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►論文◄

消費者の地域農産物に対する主観的意味づけ

Consumers'Subjective Evaluation of Characteristics of Local Agricultural Products 

國吉賢吾＊高 田晋 史＊ ＊中 塚雅 也＊

Kengo KUNIYOSHI*, Shinji TAKADA**, Masaya NAKATSUKA* 

（＊神戸大学大学院農学研究科 ＊＊島根大学学術研究院農生命科学系）

(*Graduate School of Agricultural Science, Kobe University **Institute of Agricultural and Life Science, Academic Assembly, Shimane University) 

I 背景と目的

近年．グローバリゼーションの進行によって農産物の

流通が世界的な規模に広がることで．その逆方向ともい

える地域を重視した．いわゆるローカリゼーションの動

きが活発に行われている°。具体的には．世界農業遺産

として自然環境や生物多様性に富んだ伝統的な農業シス

テムを推奨する動き 2)や地産地消運動．また農産物自体

では地方野菜・地方品種を付加価値の高いブランド産品

に育てる動きなどが全国的に拡大している％

このように特定の地域が有するイメージや特性を活か

した商品やサービスの開発及びマーケティングについ

て． どちらかといえば．農産物の品種や成分等の客観的

な性質に注目されることが多い。しかしながら．そもそ

も農産物においては差別化が一般商品と比べて困難であ

るばかりでなく，厳密に当該地域だけが有する素材をも

つ地域は多くはない。そのため．客観的な性質に注目す

るアプローチだけでは限界があり，商品の有する主観的

な性質に注目することが重要と考える。

この視点から先行研究をみると．西川 4)は，商品のも

つ成分や機能だけでなく．地域性や歴史性といった情報

による付加価値をつけて地域内外に発信することが，地

域資源の固有性の活用として，有効であるとしている。

また．植田 5)は，資源の使用価値や交換価値に留まらず，

その環境や文化的価値に着目することの重要性を指摘し

ている。その上で．國吉他 6)は特産品開発を事例に．

当該地域固有の素材でなくとも，開発の過程で，様々な

主観的な価値を商品に付加させることによって．地域固

有の産品として展開しうることを明らかにしている。つ

まり，歴史等のその地域の有するいくつかの要素を商品

に戦略的に付加させることにより当該地域の商品とし

ての価値を高めることができるという知見である。

しかし，これらの研究は，商品・サービス開発の視点

に立ったものであり．農産物のもつ特定の要素に対する
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地域らしさを基準とした消費者評価（以下，地域らしさ

