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［農業市場研究第19巻第2号（通巻74号） 2010. 9] 13 

《論文》

都市近郊地域型農産物直売所における需要量変動要因の分析
ー大阪府中規模農産物直売所を対象として一

吉田晋—*

An Analysis of Time Series Variation Factors Regarding Quantity Demanded in a 

Farmers'Market: A Middle Scale Farmers'Market in Osaka Prefecture 

YOSHIDA, Shinichi 

National Agricultural Research Center for Western Region 

Abstract: 

Recently, the number of farmers'markets has increased. A problem of farmers'markets, however, 

is the daily mismatch of supply and demand. In this paper, we analyzed time series variation factors 

regarding quantity demanded in the farmers'market using a case study of POS data. The technical 

analysis showed, first, that sellouts of several items don't influence the sales on the day in the farmers' 

market. Second, holiday's sales are three or four times as much as weekday's sales. Third, quantity of 

demand was influenced by daily weather, meaning that the quantity of daily demand changed greatly 

and irregularly. Therefore, a combination of two or more markets is necessary. Moreover, the quantity 

of demand was strongly influenced by gasoline prices as well as by the price index and economic 

trends. On the other hand, it is suggested that seasonal variation of demanded quantity tends to 

increase in the public favorable season for one day leisure and popular items. Furthermore, seasonal 

merchandise items are influenced strongly in opening term, after which influence gradually weakens. 

Therefore, promotion of popular items becomes takes on great importance in the farmers'market. 

〔Keyword到 farmers'market,variation of quantity demanded, Time Series Analysis 

I はじめに

1 課題と目的

近年、地産地消と食の安全への関心の高まりと

ともに、農産物直売所（以下、直売所）が増加し

ている。 2005年農林業センサスによると直売所1)

は全国に約 1万4,000施設あり、年間延べ利用者

数は 2億3,000万人に及ぶ。

直売所の課題としては「品目数、数量の確保」

が挙げられている 2)。また、吉田[5 Jは、都市

近郊の直売所における調査から、売れ残り（残品）

と売り切れ（欠品）がともに多く発生しているこ

とを指摘している。したがって、直売所では日々

の需給調整が困難であることによる需給ミスマッ

チが問題となっているといえる。

このような需給ミスマッチを改善するために

は、直売所の需要量の変動要因を解明し、需要量

の変動に合わせて供給を行うことが有効である。

直売所に関しては、梅本 [4]など既往の研究

は数多くあるが、直売所における需要量の変動に

関する定量的な研究は十分に行われていない。

＊近畿中国四国農業研究センター (E-mail: syosida@affrc.go.jp) キーワード：農産物直売所、需要

量の変動、時系列分析
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ところで、河田ら [2]は、直売所の立地条件

