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〈論文》

小売業態としての農産物直売所とスーパーマーケットのポジショニング
に関する考察

里村睦弓＊森高正博＊＊福田晋＊＊＊

A Study on the Positioning of the Farmers'Markets and Supermarkets 

as Retail Formats 
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MORITAKA, Masahiro 
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FUKUDA, Susumu 
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Abstract: 

This study clarifies the identity of various farmers'markets. Through analysis of survey 

questionnaire from Y city in Fukuoka Prefecture, Japan we analyzed consumer's reason for store 

selection among farmers'markets and supermarkets. Firstly, factor analysis was applied to the data 

set in order to extract factors of consumer's store choice; the relationship with the store, the presence 

of local products, various convenience factors. and values added aspects. Secondly, cluster analysis 

was applied to these four factor scores, thereby classifying the farmers'markets and supermarkets 

into four groups each with different store identities. The first group consists of famers'markets 

which are characterized by local production and as having value added on the store. The second 

group consists of farmers'markets and cooperative supermarkets characterized by local production 

and as based on a relationship with consumers. The third and fourth groups consist of only 

supermarkets which are convenient and value added stores. In conclusion.'face to face relationships, 

sense of trust. product safety and product freshness'were identified as the identity of farmers' 

markets. which differentiated them from supermarkets. 

〔Keyword到 farmers'market.store selection, factor analysis 

I はじめに

農産物直売所 1) (以下「直売所」とする。）は

1990年代以降大きく発展してきた。開設当初は余

剰農産物の販売チャネルとしての経済的意義、ま

た、女性・高齢農業者が所得を得る場としての社

会的意義や、地域農業の活性化や、雇用創出とい

った地域経済的な意義も大きく捉えられている。

堀田[1 ]は、直売所研究の整理の中で、販売品
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目や購買条件（ここでは店舗の雰囲気や利便性）

