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青果物購入時の消費者の価値観と商品属性評価の関係

The Relationship between Consumers' Value and the Attribute of Fruits and Vegetables 

西和盛*・新開章司;k堀田和彦*
Kazumori NISHI Shoji SHINKAI Kazuhiko HOTTA 

1 .はじめに

近年，消費者の会の安心・安全についての関心が高まっており，農産物へのニーズも多様化している。

では，食の安心・安全を実現するために消費者はどのようなことに注意を向けて購震行動そ行うのであ

ろうか。有機栽培あるいは特別栽培の農産物を購入することによって実現できるかもしれないし，信頼

のある庄舗での購入や知己の生産者が栽培した農産物の購入によって安心感を得るかもしれない。この

ように，消費者は農産物の購買にあたって，自身のもつ価値観1)を務品属牲によって実現することを目

的とした行動をとると考えることができるが，これを実現する手設すなわちどのような商品属性を選択

するかは様々である。

そこで，本研究では消費者が青果物を購入する際、に重視する価値緩とそれを実現するために重視する

商品属性の関連性を明らかにすることを目的とする。より具体的には，消費者が価値観を実現するため

にどのような要素を重視するのかを明らか;こすることである。それにより，消費者がどのような基準に

従って青果物を購入しているのかということが，従来の商品属性評価のみ，あるいは価値観深麗Jむ

理)のみに基づいた消費者像の把握からのみでなく，価償観と商品属性評価とを結びつけたかたちで解

関されることが期待される。また，これを明らかにすることは，多様な消費者層の新しい捉え方を提供

する可能性があり，近年の鏑値観に訴えかける商品づくりあるいは護別化を図ることを目指す蕗舗の競

争戦略や販売戦略に対して何らかの示唆を与えることができょう。本研究では，消費者の価値観と商品

属性評価そ結びつけることに焦点をあてることそ主とし.J吉舗の戦略への貢献については，分析結果の

活用の可能性と課題について言及するにとどめる。

2.調査および分析の方法

( 1 )既往研究の整理と本研究における分析視角

消費者の農産物に対するニーズの多様化に対応するように，現在，我が国では多くの種類の農産物，

様々な形態の庖舗が存在しており，消費者の購買行動を規定する意識や商品属性を把謹することは容易

ではない。これらを解明するために，消費者の購買行動についての研究は多くなされてきたが，近年は

商品を属性の束として提え，商品購性に対する消費者の評価を鳴らかにするものが多い2)。さらに，荷

品濡性評価のみならず，それらの評価を下す背景となる消費者意識に接近するものもみられる。

*九州大学大学j涜農学研究院
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たとえば，選択嬰コンジ、ヨイント分析を用いて青果物の商品属性の貨幣価値を暁らかにしたり 3) ク

ラスター分析や因子分析，主成分分析を用いて消費者の意識や商品属性評価の組み合わせのパターンを

明らかにしたり 4)と，多くの側面から消費者の購買行動の解暁が試みられている。このように，荷品属

性を細かく分割しそれらを評価することで消費者の行動が明らかにされつつあり，その背後にある消費

者意識にも注目が集まっている。消費者の青果物の購買行動の多くは消費者の意識，消費者が重視する

商品属性評価それぞれの立場から明らかにされてきたが，消費者意識と商品属性評価を結びつけたかた

ちで分析した例は少ない5)。

そこで，本研究においては，マーケティング・リサーチ手法のひとつである CHAID7，t用いて分析を

進める。 CHAIDでは，罰的に対応する変数(基準変数，ここでは価値観)を基準にしてこれらを構成す

る要素のなかで最も分類に適した説明変数によって，関連の強いものからJ績に (x2検定が利用される)

いくつかのカテゴリーに分割していく。分析結果は樹形図を描くため，棺環を視覚的に捉えるのに適し

ている。ただし，因果関係の方向は不明確なので一般通念に熊らして菌泉の方向者E決定する必要がある。

本研究の分析に用いるデータは，アンケートにより収集する。しかしながら，消費者の価値観は多積

多穣である。また，現実的にみれば，消費者自身も価儀鏡を認識していない場合が想定されるであろう

し，選択鼓を用いたアンケート謂査では規定の価値観しか存在しないことになる点に眼界がある。そこ

で，消費者から価値観を引き出すための手法としてラダリング法を用い，これをもとにアンケートを作

成・記布した。

調査結果を用いた分析の手)1僚としては，青果物購入の際に重視する価値観を概観したのち， CHAID 

を用いて回答者の価値観と商品属性評価の関連性を解明する(図1)。
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(2)ラダリング法による面接調査およびアンケ…卜作成

