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【報告論文】

カットフルーツの利用形態の特徴と類型化

山本淳子＊• 大浦裕二＊＊• 小野史＊＊• 本田亜利紗＊＊＊

（＊農研機構.**中央農業総合研究センター．＊＊＊筑波大学大学院）

I 課題

果物の摂取促進が政策的に進められる中、生

鮮果物の家計消費量は減少傾向にあり、 1人 l

日あたりの摂取量も 110gと、目標の 200gを

大きく下回っている（厚生労働省「平成 23年

国民健康・栄養調査」）。

このような消費実態の背景には、皮むきや生

ゴミ処理を負担に思う消費者の簡便化志向があ

るとされている（三菱総合研究所 (2011))。一

方、近年では、このような簡便化志向に対応し

て、多くのスーパーやコンビニエンスストア等

で生鮮果物に皮むきやカット等の一次加工を施

した「カットフルーツ」が販売されており、こ

れによって果物摂取量の減少を食い止めること

が期待される。ただし、カットフルーツが実際

にそのような効果をもたらすためには、カット

フルーツ利用の実態や現在販売されている商品

への評価等を把握した上で、消費拡大の方策を

検討していく必要がある。

しかし、これまでカットフルーツの消費実態

に関する研究は少なく、果物普及啓発協議会

(2010)、三菱総合研究所(201I)、山本ら (2012)

等において、利用頻度等のアンケート調査結果

が報告されているのみである。このうち山本ら

(2012)では、利用拡大に向けて当面のターゲッ

トとすべき消費者像を把握するために、男女別

に高頻度利用者 (Iヶ月に 2回以上購入）の特

徴を分析し、男性では 20,,.._, 30代の若年層の単

身世帯で、女性では所得が高い層や 18オ以下

の子供がいる層で利用頻度が高いこと等を明ら

かにしている。カットフルーツの利用拡大には、

こういった消費者像の解明に加えて、それらの

人々のより具体的な利用場面やカットフルーツ

に対する評価を詳細に把握する必要があると考

えられる。

そこで本稿では、前述の高頻度利用者層のう

ち 18オ以下の子供がいる女性（主婦）に注目

し、カットフルーツの具体的な購入・摂食場面

を把握することを通して、その利用類型を抽出

するとともにカットフルーツの利用拡大方策を

検討する。ここで 18オ以下の子供がいる女性

を対象としたのは、世帯内に夫や子供など多様

な年代、性別の世帯員がいるため、カットフル

ーツの購入・摂食にも様々な形態が見られるの

ではないかと考えたからである。

II 方法

1 調査・分析方法

カットフルーツの利用実態を詳細に把握する

ために、面接調査を実施した。対象者は（株）ド

ゥ・ハウスの消費者モニターの女性 10人であ

る。モニターの選定は、「首都圏（東京・神奈

) II・ 千葉•埼玉の各都県）在住の 18 オ以下の

子供がいる女性」を条件とし、カットフルーツ

の利用頻度等を考慮した抽出は行っていない。

2012年 7月にモニターそれぞれに対して個

別の面接調査を行った。調査内容は、普段の果

物の摂取状況や家族の好み、果物消費に関わる

家事の負担感、カットフルーツの購入• 利用場
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面や商品に対する評価等である。ただし、カッ