と消費（来店）行動の関係などを分析している。

具体的には、直売所を周辺の人口密度及び小売密

度の 2指標が高い順に「密集地域型」、「都市近郊

地域型」、「農村地域型」に類型化し、各々の平均

的な商圏は車で20分、 60分、 125分、各々の来店

頻度は週に数回、週に 1回、月に 1回であること

などを明らかにしている。

本稿では、このうち都市近郊地域型中規模直売

所Aを対象として、直売所A全体の需要量の日次

系列モデルを推定し、需要量変動要因を解明する

ことを目的とする。また、需要量に影響する要因

の分析を通じて、都市近郊地域型直売所の売上増

加戦略を検討する。

2 対象直売所の概要

本稿では、大阪府泉南地域にある直売所Aを対

象とした（表 1)。直売所Aの年間売上高は約

2,000万円であり、中規模直売所である。直売所

Aは、泉南地域と和歌山県を隔てる和泉山脈の入

口に位置し、山々に囲まれている。一方で、市中

心部から車で約20分であり、周辺市町村の人口も

比較的多い。来店者のほとんどは自動車による来

店であり、隣接市町村以遠からの来店も比較的多

い。したがって、都市近郊地域型といえる。直売

所Aは農業公園Bの一角に設置されている。 2003

年に直売所Aが先行オープンし、翌年に農業公園

B全体がグランドオープンした。営業日は週6日

で、定休日は月曜日だが、月曜日が祝日である場

合は、月曜日に営業し火曜日が休業日となる。全

ての売れ残り（残品）は、当日原則出荷者が引き

取っている 3)。

表 1 直売所Aの概要

所在地 大阪府泉南地域（農業公園B内）

開業

年間売上高
運営主体

出荷者数

営業日

営業時間

2003年直売所A先行オープン
2004年農業公園Bグランドオープン
約 2千万円

農事組合法人C

約30名

週6日

平日： 9時-12時

I土日祝B:9時-15時

資料：直売所AのPOSデータ及び聞き取り調査。
注：年間売上高と出荷者数は2005年から2007年の平均

的な値。

II 欠品による販売機会の損失の検討

直売所Aでは日常的に数品目の売り切れ（欠品）

が発生している。売り切れた品目の購入を目的に

来店した客は、売り切れた品目を購入できない

分、購入点数が少ない可能性がある。すなわち、

欠品の発生により、販売機会の損失が生じ、売上

が低下している可能性がある。

そこで、欠品が生じているであろう 10時以降閉

店までと11時以降閉店までの 1人当たりの販売

（購入）点数が、欠品品目数によって異なるかを

検討した。具体的には、欠品品目数の四分位点を

もとに営業日を 4つの階層（欠品数階層）に分類

し、階層間の 1人当たり販売点数を、平均値の比

較と分散分析によって検討した。

その結果、欠品数階層間において 1人当たり販

売点数の平均値の差は小さく、また、欠品品目数

が多くなれば 1人当たり販売点数が減少するとい

う傾向は認められなかった（表2)。分散分析の

結果からも、 1人当たり販売点数について、欠品

数階層間における有意な差は検出されなかった

表2 欠品数階層別 1人当たり販売点数 (2007)

1人当たり販売点数
欠品品目数

N 
10時以降 11時以降

（欠品数階層） 平均 標準 平均 標準

（点） 偏差 （点） 偏差

4未満 65 3.35 0.84 3.19 1.19 
4以上7未満 85 3.56 0.87 3.47 1.98 
7以上12未満 71 3.55 1.12 3.19 1.00 

12以上 80 3.41 0.62 3.10 0.68 

注： 1)欠品品目数の四分位点をもとに営業Hを4つの
階層に分類した。

2)直売所AのPOSデータと納品伝票から、出荷数
と販売点数、 1人当たり販売点数、欠品（売り
切れ）品目数を把握した。

表3 欠品数階層間における 1人当たり販売点数の
分散分析表 (2007)

変動因 平方和 自由度 分散 F値 p値

10 階層間 6.2 3 2.1 1.2 0.32 

； 誤差 526.3 297 1.8 

全体 532.5 300 

11 階層間 2.4 3 0.8 1.0 0.37 

問 誤差 226.5 297 0.8 

降 全体 228.9 300 

注：表2に同じ。
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（表3)。

したがって、直売所A全体として見たとき、欠

品の発生は当日の売上に影響しないといえようい。

これは、消費者店舗内購買行動分析により、食品

購買行動の一般的特徴として指摘される計画性の

乏しさを、直売所においても確認した梅本 [4]

の分析結果と整合すると考えることができる。ま

た、来店時には土産感覚で必ず何かを買って帰る

という行動がとられていると考えることができる。

以上から、直売所A全体としては、需要量と販

売点数がほぼ一致すると考えることができる。そ

こで以降では、販売点数の変動要因を分析する。

m 時系列モデルの推定

1 用いたデータと各変動の有無の検出

直売所AのPOSデータから、 2004年から2007年

の各日の販売点数を集計し、以降の分析に用い

た。なお、同期間において出荷者や部門毎（果莱

類、葉莱類、加工品など）の売上構成比、直売所

運営方法に大きな変化はなかった。販売点数は 1

日平均約300点であったが、ばらつきが非常に大

きかった（表4)。繰り返しのない分散分析の結

果から、日々の販売点数には年、週、曜日による

変動が存在することが確認された（表5)。寄与

率5) を見ると、曜日による変動が最も大きく、

表4 販売点数（日次）の基本統計量 (2004~2007)

