
  
  生産者に対するロイヤルティの品目間比較分析

  誌名 関東東海農業経営研究
ISSN 13423118
著者名 田口,光弘

柴田,静香
発行元 関東東山東海農業経営研究会
巻/号 100号
掲載ページ p. 101-104
発行年月 2010年2月

    
農林水産省 農林水産技術会議事務局筑波産学連携支援センター
Tsukuba Business-Academia Cooperation Support Center, Agriculture, Forestry and Fisheries Research Council
Secretariat

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)



□ 三
生産者に対するロイヤルティの品目間比較分析

ー農産物直売所の顧客ID付き POSデータ分析一

田口光弘・柴田静香＊

1. はじめに

農産物の産地や生産者への消費者の関心が高

まる中、農産物直売所を中心に、生産者の名前

や顔写真が表示された商品が増えてきている。

これにより消費者は、価格や外観品質等に加え

生産者名も商品選択の一要因として考慮するこ

とができ、自分の期待する品質や値ごろ感の商

品を提供する生産者をひいきにして継続的に購

入できるようになってきfCo

このような特定の生産者をひいきにしてその

商品を継続的に購入するという消費者行動は、

電化製品等の農産物以外の商品カテゴリーでは

よく観察されている行動であり、一般的にはブ

ランド・ロイヤルティ（忠誠）と呼ばれる行動

である。消費者行動論では、消費者にとっての

商品や購買に対する関心や重要性の程度を「関

与」と呼び、各個人にとって関与の高い商品カ

テゴリーほど、好みのブランドに忠実なロイヤ

ルティ行動が見られるとしているrt1)。そして、

次の 5つの属性が高い場合に、個人の関与は高

くなると言われている。第1に当該商品カテゴ

リーに対する関心であり、第 2に商品リスク、

第3に購買リスクである。ここで商品リスクと

は、選択した商品が期待通りの働きをしなかっ

た場合の損失とその重要性のことを言い、購買

リスクとは商品情報を購入前に完全に知ること

ができず期待外れの商品を選択してしまう確率

のことを言う。第4に商品に関わることで得ら

れる愉悦感であり、第5に選択した商品がセル

フイメージを反映する程度である。

これら 5つの属性のうち、 1番目と 4番目、 5

番目の属性は同じ商品カテゴリー内で消費者に

よりかなりばらつきがあると思われるが、 2番

目の商品リスクと 3番目の購買リスクは同じ商

品カテゴリー内であれば各消費者が同程度直面

＊中央農業総合研究センター

する属性であると考えられるため、これら 2つ

のリスクについて農産物での高低を考察する。

まず、商品リスクであるが、農産物は電化製

品等に比べれば安価で、さらに米等を除けば 1

回あるいは数回の食事で消費してしまうので、

購入した商品が期待外れの品質だったとしても、

金銭的な損失は小さく、期待外れの品質から被

る不満足もごく短期間で解消される。そのため、

商品リスクは低いと考えられる。

一方で購買リスクについては、消費しないと

味は分からず、購入前には品質情報を完全には

把握できないので、購買リスクは比較的粛いと

考えられる。

このように農産物は、特に果物において期待

外れの商品を選択する確率は比較的高いものの、

そのような商品を選択したことによる金銭的損

失は小さいので、一般的には低関与の商品カテ

ゴリーと言われている（平久保 [l: 4章］、大

浦 [4])。そのため、生産者へのロイヤルティ

行動は他の商品に比べ起こりにくいと考えられ

るが、実際にどの程度見られるのかを、消費者

の購買履歴データより測定するのが本研究の目

的である。対象品目としては、データの収集先

である茨城県南部の H直売所において年間通

して販売されているトマト、きゅうり、米を取

り上げる。

注1)「関与」については杉本 [5]を参照し、商品カ

テゴリーに対する関与の高低とブランド・ロイヤ

ルティとの関係は平久保 [1:4章］を参照した。

2. 分析方法

1)購買履歴データと対象品目について

本研究で分析する消費者の購買履歴データは、

H直売所で収集された顧客ID付きPOSデータ
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である。顧客ID付き POSデータとは、店頭に

おいて、「いつ」「誰が」「何を」「いくらで」「いく

つ」購入したかを収集し記録したデータであり、

H直売所では会員カードを無料で発行し、支払

いの際に会員カードをレジに読み込むことで、

どの会員による購買なのかが記録される仕組み

となっている。 H直売所は 2001年に開店し、

2008年末時点で会員数は約3,600名である。

疇品目は、 H直疇で年間通して販売され

ているトマト、きゅうり、米である。 3品目そ

れぞれについて、 H直売所での売上金額上位3

名の個別のシェアと、これら 3名以外の生産者

のシェアの総和をまとめたのが第 1表である。

なお、米については白米と玄米で売られている

が、白米はある生産者の独占販売に近いため、

玄米での販売でかつコシヒカリを分析対象とす

る。

第1表トマト、きゅうり、米の生産者別販売金額シェア(%)

