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実食によるオオムギの消費者需要の喚起可能性

中国中山間地域の直売所訪問者に対する配布調査一

芦田 敏文(農村工学研究所)

吉田 晋一(近畿中国四国農業研究センター)

渡部博明(近畿中国四国農業研究センター)

Does a Tasting Sample Actually Spur Demand for Barley?: 

A Case of Visitors at a Farmers' Market in a Mountainous and HilIy Area of the Chugoku Region 

τoshifumi Ashida (National Institute for Rural Engin巴巴ring)

Shinichi Yoshida (National Agricultural Research Center for Western Region) 

Hiroaki Watanabe (National Agricultural Research Center for Western Region) 

In ]apan， the production and demand for barley 

have diminished sinc巴the1950s. While in 1960， the 

consumption ofbarley per capita was 8.1 kg， in 2007， 

it decreased to only 300 g. This paper examines how 

promotion can spur the demand for barleド

We suggested that sampling would spur the 

demand for barley. Therefore， in November 2009， 

we asked visitors at a farmers' market in a moun-

tainous and hilly area of the Chugoku Region to try 

1. 問題の所在と課題

2009 年度の我が|主|の食料 I~\ 給考古(カロリーベー

ス)は，前年度より 1ポイント減少し 40%となった.

大豆，飼料作物等の土地利用型対Iげド物の供給f~~~ :l i; が

低いことが我が!支|の食料自給率が低位にある直接的

な要悶である 我が国の土地利パJは，この食料自給

の状況を映すように，耕地利用不の低下，耕作放棄

地の治力)]カ"1'iJ也で進行している.

土i也利JTj型*lIli'lo物のなかでも自給率が低位な麦JJi

は，かつて全|主iの広範な地域で作付されていた 麦

}誌のなかでも大変・はだか変(以下，本稿ではは

オムギj と表記)に注目すると，大正末期から昭和

初期にかけてのH守WJ， 1=¥本の大半の地域で自給食料

として生産され，麦ご飯として主食の一部を1，¥f成し

ていた1) 1950年におけるオオムギの作付面積は

102万 ha，生成長は 196万 tであり，また同年にお

ける麦類の生産J~~支率(TIfj府県)は 90.6%と，米

(87.8%)を上回る状況にもあったことから，戦後

(102) 

out a sample of barley with rice at home and answer 

a questlOnnalre. 

From the results， we clarified the following thre巴

points. First， sampling can lead most consumers to 

eat barley more. Second， an analysis of consumers' 

acceptable price showed that the selling price of 

barley could be increased. Third， information for 

improving the image of barley could raise the con-

sumers' acceptable price for barley. 

についてもその状況は継続していたということがで

きょう 2) しかしながらこの11制服をピークに作付Tm

杭・生産川会は大きく低ドの一途を辿札 2007年の

作付面存{は 5.475 ha， '-1:. JIIi ju (土 19.57j tにまで縮

小した.食料需給茨による|河irのオオムギのm途は，

Itl FI'l ìì~~引1向 ji~: 221万 nこ対して，飼料)JJ・方11工用

が大~I':を占め，ネLl食料m途は 7.5 万トンであり， 1主i

氏 l 人 1 年あたりのìì~~~l止は伯切、 0.3 kgである.す

でに生成立が減少傾向にあった 1960年の 1，1]指際

(8.1 kg) と比較しても，この11¥]，粗食料JIJ途として

の需要は壊滅的にiJ，主少したといえる.

以|二のように，オオムギの粗食料用途の需要は駿

滅的な現状といえるが，われわれは，以ードの諸点か

ら，オオムギの粗食料用途としての信要喚起の可能

性について検討することを課題として設定した.

第一に，事例1'1なな11行き取りからの示唆であるが，

麦ご飯をかつて日常的に食べていた|止代は，当H寺の

記憶により，表ご飯を無条件に敬遠する傾向がある
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表1.アンケート調査の項白 表 2. 回筈者へ提供した追加情報の内容

1.フェイスシート

Q1 :年齢(10歳刻みで抱燈)， Q2:性7J1J， Q3:同居家
族の人数

Q4 居住地(郵便番号で犯振)， Q5: [底究所の利用鎖度

2 現状(サンプル差是を食べる前)に関する設問

Q6・変ご飯の食事頻度

Q7・麦ご飯に関するイメージ

①味・食感、，②におい，③機能性について， f白米ごはんJ
'2: f3Jと仮定しての比絞で， 5 ~ 1の5段階で問答

Q8 玄米'1'i1自殺米の食事頻度

3.サンプル君主を食べた後の変化や窓向に関する設問

Q9・サンブ。ノレ麦をどのように調埋したか

Q10 :変に女守するイメージの変化

①l床・食感，②においについて， f良くなったJf変化
なしJf恕くなったj の3択で回答:

Qll ・今後の丸麦治!J~芯:向

fl. 日常的に食べたいJf2 時々なら食べたL、Jf3 
食べないj の 3 択で防~

Q12 メL変の倒絡に対する設FJJ

今関配布したメL変300gを回答者が購入する場合，以
下の 4つの価格な叉体的Iこ記入

①これ以上なら f?，与すぎて買わないj とj忍う古lfi格

②これくらいからなれ、Jと感じ始める細絡

③これくらいから「安いj と感じ始める悩絡

③これ以下なら「安すぎて'i'iうのが不安j と思う侃i格

が，今日生産・精麦された丸麦をみたり食べたりし

た印象が，その記憶と大きく異なるケースが確認さ

れたことである.

粗食料用途需要の壊滅後の麦ご飯を臼常

的に食べた経験がない世代にとっては，上記w:代が

形成した変ご、飯に対するネガティブな先入観によっ

て，消費を回避している可能性があることである.

第三に，オオムギの持つ機能的な側面に着目する

ことで，近年の消費者の健康志向も踏まえた需要の

喚起も想定されることであるお

以上の点を踏まえ，本研究では，消費者の変ご飯

の笑食を具体的な策として，オオムギの生食用需要

の喚起可能性について検討した.

2. 方法

(1)実施方法

2009年 11月の週末，中田中山間地域のi直売所 4)

において，@:売所訪問者に対してオオムギの丸変 5)

とアンケート薬害を配布し，被験者に対して，①自

宅で当サンフ。ノレを麦ご飯として調理して実食するこ

(103) 

[追加情報 AJ
.この表は当地域では珍しい生産物を加工した地場産品

である.

(文面)お配りしたサンフ。ノレの丸きをは，O!!津軽汀で生産さ

れた「はだか麦(品種名?ンネンボシ)Jを精きをして

つくったもので，いわゆる，地場産品です.

現在悶内では，はだか変はほとんど作られていません
(50年前のなんと約 100分の1) 中国地方で，生産・

販売しているのは，わずか60戸足らずの良家です

お配りしたはだか麦は， 2008年秋に奥津町の民家が俗

え付lナ，愛情込めて育て，厳しい冬を越え，奥津I!IJの
自然の恋みを受けて見事に稔ったものです.

非常に珍しく栄養たっぷりの奥徐謂Iのはだか交を，旅の
恕、い出などと共に，ご家族ご友人と是非ご賞l床下さい

[追加情報 BJ
・衰の消愛鉱大が，中山間地域の遊休農地・耕作放棄地
の拡大防止につながる可能性

(文面)近年，中山|潟地域主ど中心に，遊休農.t1!!，耕作放
棄地の発生が問題化しています その背景には際業に

おける入手不足の問題があります.

はだか麦は釘'菜や大豆などと比絞すると，作るため
の手!日jがかかりません(生産に必姿な労働時間が少な

い).そのため，同じ人数でもより大きな部被・多くの

f災地でWxJi'i・管理することができ，遊休j災地・耕作;放
棄地の拡大防止につながる可能性があります

しかしながら， ({土だか炎を含む)オオムギの現在の消

t~:ntは緩めて少なく(悶民 l 人あたり僅か 0.3 kg/年)，
売りうむを磁保するのが国難です

そこで，広くみなさまに，地場主主波のはだかさをを購入，

I際空していただくことができれば，当地におけるはだか

変の余波拡大が可能となり，当地の遊休民地，耕作放棄

地の拡大防止につながる可能性ーがあると考えております.

と，②麦ご飯の笑食後，アンケート葉舎に回答し投

函すること，の 2点を依頼した.配布した丸麦は，

直売所から率で数分の距離のほ場で生産されたはだ

か変「マンネンボシ」を精麦したものであり，地場

産ということができる.配布数400サンブ。ノレのうち，

回収薬害数は 122部，田収率は 30.5%となった.

(2)アンケートの設問

アンケートの設問項目は表 lのとおりである.