を想起させる評価と表現する）として．実証的に分析し

たものはみられない。

消費者による製品に対する意味づけを理解すること

は．マーケティング上．一般的に重要な課題であり，そ

の際には．製品の備える客観的な属性と主観的な属性の

双方を理解することが重要とされる”。農産物に対する

消費者評価は,CVMやコンジョイント分析等を用いて，

数多く存在する。これらの研究では地域独自の栽培方

法 8),9)や環境保全ブランド 10). 地域で生産される農産

物 JI), 12) などに対する支払意志額が一般農産物よりも高

いことなど．消費者に評価される要素については明らか

にしているものの，消費者が主観的に地域らしさとして

捉える要素についての検討は行われていない。本稿では．

農産物が備える地域に関する要素のうち．主観的なもの

に焦点を当て， どのような要素が． どの程度．その地域

らしさを想起させるのかについて．消費者の属性や日常

的な消費行動との関係性のもとで明らかにすることを目

的とした。また．そうした消費者意識の理解の上で．今

後の地域に関係した商品・サービス開発における要点を

示すこととする。

II 研究の方法

1 地域らしさを想起させる評価要素

本稿では，地域らしさを想起させる要素として，前掲

の園吉他で示した 4つの要素を用いた。これらは一般的

ともいえる農産物が，地域に関連する特別な製品として

展開される過程で，付加されていった要素として抽出さ

れたものであることから，今回，農産物が備える主要な

主観的要素としてとりあげることとした。

今回とりあげる要素は，親近性，限定性，歴史性，郷

土性である。「親近性」は地域の人々に親しまれる性質

「限定性」は他の地域にはない性質，「歴史性」は歴史的



な史実を想起させる性質または古い時代から継承されて

きた性質「郷土性」は地域の原風景を想起させる性質，

を示す。加えて，これらの主観的な要素との比較対照と

して．「品種」という要素を追加した。地域固有の品種は．

消費者にとって地域らしさを想起させる重要な要素であ

り，ここでは農産物が持つ属性のうち，客観的な属性と

して仮定している。その上で，これら 5つの要素に応じ

て．表 lに示す簡潔な質問文を設定した。これは，消費

者が「親近性」や「限定性」等をもつ農産物に対して．

地域らしさを感じるかについて尋ねるものであり，これ

らの要素をもつ農産物を対象として，消費者がもつ地域

らしさというイメージを明らかにしようとした町）。

なお，表 1の要素を用いた評価において特定の農産物

に限定せず，地域農産物一般を対象としている。これは．

特定の農産物を評価対象とする場合，評価が具体的にな

るというメリットがある反面．その農産物自体の評価に

なることを危惧するためである。例えば，回答者がその

存在を認知しているか．その農産物への好悪感情がある

かなどが評価に影響を与える因子として考えられる。

一方で，地域農産物一般を対象とした場合は．回答者

毎に農産物に対して異なるイメージを想定させる可能性

はあるが．先述したような農産物の個別性により想起さ

れる影響を少なくすることができると考えられる。本稿

では，そうしたトレードオフの関係を考慮した上で，対

象を特定の農産物に限定せずに．評価を行うこととした。

同様の理由で，「地域」についても厳密にその範囲を示

していない。農産物については．伝統野菜や地理的表示

保護制度として取り組まれる産品が主に市町村を範囲と

した事例であることから，回答者は市町村程度をイメー

ジすることが多いと考えているが，市町村といった範囲

における大小の影響は，本稿の分析に限っては大きくな

いと考える。

2 分析と調査の方法

以下に分析の流れを示す。本稿では表 1の各要素に

対する評価方法として，最初に調査対象者による各要素

への絶対評価値を用いて分析を行う。その後，より詳細

に各要素への評価傾向を分析するために，相対評価法を

用いる。相対評価を用いて，間隔尺度値を算出すること

で各要素への評価差を分析する。次に，調査対象者の属

性（性別，合計世帯年収）と農産物の地域らしさを想起

させる各要素への評価との関係を分析するため，絶対評

価値を用いてクロス分析を行う。これは消費者の志向と

行動面の関係 13)が指摘されていることさらに河野他14)

によると年代・世帯年収・ 性別などの消費者属性によっ

て農産物を重視する項目が異なるとされることから，性

表l 評価対象とする地域農産物の要素

Table 1 The target elements oflocal agricultural product for 

evaluation 

要素名 内容

親近性 地域の人々に親しまれている

主観的要素
限定性 他の地域では作られていない

歴史性 地域の歴史や伝統と関係がある

郷土性 伝統的な風景や生活を思わせる

客観的要素 品種 地域特有の品種による

注：筆者作成。

別と世帯年収及び購入時の地域への意識を分析対象とし

た。最後に，農産物の購入時の地域に対する意識と各要

素に対する評価の関係を分析する。

調査の対象者は，兵庫県神戸市の食品スーパー T店

への来場者（未成年，学生を除く）である。日常的に消

費する農産物を購入する場所として食品スーパーを選定

し，さらに T店は，特定の属性に偏らない訪問者が来

訪する場所であることから選定した。調査の方法は質問

票調査であり，対象施設への来場者に対して質問票を配

布し．自記式で行った。調査は 2017年8月上旬，平日

10時~16時頃の時間帯に 2日間実施し. 191の有効回

答を得た。

3 データ収集方法と内容

農産物のもつ各要素への評価の方法は，絶対評価法と

共に相対評価による方法を併用する。絶対評価法は，表

1の各要素をもつ農産物に対して，「どの程度，その地

域らしさを感じますか」と質問し， 5段階の間隔尺度(1: 