N 

平均（点）

標準偏差

最小値（点）

最大値（点）

中央値（点）

資料：直売所AのPOSデータ。

1210 

289 

220 

12 
1675 

216 

表5 販売点数（日次）の分散分析表(2004~2007)

変動因 平方和 自由度 分散 F値 寄与率

年 16.2 3 5.40 43.12* * * 4% 

週 81.6 26 3.14 25.06* * * 22% 
曜日 196.0 5 39.20 312.99* * * 53% 
誤差 76.9 614 0.13 

全体 370.7 648 

資料：表4に同じ。
注： 1) 2004年から2007年に祝Hや不定休のない27週

の販売点数を対象に分析した。
2)販売点数を対数変換して分析した。
3) ***は0.1%水準で有意であることを示す。

また、年、週、曜日による変動によって、全変動

の79%が説明された。

2 分析方法

本稿ではTCSI分解法を援用した。 TCSI分解法

は、時系列データの変動が傾向変動 (Trend)、

循環変動 (Circulars)、季節変動 (Seasonality)、

不規則変動 (Irregular) に分解できると仮定し

て、原系列を各要素変動に分解する手法である。

本稿では、日次データを分析するために、曜日変

動を要素変動に加えて分析した。なお、 TCSI分

解法のうち乗法モデルを採用した。

具体的には、①まず、期別平均法いにより、

曜日指数を導出・ 分析した。②次に、①から得ら

れた曜日変動調整済み系列 (TCSI要素）に対移

動平均比率法のを適用して季節指数を導出し、

季節変動の要因を相関分析によって検討した。④

最後に、③で得られた曜日・季節調整済み系列

(TCI要素）を重回帰分析によって解析した。

3 分析結果と考察

(1) 曜日変動分析の結果と考察

曜日変動分析の結果、土・日・月曜日 8) の販

売点数は、平日の 3~4倍であった（表6)。曜

日変動は各年で似通ったパターンを示すものの、

徐々に土・日・月曜日の比率が高まり、火・水・

木曜日の比率が低下していた。したがって、レジ

ャー目的の来店の比率が相対的に高まった、ある

いはオープン後年数を経るとともに、知名度が向

上し、集客範囲が広まった可能性がある。

(2) 季節変動に関する分析の結果と考察

季節変動分析の結果、各年の季節変動パターン

は似通っていた（表7)。販売点数は 1月から 8

表6 期別平均法による曜日変動分析結果

年
曜日指数

B 月 火 水 木 金 土

2004 1.86 1.50 0.73 0.62 0.68 0.58 1.37 
2005 1.83 1.52 0.66 0.56 0.62 0.62 1.47 
2006 1.89 1.63 0.69 0.55 0.60 0.59 1.51 

2007 2.14 1.54 0.55 0.48 0.51 0.53 1.52 

資料：表4に同じ。
注：原系列を曜日指数で除することによって、曜日変

動が除去される。
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表 7 対移動平均比率法による季節変動分析結果

