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本刊行物は，農林水産政策研究所における研究成果をまとめたものですが， 

学術的な審査を経たものではありません。研究内容の今後一層の充実を図る 

ため，読者各位から幅広くコメントをいただくことができれば幸いです。 
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第１章 はじめに

内藤 恵久 

１．本研究の問題意識

我が国の食料消費については，高齢化の進行や人口減少に伴い，量的な飽和の段階を超

え，今後減少に向かう局面にある。このような中で，我が国の農林水産業の持続的な発展

を図るためには，今後の国内外の需要動向を的確に踏まえつつ，生産・加工・流通過程に

おけるバリューチェーンを構築し，新たな価値を生み出していくことが重要である。

この価値創出の一つの手法として，地域産品のブランド化があげられるが，これを進め

ること等を目的として，2014 年に「特定農林水産物等の名称の保護に関する法律」が制定

され，地理的表示（以下「GI」という。）の保護が図られることとなった。制度が施行され

て以降，順次登録が進められてきているが，2019 年度末時点の登録数は 95 にとどまって

おり，また，登録されても必ずしも十分な効果を上げていない産品も見られる。このよう

な中で，今後，登録数の増加や認知度の向上を図るとともに，登録を付加価値向上や輸出

増等の目に見える経済的効果につなげていくことが求められている。

本研究は，地理的表示保護をはじめとした地域ブランド振興の取組について，その現状，

課題等を把握・分析し，今後の方向性を検討するため実施したものである。このような目

的から，GI 登録産品等を対象に，アンケート調査や個別事例の調査を実施し，登録の効果

や課題等を分析するとともに，流通業者及び消費者を対象として認証制度への認知や評価

等の調査・分析を行った。また，幅広い農産物ブランドの購買行動の規定要因や肉用牛ブ

ランドの取組が農業経営に与える影響の分析も行っている。以上のような分析を通じて，

地理的表示保護制度をはじめとした地域ブランド化の取組の課題を把握するとともに，今

後の施策展開に関する政策的示唆を得ることとする。

２．報告書の構成

本報告書では，地域ブランド化の取組について，第 2 章及び第 3 章において，主に産地

に関する調査分析を，第 4 章において流通業者に関する調査分析を，第 5 章及び第 6 章で

は消費者に関する分析を行っている。また，第 7 章では肉用牛の地域ブランドに関する分

析を行い，第 8 章で全体のまとめを行っている。第 2 章以下の各章の具体的内容は，次の

とおりである。

第 2 章では，すべての登録産品を対象に実施したアンケート調査により，登録に当たっ

ての困難事項，登録の効果や GI 活用上の課題を把握し，今後の政策展開に向けた政策的
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示唆を検討している。

 第 3 章では，GI 保護制度及び地域団体商標制度の登録産品に関して，取組事例の産地調

査により，ブランド保護政策に対する期待と効果を把握し，この結果から得られた政策的

示唆を検討している。

 第 4 章では，地域ブランド産品の第 1 次的な購入者である流通業者に関し，GI 保護制度

や GI 産品に関する認知や評価を把握するため，小売店バイヤーの制度に対する認知・評

価等を調査・分析するとともに，GI 登録産品に対する支払意思額の規定要因を分析してい

る。

 第 5 章では，GI 産品を最終的に購入する消費者を対象に，GI 保護制度の認知度や GI 産

品に対する支払意思額を把握・分析するとともに，GI 保護制度の要素を踏まえた上で，農

産物に付される情報に対する消費者の評価を分析し，また，望ましい認証制度のあり方へ

の意向を確認している。

 第 6 章では，幅広い地域ブランド産品を対象として，ブランド化の手法も含めて，購買

行動の規定要因を検証し，農産物ブランド化に向けた取組への含意を検討している。

 第 7 章では，地域ブランドへの取組が農業経営等に与える影響を明らかにするため，全

国的なデータが充実している肉用牛ブランドを対象に，農林業センサスデータを用いてブ

ランド化の影響を分析し，経営戦略の方向性等を検討している。

 第 8 章では，第 7 章までの分析結果を踏まえ，全体のまとめを行い，政策的示唆を整理

する。
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第２章 地理的表示保護制度への登録の効果及び今後の課題

