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第１章 問題意識と本研究の課題 

 

 

 

第１節 問題意識 

 

わが国における食料消費は経済成長による所得の上昇や経済の基本単位である

家族構成の変化を受け，大きく変容してきている。 

時子山（1999）は，わが国の食生活の変容に注目し，1960 年代からの変化につい

て 4 つの方向性を示している。穀類から畜産へカロリー単価の高い食品群への移行

や高級魚の消費や銘柄米の選択など同種の食品群・同一の食品の中で単価の高い商

品への移行を表す「高級化」，家庭内での調理費用の大きい食品から小さい食品へ

の移行や，惣菜や外食による直接的な食の外部化による「簡便化」，同種の食品の

少品目大量消費から多品目少量消費への移行や，新商品開発や輸入品などこれまで

なかった食品の参入による「多様化」，緑黄色野菜や海草などの健康に良い食品消

費量の増加や，同一食品の中で，低糖・低塩・低脂肪食品や減農薬・有機野菜など

への移行などの「健康・安全志向」である。さらにわが国の食生活は「成熟化」の

段階にあり，これら４つの方向性の中で近年は「簡便化」による変化が大きいこと

を指摘している。 

こうした食料消費の変化の影響について，総務省「家計調査年報」により食料消

費額の推移を確認する（図１－１）。食の簡便化の流れを受け，1975 年以降調理食

品の消費額は大きく増加し，2005 年ごろからは高水準を維持している。一方，米の

消費額の減少，生鮮肉類の増加，生鮮魚介の減少，生鮮野菜類の減少など，調理に

手間のかかる生鮮食品の消費額の減少は顕著である。特に注目すべき品目は，大き

く消費額が減少している生鮮魚介と生鮮野菜である。 

このほかにも様々な調査が行われてきており，日本政策金融公庫が継続して行っ

ている消費者動向調査もその 1 つである。この中では，消費者の食の傾向に関する

意識について調査を実施しており，食の「簡便化志向」は，「健康志向」「経済性志

向」に次いで消費者の食の志向として重要な項目となっている。 

このように近年の食料消費動向は大きく変化してきており，簡便化は重要な流れ

の一つである。この食の簡便化に対応し，国内の食品産業では，惣菜やサラダなど

様々な簡便化商品を開発し，それらの商品は売上を伸ばしてきており、新たな食の

市場が形成されつつある。これらの簡便化商品は，生鮮野菜消費の市場においても

新たな商品開発方向となっており，その消費者行動を解明することは，簡便化に向 
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図１－１ 1 人当たり実質食料消費額の推移（1975＝100） 
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かっている食料消費の現状において新たな商品戦略を構築する上で重要な意味を

持つ。また，これからの食卓においても普及が進むとされる新しい財を対象とする

ことは，農業経済学の進展に貢献できよう。 

そこで，本研究では生鮮野菜の簡便化商品を取り上げ，その消費者行動を分析し，

さらに野菜簡便化商品の商品設計とターゲットの検討をとおして，今後の野菜簡便

化商品のマーケティング方策の立案に資するものとする。 

 

第２節 食料消費者行動研究の展開と課題 

 

 食料消費は，我が国の世帯属性（晩婚化，少子化，高齢化，核家族化，女性の社

会進出など）の変化と共に大きく変化してきており，その一方向である簡便化につ

いても経済学分野や家政学分野を中心とした研究がなされてきている。本節では，

近年の食料消費の簡便化に着目し，既存研究を確認しておく。 

簡便化と消費者行動との関係については，海外の経済学分野では，Becker（1965）

が家庭内生産モデルを用いて時間配分について先駆的な研究を行っており，その流

れを受けて Etgar（1978）は，マーケティング研究の観点から時間コストの増大と

それによる消費プロセスの変化，いわゆる家事活動の外部化など，新たな市場の創

造との関係を整理している。Etgar（1978）は様々な要因により消費者の時間コス

トが増大すると，家事活動の外部化など簡便化の方向に消費プロセスが変化し，そ

れによって新たな市場が生まれるとしている。 

つづいて国内の農業経済学分野の研究の状況を見ると，岩淵（1994）の主婦の社

会進出による外食需要の変化に関する分析のほか，茂野（2004）が家事の外部化要

因である所得効果，代替効果，技術進歩について家計生産理論に基づく需要体系分

析により検証している。また，草苅（2006）は家事の外部化と世帯規模及び家族機

能の関係について検証しており，さらに，住本・草苅（2007）は野菜の調理の手間

と市場価格の関係について明らかにしている。 

このように，Etgar の整理した概念である時間コストに注目しながら，外部化（消

費プロセスの変化）をもたらした要因を解明するという研究が中心である。さらに，

先述の茂野（2004），松田（2001a），住本・草刈（2013）などにより，家計調査等

を用いた需要体系分析により検証が進められてきている。 

一方，食の簡便化がに対する生産側の影響評価に関しては，上路・小口（1989）

が食の外部化と国内食料生産の関係について，産業連関表を用いて，外食による摂

取熱量と熱量当たりの価格が増加している点を指摘し，外食消費の増加が農林業と

食品工業に与える影響について示している。また，住本・草苅（2012）では農業や
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漁業等国内食料生産額の変化に食料消費の外部化が与える影響を分析しており，そ

こでは食料消費の外部化は国内農業生産を減少させる要因となること，その影響は

中食よりも外食の影響が大きいことを示しており，そして食料消費の中食の割合の

増加により国内農業生産の減少が抑制される可能性を示している。 

 このように経済学分野においては，外部化を含む簡便化の起こる要因について

（賃金率の上昇，核家族化，少子化などの）環境要因に関するアプローチと，簡便

化による食料生産部門への影響評価などについて解明されてきた。しかし，これら

の簡便化に関する分析においては，その消費者行動にまで注目した研究はあまり見

られない。さらに，その分析のほとんどが集計データを利用したものにとどまって

いる。また，分析の対象とされる簡便化（あるいは外部化）された財は，家庭外で

消費される外食が中心であり，一部に中食を含むものの，そのほとんどがレトルト

や惣菜，漬物など完成した食品であり，家事の一部を簡便化したカット野菜等の半

加工品に関する研究は少ない。 

 その一方で，家政学による食の簡便化に関するアプローチも行われてきている。

増田（1989）は，日本の食生活の構造の変化と実態を整理し，食生活の外部化，多

様化，簡便化，家庭内調理の後退について検証している。また，小野・山本（2011）

は家計内で消費される主食選択の行動として，食卓を囲むメンバーの状況の違いに

より，家族がそろわない時にご飯類を食べないなど，一人当たり調理コストの上昇

が簡便化志向の誘因になっていることをアンケート調査データにより明らかにし

ている。さらに，小野・山本他（2013）では，食品選択と家事労働の削減の関係に

ついて，消費者の食事内容と調理時間等の詳細な食行動記録の分析により検証し，

食卓で選択される主食により調理時間が異なること，賃金率の高い世帯および世帯

員数の少ない世帯において調理時間の短い主食の出現割合が高く簡便化志向が強

いことを提示している。また，小菅・布施谷（2001）は，家計における調理や食事

状況のアンケート調査により食文化の伝承を検討しているが，その中で，食の簡便

化が進行していることに触れている。その他，梶原（2006）が若者の食生活の外部

化度合い，食意識に関して調査を行うなど，家政学の分野では，家庭内の献立など

食生活の視点からみた食の簡便化・外部化の実態に関する研究が進んでいる。しか

しその多くはアンケート調査の一次集計、あるいは定性的なアプローチであり，商

品選択行動に関する計量的な分析は行われていない。 

 これらの既往研究に加え，消費者の食の簡便化傾向に関していくつかのアンケー

ト調査が行われている。先述した日本政策金融公庫実施の消費者動向等調査（2010

より毎年実施）では，消費者の食の簡便化志向の高まりを指摘している。また，キ

ューピー食生活総合調査（1989 より実施）においては，2009 年の調査では消費者
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の食の簡便化が進行していることが指摘されており，さらに 2013 年の調査では商

品を食卓に並べる際に，ひと手間加えることにより簡便化商品を利用する際の罪悪

感を軽減しようとする行動がみられることを指摘している。さらに一般社団法人フ

ァイブ・ア・デイ協会（2014）の調査結果においては，野菜消費における食の簡便

化の影響を受けてカット野菜の需要が増加していることが指摘されている。 

 このように，食の簡便化においては，もはや外食や惣菜など完成された食材だけ

でなく，カット野菜のような半加工品へのニーズが高まってきていることが各調査

からみても明らかであり，カット野菜は食の簡便化を考えるうえで重要な意味を持

つと言える。 

 こうした中，カット野菜に関する研究はいくつか行われてきており、製造業に関

するものとしては，小田（1997） 清野（2000） 清水他（1998）などによる事例調

査や，堀田（2010）によるアンケート調査の分析として行われてきている。そこで

は，業態や販売先等の事業内容からカット野菜製造業の特徴が明らかにされるなど，

一定の成果を上げている。しかし，こうした研究において分析の対象となっている

のは，業務用カット野菜のみ，あるいは業務用と消費者向けを区別しないカット野

菜事業であり，研究の論点も原料調達に偏ったものが多い。 

 消費者向けカット野菜製造に関する数少ない研究のひとつとして，清水（2000）

がカット野菜業者を立地別分業の面，用途面から分類する中で，量販店用のカット

野菜の特徴について触れている。 

 一方，カット野菜の消費者行動に関連する研究はわずかで，堀田（2009）が加工

食品に対する消費者行動とその意識について，中嶋ら（2010）が農産物直売所の利

用者を対象にした加熱調理用カット野菜セットの商品性の評価について研究を進

めたが，カット野菜の購入消費者層の特徴や，それを踏まえた市場性を検討するま

でには至っていない。さらに，カット野菜の消費構造に関しては本田・中嶋・大浦・

山本（2012）がサラダの購入者の属性や意識を分類しているのみであり，定量的に

明らかにしている学術的研究はわずかである。 

 このようにカット野菜に関する研究は業務用カット野菜に関するものが中心と

なっているが，消費者向けカット野菜と業務用のカット野菜では，直接のユーザー

が異なること，さらに消費者向けでも加熱調理用と生食用では商品の内容及び特徴

が異なると考えられることから，これらは別々に検討する必要がある。 

 以上のような既往研究や調査をふまえると，食の簡便化に対する食料消費の研究

においては以下の諸点が研究課題として残されている。 

 第１に，外食・中食とは異なる簡便化商品として需要が拡大している半加工品の

カット野菜セットを対象としてとりあげること。 
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 第２に，消費者行動理論に基づく計量経済学的アプローチにより食の簡便化に関

する消費者意識・行動を定量的に解明すること。 

 第３にアンケート調査データや個票データの利用により，消費者間の差異を詳細

に把握したうえで解明することである。 

 

次節では，カット野菜の商品特性を明らかにすることを通して，カット野菜の消

費に関する研究，特に実証研究を今後蓄積していく上で踏まえるべき論点を整理す

るとともに，それを踏まえた研究課題を示す。 

 

第３節 野菜に関する簡便化商品の特性整理 

 

１．カット野菜の市場 

近年，消費者向けカット野菜は消費者の簡便化志向が高まる中で，好調な販売を

続けている。農畜産業振興機構（2013）の調査報告によると，カット野菜販売の市

場規模は約 1,900 億円と推計され，年々増加傾向にある。また，カット野菜製造業

の 66.4％が事業を拡大したいと考えるなど，今後も国内のカット野菜は成長産業の

一つとして期待される。 

このように，カット野菜の市場は拡大傾向にあるが，その全容はほとんど明らか

にされていないのが現状である。今後カット野菜は，食品産業の中でも１つのビジ

ネスとして発展する可能性があることから，原材料生産から製造，消費までの仕組

みをフードシステムの観点から明らかにしていくことが求められる。特に，普及初

期に当たっては，消費者がカット野菜についてどのように捉えているかを研究する

ことが重要である。 

 

２．カット野菜の分類 

ここでは，カット野菜研究における論点整理に先立ち，小林(2006），藤島・小林

（2008），農畜産業振興機構(2013)の先行研究を参考に消費者向けカット野菜の分

類を行うことにより，研究対象を明確にするとともに，具体的な分析方法を提示す

る。 

まず，現在製造・販売されているカット野菜は，業務用と消費者用に分類するこ

とができ，それらは生食用と加熱調理用，さらに単品と複数品目のセットとに分か

れ，全体で８タイプの商品となる（図１－２）。 

なお，業務用も最終的には消費者が利用するが，ここでは消費者が直接購入する 
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図１－２ カット野菜の分類 

 

  

カット野菜

業務用

生食用

２次加工用

単品：大根のツマ、
カットレタスなど

セット：サラダなど

単品：たまねぎ、にん
じん、ごぼうなど

セット：豚汁用、カ
レーセットなど

消費者用

生食用

加熱調理用

単品：コールスロー、
カットレタスなど

セット：サラダなど

単品：ねぎ、キャベツ、
ハクサイなど

セット：野菜炒め、鍋
セットなど

注）点線内が本研究の研究対象である。 

出典：筆者作成 
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もののみを対象とする。したがって，本研究で対象とする消費者向けカット野菜は，

生食用・単品，生食用・セット，加熱調理用・単品，加熱調理用・セットの４種類

となる。具体的には，生食用・単品の商品はコールスロー（カットキャベツ）やカ

ットレタス，生食用・セットの商品はサラダ，加熱調理用・単品の商品はカットね

ぎ・カットキャベツ，加熱調理用・セットの商品は野菜炒めセットや鍋セットなど

である。図１－３にその商品例を示す。 

これら消費者向けカット野菜は，生鮮野菜（ホール）と商品特性が異なるだけで

なく，４種類の中でも他の食材の取りそろえの必要性や加熱調理の必要性から異な

る商品特性をもち，実際に消費者はＴＰＯ，あるいは用途に応じて商品を選択して

いると考えられる。 

 

３．消費者向けカット野菜の商品特性の検討 

 

１）食行動過程から見た利便性の程度と安全性 

カット野菜の利便性を検討するために，岩成（2000）の「食アソートメント形成」

と大浦（2012）の「食行動過程」のフレームワークを用いて，購買行動から摂食行

動までの各過程について，外食，中食，内食（カット野菜セット（加熱用・生食用），

カット野菜単品（加熱用・生食用），素材）別に消費者と事業者のどちらがそのタ

スクを担当するかを，例示として整理した（表１－１）。 

購買行動場面については，外食と，中食及び内食ではやや性格が異なるが，基本

的には消費者が店舗選択，商品選択（外食の場合はメニュー選択）することになる。

ただし，負担の程度を考えると，内食（素材）は多くの商品から選ぶこと，複数の

商品を取りそろえる必要があることから商品選択場面での負担が最も大きく，次い

で内食（カット野菜単品），内食（カット野菜セット），中食，外食の順になる。 

次に，加工・調理行動場面においては，外食・中食・内食で大きく異なる。外食

ではこの部分すべての工程が事業者によるものとなり，消費者の負担が全くなくな

る。中食では，「配膳・片付け」のみが消費者の負担となる。内食においては，カ

ット野菜セット，カット野菜単品，素材によって異なり，カット野菜セットでは，

野菜をカットする以外の「調理」「配膳・片付け」のみが消費者負担となり，カッ

ト野菜単品では「メニュー考案」「調理」「配膳・片付け」が消費者負担となる。一

番負担が大きいのは，内食（素材）であり，「メニュー考案」「一次加工」「調理」「配

膳・片付け」「保存（素材）」「廃棄（素材）」と多くの工程を行わなければならない。 

このように消費者が多くの工程を抱えることは，各工程の時間的・精神的負担が

増加するだけでなく，各工程間のマネージメントの負担も追加されるといえる。 
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図１－３ 消費者向けカット野菜商品の例 
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表１－１ 外食・中食・内食別に見た食行動過程と負担項目 

 

 

 

  

店舗選択
(移動時
間も含む)

商品選択
(メニュー
選択)

メニュー
考案

下ごしら
え

調理
配膳

・片付け
保存 廃棄 摂食

吸収
・蓄積

外食(料理) ○ ○ ● ● ● ● ● ● ○ ○

中食(惣菜) ○ ○ ● ● ● ○● ● ● ○ ○

内食(生食用カッ
ト野菜セット）

○ ○ ● ● ○● ○● ● ● ○ ○

内食(生食用カッ
ト野菜単品）

○ ○ ○ ● ○● ○ ● ● ○ ○

内食(加熱用カッ
ト野菜セット）

○ ○ ● ● ○ ○ ● ● ○ ○

内食(加熱用カッ
ト野菜単品）

○ ○ ○ ● ○ ○ ● ● ○ ○

内食(素材） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

購買行動 加工・調理行動 摂食行動

註）●が事業者，○が消費者が担当する行動
出典：筆者作成
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なお，加工・調理行動場面では，内食（素材）以外は，事業者が一次加工を行う

ことになるため，外食，中食，内食（カット野菜セット，カット野菜単品）は加工・

調理行動場面での利便性が大きい反面，外部化している工程はみえない。このため，

製造工程や品質保持に対する「安全性」が消費者の不安要素になり得ることも指摘

できる。 

吸収・蓄積場面については，主に外食・中食で安全性・機能性の問題が発生する

が，カット野菜でもその傾向がみられることも指摘しておく。 

以上のように，加熱調理用か生食用か，またセットか単品かによる違いはあるも

のの，カット野菜は調理の一部を外部化することにより利便性を持つ商品であると

言える。しかし，中食や外食よりもその度合いは小さく，中食と生鮮品の間の性質

を持つ。さらに，外部化された部分については，これにより外食や中食と同様に消

費者の負担は軽減されることになるが，「安全性」の問題が起こりうることが示唆

される。 

生食用カット野菜と加熱調理用カット野菜の特徴については，さらに表１－２の

ように分けることができるが，生食用については，セットと単品のいずれにおいて

も，事業者が調理の一部まで担当することから家庭内での調理時間は短く，加熱用

よりも総菜に近い（すぐに食べられる）性格を有していると考えられる。一方，加

熱調理用の場合，特に単品は他の素材と組み合わせる必要があることからメニュー

を考える負担が大きく，さらにセット・単品とも消費者が煮る，炒めるなどの調理

を担当するため調理時間が比較的かかるといえることから，より素材に近い（すぐ

に食べられない）性格を有していると言えよう。 

 

２）購入に対する抵抗感 

時子山（1999）が，食品の簡便化が進まない要因の１つとして手抜き感を指摘し

ているが，それを実証した研究としては，Haire（1950）のインスタントコーヒー

の実験がある。社会心理学分野で主に用いられている概念である準拠集団（人の価

値観，信念，態度，行動などに強い影響を与える集団）には，家族や会社など実際

に存在する会員集団と，その集団に所属したい（倹約家など）あるいは所属したく

ない（怠け者など）といった期待集団や拒否集団がある。このインスタントコーヒ

ーの実験では，簡便化の新商品であったインスタントコーヒーを買う女性は怠け者

の集団に属するとみられるのではないかという仮説をもとに心理実験を行い，それ

を実証したものである。さらに，この Haire（1950）によるインスタントコーヒー

の研究については，Webster,et al（1970）が追試を行っており，1970 年時点では

インスタントコーヒーの購入は怠け者とみられなくなったという結果が得られて 
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表１－２ カット野菜の商品内容と使い方の違い 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：筆者作成 

 

 

  

商品形態 生食用野菜セット 生食用野菜単品 加熱調理用野菜セット 加熱調理用野菜単品

主な分量 1回分 １回から数回分 １回分 １回から数回分

主なメニュー サラダ
サラダ及び
その素材

鍋・すき焼き，
野菜炒めなど

多用途

家庭内での調理時間 短い 短い やや短い やや長い

食卓の中の位置づけ 副菜 副菜 主菜 副菜，主菜

メニューを考える負担感 低い やや低い 低い 高い

主な販売価格帯 100～300円 100～200円
炒め野菜　100～200円
鍋用　　　　200～400円

100～200円

保存できる期間 短い 短い 短い 短い
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いる。 

これは，新しい簡便化商品に対して消費者は，特に普及途上の段階では抵抗感を

もつことを示したものであるが，同じく簡便化商品であり，まだ食生活に浸透して

いないカット野菜についても，同じ状況が見られる可能性が指摘できる。すなわち，

新商品の段階でカット野菜を購入すると怠け者の集団に属していると思われるの

を恐れて買い控えるが，中食のように商品の普及が進めば買うことに対する抵抗感

がなくなるといった仮説が考えられる。 

 

３）価格面 

カット野菜の購入にあたっての検討材料としては，含まれる原材料と簡便化され

た手間の評価と価格を比較すると考えられる。しかし，カット野菜は多品目が１パ

ックになっていることにより，品目数や量目・品質が多様であるため価格を総合的

に評価しづらいこと，また，普及途上の商品であることから，比較対象とする商品

がみつけにくいことから，値頃感がわかりづらいといえる。このため，カット野菜

は既存の簡便化商品よりもコストパフォーマンスがわかりにくい財であるといえ

る。 

 

４）商品特性のまとめ 

以上の整理を踏まえると，カット野菜の商品特性としては以下の点が指摘できよ

う。 

第１に，カット野菜は利便性を有しており，他の簡便化商品よりも生鮮品に近い性

格を持つ。また，このため生鮮品の消費と影響を及ぼしあう可能性がある。 

第２に，外部化した食行動過程については，消費者が安全面に対して不安を持ちや

すい特徴を有している。 

第３に，コストパフォーマンスがわかりにくい商品である。 

第４に商品選択時に購入に対する抵抗感が働く可能性がある。 

 

第４節 消費者向けカット野菜研究の課題と本章の構成 

 

前節の商品特性の整理と第２節で示した研究課題を踏まえて，今後カット野菜セ

ットを普及拡大させるための実証研究を進めていく上では，下記の３点に着目した

調査設計並びに分析が重要になると考えられる。 

１．カット野菜セットは生鮮品的性格を持つことから，ほかの生鮮野菜消費と相

互に影響しあうことが想定されるため，生鮮野菜とカット野菜セットの代替
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補完関係について需要体系分析により検討する。 

２．カット野菜の購入に際しては，利便性・安全面・コストパフォーマンスなど

の消費者の意識が複雑に影響しあうため，共分散構造分析により購入者の意

識を明らかにし，購入の規定要因を解明する。 

３．今後のカット野菜の普及拡大のために，その利便性・安全面・コストパフォ

ーマンスなどの商品属性に対する消費者の反応を調べる必要性がある。この

点について表明選好法による選択実験からアプローチする。 

これらの分析にあたっては，大量のマイクロデータの利用により消費者間の差異

を踏まえた分析を行い，消費者行動理論に則って定量的に解明する。 

以上の点を踏まえ，最後に本論の流れを図１－４に示す。 

第１章では，食の簡便化に関する研究の展開を踏まえて，本研究の食料消費研究

における位置づけと，カット野菜を分析対象とする意義を示した。さらに，食の簡

便化に対応した商品である消費者向けカット野菜セットの商品特性の整理を行い，

カット野菜研究の論点を明らかにした。 

第２章では，我が国の生鮮野菜等の消費と製造業について整理し，野菜消費にお

ける消費者向けカット野菜セットの位置づけを明らかにする。ここでは，家計調査

年報や日本政策金融公庫等で行われている調査の公表データを用いて生鮮野菜と

簡便化食品の消費の変化を概観する。さらに，カット野菜製造について製造業者の

事例調査をとおして生産実態と課題を示し，消費・生産両側から求められるカット

野菜研究の意義を明確にする。 

第３章では，生食用カット野菜を含むサラダと生鮮野菜の需要構造を需要体系分

析により明らかにする。カット野菜の消費行動に関する調査は少ないが，生食用カ

ット野菜セットについて，その他調理サラダも一部含むものの「サラダ」として長

期間にわたって総務省「家計調査」により消費データが蓄積されている。そこで，

家計調査個票データを用いて「サラダ」とサラダ用野菜の需要構造について，各品

目間の代替・補完関係，家族構成など世帯属性の影響を Linear Approximate of the 

Almost Ideal Demand System（LA/AIDS）を用いて解明する。 

第４章では，もう一つのカット野菜である加熱調理用カット野菜セットを対象に，

アンケート調査によりその消費者の実態を明らかにする。はじめに，加熱調理用カ

ット野菜セットの特徴の整理し，研究の分析視点を明確にする。続いて，販売店舗

の調査により，加熱調理用カット野菜セットの販売状況を検討する。それらの結果

とアンケート調査を用いて，加熱調理用カット野菜セットの購入の規定要因を明ら

かにする。分析にあたっては，消費者の社会的属性の影響をロジット分析により，

消費意識による影響を共分散構造分析により評価し，加熱調理用カット野菜セット 
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図１－４ 各章の構成 
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第 1 章 課題・対象の整理 

終章 
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の特徴が消費者にどのように受け入れられているのかを確認する。さらに，分析の

結果を踏まえて加熱調理用カット野菜セットの市場性を検討する。 

第５章では，４章までに明らかにされた消費者向けカット野菜の消費者属性ごと

に，具体的にどのようなカット野菜セットが望まれているかを選択実験により検証

する。ここでは，購入経験や性別ごとに回答者をグループ分けし，選択型コンジョ

イント分析を行う。グループ間のカット野菜セットに対する評価や意識の違いを比

較し，新たなカット野菜のターゲットとなる消費者層と今後の商品開発方向を提案

する。 

最後に，第６章として，各章の結果を要約し，本研究の到達点について言及する

とともに，本研究結果を踏まえたカット野菜市場に関する展望を述べる。 
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第２章 野菜消費の変化と消費者向けカット野菜の製造の実態 

 

 

 

第１節 本章の課題 

 