年
季節指数

1月 2月 3月 4月 5月 6月

2004 0.58 0.56 0.57 0.84 0.98 1.10 
2005 0.60 0.58 0.56 0.88 1.10 1.10 

2006 0.59 0.58 0.58 0.86 1.01 l.ll 

2007 0.55 0.60 0.63 0.87 0.96 1.04 
7月 8月 9月 10月 11月 12月

2004 1.26 1.55 1.06 1.39 1.13 0.98 

2005 1.30 1.48 1.09 1.26 1.09 0.95 
2006 1.33 1.59 1.14 1.30 1.03 0.89 

2007 1.32 1.60 1.13 1.33 1.06 0.92 

資料：表4に同じ。

注：原系列を季節指数で除することによって、季節変

動が除去される。

表 8 季節変動要因の相関分析結果

年 品目数 主力人気 日帰り観光

S指数 0.84** -o.so** 0.72* * 

2004 客数 0.88** -0.81 ** 0.49 
販売数／人 0.25 -0.40 0.38 
S指数 0.83* * -0.85** 0.73* * 

2005 客数 0.70* -0.92** 0.54 
販売数／人 0.36 -0.10 0.17 

S指数 0.64* -0.79** 0.75* * 

2006 客数 0.63* -0.84** 0.60* 

販売数／人 0.38 -0.38 0.33 

S指数 0.66* -0.74** 0.74 * * 

2007 客数 0.40 -0.90** 0.49 
販売数／人 0.37 -0.20 0.17 

資料：直売所AのPOSデータ及び日本観光協会「日帰り

観光レクリエーション統計 第4-6回日帰りレ

ジャー回数調査」 1990、1992、1995。
注： 1) • は5%水準、＊＊は1%水準で有意であること

を示す。

2) S指数：季節指数、客数：月別レジ通過客数、

販売数／人：月別レジ通過客 1人当たり販売

数、品目数：月別販売品目数、主力人気：各

月の主力品目の人気を示す指標（年間延べ約

700品目（月平均約60品目）における各月で

最も販売された品目の順位。値が低いほど人

気が高いことを示す。）、日帰り観光：月別 1
人当たり日帰り観光レクリエーション参加回

数（第 4-6回調査の平均値）、以上、 6指

標間のPearsonの相関係数を示す。

月にかけて増加し、 8月と10月に 2つのピークが

存在した。

このような季節変動の要因は、相関分析結果か

ら、日帰りレジャー需要の変動と直売所Aにおい

て人気がある品目 9) の出荷時期・旬に影響され

ていることが示唆された（表8)。特に来店者数

の変動は人気品目の旬に強く影響されているとい

えよう。一方、品揃え（品目数）の影響は、オー

プン当初は強かったが、近年弱まってきていると

表 9 分析に用いた変数の定義と基本統計量

変数 I 定義 I 平均 I標準偏差
目的変数

TCI I曜日・季節調整済み販売点数 I 296 I 141 
説明変数

曜日
第11-19週、第31-39週、第
49週以降の平B: 1、その他： 0.28 0.45 

調整D

゜祝日 D 祝日： 1、その他： 0 0.02 0.15 

祝日ラ 祝日の翌日（ただし休日以
O.Dl 0.11 

グlD 外）： l、その他： 0

祝日ラ 祝日の翌々日（ただし休H以
0.00 O.D7 

グ2D 外）： l、その他： 0

イ 小 0.02 0.12 
ベ ＇ イベント等開催日： l、その
ン 中 O.ol 0.09 
卜 他： 0

D 大 0.01 0.08 

TV放送日： 1、その他： 0 
TVD ただし放送時刻が夕方以降の 0.01 0.08 

場合は放送翌日

品目数 販売品目数の対数値 3.30 0.32 

品目数
前日の販売品目数の対数値 3.30 0.31 

ラグ

休 0.05 0.23 
日 営業時間中降水有り： l、その嬰

D 戸 他： 0
0.06 0.25 日

日照 営業時間中 1時間当たり平均
0.42 0.40 

時間 H照時間の 2乗

最大 営業時間中最大風速 5m以
0.19 0.39 

風速D 上： 1、その他： 0 

ガ 背 38.1 50.1 
消費者物価指数のうち「ガソソ

リー―
ン 平

リン (7301)」（月次）

日 64.7 50.3 

物価
消費者物価指数のうち季節調
整済み「総合 (901)」の対数 4.61 0.03 

指数
値（月次）

景気動 景気動向指数のうちDI指数
l.7E42 6.6E42 

向指数 （一致指数）の指数値（月次）

TCI 
前日のTCI要素の値 296 147 

ラグ

t 
タイムトレンド (2004/1/1: 1 

730 423 ... 2007/12/31 : 1461) 

t二乗 タイムトレンドの2乗 7.1E5 6.4E5 

資料：寵売所AのPOSデータ、気象庁HP、農事組合法

人C定例会議資料、聞き取り調査、総務省「消費

者物価指数」、内閣府「景気動向指数」。

注： 1)気象データは最寄りのアメダス観測所の観測

データを気象庁HPより把握し用いた。

2) イベント等、 TV放送は農事組合法人C定例

会議資料、及び聞き取り調査により把握した。

3)イベント等は販売点数に対する影響に応じて

3つに分類した。イベント（小）は新春の餅

つき、加工教室等、イベント（中）はハイキ

ング、農業公園Bの祭り等、イベント（大）

は年末の餅つき等がある。

4)曜日調整Dは曜日変動の季節変化を調整する

ために用いた。当該変数が有意であれば、曜

H変動が季節的に変化することを意味する。
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表10 重回帰分析結果

