではなく、データ管理だけを独立して行うシス

テムなどを導入すれば解決できる場合があります。 

 ルーティンワークの効率化といえば、このステップで活躍するのは「RPA (Robotic Process 

Automation /ロボティック・プロセス・オートメーション)」が挙げられます。 

 日本企業の場合は経営層がこのレベル 1に対して優先的に改革を行ったり、投資をしたりする

ことにあまり積極的ではない場合が多いため、社内の現場リーダーや課長クラスの人材が IT部

門などを巻き込んで業務効率化を推進していくことが必要になる場合が多いでしょう。 

 

10.5 レベル 2(分析と認識) 

 レベル 1では、簡単に言うと「自社は何をやっているのかを知る」という段階でしたが、レベ

ル 2 ではいよいよ本格的なデータ分析を実施していきます。 

 ここで言うデータ分析とは、「顧客のことを知る」という意味です。例えば、以下の内容につ

いてです。 

 

・誰が自社にとっての優良な顧客なのか 

・いつ、どこで、だれが、なにを、どれくらい買ってくれているのか 

 

これらが蓄積された購買データやトランザクションデータ、Webアクセスのデータといったも

のを活用して分析していきます。 

ここでのデータ分析は第一に、「過去の事実を客観的に報告する」ということが求められま

す。今あるデータは基本的には「過去に起こったできごとが数字や文字として記録されている」

ということです。 

 データの量や種類も多くなってくるため、Excel などの表計算ソフトだけでは処理ができなく

なってきます。 

 迅速に必要な分析を実施するために、BIのツールを導入したり、BI 用の分析マートを作成す

る DWH(Data WareHouse / データウェアハウス)といった ITシステムが必要になってきます。 

 次第に自社のスタッフだけでは分析業務が回らなくなってくる段階でもあるため、アナリスト

やデータサイエンティスト、データエンジニアといった人材を採用あるいは外注するといったこ

とも検討する段階です。 
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10.6 レベル 3(価値創造) 

 レベル 2でさまざまな切り口で実施したデータ分析のアウトプットを基にし、より高度なマネ

ジメントや経営戦略、強固なビジネス優位性を確立していくフェーズです。「過去のデータを分

析する」というレベルを超えて、データから将来を予測したり、全社横断的な業務プロセスの自

動化などを、デジタル技術、AI、RPAなどを組み合わせて進めていきます。 

 ここではいかにデジタル技術を「価値創造」につなげるか、ということがポイントになりま

す。 

 デジタルトランスフォーメーションやデータドリブン経営などは企業経営の目的ではなく、あ

くまで手段です。 

 それらを通じて何を実現したいのかという、企業としての本質を問い、場合によってはビジネ

スモデルの大転換といったことも考えられます。 

 よりさまざまなデータの種類や多くのデータを扱うことになるため、データ分析基盤の整備

や、そもそものデータの品質の向上、データ分析関連(大量データの加工や機械学習等)のハイレ

ベルなスキルが求められます。 

 データを扱う人材に関しては、ただ「分析をする」というレベルを超えて、ビジネスの価値を

生みだすアウトプットを強く意識して業務を実施する必要があり、自社や得意先のビジネスモデ

ルや市場動向、企業理念や経営目標、価値観といったことも踏まえた分析力が求められます。 

 また、経営層も日々の目まぐるしい市場環境の先を読む力や、データを活用して経営改革を行

っていくリーダーシップ、利害関係者とのデータ活用における Win-Winの交渉・構築など、非常

に鋭い頭脳と熱意、コミュニケーションスキルが必要になります。 

 AIや RPAの導入は社内での反対や投資対効果、法令順守といった点でも高度なリスク管理や

説明責任が求められるため、相応な人材を揃えて推進していくことが必要です。 
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11. 営業や購買、顧客のデータについて 

 
データを用いての POSデータ分析実習 

 

11.1 データを活用し実際にやってみよう 

 POSデータは、お店のレジで商品が売れたときのデータで、次のような情報を集めることがで

きます。 

⚫ 売れた商品。 

⚫ 商品が売れた時間。 

⚫ 商品が売れた店舗。 

⚫ 売れた商品の数。 

⚫ 売れた商品の値段。 

 

 また、POSデータを使うと次のように店舗での販売に役立てることができます。 

⚫ 売れ筋の商品を分析できる。 

⚫ 死に筋の商品を分析できる。 

⚫ 商品を売るタイミングをつかめる。 

⚫ 組みあわせると売れる商品を分析できる。 

⚫ どんな顧客に何が売れるのかをつかめる。 

 

 このように、POSデータにはさまざまな読み方、つまり分析手法があります。 

次に、代表的な ABC分析について実際にみてみます。 
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11.2 ABC分析 

 手に入れたデータをもとに商品を A・B・Cの 3項目に分けて優先度をはっきりさせます。 

つまり、「その商品がどれくらい売れているのか」を見ることができます。 

 例えば、 

  A：売れ筋(よく売れる商品)は、仕入を増やす。 

  B：売れる月もよく売れない月もあるなら、いったん保留。 

  C：死に筋(売れない商品)は、仕入を減らす・なくす。 

のように、売上アップ、売り場の効率アップのために商品を最適化することが可能です。 

 例えば下の表は、ある飲食店で POSデータを集計して得られた当月注文数を商品別に表したも

のです。この時、売上の上位 70%に入っているメニューを A群、70～90%を B群、90%以下のもの

を C 群という具合に 3つの群に分けます。 

 この場合は A群が人気商品、B群はそれなりに売れる商品、C群はほとんど売れない商品とな

ります。 
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 分析結果から、A群の商品をキャンペーンで更に訴求したり、メニューの目立つページに載せ

たりなどさまざまな販売戦略を検討することで、さらなる売上向上・利益拡大を狙うことができ

ます。 

 一方で、C群に関しては販売上の課題を検討したり、あるいは仕入れや在庫を減らしたり、思

い切って取り扱いを中止したりすることで、廃棄ロスによる損失を減らす施策が考えられます。 

今回の例ではメニュー全体で比較していますが、「ランチメニュー」だけに注目してみたり、

「サイドメニュー」だけで比較するなど、個々の商品ごとでなく、カテゴリーやメーカー、価格

帯毎に比較することもできます。 

 また、店別に分析・処理を行い、市場データと比較することで、特定店舗の特徴を捉えること

も可能です。さまざまな視点で切り分けることで、より具体的な施策の検討が可能となるでしょ

う。 
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12. 生産やほ場のデータについて 

 
ID-POSデータの分析方法と原因や可能性の究明 
 

12.1 RFM分析 

 「RFM分析」とは、購入ごとに顧客を次の 3つの視点で分けて考える方法です。 

①Recency(いつ購入したか) 

②Frequency（どれくらいの頻度で購入するか） 

③Monetary Value （どのくらい購入したか） 

つまり、顧客ごとに細かな購買行動を見ることができる分析です。 

例えば、商品を買う頻度・1 回の購入で支払う金額の両方が高いなら「優良顧客」のように、

顧客を次の 4つに分類し、顧客のセグメントごとに対策を考えていきます。 

①優良顧客 

②一般顧客 

③見込み顧客 

④潜在顧客 

 

12.2 分析例 

下の表のように RFMそれぞれ（最終購入日、購入頻度、購入金額）にランク 1～3の設定を作

ります。 

 

 RFMすべてがランク 1の顧客は常連の顧客と言えます。この層に対して特別なキャンペーンを

展開することで、更に RFM を上げることができるでしょう。 

 そして常連客の商品購買情報だけを取り出し、更に ABC分析やトレンド分析、バスケット分析

を行うことで、その店舗が本当に求められている施策を見出すことも可能です。 
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 また、Rがランク 2で、Fあるいは Mがランク 1の顧客の来店頻度を上げる、Rがランク 1で

F・Mがランク 2の顧客の売上単価を上げるという施策を検討することも有効です。 

 顧客の個人情報や購入履歴情報との紐づけを行えば、ランクや購買行動により異なるダイレク

トメールを作成する施策もできます。このように、ID-POSの機能を利用し RFM 分析を行うこと

で、更に細かな分析と施策の検討が可能となるでしょう。 

 

12.3 POSデータを参考に分析をやってみましょう。 

 無料公開している POSデータレポートとして全国食品スーパーの POSデータベース、株式会

社 KSP-SP が提供する KSP-POSなどがあります。 

 

①KSP-POS 食品スーパー新商品売れ筋ランキング 

 KSP-POSデータによる、全国食品スーパーの最新新商品売れ筋ランキングレポートを公開し

ています。毎週水曜日更新（2019年第 26 週以降）。菓子/酒類/飲料/アイス・デザート/その

他食品。 

②マーケットトレンドオープンレポート 

 KSP-POSデータから、食品マーケットのトレンドトピックスを毎月公開しています。毎月月

末更新。 

③テーマレポート 

 KSP-POSデータの活用事例として、話題となったトピックスやトレンドを検証します。 

  

https://www.ksp-sp.com/open_data/ranking/2021/
https://www.ksp-sp.com/open_data/topics/
https://www.ksp-sp.com/open_data/theme_report/
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13. システムとデータについて 

 
データを用いての ID-POSデータ分析実習 

 

 この項では、Excelを利用し、分析手法として、「相関」を中心に課題を見つけ、分析を行っ

てみてください。以下に、Excelの CORREL関数を使い相関係数を出す方法を示します。 

 

13.1 Excelの CORREL関数を使い相関係数を出す 

 Excelの「データ分析」アドインから「相関」機能を使い「相関係数」を出しましたが、

Excelの関数でも出すこと可能です。 

関数は、CORREL(コリレーション)関数を使います。 

 

=CORREL(配列 1,配列 2) 

 

「データ分析からの相関係数」と「CORREL関数からの相関係数」は同じ結果となります。 

 ただし、3つ以上のデータ群を比較する時は「データ分析からの相関係数」でしかできない点

に注意が必要です。3つ以上のデータ群を比較する時は、CORREL関数は使用できません。3つ以

上のデータ群を比較する時はデータ分析から相関係数を使用するように覚えておきましょう。

CORREL関数は、指定した二つの配列の関連性の強さを求めます。CORREL関数を使うと、2つの

データのセル範囲を指定するだけで、偏差の 2乗和と共分散の計算を自動で行い、相関係数を返

します。 
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13.2 CORREL関数の使い方 

CORREL関数を使って、ドラッグストアの女性客の数とホッカイロの売上個数の相関係数を表

示してみましょう。 

 相関係数の値は単位を持ちません。2変数の相関の強さを表す客観的な指標です。この値が 1

に近づくほど、両者の相関関係は強いと言えます。反面、0付近の場合、ほとんど相関関係はな

いことになります。また、0よりも小さな値は、-1 に近づくほど負の相関関係が強いと言えま

す。 

 

 CORREL 関数を使うには、直接数式バーに入力するか、 リボンの数式タブにある関数ライブラ

リボタンの統計関数から CORRELを探します。 

 関数の挿入ボタンから CORREL関数を使うには、関数の挿入ボタンをクリックします。表示さ

れた関数の挿入ダイアログの、関数の分類で統計を選択し、関数名で CORRELをクリックしま

す。 
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 関数の引数ダイアログが表示されたら、引数である配列 1には、女性客の人数のデータを入力

します。 

 

 

 配列 2には、ホッカイロの数のデータを入力します。どちらも見出しを含めずに指定します。 

OKをクリックして関数の引数ダイアログを閉じ、シートに戻ります。 
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 相関係数は 0.583となりました。 

結果として、女性客とホッカイロの販売個数には相関があるということがわかりました。  

 

 

 CORREL関数は、簡単に相関係数を求める事ができますが、散布図を挿入して、視覚でも外れ

値等がないか確認してから計算しましょう。 
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14. データを用いた分析実習 1 

 

ID-POSと外部データとの関連付け及び分析 

 
 この項では、Excelを利用し、分析手法として、「相関」を中心に課題を見つけ、分析を行っ

てみてください。以下に、Excelの「データ分析」アドインから「相関」機能を利用する方法を

示します。 

 

14.1 Excelの「データ分析」アドインから「相関」機能 

14.1.1 相関機能の準備 

 最初に、「ファイル」 -「オプション」を選択します。 

 
 

次に、「アドイン」 ⇒「Excelアドイン」を選択し、設定を選択します。 
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最後に、「分析ツール」にチェックを入れ、「OK」を選択します。 

 

すると、メニューのデータに「データ分析」が表示されるようになります。 

 

 

これで相関機能を使う準備はできました。 

14.1.2 対象データの準備 

次に相関を見るための、対象データの準備をしましょう。 

まず、データ分析から相関を選択します。 
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次に、設定を行います。 

 

 

①入力範囲 

 対象となるデータの範囲を選択します。 

②データ方向 

 「列」と「行」を選択できます。 

 今回は「列」を選択します。 

 

③先頭行をラベルとして使用 

 チェックを入れると、結果に名称が表示されます。 

 今回はチェックを入れます。 

 

④出力オプション 

 出力先、新規ワークシート、新規ブックを選択できます。 

 今回は、新規ワークシートを選択します。 

 最後に OK を選択します。 

 結果が新規ワークシートに作成されます。 

 

 

相関係数の値は-1以上 1以下です。 

相関係数が 1に近ければ、正の相関が強く、-1に近づ

けば負の相関が強くなります。0に近ければ無相関で

す。 
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15. データを用いた分析実習 2 

 

