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〔研究論文〕

食品に関する消費者の安心の要素と評価

贋政幸生し中JII(JII手)奈緒子2

(2011年 7J:l 1日受理)

Components and evaluation of assurance for food 

Yukio Hiromasa Naoko Nakagawa CKawate) 

Summary 

The purpose of this paper is to clarify the consumer' s awareness for assurance of food. We selected four sub-

jects; 1) To formulate the concept of assurance for food applied by social psychology and Yamagishi's concepts; 

2) To consider the components of food relief and to make up; 3) To analyze the evaluation of the assurance for 

food by using the data from a consumer' survey; 4) To analyze the structure of assurance for food by the cluster 

method using the survey data. In particular we forcus on the difference between the distinction of gender. The 

structure of assurance for・foodis composed two primary components (trust and vagueness) and 510w compo-

nents (indication， information， commitment， experience and image). The strongest reason that consumer's 

think food is based on domestic products and second is indication. According to the results of the cluster analys 

is“indication" ，“information" and “commitment" are belong to the same cluster， whereas “experience" ，“lm-

age" are another cluster， so the structure of assurance we assumed is appropriate. The structure of assurance 

for vegetables are different based on gender. 

Key words: food assurance， trust components of assurance， evaluation of assurance 

要 約 本稿の課題は消費者が食品の安心をどのように捉えているかを明らかにすることである。課題は，第

1に，社会心理学の概念，理論を援用し，山岸が規定する安心，信頼に関するキーワードを基に安心の概念整

理を行い，食品における安心の構成要素を検討し構成要素がどう安心に繋がるのかを明らかにすること，第2

に，食品に対する安心の評価と構成を実証的に検討することである。安心に概念を整理し，その要素を検討す

ると，安心は， I信頼」と「漠然とした安心感Jの2つの要素から形成され，その下位要素として， I信頼」

は f表示j，I情報j，IコミットメントjoI漠然、とした安心感Jは「経験j，Iイメージ」の 5要素から構成さ

れる。消費者アンケートの結果より，安心と評価する食品を安心だと思う理由として圧倒的なのは「圏産品」

であること，次いで， I食品表示」であった。クラスター分析の結果から， I表示j，I情報j，Iコミットメント」

はj可じクラスターを形成し， I経験j，Iイメージ」は別のクラスターを形成しており，仮説の安心の構造図は

妥当である。また，野菜における安心の構造は性別によって異なっていることが明らかとなった。

キーワード:食品，安心，信頼，安心の構成，安心の評価
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1. はじめに

食品は誼接体内に取り入れるものであり，日常的に

消費するものであるがゆえに，ヒトは危険性がある食

品を口にしたくはなしその安全性に関心を払ってき

た。食品の安全，安心をめぐる開題はかねてより発生

していたが，近年，深刻度や影響震がより増している。

1996年に発生した 0-157集毘食中毒事件， 2000年の

雪印加工乳食中毒事件， 2001年の我が国初の BSEの

発生やその後，多発した食品偽装の事件と毎年のよう

に問題が起こり，マスコミに大きく取り上げられてき

たこともあって，食品に対する消費者の信頼は著しく

失墜し，不信感，不安感を強めてきた(注 1)。このよう

な状況に相応し，政府は， 1999年の JAS法改正，

2003年の食品安全基本法制定， 2003年一2004年には牛

トレーサピリティ制度制定と食品安全政策を進めてき

たが，消費者の信頼を回復し，不安を払拭するには至

っていないように思われる。

これまで，食品の安全に関する研究は数多く行われ

てきた。それらを整理すると，情報，政策，定義， ト

レーサピリティ， HACCP， BSE，表示，フードシス

テム，リスクに分類することが出来る(注2)。このう

ち，本稿に関連するものとして，リスクに窯点を当て

た研究は，中嶋 [2004aJ，新山 [2002J，宮城島

[2002Jが挙げられる。中嶋 [2004aJは，危害を分

類し，食の信頼を回復するための安全対策の必要性を

論じている。新山 [2002Jは，食品由来のリスクの

解析と評価を行っている。宮城島 [2002Jは，食品

安全の領域を危険分析の概念から論じている。しかし

ながら，これまで，食品の安全に関する研究は様々な

観点から行われてきたが，食品の安心に関する研究は

ほとんどなされていない。中嶋 [2004aJは，安全と

は「客観的な尺度Jで把握され， I科学的手法を用い

た測定値として示すことが可能Jであるとし，中嶋

[2004bJでは， I安全は客観的な尺度，安心は主観的

な尺度で把握される」と，安全と安心を区別する必要

性は述べているが，安心について，それ以上論じてい

ない。安全がリスク理論として確立しているのに比

べ，安心についての言及は甚だ少ない。科学的な分析
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は客観性が重んじられるがゆえに，暖昧性が付きまと