―登録産品のアンケート調査による分析―

内藤 恵久・大橋 めぐみ・飯田 恭子・八木 浩平・菊島 良介

１．はじめに

（１）調査・分析の趣旨

 地理的表示保護制度が 2014 年に創設され，2019 年度末現在で 95 産品が登録されてい

る(1 産品は取消済)。地理的表示（以下「GI」という。）をはじめとして地域ブランドの活

用は，農林水産物の付加価値向上や農山漁村の活性化を図る上で重要な課題であるが，今

後，同制度をより効果的に活用していくためには，登録の効果や課題として認識されてい

る事項等を把握し，その要因等を分析し，施策展開に生かしていくことが重要と考えられ

る。 
 このため，すべての登録産品を対象にアンケート調査を行い，その内容の分析を行った。 

（２）先行研究

我が国での GI への期待，効果，活用上の課題等について，内藤ら（2018）は，GI 活用

を検討している産品等 376 産品を対象とした調査により，生産者の機運上昇や価格上昇へ

の期待があることや，制度活用に当たり品質管理体制の確立に課題があることを示してい

る。このほか，香坂（2015）は，事例調査により，GI 登録申請の理由を分析している。ま

た，八木ら（2019）は，GI 又は地域団体商標に登録された 12 産品を対象とした事例調査

により，登録後の効果を示すとともに，登録を活かした取組により価格上昇効果が生じた

事例を分析している。しかし，GI 登録産品全体を対象に，登録の効果，課題等を分析した

研究は見当たらず，全体的な状況は明らかになっていない。 

（３）調査の方法と分析対象の概要 

 調査は，2019 年 9 月末までに登録されている 86 産品を対象に，同年 10 月に，登録生

産者団体に対して，アンケート調査票を郵送する方法によって行った。75 産品，78 団体

からの回答を得て（1），これを分析に用いた。なお，調査事項は，登録時に困難と感じた事

項，登録申請に当たって期待していた事項，登録の効果として認識している事項，品質管

理や PR の取組の実施状況，GI 活用上の課題と今後の対応などである。 
対象産品の産品種類は，野菜が 34.7％と最も多く，次いで果実，生鮮肉類（いずれも

12.0％），水産物（10.7％）である（第１表）。地理的表示保護制度は 2015 年に施行され，

同年 12 月に最初の登録が行われており，すべて登録後 5 年以内の産品となっている（第２表）。  
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第１表 産品種類             第２表 登録年 

 
 
 
 
 
 

資料：登録データに基づき内藤作成。 

 
 
 
 

資料：登録データに基づき内藤作成。 

 
２．登録時の困難事項とその対応 

 
（１）登録時の困難事項 

 登録申請に当たって対応が困難と感じた点としてあげられたものは，申請文書の作成や

申請から登録までの手続が圧倒的に多く，大きな困難，やや困難を合わせて，92.3％に上

る（複数回答）（第３表，第１図）。次いで，基準遵守業務の実施体制の整備（47.4％），特

性についての意見相違（41.0％）となっている。今後，登録を進めるに当たって，申請手

続などの事務や品質管理体制の確立をサポートしていくことが重要と考えられる。 
  

        第３表 登録に当たり困難と感じた点（複数回答） 

 

資料：内藤作成。 

 

困難と感じた点 大きな困難 やや困難 困難なし 無回答 計

生産地域意見相違 5(6.4%) 19(24.4%) 50(64.1%) 4(5.1%) 78(100.0%)

生産方法意見相違 3(3.8%) 19(24.4%) 52(66.7%) 4(5.1%) 78(100.0%)

特性意見相違 10(12.8%) 22(28.2%) 41(52.6%) 5(6.4%) 78(100.0%)

基準遵守体制 5(6.4%) 32(41.0%) 37(47.4%) 4(5.1%) 78(100.0%)

費用 1(1.3%) 9(11.5%) 65(83.7%) 3(3.8%) 78(100.0%)

手続事務 38(48.7%) 34(43.6%) 5(6.4%) 1(1.3%) 78(100.0%)

その他 3(3.8%) 0(0.0%) 0(0.0%) 75(96.2%) 78(100.0%)