課題の発見と提案書の作成 

 

 POSや ID-POSを利用することにより、生産者の方に売上状況を通知することが可能となりま

す。このことによって、生産者の方は売上状況の把握が容易になります。すると、「課題の発

見」ができ、更には提案に至ることもできます。 

 具体的に、POSや ID-POS の利用が品切れによる売上の「機会損失防止」や「過剰出荷防止」

につながり、経営に大きく貢献する例を考えてみましょう。 

まず、POSデータから、生産者の方は容易に出荷量の調整を行えるようになり、何時でも店頭

に新鮮な野菜が並べられる状態を保てます。さらに、出荷調整がスムーズになることにより、よ

り計画的な作付けや収穫調整に分析を落とし込むことができ、作物の品質と栽培作業、環境条

件、あるいは土壌の成分などを紐づけて分析することで、作物の品質を向上させるのに最適な栽

培作業条件が明らかになります。 

そして、これらを植物工場などの制御や作業者への指示の最適化に用いることにより、コスト

の削減や収量の増加、品質の維持・向上などの実現にもつながっていきます。 

あくまでもイメージですが、大量生産大量消費ではなく、工業製品と同様に、農業において

も、天候にまかせた生産から見込み生産、さらには個別受注生産のような考え方でデータを考察

すると把握するべき分析データが見えてくると思います。データは下記等を用意し、実際に試し

てみましょう。また、「相関分析」も行ってみてください。 

 

引用：日経メディアマーケティング株式会社 

https://www.nikkeimm.co.jp/service/detail/id=280 

日経 POS情報 無料トライアル 

①全 2000分類のカテゴリーデータが閲覧可能 

 加工食品、酒類、家庭用品など 2000分類、265万商品の売上情報を収録。自社とは異なる

分野のトレンドをとらえることにより、新商品開発のためのアイデアやヒントとなる情報を

提供します。 

②マーケティングに役立つさまざまな切り口の分析レポート 

 現在の売れ筋商品ランキングのほか、簡単な操作で商品別・メーカー別販売推移などが閲覧

可能です。「日次」、「週次」、「月次」ランキングのほか、競合他社商品とのシェア分析、市場に

おける自社商品のポジショニング、地域比較や ABC ランキングなど豊富なデータメニューを利

用した分析ができます。 

③すべてのデータのダウンロードが可能 

 検索・閲覧のほか、データは CSV、PDFでダウンロード可能（ダウンロード時には別途、従量

料金をいただきます）。 

  



1

データ活用と農業経営 II
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1. 農業・農産物の価値 

 

農業や農産物が持つ価値の考察 

 

1.1 地場野菜はいくら？ 

 一般的な商品の価格は、その商品の持つ価値（≒品質）を表すものです。直売所ではとれたて

の野菜を販売できるため、収穫時の品質が同じであれば市場流通野菜よりも新鮮で、より高い品

質で店頭に並びます。そうすると、本来品質が高い地場野菜は、市場流通品より高く販売できて

もおかしくないはずです。 

 では、なぜ直売所の野菜は安いことが多いのでしょうか。おそらく、売り場の需給のバランス

が崩れてしまうことが原因の一つにあると思います。具体的には、野菜の出荷量が、その適正価

格で販売できる需要量を超えてしまうということです。そして、各農家が自分の野菜を売り切る

ことを優先し、値下げ競争をしてしまう。その結果、安ければ野菜を購入してくれる顧客が増え

ることにはなりますが、それは安価でも出荷した野菜が全部売れればよいという農家にとっては

好ましい状況になります。ところが、自分が育てた野菜の品質に自信があり、その価値に見合う

価格を設定したいという農家にとってはやる気をなくすことになります。 

 実際、短期的には、安い野菜は顧客の支持を得やすく、高い品質でそれなりの価格の野菜より

も売れてしまうのです。すると、高い品質の野菜を作っているという自負のある農家ほど、直売

所を敬遠し、そこへの出荷を控えるようになります。その結果、安いけれど品質もそれなりの野

菜が集まるようになり、価格を重視する顧客ばかりになってしまい、ますます価格競争に拍車が

かかるという悪循環に陥ってしまうことが考えらえます。ここまで極端でなくても、これに近い

ことが直売所では頻繁に起こっています。 

 それでは、このような問題を防ぐためにはどうすればよいのでしょうか。 

 次の例ではどの売り場においても、安売りをせずに品質に見合う適正価格で販売しています。

なぜ、そのようなことが可能になっているのか、見ていきたいと思います。 

 

1.2 販売チャネルを選択できること 

 各農家が自由に価格を付け、好きなだけ野菜を置くことができる委託販売では、当然残った場

合は農家の持ち帰りになります。 

 ところが、ある地場野菜コーナーでは、店舗の一般野菜よりも最低でも 20円は高い価格で販

売しています。葉物など鮮度がはっきり違うものについては 50円以上の差があるものも見受け

られます。しかも、朝には山ほど並ぶ野菜が、夜にはほとんど売り切れてしまいます。なぜ、こ

のようなことができるのでしょうか。ポイントは主に 2つあります。 

① 納品量を調整し、安易な価格調整をしない（販路を増やすことで出荷可能量を増やす）。 

② 価格競争をせずに、品質で競争をする。 
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1.2.1 納品量を調整し、安易な価格調整をしない（販路を増やすことで出荷可能量を増や

す） 

 販売量を把握することで、無理に納品量を増やさずに、適正価格で販売できる量を納品しま

す。売り切れる量も見極めながら納品します。 

 これが可能なのは、それぞれの農家が多様な販路を確保しているためで、販売チャネルを取捨

選択しています。 

 農家が複数の取引先を持ち、状況に合わせて使い分けているのです。その結果、一つの売り場

に依存することはなく、納品量を増やすために価格を調整する必要もありません。 

 

1.2.2 価格競争をせずに、品質で競争をする 

 この地場野菜コーナーでは、価格設定も一般的な直売所とは少し違う特徴があります。各農家

が好きな値段をつける委託の売り場ですが、ここではその日の最初に納品する農家が設定した価

格が基準となり、それより高く販売することはあっても、安く販売することはほとんどありませ

ん。「価格競争はせずに同じ価格で品質競争をする」という共通認識が必要です。 

 その結果、価格競争に陥ることなく品質が高まり、通常品よりも高くても新鮮でおいしいと多

くの顧客から支持される状況が生まれるのです。いずれは、ある品目がたくさん採れる時期には

スーパー側が市場品の入荷を止めて地場野菜だけを並べることに発展し、販路が増加することも

考えられます。 
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2. 消費者の求める価値 

 

価格以上に消費者が求めるもの 

 

 農作物の消費者の多くは、価格重視で値段の安いものを求める傾向があります。そのため、農

作物を低価格で販売する企業や農家が多く、低価格帯で勝負するとどうしても価格競争に巻き込

まれてしまいます。 

 低価格で利益を出すためには多くの農作物を生産・販売しなければなりませんが、規模の小さ

い企業や農家では大企業や大規模農家の大量生産には太刀打ちできません。 

 そこで、価格より品質を優先する客層をターゲットにし、高品質高価格帯の農作物でブランデ

ィングを行うことにより、一定数のファン層を確保することができ、大量生産をせずに少ない販

売数でも利益を出すことが可能となります。特に、知名度の低い企業や規模の小さい農家では、

競合企業と戦うためにはブランディングが重要と言えるでしょう。 

 

2.1 消費動向調査 

 令和 2年 1月、日本政策金融公庫農林水産事業「令和 2年 1月消費者動向調査」として、全国

の 20歳代～70歳代の男女 2000人（男女各 1000人）を対象にインターネットによるアンケート

調査が行われました。 

 

2.1.1 購入時の判断基準 

 食品の主な購入時の判断基準を３つまで選ぶ調査では、いずれの品目も「価格」がトップでし

た。米の 60％台を除き、いずれも 70％台で、特に牛肉、豚肉、卵の畜産物が 74～75％と高くな

っています。 

 2 位は「鮮度」が多く、特に野菜、魚介類が 70％台です。3位は「国産」で、特に米は「国内

産地」が多く、4位は「安全性」で、肉類、野菜、魚介類で多かったです。 

 前回の平成 27 年との比較では、野菜と魚介類の 1 位が「鮮度」から「価格」に変わっていま

す。 

 いずれの品目もその多くが、「価格」を除いて、前回よりは低率になっており、家計の厳しさ

を反映し「背に腹は代えられない」状況にあるとみることができます。 

 また、米に関して年代別にみると、若い世代ほど「価格」で判断しており、「銘柄」「国内産

地」は高齢者世代ほど割合が高くなっています。 

 なお、食品の主な購入場所は全ての品目で「食品スーパー」が最も多く、次いで総合スーパー

でした。 
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2.1.2 食の志向 

現在の食の志向は、昨年度の調査に引き続き、「健康志向」「簡便化志向」「経済性志向」が 3

大志向となりましたが、簡便化志向の上昇と経済性志向の低下により、平成 20年の調査開始以

降初めて「簡便化志向」が「経済性志向」を上回りました。このことから、食の志向は、簡便化

志向が高まる傾向にあると言えます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現在の食の志向（上位）の推移/2つ回答 

現在の食の志向（年代別）：前回値（斜線）との比較 
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回答者（本人）の年齢構成                           （％） 

 20代 30代 40代 50代 60 代 70代 

一人暮らし 21.8 19.7 16.8 13.6 16.8 11.3 

夫婦のみ 4.4 8.5 15.6 15.9 31.7 23.9 

本人+子供+孫 4.8 0.0 4.8 4.8 38.1 47.6 

親+本人+子供 6.6 14.8 31.1 31.1 16.4 0.0 

祖父母+親+本人 43.5 34.8 21.7 0.0 0.0 0.0 

 

 

 

 

 

現在の食の志向（家族構成別） 

「健康志向」「経済性志向」「簡便化志向」の推移 
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2.1.3 国産食品・輸入食品のイメージの変化 

輸入食品の「安全性に問題がある」というイメージは 9半期連続で低下し、安全面のマイナス

イメージは緩和傾向にあります。 

 一方、国産食品は「安全である」という割合が減少し、「どちらともいえない」が増加し、輸

入食品と国産食品の「安全面」に関するイメージの差は縮小傾向にあることが伺えます。 

 価格に対しては、国産食品における「安い」が減り、「どちらともいえない」が増加していま

す。 

 食料品を購入するときや、外食時に国産食品であることを「気にかける」割合は大きな動きは

ありませんでした。 

 また、国産品にこだわらない人は増加し、若い年代ほど輸入食品を購入することへの抵抗感は

少なくなっています。なお、最も購入に抵抗感がない輸入食品は「牛肉」でした。 

 

 

 

 

 

 
 

 

国産食品と輸入食品に対する安全面に関するイメージ 

国産食品と輸入食品に対する価格に関するイメージ 
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食料品を購入するときに国産品かどうかを気にかけるか 

外食するときに国産品かどうかを気にかけるか 
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国産食品の輸入食品に対する価格許容度 

輸入食品を購入することへの抵抗感 
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調査時期：令和 2年 1月 

調査方法：インターネットによるアンケート調査 

調査対象：全国の 20 歳代～70歳代の男女 2000人（男女各 1000人） 

日本政策金融公庫農林水産事業：「令和 2年 1月消費者動向調査」より 

  

購入に抵抗感はない輸入食品（複数回答） 
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3. 生産者と消費者の融合 

 

取り組み事例から学ぶ 

 

3.1. 農業におけるマーケティングのポイントとは？ 

 生産者側にとって、作物に付加価値が付くことは利益につながります。自分で販路を考えた

り、ターゲット（消費者像）を明確にすることにより、自分が作る作物の強みを引き出すことが

できます。例えばフルーツなら糖度や食べやすさにこだわったり、野菜ならよりおいしく食べら

れる食べ方を提案したり、作物に込められた思いや作る過程の背景を消費者に伝えることがマー

ケティング拡大へとつながっていきます。 

 農業マーケティングでは、まずは情報を集めることから始まります。道の駅やスーパーなど、

自分が販売を考えている売り場を実際に見て、そこではどんなものが売れているのかを調べた

り、農業の専門誌やネットを見たりすることで、どのような食のトレンドがあるのかをリサーチ

することが最初の一歩となります。また、他の生産者がどこに注力して実績を上げているのかを

リサーチすることも、作物を作り販売していく上で、どのような強みを活かしていけばよいか考

えるきっかけになります。まずは他の生産者の成功例を知った上で、オリジナリティを見つけて

いくのです。 

 情報を得るための行動力が、マーケティング成功のきっかけになります。自分が何をしたいか

を理解するために、『なぜ』農業をやりたいと思ったのかなど、素直な視点が大事です。 

 この『なぜ』について考え、分からないことは聞くことです。商談会や勉強会などが定期的に

開催されていますので、積極的に参加し、人とかかわり仲間を増やしていくことで自分の方法が

見えてくるはずです。新規就農者の場合は、まずは従来の方法で農業を始めてみてください。そ

こから今までよりもおいしく、よりたくさんの人に食べてもらうにはどうすればいいかを追求す

るのも良いでしょう。  

まずは近くの道の駅へ行ってみたり、地元の農家とのかかわりを持ったり、情報を得るための

行動を起こすことが農業マーケティング成功のきっかけになるようです。 

 生産者にとって農業マーケティングは、リサーチすることはもちろん、農業に対する自分の気

持ちと素直に向き合い、「自分が何をしたいのか」を明確にすることが大切です。 

 大きくマーケティングで成功を収める企業にはある共通していることがあります。それは顧客

に対しての満足度などが一定水準で高いことです。 

 消費者のニーズを理解し、販売を促進していくことが重要になってくることは、間違いないで

しょう。しかし顧客の視点に立ったのみでは、その環境下だけで、マーケティングを完結してし

まい、市場の拡大にはならないと言ったこともよくありますので、何が必要かを一緒に考えてい

きましょう。 
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3.2 マーケティングで成功するには 4P＋4Cが必要 