う安心は分析がし難いと考えられる。しかしながら，

消費者は客観的に安全だとされる食品に対し必ずしも

安心であると判断している訳ではないし，逆に，安心

と思っている食品は必ずしも安全とは限らない。それ

ゆえに，食品の安全性を高め，安心な食品を提供する

ためにも，消費者が食品の安心についてどのように意

識しているのかを把握する必要がある。

そこで，本稿では，消費者が食品の安心をどのよう

に捉えているかを明らかにすることを課題とする。具

体的には，第 lに，安心の概念を検討する。その

際，社会心理学の立場より山岸 [1998Jによって提

起されている安心，信頼の概念及びキーワードを援用

する。第2に，安心のキーワード・概念を基にし

て，食品に関する安心の要素を抽出し，安心がどのよ

うな要素で構成されるかを検討する。第3に，実証

分析として，アンケート調査結果を用い，消費者の食

品に対する安心の認識と評価について分析をし，次い

で，安心の構成要素の妥当性を検証する。

2. 安心の概念と構成要素

2-1 安心の概念の検討

安心に関する概念規定は経済学では明確になされて

いない。中嶋が指摘しているように，安心・不安は主

体の主観に基づいているために客観性に欠けることか

ら，概念付けが難しいからだと考えられる。本節にお

いては，社会心理学の理論を用いた山岸[1998Jの

概念を援用しながら，食品に適用できる安心の概念付

けとその要素化を試みる(注3)。山岸[1998Jは題名で

分かるように，信頼をターゲットとしており，安心を

必ずしも論じているわけではない。

山岸によるとほ4)，安心とは， I相手が自分を搾取

する意図をもっていないという期待の中で，相手の自

己利益の評価に根義した部分j とする。一方，信頼と

は， I相手が自分を搾取する意閣をもっていないとい

う期待の中で，相手の人格や相手が自分に対してもつ

感情についての評価に根差した部分」だとする。ま

た，安心は「社会的不確実性が存在しない状況Jを前

提としているのに対して，信頼は「社会的不確実性が
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存在する状況」を前提としている。社会的不確実性と

は， 1相手の意図についての情報が必要とされながら

その情報が不足している状態」である。このように，

安心と信頼を区別する理由は 2つあり，根ざしてい

るものが，相手の自己利益か相手の感情かの違いであ

り，もう一つは社会的不確実性が存在するかしないか

にある。尚，信頼・安心の対象は人間(関係)である

と明確に述べている。

しかし，山岸の安心・信頼の概念は独特の用語の使

用もあり，分かり易いとは言い難い。荒井 [2000J

は，山岸の安心・信頼の概念を批判的に検討してい

る。社会的不確実性の存在しない状態は現実の社会で

はほぼ存在しないことから， 11安心」や「信頼」は明

確に区別できないj と指摘し， 1信頼には多数の要素

が混じり合っている」にも関わらず，山岸はそれらの

要素を詳細に分析していないとしている。

ところで，食品に関する安心・信頼は，ヒトではな

くモノに対してであることが，山岸の対象の前提と大

きく異なっている。モノに対する安心と信頼は，ヒト

の感情や利益に根ざす評価ではない。よって，安心と

信頼を区別する理由の一つは無くなることになる。ま

た，荒井が指摘する社会的不確実性が現実には存在す

ることは自明であると雷う考え方に立てば，安心と信

頼を区別する理由のもう一つも無くなることになる。

すると， 1棺手が自分を搾取する意図をもっていない

という期待Jの概念だけが残ることになり，安心と信

頼の概念は同一であると見なすことができる。

それでは，安心と信頼との関係はどうであろうか，

山岸は， 1人間関係において安心を生み出すものが信

頼であるという意味ではJ，とやや文脈が違う富所で

述べている。食品に関して言えば，“安心する食品"

と“信頼する食品"は意味が違っている。後者の言い

方は余りしない。単純化するならば，安心があるから

信頼するのではなく，信頼があるから安心をすると関

係を捉えることは妥当であろう。安心を形作る上で，

信頼はその下位要素にあると考えられる。

2-2 金品における安心の構成要素

食品の安心をもたらすと考えられる代表例として，
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国産品，食品表示，藍接取り引き，特定の!吉舗と特定