本章ではカット野菜の消費者行動分析に先立ち，公表データおよびアンケート調

査，カット野菜製造業者への聞き取り調査結果をもとに，我が国の野菜消費とカッ

ト野菜生産実態から見たカット野菜の位置づけを明らかにする。 

国内の食料消費において，食の外部化・簡便化が指摘されている。日本政策金融

公庫の「消費者動向調査」（2012）では，若年層ほど簡便化志向が強いという結果

が示されており，今後も簡便化志向はさらに進むと考えられる。この簡便化志向に

は，①調理の手間のかかる食品からすぐ食べられる食品への移行，②惣菜（中食）

の利用や外食による調理の外部化の２つがあるとされているが（時子山・荏開津

(2013)），このうち②については近年，中食・外食だけでなく，調理過程のうち材

料の取り揃えや皮むき・カットを外部化した商品，例えば「カット野菜セット」が

販売されている。総務省「家計調査」によれば，1 世帯当たりの野菜及び外食の購

入金額は減少してきているが，調理食品，特に生食用カット野菜であるサラダは増

加してきていることから，サラダをはじめとするカット野菜セットは，簡便化に対

応した野菜消費の新たな形として注目されている。 

カット野菜に関するこれまでの研究は，清水（1994），小田（1997），清水他（1998），

清野（2000），新開（2012）などによる事例調査や，青果物カット協議会（1994~2007）

や堀田（2010）によるアンケート調査の分析として行われてきており，業態や販売

先等の事業内容からカット野菜製造業の特徴が明らかにされるなど，一定の成果を

上げている。しかし，こうした研究において分析の対象となっているのは，業務用

カット野菜のみ，あるいは業務用と消費者向けを区別しないカット野菜事業であり，

研究の論点も原料調達に偏ったものが多い。消費者向けカット野菜製造に関する数

少ない研究のひとつとして，清水（2000）がカット野菜業者を立地別分業の面，用

途面から分類する中で，量販店用のカット野菜の特徴について触れている。そこで

は，量販店用カット野菜は業務用・加工用カット野菜製造と比較して，機械化が困

難であり，労働集約的でコストがかさむという点を指摘している。この点に関して

は，消費者向けカット野菜の中でも用途が異なる加熱調理用と生食用を分類したう

えで，さらなる整理が必要とされる。 

以上のように業務用カット野菜に関する製造業者，原料調達に関する研究には蓄
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積があるものの，現在簡便化商品として需要を伸ばしてきている消費者向けカット

野菜の製造に関しては，さらなる研究が必要とされている。また消費者向けカット

野菜と業務用のカット野菜では，直接のユーザーが異なること，さらに前述のよう

に消費者向けでも加熱調理用と生食用では商品の内容及び特徴が異なると考えら

れることから，別々に検討する必要があると考えられる。 

そこで本章では，はじめに家計調査年報や国民健康・栄養調査等の公表データを

用いて生鮮野菜と簡便化食品の消費の変化を概観し，次に，農畜産業振興機構のア

ンケート調査結果，及びカット野菜業者への聞き取り調査結果をもとに，カット野

菜製造業者の実態と課題を整理する。なお，製造業の実態把握にあたっては，消費

者向けカット野菜製造業者を加熱調理用と生食用に分け，その事業ごとに特徴を整

理し，カット野菜製造業における課題を示す。 

 

 

第２節 生鮮野菜の家計消費の変化と消費者向けカット野菜セット 

 

カット野菜製造業の実態把握に先立ち，我が国の生鮮野菜の消費の変化と，外部

化された食品の需要の変化を確認する。 

生鮮野菜の消費については高橋（2000）が加工品の需要と関係させながら 1997

年ころまでの消費状況についてまとめている。本節ではこの整理に沿って家計調査，

国民健康・栄養調査等の公表データを集計し，2010 年までの生鮮野菜の消費の推移

と簡便化の流れを確認する。 

まず，農林水産省「食料需給表」より，国内全体の野菜（イモ類，きのこ類を含

む）の供給粗食料註１）の変化を図２－１に示す。国内の野菜供給粗食料は 1990 年こ

ろまで増加してきているが 1989 年をピークに，それ以降減少してきている。輸入

量を差し引いた国内供給量に関しては 1986 年をピークに減少してきている。この

間，減少する国内供給量を補てんするように増加してきた輸入量は 2000 年以降ほ

ぼ横ばいとなっており，近年は減少に転じている。 

国内の全体として，野菜供給量は減少傾向にあるが，この間の家計内で調理・消

費される生鮮野菜の変化について確認するため，「食料需給表」の国民一人当たり

の供給粗食用の 1972 年以降の推移と「家計調査年報」から算出した一人当たり野

菜（イモ類・きのこ類を含める）の購入数量の推移を比較する。図２－２は，1972

年の値を 100 とした各年の指数について３か年移動平均の値をとったものである。 

この図から，一人当たりの粗食料の供給量は 1977 頃から 1988 年ころまでほぼ横

ばいである一方，一人当たり家計購入量は 1990 年ころまで減少している。この差 
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図２―１ 野菜の国内供給量(粗食料－輸入量) 
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資料：「平成22年度食料需給表」から作成。

註：輸入量の減耗量は差し引いていないため，輸入量は多めに表示されている。
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図２―２ 野菜の１人当たり供給量と家計購入数量 
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は家計購入以外による野菜消費，つまり外食や加工食品等による消費が増加してき

たことを表す。しかし，1990 年以降外食の減少の影響を受けて，一人当たり家計購

入数量は維持されるなか，一人当たりの粗食料は低下し続けており，その差は近年

減少してきていることが確認できる。 

このような流れの中で，家計で消費される内食の野菜消費と外食や中食による消

費量はどのように変化してきたかを確認するため，図２―３に厚生労働省「国民健

康・栄養調査」による一人当たりの摂取量の推移と「供給粗食料」「家計購入量」

を示す。 

一人あたりの野菜摂取量は 1975 年から 1993 年ころまでは 100Kg 程度であり，そ

の後 120Kg 程度を維持しているが，家計の野菜購入量は 1975 年以降，ゆるやかに

減少しており，近年では横ばいとなっている。この２つの数値のギャップを見ると，

1993 年までは摂取量の５分の３程度を占めていた家計消費が，近年では半数程度と

なっており，残り半数の野菜が外食や加工品によって摂取されていることが確認で

きる。 

最後に「家計調査年報」から主要品目別食料費支出の推移を確認すると（図２－

４），1975 年以降，食料支出は減少し，生鮮野菜，生鮮魚介は一貫して減少してい

ること，生鮮肉・外食は 1990 年代までは増加しその後減少してきていることが確

認される。一方，調理食品だけはその消費額を２倍以上に増加させており,2007 年

から 2009 年にかけて落ち込んだがその後再び上昇し,220％程度となっている。こ

のように近年の野菜の消費は，外食や加工品などによる外部化の進行，その後内食

回帰を経て家計消費量を維持してきているが，今もなお５割近い消費を外部化した

商品に頼っていることが確認できる。また，食料全体の家計消費においては，サラ

ダ用カット野菜を含む調理食品が大きく増加してきた。 

こうした中，業務用だけではなく，消費者向けカット野菜が登場し，その需要を

伸ばしてきたと考えられるが，消費者向けカット野菜の消費量に関する調査は少な

く，カット野菜需要構造実態調査の結果(農畜産業振興機構（2013）)においてその

市場規模が推計されているのみである。これによると，消費者向けにスーパーマー

ケット等で販売されるカット野菜の市場規模は約 605 億円とされており，これは家

計生鮮野菜消費額のおよそ 2.2％註２）にあたる。 

また，業務用を含めたカット野菜製造業の市場規模は約 1,330 億円と推計されて

いるがその実態については次節で述べる。 

  



 

22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２―３ 野菜の１人当たり摂取量，家計購入量 
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図２―４ １人当たり実質食料消費額の推移（1975＝100） 
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第３節 消費者向けカット野菜製造業者の市場規模と市場動向 

 

１．研究方法 

 

本節ではまず，独立行政法人農畜産業振興機構のアンケート調査結果の再集計から，

消費者向けカット野菜業者の特徴を概観する。次に，サラダ用と加熱調理用の製造

上の違いをカット野菜業者の事例調査をとおして整理し，製造上の違いが製造業者

の特徴の違いに表れていることを確認する。なお，１章で消費者向けカット野菜の

消費に関する分析において，消費者が注目するカット野菜の特徴として「コスト(商

品に対する支払い価格)」「安全性（衛生管理など）」「利便性（調理時間の短縮やメ

ニュー考案の簡素化など）」の３点を指摘したことを踏まえ，製造工程に関する整

理にあたっては，これら３つの視点を製造側からの視点に置き換え，「原価構造」「衛

生管理」「製品開発」の３つの視点に基づいて整理する。 

 

２．消費者向けカット野菜製造業者の実態 

 

１）使用データ 

本章で使用するデータは独立行政法人農畜産業振興機構等が 2012 年 11 月から

2013 年１月に実施したカット野菜需要構造実態調査の結果(農畜産業振興機構

（2013）)である。調査対象は，青果物カット事業協議会が把握しているカット野

菜・カットフルーツの製造事業者・企業であり，調査内容は，「カット野菜・カッ

トフルーツの製造・販売について」「カット野菜事業の概要・原料調達・輸入原料・

製品販売について」「カットフルーツの原料調達について」などである。 

調査報告はカット野菜・カットフルーツ製造業者に該当する 113 業者についてま

とめられたものであるが，本研究では，消費者向けカット野菜業者を対象とするた

め，アンケート回答結果から，消費者向けカット野菜セットを製造している 26 件

のデータを抽出し，各カット野菜企業を生食（サラダ）用業者，加熱調理用業者に

分類し，企業の特徴を示す７項目①専業・兼業の別，②兼業の場合の業種，③販売

額，④原料調達先割合，⑤原料の取引方法，⑥販売先割合，⑦今後の意向，につい

てクロス集計を行い，比較分析した。 

なお，製造業者の生食用，加熱用の別は売り上げ順位１位の商品が生食用，加熱

用であるかによって分類した。また，消費者向けカット野菜を製造していることを

確認できた企業を分析の対象としているが，その中には消費者向けと業務用の双方
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のカット野菜を製造している企業も対象に含んでいる。 

 

２）消費者向けカット野菜製造業者の特徴 

以下では，消費者向け加熱調理用カット野菜製造業者（以下，加熱用業者）・サ

ラダ等生食用カット野菜製造業者（以下，生食用業者）の事業全体について動向を

比較・検討する。 

表２－１はカット野菜業者の製造販売の実態についてまとめたものである。まず，

カット野菜の専業･兼業別にみると，カット野菜業者は他事業と兼営している企業

が多く，生食用業者では７割，加熱用業者では５割強が兼業でカット野菜製造を行

っている。また，兼業の場合は，生食用業者では弁当・惣菜製造業，加熱用業者で

は卸売・仲卸との兼業が多い。これは，そのまま食べることができるサラダ等を製

造する場合には，弁当・惣菜製造業の保健所許可や製造のノウハウが生かされ，参

入しやすいからであると考えられる。 

次に，カット野菜の販売額の比較では，生食用業者の方が加熱用業者よりも販売

額が大きく，製造規模の大きい企業が取り組んでいることが確認できる。原料調達

先の割合については，生食用・加熱用業者共に，卸・仲卸売業者，農業生産法人の

順に割合が高い。 

続いて，原料野菜の取引方法については，生食用業者では契約取引が 65.5%を占

め，契約取引中心となっている。これは，扱う野菜がレタス等の葉物が多く，鮮度

を重視していることが理由であると考えられる。加熱用業者では契約取引 48.1%，

市場取引 49.1%と，半々程度となっている。 

主な販売先としては，どちらの業者もスーパー，弁当製造，コンビニ，外食など

であり，中でも生食用業者ではスーパー，コンビニの割合が多く，出荷後すぐに消

費者に届く仕組みとなっている。加熱用業者では消費者向けを製造しているとはい

え，業務用の販売量も多いためかスーパーに加え，弁当・惣菜業者が重要な販売先

となっている。今後のカット野菜製造事業の規模拡大意向については，事業を拡大

したいという意向はどちらの業者でも多く，特に生食用業者で拡大意向が強い。そ

の理由としては，現在，カット野菜の需要が増加している，または今後増えていく

と予想されることを理由に挙げる企業が多く，カット野菜の消費に対する製造側の

期待は大きく，特に生食用カット野菜の需要が今後増加していくと捉えられている

ことが確認できる。 

以上のことから，消費者向けカット野菜製造業者の主な特徴として以下の点が指

摘できる。 

まず，サラダ等生食用カット野菜業者は，規模の大きい企業が多く，業務内容と 
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表２－１ 消費者向けカット野菜業者の実態 

 

 生食用 

カット野菜業者 

加熱調理用 

カット野菜業者 

①カット野菜製造の専業・兼業の別 

専業 4 (26.7%) 5 (45.5%) 

兼業 11 (73.3%) 6 (54.5%) 

計 15 (100.0%) 11 (100.0%) 

②兼業の場合の業種(複数回答) 

弁当・惣菜製造 5 (45.5%) 0 (0.0%) 

漬物製造 0 (0.0%) 0 (0.0%) 

もやし，カイワレ製造 1 (9.1%) 0 (8.0%) 

卸売・仲卸売 3 (27.3%) 5 (83.3%) 

飲食・食料品小売 0 (0.0%) 0 (0.0%) 

外食 0 (0.0%) 1 (16.7%) 

給食 3 (27.3%) 0 (0.0%) 

その他 3 (27.3%) 0 (0.0%) 

計 11 (100.0%) 6 (100.0%) 

③企業全体の売上 4,961 百万円 940 百万円 

カット野菜販売額 1,997 百万円 362 百万円 

④原料野菜の調達先と構成割合（調達額ベース） 

生産者個人・任意グループ等 7.9% 7.0% 

農協・経済連 11.1% 2.6% 

農業生産法人 15.0% 13.0% 

卸売業者 19.4% 28.5% 

仲卸業者 19.6% 16.5% 

青果物等問屋 10.7% 6.3% 

輸入業者・商社 4.3% 11.0% 

その他 9.8% 13.0% 

⑤原料野菜の取引方法と構成割合（調達額ベース） 

契約取引（商流が市場経由でも生産者等と直接

契約しているものは含む） 
65.5% 48.1% 

市場取引（事前に契約をせず条件に見合ったも

のを市場から調達） 
24.5% 49.1% 

その他 9.9% 2.8% 

⑥カット野菜製品の販売先と構成割合（販売額ベース） 

百貨店 0.6% 0.0% 

量販店・食品スーパー 66.8% 32.8% 

生活協同組合 1.4% 1.9% 

コンビニエンスストア 12.2% 9.6% 

弁当・惣菜業者 7.6% 29.1% 

外食事業者 6.0% 12.5% 

給食事業者 1.1% 4.1% 

その他 4.3% 10.0% 

⑦今後のカット野菜事業について 

拡大したい 12 (80.0%) 8 (72.7%) 

現状を維持したい 2 (13.3%) 2 (18.2%) 

縮小（停止）したい 1 (6.7%) 1 (9.1%) 

計 15 11 

註１）生食用加熱用は販売額一位の商品名，原材料及び販売先より分別 

註２）独立行政法人農畜産業振興機構等「カット野菜需要構造実態調査」の結果を組替集計により作成 
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しては弁当製造業との兼業が多いことが確認された。販売先としてはスーパーが中

心となっていること，原料調達は農協や契約取引の割合が高いことなどから，鮮度

を重視した流通形態をとっていることが確認された。また，カット野菜事業の拡大

意向については，加熱用業者より強く，規模の経済が働いている可能性がある。一

方，加熱調理用カット野菜業者は，比較的小規模の企業が多く，原料は市場調達と

契約取引が半々である。また，スーパー等への販売の他に，二次加工用の原料とし

ても多く販売していることが特徴的である。小回りがきく下請け的な役割を担って

いると考えられる。 

 

３．消費者向けカット野菜製造の特徴の整理 

 

１）調査対象の概要 

 本章ではサラダ等生食用カット野菜と加熱調理用それぞれの製造上の課題を明

確にするため，両方の製造を行う a 社を調査対象とした。調査は 2013 年３月に筆

者の聞き取りにより行った。 

関東地方にある a 社は加熱調理用カット野菜（以下加熱用）・サラダ用カット野

菜（以下サラダ用），もやし，業務用カット野菜の製造を行う企業であり，年間売

上高は 50 億を超える。サラダ用，加熱用とも小売り向け商品を中心に展開してお

り，事業全体の売上げに占めるカット野菜販売額（大根ツマを除く）の割合は 55％

ほどである。関東地域の小売店を中心にＰＢ商品を展開しており，独自の品質管理

による高品質生産を武器に，小売店の信頼を得ている。 

 商品の供給エリアは，製造翌日までに配送できるエリアであり，関東圏を中心に

北は仙台，甲信越は長野，東海方面は名古屋までに供給している。製造に使用され

る野菜原料の使用量は全体で一日当たり 60 トン程度である。原料調達は品質，価

格，量の面で安定化を図るため，野菜購入量が増加した 20 年ほど前から生産者と

の直接契約を開始し，現在では原料の 90%以上を契約により調達している。農業の

盛んな県に立地していることから，原料の 60%が県産野菜である。１日 12 万パック

製造されるカット野菜は，サラダ用と加熱用で衛生管理と機械化の程度が異なるた

め，現在サラダ用工場，加熱用工場，もやし工場，それぞれ別の工場で製造されて

いる。 

 

２）カット野菜セットの製造工程の特徴 

 以下では，先に提示したカット野菜製造の３つの視点に基づいて a 社の製造実態

を整理する（表２－２）。 
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表２－２ 消費者向けカット野菜製造の実態 

 生食用カット野菜製造 加熱調理用カット野菜製造 

カップサラダ 袋サラダ 鍋セットＢＢＱセット 炒め野菜等 

工場Ａ（サラダ専用） 工場Ｂ（加熱用専用） 
工場Ｃ（もやしと

同じ） 

原
価
構
造 

販売額に占め

る材料費の割

合 

少ない 多い 

加工度 加工度が高く，高い技術が必要 加工の手間をあまりかけない 

機械化 

不可能 

（不可能：盛りつけ 

ピーマン類のカット） 

一部可能 

（不可能：ピーマ

ン類のカット） 

不可能 

(不可能：盛りつけネ

ギ，タマネギのカット) 

一部可能 

（不可能：ピーマ

ン類のカット） 

衛
生
管
理 

性質 すぐ食べられる（完成品） 消費者は火を通してから利用する（材料） 

製造工程 
菌数の制御が必要 

生菌数検査 有 

洗浄（ゴミ付着 虫除去が目的） 

生菌数検査 不要 

製造施設註１） 

作業所内の衛生管理厳しい 作業所内の衛生管理は簡単 

外気と遮断 菌数制御  

温度管理の必要 
温度管理不要な場合もある 

製造許可が必要 
もやし工場，加熱調理用工場には製造許

可申請が不要 

製
品
開
発 

利用場面 
昼食・一人用メニュー

変更が比較的容易 

添え物としての

需要 

変更は難しい 

用途別に商品は難しい 

特徴 

野菜を食べたいが作

るのは面倒くさいと

いう人向け。 

カップに比べて

内容量は倍近い。

包材・手間は半分

近い。 

原材料費・手間ともにかかるが，季節商

品であり価格競争が比較的少ない 

註１）食品製造業の許可の基準は自治体によって異なる。 

註２）筆者の調査による 
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まず，「原価構造」に関連する項目として，原材料費，作業工程の数，機械化の

度合いに注目してそれらがサラダ用と加熱用でどのような特徴を持っているか確

認する。 

原材料費についてはキャベツを例にすると，a 社では生食用のキャベツの千切り

158g 入りの商品を扱っている。また，加熱用では,300g 入りキャベツ角切りを扱っ

ている。この２つの商品は同一価格で販売しているが，原料は同じキャベツを使用

している。このため，同一価格の商品を比較した場合，加熱用商品には単純に倍近

い材料費がかかることになる。材料が異なる場合でも同様に，サラダ用よりも加熱

用の方が原材料費の割合が高い。 

カット野菜の製造工程は，トリミング，洗浄，製品にあわせたカット，洗浄，脱

水，計量包装という工程を経るが，洗浄の工程においては，加熱用では虫や土など

異物の除去が主な目的となり，殺菌処理は必要とされない。一方サラダ用では殺菌

や変色の防止を目的とした高度な洗浄工程が必要となり，そのまま消費者が食べら

れる水準の加工を行う。このためサラダ用では加熱用よりも多くの製造工程が必要

となる。 

次に機械化については，サラダ用加熱用に関わらず，盛り付けとカットの工程で

機械化ができるものとできないものに分かれる。一部の袋サラダやカップサラダ，

鍋セット・BBQ 等焼き野菜セットなどでは，いろどり良く野菜を並べることが商品

の見栄えに大きく影響する。こうした製品の盛り付けは機械化が難しく，現在は手

作業で行われている。一方キャベツの千切りやミックスのレタスなどの一部のサラ

ダや，炒め野菜では，盛り付けの必要がなく，包装工程は機械化できる。 

また，カットの工程においては，ネギやタマネギなど太さが異なるものは，機械

で同じ重さにカットすることが難しく，こうした野菜の使用が多い鍋セット，焼き

野菜セットのカット工程では機械化が困難であると言える。 

次に，「衛生管理」に関する項目について比較する。サラダ用と加熱用では家庭

内での消費の仕方が異なるため，製造上の衛生管理も両者に大きな違いがある。 

生食用はそのまま食べるため，その製造に関しては複数回の殺菌工程，生菌数管理，

加工所内の温度管理が必要となる。また，それに必要な製造施設の食品製造許可も

必要となり，初期投資が大きくなる。 

一方，加熱用は消費者が購入後加熱するため，青果物と同程度の扱いとなり，洗

浄の工程では殺菌処理や生菌数検査等は必要とされず，製造施設にも特別な許可が

必要とされない場合が多い（註３）。 

最後に a 社の「製品開発」の方向性に関してそれぞれの特徴を比較する。 

サラダ用では，カップサラダは昼食に一人で食べる消費者を意識して製品開発を
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行っている。製造においては人手による作業が多いためメニュー変更が比較的容易

である。このため，定期的に内容を変更することで消費者の目先を変え，消費を維

持している。また，袋サラダは機械化が可能である一方で，内容の変更が難しい。

しかし袋サラダは食事のメインというよりも添え物としての需要があり，商品が定

番化しやすいため頻繁なメニュー変更は必要とされない。 

加熱用では，炒め用野菜，鍋野菜セット，BBQ 等焼き野菜セットは，サラダ用ほ

どの商品ラインナップが難しい。これは，例えば八宝菜セット等のようにメニュー

別に商品をつくると，用途が限定されてしまい，保存期間が短いこともあり，現段

階では消費を減らす一因となってしまう。使い方を指定しない商品が現在は好まれ

ているが，これは他社と差別化がしにくい商品であるとも言える。 

このように，サラダ用の製造においては，加工度が高く，原価に占める原料費の

割合が低いため，加工技術・品質面での技術が重要な要素であることがわかる。ま

た，用途別商品等種類が豊富であり，製品開発の方向性が広く，事業を展開しやす

い状況であると言える。しかし，高度な加工技術や衛生管理，機械化のため，製造

工場には大きな初期費用が必要である。 

一方，加熱用の製造においては，製造工程において機械化できない作業が多いが，

製造工場に必要な設備は少なく，簡易な施設でも始められる。また，加工による付

加価値は少なく，原価に占める材料費の割合が高いため，原料調達の優位性が重要

となってくる。また，炒め野菜セットについては盛り付けの機械化が比較的容易で

あり，原料確保の優位性があれば大規模に取り組みやすい商品であると言える。し

かし，商品の差別化が困難であり，商品開発の難しさも課題となっている。 

 

第４節 小括 

 

本章では，はじめに生鮮野菜の消費の変化を確認し，内食回帰の中にあっても野

菜消費の外部化割合は半分程度となっている現状を示し，簡便化しつつも内食がし

たいというニーズに対応できるカット野菜が野菜消費の選択肢の一つとして入り

込める可能性を示した。 

続いて，アンケート調査と製造業者の事例から生食用カット野菜製造と加熱用カ

ット野菜製造の特徴を整理した。その結果，生食用カット野菜製造と加熱用カット

野菜製造では，以下のように特徴が異なることが明らかとなった。 

サラダ用の製造においては，加工による付加価値，衛生管理が重要な要素となる

ため，食品加工技術を持つ弁当・惣菜業者が参入しやすい分野である。また，大き

な初期投資を必要とし，機械化や衛生管理の確保を行うため，比較的大規模な企業
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が参入している。これはサラダ用の製造が資本集約的であり規模の経済が働きやす

く，規模が大きい企業に有利性があり，拡大傾向が強くなっていることを反映して

いる。 

一方，加熱調理用カット野菜製造には，卸・仲卸業者が多く，衛生管理等の設備

にかかるコストは小さく，比較的小規模な企業が多い。これは，卸・仲卸業者は，

青果物産地との原料調達ルートを持ち，調達・流通ノウハウがあるため，市場より

も低価格で原料を調達することができる点で，製造業者に対して優位性を持つこと，

さらに加熱調理用カット野菜製造が労働集約的であるため，比較的小規模の企業で

有利性が増す規模の経済が働きにくいためであると考えられる。 

また，どちらの製造業においても，カット野菜消費の需要の増加を見込んでおり，

特に生食用カット野菜においては，その製造業者の特性の面からも供給量が増加し

ていくと考えられる。 

ところで以上の検討を踏まえると，今後の展開として，比較的小規模に始められ

る加熱調理用カット野菜製造は，新たな野菜消費推進の方法として直売所等でも導

入可能であり，６次産業化の対象となりやすい分野であると言える。この場合にお

いても，差別化の困難な加熱調理用カット野菜製造においては，ターゲットとなる

消費者像を明確にしたマーケティングの立案が求められる。 

 