全く感じない， 2: あまり感じない， 3: どちらとも言

えない， 4: やや感じる， 5: 強く感じる）で尋ねた。

相対評価による方法では，一対比較法を用い，各要素に

対する評価を尋ねた。一対比較法は複数の対象から 2つ

ずつを比較する方法であり，回答者自身が判断しづらい

場合においても，比較的容易に判断ができる。回答数が

多くなるという短所がある一方，主観的に認知される地

域らしさを評価するという要素間の差の判断が困難な面

も考えられることから採用した。

一対比較法による回答では，表 lの5つの要素の内，

2つずつを提示して，回答者に質問を行う。 5C2の組み

合わせで全 10通りの要素の組み合わせをランダムに並

ベ，項目 1もしくは項目 2のどちらか一方を選択する方

式を採用した。表2に質問項目の一部を示す。質問内容

は，「どのような農産物に対して，その地域らしさを強

く感じますか」とし，それぞれの項目の内容を比較し，

より地域らしさを強く感じる項目を選択する方法をとっ

た。一対比較法による選択率から各要素の間隔尺度値を

算出する際にはサーストン法を用いた。
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表2 一対比較法による質問項目の一部

Table 2 The part of question by pair comparison method 

亘喜三喜星 I: 言E喜9号：
また， 日常的な農産物購入時における地域に対する意

識を尋ねる質問を設け， 5段階評価 (1: 全く意識せず

購入， 2:あまり意識せず購入， 3:どちらとも言えない，

4: やや意識して購入， 5: 非常に意識して購入）で回

答を得た。なお，心理面を測定する間隔尺度値の結果は，

正規分布に従わない場合も多いため，各結果の差の検定

はノンパラメトリック検定の Mann-WhitneyのU検定

を用いた。これらの質問の最後に，調査対象者の年代，

性別，主な仕事，世帯構成，合計世帯年収などの回答者

の属性に関する質問項目を設け，回答を得た。

lil 結果

1 調査対象者の概要

回答者の属性に関する概要を表3に示す。まず，性別

をみると，男性が30人で 16.3%,女性が 154人で 83.7%

である。女性が約 80%を占めており，食品の購入など

はその多くを女性が行っていることが理由であると思わ

れる。合計世帯年収は， 300万円未満が56人で 31.1%,

300 ~ 600万円未満が68人で 37.8%,600 ~ 1,000万円

未満が39人で 21.7%,1,000万円以上が 17人で 9.4%で

あり，各世帯数は国民生活基礎調査の割合と同程度であ

る注2) ことから，調査対象者の世帯年収には大きな偏り

がないとみられる。

2 地域らしさを想起させる要素に対する評価

農産物の地域らしさを想起させる各要素に対する絶対

評価の平均値を表4に示す。絶対評価値は評価が高い順

に記すと，品種に対しては 4.20, 親近性が4.06, 限定性

が4.01. 歴史性が3.88, 郷土性が3.71であった。評価

の中間値が間隔尺度値の 3であること及び各要素の標準

偏差の結果を考慮すると，総じて評価要素が農産物の地

域らしさを感じるものとして一定の評価がされている。

品種が最も高く評価されており，他の要素は品種と比較

すると相対的に低く評価されている。次に，要素間の相

関係数と一対比較法による評価での各要素に対する平均

選択率を表5, 一対比較法の選択率から算出した各要素

の間隔尺度値をグラフ上に図示したものを図 1に示す。

農産物の各要素に対する平均選択率は親近性が0.577,

表3 調査対象者の概要

Table 3 The summary of research target 

属性 人数（人） 割合（％）

性別
男性 30 16.3 
女性 154 83.7 

300万円未満 56 31.1 

合計世帯年収
300-600万円未満 68 37.8 
600-1.000万円未満 39 21.7 

1.000万円以上 17 9.4 

注： n = 191。

表4 地域らしさを想起させる要素に対する評価

（絶対評価）

Table 4 The evaluation for local characteristics (absolute evaluation) 