2007年 2008年
生産者A 2734 41.05 

ト生産者B 25.35 19.14 
マ
ト生産者C 32.04 16.22 

その他(26名）合計 15 27 23.60 

生産者D 33.05 39.98 

きゅ生産者A 29.69 916 

t生産者E 6.41 299 

その他(29名）合計 30.84 47.87 

米 生産者F 57.35 65.48 

＾生産者G 14.60 14.82 
玄
米生産者I 10.04 7,98 

その他(14名）合計 18.01 11.71 

第 1表より、 2008年時点で、 トマトについ

ては上位3名で全売上金額の約76%を、きゅう

りについては上位 3名で全売上金額の約 52%

を占めている。米については、生産者Fだけで

全売上金額の約65%を占めており、上位3名合

わせれば9割近くを占めている。

以下の分析では、 トマトと米については年間

通して安定的に出荷している上位3名を対象と

し、きゅうりについては生産者Eの出荷期間が

6月から 8月の 3か月間に限られていることか

らより安定的に出荷している生産者DとAの2

名を対象に、ロイヤルティの測定を行う。

ここで、対象とする 3品目について、商品リ

スクと購買リスクの相違を考察する。 H直売所

の利用客を対象に、 トマト、きゅうり、米、ナ

ス、ほうれん草の中で生産者間の味の違いが分

かりやすい品目についてアンケート調査を行っ

たところ、33名中27名がトマトと回答した恥）。

このことは、トマトについては、他の2品目に

比べ、生産者間で味のばらつきが大きく、期待

外れの商品を選択する確率備覆リスク）が高

いことを示唆している。米については、購買リ

スクは低いものの、単価が高く、また 1回購入

した商品を数週間あるいは数ヶ月間にわたって

食べ続けることになるので、購入した商品が期

待外れの品質だった場合の金銭的損失と被る不

満足は大きく、商品リスクは他の2品目より高

いと言える。一方で、きゅうりについては、購

買リスクは低く、低単価で、その上数回の食事

で消費してしまうので、商品リスクも低いと言

える。したがって、これら 3品目の中で、消費

者の関与が高まるのはトマトと米であり、きゅ

うりに対してはこれら 2品目に比べ関与は低く、

そのため、生産者に対するロイヤルティ行動に

ついては、 トマトと米では観察される割合が大

きいが、きゅうりについては割合は小さいと考

えられる。

2) ロイヤルティの指標について

消費者の特定ブランドヘのロイヤルティの測

定については、多くの既往研究の蓄積があり底）、

特定ブランドの連続購買回数や購入割合などが

指標として用いられてきたが、本研究では、「商

品カテゴリー内における生産者別の購入金額割

合」を指標とする。その理由は、前述のH直売

所の利用客へのアンケート調査において、33名

中24名から「ひいきの生産者の商品が置いて

あってもたまには別の生産者の商品を買う」と

の回答が得られたため、連続購買回数は直売所

でのロイヤルティの測定には適切ではないと考
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えたからである。