メーカーの叛売食品， トレーサピリティの 5項目を

取り上げ，消費者がどのようにして安心をするのか，

山岸の用いる用語，取り引きコスト，機会コスト，コ

ミットメント関係，やくざ型コミットメント関係を使

用して解釈を試みよう。経済用語でなく，分かりにく

いコミットメント関係は次のように説明してい

る(註5)0 1コミットメント関係j とは， 1理由がなんで

あれ他の相手からの有利なさそいを拒否して同じ相手

との関係を継続する選択を互いにしあっている場合の

関係jである。さらに， 1やくざ型コミットメント関

係Jとは， 1①敵対的な外部社会に対応するための関

係内部の結束を維持する関係，あるいは，②他人に搾

取されてひどい告にあう可能性のある状況で，特定の

相手とだけつきあうことで，少なくともその相手から

は搾取される可能性を低めようとする関係」としてい

る。コミットメント関係，特に，やくざ型コミットメ

ント関係の形成は，関係内部での社会的不確実性を低

下させ，安心できる環境を生み出し，取り引きコスト

を節約するというメリットがあるが，問時に，機会コ

ストを生み出すというデメリットもある。

国産品:輸入品と比べ，日本国内という特定の内部

関係で食品を購入することによって， 1コミットメン

ト関係」を成立させ，社会的不確実性を低下させるこ

とで，安心を確保している。さらに，コミットメント

関係を強め，国産品の愛用となれば， 1やくざ型コミ

ットメント関係」を形成することにもなる。外国産の

食品によって不利益を被る可能性がある状況で，国産

の食品だけを購入することで，園内の関孫を強め，

産の食品からの搾取可能性を低下させる。当然，安全

性の高い外国製品があっても購入せず，機会コストが

高くなる可能性は否定できない。

食品表示 :1根ざしアプローチ」によれば，消費者

が表示された食品を安心して購入するのは，表示を信

頼しないでいるよりは信頼した方が，利益が大きい状

況が存在するからである。つまり，表示がない食品を

購入するよりは表示がある食品を構入することによる

メリットの方が大きい。また，表示を信頼することに

よって，社会的不確実性を低下させることができる。
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取引コストも食品表示があれば探索をする必要が無い

ので少ない。表示の信頼は表示の主体，システムの信

頼性に依存するゆえに，山岸の言う意閣の信頼関題と

なる。

産接取り引き不特定の相手から農産物を購入する

よりも，直接に，取り引きをする販売者，生産者から

の購入は「コミットメント関係」を形成することにな

り，安定したコミットメント関係は社会的不確実性を

減少させる。特定の生産者，販売者とだけ付き合うこ

とで，少なくともその生産者からは騒される可能性を

低下させることができ，安心は増すことになる。継続

的な購入は取引コストを低下させる。顔の見える関係

とはこのようなことであろうが，コミットメント関係

がさらに強まれば， Iやくざ製コミットメント関係」

にも移行しうる。そうなると，機会コストは増す可能

性がある。

特定の!苫舗，特定のメーカーが販売している食品:

両者とも同様の特徴を持つ。特定の宿舗との開に安定

した「コミットメント関係jを形成することによって，

その自舗で売られている食品を信頼し安心をすること

になる。関係内の社会的不確実性は低下するととも

に，取引コストも低下をする。コミット関係の強化は

「やくざ型のコミットメント関係Jに移行する可能性

があり，他の癌舘から食品を購入する機会コストは状

況によっては増加するかもしれなし、。特定メーカーと

の関係も同様であるが，製品数が多いために，多くの

店舗で選択が可能となり社会的不確実性の低下は癌舗

の場合よりは平いであろうが，機会コストの増大も早

いと思われる。商品の入れ替えが激しいからである。

トレーサピリティ:トレーサピリティを信頼すれ

ば，社会的不確実性を低下させることができ，ある理

度のコミットメント関係を作ることになる。よって，

トレーサピリティを導入した食品は安心して購入する

ことができるようになる。しかし，社会的不確実性は

一部しか低下しないので，信頼から安心に結びつくの

は全般的ではなくあくまで部分的である。

以上のように，食品の安心をもたらすのは，コミッ

トメント関係を強化することによって社会的不確実性

を低下させることにある。それによって，取り引きス

46 

トを減少させている。また，信頼を高め，安心につな

がっている。コミットメント関係の強化と安定は，互

いの紳を強め，お3五Zいに Wi加n

であり，そうなると，お互いに安易に機会主義的な行

動には出ない。このような場合，コミットメント関係

の強化がやくざ型にはならないことを示してい

る。(法的

2-3 安心の構成要素と構造

食品の安全性に関して構造化を関った竹西・高橋

[2008Jを参考としながら，食品に関する安心の構成

要素の階層化(構造図)を抽出，分類，系列化のJI医で

作成した。

先ず， BS (ブレーンストーミング)を 3つのグルー

プで、行った。各グループでは食品を安心と思う事例を

提示してもらい，それをまとめることで， 50項臣を

抽出した。次に，抽出した安心の事例に対し， K]法

を適用し，類似している項目を前節の結果を参考にし

ながらグル…ピングをした。その結果，表示，情報，

コミットメント，経験，イメージの 5グループに分

類することができた。以下，抽出した安心の事例がそ

れぞれどのように分類されたかを示す。

表示に関する項目として分類したのは，無農薬，減

農薬，食品添加物不使用，認証マーク，有機農産物，

HACCP，食品表示，有機肥料， G話0，生産者表

示，消費期限，賞味期限表示，無化学肥料，減化学肥

料，である。

コミットメントに関する項告として分類したのは，

臨接取り引き，産地護送，知り合いの農家，直売所，

国産，生協，農協である。

晴報に関する項告として分類したのは，情報開示，

トレーサピリティ，栽培履歴，流通経路，衛生管理，

えさの品費，餌育環境，栽培方法，栽培環境，土壌の

状況，である。

経験に関する項目として分類したのは，実物を手に

取れる，購買経験，いつも利用している小売鹿，鮮

度，見た目，香り，パック詰め，である。

イメージに関する項目として分類したのは，高価

格，クチコミ，マスコミ，評判，メーカー，産地銘
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柄，産地ブランド， CM，広告，小売広独自のブラン

ド，他者向調，高品イメージ，漠然，である。

表示，情報，コミットメント，経験，イメージの 5

項目は安心を構成する要素の最下層であると考えられ

る。これらがどのような経路を辿って安心に繋がるの

かについて考察をする。

表示は，まず，表示を信頼することから始まる。表

示を信頼することができるならば，信頼できる表示が

された食品は信頼できる。そして，信頼できる食品で

あるならば，安心である。経路は，“表示を信頼→食

品を信頼→安心"である。

情報は，まず，食品に関する情報を信頼することか

ら始まる。食品に関する時報を信頼することができる

ならば，その食品は信頼できる。そして，信頼できる

食品であるならば，安心である。経路は“清報を信頼

→食品を信頼→安心"である。

コミットメントは，まず，特定の相手から食品を購

入することによって，コミットメント関係を形成する

ことから始まる。コミットメント関係にある売り手は

信頼できるので，その売り手が販売している食品は信

頼できる。そして，信頼できる食品であるならば，安

心である。経路は“コミットメント関係の形成→食品

を信頼→安心"となる。

経験は，これまでの購買経験から，購買経験のある

食品に対しては何となく安心を感じるようになる。そ

の何となくの安心感が，安心へと繋がっていくと考え

られる。経路は“経験→漠然とした安心感→安心"で

ある。

イメージは，様々な要因から，その食品に対するイ

メージが形成されることから始まる。その食品に対す

るイメージが良いならば，その食品は伺となく安心で

ある。その何となくの安心感が，安心へと繋がってい

くと考えられる。経路は“イメージ→漠然とした安心

感→安心"である。

以上のように，表示，情報，コミットメントの 3

要素は，信頼を経由して安心に繋がり，経験，イメー

ジの 2要素は漠然とした安心感を経由して安心に繋

がるという結果になった。つまり，信頼，漠然の 2

要素は安心を上位として，下位の S要素を繋ぐもの

である。階}晋イとしたものを構造園として図示したのが

図-1であり，佼説としての食品に対する安心の構造

である。

3. 食品に対する消費者の安心の評価

実証分析として， 2で作成をした安心の階層化(構

造図)の検証をp 消費者の安心に関する意識調査結果

を基にして試みるが，その前段階として，消費者が食

品の安心に関して，どのような認識を持ち，どのよう

に評価をしているのかを消費者アンケートにより考察

する。

3-1 調査概要

調査期間は， 2006年12丹下旬から2007年 l月中旬

である。調査方式は，埼玉県T市のスーパー Oの来

癌者を対象とした面接記入方式である。有効田答数は

109であった。年齢別，男女別の内訳は表-1の通りで

ある。

調査項自は，回答者の属性に関する項目として性

別，年代，世帯員数，子供の有無，情報受信の程度。

食品の安心に関する評価項呂として， 13品目の食品

図 1 安心の構成
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回答者の年齢，性別内訳表ー1

女性

労性

会計
主主)評価点の算出l土木文を参照

食品の安心理由の評価

イ

メ

ー

ジ

栽

培

履

歴

直付

き

合

い

表-3

国有
機
J
A
S

食

品

表

示

の選択それに対応する理由11項目。安心の構成要素

官

% 産

に対応した項目の評価である。

所品

24 22 35 19 22 78 13 46 評価
消費者の食品に対する安心の評錨3-2 

註)評価点の算出については本文を参照
食品の評価1) 

