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観光梨園の販売価格と経営的要因との関連性

一松戸市を対象として

安藤裕貴子(千葉大学大学院園芸学研究科)

大江靖雄(千葉大学大学院)

Intemal and Extema1 Price Determination Factors of Pears on Pick-your-own Farms: 

The Case of Matsudo， Chiba 

Yukiko Ando (Graduate School of Horticulture， Chiba University) 

Yasuo Ohe (Chiba University) 

This study examines the price determination fac-

tors of pears by focusing on the managerial factors of 

pick-your-own pear farms in Matsudo. Since investi-

gations of and research on the determination factors 

of pear prices on pick-your-own farms have not been 

adequately performed， we conducted statistical tests 

and regression analysis that made use of data cap-

tured through a questionnaire survey of these farms. 

The results revealed that the most influential factor 

1. はじめに

食育や環境ブーム，食品偽装問題などを受け，近

年消費者の食への関心が高まり体験型農業レクリ

エーションも注目されるようになってきている(清

水 [4J).農業のなかでも果樹はレクリエーション

向きであるため，高度経済成長期以降，国民生活の

変化(余暇の増加，マイカ一所有の増加，所得の向

上等)とともに，特に都市近郊において，果樹園観

光が広がりを見せた.農家の所得向上にも役立つこ

とから，近年では行政や農協が主導となり行われる

観光果樹園も増えてきている(須田・石垣 [6J). 

千葉県松戸市は梨の産地で，約 70ヶ所の梨園が

集積している もぎとり体験や高品質な梨が楽しめ

ることや，二十世紀梨誕生の地として有名で，県外

からの人気も集める貴重な地域資源となっている.

これまでの先行研究としては，道路整備が観光果

樹園へ与える効果や，観光果樹園の集客に関わる条

件，また産業連関分析による松戸市の梨園の経済効

果の計測等の研究がされている(大江・脇田[1]，

黒川 [3]，杉田ら [5J). また，林 [7Jにより，観
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on prices was whether or not the farmers advise 

consumers of their eco-企iendlyfarming practices; 

this is a marketing factor. Therefore， to ensure the 

sustainable development of pick-your-own farms， in 

addition to improving production skills， it will be im-

portant for these farms to improve their marketing， 

especially， the provision of su伍cientinformation to 

consumers through multiple sales channels. 

光果樹園の立地条件ともぎとり価格の関連性につい

て分析がされているが，各梨閣の経営状況は反映さ

れていない.そのため，松戸市のようなもぎとり価

格を一律に設定する地域では，必ずしも同様に当て

はまるとはいえない.つまり，各観光梨園の経営状

況を考慮したうえで，梨の価格がどのように規定さ

れているかに関する分析はされていない.

そこで本論文では，梨園ごとに異なる経営的な特

性によって梨の価格に差が出るという仮説を立て，

松戸市を対象に観光梨園の価格を規定する経営的要

因について計量的な評価を行い，今後の観光梨園の

展開に関する課題を展望する.

2. 研究地域の生産概況

千葉県は全国一の梨の産地であり，特に松戸市を

はじめとする東葛地域で多く栽培される.松戸市観

光梨閤組合連合会に加盟している観光梨園は 60ヶ

所あり，立地エリアは大きく 4つに分けられている

(高塚上，高塚下，五香金ヶ作，六実). もぎとり価

格は，同組合により一律に設定されている.販売方



個別報告論文 C 39 J 

法として，直売 ・宅配 ・もぎとりが並行して実施さ

れる ことが多いが，客のもぎとりで梨闘が荒れるリ

スクなどを理由に， もぎと りを控える梨園も増えて

おり，現在では利益率の高い宅配用の梨に最も比重

が置かれているI) 梨の生産量，収穫量，結果樹面

積は減少傾向にある(図 1). 

3. 調査方法とデータの概要

2011年 11月8日から 25日(計 10日間)にかけて，

松戸市観光梨園組合連合会に加盟する松戸市内の梨

農家 60件 (48件有効回答)を対象に，経営状況や

宅配価格水準に関する訪問調査(アンケート 調査，

聞き取り調査)を行った.以下，価格は宅配用梨の

価格を指すこととする.また，松戸市観光梨園組合

連合会，JAとうかつ中央農業協同組合，千葉県農

林水産部へ聞き取り調査を行った

今回対象にした松戸市の梨園では，平均面積は

81.3 a，基幹的生産者の平均年齢は 58歳，後継者が

いない梨閣は全体の 35%であった 千葉県内の農

業従事者の平均データと比較すると，高齢化や後継

者問題はさほど深刻ではないといえ るお. これは，

観光果樹園の経営活動が比較的良好であることが，

要因の一つであると考えられる.またエリア別では，

生産者一人あたりの平均価格と栽培面積には，相関

関係が確認出来た(10%有意)• この こと から，少

なくとも対象地域では小規模経営が集約的経営を

行っているとは言い難く，後継者のいない梨園が小

規模であることが要因のーっとして考えられる.