 

註１）粗食料の数量は，国内消費仕向量（国内生産量及び輸入量から，輸出量と在庫の増

加量を差し引いたもの）から，さらに飼料用，種子用，加工用，減耗量を差し引い

た量であり，粗食料の１人・１年当たり数量は，粗食料を年度の中央時点（10 月

１日）の総人口で除した数値であり，食品産業において調理に使用される量と消費

者の手に届く量に対応する。 

註２）総務省「家計調査」より，2012 年の総世帯一人当たり購入額を，カット野菜の小

売販売額の推計値（平成 24 年度調査）と比較した。 

註３）サラダ及び加熱調理用カット野菜に関する食品製造業許可の基準は自治体によって

異なる。 
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第３章 日本国内におけるサラダ消費の代替・補完関係 

―「家計調査」個票による需要体系分析からの接近― 

 

 

 

第１節 本章の課題 

 

前章では，公表データとアンケート調査データを用いて，カット野菜の生産消費

動向を整理し，カット野菜消費の増加の見込みとカット野菜に関するマーケティン

グ戦略の必要性を示した。カット野菜のマーケティング戦略の立案にあたっては，

ターゲットとなる消費者の属性と，カット野菜の消費構造を把握することが必要と

なる。そこで本章では，顕示選好データを用いて，カット野菜の消費の構造を計量

経済学的アプローチにより分析する。  

農畜産業振興機構「カット野菜の消費動向調査結果」によれば，生鮮野菜の価格

が高いときの代替として購入される野菜関連商品として，「冷凍野菜」に次いで「カ

ット野菜」が選択されていることが指摘されている。また，草苅（2012），時子山・

荏開津（1995）によれば，若年層ほど簡便化志向が強いという結果が示されており，

今後も食の外部化・簡便化志向は進んでいくと考えられ，生鮮野菜の供給のあり方

を議論する上でもカット野菜と生鮮野菜の代替関係は重要な検討課題である。しか

し，カット野菜と生鮮野菜の需要構造について定量的に明らかにしている学術的研

究はわずかで，本田・中嶋・大浦・山本（2012）がカット野菜の購入者の属性や意

識を分類しているのみであり，実行動データに即した分析までには至っていない。 

そこで，本章では生食用カット野菜であるサラダに焦点を当て，サラダと生鮮野

菜との代替・補完関係，家族構成など世帯属性の影響を Linear Approximate of the 

Almost Ideal Demand System（LA/AIDS）を用いて定量的に明らかにする。 

食料消費の需要体系分析に関する国内外の研究は，Clements，Selvanathan，and 

Selvanathan(1996)，Barnett and Serletis(2008)，松田（1996），（2000），（2001a），

(2001b)，茂野（2004），澤田，住本・草苅（2006a），（2006b），（2007），（2008），（2009），

（2013）など，需要体系モデルに基づく計量経済分析が数多く行われてきた 。し

かし，国内の研究においては分析において総務省「家計調査年報」などの集計され

たデータを利用していることに伴う弱点が存在した。家計調査の個票データを用い

た数少ない国内の研究として石橋（2006）があるが，詳細な需要体系分析による需

要構造の解明までには至っていない。この点を考慮し，本章の計量経済分析では，

Akbay and Boz（2007），Jonas and Roosen（2008），Bilgic and Yen（2013）など
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の統計調査の個票を利用した食料消費に関する国外の研究にならって，総務省「家

計調査」の個票データを利用する。「家計調査」の個票データを用いることの利点

として，以下の４点を指摘することができる。 

第１に，詳細な消費者属性の考慮である。「家計調査」個票データでは個々の世

帯属性を需要体系分析に組み込むことにより，各世帯属性と需要構造の関係を把握

することができる。 

第２に，個票データの利用により，ある特定の時点での推計が可能となる。これ

までの研究では，集計データの性質上，タイムシリーズのデータを使用した研究が

多い。しかし，個票データの利用により，ひと月 7,000 近いサンプルを利用するこ

とが可能となり，より短期間の推計が可能となる。 

また，近年は川村（1999），若林（2010）にみられるように，POS データの適用に

よる需要体系分析の研究も進んでいる。しかし，POS データに記録されるために不

可欠な JAN コードは，生鮮食品には付与されておらず，生鮮食品の消費構造の詳細

な分析には対応できない。この点について，家計調査個票を用いることにより，POS

データでは把握できない生鮮野菜を含めた分析を行うことができることが３つ目

の利点として挙げられる。 

第４に，データカバレッジが広いことが挙げられる。川村にみられるような店舗

POS データを利用する場合，データカバレッジの問題が起こる。家計調査は調査期

間中のすべての購入品目について記録されるため，特定の世帯が購入した全ての生

鮮食品を把握することが可能である。 

 「家計調査」個票データを用いる場合に考慮すべき点として，ゼロ消費の問題が

挙げられる。Akbay and Boz（2007）の’Estimating a complete demand system with 

censoring problems is one of the most challenging tasks in econometircs’

という指摘にあるように，ゼロ消費を考慮した需要体系分析は，計量経済学的にも

興味深い課題である。ゼロ消費を考慮した需要体系分析を最初に推計したのは，

Heien and Wessells（1990）である。その後，Shonkwiler and Yen（1999）及び Yen 

and Lin (2006),は Heien and Wessells（1990）の推計上の問題点を指摘し，現在

は，Shonkwiler and Yen（1999）の手法が広く利用されている（Akbay and Boz (2007), 

Bilgic and Yen (2013), Dong, Gould and Kaiser (2004), Jonas and Roosen (2008)，

Lasarte Navamuel, Rubiera, Morollon and Paredes (2014)）。 

 

第２節 生鮮野菜及びカット野菜の価格と消費状況 

 

消費動向の分析に先立ち，家計調査年報のデータをもとに，サラダの消費の変化
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を確認する。図３－１は，1975 年を 100 とした場合の，「生鮮野菜計」「キャベツ」

「レタス」「キュウリ」「トマト」および調理食品である「サラダ」について，国民

一人当たり消費額の推移を表したものである。消費額は消費者物価指数でデフレー

トしている。この図から，1975 年から 2011 年までの間に，「生鮮野菜」消費額は２

割近く減少している。サラダに使用される野菜としては，「キャベツ」や「キュウ

リ」で４～５割減少しているものの，レタスやトマトでは１割程度消費額が増加し

ている。また，「サラダ」は 1975 年以降一貫して増加しており，1987 年以降は急激

に増加して,2012 年には 2.5 倍以上の消費額となっていることが確認できる。「生

鮮野菜」と「サラダ」では消費額が大きく異なるため一概には比較できないものの，

この 25 年間で「サラダ」が食の簡便化商品としてその消費を伸ばしてきたことが

うかがえる。こうした変化が起こる要因の一つとして，世帯属性の変化とそれに伴

う食料消費の調理の外部化や簡便化志向など，消費志向の変化が考えられる。 

このような消費の変化と世帯属性の変化を踏まえ，生鮮野菜およびサラダの需要

構造の分析にあたっては，世帯属性もその需要体系分析のモデルに組み込み，その

影響を評価する。 

 

第３節 使用データおよび分析方法 

 

１．使用データ 

 

 需要体系の推計に用いた支出額のデータは，総務省統計局の「家計調査個票デー

タ」註１）による。具体的には，2000 年１月～2010 年 12 月の２人以上世帯の品目別

データの生鮮野菜及びサラダの５品目の月単位の支出データと各回答世帯の属性

である。また，支出額は世帯人員で除して１人当たりの支出額とした。各品目の価

格については，総務省統計局「小売物価統計年報」のデータを用いた。 

推計期間は，2000 年から 2010 年までの 11 年間である。欠損値を含むデータおよ

び，農林漁家のデータを除いた毎月およそ 7,000 世帯のサンプルを 12 ヵ月間プー

ルして需要体系分析を行う。 

推計に使用する品目は，事前の調査註２）の結果から，家庭内でサラダに使用され

る主な野菜を想定し，キャベツ，レタス，キュウリ，トマト，サラダの５品目とし

た。これらの商品を「サラダを消費するときの支出」として効用関数の弱分離可能

性を仮定する。推計に際しては，上述の通り，同次性，対称性を仮定し，サラダの

支出シェア式を除いた４式のパラメータについて反復 SUR 法によって推計した。 

表３－１に記述統計の結果および各項目の定義を示す。 
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図３－１ 生鮮野菜およびサラダの一人当たり家計消費額の推移 
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資料：「家計調査年報」から作成（一人当たり実質，1975＝100）
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表３－１ 記述統計（平均値） 

項目 定義 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

年齢 世帯員の平均年齢（歳） 43.５ 44.０ 44.７ 44.７ 44.８ 45.６ 46.３ 46.８ 46.８ 46.７ 47.２ 

世帯員数 世帯員数（人） ３.20 ３.20 ３.20 ３.20 ３.20 ３.10 ３.10 ３.10 ３.10 ３.10 ３.10 

所得 世帯の年間所得（万円） 699 681 671 652 643 632 633 634 627 626 611 

妻の就業有無 世帯主の妻が就業している世帯 ０.35 ０.34 ０.34 ０.33 ０.33 ０.33 ０.33 ０.33 ０.34 ０.34 ０.34 

女子率 世帯員に占める女子の割合（％） 52.３ 52.３ 52.０ 52.１ 52.０ 52.０ 52.０ 52.１ 51.９ 52.３ 52.２ 

女性世帯 世帯員に占める女性の割合が 50%より多い世帯 ０.30 ０.30 ０.29 ０.29 ０.29 ０.28 ０.28 ０.28 ０.28 ０.29 ０.28 

子供数 17 歳以下の子供の数（人） ０.73 ０.72 ０.71 ０.70 ０.70 ０.67 ０.65 ０.64 ０.64 ０.65 ０.64 

子供の有無 17 歳以下の子供がいる世帯 ０.41 ０.40 ０.40 ０.40 ０.40 ０.38 ０.37 ０.36 ０.36 ０.37 ０.36 

末子の就学状況  
            幼稚園 幼稚園 ０.10 ０.10 ０.10 ０.10 ０.10 ０.10 ０.10 ０.09 ０.10 ０.09 ０.09 

 小学校 小学校 ０.14 ０.14 ０.13 ０.13 ０.14 ０.13 ０.13 ０.13 ０.13 ０.14 ０.13 

 中学 中学 ０.06 ０.06 ０.05 ０.06 ０.05 ０.05 ０.05 ０.05 ０.05 ０.05 ０.05 

 高校 高校 ０.06 ０.05 ０.05 ０.05 ０.05 ０.05 ０.05 ０.05 ０.05 ０.05 ０.05 

 大学 短大・大学 ０.03 ０.03 ０.03 ０.03 ０.03 ０.03 ０.03 ０.03 ０.03 ０.03 ０.03 

政令指定都市 政令指定都市に居住している世帯 ０.22 ０.22 ０.22 ０.22 ０.23 ０.23 ０.24 ０.24 ０.27 ０.28 ０.29 

品目価格 
            キャベツ価格 キャベツ価格（円/kg） 147.１ 165.５ 148.８ 165.４ 182.９ 170.７ 179.７ 150.２ 154.０ 158.７ 183.１ 

 レタス価格 レタス価格価格（円/kg） 464.３ 472.２ 419.７ 449.９ 524.３ 400.７ 416.０ 432.５ 414.１ 408.３ 487.０ 

 キュウリ価格 キュウリ価格（円/kg） 513.９ 501.４ 487.２ 502.３ 515.９ 474.７ 530.３ 519.６ 541.０ 501.３ 529.８ 

 トマト価格 トマト価格（円/kg） 555.０ 554.４ 556.５ 555.９ 602.５ 575.７ 577.９ 596.０ 579.０ 580.６ 654.３ 

 サラダ価格 サラダ価格（円/kg） 1260.０ 1266.２ 1277.６ 1291.７ 1303.９ 1319.６ 1316.１ 1335.４ 1371.２ 1367.７ 1348.９ 

品目支出   
            キャベツ支出額 キャベツ支出額（円/人/月） 62.１ 65.５ 61.７ 68.６ 70.１ 67.１ 74.２ 69.８ 71.６ 75.４ 81.６ 

 レタス支出額 レタス支出額（円/人/月） 62.７ 60.４ 60.８ 62.２ 62.９ 58.８ 61.３ 64.６ 60.６ 60.８ 66.１ 

 キュウリ支出額 キュウリ支出額（円/人/月） 113.０ 107.１ 108.０ 106.１ 104.７ 95.５ 102.１ 106.１ 101.２ 98.７ 101.１ 

 トマト支出額 トマト支出額（円/人/月） 187.２ 185.０ 190.８ 188.２ 188.４ 186.５ 196.４ 203.２ 191.０ 198.２ 205.３ 

 サラダ支出額 サラダ支出額（円/人/月） 75.１ 75.８ 81.４ 82.４ 82.５ 83.１ 86.８ 86.７ 89.１ 87.８ 91.６ 

 キャベツ支出割合 支出に占めるキャベツ支出の割合 ０.17 ０.18 ０.17 ０.18 ０.19 ０.19 ０.19 ０.18 ０.20 ０.20 ０.21 

 レタス支出割合 支出に占めるレタス支出の割合 ０.14 ０.14 ０.14 ０.14 ０.14 ０.14 ０.14 ０.14 ０.14 ０.14 ０.14 

 キュウリ支出割合 支出に占めるキュウリ支出の割合 ０.24 ０.23 ０.23 ０.22 ０.22 ０.21 ０.21 ０.21 ０.21 ０.20 ０.20 

 トマト支出割合 支出に占めるトマト支出の割合 ０.31 ０.31 ０.31 ０.30 ０.30 ０.31 ０.31 ０.31 ０.31 ０.31 ０.30 

 サラダ支出割合 支出に占めるサラダ支出の割合 ０.14 ０.14 ０.14 ０.15 ０.15 ０.15 ０.15 ０.15 ０.15 ０.15 ０.15 

サンプル数   91,038  90,765  90,773  90,400  90,155  90,503  90,289  90,131  89,914  90,115  90,161  
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各推計のサンプルサイズは，89,914～91,038 である。2000 年から 2010 年の間で

世帯の年間所得は 699 万円から 611 万円に変化しており，物価変動は考慮していな

いが，景気の低迷により世帯の年間所得は減少してきていることが確認できる｡年

齢については 43.5 歳から 47.2 歳へと変化し，世帯の高齢化の進行が見てとれる｡

世帯員数は，2000 年の 3.20 人から 2010 年の 3.10 人へ減少，1 世帯当たりの子供

数は 2000 年の 0.73 人から 2010 年の 0.64 人，17 歳以下の子供のいる世帯は 2000

年の 0.41 から 2010 年の 0.36 へとそれぞれ減少し，2000 年から 2010 年の間で核家

族化等により世帯員数が減少し，少子化が進行してきた｡ 

その他の世帯属性として，世帯主の妻が就業している世帯は全体の３割強を維持

しており，政令指定都市に居住している世帯は，2000 年の 0.22 から 2010 年の 0.29

へ増加している｡ 

以上の記述統計の結果から，期間中の世帯属性の変化として，所得の減少，高齢

化，世帯員・子供数の減少，都市化が確認できる。一方，世帯主の妻の就業割合は

大きく変化せず，全体の３割程度を維持している。 

消費の状況については，キャベツ，レタス，キュウリ，トマト，サラダの支出割

合は，2000 年から 2010 年の間で緩やかに変化しているが，それぞれの支出割合は，

キャベツで２割程度に若干増加し，レタスで１.５割，キュウリで２割，トマトで

３割，サラダで 15％程度を維持している。 

表３－２は，2000 年，2010 年におけるゼロ消費の品目の割合を示したものであ

る。2000 年，2010 年ともに同様の傾向を示しており，５品目全てを購入している

割合は，2000 年で 13,477（全体の 14.8％），2010 年で 13,569（全体の 15.0％）に

過ぎず，１品目以上のゼロ消費を含むサンプルは，全体のおよそ 85％に上る。以上

より，需要体系分析を行う上で，ゼロ消費の存在は無視できない。 

この点に対応するため，１段階目に消費の有無と世帯属性についてプロビットモ

デルによる推計を行い，その結果から求められた累積分布関数と確率密度関数を

LA/AIDS モデルに組み込む。 

 

２． 分析方法  

一般的な LA/AIDS モデルは，以下のとおりである（Deaton and Muellbauer（1980））。 

 

𝒘𝒊𝒉 = 𝜶𝒊 + ∑ 𝜸𝒊𝒋𝒍𝒏𝒑𝒋

𝒋

+ 𝜷𝒊𝒍𝒏(𝑿𝒉 𝑷𝒉⁄ ) + ∑ 𝝀𝒌𝑫𝒌𝒉 + 𝒆𝒊𝒉

𝒌

 (𝟏) 
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表３－２ ゼロ消費を含むサンプル割合 

 

ゼロ消費の数 2000 年 2010 年 

０ 13,477  14.８% 13,569  15.０% 

１ 30,971  34.０% 29,836  33.１% 

２ 24,975  27.４% 24,328  27.０% 

３ 14,414  15.８% 14,967  16.６% 

４ 7,201  ７.９% 7,461  ８.３% 

合計 91,038  100.０% 90,161  100.０% 
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ただし，𝒘𝒊𝒉は家計𝒉の𝒊番目の品目の支出シェア，𝒑𝒋は𝒋番目の品目の価格，𝑿𝒉は

家計𝒉の支出額の合計，𝑷𝒉は𝒍𝒏𝑷 = ∑ 𝒘𝒋𝒍𝒏𝒑𝒋𝒋 で定義される Stone 価格指数，𝑫𝒉は家

計𝒉の世帯属性，𝜶𝒊，𝜸𝒊𝒋，𝜷𝒊，𝝀𝒌はパラメータ，𝒆𝒊𝒉は誤差項を表す。こでは，生鮮

野菜とサラダが他の支出とは分離可能（separability）であることと，消費者の効用

最大化行動を仮定している。消費者行動の理論から，（1）式は以下の制約式を満た

す必要がある。 

∑ 𝜶𝒊 = 𝟏

𝒊

， ∑ 𝜸𝒊𝒋 = 𝟎

𝒊

， ∑ 𝜷𝒊 =

𝒊

𝟎， ∑ 𝝀𝒊 =

𝒊

𝟎 (𝐚𝐝𝐝𝐢𝐧𝐠 𝐮𝐩) (𝟐)  

∑ 𝜸𝒊𝒋 = 𝟎 (𝐡𝐨𝐦𝐨𝐠𝐞𝐧𝐢𝐞𝐢𝐭𝐲)

𝒊

 (𝟑) 

𝜸𝒊𝒋 = 𝜸𝒋𝒊 (𝐬𝐲𝐦𝐦𝐞𝐭𝐫𝐲) (𝟒) 

 

 Shonkwiler and Yen（1999）にしたがって，ゼロ消費の問題を以下のようにモデ

ルに組み込む。具体的には，第 1 段階において，（5）式のプロビットモデル（probit 

moel）の推定から，各品目の消費の有無を主に世帯属性で回帰し，累積分布関数

（CDF）𝛷と確率密度関数（PDF）∅を求める。 

 

𝒅𝒊𝒉 = ∑ 𝝆𝒌𝑫𝒌𝒉

𝒌

+ 𝒖𝒊𝒉， 𝒅𝒉𝒊 = {
𝟏 𝒊𝒇 𝒅𝒊𝒉

∗ > 𝟎

𝟎 𝒊𝒇 𝒅𝒊𝒉
∗ ≤ 𝟎

    (𝟓) 

 

ここで，𝒅𝒊𝒉
∗ は潜在変数（latent variable），𝝆𝒊はパラメータ，𝒖𝒊𝒉は誤差項である。 

第 2 段階では，（5）式のプロビットモデルの推定から得られた累積分布関数（CDF）

𝜱𝒊𝒉と確率密度関数（PDF）∅𝒊𝒉を（1）式の LA/AIDS モデルに入れ込み，以下のよ

うに定式化できる。 

 

𝒘𝒊𝒉 = 𝜱𝒊𝒉 × [𝜶𝒊 + ∑ 𝜸𝒊𝒋𝒍𝒏𝒑𝒋

𝒋

+ 𝜷𝒊𝒍𝒏(𝑿𝒉 𝑷𝒉⁄ ) + ∑ 𝝀𝒌𝑫𝒌𝒉

𝒌

] + 𝜹𝒊∅𝒊𝒉 + 𝒆𝒊𝒉  (𝟔) 

 

ここで，𝜹𝒊はパラメータであり，（2）式の制約式を満たす必要があり，∑ 𝜹𝒊 =𝒊 𝟎と

なる。 

このモデルにおける弾力性は，それぞれ（7），（8），（9）式で定義される。註３） 
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𝜺𝒊𝒊 = −𝟏 + (
𝜸𝒊𝒋 − 𝜷𝒊𝒘𝒊𝒉

𝒘𝒊𝒉
) 𝜱𝒊𝒉 (𝐨𝐰𝐧 − 𝐩𝐫𝐢𝐜𝐞 𝐞𝐥𝐚𝐬𝐭𝐢𝐜𝐢𝐭𝐲) (𝟕)  

 

𝜺𝒊𝒋 = (
𝜸𝒊𝒋 − 𝜷𝒊𝒘𝒋𝒉

𝒘𝒊𝒉
) 𝜱𝒊𝒉 (𝐜𝐫𝐨𝐬𝐬 − 𝐩𝐫𝐢𝐜𝐞 𝐞𝐥𝐚𝐬𝐭𝐢𝐜𝐢𝐭𝐲) (𝟖) 

 

𝜺𝑫𝒊
= (

𝝀𝒌

𝒘𝒊𝒉
) 𝜱𝒊𝒉 (𝐝𝐞𝐦𝐨𝐠𝐫𝐚𝐩𝐡𝐢𝐜 − 𝐩𝐫𝐢𝐜𝐞 𝐞𝐥𝐚𝐬𝐭𝐢𝐜𝐢𝐭𝐲) (𝟗) 

 

 

 

 

第４節 生鮮野菜およびサラダの需要構造 

 

１．プロビットモデルの推計結果 

 

第１段階のプロビットモデルは，被説明変数を各品目の消費の有無，説明変数を

世帯属性として推計する。時子山（1999）では，食料消費構造の変化の要因として，

①家族の小規模化，②共働き世帯の増加，③都市化，④自営業世帯の減少，⑤高齢

世帯の増加を指摘している。今回の分析においても時子山の整理に従って，プロビ

ットモデルの説明変数を選定した。具体的には，①家族の小規模化を表す変数とし

て「世帯員数」，②共働き世帯の増加を表す変数として「妻の就業有無」，③都市化

を表す変数として「政令指定都市」，⑤高齢世帯の増加を表す変数として「年齢」

を用いた註４）。その他の世帯属性としては，「所得」「女子率」「子供数」「末子の就学

状況」を考慮し，また，各品目の消費の有無については季節変動が大きいことから，

月別ダミー変数を加えた。 

 表３－３，表３－４に，第１段階のプロビットモデルの推計結果を示す。記述統

計と同様に，紙幅の都合上，2000 年，2010 年の推計結果のみ示す。 

プロビットモデルの尤度比検定の結果，キャベツ，レタス，キュウリ，トマト，

サラダの推計式すべてにおいて，定数項を除いた全てのパラメータが０であるとい

う帰無仮説が有意水準１％で棄却された。Pseudo R２は 2000 年のサラダの推計式に

おいて 0.005 と低いが，Bilgic and Yen（2013）の指摘の通り，クロスセクション・

データの場合，Pseudo R２は一般的に低くなる傾向にあり，モデルの当てはまりは

許容できる範囲にある。  
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表３－３ 第１段階のプロビット推計結果（2000 年） 

 

 

 

2000年 キャベツ レタス キュウリ トマト サラダ

定数項 0.334 *** -0.218 *** -0.367 *** -0.199 *** -0.425 ***

9.7 -6.7 -10.3 -5.8 -13.3

年齢 -0.002 *** -0.004 *** 0.006 *** 0.005 *** 0.000

-6.4 -11.7 15.4 14.2 -0.5

世帯員数 0.132 *** 0.126 *** 0.126 *** 0.035 *** 0.020 ***

20.9 21.4 18.7 5.7 3.6

所得 0.000005 0.000196 *** 0.000193 *** 0.000293 *** 0.000089 ***

0.4 17.6 15.0 23.5 8.6

妻の就業有無 -0.064 *** -0.025 *** -0.057 *** -0.088 *** 0.114 ***

-6.3 -2.6 -5.4 -8.7 12.4

女子率 -0.002 *** -0.001 ** 0.000 0.001 *** 0.000

-6.8 -2.5 0.3 4.4 -1.1

子供数 -0.059 *** -0.127 *** -0.087 *** -0.032 *** -0.101 ***

-5.1 -11.7 -7.2 -2.9 -9.6

末子の就学状況

　幼稚園 -0.112 *** 0.006 0.152 *** 0.078 *** 0.105 ***

-4.6 0.3 6.1 3.3 4.7

　小学校 0.017 0.191 *** 0.241 *** 0.086 *** 0.154 ***

0.7 8.9 10.3 3.9 7.4

　中学 0.143 *** 0.320 *** 0.258 *** 0.119 *** 0.165 ***

5.6 13.4 9.8 4.8 7.3

　高校 0.162 *** 0.352 *** 0.248 *** 0.133 *** 0.053 ***

7.1 16.2 10.4 6.0 2.6

　大学 0.097 *** 0.139 *** 0.132 *** 0.078 ** -0.026

3.0 4.6 3.9 2.4 -0.9

政令指定都市 0.138 *** 0.100 *** 0.127 *** 0.193 *** 0.075 ***

12.2 9.4 10.7 16.8 7.4

2月 0.117 *** -0.062 *** 0.212 *** 0.064 *** -0.023

5.3 -3.0 9.7 3.0 -1.1

3月 0.120 *** 0.134 *** 0.498 *** 0.275 *** 0.066 ***

5.5 6.4 21.7 12.6 3.2

4月 0.192 *** 0.398 *** 0.617 *** 0.424 *** 0.020

8.7 18.9 26.3 18.9 1.0

5月 0.294 *** 0.467 *** 0.768 *** 0.668 *** 0.038 *

13.2 22.0 31.6 28.4 1.8

6月 0.165 *** 0.419 *** 0.611 *** 0.720 *** 0.000

7.5 19.9 26.1 30.1 0.0

7月 0.086 *** 0.466 *** 0.325 *** 0.463 *** 0.011

3.9 21.9 14.6 20.4 0.6

8月 0.304 *** 0.329 *** 0.439 *** 0.247 *** 0.049 **

13.5 15.7 19.4 11.3 2.4

9月 0.343 *** 0.339 *** 0.468 *** 0.247 *** 0.022

15.2 16.2 20.6 11.3 1.1

10月 0.302 *** 0.338 *** 0.470 *** 0.011 0.006

13.4 16.1 20.6 0.5 0.3

11月 0.051 ** 0.225 *** 0.093 *** -0.098 *** -0.001

2.3 10.7 4.3 -4.6 -0.1

12月 -0.045 ** 0.127 *** 0.143 *** -0.099 *** 0.069 ***

-2.1 6.1 6.5 -4.7 3.3

Pseudo R2 0.020 0.036 0.039 0.045 0.005

対数尤度 -50002.6 -57484.8 -44490.7 -49452.3 -60717.3

尤度比検定量 χ2(23) 2063.9***χ2(23) 2063.9***χ2(23) 4333.4***χ2(23) 3640.7***χ2(23) 4623.8*** χ2(23) 585.8***
注：1）***は1%，**は5%，*は10%の有意水準を示す。