13品目の食品の中から，安心だと感じる表-2は，

由ランクである。それものを順に 1位から 3位まで回答した結果に，

全体として，安心と思う理由として回答数が多いも品目ごとに合計しぞれ 3，2，1のウエイトを付けて，

国産品，食品表示，栽培履歴，購買経験，のはJI聞に，た評価得点である。以下，上位の米，牛乳，魚，下位

イメージ，直売所，有機メーカー，付き合い，脂舗，の鶏肉，牛肉，冷凍食品について，調査時のインタピ

JASであった。国産品が安心と感ずるトップ理由でュー内容も参考にしながら考察をする。

あるのは，輪入品と比較した上で相対的に安心である米の理由としては，①誼接農家から購入したり，縁

と感じている消費者が多いことを現している。中盟産故米として譲ってもらう機会があること，②法律に期

アメの野菜から基準以上の残留農薬が検出されたり，った食品表示があること，③100%国産品であること，

リカ産の牛肉から危険部位の混入が発見されたりと，④産地や銘柄が選べること，⑤腐敗などの心配がない

輸入品に対する消費者の不安が大きいことが背景にあなどが考えられこと，⑤容器包装されていること，

国産品という，特定のコミットメント関係る。また，る。牛乳については，①法律に則った食品表示がある

にあることは，消費者に安心感を与えると考えられこと，②食品添加物が入っていないこと，③100%国

る。素性のハッキリしている国産品は輪入品程には裏産品であること，③容器包装がきちんとされているこ

切らないのである。次いで高いのは，食品表示であっなどが考えられる。魚が 3位である理由としてと，

た。表示を信頼することによって，食品に対するよりは，牛肉，鶏肉などの肉類と比較した上で相対的に安

詳細な情報を得ることができ，社会的不確実性を減少心であると感じている、消費者が多いのではないか。

させることによって，安心に繋がるからである。下位の 3品目については，鶏肉及び牛肉は，鳥イ

方，代表的な認証である有機JASマークが最下位でンフルエンザ及びBSEの影響が大きいと考えられ

あったことはやや以外であるが，有機JASマークにる。冷凍食品が最下位なのは，①最近の冷凍食品に関

対する認識が高くなかったことに依るものと考えられする事件などの影響，②食品添加物が多く利用されて

る。いるイメージがあること，③製品自体が輸入品であっ

食品選択と安心の理由3) たり，原材料に輸入品使用が多いことが考えられる。

そ2)の方法を拡張する。食品それぞれについて，評価理由2) 