産品種類 件数 ％

穀物 3 4.0%

野菜 26 34.7%

果実 9 12.0%

その他農産物 1 1.3%

生鮮肉類 9 12.0%

水産物 8 10.7%

穀物加工品 2 2.7%

野菜加工品 3 4.0%

果実加工品 3 4.0%

飲料品 3 4.0%

調味料 3 4.0%

非食用加工品 5 6.7%

合計 75 100.0%

登録年 件数 ％

2015年 6 8.0%

2016年 16 21.3%

2017年 27 36.0%

2018年 14 18.7%

2019年 12 16.0%

合計 75 100.0%
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第１図 登録に当たり困難と感じた点（困難と感じた割合の高い順） 

困難と感じた点について，申請手続きをどのような者が中心となって行ったかによって

差が出るかについて分析したが，特に明確な差異は見られなかった。なお，申請の手続き

で最も中心となった者は，農協等の生産者団体の職員が多く（51.3％），次いで市町村職員

が多い（第４表）。また，最も中心となった者とこれに次いで中心となった者の組合せでは，

農協等の生産者団体の職員と都道府県職員の組み合わせが多い（23.1％）。 
 

第４表 申請の中心となった者 

 
資料：内藤作成。 

  

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

費用

生産方法意見相違

生産地域意見相違

特性意見相違

基準遵守体制

手続事務

大きな困難 やや困難 困難なし 無回答

農協等

職員

市町村

職員

都道府

県職員

弁理士

等 その他 無回答 合計

件数 0 7 12 4 1 16 40

％ 0.0% 9.0% 15.4% 5.1% 1.3% 20.5% 51.3%

件数 6 0 1 0 0 7 14

％ 7.7% 0.0% 1.3% 0.0% 0.0% 9.0% 17.9%

件数 6 3 0 0 0 1 10

％ 7.7% 3.8% 0.0% 0.0% 0.0% 1.3% 12.8%

件数 1 1 0 0 0 1 3

％ 1.3% 1.3% 0.0% 0.0% 0.0% 1.3% 3.8%

件数 0 0 2 0 0 6 8

％ 0.0% 0.0% 2.6% 0.0% 0.0% 7.7% 10.3%

件数 0 0 0 0 0 3 3

％ 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 3.8% 3.8%

合計 件数 13 11 15 4 1 34 78

％ 16.7% 14.1% 19.2% 5.1% 1.3% 43.6% 100.0%

無回答

申請の最

も中心と

なった者

次いで申請の中心となった者

農協等

職員

市町村

職員

都道府

県職員

弁理士

等

その他
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特性意見相違 10(12.8%) 22(28.2%) 41(52.6%) 5(6.4%) 78(100.0%)

基準遵守体制 5(6.4%) 32(41.0%) 37(47.4%) 4(5.1%) 78(100.0%)

費用 1(1.3%) 9(11.5%) 65(83.7%) 3(3.8%) 78(100.0%)

手続事務 38(48.7%) 34(43.6%) 5(6.4%) 1(1.3%) 78(100.0%)

その他 3(3.8%) 0(0.0%) 0(0.0%) 75(96.2%) 78(100.0%)

産品種類 件数 ％

穀物 3 4.0%

野菜 26 34.7%

果実 9 12.0%

その他農産物 1 1.3%

生鮮肉類 9 12.0%

水産物 8 10.7%

穀物加工品 2 2.7%

野菜加工品 3 4.0%

果実加工品 3 4.0%

飲料品 3 4.0%

調味料 3 4.0%

非食用加工品 5 6.7%

合計 75 100.0%

登録年 件数 ％

2015年 6 8.0%

2016年 16 21.3%

2017年 27 36.0%

2018年 14 18.7%

2019年 12 16.0%

合計 75 100.0%
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（２）登録時の困難事項への対応 

 登録申請上の困難を克服するため役立ったこととしては，関係者間の協議が最も多いが

（79.5％），次いで，都道府県・市町村からのアドバイス（46.2％）やサポートデスクのア

ドバイス（35.9％）が多くあげられている（第５表）。登録時の困難解決のため，自治体等

による相談体制の重要性が示唆される。 
 
第５表 困難克服の方法 

第２図 困難克服の方法（％） 

資料：内藤作成。 

 
３．登録への期待と効果 

 