標i:if.1届差 11さi性1 ~1翌r 1 1苫性 I 11i性1 笠笠

表5 要素間の相関係数と一対比較法の選択率

Table 5 The correlation between elements and selected probability 

oflocal characteristics by pair comparison method 

親近性 限定性 歴史性 郷土性 品種

親近性 1 
限定性 0.229 1 
歴史性 0.313 0.136 1 
郷土性 0.282 0.233 0.597 1 
品種 0.168 0.317 0.384 0.330 1 

平均選択率 0.577 0.480 0.395 0.335 0.714 

郷土性歴史性 限定性 親近性
(0) (0. 16) (0. 38) (0. 64) ; ；； ; 悶↓

（
 

0. 5 1.0 
ー5 

図1 一対比較法による間隔尺度値及び布置図

Fig. 1 The value of interval scale and the arrangement about the 

evaluation oflocal characteristics by pair comparison method 

注： 1)郷土性を基準値として算出した間隔尺度値を各要素下の（ ） 

内に記載。

限定性が0.480, 歴史性が0.395, 郷土性が0.335, 品種

が0.714である。品種への評価値が絶対評価法の結果と

同様他の評価値を上回っている。

次に．一対比較の結果から間隔尺度値を算出し．最小

値となった郷土性を原点として各要素を昇順に記すと．
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表6 性別及び世帯年収ごとの各要素への評価平均値の比較

Table 6 The comparison of average between the sexes, high and low annual income household 

親近性 限定性 歴史性 郷土性 品種

性別
男性 (1) 3.77 3.60 3.67 3.47 4.20 
女性 (2) 4.12 4.09 3.94 3.77 4.20 

300万円未満 (3) 3.93 3.77 3.77 3.62 4.07 

世帯年収 300-600万円未満 (4) 4.00 3.97 3.98 3.69 4.23 

600万円以上 (5) 4.29 4.30 3.95 3.84 4.29 
(1) < (2)••. 