の食品を安心だと思う理由を上位から 3つ0-1で次に，安心と評価をした上位2つの食品につい

回答者ごとにマトリックスができる。マークすると，その理由を11項目から高い順に 2つ回答してもて，

それを集計したものが表-4である。先ず，列和の値

これは，表一は食品ごとの安心の強さを示している。

それぞれ 2，1のウエイト付け合計点を算出し

た。表-3にそれを示した。安心と思う食品の評価理

48 
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表イ 食品と安心理由のクロス表

食 付 護 栽 馬専 庖 そ

品 き 培 メ i 質

表 A J 産 メ口〉、 ?'c 
緩 l カ 経

の 計

刀t S 品 L 、所 歴 ジ i 験 舗 {自

米 31 81 23 12 116 1 204 

牛乳 23 5 16 6113 13 13 1 123 

魚、 18 4 17 6 5 71 8 5 10 10 O 90 

豚肉 I6 3 16 s 6 41 5 6 91 9 O 72 

タマネギ111 71 22 7 8 91 6 7 14 10 1 102 

りんご 101 3 23 7 6 61 7 6 8111 O 87 

いちご 51 2 16 4 3 71 10 3 I 3 410 57 

トマト 91 2 17 1 2 10 2 3 81 5 1 60 

鶏卵 11 5 4 13 3 7 61 7 1 I 78 

レタス l 6 71 4 l 54 

鶏肉 51 1 2 11 2 I 3 31 2 O 30 

牛肉 21 0 2 21 1 1 11 0 。12 

冷凍食品 21 0 41 0 l 1 11 3 O 12 

言十 j吋39234 66 66 72 105 93 6 

2の結果とほぼ閉じである。米の評価が高く，次い

で，牛乳，タマネギ，魚， りんごの顕である。牛肉と

冷凍食品は著しく低い。肉では豚肉が高い評価であ

り，野菜はどれもほぼ向じような評価をされているこ

とが示されている。それを列ごとに見ていくと，当該

食品の安心が侭によって評価されているのかが分かる。

安心をもたらす理由として，国産品が高く評価され

ており，次いで，食品表示，栽培履歴，購翼経験とな

っている。当然ではあるが，表-3とほぼ向じような

結果である。個々の食品でみると，魚以外の全ての食

品は，国産品であることがその食品を安心だと感じる

一番の要因であることが分かる。魚の場合は，食品表

示があることが一番の要因である。国産品であること

以外の要因は食品によってバラツキがある。以下，品

目ごとに特徴を見てみよう。

米と牛乳は，食品表示があること，次いで，栽培履

歴や流通経路がはっきりしていることが要因であり，

それ以下の要因割合は似通っていることから消費者は

2つの食品について閉じような安心の認識をしている

と考えられる。

魚，豚肉は，購買経験と信頼できる届舗で販売され

ていることである。これまでに付き合いのある生産者

や馴染みの脂舗から購入することで安心としているよ

うである。

タマネギは購買経験，食品表示。りんごは信頼でき

る屈舗，食品表示があること。いちごはイメージが良

いこと。トマトは栽培履歴や流通経路がはっきりして

いることや食品表示があることで，レタスは，栽培履

歴や流通経路がはっきりしていることと購買経験があ

ることになっており，野菜・果実の評価に一定の傾向

が見いだせない。

鶏卵は，栽培農控や流通経路，食品表示があること

で，特定の屈舗でないことが地の畜産物と違ってお

り，製品を差別化しにくいことを示している。

4. 消費者の安心の意識構造分析

4-1 データ

分析対象を野菜とし，安心して購入する場面を想定

した設問として，安心の構成要素に対応した以下の

10項自を設定した。①表示については， 1生産者の個

人名・グループ名や写真の表示がある野菜j，1有機

JASマークの表示がある野菜J。②コミットメント要

素については， 1調産の野菜j，1臨売所で販売されて

いる野菜j，1生協で販売されている野菜」。③情報要

素については， 1栽培方法(農薬の散布閤数，化学肥

料の使用状況)がはっきりしている野菜ム④イメー

ジ要素については， 1同じ種類の野菜ならば，低価格

のものよりも高価格j，1小売庖独自のブランドJ。⑤

経験要素については， 1いつも利用している小売屈で

販売されている野菜j，1ご自身が実擦に手に取って鮮

度などを確かめることができる野菜j，である。以上

の設問について， 1安心できる」から「安心できない」

の5段階評価で回答を求めた。回答者は 3の対象者

と向じであり，回答結果をデータとして分析するが，

以下，各項告に対応させ，生産者表示，有機JAS，

園産，栽培方法，産売所，生協，高価格，小売庖ブラ

ンド，小売陪，自分自身という変数名を用いる。

4-2 要素間の関係

各変数は安心の構成要素に対応している。先ず，各
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構成要素が相互関にどのような関係にあるのかを分析

する。用いる分析方法は主成分分析である。得られる

主成分は変数間の相関係数の大きさに依り，どのよう

なものが統合されたかは主成分ともとの変数との相関

(困子負荷量)によって判断できる。表-5は，分散が

10%以上の成分，主成分 1から主成分3までを選択

し，軸回転後の因子負荷量を恭している。

第 1主成分は，生産者表示，有機JAS，生協と棺

関が高く， I表示」と「コミットメント」を表してい

る。また，国産，栽培方法，産売所とも相関があり，

表一5 主成分分析の結巣(悶子負荷量)