（１）概要 

登録申請に当たって期待していた点に関し，その他（自由記載）を含む 14 の項目につい

て，かなり期待，やや期待，特に期待しなかった，の三つから選択してもらう形で質問し

た。最も期待が大きかったのは，認知度の向上（かなり期待 67.9％，やや期待 28.2％）で

あった（第６表）。次いで，生産者の機運上昇，テレビ・新聞等のマスコミに取り上げられ

ること，新たな顧客の獲得，地域振興等の期待が大きかった。なお，かなり期待との回答

だけでみると，価格上昇が，認知度向上に次いで期待が大きかった（47.4％）。 
  

困難克服の方法 件数 ％

関係者協議 62 79.5%

生産者個別説明 20 25.6%

サポートデスク 28 35.9%

都道府県、市町

村アドバイス

36
46.2%

既登録産地から

の情報

5
6.4%

専門家アドバイ

ス

6
7.7%

その他の困難克

服方法

11
14.1%

回答数計 78
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第６表 登録への期待 

 
資料：内藤作成。 

 

 
第３図 登録への期待（期待の割合の高い順） 

 

一方，登録の効果として感じている事項に関し，期待と同様，14 の項目について，かな

り効果を感じている，やや効果を感じている，効果は感じていない，不明，の四つから選

択してもらう形で質問した。比較的効果を感じている割合が高いのは，マスコミに取り上

げられること（かなり効果を感じている 28.2％，やや効果を感じている 43.6％，合計 71.8％）

であり，次いで，生産者の機運上昇（合計で 69.2％），認知度の向上（同 65.4％），新たな

顧客の獲得（同 53.8％），品質向上（同 53.8％）等の効果を強く感じていた（第 7 表）。一

方，価格上昇効果を感じていたのは，38.5％にとどまった。なお，地域団体商標登録産品

を対象に行われた調査（2）では，登録の効果として回答があったものは，商品・サービスの

かなり期待 やや期待 期待せず 無回答 計

行政取締り 31(39.7) 30(38.5) 16(20.5) 1(1.3) 78(100.0)

認知度 53(67.9) 22(28.2) 3(3.8) 0(0.0) 78(100.0)

マスコミ 28(35.9) 42(53.8) 8(10.3) 0(0.0) 78(100.0)

価格上昇 37(47.4) 20(25.6) 21(26.9) 0(0.0) 78(100.0)

販売量増 24(30.8) 31(39.7) 23(29.5) 0(0.0) 78(100.0)

新顧客 30(38.5) 36(46.2) 12(15.4) 0(0.0) 78(100.0)

品質向上 17(21.8) 34(43.6) 27(34.6) 0(0.0) 78(100.0)

機運上昇 33(42.3) 40(51.3) 5(6.4) 0(0.0) 78(100.0)

担い手増 16(20.5) 36(46.2) 26(33.3) 0(0.0) 78(100.0)

生産量増 14(17.9) 40(51.3) 24(30.8) 0(0.0) 78(100.0)

関連商品 5(6.4) 42(53.8) 31(39.7) 0(0.0) 78(100.0)

地域振興 22(28.2) 43(55.1) 12(15.4) 1(1.3) 78(100.0)

輸出促進 15(19.2) 20(25.6) 43(55.1) 0(0.0) 78(100.0)

その他 2(2.6) 0(0.0) 1(1.3) 75(96.2) 78(100.0)

（単位：件数、％)

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

輸出促進

関連商品

品質向上

担い手増

生産量増

販売量増

価格上昇

行政取締り

地域振興

新顧客

マスコミ

機運上昇

認知度

かなり期待 やや期待 期待せず 無回答
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て，かなり期待，やや期待，特に期待しなかった，の三つから選択してもらう形で質問し

た。最も期待が大きかったのは，認知度の向上（かなり期待 67.9％，やや期待 28.2％）で

あった（第６表）。次いで，生産者の機運上昇，テレビ・新聞等のマスコミに取り上げられ

ること，新たな顧客の獲得，地域振興等の期待が大きかった。なお，かなり期待との回答

だけでみると，価格上昇が，認知度向上に次いで期待が大きかった（47.4％）。 
  

困難克服の方法 件数 ％

関係者協議 62 79.5%

生産者個別説明 20 25.6%

サポートデスク 28 35.9%

都道府県、市町

村アドバイス

36
46.2%
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PR ができた 48.3％，地域全体に対するイメージがよくなった 38.5％，団体構成員のモチ