変数
非標準化 標準化

t値
有意

係数 係数 確率

定数 -27688.8 -5.5 0.00 

曜日調整D 18.8 0.057 3.1 0.00 

祝8D 416.2 0.410 23.9 0.00 

祝 Hラグ1D -141.8 -0.103 -6.0 0.00 

祝日ラグ2D -74.4 -0.035 -2.2 0.03 

イベント
小 106.1 0.089 5.5 0.00 

中 274.5 0.169 10.2 0.00 
D 

大 652.6 0.359 21.0 0.00 

TVD 81.8 0.045 2.8 O.Dl 

品目数 191.5 0.414 15.5 0.00 

品目数ラグ -63.6 -0.137 -6.2 0.00 

降水D
休日 -52.6 -0.080 -4.6 0.00 

平日 -47.5 -0.079 -4.5 0.00 

H照時間 38.8 0.106 6.0 0.00 

最大風速D -16.8 -0.045 -2.7 0.01 

ガソリン 休H -5.9 -2.007 -7.3 0.00 

平日 -5.5 -1.886 -6.9 0.00 

物価指数 6046.8 0.124 5.6 0.00 

景気動向指数 -0.000 -0.064 -3.7 0.00 

TCIラグ 0.2 0.185 9.1 0.00 

t 0.5 1.469 11.7 0.00 

t二乗 -0.000 -1.058 -11.2 0.00 

N 1209 

adjRA2 0.693 

d.w. 1.896 

資料：表9に同じ。

いえる。これは、来店頻度が比較的低い都市近郊

地域型の直売所において、来店者に直売所の人気

品目が認知された結果、来店目的が人気品目の購

入に集中したためと考えることができる。また、

これは、都市近郊地域型直売所では、その直売所

でしか購入することが出来ない農産物や特産品を

準備することが重要である、との河田ら[2 Jに

よる指摘と整合的である。

(3) 重回帰分析の結果と考察

曜日・季節調整済み日次系列 (TCI要素）を璽

回帰分析によって解析した。分析に用いた変数を

表9に示す。

重回帰分析の結果、推定された係数の符号条件

は全て妥当であった（表10)。決定係数はやや低

いものの、曜日・季節調整済み日次系列 (TCI要

素）は、①イベントなど各日の特徴、②品目数、

③天候、④経済指標などによって、ある程度説明

可能であるといえる。

得られた結果から、曜日変動と季節変動を除去

した販売点数の変動について、以下の点が指摘で

きる。

第一に、品目数が多い日に販売点数が多い。第

ニに、祝日、イベント時に販売点数が非常に多

ぃ。ただし、祝日後 2日間は販売点数が低迷す

る。第三に、販売点数は、上に凸の 2次曲線を描

きながら増加傾向にある。これは、オープン当初

は順調に売上を伸ばしてきたが、近年伸び悩み傾

向にあることを示している。第四に、天気が良い

日に販売点数が多く、天気が悪い日に販売点数が

少ない。第五に、ガソリン価格の高騰時に販売点

数が少なく、一方、物価の上昇時や景気の悪化時

には販売点数が多い。このことから、販売点数

は、一般経済の動向に影響されるといえる。

N おわりに

本稿では、大阪府の都市近郊地域型中規模直売

所Aを対象として、需要量の日次系列モデルを推

定し、需要量変動要因を定量的に分析した。以下

に得られた知見をまとめ、都市近郊地域型直売所

の売上増加戦略を考察する10)。

第一に、対象直売所全体として見たとき、数品

目の売り切れは、当日の売上に影響しないことが

示唆された。これは、①食品購買行動一般に指摘

される計画性の乏しさと、②来店時には土産感覚

で必ず何かを購入するという市街地外に立地する

直売所に特徴的な購買行動によると思われる。

第二に、日々の需要量の変動は、①曜日、イベ

ントなどその日の特徴、②天候、③品目数、④経