について、利用者の視点からその特徴をまとめて

いる。その中で、直売所を選好する消費者の特性

として、品質、安全性、価格、交流に対する意識

が、他の小売業態を選好する消費者よりも高いこ

とを指摘している。整理の中で堀田[1]は、グ

リーンツーリズムについても触れているが、直売

所の特徴として、生産者と消費者を交流という形

態によって結びつけることが可能であり、交流が

直売所の特異性であると明示している。直売所の

発展の背景には、この様な意義と共に、「顔の見

える関係、安心、安全、新鮮」等のアイデンティ

ティ 2)が消費者に認識されていることがある。

一方、直売所の実態としては、従来型の直売

所、 JA等の大規模資本を持つ大型直売所、市場

仕入等も積極的に行うスーパーマーケット（以下

「スーパー」とする。）化した直売所と大きく分け

て3つの形が見受けられる。とくに大型直売所の

中には、スーパーにインショップ:{)を構える店

舗もある。さらにスーパー側の動きとして、農産

物の広域流通を核としながらも、店内に直売コー

ナーいをもつ店舗も見受けられる。そこでは、

直売所で行われることが多かった生産者による値

付けや在庫引取り等の取引方法がとられている。

「顔の見える関係、安心、安全、新鮮」をスーパ

ーも訴求するようになってきているのである。こ

のように、直売所は小売業態としての変化を見せ

ながら、これまでの直売所同士の競合関係に加

え、スーパーに代表される他の小売業態との競争

にもさらされるようになってきており、これまで

より競合関係が多様化している 5)。

こうした新たな競合関係の中で、直売所では、

品揃えの一層の拡充や、消費者ニーズの把握など

が重視されてきている。しかしながら、このよう

な直売所の戦略は「顔の見える関係、安心、安

全、新鮮」等の直売所としてのアイデンテイティ

が希薄化しているのではないだろうか。つまり、

消費者にとって、農産物を購入する際、直売所と

スーパーの差異が曖昧になってきていると危惧さ

れる。

本稿では、堀田[1]の直売所研究の整理にみ

られる直売所の消費者行動に依拠しながら、消費

者の視点から見た直売所のアイデンテイティを再

確認する。そのために、消費者が農産物を購入す

る際、どのような理由で直売所とスーパーを位置

づけ、選択しているのかという、直売所とスーパ

ーの店舗選択理由を手掛かりとして、両者の相対

的なポジショニングを数量化し、直売所のアイデ

ンテイティが保たれているか検証する。

なお、スーパーにおける消費者の店舗選択につ

いて、高橋ら[7]は、居住地と店舗の間の空間

的関係、ならびに店舗規模によって規定されてい

ることを明らかにしている。そして、スーパーの

利便性は、規模の大小によって影響され、大型店

舗いでは、店舗のハード面が消費者の利用動機

として重視されるのに対し、ローカルチェーン店

舗では、サービスといったソフト面が重視されて

いることが明らかになっている叫

スーパーと直売所の店舗選択に関する研究とし

て西ら[5]山本 [9]がある。西ら [5]では、

調査対象を直売所、生協、一般（ここではスーパ

ーと同義語として使用）の 3つに分類し、消費者

が青果物購買時に重視する価値観8) から店舗選

択行動を分析し、店舗の位置づけを明確化してい

る。しかしながら、この比較は消費者の価値観か

ら店舗選択行動を見た限定的なものである。

以上の様に、スーパーの規模別や立地条件での

消費者の店舗選択に関しての分析や、スーパーと

直売所の比較があるものの、大型化・スーパー化

している直売所、並びに直売コーナーやインショ

ップを付随するスーパーについて、消費者の直接

的な店舗選択理由を定量的に分析したものは見ら

れない。

そこで、本稿では、西ら[5] と異なり、より

具体的に直売所のマーケティング活動となりえる

項目を店舗選択理由として用い、小売業態として

の直売所について着目していく。

Il 研究方法

1 分析方法

本稿では、課題に対し、消費者の店舗選択理由

として、「関係性」、「地産地消」、「利便性」、「店

舗付加価値」に関する23変数を用いる。「地産地

消」、「利便性」、「店舗付加価値」の選択項目に関

しては西ら [7]で挙げられている変数に倣い、
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「関係性」に関する変数を新たに加えて挙げた。