ベーションが向上した 33.0％，品質の維持・向上につながった 25.1％，模倣品対策に効果

があった 25.1％，新たな顧客が獲得できた 8.7％，売上が増加した 4.2％，販売単価が高ま

った 2.8％等となっている。回答項目が一部異なるものの，概して，今回の GI 登録産品を

対象とした調査による効果の割合の方が高くなっている。 

第７表 登録の効果 

 
資料：内藤作成。 

 

 
第４図 登録の効果（効果を感じている割合の高い順） 

 期待していたことと効果として感じていることを比べると，品質向上，マスコミに取り

上げられること，生産者の機運上昇，認知度上昇等については，比較的，期待に応じた効

かなり効果 やや効果 効果なし 不明 無回答 計

行政取締り 7(9.0) 29(37.2) 24(30.8) 16(20.5) 2(2.6) 78(100.0)

認知度 12(15.4) 39(50.0) 23(29.5) 3(3.8) 1(1.3) 78(100.0)

マスコミ 22(28.2) 34(43.6) 18(23.1) 3(3.8) 1(1.3) 78(100.0)

価格上昇 6(7.7) 24(30.8) 40(51.3) 7(9.0) 1(1.3) 78(100.0)

販売量増 6(7.7) 21(26.9) 44(56.4) 6(7.7) 1(1.3) 78(100.0)

新顧客 8(10.3) 34(43.6) 30(38.5) 5(6.4) 1(1.3) 78(100.0)

品質向上 7(9.0) 35(44.9) 32(41.0) 3(3.8) 1(1.3) 78(100.0)

機運上昇 17(21.8) 37(47.4) 20(25.6) 3(3.8) 1(1.3) 78(100.0)

担い手増 1(1.3) 14(17.9) 57(73.1) 5(6.4) 1(1.3) 78(100.0)

生産量増 4(5.1) 14(17.9) 52(66.7) 7(9.0) 1(1.3) 78(100.0)

関連商品 4(5.1) 21(26.9) 44(56.4) 7(9.0) 2(2.6) 78(100.0)

地域振興 6(7.7) 35(44.9) 29(37.2) 6(7.7) 2(2.6) 78(100.0)

輸出促進 5(6.4) 12(15.4) 46(59.0) 14(17.9) 1(1.3) 78(100.0)

その他 0(0.0) 2(2,6) 1(1.3) 0(0.0) 75(96.2) 78(100.0)

（単位：件数、％)

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

担い手増

輸出促進

生産量増

関連商品

販売量増

価格上昇

行政取締り

地域振興

品質向上

新顧客

認知度

機運上昇

マスコミ

かなり効果 やや効果 効果なし 不明 無回答
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果が感じられている一方，担い手の増加や生産量の増加等は期待と実際の効果の落差が大

きい（第５図）。なお，価格上昇の点について期待をした数に対する効果を感じている数の

割合は 5 割強にとどまった。登録を，価格上昇や生産・販売量の増加など，目に見える形

で効果に結び付けていくことが求められていると考えられる。 

 