済指標などによって、ある程度説明可能である11)。

第三に、休日には、平日の 3~4倍の需要量が

あり、さらに需要量はその日の天候に影響される

など、日々の需要量は極めて大きく、かつ不規則

に変動していることが確認された12)。したがっ

て、需給調整のためには、複数の販路を組み合わ

せるなどの対策が必要であろう。例えば、需要が

休日に集中し平日に低迷するため、卸売市場出荷

や学校給食向けの出荷と組み合わせるなどの対策

が有効であると考えることができる。

第四に、対象直売所の人気品目の出荷時期・旬

には来店者と需要量が増加する。一方で、季節毎

の品揃えの影響は、オープン当初は強かったが、

徐々に弱まっている。来店頻度が比較的低い都市
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近郊地域型や農村地域型の直売所では人気品目の

育成がより重要になってくると思われる。

第五に、対象直売所の需要量の変動は、①日帰

りレジャー需要の季節変動と、②ガソリン価格の

変動に強く影響されていた。また、前述の通り、

需要量は、③休日に集中し、④天候に影響され、

購買行動では、⑤土産感覚での購入行動が示唆さ

れた。以上から、消費者の来店及び購買行動は日

帰りレジャーと関連・類似しているといえる。こ

れは、都市近郊地域型直売所への来店及び購買

が、日帰りで行う一種のグリーンツーリズムとし

て定着しているためと考えることができる。この

ような来店者をリピーターにすることが重要と考

える。

［付記］本稿は、科学研究費補助金（若手研究（ス

タートアップ）課題番号20880037)の助成を受け

たものである。

注

1) 2005年農林業センサスでは、「産地直売所」

として定義されている。

2)農林水産省大臣官房統計局「平成19年農産物

地産地消等実態調査」 (2008) によると、直

売所の64.8%(最多）が課題として「地場農

産物の品目数、数量の確保」を挙げている。

3) このため、残品が翌日以降もそのまま店頭に

並ぶことはなく、鮮度については一応の担保

があるといえる。

4)単品レベル、出荷者レベルで見た場合には、

販売機会の損失が発生していると考えられ

る。また、長期的に見た場合に、売り切れが

頻発する直売所において客離れが起き、売上

が減少する可能性を否定するものではない。

5)寄与率は奥野 [3] を参考に、以下の式によ

り求めた。

Py= JSy-V, x (4-1)1/St 

凡=lSw-V,x(27-1)1/Si 

凡=JSrV,x(6-l)I/S1 

凡：年変動の寄与率、 Pw:週変動の寄与率、

凡：曜日変動の寄与率、 St:全変動、 Sy:年間

変動、 Sw:月間変動、 Sa:曜日間変動、 V,:残

差分数

6)期別平均法については奥野 [3]を参照。

7)対移動平均比率法については本多[1] を参

照。

8)月曜日は祝日の場合のみ営業している。

9)対象直売所において特に人気がある品目とし

ては、①希少ないわゆる伝統野菜D、②元々

当該地域産は高品質とされてきた野菜E、③

近年生産技術が向上してきたとされる漬物の

3品目が挙げられる。

10)ただし、一般に変動する需要量に対して生鮮

農産物の供給は上方硬直的であり、需要量変

動要因を分析し対処しても、それが直ちに売

上増大に結びつかない可能性がある。

11)密集地域型直売所では、競合店の特売情報な

ど他の要因も強く影響すると考えられる。

12)小売業一般に共通する特徴であると考えられ

るが、都市近郊地域型直売所では、後述のよ

うに一種のグリーンツーリズムとして利用さ

れていると考えられるため、需要量は特に大

きく、かつ不規則に変動していると考えられ

る。
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