全ての梨闘で環境配慮型の栽培が実施され，県の

エコファーマー制度や，ちばエコ農産物， まつどブ

ランド農産物の認証取得がされている.販促ツーノレ
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図 1. 松戸市の梨の結果樹面積・出荷量の推移

資料 :農林水産省 e-s凶t果樹累年統計より編集 ・作成

に関しては，インタ ーネットの活用は少なく， HP 

には更新が滞っているものや，営業時間やアクセス

などの基本的な庖舗情報が記載されていないものも

目立つ.その一方で， FAXは多くの梨園で利用さ

れている 3)

4. 梨の価格と経営的要因との関連性に関する重回

帰分析

(1)分析方法

対象とする梨園は通常の農園とは異なり，客が実

際に足を運ぶという観光の要素を持つため，梨自体

の質と梨園としての魅力の 2つで構成される質的要

因が，梨の価格を形成すると考えた.そして，経営

的要因がこれら 2つの質的要因を規定し，価格を規

定するという想定で，梨の価格と経営的要因の関連

性について重回帰モデルより明らかにした(図 2). 

へドニ ック ・アプローチは，価格を様々な性質へ回

帰させることでそれらの価値を見出す方法であり，

梨の価格を形成する複数の要因と価格との関連性を

検証するべく，参考にした.なお，この手法を用い

た農産物を対象とする先行研究として， リンゴの価

格と食味との関連性の計畳分析が挙げられる(梶川

[2J).経営的要因は，生産者が自ら意思決定するこ

とが出来る「経営内要因」と，意思決定が出来ない

「経営外要因」の 2つに分類し，経営内要因におい

ては，さらに「生産面の要因」と 「販売面の要因」

の2つに分類した 4)
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環境配慮型の栽培に関する変数は，消費者への情

報開示に着目し，変数として設定した. これは，ブ

ランドの認証取得を受けているものの，多くの梨園

図 2. 経営的要因と価格との関連性のモデルフロー



でその事実を消費者に公表していないためである.

また，子育て支援サーピスとは，子育てをする市民

が加盟庖で受けられる割引サービスである.梨園の

情報を入手する手段は非常に少ないため，数少ない

情報発信ツールであると考え，変数として用いた.

価格は宅配用 3Lサイズ 5kgを 1kgへ換算し，分

析に用いた 5)

(2)重回帰分析による計測結果

モデ、ルには，最も一般的な品種である幸水の価格

を用いた.その他豊水，新高の価格を使用したモデ

ルも計測したが，有意な結果は得られなかった.計

測結果より，生産者一人当たりの面積 (5%水準)， 

開園してからの年数(1%水準)，環境配慮、型の栽培

実施の告知(1%水準)，松戸市後援の子育て支援サー

ビスへの加盟(1%水準)， ファックス注文の受注

(10%水準)，最寄り駅からの距離 (5%水準)で，

それぞれ有意となった(表1).一方，立地エリア

や放射性物資の影響の有無については有意とならな

かった.以下，有意となった変数について解釈する.

経営内の，生産面の要因である「生産者一人当た

りの面積」は，面積規模が大きいと粗放的な栽培と

なる傾向がある通常の農業生産の場合とは，逆の結

果を示している.その理由としては，観光果樹の場

合には梨園の規模自体が観光資源としての意味を持

つためと考えられる. ["開園してからの年数」は，

新しい梨園ほど生産者の経験やノウハウの蓄積より

も，設備の新しさなどが客にとってより魅力的とな
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ることが考えられる.新しい梨園では，駐車場や休

憩スペース，立て看板などのハード面と，試食サー

ピスなどのソフト面において，古くから開園する梨

閣に比べ充実している傾向があった.

次に，販売面の要因である「環境配慮型の栽培実

施の告知」と「松戸市後援の子育て支援サービスへ

の加盟」は，梨園の存在や魅力を情報発信すること

で，客の安心や関心を高める効果があるためと考え

られる. ["ファックス注文の受注」は，固定客へと

定着させる効果的な販売方法であるために有意と

なったと考えられる.