そして、これら23変数について因子分析を行い、

全サンプルの店舗選択志向を抽出する。抽出され

た因子の因子得点の平均値をとり、数直線上にプ

ロットし、そのポジショニングをみていく。その

際、直売所とスーパーに有意性の有無を確認する

ため、因子ごとに差の検定をおこなう。因子分析

の推計モデルは以下のようである。

XiJ=a几几 +ap,}五十...aikf;k + eり

泣は消費者の店舗選択理由、 aJは因子負荷量、

j は共通因子、 e.uは誤差項、 iは変数の数、 jは

サンプルの数、 Kは因子の数である。因子の抽出

方法は主因子法とし、回転方法はバリマックス法

とした。

さらに第2の課題に対して、抽出された因子得

点の店舗ごとの平均値を用いて、階層的クラスタ

一分析によって、直売所とスーパー各店舗の位置

づけを確認する。距離として平方ユークリッド距

離を採用し、クラスター化はWard法を適用す

る。以上の方法は、消費者の店舗選択理由を軸と

する直交空間上に直売所やスーパーをマッピング

し、相対化することで、直売所のアイデンテイテ

ィを確認しようというものである。分析にはSPSS

ver.19を使用した。

2 データ

農産物を購入する際、直売所とスーパーを併用

している消費者を分析対象の母集団と考える。サ

ンプリングは福岡県Y市に位置する主要な 2つの

直売所の利用者を対象とした。 Y市は2010年に市

町村合併し福岡県で 3番目に大きい都市となっ

た。直売所D-1はY市の旧中心街に位置し、直売

所、レストラン、地ビールエ房、温泉施設、イチ

ゴ農園等を持つ複合施設である。周辺には食品ス

ーパーやショッピング・センターいをはじめ多

様な小売業態の店舗が多数ある。同じく直売所

D-4はY市のやや郊外に位置する「道の駅」に併

設された直売所である。直売所の他に飲食店や観

光案内所がある。また、国道に面し近隣県との行

き来が多い立地条件である。直売所D-1とD-4の2

店舗は、 Y市の中心街に近いこともあり、両店舗

表1 店舗のプロファイル

店舗名 立地 業態区分注2

D-1 平坦・農村部 直売所（第3セクター）

D-2 平坦・農村部 直売所 (JA系列）

D-3 平坦・農村部 直売所（道の駅）

D-4 平坦・農村部 直売所（道の駅）

D-5 都市部 直売所（道の駅）

D-6 直売所

S-1 都市部 食品スーパー（農協系列）

S-2 都市部 食品スーパー（生協系列）

S-3 都市部 食品スーパー

S-4 都市部 食品スーパー

S-5 都市部 食品スーパー

S--6 都市部 デイスカウントストア

S-7 都市部 デイスカウントストア

S-8 都市部 デイスカウントストア

S.9 都市部 ショッピング・センター

S-10 都市部 ショッピング・センター

S-11 食品スーパー

出所：アンケート調査より筆者作成。以下同様。
注： 1) D-6、S-11はその他店舗である。

2)業態区分の括弧内は業態の補足情報である。

の消費者は農産物を購入する際、スーパー等の他

の小売店を自由に選択できる状況にある。両店舗

とも青果物を中心に地域特産の茶葉、果物、生鮮

食品、加工食品、惣菜、菓子類等を取り扱ってい

る。さらに、 Y市の主要直売所は、この 2店舗で

あり、直売所とスーパーを併用する消費者のほと

んどをこの 2店舗で抽出できる。

配布・回収は店頭での対面調査法とし、調査期

間は平成23年3月の平日と休日の各 1日ずつ行っ

た。また、各店舗の平日・休日のそれぞれの目標

回収数を、調査店舗へ事前に、直近のレジ通過

者、もしくは来店者のデータから実際の店舗利用

客数の比率に応じてウエイトバックし設定した。

調査票回収数は、両日併せて直売所D-1は94、直

売所D-4は182であった。このうち有効回答は直売

所D-1で平日44、休日40、直売所D-4で平日93休

日73であった。調査では、各回答者がよく利用し

ている直売所2店舗、よく利用しているスーパー

1店舗を挙げてもらい、それぞれの店舗の利用頻

度、店舗選択理由を尋ねた。従って、 1人の回答

者から、 3店舗に対する選択理由の回答が回収さ

れることとなる。なお、ここで回答された店舗

は、直売所で65店舗、スーパーで37店舗に上が

る。この内、回答数の多かった店舗に限定して分
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析を進めることとする。分析対象とした店舗別プ