　　　2）下段はZ値。

　　　3）尤度比検定の(　)内は自由度。
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表３－４ 第１段階のプロビット推計結果（2010 年） 

 

 

 

 

 

 

  

2010年 キャベツ レタス キュウリ トマト サラダ

定数項 0.252 *** -0.486 *** -0.582 *** -0.334 *** -0.442 ***

6.5 -13.6 -15.3 -9.0 -12.7

年齢 0.000 0.000 0.008 *** 0.006 *** 0.000

-0.6 -0.4 20.6 16.1 -1.0

世帯員数 0.162 *** 0.148 *** 0.157 *** 0.023 *** 0.043 ***

23.2 23.7 22.9 3.6 7.2

所得 0.000005 0.000157 *** 0.000173 *** 0.000367 *** 0.000142 ***

0.4 12.4 12.4 25.9 11.8

妻の就業有無 -0.070 *** -0.039 *** -0.054 *** -0.109 *** 0.129 ***

-6.6 -4.0 -5.2 -10.8 13.6

女子率 -0.001 *** 0.001 * 0.001 *** 0.002 *** -0.001 ***

-4.3 1.9 3.0 8.1 -2.6

子供数 -0.108 *** -0.128 *** -0.092 *** -0.001 -0.092 ***

-8.6 -11.2 -7.5 -0.1 -8.2

末子の就学状況

　幼稚園 -0.066 ** 0.056 ** 0.149 *** 0.166 *** -0.115 ***

-2.5 2.3 5.8 6.5 -4.8

　小学校 0.053 ** 0.167 *** 0.124 *** 0.007 0.003

2.2 7.5 5.3 0.3 0.1

　中学 0.088 *** 0.203 *** 0.113 *** 0.034 0.136 ***

3.2 8.1 4.3 1.3 5.6

　高校 0.093 *** 0.250 *** 0.087 *** 0.006 0.161 ***

3.7 10.8 3.6 0.3 7.4

　大学 0.007 0.165 *** 0.046 0.066 ** 0.016

0.2 5.5 1.4 2.2 0.6

政令指定都市 0.082 *** 0.055 *** 0.108 *** 0.128 *** 0.090 ***

7.8 5.7 10.4 12.6 9.7

2月 0.119 *** 0.128 *** 0.059 *** 0.077 *** -0.022

5.3 6.1 2.7 3.6 -1.1

3月 0.253 *** 0.318 *** 0.154 *** 0.191 *** 0.065 ***

11.1 15.2 7.1 8.8 3.1

4月 0.163 *** 0.287 *** 0.468 *** 0.265 *** 0.062 ***

7.2 13.7 20.6 12.1 3.0

5月 0.343 *** 0.416 *** 0.766 *** 0.592 *** 0.080 ***

14.8 19.8 31.7 25.8 3.9

6月 0.119 *** 0.476 *** 0.632 *** 0.694 *** 0.028

5.3 22.5 27.0 29.5 1.4

7月 0.063 *** 0.469 *** 0.219 *** 0.465 *** 0.077 ***

2.8 22.1 10.0 20.7 3.7

8月 0.195 *** 0.275 *** 0.326 *** 0.230 *** 0.135 ***

8.6 13.2 14.7 10.6 6.5

9月 0.262 *** 0.369 *** 0.394 *** 0.102 *** 0.078 ***

11.4 17.6 17.6 4.8 3.8

10月 0.251 *** 0.192 *** 0.280 *** -0.092 *** 0.094 ***

10.9 9.2 12.7 -4.4 4.5

11月 0.012 0.224 *** 0.009 -0.166 *** 0.058 ***

0.6 10.7 0.4 -7.9 2.8

12月 0.103 *** 0.315 *** 0.016 0.092 *** 0.089 ***

4.6 15.0 0.8 4.3 4.3

Pseudo R2 0.014 0.021 0.038 0.040 0.010

対数尤度 -47133.6 -57987.7 -48614.8 -51595.5 -60791.8

尤度比検定量 χ2(23) 1343.6***χ2(23) 2518.1***χ2(23) 3849.3***χ2(23) 4332.1***χ2(23) 1179.1***
注：1）***は1%，**は5%，*は10%の有意水準を示す。

　　　2）下段はZ値。

　　　3）尤度比検定の(　)内は自由度。
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プロビットモデルの推計結果のパラメータがプラスであれば，説明変数の値が上

がるほど当該品目を購入する確率が高くなることを，逆にパラメータがマイナスで

あれば，説明変数の値が上がるほど当該品目を購入する確率が低くなることを意味

している。 

全ての品目について「世帯員数」，「所得」，「政令指定都市」はプラスのパラメー

タ，「子供数」はマイナスのパラメータとなっている。このことは，世帯所得が多

いほど，また世帯員数が多いほど，各品目の購入確率が上昇し，子供の数が多いほ

ど各品目の購入確率が低下することを表している。 

 各品目の推計結果について特徴的な点を指摘すると，キャベツ消費については，

世帯年齢，妻の就業，女子率で負の値となっている。 

レタスは世帯年齢，妻の就業，女子率，が負の値となった。キュウリでは，世帯年

齢が正，妻の就業がマイナスの値となり，トマトでは，世帯年齢，女子率，世帯年

齢，が正の値，妻の就業が負の値となった。 

サラダのパラメータは，妻の就業が正の値，女子率が負の値となった。このこと

から，妻が就業しており，子供の少ない世帯で購入確率が高いことがわかる。 

また，キャベツ・レタスの消費の世帯年齢のパラメータについては，2000 年には有

意な正の値だったものが，2010 年には有意な値ではなくなっている。 

プロビットモデルの推計結果から導かれた累積分布関数，確率密度関数を用いて，

第２段階の需要体系モデルの推計を行う。なお，モデルの推計にあたっては，第１

段階と第２段階の推計で用いる説明変数が完全に一致することは好ましくないた

め，属性変数を変えている。 

 

２．LA/AIDS モデルの推計結果 

 

 表３－５及び表３－６に，第２段階の LA/AIDS モデルの推計結果を示す。推計

にあたってはサンプルから 20,000 サンプルを復元抽出し 1000 回のブートストラッ

プにより分散を評価している。また，確率密度のパラメータはサラダを除くすべて

の推計式で統計的に有意であり，ゼロ消費に関わるセレクション・バイアスの除去

が重要であることを示している。 

 推計されたパラメータを基に計算された各種の弾力性は表３－７，表３－８の通

りである。紙面の都合上，ここでは計測の初年である 2000 年と最終年である 2010

年の結果のみを示す。なお，弾力性はいずれもサンプルの平均値で評価している。 
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表３－５ 第２段階の LA/AIDS モデルの推計結果（2000 年） 

 

 

 

 

 

 

 

  

2000 キャベツ レタス サラダ トマト キュウリ

定数項 0.258 *** 0.276 *** 0.124 0.164 *** 0.179

7.39 9.23 1.10 3.60 1.57

支出 0.010 *** -0.016 *** -0.161 *** 0.106 *** 0.061 ***

3.87 -4.43 -24.17 27.67 10.66

キャベツ価格 0.023 ** 0.030 *** -0.038 *** -0.021 ** 0.005

2.18 3.82 -3.63 -2.04 0.51

レタス価格 0.030 *** 0.009 -0.027 *** -0.058 *** 0.046 ***

3.82 0.81 -2.68 -5.85 4.38

サラダ価格 -0.038 *** -0.027 *** 0.046 ** 0.011 0.007

-3.63 -2.68 2.10 0.81 0.42

トマト価格 -0.021 ** -0.058 *** 0.011 0.059 *** 0.009

-2.04 -5.85 0.81 3.30 0.66

キュウリ価格 0.005 0.046 *** 0.007 0.009 -0.068 ***

0.51 4.38 0.42 0.66 -3.33

年齢 -0.0015 *** -0.0014 *** 0.0002 0.0010 *** 0.0017 ***

-7.66 -8.46 0.67 4.03 5.34

所得 -0.000049 *** 0.000004 0.000016 * 0.000024 *** 0.000005

-8.35 0.90 1.80 3.28 0.48

世帯員数 0.014 *** -0.003 -0.043 *** 0.000 0.031 ***

4.77 -1.23 -11.68 0.08 8.44

子供の有無 -0.014 ** -0.004 -0.027 ** 0.023 *** 0.021 **

-2.04 -0.71 -2.28 3.13 2.15

女性世帯 -0.010 ** -0.002 -0.016 ** 0.017 *** 0.010

-2.33 -0.44 -2.17 3.31 1.63

妻の就業有無 -0.005 0.003 0.022 ** -0.022 *** 0.002

-1.20 0.86 2.07 -4.20 0.21

政令指定都市 -0.007 -0.012 *** 0.027 *** 0.004 -0.012

-1.32 -3.19 3.12 0.54 -1.27

4・5・6月 -0.047 *** -0.016 ** -0.002 0.039 *** 0.026 **

-6.40 -2.05 -0.16 3.20 2.04

7・8・9月 -0.036 *** 0.020 *** 0.001 0.013 0.001

-4.88 2.91 0.14 1.56 0.13

10・11・12月 0.003 0.028 *** 0.006 -0.052 *** 0.016

0.42 4.69 0.63 -6.12 1.62

PDF 0.317 *** 0.124 *** 0.212 ** 0.380 *** -1.032 ***

8.75 5.02 2.13 7.67 -9.34

注：1）***は1%，**は5%，*は10%の有意水準を示す。

      2）下段はZ値を示す。
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表３－６ 第２段階の LA/AIDS モデルの推計結果（2010 年） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2010 キャベツ レタス サラダ トマト キュウリ

定数項 0.347 *** 0.240 *** 0.226 *** 0.234 *** -0.047

7.63 6.19 2.88 5.07 -0.54

支出 0.023 *** -0.016 *** -0.165 *** 0.111 *** 0.047 ***

8.50 -4.61 -24.46 28.90 8.69

キャベツ価格 0.040 *** 0.054 *** -0.084 *** -0.025 ** 0.015

2.95 6.77 -7.08 -2.29 1.27

レタス価格 0.054 *** 0.006 -0.038 *** -0.035 *** 0.013

6.77 0.63 -3.73 -3.24 1.17

サラダ価格 -0.084 *** -0.038 *** 0.139 *** 0.048 *** -0.064 ***

-7.08 -3.73 5.89 3.01 -3.35

トマト価格 -0.025 ** -0.035 *** 0.048 *** -0.014 0.026 *

-2.29 -3.24 3.01 -0.76 1.75

キュウリ価格 0.015 0.013 -0.064 *** 0.026 * 0.011

1.27 1.17 -3.35 1.75 0.53

年齢 -0.0015 *** -0.0011 *** -0.0002 0.0006 ** 0.0022 ***

-6.64 -6.32 -0.51 2.42 7.71

所得 -0.000064 *** 0.000000 0.000021 ** 0.000017 ** 0.000027 **

-9.29 -0.05 2.31 2.06 2.29

世帯員数 0.021 *** 0.006 ** -0.046 *** -0.008 *** 0.027 ***

5.17 2.12 -11.97 -3.13 6.13

子供の有無 -0.016 ** -0.015 ** -0.035 *** 0.061 *** 0.005

-2.15 -2.36 -3.04 7.55 0.49

女性世帯 -0.010 ** -0.004 -0.008 0.018 *** 0.005

-2.12 -1.06 -1.13 3.34 0.80

妻の就業有無 -0.002 -0.002 0.010 -0.024 *** 0.019 **

-0.46 -0.44 1.26 -4.65 2.20

政令指定都市 -0.010 * -0.009 ** 0.022 *** -0.003 0.001

-1.85 -2.25 3.22 -0.69 0.10

4・5・6月 -0.062 *** -0.023 *** -0.018 * 0.021 * 0.082 ***

-7.70 -3.29 -1.93 1.92 6.67

7・8・9月 -0.057 *** 0.016 ** -0.025 *** 0.008 0.058 ***

-7.85 2.49 -2.72 0.99 5.56

10・11・12月 0.000 0.012 ** -0.002 -0.011 0.001

0.07 1.97 -0.26 -1.45 0.11

PDF 0.389 *** 0.201 *** 0.001 0.244 *** -0.835 ***

7.55 6.15 0.02 6.24 -9.96

注：1）***は1%，**は5%，*は10%の有意水準を示す。

      2）下段はZ値を示す。
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表３－７ 価格弾力性，属性弾力性の推計結果（2000 年） 

 

 

 

 

  

2000 キャベツ消費 レタス消費 サラダ消費 トマト消費 キュウリ消費

キャベツ価格 -0.907 *** 0.148 *** -0.028 -0.093 *** -0.043

-19.48 4.14 -0.94 -3.84 -1.26

レタス価格 0.123 *** -0.950 *** -0.012 -0.175 *** 0.104 ***

3.63 -19.22 -0.41 -7.33 2.97

サラダ価格 -0.170 *** -0.111 ** -0.804 *** -0.009 -0.024

-3.76 -2.44 -12.64 -0.27 -0.41

トマト価格 -0.104 ** -0.242 *** 0.175 *** -0.938 *** -0.078 *

-2.36 -5.36 4.54 -21.94 -1.67

キュウリ価格 0.012 0.226 *** 0.131 *** -0.038 -1.275 ***

0.27 4.74 2.67 -1.13 -18.82

年齢 -0.007 *** -0.006 *** 0.001 0.002 *** 0.006 ***

-7.66 -8.46 0.67 4.03 5.34

所得 -0.00021 *** 0.00002 0.00005 * 0.00006 *** 0.00002

-8.35 0.90 1.80 3.28 0.48

世帯員数 0.061 *** -0.013 -0.122 *** 0.001 0.104 ***

4.77 -1.23 -11.68 0.08 8.44

子供の有無 -0.059 ** -0.018 -0.077 ** 0.056 *** 0.070 **

-2.04 -0.71 -2.28 3.13 2.15

女性世帯 -0.045 ** -0.007 -0.045 ** 0.041 *** 0.034

-2.33 -0.44 -2.17 3.31 1.63

政令指定都市 -0.030 -0.055 *** 0.079 *** 0.009 -0.040

-1.32 -3.19 3.12 0.54 -1.27

妻の就業 -0.024 0.013 0.064 ** -0.052 *** 0.007

-1.20 0.86 2.07 -4.20 0.21

注：1）***は1%，**は5%，*は10%の有意水準を示す。

      2）下段はZ値を示す。
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表３－８ 価格弾力性，属性弾力性の推計結果（2010 年） 

 

 

 

 

 

 

 

2010 キャベツ消費 レタス消費 サラダ消費 トマト消費 キュウリ消費

キャベツ価格 -0.868 *** 0.260 *** -0.139 *** -0.112 *** -0.031

-17.05 7.13 -4.21 -4.39 -0.71

レタス価格 0.190 *** -0.960 *** -0.043 -0.119 *** -0.011

6.39 -20.69 -1.50 -4.69 -0.27

サラダ価格 -0.328 *** -0.162 *** -0.543 *** 0.073 * -0.306 ***

-7.35 -3.47 -8.17 1.94 -4.21

トマト価格 -0.118 *** -0.135 *** 0.272 *** -1.113 *** -0.030

-2.92 -2.77 6.13 -25.48 -0.54

キュウリ価格 0.039 0.072 -0.088 0.008 -0.993 ***

0.88 1.47 -1.65 0.24 -12.27

年齢 -0.006 *** -0.005 *** 0.000 0.001 ** 0.008 ***

-6.64 -6.32 -0.51 2.42 7.71

所得 -0.00024 *** 0.00000 0.00006 ** 0.00004 ** 0.00010 **

-9.29 -0.05 2.31 2.06 2.29

世帯員数 0.077 *** 0.029 ** -0.129 *** -0.019 *** 0.103 ***

5.17 2.12 -11.97 -3.13 6.13

子供の有無 -0.061 ** -0.066 ** -0.097 *** 0.144 *** 0.018

-2.15 -2.36 -3.04 7.55 0.49

女性世帯 -0.039 ** -0.020 -0.022 0.042 *** 0.019

-2.12 -1.06 -1.13 3.34 0.80

政令指定都市 -0.038 * -0.040 ** 0.060 *** -0.008 0.003

-1.85 -2.25 3.22 -0.69 0.10

妻の就業 -0.009 -0.008 0.027 -0.057 *** 0.070 **

-0.46 -0.44 1.26 -4.65 2.20

注：1）***は1%，**は5%，*は10%の有意水準を示す。

      2）下段はZ値を示す。
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１）価格弾力性 

2000 年の推計結果では，各品目の自己価格弾力性はすべて１％水準で有意なマイ

ナスの値をとり，理論的符号条件を満たしている。キャベツとレタスの交差価格弾

力性は互いにプラスの値となり，キャベツとトマト，レタスとトマトは互いにマイ

ナスの値となった。また，キャベツ消費，レタス消費はサラダ価格に対してマイナ

ス，サラダ消費はトマト価格に対してプラスの値をとった。2010 年では 2000 年の

結果に加え，サラダとキャベツが互いに有意なマイナスの値となり，サラダとトマ

トの交差価格弾力性は互いに有意なプラスの値となった。 

これらの結果から，キャベツとレタスはそれぞれの価格に応じて，代替的に消費

されていること，トマトはキャベツやレタスと補完的な関係にあり，共に消費され

ていることが確認できる。また，調理食品であるサラダは，各生鮮野菜の品目の価

格の影響を受けて消費量が変化しており，中でもトマトとは代替の関係にあるいる

ことが明らかとなった。 

 

２）世帯属性の弾力性 

 各世帯属性の弾力性について 2000 年の推計結果を確認する。キャベツ消費にお

いては「年齢」，「所得」「子供の有無」「女性世帯」が有意なマイナスの値，「世帯

員数」が有意なプラス値となった。レタス消費においては「年齢」「政令指定都市」

がマイナスの値となり，トマト消費は「年齢」，「所得」，「子供の有無」，「女性世帯」

がプラスの値となり，「妻の就業有無」がマイナスの値となった。また，サラダ消

費においては，「所得」，「政令指定都市」，「妻の就業有無」の項目で有意なプラス

の値となり，「世帯員数」「女性世帯」「子供の有無」などの項目では有意なマイナ

スの値となった。 

このことは，それぞれの生鮮野菜ごとに，消費に影響を与える属性が異なること

を意味する。以下にそれぞれの品目について世帯属性との関係を整理する 

キャベツの消費においては，世帯年齢や所得が低く，女性や子供が少なく，世帯

員数が多い世帯ほど消費割合を増加させている。 

レタスの消費では，世帯年齢が低く，都市部に住まない世帯ほど消費割合を高め

ており，トマト消費においては世帯年齢や所得，女性や子供が多い世帯ほど購入割

合を増加させている。 

また，サラダ消費においては，年齢以外のすべての属性がその消費額に影響を与

えている。 

2010 年の結果になると，2000 年の結果に加えてキャベツの「政令指定都市」，レ

タスの「世帯員数」「子供の有無」，トマトの「世帯員数」などの影響も有意な値と
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なっており，世帯の社会的属性が野菜消費に与える影響が強くなってきたことがう

かがえる。 

特にキャベツ，サラダ，トマトは有意に影響を与える世帯属性の数が多く，今回

使用したような世帯属性の影響を受けやすい品目であるといえる。 

 

３．弾力性の推移 

 

続いて，サラダ消費について，2000 年から 2010 年までの価格及び属性の弾力性

の推移を表３－９に示す。期間中キャベツの交差価格弾力性はマイナスの値をとり，

一貫して補完関係にある。このことは，食卓でサラダ商品とキャベツが共に用いら

れている可能性を示す。また，レタスの交差価格弾力性の推計結果は補完関係を示

す年もあるものの不安定である。一方でトマトの価格弾力性は一貫して代替関係に

あり，トマト価格の上昇時に代替品としてサラダが選択されていることが明らかと

なった。さらに，サラダの自己価格弾力性の絶対値は小さくなってきており，計測

期間の 11 年間で消費者のサラダ価格に対する反応が小さくなってきたことが確認

できる。 

世帯属性の弾力性については「所得」，「政令指定都市」，「妻の就業有無」などで

プラスの値となっており，都市部に住み，妻が働きに出ている世帯ほど利用してい

るという消費実態が定量的に示された。一方，「世帯員数」，「子供の有無」などの

属性ではマイナスの値となり，世帯員数が多いほど，また，子供がいる世帯ほどサ

ラダを利用していないことも明らかとなった。さらに，「妻の就業」については 2005

年以降影響が確認できなくなったが，「政令指定都市」，「子供の有無」については，

2000 年から 2010 年の間でパラメータの絶対値が大きくなってきており，これらの

世帯属性の影響が強くなってきていることも確認できる。 

 

第５節 小括 

 

本章では，LA/AIDS モデルを適用してサラダに用いられる生鮮野菜及びサラダの

消費構造について分析を行った。分析の結果，カット野菜を含むサラダとサラダ用

生鮮野菜の消費構造に関して以下の点を明らかにした。 

第 1 に，サラダ用の野菜品目について，それぞれの価格や世帯属性が消費に与え

る影響を定量的に評価することができた。これまで，野菜消費の規定要因として，

所得が重要な要因であるとされてきたが，１段階目のプロビットモデルの推計結果

より，すべての品目において所得のパラメータは正の値となり既存研究の結果と整 
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表３－９ サラダの価格弾力性，属性弾力性の推計結果の推移 

 

 

サラダ消費 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

-0.028 -0.145 *** -0.018 -0.027 -0.073 ** -0.048 * -0.020 -0.110 *** -0.074 ** -0.145 *** -0.139 ***

-0.94 -4.97 -0.50 -0.95 -2.31 -1.78 -0.64 -3.17 -2.08 -4.24 -4.21

-0.012 -0.041 -0.080 *** -0.035 0.000 0.010 -0.020 0.001 -0.004 0.008 -0.043

-0.41 -1.52 -2.60 -1.34 -0.02 0.40 -0.71 0.03 -0.12 0.25 -1.50

-0.804 *** -0.727 *** -0.714 *** -0.774 *** -0.574 *** -0.712 *** -0.818 *** -0.745 *** -0.607 *** -0.595 *** -0.543 ***

-12.64 -12.15 -11.09 -12.64 -9.83 -13.14 -13.08 -11.28 -8.44 -8.57 -8.17

0.175 *** 0.199 *** 0.135 *** 0.199 *** 0.122 *** 0.234 *** 0.247 *** 0.249 *** 0.197 *** 0.328 *** 0.272 ***

4.54 5.29 3.62 4.98 3.25 6.48 5.98 6.04 4.08 6.89 6.13

0.131 *** 0.176 *** 0.123 *** 0.089 * -0.062 -0.015 0.070 0.073 * -0.048 -0.117 ** -0.088

2.67 3.87 2.94 1.91 -1.51 -0.38 1.48 1.66 -0.97 -2.13 -1.65

0.001 0.001 0.000 0.001 0.000 0.000 0.000 -0.001 -0.001 0.000 0.000

0.67 0.90 -0.34 0.71 -0.46 0.62 -0.12 -0.66 -1.63 -0.32 -0.51

0.00005 * 0.00005 * 0.00004 * 0.00008 *** 0.00009 *** 0.00008 *** 0.00007 *** 0.00004 ** 0.00004 0.00006 *** 0.00006 **

1.80 1.69 1.96 2.86 3.22 2.95 2.60 2.02 1.44 2.94 2.31

-0.122 *** -0.117 *** -0.115 *** -0.112 *** -0.116 *** -0.135 *** -0.117 *** -0.118 *** -0.128 *** -0.126 *** -0.129 ***

-11.68 -10.40 -10.87 -9.89 -9.90 -13.99 -10.63 -11.66 -12.67 -12.40 -11.97

-0.077 ** -0.073 ** -0.095 *** -0.075 ** -0.079 ** -0.049 -0.099 *** -0.095 *** -0.138 *** -0.097 *** -0.097 ***

-2.28 -2.25 -2.98 -2.32 -2.37 -1.59 -3.07 -3.07 -4.36 -3.03 -3.04

-0.045 ** -0.005 -0.020 -0.007 -0.044 ** -0.015 -0.034 * -0.031 -0.016 -0.018 -0.022