一方，経営外要因では「最寄釈からの距離」のみ

有意となった. これは，駅周辺に梨園が多いエリア

(五香金ヶ作，六実)で来園の際に車と同様に公共

交通機関が利用されるため，アクセスのし易さが魅

力となっていると考えられる.以上より，全体とし

てみると販売面の要因が梨の価格に対して， より作

用しているといえる.
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5. おわりに

本研究では，実態調査に基づくデータ分析から松

戸市の観光梨閣の現状と，梨を取巻く経営的な要因

と価格の関連性を分析した 分析結果より，環境配

慮型の栽培実施の告知など，販売面での情報発信と

梨園自体の持つ魅力が，梨の販売価格に作用する要

因であることが判明した.

以上から得られる示唆として，今後は生産商の向

表 1. 梨の価格(幸水)についての重回帰分析結果

被説明変数・梨の価格(幸水)

VIF 

1.46 

1.15 

1.22 

1.50 

1.21 

1.35 

t 1宣

1.92 

-2.91 

3.98 

3.74 

1.81 

-2.48 

22.70 
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説明変数

生産者一人当たりの面積 (a)

開園してからの年数(年)

環境配慮型の栽培実施の告知 (yes=l，no=O) 

松戸市後援の子育て支援サーピスへの加盟 (yes=l，no=O) 

ファックス注文の受注 (yes=l，no=O) 

最寄り駅からの距離 (km)

定数項

生

生

販

販

販

各要因

内

内

内

内

内

外

自由度修正済み決定係数 =0.5538

サンプノレサイズ n=48

F検定 F(6，41)=10.72山

Breusch-Pagan検定有意ではない

統計指標

注 1)山は 1%，帥は 5%，.は 10%水準で係数が統計的に有;なで、あることを示す.

注:2) I内」は経営内要因を示す. うち， I生」は生産面の要因， 1販」は販売商の要因を示す 「外」は経営外要因を示す.

(40 ) 
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上に加えて，新しい顧客層の開拓や，梨閣の環境整

備などの販売面における改善が必要と考えられる.

観光梨園の顧客の多くは固定客であり，中高年であ

る.これまでは，中高年を対象に， FAX注文など

で宅配用梨を販売してきたことで，ある程度経営は

成立していたといえる しかし今後は，顧客の高齢

化の問題も考慮し，新規顧客や若年層も視野に入れ

た経営が不可欠だといえる.

現在，インターネット検索で得られる情報は非常

に少ないため，多様な情報チャネルによる梨園側か

らの積極的な情報提供が必要であり，インターネッ

トの活用は解決策のーっと考えられる.また，ちば

エコ農産物のようなブランド認証の取得の告知が価

格の向上に繋がることから，消費者に対して商品情

報の提示を進めていくべきだといえる.今後は，も

ぎとりを実施する梨園が減少し宅配の顧客も減少

することが予想されることを踏まえ，交流活動など

の導入についても検討が必要と考えられる.

今回は梨自体の質的要因である，食味や結球サイ

ズなどの消費者が購入する際に考慮すると考えられ

る評価項目を加えた分析が出来なかった.実践的な

経営の提案には，消費者の視点より，多様な梨の質

を考慮したアプローチの検討が必要であり， この点

については今後の研究課題としたい.

注1)対象地域の 25%の梨闘がもぎ取りを中止してい

た 販路は宅配等の市場外流通に依存しており，

市場へ出荷する梨園はわずか 8.3%だった.宅配用

梨は，主にお中元に利用され，高品質の梨が高価

格で販売される.直売では，宅配用梨よりも低い

等級の梨が，袋詰めなどで低価格で販売される.

2)千葉県において 65歳以上の基幹的農業従事者は

56.5%，後継者のいない農家は59.5%だった.

3) FAX注文を受け付ける梨閣では，通常一度来園し

た客に対して，翌年から F必f用の注文用紙を同封

した案内状を送り，販促をしている.

4) 梨園経営に関する全ての要因を，価格を規定する

説明変数として設定した.経営的要因のうち，主

に分析結果で有意となった変数を図 2へ図示した.

5) もぎとりの場合とは異なり，各生産者に価格設定

が任される宅配用梨を対象にした. もぎとり価格

が地域一律であること，直売の価格は梨園ごとに

容量が異なることから， 3つの販売チャネノレを合

わせた価格は使用していない.全ての梨園で取扱

われる 3Lサイズで，主に販売・購入される 5kg 

の宅配梨価格を，分析に使用した.

付記:本研究には科学研究学補助金 NO.24658191

を受けた
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