ラダリング法は，手段としての商品属性から目的としての価償観までをラダー・アップしながら(は

しごをのぼるように)聞き取っていく謂査法であり，これをもとに鴻費者の高品属性評価から価値観ま

で、の価値構造マップを作成することができる九回答者の価値観を引き出すところまで質問を繰り返し

ていくため人につき長時闘を聾する調査であり，一般的に大量調査には向かないといわれている 7)。

アンケートに利用する錨徳観，商品属性の項告を決定するために，アンケート記布を予定していた3底
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青泉物購入日寺の消費者の価値緩と議品属性評価の際イ系(商・新関・織田)

舗の来答者3名ずつ(スーパーマーケット，農産物直売所，生協で，当該結舗を主に利用)，その地3名，

計 12名(いずれも主婦で 30代 2名， 40代 3名， 50代 S名， 60代以上 2名)に対して面接調査を行っ

た。調査の順序は以下のとおりである。野菜や果物を購入する場面を想定してもらい，まず¥なぜその

荷品を購入するのかを質問する。このときは，回答者からは重視する商品属性を回答してもらえること

ができればよく，できれば援数の商品属性を得る。たとえば，i安いからJという罰答が得られた場合「安

いとなぜいいのか，何が得られるのかj と質問を続ける。自答が悶 1に示したように順番に出てくると

は語らないが，価値観にさかのぼるまで「なぜその商品を選択するのか，なぜ、その商品購性が重要なの

かj といった質簡を繰り返し，すべての商品属性について行う。

以上のような消費者数名への面接調査をもとに，商品属性・価値観について選択殻を設定し，その聞

にある機能的便益・情緒的鑓益(本研究では利揺しない)については自由回答形式とするアンケートを

作成した。これを「青果物購入持の選択暴準に標する意識謂査Jと諸し， 2006年 5月に福陪熊内にて

配布・調査を行った。調査は，無作為に抽出した福岡市内在住の個人(以下，一般)に対する郵送，お

よび揺詞市内の生議・農産物車売所2庖舗(以下，直売所A (郊外)・ B (都市部))への来j富者

に対する配布によって行い，郵送により自答を得た。脂舗を分けて配布しているのは，これらの癌舗そ

選択する消費者の価値観や消費者属性あるいは購買行動に相違があるという佼定のためであるヘ

所AはjA直営の常設の直宛所で，福陪市郊外に位置し，土・日・祝呂の来j富者が多く福隈市内からの

来居者が最も多い(来客者数の 16%)。直売所Bは，民聞が運営する常設の直売所で，日・祝日が休

業であるが，福陪市内に立地し，平日にも多数の来客がある。生協は，安心・安全に留意した販売を展

鰐している揺障市内の常設時舗である。一般は，これらの自舗を限定しないサンプルとして比較のため

に設けた。

記布数は一般 300通，生協 100通，誼売所 A300通，直売所 B300通，有効回答数はそれぞれ。

70， 65， 68， 66であり，屈収率は全体で 26.9%，配布先別では一般 23.3%，生協 65.0%，

A22.7%，高苑所 B22.0%であった。表 1に，分析に用いた主な項吾を示す。

表1 主なアンケート調査壊憩
資源項目 カテゴリーデータの内容

野菜/祭実終入時に震後する 1.美しくいたい 2.節約上手な消務者でいたい 3.縫後でいたい 4.美味しいものを食べたい

{箇{波観(各2つ以内) 5 安心・安全なものを食べたい 6 苦言擦によいものそ関入したい

{倒産綴を実現するために蚤綴
1.産地 2.価格 3. I吉綴 4.品綴 5.生漆者名 6.特別栽培の有無 7.有機主主埼の有終

する路IiM毒性(各{箇俗縁に対
8. il菱地蔵送 9 主家屋塁擦の有然 10 生産自符されたEl時 11.鮮度 12 綴霊堂皮の表示(泉突のみ〕

し3つ以内)

年齢 1. 20代 2. 30代 3. 40代 4. 50代 5. 60代以上

i生日IJ 1.男性 2.女性

機菜室
1.会社員 2 公務員，団体験~ 3.経営者 4.学生 5.パート 6.無機 7. 事業主綴

8.その他

隠居室長族数 数緩データ

子供の数 数塁塁データ

12歳未満の子供の数 数怒データ

世格所得
1. 200万円未溺 2. 200 万円~ 3. 300 万円~ 4. 400 万円~ 5. 500 方向~ 6. 600万円~

7. 800 万円~ 8. 1000 万円~ 9. 1200万円~
門占 山 、""，--，--， ‘司" 一目_A.，<， ，~_ ~町一山田占~--門{門ム~.占 dザ 日間人官...~ -，-" -~ ，-官、 {山，.~