 先にも述べたように、顧客の満足度だけを考えていても一概に成功とは言えません。そこで考

えておきたいのが、企業側と顧客側の双方の視点です。 

 4P戦略とは製品(Product)、価格(Price)、流通(Place)、販促(Promotion)の頭文字を取って

考えられている戦略のことです。  

4C 戦略とは同様に、顧客価値（Customer Value）、顧客の経費（Cost）、顧客の利便性

（Convenience）、顧客コミニュケーション（Communication）の頭文字を取ったものです。 

4P と 4C の両方をしっかりとすることで、マーケティングで成功することが可能となります。 

 

3.2.1 マーケティングの戦略事例 

 よくこの 4Pと 4Cを上手く成功させた企業の一例として「スターバックス」があります。 

 従来のカフェなどでは、コーヒーを提供するという事だけに、焦点をあてていました。 

 しかし「スターバックス」では、コーヒーを提供するだけでなく、それを購入した顧客同士が

会話をできるような環境作りを心掛けました。また Wi-Fi環境をいち早く整え、作業などもしや

すい場を作った事が多くのユーザーを満足させる事に成功しました。このような環境を「サード

プレイス」として定義しています。 

 比較的に高い値段にも関わらず、このような戦略は広告などの宣伝費用をかけなくても、口コ

ミなどにより広まり、集客効果で結果を出しています。 

 

3.3 マーケティングの戦略事例 

 例えば、福島県の古山果樹園とともに「世界一の桃を作ろう」と取り組んできたプロジェクト

では、暁星（ぎょうせい）という品種に着目しました。 

 果樹園に約 230本ある桃の木のうち 13 本ある暁星の木の中で、特に甘い果実を付ける優れた

3本の木に限定して収穫し販売しました。 

 その結果、糖度や香り、大きさに優れた桃「古山果樹園の暁星」を大ヒットさせました。 

 ほかにも同社は、小玉であるために市場から敬遠されていたリンゴ「こみつ」の香りと蜜の多

さにも着目しました。「究極の蜜入りりんご」と銘打つなど販売及びプロモーションを工夫し、

その取り組みはメディアでも取り上げられ、今では高いリピーター率を誇るまでに市場価値を上

げました。 

 作る過程に工夫を凝らすことでその付加価値を上げ、作物の魅力を消費者に知ってもらうこと

も、マーケティングにおいて重要なポイントです。 
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4. ブランディング 

 

ブランド形成に求められるもの 

 

 鮮度も品質もデザインもほとんど同じなのに、A 社のブランド商品は 200円で売ることができ

るのに対し、B社の商品は 100円でしか売れないことがあります。 

 このように、ブランドには圧倒的な「稼ぐ力」がありますので、企業にとってブランディング

は、商品やサービスの作り込みと同じくらい重要となります。 

 しかし、ブランディング業務に携わっている人なら分かると思いますが「ブランドを作りあげ

る」という目標は雲をつかむようなもので、とらえどころがありません。 

 なぜでしょうか、そして、どうしたらいいのでしょうか。 

 ブランディングの定義で最も有名なのは、アメリカの経済学者ケビン・レーン・ケラー氏の次

の文章です。 

 「ブランディングは精神的な構造を創り出すこと、消費者が意思決定を単純化できるように、

製品・サービスについての知識を整理すること」 

 ブランディングの仕事が、とらえどころがないように感じるのは、「精神」や「意思」にアプ

ローチしなければならないからです。つまり、ブランディングは、消費者の「心」を扱う作業な

のです。 

 

4.1 ブランディングにおけるメリット 

 農産物のブランディングには、価格競争に巻き込まれにくくなるだけでなく、他にも以下のメ

リットがあります。 

● 競合との差別化ができる。 

● 逆営業をかけられる。 

● 後継者が見つかりやすくなる。 

ブランディングがなぜ重要視されているのか理解し、ブランディングへの取り組みのモチベー

ションを高めましょう。 

 

4.1.1 競合との差別化 

 ブランディングをすることで、競合と差別化を図ることができます。商売をする以上は、競合

よりも少しでも多くの商品を売る必要があるため、ブランド力を高めて商品のファンを獲得する

ことが求められます。ファンがつけば販売数が安定するようになり、長期的に売り上げが期待で

きるでしょう。 

 

4.1.2 逆営業をかけられる 

 ブランディングに成功し認知度が広まれば、自分から営業をかけなくても商品を取り扱っても

らえるようになります。取引先を見つけるのに苦労することが多い業界ですが、ブランド力が高

まれば、先方から取引を持ち掛けれられることが増えます。 
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 ブランディングによって、消費者だけでなく取引先への影響も大きくなることが期待できま

す。 

 

4.1.3 後継者が見つかりやすくなる 

 知名度が高まれば労働力を維持できるようになり、後継者を見つけやすくなります。農業全体

で後継者不足に悩まされており、黒字倒産をする会社や引退する農家も多い業界です。 

 しかし、ブランディングによって注目度が高まれば、労働力も集まりやすくなり、後継者不足

を解消できる可能性が高くなります。自分の世代で終わらせたくない人は、会社や商品の知名度

を上げて労働力の確保に努めましょう。 

 

4.2 農業のブランディングで押さえるべき項目 

 ブランディングの前にまずは何を押さえておくべきなのか知っておくことが大事です。 

 ここでは、ブランディングで押さえておくべき項目を紹介します。 

⚫ 品質保証。 

⚫ 地域性。 

⚫ パッケージ。...等 

 

4.2.1 品質保証 

 品質にこだわる客層をターゲットにするには、品質を保証する名称やマークをつけましょう。

農作物への信頼度を高めるために、客観的に品質を判断する機関から評価をもらうと効果的で

す。 

 例えば、有機 JASマークなど客観的な品質基準で承認された印をつけることで、消費者は安心

して購入することができます。 

 客観的な意見は購入決断のヒントになりやすいので、品質を保証してくれる機関に登録をしま

しょう。 

 

4.2.2 地域性 

 どこの産地で採れたものなのか確認する消費者は多いため、産地は記載した方が良いでしょ

う。 

 特に、特定の地域や気候でしか生産できないものや伝統的なものは、消費者の興味を引きやす

くなります。 

 美味しさも重要ですが、産地を強調して多くの消費者に手に取ってもらえるようにしましょ

う。 

 

4.2.3 パッケージ 

 消費者に気持ちよく手に取ってもらえるように、パッケージにもこだわりましょう。ブランデ

ィングでは良い農作物を作るだけでなく、良い状態で消費者に届けることも重要です。 
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 農作物が美味しく見えるように水洗いをしたり、形が変形しないように丁寧にラッピングした

りして、農作物の状態を良好に保ちましょう。また、生産者の方がどんな方なのかわかるように

するのも一つの方法です。 

 

4.2.4 農作物の魅力をアピールする 

 農作物の品質を重視する消費者をターゲットにするので、価格以外の点でアピールする必要が

あります。 

 例えば、安全性（有機栽培をしているなど）や希少性（特定の地域でしか栽培されていないな

ど）、伝統野菜（文化的に伝統として受け継がれているなど）を売り文句にすることで、消費者

は安心して農作物を購入でき、生産者は農作物に対して消費者の注目を集めることが可能です。 

 ブランディングにおいて消費者に認知されることが重要なので、農作物の魅力を前面に出し

て、他の農作物との差別化を図りましょう。 

 

4.2.5 消費者目線で PRする 

 消費者から信用を勝ち取らなければ、農作物の価値は高まりません。消費者に利用してもらわ

なければ評価をもらうことができないので、購買率を高めるために、消費者が購入したくなるよ

うに PRすることが求められます。 

 PR方法では動画を活用すると効果的に伝えることができます。実際のレシピをわかりやすく

紹介したり、生産者の声などを多く伝えることができるため、消費者にとってのメリットも付加

させることができます。 

 また、動画までの導線としてはパッケージを印刷するときに QR コードを印刷すると、動画の

広告に関わる追加の費用を抑えることができます。また、動画についてもスマートフォン一つあ

れば撮影から編集、アップロードまでできるため、動画は比較的簡単に導入することができま

す。 

 

4.2.6 流通チャネルを広げる 

 直売所や道の駅、スーパーなど直接消費者に販売するだけでなく、オンラインで全国の消費者

に販売できる体制にすることがポイントです。消費者は Webサイトを通して、農作物のこだわり

や魅力などの情報を得た上で購入するか検討

できるので、無駄な買い物を防ぐことができ

ます。 

 一方、生産者はニーズが一致した消費者に

販売できるので、高評価を得やすくなりま

す。SNSで拡散しコミュニティを形成すれば、

ファン層の獲得につながりますので、インタ

ーネットを使った流通チャネルを中心に広げ

ていきましょう。 
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4.2.7 「希少価値」だけが重要なのではない 

 消費者が渇望するブランドには、価格が高く希少なものという特徴があります。 

 その一方で、消費者は希少性とは真逆の「みんなが持っているからほしい」という気持ちも持

っています。価格が安く広く普及しているブランドには、消費者に「仲間外れにならない」とい

う安心感を与えることができるのです。 

 つまりブランディングに取り組む企業が注視すべき点は、「価格の高さと希少性」でも「価格

の安さと普及具合」でもなく、消費者の価値ということになります。 

 

4.2.8 識別性の高さ 

 消費者は「識別性の高さ」に価値を見い出すことがあります。消費者は識別しやすいものが好

きなのです。 

 「手軽に安価に牛肉とパンが食べたい」と考える人が、「ハンバーガーを食べたい」と考える

人と「マクドナルドに行きたい」と考える人に分かれるのはなぜでしょうか。 

 前者は、牛肉のミンチがパンにはさまれた状態の食べ物であれば、手を汚さず数分以内に食べ

切ることができることに価値を見い出している人です。 

 後者は、マクドナルドの商品構成や価格帯、店の雰囲気に価値を見い出しているわけです。 

 つまり、後者と思った人を取り込むことができているマクドナルドは、識別性を高めることに

成功していると言えます。 

 

4.2.9 固定概念 

 「格好いいスマホといえば」。 

 突然このような質問をされても、即座に「iPhone」と答えることができるのではないでしょう

か。  

 これは、ブランドが消費者の固定概念の形成に成功した例です。もちろん他にも選択肢はあり

ますが、多くの消費者は異論を唱えないでしょう。 

 固定概念の強化というブランディングに成功した製品は、「とりあえず外れないものを買いた

い」という消費者を取り込むことができます。 

  では、次の質問はいかがでしょうか。 

「こってり味のカップ麺といえば」「ワンルームのアパート向きのテレビといえば」 

 恐らくすぐには答えが出ないのではないでしょうか。カップ麺メーカーとテレビメーカーは、

固定概念強化のブランディングに成功していないということになります。 

 

4.3 ブランディングに失敗するとどうなるのか？ 

 ブランディングはお金が掛かる上に簡単ではないので、企業の経営者の中には「ブランディン

グは虚像を追いかけるようなもので我が社の本業ではない」と考える人もいます。 

 しかしブランディングに失敗した企業や、ブランディングをあきらめた企業は、価格競争とい

う負のスパイラルに巻き込まれてしまいます。  

 「ブランディングに成功 ＝ 高価格で売れる ＝ 原価率が低くなる ＝ 利益性が良くな

る」という公式が成り立つとすれば、 
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「ブランディングに失敗 ＝ 価格競争に陥って安値で売る ＝ 原価率が高くなる ＝ 利益

が小さくなる」ということでもあります。 

 しかも消費者は、値下げした商品に対して「安物」という悪いイメージを持ちます。 

 つまり、ブランディングの失敗は、さらなるブランディングの失敗を呼ぶのです。 

 

4.4 ブランディングの手順 

4.4.1 アイデンティティは 3ステップで確立させる 

 ブランドは、時間とお金をかければいつか完成する、というものではありません。戦略を練り

計画的に作業を進めることでしか成長しません。 

 ブランディングとは、自社の製品とサービスという「子供」を育てていくようなものです。 

 

第 1 ステップ 

（経営者レベル） 

アイデンティティ

を構築する 

社内で「理念」を作り、「必ずこれを行う」「絶

対これはしない」という社内ルールを定める。 

第 2 ステップ 

（社内レベル） 

アイデンティティ

を見える化する 

マニュアル化、社内広報、社内勉強会などを通

じて、構築したアイデンティティを全社員に伝

える。 

第 3 ステップ 

（消費者への浸透） 

アイデンティティ

を発信する 

テレビ CM・マスコミ取材・ホームページ・SNS

などを通じてターゲットとなる顧客と市場に届

ける。 

 