(1) <(2)", ＼ ＼ 検定結果 (4) < (5)・・. (1) < (2)・
(3) < (5)• ●● (3) < (5)••· 

注：・"p< 0.01, "p < 0.05,'p < 0.1。

郷土性が0.00,歴史性が0.16, 限定性が0.38, 親近性が

0.64, 品種が 1.00となった。絶対評価及び相対評価法の

両方の結果において，郷土性・歴史性・限定性・親近

性・品種の順に地域らしさとしての評価値が高くなって

いる。

3 各要素への評価と属性との関係

続いて，農産物の地域らしさを想起させる要素に対す

る評価は回答者の属性と， どのような関係にあるのか。

表6に性別ごと，及び合計世帯年収で分割した 3つの

各集団（世帯年収300万円未満， 300~ 600万円未満，

600万円以上）の絶対評価の平均値を比較したものを示

す。性別との関係では，男性の評価平均値は，親近性が

3.77, 限定性が3.60, 歴史性が3.67, 郷土性が3.47, 品

種が4.20であった。一方女性は，親近性が4.12, 限定

性は 4.09,歴史性は 3.94,郷土性は 3.77, 品種は 4.20で

ある。男性，女性ともに品種に対する評価値が最も高い。

また，親近性・限定性・歴史性については，性別間の評

価結果に有意差がみられた。一方で，品種に対しては，

性別間の評価差は確認できなかった。

次に，世帯年収との関係では，世帯年収300万円未満

の集団での各要素の評価平均値は，親近性が3.93, 限定

性は 3.77,歴史性は 3.77,郷土性は 3.62, 品種は 4.07で

あった。世帯年収300~600万円未満の集団では親近性

が4.00, 限定性は 3.97, 歴史性は 3.98, 郷土性は 3.69,

品種は 4.23であった。世帯年収600万円以上の集団で

は親近性が4.29, 限定性は 4.30,歴史性は 3.95, 郷土性

は3.84,品種は 4.29であった。親近性と限定性について，

世帯年収の異なる 2つの集団において，評価の結果に有

意差が認められた。しかし，品種については，性別の場

合と同様に世帯年収の異なる集団間での評価差は確認で

きなかった。

4 各要素への評価と購入時の地域意識との関係

次に， 日常的な農産物購入時における地域に対する意

識と地域らしさを想起させる各要素の評価とはどのよう

表7 農産物購入時における地域への意識

Table 7 The consciousness to the area as purchasing 

agricultural products 

人数（人） 割合（％）

非常に意識して購入 39 20.4 

やや意識して購入 106 55.5 
どちらとも言えない 17 8.9 

あまり意識せず購入 23 12.0 
全く意識せず購入 6 3.1 

注： n = 191。

表8 購入時意識と地域性評価の平均値比較

Table 8 The comparison of average between consumer being 

high and low consciousness of the area 

地域への意識（高）

地域への意識（低）

検定結果

注：・p< 0.1。

冒3.87 3.78 

品種

4.23 

な関係にあるのか。農産物を購入する際．地域を意識す

るかという質問に対する回答の結果を表7に示す。購入

時に地域を「やや意識して購入する」． もしくは「非常

に意識して購入する」という回答者が全体の約 75%を

占めており多くの回答者が農産物の購入時に地域を意

識しているとみられる。

続いて．「やや意識して購入する」， もしくは「非常に

意識して購入する」と選択した回答者を農産物の購入時

に地域に対する意識が高い集団どちらとも言えない以

下を選択した回答者を購入時の地域に対する意識が低い

集団として分割し．それぞれの集団における地域らしさ

を想起させる各要素に対する評価の平均値を比較したも

のを表8に示す。購入時の地域への意識が高い集団にお

ける評価の平均値は，親近性が4.12, 限定性が4.08,歴

史性が3.90,郷土性が3.74, 品種が4.23となっている。

また，購入時の地域への意識が低い集団における評

価の平均値は，親近性が3.87. 限定性が3.78,歴史性が

3.83, 郷土性が3.61. 品種が4.13となっている。どちら

の集団においても客観的要素の品種に対する評価がすべ
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ての主観的な要素に対する評価よりも高い。さらに，主