3.分析結果および考察

( 1 )青果物繕入時に消翠者が重視する価儀観

ここでは，消費者がどのような価値観をもって青果物を購入しているのかを概観するために，アンケー
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トの配布先(以下，配布先)部の回答者の価値観をみていく(表2)。

表2 野菜/果実購入の擦に消費者が重視する価短観 (2つまで担答)

美しくいたい
節約上手なj湾整望者

長室E誌でいたい
美味しいものを食 安心・安全なもの 主翼援によいものを

でいたい べたい を食べたい 際入したい

一絞 (70) 0.0% 24.3% 50.0% 40.0% 75.7% 5.7% 

野菜
喜重予告所A (68) 1.5% 25.0% 50.0% 36.8% 85.3% 2.9% 

臨先所B(66) 1.5% 13.6% 45.5% 36.4% 87.9% 12.1% 

生協 (65) 0.0% 6.2% 41.5% 33.8% 95.4% 21.5% 

絞 (70) 4.3% 12告% 25.7% 72.9% 74.3% 1.4% 

祭実
E室ラ電所A(67) 3.0% 16ι% 26.9% 74.6% 73.1% 1.5% 

E室πffiB (65) 1.5% 10.8% 35.4% 72.3% 70.8% 4.6% 

生協 (64) 0.0% 7.8% 23.4% 54.7% 92.2% 18.8% 
資料.アンケート警警護より作成

野菜のみに注目すると， ["美しくいたいJ["鍵康でいたいJ["美味しいものを食べたいj という価値観

については，配布先の遠いによる自立った差異はみられない。これに対して， ["部約上手な消費者でい

たいJ["環境によいものを購入したい」という価値観については，一般および直売所Aの罰答者は「節

約上手な消費者でいたしリとした割合が 25%程度そ占めた一方で，直売所Bで 13β%，生協で 6.2%

と比較的低い結果になっている。また，一般および葱売所Aで、は特に重視されなかった「環境によい

ものを購入したい」という価値観に対しては，直売所Bで 12.1%，生協で 21.5%と比較的多くの回答

者が重視している。果実の場合は，生協での但答が特徴的で「安心・安全なものそ食べたいJ(92.2%)， 

f環境によいものを購入したいJ08.8%)は閉立って高く，部約上手な消費者でいたいJ(7.8%)， 

味しいものを食べたいJ(54白7%)は比較的低い。

(2)消費者行動の選択基準の識別

上述の価値罷は，青果物購入の擦に消費者がもっ様々な選択基準(ここでは商品属性評価)あるいは

消費者鷲性を代表する指擦であると考えられる。ここでは，様々な選訳基準や消費者属性のうち，何が

重要であるかを明らかにするために， CHAIDを用いた分析を行う。 CHAIDは，カテゴリーデータを基

準変数として扱い，説明変数を用いて基準変数の分散が最も大きくなるように X2検定を用いてグルー

プを逐次分割していく手法である。たとえば，顧客分析を行う擦に消費者属性によって回答者を分類す

るといった適用がなされる。今聞の分析では，まず，青果物を購入する際に消費者が重携する価値観を

基準変数とし，説明変数を商品属性とする場合，消費者属性(表 lの商品属性以外のデータ)とする場

合の 2つの分析をアンケートの配布先ごとに行った。なお，消費者属性そ説明変数とした場合はいずれ

も分岐がなかったため，分析結果は基準変数が価値観で説明変数が商品購性の場合のみとなっている。

価値観は2つまで，それぞれに対応した商品属性が3つまでの回答であったため人の回答者に対

してこれらを同時に考慮して分析することは非常に臨難である。そこで，各人は購買行動において楼数

の異なる立場をもってふるまうことがあるとし，価値観を 2つ詔答した場合，便宜的に 2人の倍答者が

いることとして分析を進めた。このため，陣中のnの績は実際の罰答者数よりも多くなっており，また，

由答者の翫合も表 2 と異なっている点に注意されたい。こ ζからは，罰 2~5 の値を用いて説明を加え

ていく。

1)一般(国 2)

野菜鰭入の諜に重携する価値観としては， ["安心・安全なものを食べたいjが最も回答割合が高く， r健
康でいたいJ["美味しいものを食べたい」と続いている。まず，務品購性として「価終Jを重視するか