4.4.2 顧客層と市場での位置を決める 

 ブランディングに取り組む企業が最初に行うべきことは、顧客層の設定と市場での位置決めで

す。つまり企業の主戦場を定めることからブランディングが始まるのです。 

 ターゲットとなる顧客層が決まらないと、広告や広報のテイストが決まりません。また、自社

の強みと弱みを分析した上で、市場における現在の位置を把握し、より高い地位を得るための

「強みの強化策」と「弱みの解消策」を練ることになります。 

 

4.4.3 アイデンティティを構築する 

 アイデンティティを構築する作業は、コンセプト作りよりも入念に行う必要があります。製品

コンセプトは後から変更できますが、ブランド・アイデンティティを変更することはできませ

ん。 

 「変更できない」というより、どうしてもブランド・アイデンティティを変更しなければなら

ない事態は、そのブランドの消失を意味します。 

 ブランド・アイデンティティ構築の具体的な作業は、「理念」という文章を作成したり、「必ず

これを行う」「絶対にこれはしない」という社内ルールを定めたりすることです。 
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4.4.4 アイデンティティの見える化 

 アイデンティティの構築は経営陣や幹部社員が行いますが、この段階ではまだ全社員に浸透し

ていません。そこで、マニュアル作りや社内広報、社内勉強会などを通じて、アイデンティティ

の見える化に取り組まなければなりません。 

 

4.4.5 情報発信 

 ブランディング作業はいよいよ、消費者の頭と心に訴える作業に入ります。 

 マスコミ取材、ホームページ、SNS、キャラクター作りなど、ブランドを伝える媒体や方法は

たくさんあります。しかし媒体の選択を誤ると、ブランド作りが台無しになります。 

 そこで重要になるのが、ターゲットとなる顧客層と目標とする市場での位置付けです。「その

顧客層」「その市場」に届く媒体を探さなければなりません。 

 ブランディングでは、情報発信する情報の中身はもちろんのこと、情報発信の方法まで気を配

らなければならないということです。 

 

4.4.6 時間に惑わされないようにする 

 ブランド化の成功に要する時間は、そのときの経済情勢や流行などによりまちまちです。 

 たまたま流行の波に乗れば、想定より早く世間に価値の高いブランドとして認知してもらえま

すが、短命で終わる可能性もあります。 

 また、製品の発売当初はまったく売れなくても、長年地道に作り込んでいくうちに、突然

「火」が付くこともあります。 

 

4.4.7 チャレンジ精神が必要 

 ブランドを築き上げるには、これまで世の中になかったものを作る必要があります。ときに周

囲から「そんなものは絶対に売れない」と言われても、多額の投資をして作り上げなければなら

ないこともあります。 

 このようなチャレンジ精神は、良いものを作るために欠かせないばかりか、ブランドの意味付

けや物語性にも関わってきます。 

 最後に、おいしいもの、美しいもの、格好いいもの、コスパに優れたもの等が、次々と消えて

いきました。なぜ「良いもの」が消えてなくなったのかというと、消費者はすぐに飽きてしまう

からです。 

 「ブランド」という言葉を調べていくと、すぐに「ロイヤリティ（忠誠心）」という言葉に出

会うと思います。ブランディングとは、その製品やサービスに忠誠を誓う消費者を獲得すること

に他なりません。 

 具体的に以下のフレームワーク等を用いて考えてみると良いでしょう。 

①ブランド・レゾナンス・ピラミッド 

②ビジネスモデル・キャンバス 

③バリュー・プロポジション・キャンバス 
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5. 価値を伝える手法 

 

価値の効果的な宣伝・販売方法 

 

5.1 効果的な宣伝とは 

 企業にとって最も大切なことは、「顧客を惹きつける」ということです。 

 闇雲に顧客を集めるだけではなく、その先にリピーターになってもらい、自社の魅力が伝わっ

て自然とブランドが確立されるという状態に持っていくためには、何をすべきかを考えていく必

要があるでしょう。 

 本質的な意味においての集客とは、顧客を集め、リピーターを増やし、自社のブランディング

を行うという３つの要素が揃って初めて成功と言えます。だからこそ短期的な集客ではなく、長

いスパンで考えていく必要があります。 

 すぐに購入してくれる顧客だけではなく、口コミや評判を聞いてから購入に至る見込み客をど

れだけ大事にできるかにかかっていると言っても過言ではありません。 

 では、どのような手法を利用すれば良いでしょうか？例えば、年配の女性向けであれば、SNS

を利用するよりはお得なクーポンのついたチラシの方が効果があるかもしれませんが、若者が対

象であれば、おしゃれなインスタグラムで拡散させる方が惹きつけられる可能性が高いでしょ

う。 

 

5.2 集客方法 

①折り込みチラシ 

 新聞に折り込まれるチラシは、古典的な方法ですが家電量販店や衣類など、地域の家庭が日常

的に使うものなどに向いています。 

 制作する際はデザインやキャッチフレーズなど目に留まるための工夫が必要です。 

 細かい点に気を配ることで、より問い合わせの確率がアップすることになります。 

 

②ポスティング 

 お店の宣伝やリフォーム・ハウスクリーニングなど狭いエリアを対象に集客するにはチラシの

ポスティングが効果的です。 

 家族層などを狙うなら集合住宅を攻めるなど、ターゲット層に合わせたエリア選択も欠かせま

せん。 

 

③ダイレクトメール 

 郵送で配布するため、対象者に確実に届く方法です。 

 しかし、ダイレクトメールだとわかると開封してくれない人もいるため、期間限定のオファー

など開けてもらうための工夫は必要です。 

 特に、手書きのダイレクトメールなどは心に響きやすいと言われています。 
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④無料セミナー 

 セミナーを無料で開催し、終了後に商品を紹介します。 

 また、セミナー終了後に名刺交換をして、後日フォローする事も可能です。 

 時流に乗ったセミナーなどは人気を集めやすいので、開催内容を工夫しましょう。回数を重ね

ることで自信も出てきますし、精度も上がってくるはずです。 

 

⑤展示会 

 展示会にブースを出して、自社の商品を見てもらい、来た人の名刺をいただき、商談成立の可

能性に合わせてランク分けをして後日フォローをします。 

 出店するのに費用は掛かってしまいますが、直接話せるので見込み顧客の獲得確率は高いで

す。 

 

⑥テレアポ 

 対象のリストに電話をして商品の宣伝をしますが、未経験者には難しく対面ではないので、そ

の分トークスキルなどが必要になります。 

 スキルを持つスタッフがいるなら自社で行うことも視野に入れるべきですが、そうでないなら

外注先を探すことも検討しましょう。 

 

⑦紹介 

 すでに顧客になってくれている方からの紹介は、相手からの信用度が高く効果の出やすい方法

です。 

 まずは既存顧客の知り合いで紹介していただける方がいないか聞いてみましょう。もしいると

すれば、それはビジネスチャンスです。 

 信頼している方からの紹介であれば、受注率はグンとアップします。 

 

⑧新聞雑誌広告 

 広告費用は高額になる傾向がありますが、年配の方などには効果の高い方法です。信用度も上

がります。 

 特に高齢の方などは購読数も多いので、その層がターゲットであれば検討すべき広集客手段で

す。 

 

⑨看板 

 お店などの場合には街中で目につきやすい看板はとても重要です。パッとみてわかりやすいも

のにする必要があります。 

 手書きのウェルカムボード、電光看板、デジタルサイネージなどの種類があるので自社に適し

た看板を選択しましょう。 
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⑩街頭配布 

 ティッシュ配布、チラシ配布、サンプル配布などがあります。サンプル配布は受け取る人の確

率が格段に上がるので、コストは掛かりますが効果はあります。 

 コンタクトレンズの販売や、居酒屋などの飲食店でよく用いられる手段です。 

 

⑪プレスリリース 

 新聞社などに自社の商品発売の情報などを送り、取材してもらう方法です。 

 取材してもらえるかどうかは確実ではなく、記者の目に留まるプレスリリースを打つ工夫が必

要ですが、実際に取材してもらえると格段に信用度と宣伝効果が上がります。 

 その代わりサービスや商品も取材する価値のあるものにしなくては意味がありません。 

 それなりに自信のあるサービスのみに用いるべきでしょう。 

 

⑫地域の集客イベント 

 地域を巻き込んだイベントで自社を宣伝する方法です。 

 複数のお店を回るなど、相互送客を意識したイベントにすると、参加者も楽しめ、地域全体の

活気にもつながります。 

 スタンプラリーやはしご酒などが例にあげられます。イベント当日の売り上げアップはもちろ

んですが、認知度を高めてリピートにつなげる取り組みが重要です。 

 

⑬ホームページ 

 ホームぺージを持っていることが当たり前の時代になっているので、競合に打ち勝つホームぺ

ージにしていくことが重要です。競合との差別化ポイントをわかりやすくホームページ上で紹介

しましょう。 

 また、ホームページを作っただけでは、アクセス数も増えないため、SEOを意識し、検索エン

ジンで上位表示されるような工夫や SNSを利用したクロスメディア戦略などが重要になってきま

す。 

 

⑭動画 

 近年、スマートフォンで YouTubeや SNSの動画を手軽に閲覧できる環境が整ってきたこともあ

り、動画は有効なマーケティング手法になります。 

 人間は静止画よりも動くものに目がいきやすい習性があります。また、文字よりも伝えられる

情報量が多く、記憶に残りやすい点もメリットになります。 

 

⑮SNS 

 フェイスブック、インスタグラム、ツイッターといった SNSはうまく使うと情報を広く拡散す

ることができます。 

 宣伝文句だけではなく、顧客を楽しませるために内容を充実させることも重要になってきま

す。 
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 SNSの活用は集客への近道なので、自分のお店や会社にあったものを選んでスタートするとよ

いでしょう。 

 

⑯メルマガ 

 登録者に定期的に送るメルマガは、読んでもらうために読者に役立つ内容が毎回盛り込まれて

いることも重要なポイントです。 

 開封率を意識したタイトル付けをするなどの工夫も合わせて必要になります。 

 

⑰リスティング広告 

 Googleや Yahooなどに広告を掲載し、そのクリック数に応じて費用が発生します。 

 審査が通った後は、すぐに検索結果に表示されるため、比較的早く効果検証が行えます。 

 キーワードによっては高額になるので注意が必要です。 

 

⑱オウンドメディア 

 SEO対策を駆使した自社のブログなどで継続的に高いアクセスを集められる方法です。 

 効果が出るまでには長期的な視点が必要です。 

 

5.3 集客ツール 

①Facebookページ 

 お店や会社の Facebookページを作成できます。Facebook は実名制なので炎上リスクも少ない

特徴もあります。定期的な投稿でフォロワーのタイムラインに情報を流すことができます。 

 

②Twitter 

 リアルタイムでのお知らせに有効で、利用者数が多いので、拡散力が高いです。Twitterもそ

うですが、SNSは広告による拡散も可能なので活用の幅は非常に広いと言えるでしょう。 

 

③Instagram 

 Instagramは女性や若い方に中心の SNSです。インスタ映えという言葉も大きなブームになり

ました。 

 綺麗な写真やタグ付けで、見知らぬ人にも見てもらえる可能性が高いです。 

 

④LINE@ 

 利用率が一番高い SNSは、実は日本では圧倒的に LINEです。 

企業用の LINEアカウントを作る LINE＠など集客サービスは充実しています。メルマガ代わりに

使え、利用者が多いため顧客にも気軽に使ってもらえます。 

 

⑤LinkedIn 

 ビジネス特化型の SNSです。海外ではかなり広まっているため、海外がターゲットになる場合

は自社ブランディングの一環として「会社ページ」を充実させましょう。  
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⑥YouTube 

 動画サイトとしては最大規模になります。動画をアップするならまずは YouTube チャンネルを

作成するのがおすすめです。 

 

⑦Tumblr 

 海外で人気の SNSで写真や音声などをアップできるため、ビジュアル面を重視する商品に向い

ています。各種 SNSはターゲット層に合わせて使い分けることも重要です。 

 

⑧ランディングページ 

ランディングページは、入口となったページ(一番最初にアクセスしたページ)という意味があ

ります。顧客が商品の購入やサービスの問い合わせをしやすいように個別でページを制作すると

良いでしょう。リスティング広告や SNS広告などと組み合わせて利用すると効果的です。 

 

⑨Web解析ツール 

Web 集客の膨大なデータを分析し、次の広告戦略に活かすためのツールです。Googleアナリテ

ィクスなどが有名なツールです。ホームぺージ導入をしているなら、まずは無料版からでいいの

で、すぐに始めるべきでしょう。 
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6. 顧客との関係構築 

 

顧客満足度向上と顧客離れ防止 

 

6.1 顧客満足度 

 売り上げや利益をアップさせるためには顧客満足度の向上は欠かせません。顧客満足度が高ま

れば、リピーターや口コミによる新規顧客の増加が期待できます。しかし、顧客満足度を高める

ためには「具体的に何をすればよいのか」という「課題を見つける」ことが必要です。 

今回は顧客満足度を高めるための課題の見つけ方や、効果的に顧客満足度を高める方法につい

て紹介します。 

 