観的に認知される要素の中では，限定性や親近性は 2つ

の集団間で評価が異なるとの結果が得られた。

w まとめと考察

1 地域らしさを想起させる要素の評価特性

まず，消費者の農産物の地域らしさを想起させる各要

素への評価の全体的な傾向として，すべての要素に対す

る絶対評価値において中間値よりも高く評価されていた

ことから，各評価要素が農産物の地域らしさとして消費

者に一定評価されていることがわかった。また，それぞ

れの要素に対する評価として，品種が絶対評価及び相対

評価の両方の方法において，他の要素と比較すると高く

評価されていた。さらに両方の評価方法において，郷土

性・歴史性・限定性・親近性・品種の順に評価値が高く

なっており，主観的要素と客観的要素では同様の評価順

位が存在することがわかった。

次に，各要素への評価値と属性との関係として，親近

性・限定性・歴史性といった一部の要素に対して，男性

と比較すると女性の方が高く評価していた。男女間で，

その評価傾向が異なることがわかった。また回答者の世

帯年収との関係では，親近性及び限定性といった要素に

おいては世帯年収が高い集団ほど，その評価値も高くな

ることがわかった。しかし，品種に対する評価は性別や

世帯年収といった回答者の属性では評価の差が検出でき

なかったことから，主観的に認知される要素と客観的な

要素間で異なる評価傾向にあった。

さらに，消費者の農産物購入時の地域に対する意識と

各要素への評価との関係として，地域に対する意識が高

い集団と低い集団では，親近性や限定性といった農産物

の主観的に認知される面に対する評価結果では差が存在

した。

2 地域らしさを活かす視点

主観的要素及び客観的要素の全てに対する回答者の結

果が中間値を上回っていることから，本稿で示した各要

素を生かした農産物の展開に取り組むことは，農産物の

固有性を活用する一つの方向性として考えられる。品種

ほどには高く評価されていないが，主観的認知による要

素も，消費者に地域らしさとして一定の評価がされて

いる。

また，年収600万円以上の世帯や女性による親近性や

限定性といった要素に対する評価は，品種への評価とほ

とんど変わらない。つまり，こうした特定の層において

は，一部の主観的要素が客観的要素と同等に重視されて
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いる。これによると，従来重視されてきた品種や遺伝子

などによる差別化が重要であることは変わらないもの

の，主観的な認知面も同時に農産物の地域らしさとして

重視するマネジメントが，農産物の生産者及びその展開

に関わる主体における重要な視点となると考えられる。

具体的には，農産物に対する親近性を地域内で醸成して

ゆく取り組みや，限定性や歴史性といった面を地域外へ

発信する等の取り組みが有効であろう。さらに言えば，

こうした特定の層に対する適切なマーケティング戦略を

検討し，展開を進めてゆくことが求められるだろう。

また，農産物の特徴ある品種が地域らしさを想起させ

る要素として重要であることが改めて確認された。現場

では，各地域において，可能な限り農産物の品種などの

客観的要素を検討し．それと共に主観的な要素を合わせ

て考慮してゆく体制をとることが消費者にとって，より

その地域特有さを評価できる農産物となるであろう。

さらに本稿の結果として，地域の歴史や文化といっ

た要素よりも，地域の人々に親しまれているといった点

について，消費者は農産物の地域らしさとして高く評価

している。地域を重視した農産物を活用する際に，その

農産物がもつ歴史などを積極的に発信する事例が，多数

見受けられるが，消費者は農産物と地域住民との現在の

関わり方を地域らしさとして，より高く評価しているこ

とが明らかとなった。

本稿では，回答者の属性を変数として分析する際，性

別や世帯年収といった特定の変数に限定して分析してい

るため，他の変数による影響を考慮しきれていない点は

留意すべきと考える。また，質問票における地域の範囲

について，明確な設定をしておらず，設定地域の大小に

よる評価差については検討しきれていない。また本稿の

結果は，農産物の地域らしさを想起させる要素を，農産

物特産品を扱ったものを中心に少数の先行研究等をもと

に抽出している点において限定的である。網羅的な要素

抽出とその整理をすすめることを今後の研究課題とし

たい。

注釈

注1)5つの要素は互いに排他的ではなく，地域らしさを想起

させる全ての要素ではないが，先行研究等より主要かつマ

ーケティング実務上，操作可能なものとして取り上げた。

各要素の相互関係は相関分析をおこなうことで確認してい

る。なお西川叫植田 5)では歴史性とそれ以外という意味

で地域性という言葉を用いているが，これらの明確な定義

はなされていない。また地域特有の品種とは，あるまと

まりの範域で固定された品種であり．他の地域で作られて

いるかどうかつまり差別化されている状態かどうかを問

う限定性， とは異なる要素を尋ねている。



注2)2016年の国民生活基礎調資によると，所得金額 300万

円未満の世帯は 33.3%, 300 -600万円未満は 32.4%, 600 

-1,000万円未満は 22.6%,1,000万円以上は 11.7%である。
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