どうかによって分裂されている。商品属性として「価格」を霊読するグループにおいては， ["節約上手

(104) 



青果物購入待の消費者の価値観と商品属性評錨の関係(西・新開・堀田)

図2 野菜/果実購入の選択基準に関する CHAID計測結果(一般)

SPSS社 AnswerTree2.0.1Jにて分析， ~3~5 も防波
5 ，ケースの主主ノj必として綴ノード 30，子ノード 10 とした。 Pearson の x'伎を照い。有慾7.k~1! 5 %で分
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な消費者でいたいJの医答割合が高く，重視しないグループにおいては「安心・安全なものそ食べたい」のe

回答割合が高い。次に r価格jを重視しないグループから荷品属性として「鮮度jを重課するかどう

かによって分割されている。「鮮度Jを重視するグ、ループにおいては，健康でいたいJ 美味しいもの

を食べたしV が，重視しないグループにおいては r安心・安全なものを食べたい」の隈答割合が高い9)。

果実購入の際に重視する価値観としては i安心・安全なものを食べたいj が最も臣答割合が高く!美

味しいものそ食べたい」と続いている。まず，商品属性として「品撞jを震捜するかどうかによって

分寄せされている。商品属性として「品種」を重視するグループにおいては，美味しいものを食べたい」

の回答割合が高く，重視しないグループにおいては「安心・安全なものを食べたいjの罰答割合が高い。

次に， i品趨」を重視しないグループから務品属性として if[ffi格J~重視するかどうかによって分割さ

れている。「錨格」を重視するグループにおいては美味しいものを食べたい r節約上手な泊費者で

いたい」が，重視しないグループにおいては r安心・安全なものを食べたいJ の回答割合が高い。さ

らに i価格jを重視しないグ、ループから商品属性として f産地直送jを重撰するかどうかによって分

割されている。「産地直送」を重課するグループにおいては， f美味しいものを食べたいjが，重課しな

いグループにおいては， i安心・安全なものを食べたいJの臨答鶴合が高い。

2)直売所A (翻 3)

野菜購入の擦に霊視する価鏑鏡としては i安心・安全なものを食べたい」が最も屈答説合が高い。

商品属性として「価格jを重視するかどうかによってのみ分割されている。商品属性として「価格」を

重視するグループにおいては， i節約上手な消費者でいたい」が，重視しないグループにおいては「安心・

安全なものを食べたい~憶療でいたいJ の毘答割合が高い。

( 105) 



図3 野菜/果実購入の選択基準に関する CHAID計測結果(麗売所)

果実購入の際に重視する価値観としては， r美味しいものを食べたい」が最も回答割合が高く， r安心・
安全なものを食べたい」と続いている。商品属性として「品積」を重読するかどうかによってのみ分割

されている。荷品}霞性として「品麗」を重摂するグ、ループにおいては， r美味しいものを食べたいjの

回答割合が，重視しないグループにおいては「鍵康でいたいJr安心・安全なものを食べたいJの囲答

都合が高い。

3)寵売所B (図 4)

野菜購入の際に重視する価値観としては，r安心・安全なものを食べたいJが最も回答割合が高い。まず，

商品購性として「品種Jを重視するかどうかによって分割されている。商品属性として「品種jを重視

するグループにおいては i美味しいものを食べたいJの自答割合が，重視しないグ、ループにおいては

「安心・安全なものを食べたいJの回答割合が高い。次に， r品種J しないグループから商品属性

盟4 野菜/果実購入の選択基準に関する CHAID計測結果(直売所B)
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として「価格Jを重視するかどうかによって分割されている。「価格JIa::重視するグループにおいては， r節
約上手な消費者でいたいJが，重拐しないグループにおいては，安心・安全なものを食べたい」の回

答割合が高い。さらに， r価格Ia::重視しないグ、ループから商品属性として「鮮度jを重視するかどう

かによって分割されている。「鮮度jを重視するグループにおいては， r健康でいたいjが，重視しない

グループにおいては，r安心・安全なものを食べたいJr環境によいものを購入したいJの臣答割合が高い。

最後に， r鮮度Jを重視しないグループから荷品購性として「有機栽培の有無Jを重視するかどうかによっ

て分蓄せされている。「有機栽培の有無」を重視するグループにおいては， r安心・安全なものを食べたい」

が高く，重視しないグ、ループにおいては， r環境によいものを購入したいjの回答割合が高い。

果実購入の際に重掘する価値観としては， i美味しいものを食べたいjが最も罰答割合が高く， r安心・
安全なものそ食べたい」と続いている。まず，商品震性として「価格jを重視するかどうかによって分