6.1.1 顧客満足度(CS)とは？ 

 顧客満足度とは、商品やサービスに対してユーザーがどれくらい満足しているかを調査して数

値化したものです。英語の「Customer Satisfaction」の頭文字を取って「CS」と呼ばれること

もあります。 

 高度経済成長期には、営業の人員を増やして顧客を開拓し、規模とシェアを拡大する手法が一

般的でした。  

しかし、消費社会が成熟した今では、生産者や売り手が主導する過去の成功モデルは通用しな

くなっています。 

 また、ユーザーからするとどの企業の商品も似たり寄ったりで、品質や価格だけでは競合他社

と差別化するのが難しいのが現実でしょう。 

 そこで注目されるのが顧客満足度です。ユーザーのニーズやウォンツを的確に捉え、それをい

かに満足させるかという新たな評価軸で商品やサービス、マーケティングを見直そうというもの

です。しかし、顧客満足度を高めたからといって必ず売り上げが上がるわけではありません。そ

こで顧客満足度と合わせて、より売り上げや収益に直結する「推奨度」や「再購入意向」などの

指標も活用されるようになっています。 

 

6.1.2 顧客満足度調査のアンケートの作り方 

 顧客満足度調査のためのアンケートを作る際には「満足度を測るための指標」と「満足度を左

右させる要素」の 2つについての質問項目を用意することがポイントになります。満足度を測る

ための指標を導き出す質問として、まず商品やサービスに対してどの程度満足しているかを調査

するための質問を行います。たとえば、「大変満足」「やや満足」「どちらともいえない」「やや不

満」「大変不満」の 5段階で満足度を評価してもらうような方法です。  

 満足度を左右させる要素についての質問は、どんな要素が満足度に大きく影響しているのかを

調査し、その理由を探るために行ないます。たとえば、商品を他の人に奨めたいかという質問を

して、推奨度を 0～10点の 11段階で評価してもらいます。そのうえで、「上記の質問に答える際

に次の項目はどの程度影響しましたか」として、商品の「価格」「デザイン」「機能」「アフター
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サービス」などの項目について「大変プラスに影響した」～「大変マイナスに影響した」の 5段

階や 7段階で評価してもらう方法です。 

 この調査によって顧客満足度を上げるためには、どの要素に力を入れるべきかという課題が明

確になります。 

 

 

 

6.1.3 満足度を計測するための指標 

 顧客満足度を計測するための代表的な指標としては次のものが挙げられます。 

まず、商品やサービスを利用した後に総合的な顧客満足度を判断する「総合的な満足度」があり

ます。同じ商品やサービスであっても、利用するタイミングや条件によって満足度は違ってきま

す。そのため、何度か利用したうえでの満足度を総合的に調査することが重要です。 

 次に、どれくらいの愛着や信頼があるか顧客ロイヤリティを数値化する指標が「NPS®(ネット

プロモータースコア)」です。多くの場合、「商品やサービスを他の人に奨めたいか」という質問

によって調査が行われます。NPS®は売り上げや収益性に直結しますので、重要な指標となりま

す。 

 3 つ目の指標として、「また購入したい」「また利用したい」という意向を数値化した「再購入

/再利用意向」があります。既存顧客のリピート率が高まれば収益率は大きくアップします。4

つ目の指標として「継続意向」などの指標があります。リピート性の高い商品やサービスであれ

ば、顧客の継続意向が重要になります。顧客離れを防ぎ、継続率を高めることができれば、利益

体質に変えることが可能です。 
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6.1.4 満足度に影響を与えうる項目 

 顧客満足度を高めるためには、具体的に何をすべきかという課題を明確にしなければなりませ

ん。そのためには、商品やサービスを利用するさまざまな場面で顧客体験を洗い出し、満足度の

指標に対してどの項目が影響しているか可視化するのが効果的です。 

 ある老舗高級ホテルでは、満足度に影響している項目を可視化するためにカスタマージャーニ

ーマップ(以下 CJM)を作成しました。 

 CJMでは、まず「ホテルを認知してから予約するまでの体験」「予約からホテルまでの体験」

「ホテル滞在期間の体験」「アフターフォロー」と大きく 4つの項目を設定しました。 

 さらに、認知から予約までの体験には「TVCMや雑誌、ネットなどの広告」「比較サイトでの評

価」「友人からの口コミ」、予約からホテルまでの体験には「予約はスムーズにできたか」「交通

機関の利便性」、ホテル滞在期間の体験には「チェックイン」「施設」「客室」「食事」、アフター

フォローとしては「お礼 DM」「キャンペーン紹介」とさらに細かな項目を設定したのです。 

  

 

 

 そのうえでアンケート調査を行い、各項目が NPS®にどの程度影響を与えているのかを青線、

各項目に対する現在の顧客の NPS®の評価を赤線で示しました。その結果、赤線と青線のギャッ

プが大きい項目が NPS®に強い影響力があるにも関わらず、現状の評価が低いことが視覚化さ

れ、優先度の高い課題が明確になったのです。 
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6.2 顧客離れ防止 

6.2.1 顧客が自社から離れていく原因を知ることが一番大事 

 電話しても毎回電話には出ないし、折り返しが無い。店舗に足を運んでも挨拶も無ければ、誰

も対応をしてくれない。 

 顧客が離れていく原因は多種多様ですが、店舗運営・スタッフによる原因がほとんどです。上

司・先輩・部下・同僚・本部・支店など一緒に頑張っている仲間だからこそ遠慮してしまう事も

ありますが、顧客との関係・職場環境・売上向上のためにも、しっかりと原因を追及し改善する

ことが大切です。 

 

6.2.2 改善案を継続できるように運用ガイドラインを作成 

 その場しのぎの改善案を実施しても、一過性の対策では解決することはできません。 

 既存スタッフが同じことを繰り返さないようにするのは勿論のこと、新人スタッフが入社して

も教育の段階で顧客離れの原因を教え、対策がとれるようにしておかなければなりません。その

ためにもしっかりと原因を究明し、防止策を立て、それを継続できるように運用ガイドラインを

作成する必要があります。 
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7. 立地と流通  

 

立地条件と流通機能の役割 

 

7.1 立地 

 立地条件と流通機能の役割では、農業立地論から離れることはできません。また、時代と共に

輸送技術や交通網が発達する社会では、理論の基礎となる前提条件に変化が生じます。そのた

め、従来の農業立地論と、現代社会における農業立地論について、以下のとおりウィキペディア

からの引用で紹介します。 

 

7.1.1 農業立地論 

 農業立地論（のうぎょうりっちろん）は、利益を最大化するためにはどの場所で農業を展開さ

せるべきか考察した経済地理学の理論の 1つである。現代でも著名な古典的な研究としてチュー

ネンの『農業と国民経済に関する孤立国』が挙げられる。 

出典: フリー百科事典『ウィキペディア（Wikipedia）』 

 

7.1.2 現代社会での農業立地論 

 現代では、輸送技術や交通網の発展により農産物の鮮度を保ったまま遠隔地まで輸送できるよ

うになり、産地間での競争が激しくなっているため、チューネン圏で農業立地を考察することは

困難である。しかし、古典的な農業立地論を修正することで現実社会への適用を可能とさせ、農

業生産の方向性を検討するための手段として農業立地論を活用することができる。 

 また、チューネン理論は都市内部土地利用理論の形で、都市の内部構造の分析に応用すること

ができる。地代付け値曲線を考え、それぞれの地域で、地代が最大になる土地利用が主となり、

土地利用が同心円状になるとされる。 

 また、チューネンモデルをフードシステム（英語版）の基礎理論として考えられる場合もあ

る。チューネンモデルは自然環境、農業政策、国際貿易の影響を考慮しないモデルであり生産、

流通、消費だけを考えているが、この部分はフードシステムの核心の部分と一致している。 

出典: フリー百科事典『ウィキペディア（Wikipedia）』 

 

7.2 流通 

 従来、日本の農産物流通は、農家から出荷された農産物は消費者に届くまでに卸売市場を経由

するという、市場流通システムが主流でした。これは、大量生産・大量販売方式に基づいた流通

システムであり、その根底には、「生産した農産物を販売する」ことを重視した生産者主導・販

売主導の考え方が存在していました。 

 しかし、生産者主導・販売主導とは言うものの、販売利益が生産者の所得向上に直結しないこ

ともありました。そのような状況の中で、卸売市場流通に代わるさまざまな流通システムが台頭

するようになりました。 

  

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%B5%8C%E6%B8%88%E5%9C%B0%E7%90%86%E5%AD%A6
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%A8%E3%83%8F%E3%83%B3%E3%83%BB%E3%83%8F%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%AA%E3%83%92%E3%83%BB%E3%83%95%E3%82%A9%E3%83%B3%E3%83%BB%E3%83%81%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%83%8D%E3%83%B3
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%A8%E3%83%8F%E3%83%B3%E3%83%BB%E3%83%8F%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%AA%E3%83%92%E3%83%BB%E3%83%95%E3%82%A9%E3%83%B3%E3%83%BB%E3%83%81%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%83%8D%E3%83%B3
https://ja.wikipedia.org/w/index.php?title=%E9%83%BD%E5%B8%82%E5%86%85%E9%83%A8%E5%9C%9F%E5%9C%B0%E5%88%A9%E7%94%A8%E7%90%86%E8%AB%96&action=edit&redlink=1
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9C%B0%E4%BB%A3%E4%BB%98%E3%81%91%E5%80%A4%E6%9B%B2%E7%B7%9A
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9C%B0%E4%BB%A3
https://ja.wikipedia.org/w/index.php?title=%E3%83%95%E3%83%BC%E3%83%89%E3%82%B7%E3%82%B9%E3%83%86%E3%83%A0&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/wiki/Food_system
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%87%AA%E7%84%B6%E7%92%B0%E5%A2%83
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%BE%B2%E6%A5%AD%E6%94%BF%E7%AD%96
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9B%BD%E9%9A%9B%E8%B2%BF%E6%98%93
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%94%9F%E7%94%A3
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B5%81%E9%80%9A
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B6%88%E8%B2%BB
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例えば、 

⚫ 産直：収穫した農産物を産地の直売所で販売する。 

⚫ 予約相対（あいたい）取引：卸売業者と買い手が予め締結した契約に基づき行う取引。 

地域の農産物の集・出荷機能を担う農業協同組合等が量販店や生協等に直接出荷する。 

⚫ 電子取引：インターネット上で生産者と消費者が直接取引を行う。 

などがあげられます。  

 これらの流通システムでは、卸売市場を介さないため、流通に伴うコスト（物流コスト、輸送

コスト等）が削減され、生産者の手取り収入が増加することになります。 

 また、産直システムでは、消費者との対面販売であるため、生産者は、商品に関する消費者か

らの反応を直接得ることができ、消費者のニーズに合致した農産物生産に取り組むことができま

す。 

近年、日本の農産物流通システムの変化や同システムにおける IT の活用は著しいものがあり

ます。 

 

7.2.1 日本の農産物流通の多様化 

 従来、日本の農産物流通システムにおいては、生産者から集荷した農産物を農協が卸売市場に

出荷するという流通形態が主流でした。 

 ところが、近年になって、消

費者ニーズの変化、量販店のマ

ーケティング戦略の多様化、情

報化、集・出荷団体（農協な

ど）の大型化などに伴い、農産

物流通の形態が多様化しつつあ

ります。本章では、日本の従来

型の流通形態である卸売市場流

通の他に、新たな流通形態とし

て注目を集めている産地直売所

販売（産直）、予約相対（あいた

い）取引、電子取引について詳

述します。 

 

①卸売市場流通 

 卸売市場とは、青果物（野菜と果実）、水産物、食肉、花卉などの生鮮食品の卸売を目的に

「卸売市場法」に基づいて開設された市場であり、漬物などの加工食品も取扱っています。  

 卸売市場には、中央卸売市場、地方卸売市場、その他卸売市場があります。2019年 3月現

在、中央卸売市場の数は 64で、地方卸売市場の数は 1,025ですが、年間取扱金額に占める中央

卸売市場の割合は約 56％であり、卸売市場流通において中央卸売市場が大きな役割を果たして

いると言えます。 

生産者 

集荷・出荷センター（農業協同組合：JA） 

中央卸売市場 

地方・その他卸売市場 中間業者 量販店 

小売店 

消費者 

農産物流通システム 
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 しかし、近年、生鮮食品の卸売市場経由率が減少しています。青果物（野菜・果実）を例にと

ると、1985年には、87％を占めていた野菜の卸売市場経由率は、2017年には 64％に、同期間に

果実は 81％から 38％にまで減少しています。 

 卸売市場経由率が減少しつつある理由としては、消費者ニーズの変化や情報技術が発達してき

たことがあげられます。 

 市場外流通にシフトしている結果、卸売流通が減少しているものと推測されます。 

 

②直売型（市場外）流通 

 日本の農産物流通においては、依然として卸売市場経由が主流を占めていますが、卸売市場経

由率が減少しつつあります。 

 ここで新たに台頭してきた市場外流通システムについてみていきます。 

 

（1）産地直売所販売（産直） 

 域内流通の促進、農村の活性化、都市と農村の交流などを目的に、近年日本では農産物の産地

直売所（以下、直売所）が急増しています。 

 産地直売所販売のメリットとしては、 

 第一に、生産者の収入の増加があげられます。卸売市場流通とは異なり、直売所で農産物を販

売する場合には、生産者が直接、農産物を直売所に持っていくので、流通における仲介層数が削

減されます。 

 したがって、仲介手数料、輸送費、パッケージングコスト等が大幅に削減されるため、生産者

の手取り収入は増加し、かつ消費者には、市場価格よりも廉価で新鮮な青果物を提供することが

可能となります。 

 第二に、生産者が自分で商品に価格をつけることができるので、自分で売上を把握することが

でき、生産・出荷計画を立てやすくなります。 

 第三に、直売所では、消費者との直接交流が可能であるため、消費者のニーズを把握すること

ができ、それを生産・出荷計画に反映させることもできます。 

 このように、直売所販売には、生産者と消費者の双方にメリットがあります。 

 