(3)アンケートにおいて被験者に与えた情報

本アンケートでは，麦に関して良いイメージを形

成する可能性が強いと考えられる情報が，回答結果

に影響を与えるか否かを検討するため，具体的な追

加情報A・B (表 2) を用意した.全 400サンブ。ル

を 4等分し， (1)追加情報を与えないサンブ。ル， (2) 

追加情報 Aのみを与えるサンプル， (3) 追加情報

Bのみを与えるサンプル， (4)追加情報 A'B両方

を与えるサンプルを各 100ずつ設定した.
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資料:アンケート調査

注:10%水準てイ~，U，、な述|対(ピアソンの迎合Jit統f;t:l[l:Vこ
よる í1;:ù~性の1~l定による， 1i!12以下もIfi]じ)

次に， クロス集計から， i-f三llij)と麦ご飯の食事絞験

の関係について検討する. 70・80歳代では，食事

経験がない凹答は梓~!lr，だったが， 60歳代以下で食

事経験のない!日l答が一定割合11官認された その問答

割合は 60歳代が 40歳代・ 50歳代を lニ凶り，年11lj)

JBの低ドとともに!Jljii正な l二タ1. {Lfil~iJ を見せなかった.

3)麦ご飯に関するイメージ(実食前)

集計五iti果をiヌ12に示した

まず，単純集計結果をみていく. l'cl米と比較して

否定(Jなな日干iilliをする被験者が大三l'と予測したが，調

査結果は沫・食感、，におい， ¥，、ずれについても全

体の約 7訓の被験者が， I'::I)長ごはんと同等以[.との

イメージを拘っていることを示した

実食IIIIの麦ご飯に|刻するイメージ評11mには，第ー

に，被験者の炎ご、飯の食'MMi度が;i抑11すると考えた.

l主12のクロス集計の結果から，炎ご飯の食IM'fU良

が上がるほど床・食!武においji1lijjについて H

定的~'FliI日が多くなっていることが分かる. また，麦

ご飯をこれまで一皮も食べたことがない被験者に校

I~I すると米・ 1交感， におい阿jjについて，子予定的

手!'lImのIITl答割合が，他の被験者と比ilfQしてきわめて

多い結果となったー

第二に， iiiT述したように従米の変に対する記憶か

ら，変に関するイメージ評liIliに被験者の年i拾が影響

すると考え， クロス集計を行ったが，本調査のデー

タからは，有志な述l均を確認できなかった.

4)実食による麦ご飯に関するイメージの変化

間3に，実食前の麦こ、飯に閲するイメージと試食

後のイメージ変化のクロス集計結果を示した.
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3. 結果と考察

(1)単純集計とクロス集計による結果と考察

1)被験者の基本的属性

被験者の基本的属性を表 3に刀えした.

被験者の年齢は， 60歳代が絞も多く，次いで 50

歳代であり， 50歳代以上の回答者が全体の 76%を

占めた.性別は，女性が大半であった また，被験

者に単身家族はほとんどいなかった 0)

居住地は，大半の被験者が政売所から遠距離で

あった.理的として，調査日が観光客の米訪が多い

[!寺j切だったことが考えられる. この結果，当直売所

の利用が「ほとんどないJ1これまで一度もないJ

被験者が大半となった当調交の被験者のほ集団は，

日常的に当直売所を利用する客は少なく，他地域か

らの観光客によって大半が構成されたことについ

て，以下の考察で、は留意が必要となる.

2)麦ご飯の食事頻度

際/1に集計結果を示した IIIJ述の麦生産・消波の

llit'史1'!'1推移から，麦ご飯をこれまで一度も食べたこ

とがない問答者の割合は，若年同ほど高いことが予

想される. これを検討するために年齢とのクロス集

計結果についても示した.

まず，単純集計ーでは， 1ほとんどないj，fこれま

で一度もなし、」の割合が大半を占めた. 11時々 j を

含めて 9割以上であり， 日常!刊に麦ご飯を食べてい

ない人によって被験者集合の大半が構成された

(104) 



[105J 

愛
ご
飯
の
食
率
頻
度

これまで
一度もない

ほとんどない

E寺々

日常的に

{間別報告論文

変
ご
飯
の
食
翠
頻
度

ほとんどない

時々

日常的に

20% 40% 60% 80% 100% 

②愛ご飯のにおいのイメージ(笑食事官)

包2(やや惑い) 図1(忍い

。%
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資料:アンケート調査

/t:①については 1%水ヰliで有 XJ~、な述 l)hl， ②については 5~ó水機です~;í;.i;な連関.
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思 3. ~定食後の衰のイメージ変化(実食前の麦のイメージとのクロス)

i(:f:j21・アンケート弘将t

主主:①・②いずれも 5%水準て、有11:なi'lil烈.

ロ変化なし

なら食べたいJと!日!答しており，実食はイメージ改

議だけではなく今後の消費志向にも正の影務を与え

たと判断で、きる.