-2.17 -0.23 -1.01 -0.35 -2.02 -0.78 -1.75 -1.64 -0.82 -0.93 -1.13

0.079 *** 0.055 ** 0.052 *** 0.069 *** 0.083 *** 0.077 *** 0.062 *** 0.079 *** 0.079 *** 0.078 *** 0.060 ***

3.12 2.45 2.62 3.35 3.92 4.46 3.13 3.96 3.59 4.06 3.22

0.064 ** 0.068 ** 0.025 0.061 ** 0.088 *** 0.030 0.024 0.018 0.012 0.031 0.027

2.07 2.52 0.92 2.44 3.62 1.46 0.96 0.88 0.46 1.36 1.26

注：1）***は1%，**は5%，*は10%の有意水準を示す。

      2）下段網掛けはZ値を示す。

トマト価格

キュウリ価格

年齢

所得

世帯員数

子供の有無

女性世帯

政令指定都市

妻の就業有無

キャベツ価格

レタス価格

サラダ価格
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合的であった。そのうえで，ゼロ消費を考慮した需要体系分析の結果，所得の弾力性は，レ

タス，トマト，サラダでプラスの値，キャベツではマイナスの値となり，支出割合について

は品目によって所得の要因の与える影響が異なることも明らかとなった。その他，政令指定

都市，世帯年齢や所得，子供の有無，女性の割合，等の世帯属性がこれらの生鮮野菜および

サラダの消費額に影響を与える属性であることを明らかにした。 

第２に，調理食品であるサラダは，生鮮野菜の品目の価格と相互に影響しあって消費量が

変化していることが明らかとなった。今回使用した品目のなかでは，サラダとトマト価格に

は代替の関係が認められ，トマト価格が上昇した際は，サラダを代替品として選択している

ことが示された。一方でこの代替関係はすべてのサラダ用野菜に認められるものではなく，

キャベツとは補完的に消費されていることも明らかとなった。このことは，家計における野

菜消費の中で，サラダが単体で利用されるのではなく，キャベツ等と組み合わせて利用され

ている可能性を示している。しかし，今回使用した家計調査データのサラダの内容が，カッ

ト野菜だけでなく，ポテトサラダ等の惣菜的要素を持つ商品も含んでいることの影響も考え

られる。この点については，より詳細なデータと，家庭内のサラダ消費方法のより詳細な分

析が必要となる。 

第３に，世帯属性とサラダ消費の関係性について，経済理論に基づく需要体系分析によっ

て明らかにした。サラダの消費においては，妻が就業しており，都市部に居住しているほど，

また，世帯員数及び子供が少ない世帯ほど，サラダの消費シェアが高くなる。こうした結果

に加え，この 11年間でサラダの自己価格弾力性が小さくなり，つまり，サラダ価格の消費額

への影響は小さくなり，サラダが家計の消費に浸透してきている点も重要である。今後，少

子化や世帯員数の減少が進む日本の野菜消費においてサラダはますます重要な品目となって

いくと言えよう。 

 

 

 

註１）「家計調査」は，2人以上の非農林漁家世帯を対象に，購入した物について価格，数量，支

出額が調査されている。調査対象として全国から約 8,000世帯を選定し，6ヵ月間継続して

調査を行い，6ヵ月後には他の世帯と交替する。その際，調査結果に階層が生じないように，

毎月６分の１ずつ順次調査世帯を更新しながら，年間で延べ約 96,000世帯（8,000世帯×12

ヵ月）のデータが得られる。「家計調査」は，2000 年調査から農林漁業を営む世帯を，2002

年調査からは単身世帯を対象に加えて実施している。 

 

註２）カット野菜の小売販売状況調査の詳細については第４章に示す。 

 

註３）ここで定義している弾力性は，非補償価格弾力性またはマーシャルの価格弾力性である。 

 

註４）④自営業世帯の減少については，その中心的な世帯として農林漁業世帯の減少が想定され

る。しかし，生鮮食品の消費において農林漁業世帯は特異な消費動向を示すと考えられるた

め本章の分析対象からは除外している。このため自営業の項目については取り扱わない。 
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【付表】 

付表３－１ 1 段階目プロビット推計に用いた属性の相関（2000 年） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

.

2000年 世帯年齢 世帯員数 所得
政令指定
都市在住

子供の数 女子率 妻が就業 末子職業
　幼稚園 　小学校 　中学 　高校 　短大・大学

February March April May June July August September October November December

世帯年齢 1.000

世帯員数 -0.575 * 1.000

所得 -0.110 * 0.241 * 1.000

政令指定都市 0.011 * -0.034 * 0.020 * 1.000

子供の数 -0.721 * 0.730 * 0.049 * -0.038 * 1.000

女子率 0.038 * -0.040 * -0.034 * 0.005 -0.048 * 1.000

妻が就業 -0.140 * 0.178 * 0.225 * -0.059 * 0.076 * -0.052 * 1.000

末子職業

幼稚園 -0.405 * 0.318 * -0.018 * -0.014 * 0.474 * -0.034 * -0.023 * 1.000

小学校 -0.359 * 0.378 * 0.039 * -0.016 * 0.535 * -0.011 * 0.072 * -0.132 * 1.000

中学 -0.150 * 0.196 * 0.075 * -0.006 0.234 * -0.001 0.087 * -0.082 * -0.098 * 1.000

高校 -0.100 * 0.128 * 0.084 * -0.011 * 0.066 * 0.018 * 0.088 * -0.082 * -0.097 * -0.061 * 1.000

短大・大学 -0.032 * 0.078 * 0.105 * 0.062 * -0.116 * -0.008 * 0.034 * -0.054 * -0.064 * -0.040 * -0.040 * 1.000

February -0.008 0.007 0.008 -0.001 0.005 -0.001 0.001 0.0096* 0.000 0.003 -0.002 -0.002 1.000

March -0.004 0.004 0.004 -0.002 0.003 -0.001 0.002 0.008 -0.001 0.004 -0.002 -0.001 -0.090 * 1.000

April -0.003 0.003 0.004 0.000 0.005 0.001 0.003 -0.003 0.005 0.000 0.003 0.002 -0.091 * -0.091 * 1.000

may 0.001 0.000 0.004 -0.002 0.002 0.001 0.002 -0.004 0.003 0.001 0.001 0.005 -0.091 * -0.092 * -0.092 * 1

June 0.003 -0.005 -0.001 0.000 -0.003 0.004 0.000 -0.004 -0.001 0.000 -0.001 0.003 -0.091 * -0.091 * -0.092 * -0.092 * 1.000

July 0.003 -0.003 -0.003 0.001 -0.002 0.004 -0.001 -0.006 0.000 0.003 0.000 0.002 -0.090 * -0.091 * -0.091 * -0.091 * -0.091 * 1.000

August 0.005 -0.005 -0.004 0.000 -0.005 0.002 -0.002 -0.006 -0.003 0.000 0.001 0.000 -0.090 * -0.091 * -0.091 * -0.092 * -0.091 * -0.091 * 1.000

September 0.003 -0.002 -0.006 0.001 -0.001 0.000 -0.003 -0.002 -0.001 -0.002 0.000 -0.001 -0.091 * -0.091 * -0.092 * -0.092 * -0.092 * -0.091 * -0.091 * 1.000

October 0.007 -0.004 -0.005 0.000 -0.006 -0.002 -0.003 -0.005 -0.002 -0.002 0.001 0.001 -0.090 * -0.091 * -0.091 * -0.092 * -0.091 * -0.091 * -0.091 * -0.091 * 1.000

November 0.003 -0.001 -0.006 0.001 -0.003 -0.003 0.001 -0.001 0.000 -0.003 -0.001 -0.004 -0.089 * -0.090 * -0.090 * -0.091 * -0.090 * -0.090 * -0.090 * -0.090 * -0.090 * 1.000

December 0.004 0.000 -0.007 0.001 -0.002 -0.001 0.000 0.001 0.000 -0.003 -0.001 -0.004 -0.089 * -0.090 * -0.090 * -0.090 * -0.090 * -0.089 * -0.089 * -0.090 * -0.089 * -0.089 * 1.000

註）*は1％水準で有意
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付表３－２ 1 段階目プロビット推計に用いた属性の相関（2010 年） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2010年 世帯年齢 世帯員数 所得
政令指定
都市在住

子供の数 女子率 妻が就業
末子職業
　幼稚園 　小学校 　中学 　高校 　短大・大学

February March April May June July August SeptemberOctober November December

世帯年齢 1.000

世帯員数 -0.637 * 1.000

所得 -0.176 * 0.227 * 1.000

政令指定都市 0.004 -0.007 0.048 * 1.000

子供の数 -0.758 * 0.729 * 0.095 * -0.025 * 1.000

女子率 0.028 * -0.039 * -0.034 * 0.000 -0.043 * 1.000

妻が就業 -0.224 * 0.204 * 0.251 * -0.039 * 0.134 * -0.055 * 1.000

末子職業

幼稚園 -0.420 * 0.335 * 0.013 * -0.009 * 0.485 * -0.037 * 0.034 * 1.000

小学校 -0.409 * 0.383 * 0.057 * -0.015 * 0.549 * -0.011 * 0.094 * -0.123 * 1.000

中学 -0.178 * 0.192 * 0.081 * -0.018 * 0.238 * 0.004 0.097 * -0.072 * -0.089 * 1.000

高校 -0.126 * 0.152 * 0.095 * -0.011 * 0.084 * 0.012 * 0.091 * -0.072 * -0.088 * -0.052 * 1.000

短大・大学 -0.055 * 0.094 * 0.096 * 0.053 * -0.107 * 0.005 0.045 * -0.052 * -0.064 * -0.037 * -0.037 * 1.000

February -0.007 0.005 0.005 0.001 0.006 -0.001 0.004 0.007 0.002 0.003 0.001 -0.002 1.000

March -0.005 0.005 0.004 0.001 0.003 -0.003 0.004 0.0103* -0.004 -0.001 0.000 -0.002 -0.091 * 1.000

April -0.002 0.001 0.003 0.000 0.001 0.003 0.001 -0.002 -0.003 -0.001 0.005 0.002 -0.091 * -0.091 * 1.000

may 0.002 0.000 -0.001 -0.001 -0.003 0.002 0.000 -0.002 -0.003 -0.003 0.001 0.005 -0.091 * -0.092 * -0.092 * 1.000

June 0.004 -0.003 0.001 -0.002 -0.004 -0.002 0.002 -0.004 0.000 -0.003 -0.002 0.003 -0.091 * -0.092 * -0.092 * -0.092 * 1.000

July 0.001 -0.001 0.001 0.000 -0.002 -0.002 -0.002 -0.004 0.000 0.000 -0.002 0.000 -0.091 * -0.091 * -0.091 * -0.092 * -0.092 * 1.000

August 0.004 -0.003 0.000 -0.001 -0.002 0.001 -0.001 -0.004 0.002 0.000 -0.002 -0.003 -0.091 * -0.091 * -0.091 * -0.092 * -0.092 * -0.091 * 1.000

September 0.002 -0.002 -0.003 0.000 -0.001 0.001 -0.003 -0.005 0.003 0.002 -0.004 -0.002 -0.091 * -0.092 * -0.092 * -0.092 * -0.092 * -0.091 * -0.091 * 1.000

October 0.002 -0.001 -0.005 0.000 0.000 0.002 -0.002 -0.002 0.003 0.001 -0.003 0.000 -0.091 * -0.091 * -0.091 * -0.092 * -0.092 * -0.091 * -0.091 * -0.092 * 1.000

November 0.000 -0.003 -0.006 0.001 -0.001 0.000 -0.003 -0.003 0.001 0.000 0.001 0.001 -0.090 * -0.091 * -0.090 * -0.091 * -0.091 * -0.090 * -0.090 * -0.091 * -0.090 * 1.000

December 0.001 -0.003 -0.007 -0.001 -0.001 0.000 -0.004 -0.002 0.000 0.001 0.000 -0.001 -0.090 * -0.091 * -0.091 * -0.092 * -0.092 * -0.091 * -0.091 * -0.091 * -0.091 * -0.090 * 1.000

註）*は1％水準で有意



 

54 

 

 

 

 

付表３－３ ２段階目 AL／AIDS 推計に用いた属性の相関（2000 年） 

 

 

 

 

 

  

2000年 世帯年齢 世帯年収 世帯員数 子供の有無 女性世帯 政令指定都市 4・5・6月 7・8・9月 10・11・12月 妻の就業有無

世帯年齢 1.0000

所得 -0.1100* 1.0000

世帯員数 -0.5752* 0.2406* 1.0000

子供の有無 -0.7673* 0.0507* 0.6307* 1.0000

女性世帯 -0.1895* 0.0636* 0.2441* 0.1769* 1.0000

政令指定都市 0.0107* 0.0202* -0.0345* -0.0312* -0.0082 1.0000

4・5・6月 0.0007 0.0044 -0.0020 0.0022 0.0010 -0.0012 1.0000

7・8・9月 0.0071 -0.0079 -0.0066 -0.0063 0.0018 0.0009 -0.3378* 1.0000

10・11・12月 0.0085 -0.0116* -0.0036 -0.0095* -0.0014 0.0015 -0.3343* -0.3314* 1.0000

妻の就業有無 -0.1404* 0.2249* 0.1775* 0.0722* 0.0211* -0.0591* 0.0033 -0.0042 -0.0013 1.0000

註）*は1％水準で有意
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付表３－４ ２段階目 AL／AIDS 推計に用いた属性の相関（2010 年） 

 

 

 

 

 

 

 

  

2010年 世帯年齢 世帯年収 世帯員数 子供の有無 女性世帯 政令指定都市 4・5・6月 7・8・9月 10・11・12月 妻の就業有無

世帯年齢 1.0000

所得 -0.1756* 1.0000

世帯員数 -0.6368* 0.2269* 1.0000

子供の有無 -0.7995* 0.1051* 0.6426* 1.0000

女性世帯 -0.2197* 0.0668* 0.2679* 0.1907* 1.0000

政令指定都市 0.0035 0.0475* -0.0065 -0.0215* 0.0066 1.0000

4・5・6月 0.0028 0.0019 -0.0014 -0.0024 0.0012 -0.0019 1.0000

7・8・9月 0.0047 -0.0019 -0.0044 -0.0016 -0.0029 -0.0005 -0.3365* 1.0000

10・11・12月 0.0023 -0.0116* -0.0047 -0.0010 -0.0004 0.0006 -0.3348* -0.3331* 1.0000

妻の就業有無 -0.2242* 0.2506* 0.2035* 0.1465* 0.0294* -0.0391* 0.0017 -0.0043 -0.0055 1.0000

註）*は1％水準で有意
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付表３－５ キャベツの価格弾力性，属性弾力性の推計結果の推移 

 

キャベツ消費 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

-0.907 *** -0.878 *** -1.123 *** -0.771 *** -0.990 *** -0.779 *** -0.778 *** -0.927 *** -0.955 *** -0.719 *** -0.868 ***

-19.48 -18.14 -20.89 -17.69 -20.44 -16.06 -17.18 -16.70 -19.37 -13.00 -17.05

0.123 *** 0.147 *** 0.138 *** 0.074 *** 0.076 ** 0.033 0.048 0.097 ** 0.052 0.085 ** 0.190 ***

3.63 4.57 4.15 2.78 2.27 0.99 1.42 2.48 1.56 2.45 6.39

-0.170 *** -0.338 *** -0.152 *** -0.171 *** -0.224 *** -0.208 *** -0.162 *** -0.303 *** -0.252 *** -0.352 *** -0.328 ***

-3.76 -8.05 -2.85 -4.18 -5.01 -5.27 -3.77 -5.88 -4.85 -7.25 -7.35

-0.104 ** -0.080 * 0.006 -0.278 *** -0.031 -0.208 *** -0.152 *** -0.118 ** -0.090 ** -0.191 *** -0.118 ***

-2.36 -1.83 0.15 -7.20 -0.71 -4.52 -3.56 -2.46 -2.04 -3.59 -2.92

0.012 0.087 ** 0.075 * 0.072 0.091 ** 0.093 ** -0.023 0.176 *** 0.173 *** 0.110 ** 0.039

0.27 2.05 1.81 1.62 2.24 2.38 -0.56 3.81 3.84 2.24 0.88

-0.007 *** -0.006 *** -0.007 *** -0.006 *** -0.007 *** -0.006 *** -0.005 *** -0.007 *** -0.006 *** -0.006 *** -0.006 ***

-7.66 -6.70 -7.58 -7.91 -8.53 -7.19 -6.04 -7.62 -6.87 -7.01 -6.64

-0.00021 *** -0.00020 *** -0.00018 *** -0.00021 *** -0.00026 *** -0.00026 *** -0.00020 *** -0.00017 *** -0.00022 *** -0.00023 *** -0.00024 ***

-8.35 -7.86 -6.20 -8.50 -10.03 -8.77 -6.51 -6.54 -8.02 -9.17 -9.29

0.061 *** 0.051 *** 0.068 *** 0.046 *** 0.054 *** 0.077 *** 0.068 *** 0.074 *** 0.063 *** 0.069 *** 0.077 ***

4.77 4.45 4.59 3.67 4.47 5.56 4.57 4.92 4.57 5.10 5.17

-0.059 ** -0.055 * -0.058 * -0.044 -0.062 ** -0.101 *** -0.041 -0.091 *** -0.045 -0.064 ** -0.061 **

-2.04 -1.93 -1.89 -1.52 -2.26 -3.43 -1.37 -3.01 -1.50 -2.19 -2.15

-0.045 ** -0.052 *** -0.063 *** -0.018 -0.036 * -0.003 -0.031 * -0.042 ** -0.041 ** -0.059 *** -0.039 **

-2.33 -2.73 -3.06 -1.01 -1.89 -0.18 -1.69 -1.97 -2.10 -3.26 -2.12

-0.030 -0.034 -0.030 -0.075 *** -0.077 *** -0.037 -0.016 -0.080 *** -0.051 ** -0.040 * -0.038 *

-1.32 -1.53 -1.19 -3.63 -3.76 -1.65 -0.66 -3.28 -2.45 -1.85 -1.85

-0.024 0.009 0.001 0.011 0.007 -0.019 -0.020 -0.035 * 0.006 0.002 -0.009

-1.20 0.49 0.06 0.60 0.39 -1.00 -1.02 -1.70 0.29 0.12 -0.46

注：1）***は1%，**は5%，*は10%の有意水準を示す。

      2）下段網掛けはZ値を示す。

所得

世帯員数

子供の有無

政令指定都市

妻の就業有無

女性世帯

キャベツ価格

レタス価格

トマト価格

キュウリ価格

年齢

サラダ価格
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付表３－６ レタスの価格弾力性，属性弾力性の推計結果の推移 

 

 

  

レタス消費 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

0.148 *** 0.187 *** 0.172 *** 0.108 *** 0.116 *** 0.066 * 0.083 ** 0.128 *** 0.086 ** 0.128 *** 0.260 ***

4.14 5.24 4.75 3.58 3.02 1.70 2.05 2.96 2.21 3.02 7.13

-0.950 *** -1.012 *** -0.812 *** -0.987 *** -0.939 *** -0.899 *** -0.999 *** -0.928 *** -0.936 *** -0.907 *** -0.960 ***

-19.22 -22.76 -19.60 -23.23 -18.37 -17.24 -19.20 -19.94 -20.42 -17.72 -20.69

-0.111 ** -0.156 *** -0.220 *** -0.150 *** -0.080 * -0.083 * -0.129 *** -0.098 ** -0.105 * -0.090 * -0.162 ***

-2.44 -3.65 -4.39 -3.50 -1.73 -1.91 -2.72 -1.97 -1.92 -1.72 -3.47

-0.242 *** -0.073 * -0.059 -0.058 -0.002 -0.161 *** 0.003 -0.166 *** -0.141 *** -0.120 ** -0.135 ***

-5.36 -1.68 -1.62 -1.44 -0.04 -3.24 0.06 -3.80 -2.93 -2.29 -2.77

0.226 *** 0.133 *** 0.007 0.159 *** -0.004 0.163 *** 0.117 ** 0.118 *** 0.167 *** 0.056 0.072

4.74 3.00 0.17 3.45 -0.10 3.66 2.52 2.69 3.73 1.04 1.47

-0.006 *** -0.007 *** -0.007 *** -0.007 *** -0.006 *** -0.007 *** -0.007 *** -0.006 *** -0.006 *** -0.006 *** -0.005 ***

-8.46 -9.55 -8.92 -8.70 -7.72 -8.74 -8.52 -7.70 -7.92 -6.92 -6.32

0.00002 -0.00002 -0.00002 -0.00002 -0.00003 -0.00001 0.00001 0.00002 -0.00002 0.00000 0.00000

0.90 -1.11 -0.99 -0.88 -1.17 -0.24 0.25 0.76 -0.77 0.12 -0.05

-0.013 -0.007 -0.006 -0.011 -0.011 0.021 0.023 * 0.007 -0.004 0.025 * 0.029 **

-1.23 -0.75 -0.55 -1.06 -0.97 1.56 1.83 0.52 -0.28 1.87 2.12

-0.018 -0.065 ** -0.062 ** -0.044 * -0.029 -0.060 ** -0.045 -0.026 -0.066 ** -0.060 ** -0.066 **

-0.71 -2.57 -2.39 -1.70 -1.14 -2.12 -1.61 -0.96 -2.48 -2.07 -2.36

-0.007 -0.011 -0.025 -0.031 * -0.027 -0.034 * 0.003 -0.026 -0.039 ** -0.035 * -0.020

-0.44 -0.68 -1.52 -1.82 -1.62 -1.86 0.18 -1.45 -2.31 -1.95 -1.06

-0.055 *** -0.068 *** -0.061 *** -0.026 -0.048 *** -0.088 *** -0.031 -0.055 *** -0.061 *** -0.055 *** -0.040 **

-3.19 -4.23 -3.53 -1.46 -2.84 -4.97 -1.60 -2.87 -3.65 -3.06 -2.25

0.013 0.025 0.017 0.034 ** 0.019 0.025 0.030 * 0.037 ** 0.004 0.016 -0.008

0.86 1.60 1.08 2.11 1.25 1.45 1.66 2.18 0.22 0.90 -0.44

注：1）***は1%，**は5%，*は10%の有意水準を示す。

      2）下段網掛けはZ値を示す。

妻の就業有無

年齢

所得

世帯員数

子供の有無

女性世帯

政令指定都市

キャベツ価格

レタス価格

サラダ価格

トマト価格

キュウリ価格
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付表３－７ トマトの価格弾力性，属性弾力性の推計結果の推移 

 

 

  

トマト消費 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

-0.093 *** -0.083 *** -0.036 -0.199 *** -0.054 ** -0.161 *** -0.132 *** -0.102 *** -0.092 *** -0.156 *** -0.112 ***

-3.84 -3.30 -1.63 -8.71 -2.06 -5.88 -5.15 -3.70 -3.47 -4.88 -4.39

-0.175 *** -0.088 *** -0.084 *** -0.079 *** -0.053 ** -0.135 *** -0.049 ** -0.131 *** -0.120 *** -0.107 *** -0.119 ***

-7.33 -3.87 -4.49 -3.74 -2.14 -5.34 -2.13 -5.82 -4.86 -4.12 -4.69

-0.009 0.009 -0.043 0.013 -0.041 0.035 0.047 0.048 0.008 0.113 *** 0.073 *

-0.27 0.30 -1.37 0.38 -1.30 1.15 1.36 1.37 0.20 2.81 1.94

-0.938 *** -1.077 *** -1.115 *** -0.982 *** -1.036 *** -0.953 *** -1.063 *** -1.087 *** -1.042 *** -1.116 *** -1.113 ***

-21.94 -25.97 -32.64 -25.47 -23.21 -21.46 -26.01 -26.66 -19.91 -20.79 -25.48

-0.038 -0.029 -0.003 -0.019 -0.081 *** -0.056 ** -0.081 *** 0.011 -0.018 -0.002 0.008

-1.13 -0.93 -0.13 -0.59 -2.69 -1.99 -2.86 0.39 -0.52 -0.06 0.24

0.002 *** 0.002 *** 0.002 *** 0.002 *** 0.002 *** 0.002 *** 0.001 0.002 *** 0.002 *** 0.000 0.001 **

4.03 3.98 4.08 3.03 2.93 3.10 1.54 2.73 2.60 0.27 2.42

0.00006 *** 0.00009 *** 0.00007 *** 0.00006 *** 0.00006 *** 0.00008 *** 0.00001 0.00004 ** 0.00005 ** 0.00003 0.00004 **

3.28 4.30 4.09 2.60 2.76 3.90 0.74 2.51 2.47 1.65 2.06

0.001 0.006 0.005 0.001 -0.001 0.002 -0.007 -0.013 ** 0.003 -0.016 ** -0.019 ***

0.08 0.88 0.72 0.18 -0.21 0.33 -1.11 -2.04 0.49 -2.52 -3.13

0.056 *** 0.078 *** 0.075 *** 0.072 *** 0.089 *** 0.089 *** 0.107 *** 0.094 *** 0.106 *** 0.107 *** 0.144 ***

3.13 4.19 3.96 3.86 4.90 4.68 5.99 5.22 5.50 5.74 7.55

0.041 *** 0.028 ** 0.040 *** 0.032 ** 0.032 *** 0.011 0.020 * 0.051 *** 0.038 *** 0.035 *** 0.042 ***

3.31 2.21 3.16 2.45 2.60 0.87 1.70 3.97 2.99 2.98 3.34

0.009 0.013 0.018 -0.004 -0.003 0.017 -0.020 0.027 * -0.007 -0.021 -0.008

0.54 0.77 1.20 -0.26 -0.19 1.23 -1.48 1.81 -0.46 -1.56 -0.69

-0.052 *** -0.070 *** -0.049 *** -0.072 *** -0.066 *** -0.064 *** -0.049 *** -0.060 *** -0.077 *** -0.073 *** -0.057 ***