生産者 消費者 

・中間コスト削減→収入の増加 

・規格外商品の出荷可能→ロスの減少 

・価格決定→売上把握→生産・出荷計画 

・消費者との交流→消費者ニーズの把握 

・廉価な農産物→家計の節約 

・新鮮で安全な農産物の購入 

・生産者との交流→消費者ニーズの伝達 

 

 直売所には、陳列スペースが限られているために、生産者が大量出荷できないというデメリッ

トもあります。しかし、直売所は、小規模生産者の出荷先としてのみ存在しているのではなく、

大規模生産者が市場規格外商品を直売所に出荷することもできるので、農産物のロスの削減にも

寄与しています。 

  



 80 

 

（2）予約相対取引  

（1）の「産地直売所販売」は、「地産地消」や域内の農業振興を目的とした生産地（農村）での

域内流通であるのに対し、予約相対取引は、市場を介さないという点においては直売の一種です

が、産地での直売ではなく、消費地における直売方法です。 

 すなわち、予約相対取引とは、消費地の量販店や生協との売買契約に基づいた直売型流通シス

テムです。近年の輸送手段の発達や消費者ニーズの変化（新鮮・安全志向等）などにより、予約

相対取引が増加しつつあります。 

 一般に、予約相対取引では、出荷団体（農協）と量販店（チェーン）や生協の間で事前に出荷

数量と価格が決定され、その契約に基づいて取引が行われています（=定量定価方式）。 

 仮に出荷した農産物は、すべて量販店が買取るという契約であれば、もし商品が売れ残ったと

しても、生産者側の収益が減少することはなく、収益の安定性は確保されます。  

 予約相対取引は、市場流通とは異なり、出荷団体と量販店との信頼関係に基づいて成り立って

いるため、商品の規格もそれほど厳格ではなくロスも少なくなります。 

 また、パッケージングも簡素化されているため、中間コストが削減され、農家の収益が増加す

るというメリットがあります。 

 

（3）電子取引（E-Commerce：EC） 

 近年、農産物流通においても電子取引（E-Commerce：EC）が行われるようになってきており、

主な EC形態には、企業間（B2B）と企業対消費者（B2C）の 2種類があります。 

 B2Bの場合、生産者団体（農協等）が企業に相当し、情報ネットワークシステムを利用して、

卸売市場を介さずにオンライン上で量販店等と直接取引を行っています。 

 B2Cとは、生産者個人あるいは生産者団体が開設した直売サイトにおける個人消費者向けのイ

ンターネット販売です。 

 従来型の卸売市場流通では、価格決定は市場のセリに委ねられますが、直売サイトでは、生産

者自らが値段をつけられる点が魅力的です。 

 しかし、生産者個人の直売サイトでは、取り扱いが可能な数量・品目は限られ、量販店並みの

品揃えは不可能であるため、売り切れ・品切れ期間が生じるという問題があります。 

 生産者個人の直売サイトが続々と開設される一方で、既述のような問題に直面した結果、閉鎖

を余儀なくされる直売サイトもあります。 

 直売サイトを開設している生産者個人・団体にとっては、 

ア）品揃え・売り切れ期間への対処、イ）サイトにアクセスしてきた消費者（潜在的顧客）をど

のようにしてリピーター（顧客）に変えていくか、などが今後の課題となっています。 

 日本の農産物流通において、卸売市場流通が優位を占めてきた事実は既述の通りです。近年、

新たに台頭してきた３種類の直売型（市場外）流通と、従来型の卸売市場流通の特徴は次の通り

です。 

 卸売市場流通と他の 3つの直売型流通との最大の相違点は、生産者から消費者までの仲介層数

が後者の流通形態の方が圧倒的に少ないことです。したがって、中間コストと時間が削減される

ため、ア）消費者に安価で新鮮な商品を届けることができる、イ）生産者の手取りが増加する、

などのメリットがあります。  
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  第二の相違点は、価格決定・利益分配の方法です。場外流通では、生産者が自らの判断で価

格を決定することができ、手数料以外は生産者の利益となり、労働意欲の向上につながっていま

す。 

 

 従来型 直売型 

卸売市場流通 産地直売所販売 予約相対取引 電子取引 

出荷・販売形態 ・共同販売 

・無条件委託販売 

・個人出荷 

・直売 

・契約に基づく販

売 

・直売 

集荷者 農業協同組合 農協・直売所・第

三セクター 

農協・その他集荷

団体（第三セクタ

ー他） 

・生産者団体

（B2B） 

・無し 

生産者～消費者ま

での仲介層数 

4～5 

（集荷団体・卸売

市場・中間業者・

量販店・小売店） 

1～2 

（集荷団体・直売

所） 

2 

（集荷団体・量販

店） 

・1（B2Bでは集荷

団体） 

・0（B2Cでは売買

者の直接取引） 

 

中

間

コ

ス

ト 

集荷手数料 ○ ○ ○ × 

選果手数料 ○ × × × 

農協手数料 ○ × × × 

全農手数料 ○ × × × 

市場手数料 ○ × × × 

安全基金 ○ × × × 

輸送費 ○ × ○ ○ 

パッケージ 規程有り 簡素化 簡素化 簡素化 

商品規格 有り（厳格） 無し 有り（緩和） 有り 

（生産者の裁量） 

出荷ロット 大 小 小～中 小～中 

出荷先 卸売市場 直売所 量販店・生協等 ・集荷団体（B2B） 

・無し（B2C） 

価格決定者 卸売市場 生産者 集荷団体と取引先

との交渉 

生産者 

利益配分 プール計算 手数料以外個人へ 手数料以外個人へ 手数料以外個人へ 
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8. 地域との連携 

 

地域ネットワーク構築による販売内容の多角化 

 

 地域ネットワーク構築による販売内容の多角化として、予約相対取引を行う群馬県富岡市（JA

甘楽富岡）を例にあげます。 

 

8.1 甘楽富岡地区の農業の特色 

 甘楽富岡地区は、中山間地域に位置しており、平地が少なく起伏に富んだ地形です。高地と低

地では気候が異なるため、標高差を利用した栽培や種蒔きの時期をずらして周年栽培を試みるな

ど、地勢条件を活かした少量多品目栽培を行っているのが同地区の農業の特徴となっています。 

 

8.2 JA甘楽富岡の流通の特色 

 JA甘楽富岡における 2018 年度の青果物の出荷先を金額別で見てみますと、量販店・生協への

相対取引が 25％、市場出荷が 66％、直売が 9％となっています。ほとんどの JAでは、市場流通

が 8 割近くを占めていますが、JA甘楽富岡の場合は市場流通が占める割合は 6 割程度に抑えら

れており、相対取引が全体の 3分の 1以上を占めています。 

 同 JAは、首都圏の量販店や生協との売買契約に基づいて予約相対取引を行っています。 

 予約相対取引では、同 JAと取引先との間で商談を行う際に、価格と同時に数量も決定する仕

組みとなっています。取引先に出荷された商品は、取引先が全商品を買取ることが原則となって

いますので、仮に商品が売れ残ったとしても、JA側のロスは大半がゼロという生産者有利の仕

組みになっています。また、量販店や生協との予約相対取引では、卸売市場流通に要求されるほ

どの厳格な規格は存在しないという理由からも、農産物のロスが削減されています。 

 甘楽富岡地区は、上信越自動車道で首都圏まで約１時間という位置にあります。この立地条件

を活かし、新鮮野菜を集荷後最短 2時間で都内の量販店の売場で販売しています。また、契約し

ている量販店の生鮮野菜売り場には、甘楽富岡の新鮮野菜を陳列するスペース（＝「インショッ

プ」と呼ぶ）が専用に設けられています。 

 甘楽富岡の新鮮野菜は顧客から好評を得ており、インショップが増設され続けた結果、2020

年現在、首都圏には 55のインショップが存在します。 

 

8.3 データ活用による予約相対取引の仕組み 

 上述のような予約相対取引を可能にしているのは、膨大なデータ管理を行っている情報ネット

ワークシステムです。JA甘楽富岡では、独自のソフトを開発し、独自の予約相対取引に活用し

ています。同 JA では、生産者の主要品目については品目別栽培面積をコンピューターに登録

し、品目別予想生産量を把握し、計画的な生産・販売戦略を実施しています。 

 すなわち、品目ごとの作付け面積が確定すれば、収穫時期と収穫量を予測できるので、計画的

に量販店との商談を行うことができ、予約相対取引が可能となっています。 
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 長年にわたり、市場流通が農産物流通の主流となってきた背景には、市場流通の効率化のため

には、生産を大規模化し、ロットを大きくすることによって、小規模かつ多様で個性的なものは

非効率であると排除してきたことがあります。しかし、ITの発達により、小規模かつ多様で個

性的な商品の情報管理を効率的に行うことが可能となり、少量多品目栽培を特徴とする JA 甘楽

富岡では、ITを駆使してさまざまな情報整理（生産者情報、取引先情報等）を行うことによ

り、産地主導の独自の予約相対取引を成功させています。 
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9. マーケティング演習 1  

 

農作物・こだわり・顧客との信頼構築演習 

 

 顧客との関係性を構築できると、売り上げに大きく貢献してくれます。顧客は初めて相対する

企業のことは何も知りません。 

 同じような商品を購入する場合は、知らない企業よりも知っている企業から買うのが一般的で

す。そのため、顧客との関係構築は売ろうとする前から必要になってくると言えます。 

 集客の第一歩として、まずは自社のことを顧客に知ってもらうことが重要です。 

 ただし、集客ができたとしても、顧客がずっとついてきてくれるとは限りません。しかも、良

いサービスや商品は他社に模倣される可能性が高いので、品質だけを追求し続けて顧客をつなぎ

止めるのは難しくなっているのが現状です。 

 自社の商品やサービスを長く使い続けてもらうためには、品質だけにこだわるのではなく、顧

客との信頼関係を築いていくことをおすすめします。顧客とのコミュニケーションを通して信頼

関係を構築し、企業のファンになってもらうことが重要です。 

 ここでは、次に記述するポイントを意識し、演習を行ってみてください。 

 

9.1 顧客との関係構築のメリット 

 顧客との関係構築のメリットは次の通りです。  

①本音での話し合いができる。 

②思いやりによる互助関係ができる。 

③付加価値をセットできる。 

 信頼関係が構築できている顧客であれば、詳しく話を聞けるので、本当のニーズや課題を把握

することが可能です。結果的に新商品の開発やサービス内容の見直しに良い影響を与えてくれる

でしょう。 

 ただし、信頼関係の構築過程において、「最初から見返りを求めない」ことが大切です。あく

までも助け合いは信頼の上に成り立っていると理解しておきましょう。 

 また、ビジネスライクの会話ではなく、より親身になってアドバイスをもらえるのは大きなメ

リットです。ときには、自社にはなかった価値観から、新しい商品やサービスの開発に役立つ情

報を得られることもあるでしょう。 

 

9.2 顧客との関係構築で事前に意識したいこと 

 取引先が企業であっても、実際に相対するのは個人です。つまり、どのような場合であっても

顧客は人間であり、気持ちを持っています。 

 無理に信頼関係を結ぼうとすると、拒絶されて関係が終わってしまう可能性もあるでしょう。

そこで、関係を構築する前に意識しておきたいポイントを 3点紹介します。 

①互いの理解から始まることを意識する。 

②押し付け合いの関係にならないことを心がける。 
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③中長期的な視点を持つ。 

 

9.2.1 互いの理解から始まることを意識する 

 まず、意識しておきたいのは「顧客との関係構築は、お互いの理解から始まる」ということで

す。 

 自社の顧客がどのようなタイミングで何を求めているのかを、まずは知ることが大切だと言え

ます。相手のニーズを把握したうえで、自社の魅力や強みをアピールして顧客となってもらう方

法が有効です。 

 そのためには、興味を持ってもらった段階で、「自社がどのような理念でどのような商品を作

っているか」を顧客に知ってもらいましょう。 

 一般的に顧客側から必要もないのに、進んで関係構築を望んでくることはありません。ニーズ

に合致していると判断したら、企業側からさりげなくアプローチを進めていくことが大切になり

ます。 

 

9.2.2 押し付け合いの関係にならないことを心がける 

 顧客との関係構築を進めることは自社にとってはメリットがありますが、相手先にとっては必

ずしもそうだとは限りません。 

 関係構築を進めるために一方的なアプローチを行うような、独りよがりな態度を取ってしまう

と逆効果になる可能性があります。顧客側からすると嫌悪感だけが残って、信頼関係の構築が難

しくなるかもしれないので、気を付けましょう。 

 ただし、顧客の要望に応えようとしてひたすら従順に従うのも問題だと言えます。都合の良い

企業だと思われてしまうと、対等な信頼関係が築きにくくなるからです。 

 自社と顧客との関係の理想形は「Win-Win」だと言えるので、相手の御用聞きのような存在に

なるのは、やめておいたほうが賢明だと言えます。 

 社会的な企業価値を落とさないためにも、応えられない要望に対してはきちんと理由をつけて

丁寧に説明して断ることも場合によっては大切です。 

 