ロファイルは、表 lに示すとおりである。なお、

本稿では協同組合系の中での分類は議論の対象で

はないため、農協系および生協系の食品スーパー

を協同組合系のスーパーとする。

3 調査結果概要

調査結果概要として、回答されたサンプルにつ

いて表2に示す。回答者は、男性が33.2%、女性

が66.4%と女性の方が多い結果となった。年齢は、

55~64歳が全体の36.8%を占め、次いで65歳以上

が全体の27.6%占めていた。家族構成は、二世代

が全体の45.6%を占め、次いで夫婦のみが全体の

34.4%を占めた。所得は、 400~600万円未満が全

体の28.4%を占め、次いで200~400万円未満が全

体の23.2%を占めていた。消費者の居住地は、福

岡県郊外が全体の29.2%を占め、次いでY市近隣

が全体の24.4%を占めていた。

表2 調査結果概要

変数 n (人） 変数説明 出現数 比率（％）

男 83 332 

性別 250 女 166 66.4 

無回答 1 0.4 

1=24歳以下 4 1.6 

2=25-34歳 14 5.6 

年齢 250 
3=35-44歳 28 112 

4=45-54歳 43 172 

5=55-64歳 92 36.8 

6=65歳以上 69 27.6 

l=単身 16 6.4 

2=夫婦のみ 86 34.4 

家族構成
3=二世代（親子） 114 45.6 

250 
4=三世代（栽子孫） 28 112_ 

5=その他 5 2 

無回答 1 0.4 

1=200万円未満 33 132 

2=200万円～ 58 232 

3=400万円～ 71 28.4 

世帯所得 250 4=600万円～ 41 16.4 

5=800万円～ 23 92 

6=1000万円～ 11 4.4 

無回答 13 52 

Y市 57 22.8 

Y市近隣 61 24.4 

居住地 250 福岡県F市 16 6.4 

福岡県郊外 73 292 

福岡県以外 43 172 

次に、店舗選択理由に関する測定変数の概要

は、表3の因子分析結果と共に示した。表3から

農産物購入に際しての店舗選択理由としては「地

産地消」や「利便性」の測定項目の平均点が全体

的に高めに出ていることがわかる。「関係性」に

関しては全体的に測定項目の平均点がやや低めに

出ている。「店舗付加価値」に関しては変数の内

容によってばらつきがみられる。また、「店舗付

加価値」の「レジャー施設の設置」や「関係性」

の「生産現場の視察」は店舗選択理由としては測

定項目の平均点が低く出ている。

m 分析結果

1 消費者の店舗選択理由

農産物を購入する際の店舗選択理由23変数を因

子分析し、固有値が 1以上であり、かつ解釈可能

であるものとして 4因子を得た10)。各因子を構成

する項目は、以下で詳述するように、当初想定し

た「関係性」、「地産地消」、「利便性」、「店舗付加

価値」の項目分類とおおよそ一致する結果を得

た。第 1因子は「気に入った生産者の農産物」「店

員と会話できるから」「店または生産者に欲しい商

品を要望」「生産者の名前と連絡先の明記」「個別生

産者との交流」「生産現場を視察することができ

る」の測定項目に強く反映していることから、こ

の因子を「関係性重視志向」とする。第2因子は

「新鮮な農産物の販売」「農産物の価格が安い」「安

心な農産物を販売」「地場産が買える」「珍しい産品

が買える」「気に入った生産者の農産物」「生産者の

名前と連絡先の明記」に強く反映していることか

ら、この因子を「地産地消の程度志向」とする。

第3因子は「ポイントが貯まる」「農産物以外に気

に入った商品がある」「家から近いまたは仕事帰り

に立ち寄れる」「農産物以外の買い物も一緒に済ま

すことができる」「駐車場が広い」「営業時間が長

い」「レイアウトが良い」に強く反映していること

から、この因子を「利便性重視志向」とする。第

4因子は「敷地内に飲食スペースやレストランが

ある」「サービスが充実」「観光情報が手に入るか

ら」「レジャー広場等が設置されているから」「季節

行事等のイベント」に強く反映していることから

この因子を「店舗付加価値重視志向」とする（表
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表3 測定変数概要および因子分析結果

変数名
測定項目概要 因子分析結果

変数の説明 平均 標準偏差 第1因子 第2因子 第3因子 第4因子

新鮮な農産物を販売しているから 3.933 1.170 0.173 0.7切 -0.055 0.061 

農産物の価格が安いから 3.552 1.199 0.068 0.503 0.037 0.091 

安心な農産物を販売しているから 3.866 1200 0.179 0.835 -0.061 0.113 

地場産が買えるから 3.731 1.304 O.'l:17 0.722 -0.184 0.121 

珍しい産品が買えるから 3.017 1.225 0283 0.477 0.069 0.141 

ポイントが貯まるから 2.312 1.457 -0.020 --0.141 0.514 0.Cf19 

農産物以外の気に入った商品があるから 3206 1.334 0.134 0.232 0.491 0.048 

敷地内に飲食スペース・レストランがあるから 2.201 1.308 0.172 0.146 0.098 0.683 

サービスが充実しているから 2.887 1.216 0.192 0.356 0.341 0.400 

観光情報が手に入るから
5=非常に重要

2.035 1.100 0.376 0.183 0.041 0.587 

レジャー広場等が設置されているから 4=かなり重要 1.901 1.115 0.178 0.033 0.069 0.602 

家から近いまたは仕事帰りに立ち寄れるから 3=やや重要 3.420 1.505 0.085 -0.117 0.619 -0.075 

農産物以外の買い物も一度に済ますことができるから 2=あまり重要でない 3.309 1.457 0.093 -0.087 0.694 -0.039 
l=全く重要でない