-4.20 -5.64 -3.92 -5.77 -5.13 -5.26 -4.47 -5.04 -5.55 -6.38 -4.65

注：1）***は1%，**は5%，*は10%の有意水準を示す。

      2）下段網掛けはZ値を示す。

妻の就業有無

レタス価格

サラダ価格

トマト価格

キュウリ価格

年齢

所得

世帯員数

子供の有無

女性世帯

政令指定都市

キャベツ価格
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付表３－８ キュウリの価格弾力性，属性弾力性の推計結果の推移 

 

 

 

キュウリ消費 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

-0.043 0.015 0.000 0.004 0.022 0.020 -0.091 ** 0.093 ** 0.093 ** 0.032 -0.031

-1.26 0.41 -0.01 0.12 0.61 0.54 -2.38 2.31 2.25 0.68 -0.71

0.104 *** 0.032 -0.067 ** 0.055 -0.074 ** 0.055 0.019 0.027 0.064 * -0.025 -0.011

2.97 0.98 -2.24 1.55 -2.22 1.54 0.53 0.79 1.80 -0.59 -0.27

-0.024 0.028 -0.035 -0.072 -0.249 *** -0.215 *** -0.099 -0.094 -0.253 *** -0.353 *** -0.306 ***

-0.41 0.51 -0.68 -1.24 -4.81 -3.99 -1.59 -1.64 -3.82 -4.70 -4.21

-0.078 * -0.071 -0.036 -0.059 -0.152 *** -0.130 *** -0.167 *** -0.023 -0.066 -0.051 -0.030

-1.67 -1.59 -0.94 -1.27 -3.40 -2.95 -3.82 -0.53 -1.28 -0.86 -0.54

-1.275 *** -1.338 *** -1.208 *** -1.266 *** -0.880 *** -1.108 *** -1.035 *** -1.355 *** -1.198 *** -0.988 *** -0.993 ***

-18.82 -20.36 -20.71 -17.25 -16.11 -17.96 -15.70 -21.22 -15.35 -11.56 -12.27

0.006 *** 0.005 *** 0.007 *** 0.007 *** 0.008 *** 0.008 *** 0.009 *** 0.009 *** 0.010 *** 0.010 *** 0.008 ***

5.34 4.88 7.17 5.96 7.91 7.43 7.83 8.22 8.41 9.23 7.71

0.00002 0.00000 0.00000 0.00001 0.00004 0.00002 0.00007 * 0.00003 0.00009 ** 0.00008 ** 0.00010 **

0.48 -0.02 -0.09 0.27 1.15 0.49 1.73 1.00 2.13 2.09 2.29

0.104 *** 0.094 *** 0.083 *** 0.106 *** 0.108 *** 0.089 *** 0.082 *** 0.103 *** 0.110 *** 0.111 *** 0.103 ***

8.44 7.50 6.03 7.94 8.19 6.11 5.02 6.94 6.96 7.34 6.13

0.070 ** 0.069 ** 0.100 *** 0.060 * 0.045 0.068 ** 0.038 0.078 ** 0.115 *** 0.070 ** 0.018

2.15 2.24 3.13 1.79 1.44 2.04 1.05 2.27 3.13 1.97 0.49

0.034 0.016 0.036 0.001 0.060 *** 0.033 0.039 0.019 0.033 0.052 ** 0.019

1.63 0.77 1.65 0.04 2.71 1.45 1.63 0.83 1.35 2.12 0.80

-0.040 -0.005 -0.020 0.005 0.006 -0.025 -0.013 -0.030 -0.001 0.009 0.003

-1.27 -0.16 -0.76 0.18 0.24 -0.91 -0.44 -0.98 -0.02 0.28 0.10

0.007 -0.008 0.027 -0.007 -0.034 0.058 ** 0.039 0.071 ** 0.094 *** 0.060 * 0.070 **

0.21 -0.25 0.84 -0.23 -1.15 2.11 1.15 2.56 2.65 1.95 2.20

注：1）***は1%，**は5%，*は10%の有意水準を示す。

      2）下段網掛けはZ値を示す。

キャベツ価格

レタス価格

サラダ価格

トマト価格

妻の就業有無

キュウリ価格

年齢

所得

世帯員数

子供の有無

女性世帯

政令指定都市
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第４章 加熱調理用野菜セットの特徴と市場性 

 

 

 

第１節 本章の課題  

 

前章では，消費者向けカット野菜のうち，生食用であるサラダに着目して，その

消費構造を分析した。本章では加熱調理用カット野菜セットを対象に，アンケート

調査によりその消費の実態を探り，購入の規定要因を明らかにする。 

 これまで野菜の簡便化に向けた商品としては惣菜や冷凍食品等があり，これらが

市場を牽引してきたが，２章で示したように，今後はカット野菜の消費の増加が期

待されている。今後，加熱調理用野菜セットの普及拡大の商品開発のためには，そ

の消費者の実態を把握することは重要である。 

 加熱調理用野菜セットの消費者行動に関連する研究としては，中嶋ら（2010）が

農産物直売所の利用者を対象にした加熱調理用野菜セットの商品性の評価につい

て，本田ら（2011）が選択型コンジョイント分析によって加熱調理用野菜セットの

消費者評価について研究を進めているが，いずれも加熱調理用野菜セットの購入消

費者層の特徴や，それを踏まえての市場性を検討するまでには至っていない。 

 本章では，はじめに加熱調理用野菜セットの特徴を販売実態の調査により整理し，

分析の視点を示す。続いて，加熱調理用野菜セットの特徴から研究の分析視点を明

確にし，加熱調理用野菜セットの購入の規定要因を明らかにするとともに，その特

徴が消費者に受け入れられているのかを明らかにし，その結果を踏まえて市場性を

検討する。 

 

第２節 加熱調理用野菜セットの特徴 

 

１．加熱調理用野菜セットの位置付け 

 

 家庭用向けの野菜セットは，生食用野菜セット，加熱調理用野菜セット，野菜詰

め合わせセット，野菜ボックスと，大きく４種類に分類される（表４－１）。サラ

ダを中心としたカット済みの生食用野菜セットは，1 日で食べきる量が包装され，

開封後すぐに食べられるという利点を持つ。一方，鍋や野菜炒めなどのメニューに

合わせてカット野菜を詰め合わせた加熱調理用野菜セットは，1 日分ごとに包装さ

れ，開封後すぐに調理でき，ゴミも少ない。野菜詰め合わせセットは，料理１回分 
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表４－１ 消費者向け生鮮野菜セットの特徴 

 

商品形態 
生食用 

野菜セット 

加熱調理用 

野菜セット 

野菜詰め合わせ 

セット 
野菜ボックス 

加工状態 カット有り カット有り 

カット無し 

（一部カット有

り） 

カット無し 

主な販売店 
スーパー，生

協，コンビニ 

スーパー，食材宅配

業者，コンビニ 

スーパー，食材宅

配業者 

生協，地域集荷業者，

直売所，ネット通販 

主な分量 １回分 １回分 １回分 １週間分の野菜 

主な料理 サラダ 
鍋，すき焼き， 

野菜炒めなど 

カレーセット，野

菜炒め，中華セッ

ト 

入っている野菜を中

心としたメニュー 

家庭内での 

調理時間 
短い やや短い 普通 普通 

食卓の位置づけ 副菜 主菜 主菜 主菜・副菜 

メニューを 

考える負担感 
低い 低い 低い 普通 

販売価格帯 

(円) 
100～300 

野菜炒め 100～200 

鍋・すき焼き 

200～400 

200～400 1,000～2,000 

保存できる期間 短い 短い 短い～普通 普通 
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に使用する野菜を詰め合わせており，カットする手間はあるが，野菜を余らせるこ

となく使いきれる商品であり日持ちもする。野菜ボックスは農産物直売所や生産団

体等が販売していることが多く，産地や栽培方法の指定ができるものもある。野菜

の量は４種類の中で最も多く，数日間分のセットになっている。 

 以上の整理から，加熱調理用野菜セットは，カット・セット化という工程が加わ

ることにより，簡便化およびメニュー解決に対応した商品と位置付けることができ

る。 

 

２．加熱調理用野菜セットの販売状況 

 

 次に，実際に販売されている加熱調理用野菜セットを調査し，販売状況を検討す

る。 

 調査は 2011 年８月及び 12 月に茨城県つくば市内の百貨店，総合スーパー，食品

スーパー，コンビニエンスストア（以下コンビニ）の７店舗を対象に，店頭販売さ

れていた加熱調理用野菜セットの価格，重量，内容，販売元，表示等を記録した。

その結果を表４－２に示す。なお，百貨店では，加熱調理用野菜セットが販売され

ていなかったため，分析対象から除外する。 

 各販売先で共通している商品の特徴として，メニューの多くが野菜炒めセット又

は鍋セットであること，産地が国産の商品がほとんどであること，内容量の１位が

野菜炒めではもやしやキャベツ，鍋セットでは白菜であること，消費期限が２～４

日と短いこと，100g 当たりの単価に幅があること，包装パッケージには簡便化を意

識した表現が記載されていることなどが指摘できる。 

 各販売先の特徴をみると，総合スーパーでは，価格帯は 78～298 円，100g 当たり

の単価は 41～75 円まで幅があった。総重量は 200～350g までの商品が多い。また，

全ての商品がプライベートブランドであることも特徴的である。 

 食品スーパーでは内容量が 350g 以上の商品もあり，価格帯については 100 円前

後の商品と 100 円台後半，298 円に分かれていた。製造会社はもやし会社やきのこ

会社であった。コンビニでは 100 円前後で販売されている野菜セットのみであり，

内容量は 200g 前後であった。 

 以上より，加熱調理用野菜セットの特徴は次のように整理できる。 

 カットという工程が加わることにより，青果とは異なる表示方法がなされ，2～

４日の消費期限の設定がされているが，これにより調理時間の短縮及びメニュー提

案（メイン料理にできる）がされた商品である。提案されているメニューについて，

夏は野菜炒めが大半を占めるが，冬は野菜炒めに加えて鍋セットも登場する。また， 
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表４－２ 加熱調理用野菜セットの販売状況 

 

販売場所 総合スーパー 食品スーパー コンビニ 

メニュー 
野菜炒

め 
鍋用野菜 野菜炒め 鍋用野菜 焼肉野菜 野菜炒め 

調査店数 ２店舗 １店舗 ２店舗 ２店舗 １店舗 ２店舗 

取扱種類 ６種類 ２種類 ７種類 ６種類 １種類 ３種類 

価格（平均） 130 円 223 円 127 円 265 円 198 円 103 円 

100g 当たり価格

(平均) 
57 円 75 円 54 円 69 円 36 円 40 円 

内容量（g）(平均) 213g 265g 232g 398g 510g 233g 

主なメニュー 
野菜炒

め 
鍋用野菜 野菜炒め 鍋用野菜 焼肉野菜 野菜炒め 

品目数 (平均) ４.８ ６.５ ５.９ ６.８ ８.０ ４.３ 

主な産地 ＊ ＊ ＊ ＊ 国産 国産 

製造者 
PB  

100% 

PB 

100% 
食品製造業

100% 

食品製造業 

100% 
食品製造業 PB 60% 

消費期限（日） ２日 ２日 ３日 ３日 ３日 ３日 

内容量１位 
もやし

等 
白菜 もやし等 白菜 もやし もやし 

メイン比率（平

均） 
67.9% 67.5% 63.6% 64.8% 38.5% 72.9% 

内容量２位 ｷｬﾍﾞﾂ等 ﾅｶﾞﾈｷﾞ ｷｬﾍﾞﾂ等 ﾅｶﾞﾈｷﾞ，ﾓﾔｼ ｷｬﾍﾞﾂ ｷｬﾍﾞﾂ等 

上位２品合計 

（平均） 
85.4% 78.2% 80.0% 79.5% 62.3% 89.3% 

販売時期 夏･冬 冬 夏･冬 冬 夏･冬 夏･冬 

註：「＊」は国産が多いが，かぼちゃ・ブロッコリー，きのこ類等一部は外国産。 
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販売場所や商品の内容によって価格帯にはばらつきがあり，同じ内容であっても

100g 当たりの単価は様々であることからコストパフォーマンスが分かりにくい商

品と考えられる。 

 

第３節 加熱調理用野菜セット購入経験の規定要因 

 

１．分析方法及びデータの概要 

 

 以上の加熱調理用野菜セットの整理から，加熱調理用野菜セットの特徴を，コス

ト負担，調理時間の短縮，メニューづくりの簡便化及び一次加工が加わることによ

る安全に関するイメージの変化，の４つとした。続いてこれらの特徴に対する消費

者の評価を確認するために，消費者の社会的な属性についてはロジットモデル，消

費者の意識構造については確認的因子分析の２つの手法を用いて分析を行う（表４

－３）。 

 ロジットモデルについては「購入経験の有無」を被説明変数とし，説明変数は「コ

スト負担」「調理時間」「メニューづくり」及び「安全に関するイメージ」の代理変

数として，それぞれ所得，職業，末子の年齢を用いた。 

 確認的因子分析については，探索的因子分析で抽出された「低価格志向」「簡便

化志向」「料理好き志向」「安全志向」の４つの因子について，購入経験の有無のグ

ループ間で特徴を比較した。 

 本章で使用したデータは 2010 年 12 月に実施した Web 方式によるアンケート調査

である。調査対象は，調査会社（株）ドゥ・ハウスが保有する約 200 万人の消費者

モニターから全国の主要都市を含む都道府県の住民 1,200 名，20 代から 60 代まで

の女性を抽出した（註１）。アンケート調査の記述統計の概要は，表４－４に示す通り

である。 

 

２．購入経験の規定要因と消費者属性 

 

 消費者の社会的属性と購入の規定要因の関係を検討するため，ロジットモデルに

よる計測を行う。 

 被説明変数は，加熱調理用野菜セットの購入経験（「購入したことがある（=１）」

「購入したことがない（=０）」）とし，説明変数には加熱調理用野菜セットの特徴

を踏まえて，末子の年齢，職業および所得を用いた。なお，ここで言う加熱調理用

野菜セットとは鍋用，野菜炒め用等全ての加熱調理用のカット野菜セットを含む。 
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表４－３ 分析方法 

 

分析手法 

野菜 

セットの特徴 

社会的属性 意識構造 

ロジットモデル 確認的因子分析 

コスト負担 所得 低価格志向 

調理時間 職業 簡便化志向 

メニューづくり 
子供の年齢 

料理好き志向 

安全に関するイメージ 安全志向 
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表４－４ 記述統計 

      単位(％) 

年代（10 歳刻）   世帯年収（円） 

  20 代 20.0     300 万未満 20.2 

  30 代 20.0     
300~ 

 500 万未満 
29.6 

  40 代 20.0     

  50 代 20.0     
500~ 

 700 万未満 
21.4 

  60 代 20.0     

子の有無     
700~ 

 1000 万未満 
18.5 

  有 50.3     

  無 49.8     
1000~ 

 1500 万未満 
8.2 

世帯員数     

  １人 12.3     
1500～ 

 2000 万未満 
1.3 

  ２人 29.0     

  ３人 30.8     2000 万円以上 0.8 

  ４人 21.0   野菜はこだわって購入する 

  ５人 4.6     はい 34.8 

  ６人 1.5     いいえ 65.2 

  ７人以上        0.8   野菜セットの購入経験 

          ある 29.0 

          ない 71.0 
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 最尤法の推計結果を表４－５に示す。ロジットモデルの尤度比検定の結果，定数

項を除いた全てのパラメータが０であるという帰無仮説が有意水準１％で棄却さ

れた。 

 表４－５に示されるように，回答者の属性の末子年齢については「小学校」のパ

ラメータが 0.578（有意水準５％）となり，子供を持たない回答者に比べて有意に

高くなった。また，「未就学児」「中高生」の末子を持つ回答者についても同様にプ

ラスのパラメータ（有意水準 10％）であった。 

 回答者の職業のパラメータは，「フルタイム」及び「パートタイム」でそれぞれ

0.443，0.450（有意水準１％）となり，「主婦」の回答者よりも購入していること

が明らかとなった。 

 これまでの考察から，加熱調理用野菜セットの購入は，ライフステージについて

は小学校を中心として中高生以下の子供を持つ消費者，職業についてはフルタイム

やパートタイムの消費者が，主に購入していることが確認された。このことは子供

の世話をしながらも子供にはきちんとしたものを食べさせたい，仕事をしているの

で料理にかける時間を減らしたいといった志向の表れと推察される。一方，所得に

ついて有意な差は見られなかった。この点については，加熱調理用野菜セットが頻

繁に購入されるものではないため，所得の影響が小さくなっていることが考えられ

る。い。 

 以上より，加熱調理用野菜セットの購入に関しては，金銭的影響よりも時間的な

制約の影響の方が大きいことが推察される。 

 

３．購入経験の規定要因と消費者の意識構造 

 次に消費者の意識構造について分析を行った。 

 まず，表４－６の食品の購入に関する 15 の質問項目（「あてはまる（=２）」「や

やあてはまる（=１）」「どちらとも言えない（=０）」「ややあてはまらない（=−１）」

「あてはまらない（=−２）」の５肢選択式）を用いて探索的因子分析を行い，食品

の購入に関する意識を抽出した。因子抽出法は最尤法を用い，因子軸の回転法は項

目間の相関を考慮してプロマックス回転を採用した。この結果をもとに確認的因子

分析を行い，加熱調理用野菜セットの購入経験の有無によってグループ分けした２

つの母集団の意識構造を比較した（註２）（註３）。 

 表４－６に探索的因子分析の結果を示す。因子数については，複数の因子数によ

る分析を試行した上で，固有値１以上の基準から，4 つの因子に設定した。各項目

の共通性は 0.342 から 0.814 の間の値を取っており，抽出された因子により充分説

明されている（註４）。 
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表４－５ ロジットモデルによる推計結果 

 

    係数 Z 値 限界効果 

  定数項 -1.158 (-6.69)*** -0.301 

  末子の年齢（ref.子供なし） 

  未就学児 0.341 (1.84)* 0.066 

  小学校 0.578 (2.35)** 0.150 

  中高校 0.421 (1.78)* 0.109 

  18 歳以上 -0.022 (-0.12) 0.006 

  職業（ref.主婦） 

  フルタイム 0.443 (2.63)*** 0.115 

  自営業 0.248 (0.86) 0.117 

  パートタイム 0.450 (2.65)*** 0.065 

  学生 0.318 (0.81) 0.083 

  所得 -0.028 (-0.57) -0.007 

  対数尤度 -712.22 

  尤度比検定量  20.84(9)*** 

  サンプル数 1,200 

 
 

註：１）***は１%，**は５%，*は 10%の有意水準を表す。 

２）尤度比検定量の( )内は自由度。 

３）所得は 300 万円以下から 2,000 万円以上について 300 万円以下から順に１～７の数値
を当てはめた変数。 
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表４－６ 探索的因子分析 

項目 

因子 共通性 

１ 

「安全志向」

因子 

２ 

「料理好き志

向」因子 

３ 

「低価格志

向」因子 

４ 

「簡便化志

向」因子 

因子抽出後 

食品の原産地が気になる ０.925 -０.113 ０.014 -０.082 ０.814 

農薬や添加物の使用が気になる ０.845 -０.054 -０.009 -０.042 ０.700 

食品の原産地や原材料，製造年月日などの説明をよく読むようにしている ０.686 ０.035 ０.108 -０.002 ０.457 

地場産の農産物を利用するようにしている ０.556 ０.158 -０.059 ０.059 ０.412 

食品にはある程度お金をかけたいと思っている ０.343 ０.154 -０.309 ０.124 ０.342 

料理のレパートリーは多いほうである -０.023 ０.831 -０.009 -０.020 ０.685 

料理を作ることが好きである ０.042 ０.753 ０.150 -０.069 ０.571 

自分でオリジナルメニューを考案するほうである -０.023 ０.738 ０.000 ０.061 ０.528 

料理の彩りや盛りつけにも気を配るようにしている ０.141 ０.606 -０.020 ０.112 ０.445 

価格の安い食料品店を利用するほうである -０.021 ０.034 ０.812 ０.020 ０.662 

お買い得品・セール品をよく買うほうである ０.071 ０.022 ０.780 ０.028 ０.584 

購入時に重視するものは価格の安さである -０.006 ０.007 ０.601 ０.011 ０.363 

下ごしらえ済みの食材を利用するほうである -０.090 -０.005 -０.044 ０.674 ０.469 

惣菜や冷凍食品を上手に使っていきたいと思っている ０.026 -０.059 ０.100 ０.586 ０.380 

食事のメニューを考えたり準備をするのは面倒だと思う ０.129 -０.551 ０.095 ０.176 ０.352 

初期の固有値 ４.238 ２.110 １.918 １.390  

回転後の負荷量平方和 ２.989 ２.962 ２.143 １.026  

註：因子抽出法は最尤法，因子軸の回転法はプロマックス回転。 
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第１因子の因子負荷量は，「食品の原産地が気になる」が 0.925，「農薬や添加物

の使用が気になる」が 0.845，「食品の原産地や原材料，製造年月日などの説明をよ

く読むようにしている」が 0.686，「地場産の農産物を利用するようにしている」が

0.556，「食品にはある程度お金をかけたいと思う」が 0.343 と高い値となっている。

このことから，第１因子は食品の安全性に対する関心を示す項目との関連性を表す

「安全志向」因子とした。 

第２因子の因子負荷量は，「料理のレパートリーは多いほうである」が 0.831，「料

理を作ることが好きである」が 0.753，「自分でオリジナルメニューを考案するほう

である」が 0.738，「料理を作ることが好きである」が 0.606 となっている。以上よ

り，第２因子は，安価な商品を求める姿勢との関連性を示す「料理好き志向」因子

とした。 

第３因子の因子負荷量は，「価格の安い食料品店を利用するほうである」が 0.812，

「お買い得品・セール品をよく買うほうである」が 0.780，「購入時に重視するもの

は価格の安さである」は 0.601 となっている。以上より，第３因子は，安価な商品

を求める姿勢との関連性を示す「低価格志向」因子とした。 

第４因子は，「下ごしらえ済みの食材を利用する方である」が 0.674，「惣菜や冷

凍食品を上手に使っていきたいと思っている」が 0.586，「食事のメニューを考えた

り準備をするのは面倒だと思う」が 0.176 と因子負荷量が高く，調理の外部化や食

の簡便化に対する関心との関連が示されているため，食の「簡便化志向」因子とし

た。 

 この結果をもとに図４－１のモデルを作成し，確認的因子分析を行った。モデル

のあてはまりは GFI（Goodness of Fit Index）は 0.907，AGFI（Adjusted Goodness of Fit 

Index）は 0.867 となり，おおむね良好である。 

 さらに，加熱調理用野菜セットの購入経験の有無による因子平均の比較を行うた

め，当モデルを用いて多母集団を同時に分析した。表４－７に確認的因子分析の潜

在変数の平均値の差を示す。表中の値は購入経験なしのグループを基準とし，購入

経験ありのグループの意識構造の相違を表している。その結果，「安全志向」「料理

好き志向」については 10％水準で有意な負の値となり，「低価格志向」，「簡便化志

向」についてはそれぞれ５％水準，１％水準で有意なプラスの値となった。 

以上の結果から，購入経験のあるグループは「簡便化志向」が強い消費者層であ

ることがわかる。また，「安全志向」や「料理好き志向」，「低価格志向」について

も同様の傾向は見られるもののその値は小さく，「簡便化志向」よりも影響は小さ

いと考えられる。 

 加熱調理用野菜セットの購入について，消費者の社会的属性と意識構造の２つの 
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GFI=0.907， AGFI=0.867  

 
 

 

 

 

註：１）パラメータは「全体（購入有，購入無）」の順で記載し，誤差は省いて作図した。 
  ２）モデルを１を基準とした数値とするため，誤差変数から観測変数への非標準化パス係数は 1，誤差

変数の平均を 0，すべての因子の平均を０分散を１に固定した。 
 

図４－１ 確認的因子分析（全体・多母集団）  

 

  

0.82(0.81,0.82) 

価格の安い食料品店を利用するほうである 

0.75(0.76,0.76) 

お買い得品・セール品を良く買うほうである 

0.59(0.53,0.61) 

買い物の際に重視する点は「価格の安さ」だ 

低価格志向 

0.88(0.89,0.88) 

食品の原産地が気になる 

0.84(0.85,0.84) 

農薬や添加物の使用が気になる 

0.66(0.66,0.67) 

産地や原材料，製造年月日等の説明をよく読む 

0.62(0.66,0.61) 

地場産の農産物を利用するようにしている 

0.46(0.47,0.46) 

食品にはある程度お金をかけたいと思う 

安全志向 

0.84(0.82,0.85) 

料理のレパートリーは多い方である 

料理好き 
志向 

0.72(0.72,0.73) 

自分でメニューを考案する方だ 

0.73(0.70,0.73) 

料理を作ることが好きである 

0.64(0.66,0.64) 

料理の彩や盛り付けにも気を配る 

0.22(0.41,0.20) 

下ごしらえ済みの食材を利用する方だ 

0.74(0.49,0.67) 

食事のメニューを考えたり準備をするのは面倒 

簡便化志向 

0.28(0.41,0.27) 

惣菜や冷凍食品を上手に使いたいと思う -0.17(-0.18, -0.16) 

-0.27(-0.20, -0.29) 

-0.70(-0.55, -0.85) 

0.33(0.34, 0.37) 

-0.17(-0.18, -0.21) 

0.32(0.32, 0.32) 
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表４－７ 潜在変数の平均値の差 