9.2.3 中長期的な視点を持つ 

 顧客との付き合いが始まったからといって安心していてはいけません。 

 当然のことながら、自社のサービスや商品を購入してくれるのは、相手にとってメリットがあ

るからです。つまり、他に良いサービスや商品があれば、顧客はそちらに移ってしまう可能性も

あると言えます。 

 また、企業としてもビジネスである以上は、信頼関係は「昔から付き合っているから」という

ような惰性のものではなく、利益を生み出すものでなくてはいけません。 

 ちょっとした魅力の違いで揺らいでしまうような関係性ではなく、中長期的な視点で密接なつ

ながりを持った関係を構築することが重要です。 

 信頼関係が利益につながることを意識できれば、相手側も安心して顧客であり続けてくれるで

しょう。 
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9.3 顧客との関係構築において避けるべき行為とは？ 

 顧客の心をつかむためには、相手に不信感や嫌悪感を抱かれるような行為は慎まなくてはいけ

ません。顧客とのかかわりにおいて、避けるべき行為を 4点ほど紹介します。 

①メールや SNSのみで対応する。 

②初対面のうちから長居してしまう。 

③相手の立場を理解しないまま動く。 

④機械的な対応をしてしまう。 

 

9.3.1 メールや SNSのみで対応する 

 ネットワーク環境が発達した現代では、パソコンやスマホによる業務が多くなっています。 

 なかには、リモートワークのように顧客と一度も直接会うことなく、メールや SNSだけで業務

が完結してしまう場合もあるでしょう。 

 しかし、メールや SNSは便利な反面、相手の反応や感情をつかむのが難しい点はデメリットで

す。やりとりをしている最中に相手の考え方や顔が浮かんでこないので、対応を間違えると顧客

に不信感を抱かせてしまうケースがあります。 

 それに対して、直接会って話をすれば相手の反応や表情、言葉のテンポが分かりやすく、対応

も間違えにくくなるでしょう。 

 また、最近では Web会議システムなど直接対面でなくとも相手の状況を把握しやすくなるツー

ルも登場していますので、活用するのも一つの手でしょう。 

 

9.3.2 初対面のうちから長居してしまう 

 意外に思う人もいるでしょうが、初めて見込み顧客のもとへ伺うときは、長居してはいけませ

ん。なぜかというと、相手も仕事中なので「興味のない話を長々と続けられるとかえって迷惑に

なる可能性がある」からです。 

 あまり長居すると、信頼関係を構築するどころか嫌悪感を持たれる可能性すらあるので、気を

付けましょう。基本的に最初の数回程度の訪問は、挨拶とともに商品のパンフレットを置いてい

くだけで十分です。  

 滞在時間の目安は 2分程度で、まずは担当者の顔と名前、自社の商品を覚えてもらうことだけ

を意識しましょう。 

 繰り返し接触を続けることで、2分程度の訪問でも相手の態度は徐々に軟化してくるはずで

す。場合によっては商品にも興味を持ってくれるので、そこから少しずつ関係構築を進めていき

ましょう。 

 

9.3.3 相手の立場を理解しないまま動く 

 相手と接触するときに意識しておきたいのが、相手先の役職です。 

 なぜなら、代表や事業責任者、担当者などの立場によって相手の思考や求めている解決策は異

なるケースが多いからです。 

 たとえば、代表や事業責任者の場合であれば、課題解決の細かな手順よりも「できるかできな

いか」の明確な回答を求めるかもしれません。 



 87 

 

 反対に、担当者レベルの人と打ち合わせをするときは、実際に問題を解決するための具体的な

手順や、上司へ上申するためのエビデンス(根拠)を欲している可能性があります。 

 相手の立場や考え方に合わない提案をしたら、商談がスムーズに進むことは難しいです。相手

の立場を理解して、考え方に沿った解決策を提示することが大切だと言えます。 

 

9.3.4 機械的な対応をしてしまう 

 業務で日ごろから複数の取引先を相手にしていると、忙しさのあまりつい機械的な対応をとっ

てしまうことがあります。 

 特にメールや電話といった間接的な手段で対応していると、「人同士」で対話をしていること

を忘れがちになるケースも多いです。すると、こちらにはその気がないにもかかわらず、知らな

いうちに相手に不快な思いをさせているかもしれません。 

 相手に興味を持ってもらうためには、「人間味のある対応」を取ることが重要です。そのため

には、自分の個性を活かして対話をするとよいでしょう。 

 自分の魅力が伝われば、相手も自分に興味を持ってくれますので、相手への気遣いや、もっと

相手のことを知りたいという気持ちが高められ、対応も心のこもったものになるでしょう。 

 

9.4 顧客との関係構築に重要な行動 5選 

 顧客との信頼関係をどのように築いていけばよいか分からないという人のために、この段落で

は、実際に顧客の気持ちを動かして、信頼関係を構築するための行動を 5つ紹介します。 

 相手の課題を解決してあげることを重点的に心がけていれば、紹介する行動はどれも自ずと出

てくることでしょう。 

①相手の理念や価値観を共有する。 

②事実に基づいた会話を心がける。 

③現場の視点を意識する。 

④こまめな報告を行う。 

⑤相手が喜ぶことを想像して動く。 

 

9.4.1 相手の理念や価値観を共有する 

 相手が企業の場合は持っているニーズや課題だけではなく、企業の理念や価値観にまで興味を

持ってみることが大切です。 

 会話のなかで可能であれば、関連する質問を投げかけてみるとよいでしょう。理念や価値観に

ついて尋ねることができれば、相手の会社に興味があることを明確に示せるはずです。 

 すると、相手も自社のこだわりに対して、熱意をもって話を聞いてくれる可能性があります。

相手の理念や価値観について理解を深める過程で、課題の本質を発見できるケースも珍しくあり

ません。 

 その点に沿って課題解決を提案できれば、企業の本質を理解してくれているという気持ちにつ

ながって、強固な信頼関係を結べるでしょう。 
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9.4.2 事実に基づいた会話を心がける 

 相手の気持ちを変えるための方法とは、きれいな言葉遣いや過度なへりくだりではありませ

ん。 

 大切なことは相手の課題を一緒に解決してあげて信頼関係を構築することです。課題解決のた

めには数値や背景など、提案の根拠となる事実から目をそらすことなく会話をすることが必要に

なります。 

 ただし、提案する際は、知ったかぶりをしてはいけません。知らないことをそのままにしてお

くと、課題に対する適切なヒアリングができずより良い解決策を提示できなくなる恐れがありま

す。 

 知らないことは素直に質問をして、「知りたい」という気持ちを出したほうが、相手の信頼を

得やすくなるはずです。 

 

9.4.3 現場の視点を意識する 

 課題を解決するためには、必要に応じて相手先の現場スタッフと話をさせてもらうことも重要

です。 

 なぜなら、スタッフ目線から会社の特性や課題の本質をつかむきっかけとなるケースも多いか

らです。特に相手先のトップと現場との間に距離感がある場合は、課題の本質についての意見に

相違がみられるケースもあります。 

 担当者として仲介を行うことで、課題の本質について正しく理解し、解決へ導くことができれ

ば相手の組織全体から大きな信頼を得られるでしょう。 

 ただし、現場視点を意識するといっても、仕事現場だけを訪れればよいとは限りません。とき

には、朝礼や社内イベントといった風景にも顔を出してみるとよいです。普段とは違う会社の様

子から課題解決の方法を発見できることもあります。 

 

9.4.4 こまめな報告を行う 

 顧客との関係を密にするために、こまめな報告は重要です。なかには、相手へ気を遣って顧客

への連絡をためらう人もいるでしょうが、基本的に報告はいくら行ってもやり過ぎということは

ありません。むしろ、報告がない期間中は、こちらがどれだけ業務を進めていたとしても、進捗

状況について顧客が知るすべはないことを意識したほうがよいです。 

 つまり、報告までの期間が長くなるほど、顧客は不安を抱えることになります。 

 何かアクションを起こしたときや、進展がみられたときはメールでもいいので、経過を報告す

ることが大切です。 

 自分のために動いてくれているという印象を絶えず与えることで、信頼を引き寄せられるでし

ょう。 

 また、こまめな連絡の実施は、内容や方針に対する認識のずれがあった場合でもすぐに修正で

きるメリットもある点は覚えておくとよいです。 
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9.4.5 相手が喜ぶことを想像して動く 

 信頼関係を強くするためには、「相手が喜ぶことは何かを意識しながら動くこと」が何よりも

大切です。 

 たとえば、参考資料の作成といった事務的な負担への支援や相手先のプロジェクトにおける課

題への提案などが挙げられます。頼まれていないにもかかわらず、相手の悩みを先読みして動く

ことは、相手の想定を上回る結果を出すことになります。その積み重ねによって「あの人なら任

せられる」という信頼が生まれてきます。 

 もちろん、相手のためにする行動はすぐに自社の利益に結びつくわけではありません。どちら

かというと、先行投資のような意味合いがあるので、短期的なビジネスライクを重視するうえで

は問題がある可能性もあります。 

 しかし、利益だけを重視した関係では、仕事の状況が変わると、すぐに崩れてしまうことでし

ょう。強固な信頼関係を築くためには、相手に寄り添った対応が必要なのです。 
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10. マーケティング演習 2 

 

直売所における戦略構築演習 

 

 この項では、下記資を参考に、自身の環境に合わせ戦略を計画しましょう。 

引用：農林水産省 

https://www.maff.go.jp/kyusyu/kikaku/tisanntisyounomado/pdf/chiyokubai1.pdf 
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11. 各種ツールの活用 1 

 

地域経済分析 

 

11.1 地域経済分析システム：RESAS（リーサス） 

 地域経済分析システム（RESAS）を用いて、経済分析を行ってみましょう。 

 

 

 

11.2 特徴 

 RESASの特徴は次の通りです。 

①可視化データを表示することが可能。 

②産業構造や人口動態、人の流れなどの官民ビッグデータを集約し、可視化するシステム。 

地方創生のさまざまな取り組みをビッグデータで可視化し支援する。 

※本システムより出力した結果と他の資料（農林水産省統計情報、総務省政府統計 e-Stat）を

相互的に利用することで、アイデアをより柔軟に導き出すことができます。ここでは RESASの利

用について記します。 
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11.3 メニューと基本操作 

 

 

 

よく利用するメニューは次の通りです。 

①ロゴマーク  

クリックすると、トップ画面に遷移します。 

②メインメニュー  

マップやグラフを表示するためのメニューです。大項目、中項目 1、中項目 2、小項目をクリ

ックしていき、目的のマップまたはグラフを選択します。 

③ヘルプ  

クリックすると、ヘルプ画面に遷移します。 

RESASの目的の項目をクリックします。 

④ダッシュボード 

ダッシュボードとは、マップやグラフの画面で地域や項目を設定した状態を登録しておくもの

です。30 件まで登録できます。 

⑤サマリー 

域経済に関する官民のさまざまなデータ及びそのグラフを地方公共団体単位でテーマごとに集

約した Excel形式のファイルをダウンロードできます。 

⑦データ分析支援 
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各分析画面には、分析の視点となる「グラフの見方」、全国傾向と比較した特徴等を示す「示

唆」、分析結果から施策を検討するヒントとしての「施策検討例」等、分析を支援するためのさ

まざまなコメントを表示できます。 

 

11.4 RESASの具体的な活用方法 

11.4.1 各都道府県の品目別農業産出額の出力 

 各都道府県の品目別農業産出額を出力してみましょう。 

目標：「都道府県」や「市区町村」単位で、「品目別農業産出額」の表示 

 

出力結果 
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11.4.2 出力項目の選択 

①メインメニューより、「産業構造マップ」 → 「農業」→「農業の構造」を選択。 

 

 

②「品目別農業産出額」の結果が表示されます。 

 

③地域（都道府県）の設定として、画面右のメニューより表示したい[地域]-[表示レベル]-[表

示年度]などを選択します。 
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12. 各種ツールの活用 2 

 

購買データ分析 1  

 

 ある ECサイトと実店舗の購入データを統合し、顧客が購入した商品や ECサイトの利用の有無

を分析してみました。 

 その結果、EC サイトを利用する顧客の 9割が、実店舗での購入を経ていることが分かりまし

た。また、実店舗のみで商品を購入している顧客と、実店舗と EC サイトの両方で商品を購入し

ている顧客では、約 4倍の LTV（Life Time Value：顧客生涯価値）の差があることが判明しま

した。即ち顧客が生涯を通じ企業にもたらす利益に 4倍の差があるわけです。 

 このようにオンライン（ECサイト）とオフライン（実店舗）のデータを統合して分析を行う

ことによって、実店舗は利用しているが ECサイトは利用したことがない顧客に対して、EC サイ

ト限定のクーポンを配布するなど、LTV向上の施策につなげることが可能になりました。 

 また、大手自動車メーカーA社では、Googleアナリティクスから読み取れるユーザーのサイト

上の行動データと、来店データ（もしくは会員データ）を組み合わせることで、接客時のスタッ

フの満足度の向上や、受注確度のアップにつなげました。 

 ユーザーは、自動車メーカーのサイトに、車種の詳細ページの閲覧やオンライン見積もりを目

的に訪れます。この際に、カタログ請求やディーラー来店予約をしたユーザーに対して、見積も

り番号を付与し、Googleアナリティクスで計測します。 

 こうすることでユーザーが実際にディーラーに来店した時に、スタッフが興味のある車種や予

算を事前に把握した上で、接客することが可能になります。顧客一人ひとりのニーズに合った接

客ができるので、結果的に顧客満足度の向上や、受注確度のアップにつながりました。 

 顧客データ分析というと、難しく考えてしまうかもしれませんが、既存の顧客の年齢や性別、

住所を洗い出してグルーピングするだけでも、十分な顧客データ分析と言えます。 

 顧客データ分析において、重要なのは分析で判明した事象をいかにマーケティング施策に落と

し込むことがで

きるかです。分

析をして終わり

ではなく、マー

ケティング施策

を実行し、売上

アップやリピー

ト率の向上につ

なげる必要があ

るでしょう。 
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12.1 Googleアナリティクスとは？ 