駐車場が広いから 3.685 1.277 0.023 0.093 0.637 0.186 

営業時間が長いから 3206 1.381 -0.003 --0.071 0.738 0.109 

レイアウトが良いから 2.896 1.195 0.177 0.156 0.542 0.291 

季節行事等のイベントがあるから 2.467 1.282 0.389 0.195 0.220 0.452 

気に入った生産者の農産物があるから 2.832 1.371 0.589 0.416 0.063 0.076 

店員と会話できるから 2.284 1.208 0.680 0.156 0.189 0.216 

店または生産者に欲しい商品を要望できるから 2.369 1229 0.742 0.233 0.133 0.151 

生産者の名前と連絡先が分かるから 2.755 1.395 0.622 0.404 -0.061 0.179 

個別生産者と交流があるから 2.086 1.183 0.841 0.140 0.090 0.218 

生産現場を視察することができるから 1.950 1.103 0.738 0.089 0.056 0. 切8

二乗和 3.678 3.131 2.915 1. 切6

寄与率 15.99% 13.61% 12.67% 8.59% 

累積寄与率 15.99% 29.60% 42.28% 50.87% 

注： 1)平均とは選択した 3店舗（直売所2店舗、スーパー 1店舗）の結果である。
2)因子の回転はパリマックス法とした。

3参照）。

以上から、消費者が農産物を購入する際、店舗

選択理由として、最も説明力の高い因子は、店舗

や生産者との交流といった関係性であることが明

らかになった。次に、地産地消を中心とした品揃

えであることが明らかになった。

次に各店舗の位置づけを詳しく見ていこう。因

子分析の結果、サンプルごとに因子得点が得られ

る。因子得点について、店舗別の平均値をとり数

直線上にプロットしたものが図 1~4である。図

1~4の数直線は 0を起点としプラスに行くほ

ど、その店舗の消費者がその因子を店舗選択理由

としていることを示しており、マイナスに行くほ

ど店舗選択理由となっていないことを意味する。

なお、図中のDのOは、直売所を示し、 Sの▲は、

食品スーパー、 ■は、デイスカウントストア、●

は、ショッピング・センターを示す。それぞれの

番号は店舗IDである。なお、 S-1、S-2は協同組合

系の食品スーパーである。

まず、図 1の第 1因子「関係性重視志向」で

は、直売所の中には「店舗や生産者との関係性」

が店舗選択理由であるものと、そうでないものと

ばらつきがみられる。スーパーのほとんどについ

て関係性は店舗選択理由ではなかった。協同組合

系のスーパー (S-2)では、関係性は店舗選択理

由であった。第 1因子「関係性重視志向」につい

て直売所とスーパーの間で有意な差が見られた。

次に図 2の第 2因子「地産地消の程度志向」で

は、直売所と協同組合系のスーパー (S-1、S-2)

は地産地消の程度が高いことが店舗選択理由であ

った。一方、上記以外のスーパーでは、それらは

店舗選択理由ではなかった。第 2因子「地産地消

の程度志向」について直売所とスーパーの間で有

意な差が見られた。さらに、図 3の第3因子「利

便性重視志向」では、直売所と 協同組合系のス

ーパー (S-2)では利便性は店舗選択理由ではな
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2)凡例は図 1と同じ。
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図4 第4因子（店舗付加価値重視志向）

注： 1) t検定の結果有意差はみられなかった

2)凡例は図 1と同じ。
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く、スーパーは利便性が店舗選択理由であった。