寵されている。「価格jを重視するグ、ル」プにおいては r節約上手な消費者でいたいjが， A重視しない

グループにおいては， r安心・安全なものを食べたいjの回答融合が高い。さらに， r価格Jを重規しな

いグループから商品矯性として「糖霞度の表示jを霊視するかどうかによって分割されている。 f糖酸

疫の表示Jそ重損するグループにおいては， r美味しいものを食べたいJが，重視しないグループにお

いては， r安心・安全なものを食べたいj の回答都合が高い。さらに， r糖殻度の表示J しないグ

ループから商品属性として f品覆」を重視するかどうかによって分離されている。商品属性として

種」を重視するグループにおいてはj美味しいものを食べたい」が，重視しないグル}プにおいては「安

心・安全なものを食べたいJの回答割合が高い。

4)生協(鴎 5)

野菜購入の際に重視する価値観としては， r安心・安全なものを食べたいJが最も回答割合が高い。まず，

商品属性として「価格Jを重視するかどうかによって分割されている。商品購性として「価格」を重視

するグループにおいては， r節約上手な消費者でいたいJが，重揺しないグループにおいては「安心・

安全なものを食べたいJr環境によいものを購入したいJの臣答害Ij合が高い。次に，価格Jを重視しな

いグ、ループから商品属性として「鮮度Jを重視するかどうかによって分割されている。「鮮度j を重視

するグループにおいては， r健康でいたいJr美味しいものを食べたいJが，重携しないグループにおい

ては， r安心・安全なものを食べたいJr環境によいものを購入したいJの問答都合が高い。

果実購入の諜に重視する価値観としては， r安心・安全なものを食べたい」が最も屈答割合が高く，

味しいものを食べたいJと続いている。まず，商品属性として「価格jを重視するかどうかによって分

図5 野菜/果実購入の選択基準に関する CHAID計測結果(生協)
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劃されている。商品購性として「価格」を重視するグループにおいては， r館約上手な消費者でいたいJr健