また，丸麦を 11ヨ常的に食べたいj とする回答割

合は，当然、，笑食古Iiから麦ご飯を EI'rl\~的に食べてい

た被験者グループで顕著に大きかった 現状では，

1~J し麦加工の商品が粗食料用途のオオムギ流通の大

学を占めているが， このことは，押し主ーより加工コ

ストが低い 7)丸麦加工段階でのオオムギ商品の消費

拡大の1可能性を示していると捉えることができる.

また，実食ivIに変ご飯のI米・食感，においに谷定

的なイメージをJすっていた被験者においても，今後

の丸麦の消~'i;志向が確認された(表 5). 

(2)価格受容帯分析の結果と考察

1)単純プ口ットによる価格受容帯

藤森ら[むにならい，回答データから累積確率

をプロットし，自!lî絡受容;:=t~;分析を行った(図 6). 

実食後，きそご飯の 1床・食感については全体の

63%，においについては全体の 54%の被験者が「良

くなったJと回答しており，実食による変ご飯に!刻

するイメージの改善効果が過半数の被験者ーにliui認さ

れた 実食後，麦ご飯のイメージがくなったj

と回答した被験者の割合は沫・食感、，においいず

れについても全体の 4%と桜めて僅かだった

また，定食liiIに麦ご飯のイメージに;百定的な手F1r!li

Zどした被験者グノレープにおいて， イメージが改労さ

れた被験者の割合が顕著に火きくなった.

5)実食による今後の丸麦消費意向への影響

実食を通じて，多数の被験者;の妥ご飯に関するイ

メージが改議されたといえるが，来たして彼らの今

後の丸麦消費志向にまで結び、ついたのだろうか

iき14に，今後のメL麦の消費意向と突食前の変ご飯

の食事頻度のクロス集計結果を示した

全体の 97%が丸麦を II:I'il~的に食べたいJ ， fII;今々
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近似するrlll総 泉街対数 F山イツク

正焼分布 1TIl1Xi} 

有効ザンヅノレ数 8S 

向すぎて穴 平均 711.76門

わないfffiir& {';.:キーf!~z~三 504.69門

'j-'jJllJliuとm(データの R' 0.987 0.941 
有効サンツ。ノレ数 77 

安すぎて'ri 平均 206.591'1 

わないu自然 1;~:Wj(lfd'ふ 159.63 fJ 

予測値とs7データの R' 0.985 0.936 

二J.j即時IVjï~ìïfÎネの jtl大ú立
56.0%155734，1% FJ 

その(出j{ち 297 [LJ 

表 4. 購買反応曲線の曲線近似結果
爽味・食感!こ

食否定的回答

前においに

否定的回答

100% 日出

標準偏差を用いて購買反応 I JjI~玖の累積対数正規分

布¥ ロジスティック回IJ，r}への近似を行、った(表 4). 

決定係数，ならびに予測購買確率が故大になる丸

麦11m格近辺の予測値と実測値との差から，近似illl線

の当てはまりは，累積対数正規分布のjjが良好で

あった. これを用いると，消資者の購買確率は価格

297円/300gで最大値 56.0%となり，この結果から

も，事例民家の当初販売価格の妥当性が支持された.

3)追加情報の有無による購入受容価格の差

表 5iこ，麦に関するイメージをおめると考えられ

る迫力11情報の有無による，被験者の丸麦購入に対す

る受容iilli絡の差を整理した.

グループ悶の平均値に有志な差が確認できない受

容価格も一部あるが，受容価格の平均値はほぼA.

B2つの迫力日情報を与えたクループ， A.Bいずれ

か 1つの追加情報を与えたグループ，追加情報を与

えなかったグループの11鼠に小さくなっており，オオ

ムギに対するイメージを高めるような追加情報が，

消費者の受容価格を高める可能性が示唆された.

アンケート*fl!f~資料
2日出 40% 60告 80弘

E軽食後の消費窓肉

|圏日常的に食べたい箆詩々なら食べたい白金ベない|

図5. 実食前に麦のイメージに否定的回答をした被

験者の麦の消費意向の改善

資料。アンケート調査

1 OO~ 日見

この結果，今回配布した丸麦 300gの古lIi絡受容?i;，

は 300 門~ 415門となった このulli格受容帯の低価Ii

絡側の境界{iE[が，当研究で使用した麦サンフ。ノレを生

産した民家が，実際にメL麦を砲売所等で販売する際，

当初に設定したiUn格 (300I'=] /300 g) と一致した~)

この力11工販売事例では，販売当初の売れ行きが良

くなかったため，途中から 200円/300gに倣 Fげを

行った 当調主主の被験者を消費者のほ築関と仮定す

るならば， この値下げは， 300円では高すぎて買わ

なかった 10.7%の消費者を購買者に取り込む一方，

安すぎて買わなくなる消費者を 16.9%発生させると

分析することができる.