第3因子「利便性重視志向」について直売所とス

ーパーの間で有意な差が見られた。最後に図4の

第4因子「店舗付加価値重視志向」では直売所間

にばらつきがみられ、店舗の付加価値の有無が店

舗選択理由となる ス パーはショッヒノグ・セ

ンター (S-9、S-10) を除くと店舗付加価値が店

舗選択理由ではない。第4因子「店舗付加価値重

視志向」について直売所とスーパーの間で有意な

差は見られなかった。

以上、各因子の特徴を見ていくと、関係性につ

いては、直売所の中には店舗や生産者との関係性

を重視している店舗と特に意識されていない店舗

が存在した。地産地消の程度については、直売所

や協同組合系のスーパーでは地産地消の程度が重

視されていた。利便性については、スーパーで

は、利便性が重視されていた。店舗付加価値につ

いては、直売所・スーパー共に店舗付加価値につ

いて重視される店舗と特に意識されていない店舗

が存在した。

2 直売所におけるアイデンティティ

次に消費者の因子得点平均をデータとして各店

舗をクラスタリングしデンドログラムから 4クラ

スターに分類した（表4参照）。各クラスターの

プロファイルを見てみる。クラスター 1は直売所

のみで形成されている。第 2因子の地産地消に関

してプラスとなっており、第 3因子の利便性に関

してマイナスになっていることからこのクラスタ

ーを「伝統的直売所型」とする。クラスター 2は

直売所と協同組合系のスーパーで形成されてい

る。第 1因子の関係性がプラスに反映し、第2因

子の地産地消がプラスで強く反映していることか

ら「地産地消型」とする。クラスター 3は食品ス

ーパーとデイスカウントストアで形成されてい

る。第 3因子の利便性がプラスで強くなってお

り、また、第 2因子の地産地消についてはマイナ

スに強くなっており、利便性も良く市場仕入も積

極的に行うと見られることから「スーパー型」と

する。クラスター 4はショッピング・センターで

形成されている。第3因子の利便性、第4因子の

店舗付加価値がプラスで強くなっていることから

「ワンストップショッピングlい型」とする。

表4 クラスター分析による規模・平均値表

規模•平均値表

クラスター:;,.店舗数
第1因子 第2因子 第3因子 第4因子
（関係性） （地産地消） （利便性） （店舗付柵価値）

クラスター1
5 --0.050 0296 ---0.458 0.154 

伝就的直売所穫

クラスター2
3 0.190 0.333 0.043 -0.387 

地産地消型

クラスター3
7 -0.339 -0.857 0.630 -0.380 

スーパー型

クラスター4
ワンストッブ 2 -0.295 -0.430 0.820 0.650 
ショピング型

次に各クラスターの位置づけを見ていこう。ま

ず第 1因子（関係性）と第2因子（地産地消の程

度）の関係を見てみる（図 5参照）。伝統的直売

所型（クラスター 1) と地産地消型（クラスター

2) は、地産池消の程度が高いためプラスに位置

している。一方で、スーパー型（クラスター 3)

とワンストップショッピング型（クラスター 4)

は、地産池消の程度が低いためマイナスに位置し

ている。つまり、直売所は地産地消を中心にした

経営を展開し、スーパーは地産地消に関しては拘

りがないことを示している。協同組合系のスーパ

- (S-1、S-2) は直売所と同様、地産地消につい

て積極的に行っていることが図から明らかになっ

た。次に第 1因子（関係性）と第 3因子（利便性）

の関係を見てみる（図 6参照）。伝統的直売所型

（クラスター 1) は、利便性が低いためマイナス

に位置している。一方、地産地消型（クラスター

2) は、スーパーが 1店舗高いが、クラスター全

体では低位に位置している。スーパー型及びワン

ストップショッピング型（クラスター 3、4)

は、利便性が高いためプラスに位置している。つ

まり、直売所は利便性には長けておらず、直売所

とスーパーは、利便性によって使い分けられてい

ることが図から明らかになった。

最後に第 1因子（関係性）と第4因子（店舗付

加価値）の関係を見てみる（図 7参照）。これま

でのポジショニングと異なり伝統的直売所型（ク

ラスター 1)がスーパー型及びワンストップショ

ッピング型（クラスター 3、4) と重なり合って

いることがわかる。これは伝統的直売所型（クラ

スター 1)の店舗の中で、店舗付加価値について

重視されている店舗とそうでない店舗間にばらつ

きがあることを示している。
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クラスター 1
伝統的直売所型