第５図 期待と効果の差（％） 

 
（２）産品の規模等が効果に与える影響 

 産品の規模等が効果にどのような影響を与えたかについて，まず，生産額の規模の影響

をみた。生産額規模別の効果については，販売量増加効果と担い手増効果で有意差がみら

れた（第８表，第９表）。概して，生産額規模の小さいものほど効果ありとする割合が高く

なる傾向がみられる。 
 
第８表 生産額と販売量増効果との関係  第９表 生産額と担い手増効果との関係 

資料：内藤作成。 

 
次に経営体数規模の影響をみた。経営体数規模別の効果については，認知度向上効果と

新たな顧客増効果で有意差がみられた（第 10表，第 11 表）。概して，経営体数規模の小さ

いものほど効果ありとする割合が高くなる傾向がみられる。 

生産額 効果あり 効果なし 合計

件数 7 2 9

％ 77.8% 22.2% 100.0%

件数 8 14 22

％ 36.4% 63.6% 100.0%

件数 9 11 20

％ 45.0% 55.0% 100.0%

件数 2 7 9

％ 22.2% 77.8% 100.0%

件数 26 34 60

％ 43.3% 56.7% 100.0%

注)10％水準で有意差が認められた。

合計

1000万未満

1億未満

10億未満

10億以上

生産額 効果あり 効果なし 合計

件数 5 4 9

％ 55.6% 44.4% 100.0%

件数 4 19 23

％ 17.4% 82.6% 100.0%

件数 4 16 20

％ 20.0% 80.0% 100.0%

件数 1 8 9

％ 11.1% 88.9% 100.0%

件数 14 47 61

％ 23.0% 77.0% 100.0%

合計

1000万未満

1億未満

10億未満

10億以上

注)10％水準で有意差が認められた。

- 9 -
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かなり効果 やや効果 効果なし 不明 無回答 計

行政取締り 7(9.0) 29(37.2) 24(30.8) 16(20.5) 2(2.6) 78(100.0)

認知度 12(15.4) 39(50.0) 23(29.5) 3(3.8) 1(1.3) 78(100.0)

マスコミ 22(28.2) 34(43.6) 18(23.1) 3(3.8) 1(1.3) 78(100.0)

価格上昇 6(7.7) 24(30.8) 40(51.3) 7(9.0) 1(1.3) 78(100.0)

販売量増 6(7.7) 21(26.9) 44(56.4) 6(7.7) 1(1.3) 78(100.0)

新顧客 8(10.3) 34(43.6) 30(38.5) 5(6.4) 1(1.3) 78(100.0)

品質向上 7(9.0) 35(44.9) 32(41.0) 3(3.8) 1(1.3) 78(100.0)

機運上昇 17(21.8) 37(47.4) 20(25.6) 3(3.8) 1(1.3) 78(100.0)

担い手増 1(1.3) 14(17.9) 57(73.1) 5(6.4) 1(1.3) 78(100.0)

生産量増 4(5.1) 14(17.9) 52(66.7) 7(9.0) 1(1.3) 78(100.0)

関連商品 4(5.1) 21(26.9) 44(56.4) 7(9.0) 2(2.6) 78(100.0)

地域振興 6(7.7) 35(44.9) 29(37.2) 6(7.7) 2(2.6) 78(100.0)

輸出促進 5(6.4) 12(15.4) 46(59.0) 14(17.9) 1(1.3) 78(100.0)
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第 10 表 経営体数と認知度向上効果との関係 第 11表 経営体数と新たな顧客増効果と    

の関係 

 
 以上のような結果からは，さらに分析は要すると考えられるものの，規模が小さな産品

について，より大きな登録の効果が出ているのではないかと考えられる。これは，ナショ

ナルブランドよりプライベートブランドの方が，GI の効果が大きいとする先行研究

（Hassan and Monier-Dilhan 2006）にも整合すると考えられる。 
 
（参考）対象産品の規模 

生産額 1 億円未満の産品が 42.3％であり，また，経営体数 49 以下の産品が 46.2％であ

るなど，比較的小規模の産品が多くなっている（第 12 表，第 13 表，第 14 表）。 
 

第 12 表 経営体数              第 13 表 生産額 

 

  