康でいたいjが，重携しないグループにおいては「安心・安全なものを食べたいJr環境によいものを

購入したいjの問答割合が高い。次に， r価格J~重視しないグループから商品属性として「品種J を

重視するかどうかによって分割されている。 f品種」を重視するグループにおいては， r美味しいものを

食べたいJが，重視しないグ、ループにおいては， r安心・安全なものを食べたいJr環境によいものを購

入したい」の回答割合が高い。

(3)分析結果からみた価値観と寵品題性評価の関係

CHAIDを用いた分析によって，以下の4点が指摘できるだろう。

lに， 4つの配布先すべてに共通の，価値観と商品購性評価の関連性を明らかにした点である。本

研究においては，庖舗を選択する消費者の価値観や消費者属性に栢違があるという坂定のもと，一穀・

直売所A・直売所B・生協という 4つの配布先についてそれぞ、れ分析を行ったが， CHAIDによる分岐に

一定のパターンそ認めることができた。具体的には， r価格Jが重視される場合は f欝約上手な潟費者

でいたいJ(いずれの分析においても出現)， r品穏jでは「美味しいものそ食べたいJ(すべての記布先

の果物の分析および、直売所Bの野菜の分析で出現)，鮮麗」では「鑓康でいたいJ(直売所A以外の野

菜の分析で出現〕の回答都合が高くなる傾向にあった。

第2に，叡布先によって分岐の深度やパターンに違いがみられたことである。これらの違いが表すこ

とは何だろうか。 CHAIDは，X 2検定そ用いるという特性上，基準変数と説明変数について関連の強

いものから}I慎に明らかにしていく。今自の分析に照らして換言すると，各配布先における価値観と商品

属性評価の関係について関連の強いものから順に明らかにしていると理解できる。また，分岐が停止し

たグ、ループは，そこから統計的に有意なグループを形成することができないことを表している。すなわ

ち，分岐が多いことと少ないこと(分岐の深度)の差異は， r明薙イとされるセグメントがどの程度ある

かの差異Jを表しており，分岐の起こる潟品属性の!積序(分岐のパターン)の差異は， r明確化される

セグメントの形成}I関序の差異Jを表していると考えられる。

たとえば，野菜購入時の分析について産売所Aと直売所Bを比較してみると，産売所Aではひとつ，

直売所Bでは 4つの分岐となっている。また，最初に分岐が起こる商品属性も誼苑所Aでは「価格」

なのに対して覆苑所Bでは「品種」となっている。この結築が示していることは，直売所Bは直売所

Aと比較して消費者のセグメントが多様に存在するという点，蕗売所Aは「価格を護課する部約志向」

のセグメントから，直売所Bは「品種を霊損するグルメ志向j のセグメントから，それぞれ明確なセ

グメントが形成されているという点である。

つまり，配布先による分岐の深度やパターンの違いは，まず，配布先による消費者層に差異があるこ

とを表している。これは，藤谷によって明らかにされた「青果物の購買行動には届舗選択行動が含まれ

る 10)と照らせば， r異なるセグメントを形成する消費者群は，異なる底舗選択を行うJことを示唆し

た結巣ともいえよう。ただし，これらの結果をもって，ただちに庄舗の競争戦略や販売戦略の成否を決

定することはできない:九

第 3に， r安心・安全なものを食べたい」という価儀観と商品購性評価の関連性についての不確定性

である。恵売所Bの野菜購入時に重視する価値観の分析結祭では，商品属性として「品種J，I価格J，I鮮度J

~重視しないグループのなかの「有機栽培の有無J を重損するグループが「安心・安全なものを食べた

いJの割合が高くなっていたものの，重視しない場合も最上部のノードと問題度の高い割合を示してい

る。また，他の商品属性との関連でみてみるといずれも f重視しないJときに回答都合が高くなってい

( 108) 
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ることが特徴である。これは，いくつかの可能性を示していると考えられる。すなわち i安心・安全」