トフルーツの利用形態やその背景を幅広く摘出

することを主な目的としたため、調査時に上記

のような基本的な質問項目は準備したものの、

特徴的な利用形態を示す発言があった場合には

それに関する質問を集中的に行うなど、質問項

目を細かく統一した調査は行っていない。

得られたデータは、カットフルーツの購入の

有無や購入・摂食場面、家族内でカットフルー

ツを食べる人といった観点から整理し、カット

フルーツの利用形態の類型化を行った。

なお本稿では、カットフルーツを「皮むきな

どの一次加工を施し、ーロ大に切ったもの」と

し、丸ごと食べる生鮮品については「ホール」

と表記する。

2 調査対象者の概要

調査対象者の属性及び分析結果を表 1に示し

た。調査対象者の年齢は 28オから 48オまでで、

そのため子供の年齢も幅広い。世帯員数はほと

んどが 4人で、⑦以外は核家族（二世代世帯）

である。就業状況は無職 3人、パート・アルバ

イト 5人、フルタイム（会社員） 2人となって

いる。世帯年収は階層で把握しており、各階層

の中央値を取って平均すると 675万円となる。

これは児童 (18オ未満）のいる世帯の平均年

収 658万円（平成 23年国民生活基礎調査）よ

りやや多い程度である。

III 結果

1 果物の摂取状況

まず、普段の果物の摂取状況を見ると、すべ

ての事例で日常的に果物（ホール）を購入して

おり、バナナなど通年で手に入る果物を常備し

つつ、さらに季節の果物を購入している場合も

多い。また、事例⑦では本人以外の家族が、事

例①では夫が果物をほとんど食べないものの、

モニター（主婦）自身が果物を食べないという

事例はなかった。

2 カットフルーツの購入状況と類型

調査事例はすべて果物（ホール）を日常的に

購入しているが、こうした中でのカットフルー

ツの購入状況を見ると、全く買わないのは事例

⑩だけで、あとの 9事例ではカットフルーツを

購入していた。

そこで、 9事例におけるカットフルーツの購

入場面や食べ方を詳しく見ていくと、次のよう

なタイプに分類することができた。

まず、日常的な場面でカットフルーツを購入

しているタイプがあり、このタイプにはさらに

家族みんなで食べている場合（「日常場面で購

入一家族で食べる」（①②③④））と、自分ー

人で食べている場合（「日常場面で購入ー一人

で食べる」（⑤⑥⑦））とに分けられた。また、

普段はカットフルーツを購入しないが、特別な

場合には購入するタイプ（「特別な場面で購入」

（⑧⑨））も見られた。

なお、調査対象者が 10人と少ないこともあ

り、カットフルーツの利用とモニター本人の年

齢や就業状況、子供の年齢、世帯年収等との関

連について、明確な傾向は確認できなかった。

3 「日常場面で購入一家族で食べる」タイ

プの特徴

以下では各タイプの特徴を詳しく見ていく。

まず、次に、日常場面でカットフルーツを購入

し家族で食べているタイプ（①②③④）は、い

ずれも果物自体をよく食べる世帯であるが、カ

ットフルーツを購入する場面や理由をより詳し

く見ると、さらに違いが確認できた。①と②は

カット商品は割高であると感じており、値引き

商品であれば購入する。その背景として、その

背景として、皮むきなどの手間やゴミ処理を負

担には思っていないのが特徴である。

③も同様に果物摂取量が多く、したがってカ

ットでは分量が足りないため、基本的にはホー
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第 1表 事例における果物及びカットフルーツの利用状況と世帯属性