 購入経験あり 購入経験なし 

料理好き志向 -0.083* - 

低価格志向 0.059** - 

簡便化志向 0.373*** - 

安全志向 -0.078* - 

サンプル数 348 852 

 

 
註：１）パラメータは購入なしを基準とした数値。 

  ２）***は１%，**は５%，*は 10%の有意水準を表す。 
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側面から検討した分析結果を表４－８にまとめた。表に示す通り，加熱調理用野菜

セットを購入する消費者として「コスト負担」については社会的属性の所得と合わ

せて，やや「低価格志向」の傾向はあったものの，明確には確認できなかった。「調

理時間の短縮」については，消費者の社会的属性はフルタイムやパートタイムなど，

家事の機会費用の高い消費者で購入経験が多く，消費者の志向についても「簡便化

志向」の消費者に評価されていることが確認できた。また，「メニュー作り」「安全

に関するイメージ」に関する項目としては子供のいる消費者，「料理好き志向」で

ない消費者，「安全志向」でない消費者に評価されていることが明らかとなった。 

 

第４節 小括 

 

 以上の２つの推計結果を踏まえて，加熱調理用野菜セットの今後の市場性につい

て検討したい。 

 まず，現状の商品については，子育て世代やフルタイム勤務など，時間的余裕の

ない消費者の利用が多いことから，消費者の「簡便化志向」にはある程度対応して

いると言える。しかし価格に関する項目の「コスト負担」については十分に確認で

きなかった。これは，加熱調理用野菜セットという商品によって，どの程度手間が

省かれるか（利便性とその外部化のコストの関係）が理解されにくいためと考えら

れる。メニュー提案や安全に関するイメージに関しては，現在のところ「料理好き

志向」の消費者や「安全志向」の消費者にはあまり受け入れられていない。これは

メニュー面で単調な野菜炒めが多いこと，また，鮮度などの品質劣化が早いこと等

も影響していると考えられる。 

 今後の商品開発の方向性として，まず現状の顧客対応については，子供育て世代

に対応した栄養バランスや各品目のバランスがとれたメインになる野菜セット（具

だくさん味噌汁など）等を開発することで，さらに市場に浸透することが期待され

る。 

 一方，新たな顧客層に対応した商品の開発も必要であり，これらの市場を獲得す

るためには，料理好きな消費者に対応した高品質（高鮮度，目新しい野菜，味覚の

優れた野菜）な野菜セットを開発することで購入機会を増やすことも必要である。 

 なお，今回の研究では，加熱調理用野菜セットの購入の有無を中心に計測を行っ

たが，より詳細な市場性を検討するためには，野菜セットの日持ちや，様々な商品

構成（原材料，メニュー）についての価格受容性の計測，カット食材に対する抵抗

感の計測などの研究が不可欠であろう。 
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表４－８ 野菜セットの特徴と分析のまとめ 

分析手法 

 

野菜 

セットの特徴 

社会的属性 

ロジットモデル 

意識構造 

確認的因子分析 

コスト 

負担 

【所得】 【低価格志向】 

－ 
やや低価格 

志向** 

調理時間 

【職業】 【簡便化志向】 

フルタイム*** 

パートタイム*** 
簡便化志向*** 

メニューづくり 【子供の年齢】 

子供のいる 

消費者 

未就学*・中高生* 

小学生** 

【料理好き志向】 

やや料理好き 

でない* 

安全に関するイメージ 

【安全志向】 

やや安全志向 

でない 

註：***は１%，**は５%，*は 10% の有意水準を表す。 
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（註１）カット野菜セットは生鮮食料品であるため，主に生鮮食料品を購入している

女性を調査対象とした。 

（註２）多母集団の確認的因子分析については，豊田（1998）が詳しい。多母集団の

確認的因子分析を適用した研究は多数あるが，例えば山崎・吉川（2010），若

林（2009）が参考になる。 

（註３）確認的因子分析には各潜在変数に関して３つ以上のパラメータが必要となる

ことから，「食事のメニューを考えたり準備をしたりするのは面倒である」は

「簡便化志向」の項目とした。 

（註４）共通性とは，各測定値に対して，共通因子の部分がどの程度あるのかを示す

指標である。共通性が大きな値を示している項目は，共通因子から大きな影

響を受けているという（独自因子の影響力は少ない）ことになり，逆に小さ

な値を示している測定値は，共通因子からあまり影響を受けていない（独自

因子の影響力が大きい）ということになる。 
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付表４－１ 主なアンケート項目 

 

 

 

 

 

  

性別

年齢

未既婚

居住地域　（都道府県）

Q1.同居家族

Q1.同居家族　その他FA

Q2-1.同居家族年齢

Q3-1.同居家族性別

Q4-1.同居家族職業

Q5-1.生まれ都道府県

Q5-2.育ち都道府県

Q6.家庭のひと月あたり食費
２万円未満 ２～４万円未満 ４～６万円未満 ６～８万円未満 ８～１０万円未満 １０～１２万円未満

１２万～１４万円
未満

１４万円以上

Q7.世帯年収

３００万円未満
３００～５００万円

未満
５００～７００万円

未満
７００～１０００万

円未満
１０００～１５００
万円未満

１５００～２０００万
円未満

２０００～３０００
万円未満

３０００万円以上

Q8-1.食料品購入場所の割合

スーパー
専門小売店（八
百屋、肉屋等）

生協（店舗）
生協（共同購入、

個配）
直売所

百貨店 その他（FA)

Q10.「食」に関して利用する情報

テレビ 新聞・雑誌
インターネット情

報
友人・知人の口

(くち)コミ
地域コミュニ
ティー誌

その他
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Q11こだわって購入する農畜産物
野菜 お米 果物 牛乳 牛肉 豚肉

鶏肉 卵 その他 食品は全て
こだわって購入し
ているものはな

い
その他（FA）

Q12-1.食ライフスタイル【食料品の買い物にはあまり時間をかけたくない】

あてはまる ややあてはまる
どちらとも言えな

い
ややあてはまら

ない
あてはまらない

Q12-2.食ライフスタイル【新しい食料品店ができたらすぐに行くほうである】

あてはまる ややあてはまる
どちらとも言えな

い
ややあてはまら

ない
あてはまらない

Q12-3.食ライフスタイル【食料品の買い物が好きである】

あてはまる ややあてはまる
どちらとも言えな

い
ややあてはまら

ない
あてはまらない

Q12-4.食ライフスタイル【同じ食料品店をよく利用するほうである】

あてはまる ややあてはまる
どちらとも言えな

い
ややあてはまら

ない
あてはまらない

Q12-5.食ライフスタイル【価格の安い食料品店を利用するほうである】

あてはまる ややあてはまる
どちらとも言えな

い
ややあてはまら

ない
あてはまらない

Q12-6.食ライフスタイル【食品にはある程度お金をかけたいと思っている】

あてはまる ややあてはまる
どちらとも言えな

い
ややあてはまら

ない
あてはまらない

Q12-7.食ライフスタイル【農薬や添加物の使用が気になる】

あてはまる ややあてはまる
どちらとも言えな

い
ややあてはまら

ない
あてはまらない

Q12-8.食ライフスタイル【食品の原産地が気になる】

あてはまる ややあてはまる
どちらとも言えな

い
ややあてはまら

ない
あてはまらない

Q12-9.食ライフスタイル【良さそうな食品があればすぐに買ってしまうほうである】

あてはまる ややあてはまる
どちらとも言えな

い
ややあてはまら

ない
あてはまらない

Q12-10.食ライフスタイル【同じ食品の銘柄（ブランド）をよく利用するほうである】

あてはまる ややあてはまる
どちらとも言えな

い
ややあてはまら

ない
あてはまらない

Q12-11.食ライフスタイル【お買い得品・セール品をよく買うほうである】

あてはまる ややあてはまる
どちらとも言えな

い
ややあてはまら

ない
あてはまらない

Q12-12.食ライフスタイル【食品の原産地や原材料、製造年月日などの説明をよく読むようにしている】

あてはまる ややあてはまる
どちらとも言えな

い
ややあてはまら

ない
あてはまらない

Q12-13.食ライフスタイル【地場産の農産物を利用するようにしている】

あてはまる ややあてはまる
どちらとも言えな

い
ややあてはまら

ない
あてはまらない

Q12-14.食ライフスタイル【料理を作ることが好きである】

あてはまる ややあてはまる
どちらとも言えな

い
ややあてはまら

ない
あてはまらない
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Q12-15.食ライフスタイル【食事のメニューを考えたり準備をするのは面倒だと思う】

あてはまる ややあてはまる
どちらとも言えな

い
ややあてはまら

ない
あてはまらない

Q12-16.食ライフスタイル【食事は「おいしい」ということが何よりも大切だと思う】

あてはまる ややあてはまる
どちらとも言えな

い
ややあてはまら

ない
あてはまらない

Q12-17.食ライフスタイル【何を食べようかとあれこれ考えることは楽しいと思う】

あてはまる ややあてはまる
どちらとも言えな

い
ややあてはまら

ない
あてはまらない

Q12-18.食ライフスタイル【惣菜や冷凍食品を上手に使っていきたいと思っている】

あてはまる ややあてはまる
どちらとも言えな

い
ややあてはまら

ない
あてはまらない

Q13-1.食ライフスタイル【料理のレパートリーは多いほうである】

あてはまる ややあてはまる
どちらとも言えな

い
ややあてはまら

ない
あてはまらない

Q13-2.食ライフスタイル【自分でオリジナルメニューを考案するほうである】

あてはまる ややあてはまる
どちらとも言えな

い
ややあてはまら

ない
あてはまらない

Q13-3.食ライフスタイル【料理の彩りや盛りつけにも気を配るようにしている】

あてはまる ややあてはまる
どちらとも言えな

い
ややあてはまら

ない
あてはまらない

Q13-4.食ライフスタイル【下ごしらえ済みの食材を利用するほうである】

あてはまる ややあてはまる
どちらとも言えな

い
ややあてはまら

ない
あてはまらない

Q13-5.食ライフスタイル【できるだけ家族一緒に食卓を囲むように気をつけている】

あてはまる ややあてはまる
どちらとも言えな

い
ややあてはまら

ない
あてはまらない

Q13-6.食ライフスタイル【記念日やイベントのときは外食を利用するほうである】

あてはまる ややあてはまる
どちらとも言えな

い
ややあてはまら

ない
あてはまらない

Q13-7.食ライフスタイル【同じ食卓では家族みんなが同じメニューを食べるようにしている】

あてはまる ややあてはまる
どちらとも言えな

い
ややあてはまら

ない
あてはまらない

Q13-8.食ライフスタイル【栄養のバランスには気をつけている】

あてはまる ややあてはまる
どちらとも言えな

い
ややあてはまら

ない
あてはまらない

Q13-9.食ライフスタイル【健康にいいと言われる食材は積極的に使うようにしている】

あてはまる ややあてはまる
どちらとも言えな

い
ややあてはまら

ない
あてはまらない

Q13-10.食ライフスタイル【食品の無駄（古くなって捨てるなど）が出ないよう気をつけている】

あてはまる ややあてはまる
どちらとも言えな

い
ややあてはまら

ない
あてはまらない
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Q13-11.食ライフスタイル【テレビや雑誌の「食の安全」についての情報に関心がある】

あてはまる ややあてはまる
どちらとも言えな

い
ややあてはまら

ない
あてはまらない

Q13-12.食ライフスタイル【テレビや雑誌の「グルメ特集」に関心がある】

あてはまる ややあてはまる
どちらとも言えな

い
ややあてはまら

ない
あてはまらない

Q13-13.食ライフスタイル【料理のレパートリーを広げるために情報収集するようにしている】

あてはまる ややあてはまる
どちらとも言えな

い
ややあてはまら

ない
あてはまらない

Q13-14.食ライフスタイル【新しい食品・話題になった食品はとりあえず買ってみるほうである】

あてはまる ややあてはまる
どちらとも言えな

い
ややあてはまら

ない
あてはまらない

Q13-15.食ライフスタイル【地域の郷土料理・食文化を知りたいと思う】

あてはまる ややあてはまる
どちらとも言えな

い
ややあてはまら

ない
あてはまらない

Q13-16.食ライフスタイル【学校・家庭での子どもへの食教育に関心がある】

あてはまる ややあてはまる
どちらとも言えな

い
ややあてはまら

ない
あてはまらない

Q13-17.食ライフスタイル【居住地周辺の田畑で何が作られているか興味がある】

あてはまる ややあてはまる
どちらとも言えな

い
ややあてはまら

ない
あてはまらない

Q13-18.食ライフスタイル【ゴミ分別や生活排水など身近な環境問題に関心がある】

あてはまる ややあてはまる
どちらとも言えな

い
ややあてはまら

ない
あてはまらない

Q67.スーパーでの食材セット購入経験
購入したことがあ

る
購入したことはな
いが知っている

知らなかった
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第５章 カット野菜セットに対する消費者意識と商品選択行動 

―表明選好法による選択実験の適用― 

 

 

 

第１節 はじめに 

 

前章までは，カット野菜の消費実績からカット野菜の消費構造や，消費者属性や意

識の影響などの購入の規定要因を探った。本章では，今後の商品開発の上で，具体的

にどのようなカット野菜セットが望まれるか，選択実験により検証する。 

近年の野菜消費の特徴として，｢手軽に野菜をたくさん食べたい｣｢調理に時間を割

きたくない｣といったニーズがあり，こうしたニーズに対応して，複数の野菜を洗浄･

カットしてパックしたカット野菜セットは，野菜消費の新しい形態として産地や企業

から注目されている。 

カット野菜セットは｢カットされている｣｢値段が青果物に比べて一定である｣とい

った点で青果物とは異なる特徴を持っており，商品開発においても，その特徴を十分

に生かし，消費者の評価の高い商品属性を付加することが重要となる。しかし，カッ

ト野菜の商品属性に対する消費者評価に関する既往研究はほとんど見られない。 

そこで本章では，消費者のカット野菜セットに対する評価の測定と，生食用カット

野菜セット（以下，サラダ用セット）と加熱調理用カット野菜セット（以下，加熱用

セット）のそれぞれの限界支払意志額を計測することで，消費者に高く評価されるカ

ット野菜セットの商品属性を明らかにすることを目的とする。 

 

第２節 分析方法及び使用データ 

 

第４章で示されたとおり，同じカット野菜の中でもサラダ用セットは家庭内の調

理時間が短く副菜として扱われるのに対して，加熱用セットは調理時間が長く主菜

として扱われることが多いなど，異なる特徴を持っていることから，本章ではサラ

ダ用セットと加熱用セット両方を対象に分析する。カット野菜セットの商品属性に

対する消費者評価を明らかにするには，様々な商品属性を持つ商品を比較する必要

がある。しかし，カット野菜セットは比較的新しい商品であり，消費者が目にして

いる種類も少ない状況にある（註１）。また，消費者属性によるカット野菜セットの評

価の違いを検討するには，消費者属性とカット野菜セットの利用状況をリレートで

きる ID-POS データ等の利用が考えられるが，こうした非集計の市場取引データの
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利用は非常に限られており入手が困難であることから，本章では仮想的な状況を提

示し，選択してもらうことで各カット野菜セットの商品属性に対する評価を測定す

ることができる，選択型コンジョイント分析（註２）を適用する。 

なお，今後のカット野菜セットの普及を考える上で，購入層と非購入層に向けて

では消費拡大に向けたアプローチが異なると考えられること，また消費者属性につ

いても主婦の多い女性とフルタイムの職業が多い男性では消費行動に違いがある

ことが考えられることから，分析においては購入経験や性別ごとに回答者をグルー

プ分けし，カット野菜セットに対する評価を計測する。さらにクロス集計によりグ

ループ間の属性や意識の違いを確認する。 

本章で使用するデータは，2011年 12月に実施した Webアンケートの結果である。

調査対象は，（株）ドゥ･ハウスが保有する約 200 万人の消費者モニターから，大都

市（東京，大阪，愛知）の住民 1,213 人を人口分布に応じて抽出した。主な調査内

容は，生鮮食料品に対する意識や行動，食ライフスタイル，カット野菜セットの購

入状況及び選択実験に関する項目である。 

分析には，世帯員数，子供の年齢，所得，職業等の消費者属性について無効な回

答のあったサンプルを除いた 786 人分のデータを用いた。 

アンケート回答結果の概要を表５－１に示す。カット野菜セットを購入している

回答者はサラダ用セットで 28.4%，加熱用セットで 21.0%となった。 

カット野菜セットのイメージについては，良い点として｢手間をかけずに食べら

れる｣といった簡便化商品としてのイメージ，マイナスのイメージとしては｢値段が

高い｣という価格に関する回答が最も多く，｢賞味期限が短い｣｢加工処理に不安があ

る｣等のカット行程が加わることによる品質や保存面での不安が挙げられた。 

 

第３節 コンジョイント分析の概要 

 

１．コンジョイント分析の属性と水準 

 

表５－２に，カット野菜セットを構成する属性とその水準を示す。 

分析に使用するカット野菜の商品属性については，第１章の加熱調理用カット野

菜セットの商品特性の整理を参考に，カット野菜セットの特徴としてコスト，利便

性（註３），安全性（加工工程に関する不安）に着目して設定した。それぞれの特徴に

対する回答者の評価を確認するため，コストの指標として「価格」，利便性の指標

として「品目数」，作業工程に対する不安等安全性に関しては「次亜塩素酸ナトリ

ウムの使用」（註４）の有無を採用した。このうち安全性については様々な属性が考え 
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表５－１ アンケート回答結果の概要 

 

 

 

 

 

 

  

実数 % 項目 実数 %

男性 387 49.2 １人 141 17.9

女性 399 50.8 ２人 204 26.0

３人以上 441 56.1

20代 125 15.9

30代 219 27.9

40代 174 22.1 購入している 223 28.4

50代 139 17.7 購入していない 563 71.6

60代 129 16.4 加熱調理用カット野菜セット

購入している 165 21.0

未婚 448 36.9 購入していない 621 79.0

既婚 684 56.4

その他 81 6.7 知っている 76 9.7

聞いた事はあるが

意味は知らない
216 27.5

主婦 202 25.7 知らない 494 62.8

パート 115 14.6

フルタイム 469 59.7

職業

未既婚

年代 (10歳刻 )

性別

項目

世帯員数

カット野菜セットの購入経験

｢次亜塩素酸ナトリウム (NaClO)｣の

認知度

サラダ用カット野菜セット
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表５－２ コンジョイント分析の属性と水準 

 

属性 水準 

品目数 ３水準： ５ １０ ２０ 

次亜塩素酸ナトリウ

ムの使用 
２水準： 使用 不使用 

価格（円） ５水準： １３０ １６０ １９０ ２２０ ２５０ 
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られるが，以前実施した消費者への聞き取り調査で，加工時に使用する薬品を気に

する消費者が多かったことから，加工時の殺菌に使用される次亜塩素酸ナトリウム

を採用することとした。 

質問で提示するカット野菜セットは，スーパー等で販売されているカット野菜セ

ットを参考に，１セット当たり，２人前，200 グラムとし，「価格」は「130 円」「160

円」「190 円」「220 円」「250 円」の５水準，「品目数」は「５品目」「10 品目」「20

品目」の３水準，「次亜塩素酸ナトリウムの使用」については「あり」「なし」の２

水準とした。 

選択実験はサラダ用セット（カップサラダ用カット野菜セット）と加熱用セット

（野菜炒め用カット野菜セット）の２種類について行った。 

図５－１に示されるように，質問では，各水準の組合せから構成される３つのカ

ット野菜セットが提示される。回答者は，3 つのカット野菜セットと｢どれも買わな

い｣を含めた，4 つの選択肢のうちから１つを選択する。 

本章では各属性の全組合せ数 30（３×２×５）通りから，直交計画に基づき 12

問の選択肢集合を作成した（註５）。各回答者に 12 問の選択問題を設定しているため，

推定に用いたサンプルは加熱用セット，サラダ用セットそれぞれ 9,432 サンプルで

ある。 

 

２．コンジョイント分析の推定方法 

 

選択実験データの分析には条件付きロジットモデル（Conditional Logit Model）を

用いた（註６）。本章では，カット野菜セット i を選択することから得られる効用関数

の確定効用𝑽𝒊を，以下のように定式化する。 

𝑽𝒊∈𝟏,𝟐,𝟑 = 𝜷𝑨𝑺𝑪𝑨𝑺𝑪 + 𝜷𝒑𝒍𝒏(𝑷𝒓𝒊𝒄𝒆𝒊) + 𝜷𝒊𝑰𝒕𝒆𝒎𝒊 + 𝜷𝒏𝑵𝒂𝑪𝒍𝑶𝒊 

𝑽𝟒 = 𝟎 

ただし，𝑨𝑺𝑪（Alternative-Specific-Constant）と𝜷𝑨𝑺𝑪は選択肢固有定数とその係数，

𝑷𝒓𝒊𝒄𝒆𝒊は価格，𝑰𝒕𝒆𝒎𝒊は品目数，𝑵𝒂𝑪𝒍𝑶𝒊は加工時の次亜塩素酸ナトリウムの使用，𝜷𝒋

は𝒋属性（𝒋 = 𝑷𝒓𝒊𝒄𝒆， 𝑰𝒕𝒆𝒎， 𝑵𝒂𝑪𝒍𝑶）の係数（パラメータ）である。 

 

３．コンジョイント分析の結果 

 

条件付きロジットモデルの推定結果を表５－３に示す。条件付きロジットモデル

の尤度比検定の結果，サラダ用カット野菜セット，加熱調理用カット野菜セットの

推定式において，定数項を除いた全てのパラメータが０であるという帰無仮説が有 
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図５－１ 選択実験の質問例 

  

※以下は，スーパーなどで販売している野菜炒めセット（2 人前，200 グラム）を想定

した仮想的な質問です。 

問 1 から問 12 までは，「入っている野菜の品目数」「次亜塩素酸使用の有無」「価格

（1 セット，2 人前，200 グラムあたり）」の 3 つの点が異なるきゃべつがメインの野

菜炒めセットに対して，「買いたい」と思うもの 1 つに，回答例のように○をつけて頂

きます。 

「品目数」には，「5 品目」「10 品目」「20 品目」の 3 種類，「次亜塩素酸ナトリウ

ム使用の有無」には「あり」「なし」の 2 種類があります。 

【回答例】  

1 2 3 4 

品目数      10 品目 品目数     5 品目 品目数     20 品目 

どれも買わない 

次亜塩素酸 Na   有 次亜塩素酸 Na  無 次亜塩素酸 Na  無 

価格       220 円 価格        130 円 価格        250 円 
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表５－３ 条件付きロジットモデルの推定結果（全体) 

 

 

サラダ用カット 

野菜セット 

 加熱調理用 

カット野菜セット 

 
係数 Z 値 

MWTP 

（円) 

 
係数 Z 値 

MWTP 

（円) 

ASC 8.38  26.7  94   8.09  25.0  90  

ln 価格 -1.85  -28.6  
 

 -1.80  -27.0  
 

10 品目 0.55  10.2  28   0.71  12.9  36  

20 品目 0.81  19.3  41   0.90  21.0  45  

次亜塩素酸 

ナトリウム 
-0.89  -26.4  -45   -0.99  -28.1  -50  

Pseudo R２ 0.14  0.13 

Log likelihood -11244.4  -11338.9 

サンプル数 9432   9432 
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意水準１％で棄却された。Pseudo R２はサラダ用カット野菜セットで 0.14，加熱調

理用カット野菜セットで 0.13 と若干低いが，モデルの当てはまりは許容できる範

囲にある。本モデルでは，「どれも買わない」時の効用をゼロとおき，「５品目」「次

亜塩素酸ナトリウムの使用なし」のカット野菜セットを基準として「品目数」「次

亜塩素酸ナトリウムの使用」をダミー変数で表現している。合崎他（2004）にした

がって，基準となる「５品目」「次亜塩素酸ナトリウムの使用無し」のカット野菜

セットに対する価格水準𝑷は以下の式で表される。 

𝑷 = 𝒆𝒙𝒑(−𝜷𝑨𝑺𝑪／𝜷𝒑) 

 

さらに，基準となるカット野菜セットからそれぞれの商品属性を変化させたとき

の限界支払意思額(𝑴𝑾𝑻𝑷)は以下の式で求められる。 

𝑴𝑾𝑻𝑷 = −
𝜷𝒋

𝜷𝒑
𝑷 

推定の結果，｢品目数｣のパラメータは｢10 品目｣｢20 品目｣ともに有意なプラスの

値となり，｢価格｣及び｢次亜塩素酸ナトリウム（NaClO）の使用｣に関するパラメー

タは有意なマイナスの値となった。このことは，他の属性は変化させずにカット野

菜セットの品目数を増加させることは，回答者の効用を高め，加工の工程で次亜塩

素酸ナトリウムが使用されることは回答者の効用を低くするように作用すること

を示している。 

次に各カット野菜セットについて性別及び購入状況別に，グループ A｢購入してい

る女性｣，グループ B｢購入していない女性｣，グループ C｢購入している男性｣，グル

ープ D｢購入していない男性｣の４つのグループに分けて推定し（註７），各グループに

おけるカット野菜セットの評価の違いを確認した。（表５－４） 

 

１）サラダ用カット野菜セットの評価 

基準となるサラダ用セットに対する限界支払意志額は A のグループで 138 円，

C で 164 円となり，B の 72 円及び D の 90 円を大幅に上回り，購入していると回

答した A，C のグループでは，購入しないと回答した B，D のグループよりもサラ

ダ用セットの価値を高く評価していることがわかる。 

A では品目数の増加に対する限界支払意志額が他のグループに比べて高い値と

なった。また，次亜塩素酸ナトリウムの使用に関する限界支払意志額は４グルー

プの中で最も低い値となった。このことから A はカット野菜セットの利便性を評

価しながらも，加工処理に次亜塩素酸ナトリウムを使用することに関しては，最

も抵抗を感じているグループであると考えられる。 
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表５－４ グループごとの推定結果 