に気そ使っているとはいうものの，どのようにしてそれを実現してよいかが消費者にとって不明確で一

般化できる手段が存在しない可能性，あるいはいくつかの高品属性が接合することによって「安心・安

全j は実現できるが，いずれも単独では関連性がない可能性が指摘できる。

第4に，商品属性としての「価格」の取り扱いについての課題にふれておく。野菜については，商品

属性として「価格j を重視する場合は「節約上手な消費者でいたいJの回答割合が高く，イ自の価値観は

それほど高い割合を示していないが，果実については，いずれの配布先でも「美味しいものを食べたしり

の回答割合が親ノードと開程度となっているO アンケートでは，単に f価格Jとしか示していないた

め明らかではないが，この商品属性に対しでは f価格が高い I価格が安いjのいず、れの回答も含まれ

ていると考えられる。すなわち， r価格が安いJことを璽損する場合には「節約上手な消費者でいたい」

という価値観が自然であるが， r美味しいものを食べたい」にはあまりそぐわない。臨答者は， r価格が

高いJことによる味に対する信頼感そ示した可能性もあり，設問に対する課題を残した。

4.おわりに

本研究では，治費者が青果物を購入する際に重視する価舘観とそれを実現するために重視する商品属

性の関連性を明らかにすることを昌的とし，アンケート作成に際してはラダリング法を応用，課題の解

明にあたっては CHAIDを用いて分析を進めてきた。

その結果，価値観と高品属性評価の関連性について， r価格」が重視される場合は「節約上手な消費

者でいたいJ，r品穏」の場合は「美味しいものを食べたいJ，「鮮度」の場合は「健康でいたい」がそれ

ぞれ選択されやすい傾向にあることが明らかになった。このような価値観と商品属性評価を結びつけた

かたちでの消費者麗の把握は，従来の消費者意識の分類あるいは商品属性評価からのみの分析では明ち

かにされてこなかった，新しい消費者層の捉え方であると考えられる。このように，すべての記布先に

共還の傾向はみられた一方で，配布先によって分岐の深度やパターンには差異があることが確認された。

この結果は，底舗を選択する消費者の価値観や消費者属性には相違があるJ という仮定弘一部では

あるが(少なくとも異なる消費者層は，「利用 J苫舗が異なるという点で)確認したかたちとなった。

ただし，本研究には以下の3点が課題として残された。

第 1に，全体を通じて最も重視されている価値観は r安心・安全なものを食べたしりであったが，

必ずしも商品購性との関連性については明らかではない点である。金の安心・安全への関心の高まりは

馬知の通りであるが!安心・安全」を実現する手段が消費者にとって不明確である可能性，あるいは「安

心・安全Jの実現に必要な潟品属性の結み合わせは非常に複雑な構造をもっ可能性が指摘できる。

第2に，商品購性としての「価格」の取り扱いに隠する問題である。当初，高価格に対するポジ、ティ

ブな評価および低価格に対するネガティブな評価を想定せずに，低価格に対するポジティブな評価のみ

を想定していたためにグ、ルーフ。の分裂が適切で、なかったかもしれない。

第 3に，配布先における分岐の深度やパターンの違いという結果の活用に襲する点である。分i授が少

ないということは分岐が多いことに比べると，ターゲ、ツトにできる消費者層が一意的かっその選択殻も

少ない。このため，消費者ニーズの多様化に対応したり，差期化を割ったりすることを自指す屈舗にお

いてはセグメンテーションが失致している可能性を指摘できる(今問のケースでは，差別化によって売

上を伸ばしてきた業態である「直売所jにおける「価格を重視する節約志向Jのみのセグメント)。また，

分岐のパターンの違いは，どういった商品属性をもっ商品を販売すればどのような価値観に対して応え
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ることができるか，といったことを表していると考えられるため，価値観に訴えかける戦略をとろうと

する庄舗にとって重要な情報となるであろう。ただし，本研究においては，泊費者行動に焦点をあてた

ため，鹿舗がどのようなゴールそ閉指しているのか，あるいは現在どのような競争戦略・販売戦略によっ

て嘗業しているかといった点についての調査が十分でない。

本研究においては，アンケート謂査で得た自由問答部分については利用していないため，今後，上記

3点の課題とあわせて発躍させていくことが重要である。

設

1 )本研究においては， r価値観 I意識JI消費者(の)意識」という用語を溶いているが，これらに

梶確な棺違点はない。既性研究にて記述があった「価値観JI意識Ji稽費者(の)意識jはその

ままの表現を用い，また，既往研究そ関連づけた記述の際には「意識JI消費者(の〉意識」を用

いる。本研究中にて扱っている「価値観Jは，後掲の図 lのとおり，消費者が育巣物購入にあたっ

て霊損する「商品属性Jから「機能的鑓益JI情緒的便益jまで、を代表する消費者の深層心理を表

す概念であり，既往研究と関連する以外の場合には，すべて「価値観j という用語を痛いる。

2 )消費者分析の変遷については，平尾[1]に詳しい。

3 )たとえば，大濡ら [2Jは青果物産地のブランド力の推定に選択的コンジョイント分析を黒いて接

近し，各窟地における瀦品の漉費者の評価を貨幣価績で示す試みを行っている。

4 )磯島 [3Jは，国子分析によって治費者を共通因子として価値意識の基本因子を抽出したのち，

識タイプによって消費者のセグメンテーションを行っている。繕野 [4Jは，牛乳の消費に関して

情報提数者，選択商品の特徴，牛乳の需要，消費者麗性，知識レベルといった回答者のプロファ

イルを変数としたクラスター分析によって，消費者の価値意識の分類とその特徴を明らかにLて

いる。

5 )厳密には牛肉を対象に知識→態度→行動を明らかにした合崎ら [5Jの研究や，地場産野菜を対象

に消費者の意識が実擦の購買行動にどのような影響を与えているかを明らかにした大庭ら [6Jの

研究といった類似の分析があるが，本研究とは分析対象が巽なるため構成される商品属性は巽な

る。

6 )価値構造の作成については，農産物の購入規定要臨に関して，一部ラダリング法を用いた研究と

して細野ら [7Jそ参賭されたい。

7)この欠点を補うために，上告・畑井 [8Jによってアンケート作成の一助としてラダリング法を利

用する方法が紹介されており，本研究ではこの方法を援用している。

8 )このような脂舗選択における浩費者層の特徴については藤谷 [9Jに詳しい。

9) CHAIDによる分析結果は逐次，有意差のあるクロス表が作成されていくと考えると理解しやすい。

すなわち，ここで「割合が高い」と表現しているのは地の分殺と比較した相対的なものである。

たとえば，ここでは「価格jを重視しないグループから「鮮度」を重視するかどうかによる分岐

が起こっており，いず、れも「安心・安全なものを食べたいJの割合は最上位の親ノードよりは高

い割合を示しているが， r割合が高いJと表現するのは「鮮度」を重視しないグループの方のみと

している。なお，商品属性については制限っき (3つまで)の複数司答であり，自答のあったも

のを「重視するJ，回答のなかったものを「重携しない」としており， I重視しないjの方で高い

欝合を示した価値観は「当該商品属性そ重視しない傾向にあるJというよりはむしろ「当該荷品
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属性以外の商品属性と関連がある可能性」を示すに過ぎないと考えられる。