クラスター 2
地産地消型
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第 1因子
（関係性）

図5 第 1因子（関係性）と第2因子（地産地消の程度）のポジショニング

注：凡例は図 1と同じ。

クラスター4

ワンストップショッピング型 -----~1 ，，，ヽ
., S-5 ヽ., •. —. $-9 ヽ

:~. (之．”）ぷ、、
/ S-S ¥ 

I ¥ 、 ■S-7 0.6 I 

、•S-11 I 
I I 
, 0.4 t 
¥ .......... , クラスター 2• S-1 •• 

クラ欠ター 3 i I 地達逓消型

スーx,型 ¥ 0.2 I ·····• ••••• 、 •• _., • 
、 ,.,"・・ 3 第 1因子・・環係性）

--0.8 --0.6 "'o:. ----0.2 
． 

-1 
第3因子
（利便性）

図6 第1因子（関係性）と第3因子（利便性）のポジショニング

注：凡例は図 1と同じ。
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-0.8 

第4因子
（店舗付加価値）

第1因子
（関係性）

0.4 0.6 

図7 第1因子（関係性）と第4因子（店舗付加価値）のポジショニング

注：凡例は図 1と同じ。

クラスタリングの結果、直売所の伝統的直売所

型（クラスター 1) は店舗付加価値を除くとスー

パー型（クラスター 3) 及びワンストップショッ

ピング型（クラスター 4) と重なることはなく、

アイデンテイティは保たれていた。それは売り上

げが5億円以上の大型店舗であっても維持されて

いた (D-4、D-5)。しかし、店舗付加価値に関し

て、伝統的直売所型（クラスター 1) はスーパー

型（クラスター 3)及びワンストップショッピン

グ型（クラスター 4) と重複している。また、地

産地消型（クラスター 2) の協同組合系のスーパ

ーは直売所のポジショニングに接近していること

も明らかになった。

N おわりに

競争の激化している直売所、それに加え現状は

スーパーにおける直売コーナーや、直売所のイン

ショップといった、直売所以外の小売業態との競

争が顕現している。この様な中で、小売業態とし

ての直売所のアイデンテイティ及びポジショニン

グについて、直売所とスーパーを併用している消

費者に対するアンケート調査を通して見てきた。

消費者が、農産物を購入する際の店舗選択理由

について、因子分析から 4つの志向を抽出した。

第 1因子として、生産者との交流や店舗でのイベ

ント等を重視した「関係性重視志向」、第 2因子

として、新鮮な農産物購入や価格の安さ等を重視

した「地産地消の程度志向」、第 3因子として、

店舗の立地や営業時間等を重視する「利便性重視

志向」、第 4因子として、店舗に飲食スペースな

どが付随した「店舗付加価値重視志向」を得るこ

とができた。つまり、消費者が農産物を購入する

際の店舗選択で、最も説明力の高い志向は店舗や

生産者との関係性であることが明らかになった。

次に直売所のアイデンテイティとして、その特

徴を捉えるために因子得点平均から、クラスター

分析によって、各店舗のポジショニングをマップ

で確認した。その結果、先行研究等で述べられて

いる直売所のアイデンテイティは、保たれている

ことが明らかになった。さらに、 5億円以上の大

型店舗であっても、そのアイデンテイティは維持

されており、単純に、直売所が大規模化すること

で、スーパーに近接化するとは言えないことが明

らかになった。

また、現在の直売所とスーパーの業態を区分し

ている特に大きい要因は「地産地消」と「利便性」

であることが明らかになった。一方で、「関係性」
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は、上記2つの要因と比べると、最も強い要因と