2)購買反応曲線の曲線近似

次に，下山 [3Jに従い，取得したデータの平均・

(106) 



個別報告論文 [107J 

表 5. 被験者の丸麦 300gの受容価格の平均値

(追加情報グループ別)

i皐力ot.'i持1
同すぎて

A.B 
805 

Aのみ Bのみ
736 696 

扮めるi顎絡 0.750)料 0.356)料 (].436)特

安すぎて 228 195 236 

ンケー

lii{}L : F守
なし

569 

421 

244 

152 

注:1)下段()内は， 各追加mWGと追加i情報なしの披露金者G

との1mで，等分散伎を仮定したときの母平均の遂の検定統
計 Tである

2) *料は:JLlJ:l主iW5%，料 i土ヰ1芯水準 10%. 主:{T:{!:水準

15%で，等母平均の仮説が棄却できたことを示す

4. 結語

本研究の結果得られた知見は，以下の諸点である

第一に，本研究で行った丸麦の突食調査を通じて，

オオムギに関するl米・食感，においに関して悪いイメー

ジを持っている人のイメージを改替し，オオムギを普

段食べていない人のオオムギ消費志向を喚起すること

ができた.広報や販売方法次第で，粗食料用途として

のオオムギの需婆を伸ばせる可能性が示唆された.

側格受容帯分析による如i格受終;貯は，本

研究で用いた丸麦商品の当直究所における実際の販

売価格より高く，販売価格安高められる可能性が示

唆された.しかし大半の被験者に麦に関するイメー

ジを高めるような追加情報を与えた点と，途方から

のi観光客がほとんどという凹答者母集団の特性か

ら，旅先での地場商品に対する評価でトある点につい

て，叡怠が必要である.

オオムギに関するイメージをi認めるよう

な情報を消費者に与えることで，消費者のオオムギ

加工商品に対する購買受容価格を高められる可能性

が示唆された.

今後の課題としては，者府11音flのスーパ一等で今回

と同等の調資を実施し，本稿では切らかにできな

かった，都市住民が日常的な消費目的で購入する擦

のオオムギの受容師格を検討したい

[付記]調査実施にあたって，近畿中間四llil農業

研究センターの長嶺敬氏，オオムギ生産農家，配布

調査を実施した直売所には多大なご支援・ご協力を

lllbった.記して感謝申し上げる.

(07) 

注1)社団法人民山漁村文化協会[4Jは，大正{愛知iから

昭和初期の全国決村地域の食生活を，聞き:;!Jきに

より把握し記述している.

2) 芦おら[JJを参WJぃ 1950年設業センサスのや綴

地方 5黙の市町村別データを整理し，山!日]郊の寒

冷地を除く大半の池j或で，さをの生i1E農家本がきわ

めて高かったことも示している.また変の政策史

と生産史については綴iJJ[6Jに詳しい

3) J主体的には，米と比絞してより多くの食物繊維が含

まれている司 7寄っ像研究においても，変の特定機能性

要素の含有をL1tlやすことを脊径百際に設定した品種

が近f守三開発・公表されている(例えば，吉岡ら[5])

4) 悶I立売所は県下手手数の温泉地にf立絞し また付近

のi淡谷は紅葉狩りの名所となっている.本調査の

実施符期が紅葉νーズンと震なったため，後に訴

すアンケート調査結:5f~も，遠方からの米f古者が磁

めて多かったことを示した.

5) 丸きをは玄麦を ì~IJ ったものである 拘iし麦はこの丸

変を圧ベんしてつくられ，ヨL変l土子jlし変のおji麦過

程のなかでは l次的な加工形態としてとらえられ

る.メLさをの状態でも，通常の炊飯後で，麦ご飯と

して炊飯することが容易に7可能である.なお，メL

さをは 20gずつ袋に封入し，被験者にt!l:'11i'員数をふ;

ね.1止;fir-員数以上の袋数を配布した.

6) 配布の際，特定の"f~Jí\Þ;ろi や1'1加を認識せず，配布

ブース1誌を通過した全員に均等に声をかけたが，

アンケートは， 1 i11:'1↑?に対して l部のみ配布する

こととしたため，世帯のなかで女伎がアンケート

に問答したケースが多かったものと推測される.

7) 前述注 5) で示したように，料Iし変力n二日主丸変加I

T段階のオオムギから迫力日の1JIIこど過程が必要とな

るため，その分の加工コストが追加的に発生する.

芦おら[JJでの別の事例522誌でのIlflき取りによる.

8) 当事例の奴売当初I時点での見込みi収主主性について

は，芦日jら [1Jを参照，
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