購入金額割合は、消費者別に、購買履歴から

各商品カテゴリーヘの支出金額の合計を算出し、

さらに当該カテゴリーで各生産者の商品をいく

ら購入したかを算出することで求める。そして、

「特定の生産者の商品を 50%超買っている消

費者」をロイヤルティ行動該当者とし注4)、こう

した該当者がどの程度存在するのかを品目間で

比較する。

測定期間については、日々、各生産者の出荷

量は変動していて欠品もあることから、消費者

が「お気に入りの生産者の商品を買いたいが出

荷していないので止むを得ず他の生産者の商品

を買う」という状況を除外する必要がある。そ

のため、本研究では、複数の生産者が出荷して

いる日を特定し、その特定された日にちにおけ

る商品選択を分析する。具体的には、 トマトに

ついては上位3名 (A、B、C)の商品がいずれ

も 5袋以上売上記録のあった日にちを選抜し、

きゅうりについては上位2名 (D、A)とその2

名以外の少なくとも 1名の商品がいずれも 5袋

以上売上記録のあった日にちを選抜した。その

結果、 2007年と 2008年合わせて、 トマトで

72日、きゅうりで 101日を測定期間とする。

一方、米については毎日頻繁に購入される品目

ではなく、出荷していても日別の売上記録に現

れないこともあるので、月別に各生産者の売上

記録を集計し、上位3名 (F、G、I)全ての売

上記録のあった 19か月間で測定を行う (2007

年 7 月 ~g 月と 2008 年 8 月 ~g 月を除外）。

最後に、分析対象とする消費者については、

上記の測定期間において、商品カテゴリー別に

5回以上の購入記録があった会員とし、利用可

能な2,000名の購買履歴データのうち、 トマト

で57名、きゅうりで 72名、米で 63名を対象

とする。

注2)このアンケート調査は 2006年11月に開かれ

た直売所の収穫祭で、参加者33名に対して実施し

たものである。アンケート調査においては、農村

工学研究所の卿崎卓也氏の協力を得た。

注3)ブランド・ロイヤルティに関する既往研究につ

いては、 Mellenset al [3]がレビューを行ってい

る。

注4)購入金額において、特定の生産者の商品を何％

以上購入していたらロイヤルティ行動の該当者に

するかは既往研究で様々な数値が提唱されている

が (Jacobyand Chestnut [2: 3章］）、既往研究

の多くは50%超を基準としている (Mellenset al 

[3])ので、本研究でも 50%超を基準とした。

3. 分析結果

品目別に、ロイヤルティ行動該当者の人数と

分析対象会員全体に占める割合を示したのが第

2表である。

第2表ロイヤルティの測定結果の品目間比較

ロイヤル丁ィ行動該当者 分析対象会

人数（人） iシェア（％） 員数（人）

トマト 45' , ＇ 78.9 57 

きゅうり 35 I ＇ ＇ 
48.6 72 

米 46 I I , 73.0 63 

注）シェアは、分析対象会員数を分母として計算したも
のである。

これより、ロイヤルティ行動該当者はトマト

で45名、きゅうりで35名、米で46名であり、

分析対象会員に占める割合はトマトから順に

78.9%、48.6%、73%である。仮説では、きゅ

うりよりはトマトと米でロイヤルティ行動が多

く見られるとしていたが、この仮説通りの結果

が得られた。なお、米において特定の生産者や

産地の商品を継続的に購入する消費者行動は、

梅本ら [6]の購買行動実験においても確認さ

れた行動パターンである。

品目別のロイヤルティ行動をさらに詳しく見

るために、これらロイヤルティ行動該当者が特

定の生産者の商品を購入金額において何割買い

続けたか、その分布を品目別にまとめたのが第

3表である。これより、トマトと米については、

ロイヤルティ行動該当者の半数以上が特定の生

産者の商品を80%超買っているのに対し、きゅ
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第3表ロイヤルティ行動該当者の購入金額割合別分布状況

50%超ー80%以下 80%超ー100%以下 （参考：100%) ロイヤルティ行動

人数（人） iシェア（％） 人数（人） lシェア（％） 人数（人）！シェア（％） 該当者数（人）

トマト 22I : 48.9 23• ， ＇ 51.1 1oi 22.2 45 

きゅうり 28’ • ＇ 80.0 7＇ ' ＇ 20.0 1＇ • ＇ 2.9 35 

米 22i • ＇ 47.8 24 I , , 52.2 13I • ＇ 28.3 46 

注）シェアは、ロイヤルティ行動該当者を分母とし、各購入金額割合の該当人数を分子として計算し
たものである。

うりについてはこのような 80%超購入してい

る該当者は2割となっている。さらに、測定期

間中、特定の生産者の商品しか買わないという

100%のロイヤルティを示した消費者は、 トマ

トで 10名（ロイヤルティ行動該当者の 22%)、

米で 13名（同 28%)観察されたのに対し、き

ゅうりでは 1名（同 3%)であった。

以上をまとめれば、 トマトと米の購買では、

きゅうりに比べ、ロイヤルティ行動を示す人の

割合は大きく （第 2表）、さらに、ロイヤルテ

ィ行動を示す人の半数以上は、ひいきにする生

産者の商品を購入金額にして8割超購入してい

ることが明らかになった（第3表）。

4. おわりに

以上、本研究では、 トマト、きゅうり、米を

対象に、特定の生産者の商品をひいきにして継

続的に購入する消費者のロイヤルティ行動が、

各品目でどの程度観察されるのかを、農産物直

売所で収集された顧客ID付きPOSデータより

測定した。

その結果、きゅうりに比べ、 トマトと米で多

くのロイヤルティ行動が観察された。このよう

な結果は、 トマトについては、生産者間で味の

ばらつきが大きく、期待外れの商品を選択する

確率が高い~買リスクが高い）ため、また米

については、単価が高く、 1回購入した商品を

数週間以上食べ続けることになるので、購入し

た商品が期待外れの品質だった場合の金銭的損

失と被る不満足が大きい（商品リスクが高い）

ため、もたらされたと考えられる。一方で、き

ゅうりは、他の 2品目に比べ、購買リスクも商

品リスクも低いため、相対的にロイヤルティ行

動があまり観察されなかったと考えられる。

今後の課題としては、対象品目を増やし、商

品単価や購入後の消費期間、生産者間での味の

ばらつきが、農産物におけるロイヤルティ行動

の発現をどの程度規定しているのかを消費者へ

の聞き取り調査も実施して解明する必要がある。

そして、品目別に、多くの消費者が高いロイヤ

ルティを示す生産者を対象にして、その商品の

品質や販売戦略を分析し、農産物におけるロイ

ヤルティ確立要因を解明していく必要がある。
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