 Googleアナリティクス導入の第一関門は、解析対象のサイトに訪問者のデータを取得する

「トラッキングコード」を埋め込むことです。トラッキングコードによってサイト利用者のアク

セス情報（訪問状況、流入経路、行動パターンなど）が 24時間取得され、集めたデータは

Googleアナリティクスの管理画面から「レポート」として見ることができます。 

 この項では、利用に向けた設定につてみていきます。 

 以下に登録の手順を示します。 

①Googleアカウント登録。 

②Analyticsアカウント取得。 

③トラッキングコード取得・設置。 

 

12.1.1 Googleアカウント登録 

 まず、自分の Googleアカウント（Gmailアドレス）を用意します。新規作成は以下のページ

から行えます。取得済みの人は次に進んでください。 

https://accounts.google.com/SignUp 
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12.1.2 Analyticsアカウント取得 

https://www.google.com/analytics/のページ右上の「ログイン」から、「Googleアナリティ

クス」にログインします。 

 

 

 

 初めての人には次の画面が表示されるので、「お申し込み」ボタンを押します。次の画面で解

析したいウェブサイトの「アカウント名」「ウェブサイト名」「URL」などを入力し、「トラッキン

グ IDを取得」ボタンを押してください。 
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12.1.3 トラッキングコード取得・設置 

 UA（ユニバーサルアナリティクスの略）から始まるトラッキング ID が発行されますので、画

面の中ほどにある数行のトラッキングコード（gtag.js）をコピーし、アクセス解析を行いたい

サイトのソース内（タグより上）または、各設定場所に貼り付けます。 

 

 

 

 なお、トラッキングコードの設置から数時間経ってもデータが反映されない場合はいくつか問

題点が考えられます。 

 また、アクセス解析を正しく行うためには、トラッキングコード設置直後に「ビュー設定」や

「フィルタ設定」を行うことも重要です。Googleアナリティクスでは過去に遡ってデータを収

集することはできないので、最初の設定がとても大切です。 
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13. 各種ツールの活用 3  

 

購買データ分析 2 

 

13.1  Googleアナリティクスに出てくる言葉の意味 

 前項では、利用に向けた設定につてみてきました。 

 Googleアナリティクスの使い方をマスターするために、「セッション」や「トラフィック」な

どの言葉の意味を理解しておきましょう。 

 サイト概要が一目でわかる「ホーム」画面を見ながら、簡単に説明しましょう。 

 

 

 

 上段左側には、過去 7日間にサイトを訪問したユーザー数やセッション数が表示されます。 

 ユーザーとは、固有の訪問者数のことで、サイトを訪れるとパソコン等のブラウザに保存され

る cookie情報をもとに判別されます。同じ cookie情報を持つユーザーは同一とみなされるの

で、何回サイトを訪れてもユーザー数は 1となります。 

 セッションとは、ユーザーの訪問回数のようなもので、サイト訪問から閲覧終了までを 1とし

ます。但し、Googleアナリティクス計測上、サイトを開いて 30分以上何もしなかったり、異な

る外部リンクを経由してページを開いたりした場合もセッションが途切れます。 

 ページビューとは、特定のページが開かれた回数を表し、ユーザーが閲覧したサイトの数を表

しています。ウェブサイトの閲覧状況を計る基礎的な指標です。 
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 三者の違いについて、下記の例を使って説明します。 

例：1人のユーザーが 3月 22日の午前中にサイトを 1回訪問し、2ページ閲覧した。午後にもう

1回同じサイトを訪問し、3ページ閲覧した 

 この場合、ユーザー数は 1、セッション数は 2、ページビュー数は 5となります。 

 補足ですが、ユーザーが最初に訪れたページのどこもクリックせずにページを閉じることを

「直帰」と呼び、ネットショップの場合は直帰率が低いほうが売上につながりやすいと言えま

す。 

 こうした詳しいデータを見たいときは、枠内右下の「ユーザーサマリー」をクリックしましょ

う。 

 

 

13.2 トラフィックとは？ 

 中段左側には、サイトの集客状況（ユーザーをどのように獲得しているか）が表示されていま

す。 
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 トラフィックとは通信量のことで、どのドメインからどれだけのアクセスがあるのか知ること

ができます。たとえば「トラフィックチャネル」の Direct（ノーリファラー）は、URLの直接入

力やお気に入り登録から訪問した人なので、サイトを認知している人の訪問割合です。 

 また、Organic Searchは検索エンジン経由で訪問した人の割合で、これが少ない場合は、も

っと検索エンジンでヒットするようなサイトに改善する必要があるかもしれません。 

 また、「参照サイト」をクリックすると、どんな SNS や外部メディアのドメイン経由でアクセ

スがあるのか大まかに確認できます。 

 さらに詳しいデータを見たいときは、枠内右下の「集客レポート」をクリックしましょう。 

 

13.3 目標設定が大事 

 「ホーム」画面の下半分には、ユーザーが訪れた上位ページや、過去 1ヶ月間のアクティブユ

ーザーの動向、目標達成の進捗などが表示されています。 

 たくさんのユーザーが訪れているページが分かれば、そこから問い合わせや商品購入への導線

を作ることもできるでしょう。実行したアイデアが結果的に良かったのか悪かったのか検証する

ためには、目標を設定しておくことも重要です。 

 とくにネットショップでは、商品購入という目標達成（コンバージョン）につなげるために、

トラフィックやページビュー数を増やすといった中間目標を意識することも必要です。 

 

13.4 初心者におすすめの Google アナリティクスの使い方 

 下記の「ホーム」画面は、毎日チェックしましょう。もう一つ簡単で推奨できるのは、レポー

トの「リアルタイム」の概要を眺めることです。今この瞬間に何人のユーザーがサイトを訪れて

いるのかが分かります。 

 刻々と変化する状況を見ると、サイトが生きていることを実感して、「もっと良くしたい！」

という気持ちが湧いてくるのではないでしょうか？ リアルタイムレポートはアクセス解析のモ

チベーション維持に役立ってくれます。  
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13.5 データの期間変更と比較をしよう 

 Googleアナリティクスの基本画面に慣れたら、次は 1ヶ月単位で分析することを意識しまし

ょう。ただ数字を目で追うよりも、期間を区切って前月や昨年のデータと比較するほうが分かり

やすいです。 

たとえば、レポートの「ユーザー」の概要を見ると、初期設定の期間は 1週間となっていま

す。右上の日付をクリックして期間を 30 日間に変更します。  

 さらに比較にチェックを入れて前の期間と比べてみましょう（前年同期比もできます）。良く

なった数字は緑色で、悪くなったものは赤字で表示されます。 

 このとき、事前に「ページビューを何%アップさせよう」といった目標を立てていれば、その

前後で数字がどのくらい変化したのかハッキリと確認できます。よい分析をするには目標設定が

不可欠です。 

 なお、直帰率とはユーザーが最初に訪れたページのどこもクリックせずにページを閉じた確率

です。ネットショップの場合は主要なページの直帰率を 40%〜50%以下に抑えることが目安とも

言われますが、読み物中心のブログサイトなら 60%〜70%以上の直帰率でもユーザーの満足度は

高い場合があります。 
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また、画面右側の円グラフは新規ユーザーとリピートユーザーの割合ですが、Google アナリ

ティクスを始めたばかりの頃は圧倒的に新規が多いので、半年程経ってから参考にしましょう。 

 Googleアナリティクスでは、ユーザーや直帰率などの「指標（評価軸）」でデータを見るだけ

でなく、さらに「ディメンション（分析軸）」をプラスすることで細かい分析ができます。 
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14. データ分析演習 1 

 

データの見える化（Excelによるグラフ作成演習） 

 

 この項では、Excelを利用し、分析手法として「回帰分析」を中心に行います。 

 以下に、分析ツールを用いた基本的な単回帰分析の方法を説明します。 

 

 

  あらかじめ、目的変数と説明変数のデータをセルに入力しておきます。 

 タブから「データ」を選択し、「データ分析」をクリックしてください。 
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「データ分析」のボックスから「回帰分析」を選択して「OK」をクリックしましょう。 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「入力 Y 範囲」に目的変数の範囲を、「入力 X範囲」に説明変数の範囲を指定し、「OK」をクリ

ックしてください。 

 

 

 

  



 106 

 

回帰分析の結果が出力されました。 

  

重回帰分析の場合も大きな違いはありません。「入力 X範囲」に、説明変数が入力されたセル

全体を指定するだけです。 

回帰分析の結果としてさまざまな値が表示されていますが、以下では代表的な値の意味を簡単

に説明します。 

①重相関 R： 

 1 に近ければ近いほど、信頼できるデータであることを示します。 

②重決定 R2： 

 重相関 Rを 2乗した値。 

 1 に近ければ説明変数で説明できる割合が多い。決定係数とも呼ばれます。 

③補正 R2： 

 上述した重決定に自由度の影響による補正を加えた実用的な決定係数。 

④係数： 

 説明変数が目的変数に与える影響の大きさを示します。 

 グラフにするのであれば、「近似曲線」という機能で、 回帰直線を描くことができます。 
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15. データ分析演習 2  

 

各種ツールを用いた分析演習 

 

 企業ではさまざまなシステムが活用されています。 

 生産管理システム、会計システム、販売管理システム、在庫管理システム、人事システム、

ERP（基幹システム）、CRM（顧客管理）、SFA（営業支援）、MA（マーケティング・オートメーシ

ョン）など。 

 それぞれのシステム毎に役割が違い、毎日多くのデータが追加されていきます。たとえば売上

や経費関係は ERP、見込顧客の動向は MA、セールス活動は SFA、リテンションやカスタマーサク

セスは CRMといった具合です。すべて合わせると、数 TB（テラバイト）を超えるデータを持つ

企業もあると言われます。 

 近年、大きな注目が集まっていますが、無料のツールもあります。無料のツールも含めて

BI(Business Intelligence)が広がる背景は以下のようなテクノロジーの進化と密接に関連して

います。 

BIツール 

①Microsoft Power BI 

②Google Data Studio 

 

15.1 Officeソフトの感覚でデータ分析できる 

 無料 BIツール「Microsoft Power BI」 

https://powerbi.microsoft.com/ja-jp/ 

 マイクロソフトが開発した BI ツール「パワーBI」。マイクロソフトの社内ではメールソフトよ

りも頻繁に使われていると言われます。使い慣れた Excelのような操作感で簡単にデータ分析を

し、PowerPointのようにレポート作成ができ、ブラウザやスマートフォンでの閲覧もできま

す。 
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①Power BI で「できること」 

⚫ プログラミングをせずにダッシュボードやレポートが作成可能。 

⚫ モバイルや Webで閲覧可能。アプリも用意されています。 

⚫ ビジュアル性の高いレポーティング、ダッシュボード作成。 

⚫ Googleアナリティクスや Facebook、Salesforceなどの SaaSにも対応。 

⚫ データソースからの定期更新が可能（ただし無料版は 1日ごと）。 

②Power BI で「できないこと」 

⚫ 無料では容量が１GB/ユーザーと少ない。 

⚫ 無料版では他のアカウントとのレポートの共有や共同編集ができない。 

⚫ 無料版ではオンプレミス上にあるデータベースのデータを取り扱うことができない。 

⚫ 無料版ではアクセス制御ができない。 

 

15.2 カンタン操作でセンスの良いレポートが作成できる 

「Google Data Studio」 

https://datastudio.google.com/ 

 Googleが、さまざまなデータを 1つのダッシュボードで可視化し、分析できる無料 BIツール

「Googleデータポータル」を公開しています。もともと有償有償（月 100万円など）だった高

額ツール『Analytics 360 Suite』のスピンオフで、以前は「Googleデータスタジオ」という名

前でした。 

  

 

  

簡単操作でビジュアル性の高いレポートが作成でき、Google Analyticsや AdWordsとの連携

もスムーズです。 

①Google Data Studio で「できること」 

⚫ ノンプログラミングでデータ取得可能。 

⚫ ドラッグ＆ドロップでレポート、ダッシュボード作成可能。 

⚫ Googleドライブで共有可能。 



 109 

 

②Google Data Studio で「できないこと」 

⚫ レポートの上限が 1ユーザー5個（※2017年 2月上限が撤廃されました）。 

⚫ 印刷機能がなく、Web閲覧のみ。 

⚫ 異なるソースからのデータの合算描画と計算機能はなし。 

⚫ アドホックな分析には不向き。 
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