効果あり効果なし 合計

件数 12 2 14

％ 85.7% 14.3% 100.0%

件数 12 8 20

％ 60.0% 40.0% 100.0%

件数 9 3 12

％ 75.0% 25.0% 100.0%

件数 17 5 22

％ 77.3% 22.7% 100.0%

件数 1 4 5

％ 20.0% 80.0% 100.0%

件数 51 22 73

％ 69.9% 30.1% 100.0%

10％水準で有意差が認められた。

経営体数

10未満

10以上49以下

50以上99以下

100以上499以下

500以上

合計

効果あり効果なし 合計

件数 12 2 14

％ 85.7% 14.3% 100.0%

件数 13 8 21

％ 61.9% 38.1% 100.0%

件数 6 5 11

％ 54.5% 45.5% 100.0%

件数 11 9 20

％ 55.0% 45.0% 100.0%

件数 0 5 5

％ 0.0% 100.0% 100.0%

件数 42 29 71

％ 59.2% 40.8% 100.0%

10％水準で有意差が認められた。

経営体数

10未満

10以上49以下

50以上99以下

100以上499以下

500以上

合計

経営体数 件数 ％

10未満 15 19.2

10以上49以下 21 26.9

50以上99以下 13 16.7

100以上499以下 23 29.5

500以上999以下 2 2.6

1000以上1999以下 0 0.0

2000以上 3 3.8

不明 1 1.3

合計 78 100.0

生産額 件数 ％

100万円未満 1 1.3

100万円以上1000万円未満 9 11.5

1000万円以上1億円未満 23 29.5

1億円以上10億円未満 25 32.1

10億円以上100億円未満 9 11.5

100億円以上 1 1.3

不明 9 11.5

無回答 1 1.3

合計 78 100.0
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       第 14表 販売先 

 

 
（３）産地による取組が効果に与える影響 

１）登録産品の産地による取組が効果にどのよう

な響を与えたかについて，まず，品質管理の整備の影

響をみた。登録申請を機に，品質等の基準や基準を守

らせる体制に変化があったかどうかを質問した結果

は，第 15 表のとおりである。サンプル数の都合上，変

化なし，基準・体制いずれかを強化，基準・体制双方

強化に 3 区分し，この 3 区分と効果とをクロス集計し

たところ，価格上昇及び品質向上の効果で，有意な差

がみられた（第 16 表，第 17 表）。品質管理の強化に

より，その影響が直接影響すると考えられる品質向上の効果とともに，価格上昇にもつな

がっていることが示唆される。 
 
 第 16 表 品質管理と価格上昇効果との関係   

  
 

２）次に，PR の取組による影響をみた。GI の PR 手法について，その他を含めて九

つの手法について，活用の有無を質問した結果が第 18 表である。活用されている手法は，

ポスター，パンフレット等の作成が最も多く，次いでウェブサイト，流通業者への説明等

となっている。多くの場合，複数の PR 手法が使用されており，単純平均で，1 団体当た

り 3.9 手法が使用されていた（第 7 図）。 
 

販売先 件数 ％

県内 18 23.1

近隣地域 10 12.8

大消費地 21 26.9

全国 28 35.9

無回答 1 1.3

合計 78 100.0

品質管理の状況 効果あり 効果なし 合計

件数 12 18 30

％ 40.0% 60.0% 100.0%

件数 9 18 27

％ 33.3% 66.7% 100.0%

件数 9 4 13

％ 69.2% 30.8% 100.0%

件数 30 40 70

％ 42.9% 57.1% 100.0%

10％水準で有意差が認められた。

合計

変更なし

基準、体制いず

れか強化

基準、体制双方

強化

品質管理体制 件数 ％

変更なし 33 42.3

基準設定・強

化

3 3.8

遵守体制整

備・強化

27 34.6

双方 15 19.2

合計 78 100.0

第 15 表 品質管理の変化 

品質管理の状況 効果あり 効果なし 合計

件数 13 18 31

％ 41.9% 58.1% 100.0%

件数 20 9 29

％ 69.0% 31.0% 100.0%

件数 9 5 14

％ 64.3% 35.7% 100.0%

件数 42 32 74

％ 56.8% 43.2% 100.0%

10％水準で有意差が認められた。

合計

変更なし

基準、体制いず

れか強化

基準、体制双方

強化

第 17 表 品質管理と品質向上効果との関係 
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第 10 表 経営体数と認知度向上効果との関係 第 11表 経営体数と新たな顧客増効果と    

の関係 

 
 以上のような結果からは，さらに分析は要すると考えられるものの，規模が小さな産品

について，より大きな登録の効果が出ているのではないかと考えられる。これは，ナショ

ナルブランドよりプライベートブランドの方が，GI の効果が大きいとする先行研究

（Hassan and Monier-Dilhan 2006）にも整合すると考えられる。 
 
（参考）対象産品の規模 

生産額 1 億円未満の産品が 42.3％であり，また，経営体数 49 以下の産品が 46.2％であ

るなど，比較的小規模の産品が多くなっている（第 12 表，第 13 表，第 14 表）。 
 

第 12 表 経営体数              第 13 表 生産額 

 

  