事 カットフルーツ 属性（家族構成・

例 利用類型 購入・利用状況 評価、要望
果物（ホール）摂取習慣

世帯年収）

・時々、値引き商品を買う
・割高感がある •本人と子供は果物好き

ホ ・スーパーで必ずカット売り場も見る
本人(41オ、会社員）、

① l ・夫がお士産に買ってくる
・果物を切るのは手間ではな ·2,3種類常備、デザート•おやっ 夫(42オ）、長女(14

ル・タ食のデザート、朝食時にヨーグル
いので、カットしてあるメリット ・皮むき等は負担ではない オ）、次女(12オ）

よ 卜と
がない •子供も自分でむいて食べる 500~700万円

り
女… ・年に何度か購入 ・価格が高い

本人(46オ、無職）、夫
ぃ・パイナップル、メロンは半額のを見 ・品質（断面の劣化、乾燥、 •朝食に果物を食べる習慣

② と つけたら買う ドリップなど）が気になる ・パイナップルは丸ごと買う。手間
(45オ）、長女(18オ）、

き ・スイカは珍しい時期に定価で買う ・防腐剤を使っていないか やゴミは気にならない
次女(16オ）

家 ことも 心配
1000-1500万円

族 品
•時々、メロンとパイナップル祖欝入

で 目
食 別

・メロンは1個買うと高いから •消費量が多いため中ぐらい ・全員が果物好き 本人(31オ、パート週3

③ ベ 使
・パイナップルは食べたいときに購 のパックでは足りない ・バナナ、りんご、パイナップルを 日）、夫(33オ）、長男(4

る Vヽ
入。ホールを買う習慣がない ・柑橘はむくのが面倒なので 常備。季節の果物も買う オ）、次男 (1オ）

分
・家族でデザート、おやつに カット商品があると買うかも •朝食には必ず出す 300~500万円

け
•自分一人でこっそり食べることも

手 •月に1-2回購入
日 間 •生鮮のスイカはゴミ処理、パイナッ

・バナナやミカンを常備。季節の

常 で プルは切るのが大変なので
果物も買う 本人(32オ、アルバイト

④ 場 使 ・家族の一人だけが果物を食べたい
•メロンなど食べ頃がわかりに ・むくのが楽なバナナは朝食に 不定期）、夫(40オ）、長

面 vヽ とき（切るのが面倒）
くいものはカットが安心 •手間がかかるものは夜か休日 男(9オ）

で 分 ・ミックスは買わない（必要ないもの
・グレープフルーツは時間がある 300~500万円

購 け が入っている）
ときにまとめてむいて冷蔵

—· 入
•週 1回程度購入

・カットは熟していて甘いので
・パイナップルをよく買う（ホールも買う

・果物は常備
本人(36オ、パート週3

が、熟れてないときはカットを買う）
失敗がない ・パイナップル、グレープフルー

⑤ 
•自分一人の昼食用ならカット。

・むく時にベトベトになる桃や ツ、バナナ、キウイは年中買う。
l'l)、夫(38オ）、長男(9

さっぱりしたいときにパンとカットフ
グレープフルーツはカットが それに季節の果物

オ）、次男(7オ）

Iレーツ
あればよい •朝食にサラダ代わりに出す

500-700万円

自
八刀 •時々、メロン等祖溝入

・家族がいないときに一人で食べる
本人(38オ、無職）、夫

⑥ 人 •お菓子ではカロリーが気になるとき
・割高感があるが、自分一人 ・果物（ホール）は家族みんなで (39オ）、長男(12オ）、

で ・ゆっくりしたい時だから手間かけな
のご褒美用ならよい 食べる 次男 (9オ）

食 し、
500-700万円

ベ

る
・ホールよりカット狂栂入。週2,3回
・メロン、スイカ、パイナップルの中サ •手軽に食べられて便利
イズ祖栂入 •複数種類入ったミックス商品 •本人は果物好き