PC1 PC2 PC3 

生産者表示 0.764 0.122 0.067 

有機 JAS 0.674 0.158 0.291 

国産 0.542 0.436 0.034 

栽培方法 0.489 0.358 0.126 

直売所 0.424 0.502 -0.015 

生協 0.701 -0.126 0.307 

高価格 0.131 0.017 0.819 

小売応ブランド 0.346 0.144 0.734 

小売応 0.007 0.836 0.058 

自分自身

設)回転法:Kaiserの正規化を伴うパリマックス法

回転前の悶有{直は， PC1: 3.18， PC2 : 1.37， PC3 : 1.27 

距離 5 

生産者表示

有機JAS

栽培方法

国産

直売所

生協

小売J高

自分自身

高価格

小売庖ブランド

10 

「情報」と「コミットメント」を表している。第2主

成分は，小売庖，自分自身と相関が高く， I経験」を

表している。また，国産，直売所も相関があり， Iコ

ミットメント」をも現している。第3主成分は，高

価格，小売庖ブランドと相関が高く， Iイメージ」を

表している。 3主成分は信頼と漠然の中間要素に繋が

る2グループには分かれないようであるが，それに

近い，グルーピング予となっていることが窺える。

4-3 安心の構造

依説としての要素系統構造を明確にするために，採

用する分析手法は階層的クラスター分析である。最下

位要素の代理変数としている。生産者表示，有機

JAS，国産，栽培方法，直売所，生協，高価格，小売

広ブランド，小売活，自分自身がどのようにグルーピ

ングされ系統化されるのか，階層構造をクラスター聞

の統合過程によって表されるデンドログラムによって

検討する。野菜の安心の評価要素の認識の類似性で階

層化を検証しようとするものである。用いた方法は

ケース聞の盟離を平均ユークリッド法，クラスター間

の距離をウォード法とした。以下，1)全体， 2)男

女別にデンドログラムを作成して検討する。

1) 全体の階居構造

図-2は全体のデンドログラムである。距離10で区

15 20 25 

密 2 安心の階層構造(全体のデンドログラム)
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分すると，クラスターは 3つに分類できる。クラス

ター 1(生産者表示，有機JAS，栽培方法，国産，直

売所，生協)とクラスター 2(小売自，自分自身)と

クラスター 3(高価格，小売届ブランド)である。ク

ラスター 1は， r表示j，r情報j，rコミットメント」

の要素の集合体，クラスター2は， r経験」の要素の

集合体，クラスター 3は， rイメージ」の要素の集合

体を表している。

「表示j，r情報j，rコミットメントjは同じクラス

ターを形成しているので，消費者が安心を感じる上で

似通った性質を持っていると言える。この 3項目

は，仮説としての安心の構造の「信頼Jを経由して

「安心」に繋がるものであると考えられる。また， r経
験j，rイメージJは「表赤j，r情報j，rコミットメン

トJとは違ったクラスターを形成しているので，消費

者が安心を感じる上で加の性質を持っている。よっ

て，仮説としての安心の構造の「漠然とした安心感」

を経由して「安心」に繋がるものであると考えられ，

伎説としての安心の構造とほぼ問じ形状であるといえ

る。

2) 男女別の階膚構造

安心の構造は性別によって差があるのかを検討す

る。関-3は女性を対象とした分析結果を示してい

る。距離10で区分すると，クラスターは 3つに分類

距離

国産

栽培方法

直売所

生産者表示

有機JAS

生協

小売庖

自分自身

高価絡

小売庖ブランド

5 

」

10 

できる。クラスター 1(国産，栽培方法，直売所，

産者表示，有機JAS，生協)，クラスター2(小売届，

自分自身)，クラスター 3(高錨格，小売庖ブランわ

である。クラスター 1は， r表示j，r情報j，rコミッ

トメント」を，クラスター2は， r経験Jの要素の集

合体を，クラスター 3は， rイメージの要素の集合体

を表している。「表示j，r情報j，rコミットメント」

は間じクラスターを形成していて， r経験j，rイメー

ジj とは別のクラスターを形成していると判断でき

る。これは，全体構造と向じ傾向であるので，仮説の

安心構成を支持するものである。最も，回答者の70

%が女1生であることから当然かも知れない。

図-4は，男性を対象とした結果である。距離15で

区分すると，グラスターは2つに分類できる。クラス

ター 1(生産者表示，有機JAS，自分自身，栽培方

法，悶産，直売所)とクラスター 2(高価格，小売届

ブランド，小売!苫，生協)である。グラスター 1は

「表示j，r情報j，rコミットメントj，r経験」の要素

の集合体，クラスター 2は， rコミットメント j，rイ
メージj，r経験」の要素の集合体を表している。男性

の安心の構造は，大きく分けて 2つの点で女性の安

心の構造とは違った傾向が見られる。 1点目は， r経

験」の要素を持った自分自身と「表示」の要素を持っ

た生産者表示，有機JASとの類似性が強いというこ

15 20 25 

図3 安心の階層構造(女性のデンドログラム)
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距離 5 
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念協