サラダ用 購入する  購入しない 

女

性 

 
係数 Z 値 MWTP  係数 Z 値 MWTP 

 A グループ  B グループ 

ASC 7.471 10.8*** 138  8.313 13.0***  72 

ln 価格 -1.517 -10.7*** 
 

 -1.941 -14.7*** 
 10 品目 0.571 4.8***  52  0.670 6.1***  25 

20 品目 0.950 9.9***  86  0.884 10.6***  33 

NaClO -0.874 -12*** -79  -1.156 -16.8*** -43 

Pseudo R２ 0.0937  0.2464 

Log likelihood -1869.6  -3447.5 

サンプル数 1,488  3,300 

  C ｸﾞﾙｰﾌﾟ  D ｸﾞﾙｰﾌﾟ 

男

性 

ASC 11.401 14.8*** 164  8.327 16.0*** 90 

ln 価格 -2.236 -14.2*** 
 

 -1.852 -17.3*** 
 10 品目 0.508 3.9*** 37  0.491 5.5*** 24 

20 品目 0.751 7.1*** 55  0.747 10.7*** 36 

NaClO -0.650 -8.0*** -48  -0.821 -14.6*** -40 

Pseudo R２ 0.1269  0.1509 

Log likelihood -1438.0  -4067.9 

サンプル数 1,188  3,456 

加熱調理用 購入する  購入しない 

女

性 

 
係数 Z 値 MWTP  係数 Z 値 MWTP 

 A ｸﾞﾙｰﾌﾟ  B ｸﾞﾙｰﾌﾟ 

ASC  7.810 10.2*** 141   8.221 13.6*** 76 

ln 価格 -1.577 -10.1*** 
 

 -1.900 -15.1*** 
 10 品目  0.652 5.1***  58   0.841 8.2*** 34 

20 品目  0.878 8.6***  79   0.936 11.8*** 37 

NaClO -0.845 -10.3*** -76  -1.231 -18.6*** -49 

Pseudo R２ 0.0818  0.2062 

Log likelihood -1573.3  -3908.5 

サンプル数 1236  3552 

  C ｸﾞﾙｰﾌﾟ  D ｸﾞﾙｰﾌﾟ 

男

性 

ASC 12.304 11.6*** 143   7.534 15.2***  86 

ln 価格 -2.478 -11.4*** 
 

 -1.689 -16.6*** 
 10 品目  0.631 3.5***  36   0.678 8.0***  35 

20 品目  0.909 6.5***  53   0.900 13.7***  46 

NaClO -0.749 -6.6*** -43  -0.937 -17.4*** -48 

Pseudo R２ 0.1326  0.1299 

Log likelihood -894.7  -4704.2 

サンプル数 744  3900 
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一方，C では基準のサラダ用セットの限界支払意志額が４グループの中で最も

高く，サラダ用セットそのものの価値を高く評価しているグループであると考え

られる。また，品目数の増加に対する限界支払意志額は A ほど高くならないもの

の，B，D よりやや高い値となり，次亜塩素酸ナトリウムの使用に対しては B，D

とほぼ同等の値であった。 

 

２）加熱調理用カット野菜セットの評価 

加熱用セットの推定結果においても，A の品目数に対する限界支払意志額が４

つのグループの中で最も高い値となり，次亜塩素酸ナトリウムの使用に対しては

最も低い値となった。 

C では，基準のカット野菜セットの限界支払意志額は高いながらも品目数や次

亜塩素酸ナトリウムの使用に対しては購入しないグループとあまり変わらない

値となり，サラダ用セットと同様の傾向がみられた。 

 

３）コンジョイント分析のまとめ 

グループ別のコンジョイント分析の結果からは以下の点が明らかとなった。 

第１に，回答者の購入状況によって，基準となるカット野菜セットそのものの

評価が大きく異なるという点である。これは当然のことではあるが，カット野菜

セットを購入しているグループではカット野菜セットそのものの価値を購入し

ないグループより高く評価しており，その差はおよそ２倍程度となっている。 

第２に，カット野菜セットを購入しているグループでも性別によって評価する

カット野菜セットの属性に違いがあることが明らかになった。 

第３に，購入すると回答した女性のグループでは品目数が増加することによる

限界支払意志額が４グループの中で最も高くなることから，カット野菜セットに

多くの種類の野菜が入っているかどうかという点が，製品の評価を左右する重要

な商品属性であることが明らかとなった。また，次亜塩素酸ナトリウムの使用に

対する抵抗感が強く，カット野菜セットを高く評価しながらも，加工処理に用い

られる薬品を避けたいと考えていることがわかる。 

購入すると回答した男性のグループでは基準のカット野菜セットに対する限

界支払意志額は４グループの中で最も高くなったが，品目数の増加や次亜塩素酸

ナトリウムの使用に対する評価は購入しない層とあまり大きく変わらなかった

ことから，品目数の変化や加工に関する属性には関心が少ないと考えられる。 

一方で，今回使用した商品属性に関しては，加熱用セットとサラダ用セットで

評価の傾向に明確な違いは確認できなかった。 
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４．各グループの特徴 

次に，各カット野菜セットに対する回答者の意識や属性について，グループの特

徴を確認するため，クロス集計を行った。その結果を表５－５に示す。 

サラダ用セットに関しては，A，C では単身世帯の割合が多い。また意識に関して

は，A，C で，｢手間をかけずに食べられる｣｢手軽に食べられる｣｢バランスの良い食

生活になる｣という回答者の割合が多く，野菜を一度に手軽に食べられるという利

便性の特徴を評価していることがわかる。一方，B では｢生鮮品より品質が落ちる｣

というイメージを持つ回答者の割合が高く，カットによる品質の低下に関心がある

ことがわかる。 

加熱用セットについては A，C で単身世帯が多いことに加えて，C では 20 歳代が

多いという傾向がみられた。意識に関しては各グループについて，利便性に関する

項目ではサラダ用セットと同様の傾向が確認された。特に，A ではサラダ用セット

についても加熱用セットについても｢一度に多くの種類を食べられる｣といったイ

メージを持っており，健康面からもカット野菜セットを評価していると考えられる。

また，B で｢値段が高い｣｢新鮮さが感じられない｣｢加工処理に不安がある｣といった

項目の回答割合が多く，女性の場合は価格や鮮度，処理等が購入の有無に影響する

と考えられる。 

 

第５節 小括 

 

本章では，カット野菜セットの消費者評価について性別及び購入経験の有無別に

コンジョイント分析を行い，カット野菜セットの各属性の評価と消費者の属性や意

識の検討を行った。分析結果から以下の点が明らかとなった。 

第１に，男性はカット野菜セットのメリットとして｢利便性｣そのものを評価して

いることである。このグループでは，カット野菜セットのイメージとして｢生ごみ

が出ない｣｢食べきれる量である｣といった回答の割合が高く，利便性に関する項目

が評価されていた。そのことが影響してか，コンジョイント分析においても基準と

なるカット野菜セットの評価は購入グループと非購入グループで大きな差があっ

たが，その他の商品属性に対する評価には大きな違いが認められなかった。また，

男性では若い単身世帯に向けた商品開発が重要となる。 

第２に，女性の消費者はカット野菜セットに｢利便性｣以外の商品属性も求めてい

ることが明らかとなった。購入しているグループではカット野菜セットのイメージ

として，｢一度に多くの種類を食べられる｣といった評価を持っており，購入しない 
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表５－５ 各グループの特徴 

 

サラダ用カット野菜セット 

女性（人）  男性（人） 

A 

購入 

B 

非購入 
 

C 

購入 

D 

非購入 

世
帯 

員
数 

１人 23* 23*  56* 39* 

２人以上 101* 252*  43* 249*  
 

年
代 

20 代 23 44  19* 39* 

30 代 40 68  34* 77* 

40 代 26 54  25* 69* 

50 代 20 49  13* 57* 

60 代 15 60  8* 46* 

サ
ラ
ダ
用
カ
ッ
ト
野
菜 

セ
ッ
ト 

に
関
す
る
意
識 

手間をかけずに食べられる 63* 97*  44* 81* 

一度で食べきれる量 46* 74*  43* 69* 

生ごみが出ない 32 52  20* 33* 

一度に多くの種類が食べられる 37* 46*  14 45 

手軽に食べられる 58* 76*  43* 72* 

バランスが良い食生活になる 18* 12*  18* 15* 

生鮮品より品質が落ちる 17* 63*  10 40 

 合計 124 275  99 288 

加熱調理用カット野菜セット 

女性(人) 男性(人) 

A 

購入 

B 

非購入 
 

C 

購入 

D 

非購入 

世
帯 

員
数 

１人 18* 28*  35* 60* 

２人以上 85* 268*  27* 265*  
 

年
代 

20 代 19 48  16* 42* 

30 代 27 81  21* 90* 

40 代 23 57  11* 83* 

50 代 20 49  7* 63* 

60 代 14 61  7* 47* 

加
熱
調
理
用
カ
ッ
ト
野
菜 

セ
ッ
ト
に
関
す
る
意
識 

お買い得感がある 10* 5*  0 12 

一度で食べきれる量 19 46  18* 55* 

一度に多くの種類が食べられる 27* 41*  14* 38* 

手軽に食べられる 35* 62*  22* 75* 

バランスが良い食生活になる 14* 17*  10* 24* 

生鮮品より品質が落ちる 8* 72*  4* 46* 

値段が高い 29* 129*  15 103 

新鮮さが感じられない 17* 81*  3 37 

加工処理に不安がある 11* 62*  3* 39* 

 合計 103 296  62 325 
註１）*はχ２検定の結果 10%水準で有意。 

 ２）太枠は調整済み残差が１.96 より大きい。塗りつぶしは-１.96 より小さい。 

 ３）「購入」グループは「自分で購入し，食べている」及び「自分で購入するが食べていない」。「非購入」は

「自分で購入しないが食べている」及び「自分で購入しないし食べてもいない」。 
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グループでは｢加工処理に対する不安｣を強く意識している。また，コンジョイント

分析の結果においても，品目数の増加を高く評価し，次亜塩素酸ナトリウムの使用

に対して強い抵抗感があるなどの特徴が確認された。このことから今後このグルー

プの消費をさらに高めるためには，カット野菜セットの品目数を増加させる又は何

品目使っているといった点をアピールすることが有効であると考えられる。また，

加工処理方法についての抵抗感を和らげるため，処理方法の表示の仕方や，他の殺

菌方法，あるいは薬品を使用しない，といった商品の検討が必要である。 

最後に，現在は購入していないグループについて，このグループの意識調査では，

利便性の長所が理解されていないこと，価格も高いと感じられていることなどから，

この層の消費を喚起するためには，まずはカット野菜セットの長所を感じてもらう

ことが重要である。店頭での実演販売やお試し価格の設定など，一度利用してもら

えるようなアプローチが有効であると考えられる。 

 

 

 

 

 

（註１）コンジョイント分析の概説については，合崎ら（2004）（2007），合崎（2005）

（2010）（2011）を参照。 

（註２）欧米においては，カット野菜セットは相当程度普及している。アメリカのカ

ット野菜セットの動向と研究レビューについては，佐藤（2011）を参照。 

（註３）簡便化については，時子山（1999）が近年の食生活の変化の方向の一つとし

て整理している。時子山（1999）によれば，簡便化には①調理費用の大きい

食品から小さい食品への移行（下ごしらえや調理に手のかかるいもや豆や魚

から，生食できるサラダ用の野菜や刺身用の魚への移行，持ち運びに不便な

白菜や大根の減少等），②食料の消費にかかる家事労働の外部化（各種の調理

済み食品の利用と外食等）があるとしている。カット野菜セットは②の簡便

化に対応した商品である。 

（註４）｢次亜塩素酸ナトリウム｣は，食品の殺菌等に使用されており食品添加物とし

て登録されている。加工時の処理に使用する場合は商品に表示する義務はな

い。 

（註５）全選択肢集合の作成は，合崎・西村（2007），Aizaki（2012）にしたがって，

データ解析環境 R の AlgDesign パッケージを用いた。 

（註６）コンジョイント分析の推定モデルには Ujiie et al.（2011）や大石ら（2010）に
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見られるように，本章でも Conditional Logit Model を用いたが，Conditional 

Logit Model では無関係な選択肢からの独立（ Independence of Irrelevant 

Alternatives：IIA）を仮定している。この仮定をおかない Random Parameter 

Logit Model を用いた分析は今後の課題とする。 

（註７）グループ分けの妥当性を確認するため，全サンプルを用いた計測及びグルー

プごとの計測で算出される対数尤度を用いて，尤度比検定を行った結果，サ

ラダ用，加熱調理用共に，A～D のグループ分けの前後で計測結果が同じであ

るという帰無仮説は１%水準で棄却された。 
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第６章 要約と結論 

 

 

 

我が国における食生活は「高級化」，「多様化」「健康・安全志向」，そして家庭内

での調理費用の大きい食品から小さい食品への移行や，惣菜や外食による直接的な

食の外部化などを意味する「簡便化」の４つの方向で変化してきた。特に消費の減

少幅の大きい生鮮野菜消費において，外部化を含む簡便化は重要な流れのひとつで

ある。 

この「簡便化」に対応して消費者向けカット野菜セットのような野菜の簡便化商

品が登場しており，生鮮野菜消費の新たな形として重要な位置を占めている。その

消費者行動の解明は，簡便化の進む食料消費のなかでカット野菜の新たな商品戦略

を構築する上で重要な意味を持つ。また，これからの食卓においても普及が進むと

される新しい財を対象とすることは，農業経済学の進展に貢献できよう。 

そこで，本研究ではこの消費者向けカット野菜セットを取り上げ，そのマーケテ

ィング戦略に資することを目的とし，アンケート調査データや個票データの利用に

より，消費者間の差異を詳細に把握したうえで，食の簡便化に関する消費者意識と

評価について消費者行動理論に基づく計量経済学的アプローチにより定量的に解

明することを課題とした。 

以下に各章の要約，及び本研究の到達点を示す。 

 

第１節 各章の要約 

 

第１章では食の簡便化に関する研究の展開を踏まえて，本研究の食料消費研究に

おける位置づけと，カット野菜を分析対象とする意義を示した。さらに，その特性

整理から本研究の課題を示した。 

既往研究の整理から，今後の食料消費研究に必要な点として以下の３点を指摘し

た。第１に，簡便化商品として需要が拡大している半加工品のカット野菜セットを

対象とすること。第２に，食の簡便化に関して，消費者行動理論に基づく計量経済

学的アプローチにより，消費者の意識・行動と簡便化商品に対する評価を定量的に

解明すること。第３に，アンケート調査データや個票データの利用により，消費者

間の差異を反映した分析をおこなうこと。 

さらに，本研究の対象とする消費者向けカット野菜セットの商品特性の整理を行

い，「利便性」「安全性」「コストパフォーマンス」を注目すべき特性として挙げた。 
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この特性整理に基づき，カット野菜の消費に関する研究，特に実証研究を今後蓄

積していく上で踏まえるべき論点として，①生鮮野菜とカット野菜セットの代替補

完関係の解明，②購入者の意識と購入の規定要因の解明，③商品属性に対する消費

者の評価の調査，の３点を挙げて本研究の課題とした。 

第２章では生鮮野菜の消費動向及び，製造業者の調査から消費者向けカット野菜

のマーケットの動向を確認し，カット野菜を研究対象とする意義を示した。 

はじめに，家計調査年報，国民健康・栄養調査，食料需給表等の公表データから，

野菜の消費の推移を確認した。そこでは，1975 年以降，野菜の消費は，食の外部化

の進行後，内食回帰の動きをみせているが，今なお５割近くの消費を外部化した商

品に頼っていることが確認された。こうした中，消費者向けカット野菜は，約 605

億円の市場規模を誇るまでになり，簡便化された野菜消費の一形態として重要な位

置を占めるようになったことを示した。 

続いて，カット野菜製造業者の事例調査を行った。ここでは，カット野菜需要構

造実態調査の結果をもとに，カット野菜製造業者の特徴について整理した。 

サラダ用カット野菜の製造においては，食品加工技術を持つ弁当・惣菜業者で，

比較的大規模な企業が参入しており，鮮度を重視した原料調達，販売方法をとって

いる。加熱調理用カット野菜製造では，卸・仲卸業者が多く，衛生管理等の設備に

かかるコストは小さく，比較的小規模な企業が多いことを示した。しかしどちらの

企業も今後のカット野菜消費の増加を見込んでおり，特に生食用カット野菜におい

ては規模の経済性が働き，事業を拡大する意向が特に強く，供給量が増加すること

が見込まれる。 

次に，カット野菜製造業者への聞き取り調査を行った。その結果，生食用カット

野菜の製造においては，製品開発の方向性が広く，事業を展開しやすい一方，高度

な加工技術や衛生管理，機械化のため，製造工場には大きな初期費用が課題となる

ことを示した。一方，加熱用カット野菜の製造においては，製造工程において機械

化できない作業が多いが，製造工場に必要な設備は少なく，簡易な施設でも始めら

れるというメリットがあること。また，加工による付加価値は少なく，原価に占め

る材料費の割合が高いため，原料調達の優位性が重要となること。さらに，商品の

差別化が困難であり，商品開発の難しさに課題があり，カット野菜に関するマーケ

ティングの立案が求められていることを示した。 

第３章では簡便化商品であるサラダの需要構造について分析を行った。 

ここでは，キャベツ，レタス，キュウリ，トマト，サラダの５品目を取り上げ，

各品目間の需要構造や，消費者の世帯属性との関係について，家計調査個票データ

を用いて Linear Approximate of the Almost Ideal Demand System（LA/AIDS）により分
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析を行った。その結果，サラダとトマトには代替の関係が認められ，トマト価格が

上昇した際は，サラダが代替品として選択されている一方，キャベツは補完的に消

費されていることが，経済理論に則った分析により明らかとなった。また，世帯属

性とサラダ消費の関係性においては，妻が就業しており，都市部に居住しているほ

ど，また，世帯員数及び子供が少ない世帯ほど，サラダの消費割合が増加すること

を示した。 

さらに，サラダ消費に対するサラダ価格の影響は小さくなり，サラダが家計の消

費に浸透してきている点，子供，世帯員の少ない世帯で消費が増加する点を踏まえ

て，少子化，核家族化の進行する日本の野菜消費においてサラダがますます重要な

財となることを示した。 

第４章では，加熱調理用カット野菜セットを対象に，アンケート調査データを用

いた共分散構造分析によりその消費者属性と意識を明らかにした。 

ここでは，加熱調理用野菜セットの特徴と販売状況の整理から，研究の分析視点

として，「コスト負担」，「調理時間の短縮」，「メニューづくりの簡便化」及び一次

加工が加わることによる「安全性に関するイメージ」，の 4 点を示し，これらに対

応する消費者属性・意識を用いてロジット分析と共分散構造分析を行い，購入の規

定要因を分析した。 

その結果，購入の規定要因となる消費者意識として「食事のメニューを考えたり

準備をするのは面倒である」といった意識からなる「簡便化志向」の存在を示した。

また，消費者の社会的属性としては，フルタイムやパートタイムなどなど，機会費

用の高いことも購入の規定要因となることを示した。 

さらに，現状の加熱調理用カット野菜に対する評価としては，簡便化の性質は評

価を得ていることが確認された一方，低価格志向への対応に関しては十分に確認で

きなかった。これは，加熱調理用野菜セットによって，どの程度手間が省かれるか

という利便性とその外部化のコストの関係が消費者に理解されにくいことが原因

と考えられた。また，「料理好き志向」や「安全志向」の消費者には加熱調理用野

菜セットは高い評価を得られていないことが明らかとなり，新たな消費者の獲得に

向けては，商品の多様化，鮮度保持が課題となることを示した。 

第５章では，４章までに明らかにされたターゲットとなる消費者に，今後具体的

にどのようなカット野菜セットが望まれているかを選択実験により検証した。 

ここでは，加熱調理用及び生食用のカット野菜について，価格，品目数，殺菌方

法の異なる野菜セットを仮想的に提示し，アンケート調査を行った。その結果を，

回答者の購入経験や性別ごとにグループ分けし，選択型コンジョイント分析を行う

ことで，消費者層ごとに求められるカット野菜の属性を検証した。 
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その結果，男性の消費者は，カット野菜セットのメリットとして｢利便性｣そのも

のを評価しており，品目数の増加や，殺菌方法等，カット野菜の付加的な属性に関

する評価はあまり高くなかった。一方，女性の場合は｢一度に多くの種類を食べら

れる｣といった品目数に対する評価や｢加工処理に対する不安｣といった安全性への

関心が高いことから，カット野菜セットに｢利便性｣以外の商品属性も求めているこ

とを定量的に評価した。 

 

第２節 本研究の到達点と今後の課題 

 

本節では，本研究の成果と今後の課題について述べ，結びとする。 

 これまでの食料消費研究，特に食の簡便化に関する研究においては，その要因分

析や影響評価に関するものがほとんどであり，消費行動に関する研究は不足してい

る。また，数少ない消費行動の研究においては，集計データを使用した，外食や加

工品などを対象とする分析が中心となっており，集計データを利用することに伴う

弱点が存在した。これに対し，本研究では，野菜の半加工品であり，近年その需要

が伸びているカット野菜セットを分析対象として取り上げ，この簡便化された財に

関する消費者評価を計量経済学的アプローチにより解明することを目的とした。さ

らに分析にあたっては，アンケート調査や個票データの利用により，消費者間の差

異によるカット野菜の評価の違いを明らかにし，今後需要の見込まれるカット野菜

セットの開発やマーチャンダイジングにおける基本戦略の立案に貢献することを

目的とした。 

分析により，カット野菜の消費に関して，需要構造や消費者の社会的属性による

評価の違いが定量的に明らかとなったことが本研究の成果といえる。 

カット野菜の需要構造に関しては，カット野菜と生鮮野菜の間に代替・補完の関

係が存在することが明らかとなった。これまで，生鮮野菜の代替品としてのカット

野菜の需要については，農畜産業振興機構(2013)等の調査等により指摘されていた。

この点について，経済理論から演繹的に導かれる需要体系分析により，サラダとト

マトの代替関係を定量的に明らかにすることができたが，キャベツとサラダは現在

補完的に消費されていることも明らかとなった。分析に使用した「サラダ」のデー

タにはカット野菜以外のサラダも含むため，POS データの利用等により，さらに詳

細な消費データを用いた分析が必要とされるが，特定の野菜の価格の推移からカッ

ト野菜の需要を予測し，生産計画に役立てる可能性を示すことができた。さらに，

サラダの自己価格弾力性の変化より，サラダが家計消費に浸透してきていることも

確認できた。また，本分析は，日本の家計調査個票データを用いて生鮮野菜の需要
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体系分析を行った初めての試みであり，家計調査の個票データという特性を活かし

て，豊富な消費者属性を需要体系分析に取り込むことができ，多くのインプリケー

ションを得ていることも，本研究の成果と考えられる。 

カット野菜の購入に際した消費者意識に関しては，カット野菜の特徴である利便

性・安全面・コストパフォーマンスの３つの視点から消費者の意識を明らかにした。

簡便化志向を持つことや，安全志向の消費者ではないことなどがカット野菜購入の

規定要因となること，またカット野菜の特徴として利便性が最も評価されており，

安全面については，消費者の不安があることなどが明らかとなった。また，コスト

パフォーマンスに関する消費者意識に関しては明確な結果は得られなかった。この

ことから，今後の商品開発にあたっては，商品メニューの多様化，鮮度保持が課題

となる。 

次に，カット野菜の利便性・安全面・コストパフォーマンスなどの商品属性に対

する消費者の評価については，男性はカット野菜の利便性自体を評価していること，

女性のカット野菜対する評価は男性よりも多様であることを示した。女性をターゲ

ットとした場合，購入していない層の多くはカット野菜殺菌方法に強い抵抗感を持

っているため，安全性の高い殺菌方法の採用と，処理方法の表示の工夫，あるいは

薬品を使用しない商品の開発が求められるとともに，その利便性を認知してもらう

ためのアプローチが重要となる。また，既存のターゲットに対しては，カット野菜

セットの品目数を増加させること，又は何品目使っているかといった点を強調して

広告することが重要である。なお，本分析にあたっては，消費者の安全性への関心

を測定するものとして，加工処理への不安を取り上げ，次亜塩素酸ナトリウムの使

用に関して消費者評価を計測したが，この点については，産地や栽培条件等ほかの

商品属性に関しても研究が必要である。 

このような分析により明らかとなった，安全性が重要視されている点，加熱用カ

ット野菜セットは比較的小規模で取り組める点等を踏まえると，カット野菜セット

の今後の展開として，地域の農産物直売所による加工の取り組みも考えられる。小

規模な設備で取り組める加熱調理用カット野菜製造は，原料の仕入れに優位性を持

つ農産物直売所で取り組みやすいと言える。また，安全性に対する消費者の関心が

高いため，産地が明確な点や減農薬栽培への取り組みが，商品の利点として高く評

価される可能性がある。このようにカット野菜セットはその商品特性を生かした販

売戦略を展開することにより，消費者の生鮮野菜消費量の増加や，地域農業の発展

にも寄与する可能性がある。 

 本研究においては，カット野菜の特性のうち，利便性，安全性，コストパフォー

マンスの３点に着目して分析を行ったが，消費者意識の中には，簡便化商品を使用
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することによる「手抜き」に対する抵抗感なども存在すると考えられる。また，簡

便化された手間に対する消費者の評価については分析が及ばなかった。このため，

より詳細な商品の開発方向の提案を行うために，代表性のある消費者への面接調査

や，家庭内での利用方法を調査するための HUT（Home Use Test），IAT（Implicit 

Association Test）などのさらなるマーケティング的な研究が必要とされる。 
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