本人(31オ、会社員）、

⑦ ・果物のためだけに切ったり包丁•ま がもっとあればよい •他の家族は好きでなく、ほとんど
夫(33オ）、長男(10

な板叙先ったりが面倒 ・リンゴ、桃も変色していなけ 食べない
オ）、義父(65オ）

・ほとんど本人だけが食べる れば買いたい
500~700万円

・タ食後の自分の時間の楽しみ

・年2、3回購入 ・果物消費が多く、カットは割 ・果物は常備

特 ・ミックスジュース用に少墓のメロン 高 ・パイナップルはホールを買う
本人(28オ、無職）、夫

⑧ 別 購入（他の材料は家にあった） •楽しく使えそうな商品がよい •朝食にパンと果物
(35オ）、長女(4オ）、長

な ・ケーキのデコレーション用にミック （ケーキ用に星形・ハート型 ・家族みんな好き
男(2オ）

場 ス芍溝入（子供が楽しめるので） に切ってあるものなど） •切る手間やゴミは気にならない
500-700万円

面

で •普段用には買わない ・割高 •毎日必ず食べる
本人(37オ、パート週3

⑨ 購 •お花見にパーティーサイズ狂栂入 ・切り口から酸化するので新 ・家族も果物好き
日）、夫(43オ）、長女

入 ・運動会のお弁当用に購入 鮮さを考えるとホールがよい •切る手間やゴミは気にならない
(12オ）、次女(10オ）
100~1000万円

・家族は果物好き

非 ・購入しない
•メロン、スイカ、リンゴ等一度に 本人(48オ、アルバイト

⑩ 購 ・カット商品はすぐに食べなければい ・1パックの量が少ない
たくさん切ってーロ大にし冷蔵 不定期）、夫(52オ）、長

入 けないので
庫で保存（数日かけて食べる） 男(20オ）、長女(16オ）

・食べる度に切るのは面倒だが、 100~1000万円

まとめてなら苦にならない
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ルを購入している。しかし、メロンはホールで l