図4 安心の階層構造(男性のデンドログラム)

と， 2点目は， rコミットメント」の要素を持った生

協と「イメージ」の要素を持った高価格との類似性が

強いことである。自分自身で確かめることが，表示の

確認であるとか栽培方法の確認であるとかと思ってお

り，また，生協を一般小売屈と同一に見なしているこ

とではないかと推測される。つまり，購買の仕方，知

識の持ち方が女性とは異なっていると考えられる。

5. おわりに

本稿の課題は，消費者が食品の安心をどのように捉

えているかを明らかにすることであった。課題は，第

1に，山岸の信頼，安心の概念を整理，検討し食品へ

の適用を図ること，第2に，食品の安心の構成要素

を検討し，安心と構成要素の階層化を図ること，第3

に，食品における安心性の評価を実証的に検討するこ

とであった。

2では，安心，信頼に関する概念，キーワードを基

に食品の安心の蝶念付けを行った。また，安心をもた

らすと考えられる代表的な事例の解釈を行った。そし

て，仮説としての食品の安心の構成を作成した。食品

の安心の構造は「信頼」と「漠然とした安心感jの2

つの要素から形成され，その下位要素として， r信頼」
は「表示j，r情報j，rコミットメントJから， r漠然

とした安心感Jは「経験j，rイメージ」から構成され

るとした。

3では，食品における安心の意識調査のクロス集計

結果から消費者の安心の意識を検討した。安心の評価

が高い食品は11震に，米，牛乳，魚、であり，安心性の評

価が低い食品は11顕に，冷凍食品，牛肉，鶏肉であっ

た。安心と評価する食品を安心だと思う理由として圧

倒的な評価は国産品であること，次いで，食品表示で

あった。逆に，評価が低かったのは有機JASマーク

で、あった。

4では，野菜の安心の構造を主成分分析とグラス

ター分析を用いて分析し，安心の階層構造について検

証をした。主成分分析の結果から，小売屈での販売と

自分自身で確かめることが類似した要素である。国産

と誼売所は類似している。高価格と小売!苫ブランドは

類似した要素で、あること。クラスター分析の結果か

ら， r表示j，r情報j，rコミットメントJは同じクラ

スターを形成し， r経験j，rイメージ」は別のクラス

ターを形成していることが分かった。よって， 2で作

成した安心の構造図は概ね支持される。また，男女に

よって異なっていることが明らかとなった。

以上より，消費者は安心に関し，国産品を高く評価

している。安心を構成する下層要素である「表示j，

f情報j，rコミットメント j，r経験j，rイメージjは

いずれも輸入品に対し国産品は優位に立っているとい
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え，国産品購入を高める観点からすると，信頼性を裏

切るような事態を生じることなく確実に安全なモノを

提供するとともにシステムの構築を進めなければなら

ない。消費者は， I信頼Jを経由して安心に繋がるこ

とをより評価している。よって，食品における消費者

の安心を高めるためには，コミットメント関係を強

め，安全を第三者認証で保証し，表示で示すこと。そ

の'情報を的確にかつ分かり易く伝えることが必要とな

る。

注

注 1) 平成16年度 食料・農業・差是村白書参考統計表 P5

注2) 主な先行研究は以下の通りである。 11情報については中

嶋 [2004aJo1政策に関しては荒橋 [2005J，中嶋 [2004a]，

中嶋 [2004bJが挙げられる。「定義に関しては中嶋

[2004叫が挙げられる。「トレーサピリティに濁しては，

新山 [2002aJ，新山 [2003J，松田 [2002J，松田 問中

[2004J，矢坂 [2003Jが挙げられる。 IHACCPに関して

は，中嶋 [2004bJ，新山 [2004Jが挙げられる。 IBSEに

関しては，中嶋 [2004aJ，中嶋 [2004bJ，新i1I[2005J 

が挙げられる。 f表示に関しては，足立 [2005J，中嶋

[2004aJ増田 [2002Jが挙げられる。「フードシステムに

隠しては，中嶋 [2004aJ，中嶋 [2004bJが挙げられる。

注3) 山岸 (1998)は，我が留における安心・億綴について論

じた唯一の文献であるといってよし、。

注4) 詳しくは山岸(1998)第 2:f設を参照のこと

注 5) 詳しくはi1I岸(1998)第 3撃を参照のこと。

注 6) 山岸は「人質Jという分かりにくい独自の用語を用いて

いる。
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