は言えなかった12)。また、協同組合系のスーパー

については、直売所との相違があまりみられず、

直売所のアイデンテイティに近接し、消費者が農

産物を購入する際の位置づけが曖昧になっている

ことも付記できる。

以上より、直売所の戦略上の示唆として、第 1

に、スーパーが地産地消等を取り入れる戦略的な

動きがみられるものの、それは現状での直売所の

アイデンテイティを喪失させるには至っていない

ということ、第2に、しかし、直売所がスーパー

のような利便性を訴求する際に、特に地元産品の

減少を伴わない事、次に交流機会の減少を伴わな

いことが重要であることが指摘できる。

なお、本稿は、直売所のアイデンテイティの確

認として、現時点での静態的な検証を試みた。今

後は、明らかになった業態間の差について、これ

を縮める方向に直売所とスーパーのアイデンティ

ティが変化していくのか、動態的な分析が必要と

されよう。さらに、直売所の中でも、店舗付加価

値について相違が見られたことは、直売所の新た

な動きとして捉えられよう。この背景として、直

売所の経営の多角化や、複合化といった新たな経

営の動向であるのか、今後明らかにしていく必要

がある。

注

1) ここでの直売所の定義は、農家がその地域の

地場産品を直接持ち寄り、卸売り業者等を介

さない販売が行われている施設とし、周年営

業の店舗とした。

2) アイデンテイティについて陶山他[6] は、

「個人や組織が社会のなかで瞬間的にではな

く、ある一定の期間存在し続けるとき、それ

を可能にするものがアイデンテイティであ

る」と定義している。つまり、周辺環境や時

間が変化しても、個人や組織がその連続性、

統一性、不変性、独自性を保ち続けることで

ある。直売所においては「顔の見える関係、

安全、安心、新鮮」といったことは、一般的

に広く消費者に認識されており、直売所のア

イデンテイティといっても過言ではない。よ

って、本稿では「顔の見える関係、安全、安

心、新鮮」を直売所のアイデンテイティとし

て定義する。

3) インショップとは、直売所がスーパー等の小

売店舗の中で一角を借りて店舗を出店するこ

とをいう。

4)直売コーナーとは、スーパー等の店舗内に、

直売所のように農家が自ら出荷・値付け・引

き取りを行う場所をいう。

5)こうした動向は、小柴[2 J九州農政局 [3]

森高 [4]都市農山漁村交流活性化機構 [8]

に詳しい。

6)高橋他 [7]では、大型店舗とは、大規模量

販店としている。

7)高橋他 [7]では、スーパーのハード面とは

「営業時間の長さ」「駐車場の充実」「日用品等

の品揃え」であり、ソフト面とは「定員の対

応」「買いやすさ・陳列」「店の信用」「店内の雰

囲気」である。

8)西他[5 Jでは、価値観として 1.「美しく

いたい」 2.'「節約上手な消費者でいたい」

3. 「健康でいたい」 4.「美味しいものを食

べたい」 5.「安心• 安全なものを食べたい」

6. 「環境によいものを購入したい」の 6つ

の変数で測定。

9)本稿では、ショッピング・センターについて

「食品スーパーを含んだ小売商業集積の形態」

と定義する。

10) 第5因子以降は、個別の店舗特性に、起因

しているものと考えられる。そのため、業態

比較に用いるには、不適当な個別要因であっ

た。具体的には、第5因子は測定項目の「農

産物以外の気にった商品があるから」を反映

したものであり、第6因子は「サービスが充

実しているから」を反映したものであった。

今回の研究では、少なくとも、先行研究等で

意識されてきた主要な因子は仮説に沿った形

で第4因子までに抽出されている。また、第

5因子以下の寄与率が小さいことから、分析

では、第4因子までを抽出することとした。

11) ワンストップショッピングとは、広義では

1カ所に多様な品揃えをし、関連購買など、

必要な買い物を一度で済ますことができるこ

とを指し、狭義ではデパートメント・ストア
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やショッピング・センターなどを指すことも

ある。本稿では後者の意味として使用する。

12)ただし、消費者の店舗選択の志向として最も

説明力の高いものが「関係性」であることを

考慮すると、「関係性」が重視されている店

舗とされていない店舗が今後の経営成果に影

響がないとは言い切れない。つまり直売所や

スーパーを含めた小売業態において、消費者

との「関係性」を重視した経営は今後の展開

方向として有り得るのではないだろうか。し

かし、本稿では両者の小売業態としてのアイ

デンテイティに注目しているため言及は避け

ておく。
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