個買うと出費が多くなってしまうからという理

由で、また、パイナップルはそもそもホールを

買う習慣がないためカットを購入しており、品

目によってホールとカットを使い分けているの

が特徴である。

一方、④は果物（ホール）を常備しているも

のの、むく手間がかかる果物は時間のある夜や

休日に食べるなど、家事負担を意識した消費形

態をとっている。そのためカットフルーツにつ

いても、スイカは「ゴミ処理が大変だから」、

パイナップルは「切るのが大変だから」、そし

て、家族の一人だけが果物を食べたいときは「切

るのが面倒だから」という理由で購入している。

このようにホールの場合の家事負担をカットで

解消する、すなわち手間に応じてホールとカッ

トを使い分けるタイプといえる。なお、利用場

面とは直接関連しないものの、この事例④では

「メロンなど食べ頃がわかりにくいものはカッ

トが安心」という評価をしていた点も注目され

る。

4 「日常場面で購入ー一人で食べる」タイ

プの特徴

⑤⑥⑦は、日常場面で購入しているものの、

食べるのは自分一人というタイプである。

このうち⑤⑥は、家族で食べるためにはホー

ルを購入しつつ、自分一人の昼食や、一人でゆ

っくりおやつとして食べるときにカットを利用

しており、⑥はカットは割高感があるが自分ー

人用ならよいと考えている。また、⑤は「カッ

トは熟していて甘いので失敗がない」と前述の

④と同じ点を評価している。

また、⑦は他の家族が果物を好まないため自

分用に果物を購入するが、自分一人のために切

ったり洗ったりは面倒だという理由でカットを

購入している。なお、このように l人分の果物

消費に対して皮むき等を負担に感じてカットを

購入するのは、前述の④と共通している。

5 「特別な場面で購入」タイプの特徴

⑧と⑨は、普段用にはホールのみでカットは

買わないというタイプである。果物の消費量が

多いためカットは割高になると感じており、ま

た、切る手間などが気にならない点も共通して

いる。しかし、カットを購入する機会が全くな

いわけではなく、⑧は「子供が楽しめる」とい

う理由でケーキのデコレーション用にミックス

（複数品目）の商品を購入したり、⑨はお花見

などの行事の際に大きなサイズの商品を購入す

るといったように、普段果物を食べるのとは異

なる場面で利用している。

6 「購入しない」タイプの特徴

カットフルーツを購入しないのは⑩のみであ

った。⑩は果物をホールで購入した後、自宅で

まとめてーロ大にカットし、冷蔵庫で保存して

数日かけて食べるという独特の消費形態をとっ

ている。⑩は、食べる度に果物を切るのは面倒

だが、まとめて作業するのは苦にならないとし

ており、このような対応をとることで皮むき等

の負担感を解消している。また、⑩の家族は果

物が好きで一定の消費量があることから、カッ

ト商品は 1パックの分量が少ないことなどを理

由に、今後も購入しないという意向である。

w 考察

以上のように、カットフルーツの利用形態に

は複数のタイプが見られ、日常場面で購入する

場合と行事などの特別な場面で購入する場合、

そして日常場面でも家族で食べる場合と一人で

食べる場合があることが確認された。

これらの利用形態を詳しく見ると、ホールの

皮むき等に負担感を持つ人はその解消のために

購入しており、これはまさに「簡便化商品」と

しての利用といえる。

一方で、負担感があまりなくカット商品は割

高だと感じている人でもカットを購入する場合
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があり、具体的には、 (1)カット商品が普段よ

り安くなっているときや、少量入ったカット商

品を買うことでホールより支出額を少なくでき

るなど、割安感があるとき、 (2)自分あるいは

家族の一人が食べるとき、 (3)行事などの特別

なときの 3つの場面が挙げられる。このうち (2)

については、ホールを利用すると少数の世帯員

のために家事労働を行うことになるため、普段

よりも家事労働の費用（手間）が大きく感じら

れ、それによってカットの割高感が解消されて

いると考えられる。また、 (3)については、非

日常的な場面では家事労働をしたくない、ある

いは行事などの場面に合った複数品目の取り揃

えが大変といった心理によるものと推測でき

る。

このように、普段はホールの皮むき等を負担

に思わない人であっても、様々な理由でカット

の方が合理的であると思う場面では購入してい

ることが明らかになった。

これらの点を踏まえると、今後のカットフル

ーツの利用拡大方策として、次の 3点を指摘で

きる。まず、 (1)様々な利用場面に対応してい

くために、単一品目の少量パックから多数の品

目による行事・ パーティ向け商品まで、品目の

組み合わせや量目を工夫した多様な商品展開が

求められる。その際、パイナップルやメロン、

スイカなど、現状のカット商品で多く見られる

品目だけでなく、より多様な品目の商品化を検

討する必要があろう。特に、消費者にとって皮

むきやゴミ処理の負担感が大きい品目、ホール

の購入では支出額が大きくなってしまう品目が

有効であると考えられる。ただし品目によって

は、鮮度維持や変色防止に向けた技術開発もあ

わせて行っていく必要がある。

また、 (2)購入したカットフルーツを「その

まま食べる」以外の利用提案も求められる。例

えば事例⑧ではケーキのデコレーション用に購

入していたが、このようにデザートを作る際の

材料としての利用を提案していくことで、購入

する機会がさらに広がっていくと考えられる。

なお、 (3)今回の調査結果の中では、「メロ

ンなど食べ頃がわかりにくいものはカットが安

心（④）」「カットフルーツは熟していて廿い

ので失敗がない（⑤)」といったことがカット

フルーツの利点として挙げられていたことにも

注目すべきであろう。これは、「果物で失敗し

たくない（おいしくないものは食べたくない）」

という意識の現れであると考えられる。したが

って、「カットフルーツによって果物を手軽に、

失敗なく食べられる」というアピールを行って

いくことも、利用拡大につながると考えられる。

しかしながら、ホールの利用がすべてカット

に置き換わったのでは、果物消費の拡大にはつ

ながらない。今後は、なじみのない品目をカッ

トで試してホールの利用へ誘導するといった考

え方も取り入れていく必要があろう。

なお、本稿では 18オ以下の子供がいる女性

10人を対象に調査を行ったが、今後は同じ属

性での事例数を拡大するとともに、若年男性や

高齢者などへの調査を実施し、属性別の利用形

態の類型化を図っていく必要がある。また、今

回の調査ではカットフルーツを全く購入しない

のは 1人にとどまったため、今後は購入しない

事例の蓄積によりその要因を掘り下げていくこ

とも必要である。そして、これらの分析結果に

基づいて、量的な検証を実施していく必要があ

る。
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