10)藤谷 [9Jは，青果物購買行動の区分を行い，そのうちの 1つに庖鋸選択行動を挙げている。庄舗

の選択基準に慢する研究については高榛[10]などがある。本研究における屈答者は「庖舗利患者」

であり，どの程度の割合の潤答者が rJ高舗選択者Jと呼べるかは明らかではなし¥煮には控意され

たい。

11)分析の結果，配布先によるセグメンテーションの違いをみることはできた。しかしながら，今回

の調査では，J吉舗が実行している戦略の詳細に寵する調査が不足している。そのため，J吉舗の特

徴と消費者層の特徴が適合的かどうかは不明(窓舗が戦略的に開ーの消費者層を惹きつけるのに

成功しているのか，向ーの消費者層が!吉舗の意関する戦略とは異なるものを求めて訪れるのかは

明らかではない)である。

参考文献

[ 1 J平尾正之 (2002):r捕費経済論の展開とフードシステム研究j，irフードシステム学の理論と体系ふ

pp.85 -101，農林統計協会.

[ 2 J大浦搭二・河野恵伸・合崎英男・佐藤和讃 (2002):選択型コンジョイント分析による青果物

産地のブランドカの推定j，W農業経営研究Jj， 40 (1)， pp目106-111. 

[ 3 ]磯島昭代:(2006) : r消費者の食に関する意識と農産物の購入状況J，フードシステム研究ふ

13 (1)， pp.35 -45. 

4 ]細野ひろみ (2004): r栄養・安全性情報と商品特性の消費者評価j，Wフードシステム研究ふ 10

(3)， pp.34 -47. 

[ 5 J合崎英男・佐藤和夫・吉川護子・津田学 (2004):食品安全性に関する態度が牛肉選択行動ピ

与える影響j，W農業経営研究ふ 42(2)， pp.22 -32 

[ 6 ]大庭践嗣・平野達朗・栗原伸一 (2006): r地元農産物に対する消費者選好の医果構造J，rr農村

計商学会ふ 25，pp.413ω418 

7J細野ひろみ・工藤春代・新山陽子 (2007): i牛乳のおいしさと商品選択行動j，f農業経営研究Jj，

45 (2)， pp.153 -158. 

[ 8 J上田隆穂・畑井住織(1996):r類似価値体系セグメント発見の WEBラダリング龍査j，W季干Ijマー

ケティングジャーナル~， 24 (4)， pp.4叩 17.

[ 9 ]藤谷築次(1971):r泊費者の青果物購賀行動j，rr自本の農業 あすへの歩み 73~，農政調査委員会.

11]高橋克也 (2000): r住民の購買行動からみた農業・農村意識J，rr地域住民と農的空隈Jj， pp.105 

120，農林統計協会.

[ 12J丸岡吉人(1998):rラダリング法の現在:調査方法，分析方法，結果の活用と今後の課題J，Uマー

ケテイングサイエンスJj， 7 (1・ 2)，pp.40 61. 

[ 13J新聞章需・商和盛・堀田和彦 (2007): r農産物誼売所の経営戦略と組識に関する一考察一消費

者の価値鏡とJ吉舗選訳行動をもとに j，rr農業経営研究Jj， 45 (2)， pp.159 -162. 

[14]堀田和彦 (2005): rr食の安心・安全の経営戦略ふ農林統計協会.

[l5J宮騎昭・嘉El3良平(1988):川、売庖からみた消費者の牛肉購賀行動， rr農業と経済ふ 54(8)， 

pp.l4 -21，農林統計協会.

[ 16J大浦裕二 (2007): rr現代の青巣物鱗賀行動と産地マーケティングふ議林統計協会.

)
 

宅
ま
ム

弓

geι
品

唱
E
目高(

 



Abstract 

Recently， consumers are concerned about food safety， and their needs of having a diversity of 

丘griculturalproducts. This study aims to come out the relationship between consumers' value and 

the attribute ofvegetables and fruits. 

This study uses a survey data collected during May 2005， and the questionees were Fukuok註

prefecture's residents. 

In this study， we use laddering technique in order to make questionnaire and CHAID analysis in 

order to come out the aim ofthis study. Sequentially， CHAID analysis classifies the data into some 

groups based on chトsquaretest. Consumers' value was treated as a criterion variable and other as 

explan註toryvariables. 

Regarding the relationship between consumers' value and the attribute of vegetables and fruits， 

the facts that this study came out are: 

l. To come out the patterns of the relationship between consumers' value and the attribute of 

vegetables and fruits. 

2. Not to clarify the relationship between the value 'eating safe food' and attribute of vegetables 

and fruits. 

3. To suggest the possibility that there is a relationship between consumers' shop selection and the 

patterns of the consumers' value. 
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