効果あり効果なし 合計

件数 12 2 14

％ 85.7% 14.3% 100.0%

件数 12 8 20

％ 60.0% 40.0% 100.0%

件数 9 3 12

％ 75.0% 25.0% 100.0%

件数 17 5 22

％ 77.3% 22.7% 100.0%

件数 1 4 5

％ 20.0% 80.0% 100.0%

件数 51 22 73

％ 69.9% 30.1% 100.0%

10％水準で有意差が認められた。

経営体数

10未満

10以上49以下

50以上99以下

100以上499以下

500以上

合計

効果あり効果なし 合計

件数 12 2 14

％ 85.7% 14.3% 100.0%

件数 13 8 21

％ 61.9% 38.1% 100.0%

件数 6 5 11

％ 54.5% 45.5% 100.0%

件数 11 9 20

％ 55.0% 45.0% 100.0%

件数 0 5 5

％ 0.0% 100.0% 100.0%

件数 42 29 71

％ 59.2% 40.8% 100.0%

10％水準で有意差が認められた。

経営体数

10未満

10以上49以下

50以上99以下

100以上499以下

500以上

合計

経営体数 件数 ％

10未満 15 19.2

10以上49以下 21 26.9

50以上99以下 13 16.7

100以上499以下 23 29.5

500以上999以下 2 2.6

1000以上1999以下 0 0.0

2000以上 3 3.8

不明 1 1.3

合計 78 100.0

生産額 件数 ％

100万円未満 1 1.3

100万円以上1000万円未満 9 11.5

1000万円以上1億円未満 23 29.5

1億円以上10億円未満 25 32.1

10億円以上100億円未満 9 11.5

100億円以上 1 1.3

不明 9 11.5

無回答 1 1.3

合計 78 100.0

- 10 -
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第 18 表 活用している PR手法（複数回答） 

 

 

 

第６図 活用している PR 手法（％） 

 

 

第７図 活用している PR 手法の数 

 

この PR 手法と経済的な効果（価格上昇，販売量増加，新たな顧客獲得）とをクロス集

計したところ，価格上昇にはパンフレット等の作成及び流通業者への説明が，販売量増加

にはテレビ・新聞・雑誌での広告が，新たな顧客獲得には SNS による PR や消費者への直

接説明が，有意な差をもたらしていた（第 19 表）。なお，テレビ・新聞・雑誌での広告，

流通業者への説明，消費者への説明は，有意差がみられない場合でも，傾向としては，そ

の手法を活用している方が効果を感じている割合が高かった。 
  

PR手法の

種類

パンフ

レット等
包装資材

ウェブサ

イト
SNS

テレビ、新

聞、雑誌

流通業者

説明

消費者説

明

イベント

でのPR
その他 回答数計

活用の件数 67 28 37 21 33 30 26 57 7 78

％ 85.9% 35.9% 47.4% 26.9% 42.3% 38.5% 33.3% 73.1% 9.0% 100.0%

- 12 -
− 12 −



第 19 表 PR 手法と価格上昇，販売量増加新たな顧客獲得の効果との関係 

 

 
３）さらに，品質管理及び PR の取組と経済的な効果との関係を見るため，効果あり

を 1，効果なしを 0 とし，ロジスティック回帰分析を行った。説明変数は，品質基準・体

制の双方強化，それぞれの PR 手法の活用をダミー変数として用い，このほか，PR 手法数

と規模の影響をコントロールするため生産額の対数（3）を用いた。結果は第 20 表のとおり

効果あり 効果なし 合計 効果あり 効果なし 合計 効果あり 効果なし 合計

件数 29 33 62 24 38 62 36 27 63

％ 46.8% 53.2% 100.0% 38.7% 61.3% 100.0% 57.1% 42.9% 100.0%

件数 1 7 8 3 6 9 6 3 9

％ 12.5% 87.5% 100.0% 33.3% 66.7% 100.0% 66.7% 33.3% 100.0%

合計 件数 30 40 70 27 44 71 42 30 72

％ 42.9% 57.1% 100.0% 38.0% 62.0% 100.0% 58.3% 41.7% 100.0%

件数 13 13 26 12 14 26 15 10 25

％ 50.0% 50.0% 100.0% 46.2% 53.8% 100.0% 60.0% 40.0% 100.0%

件数 17 27 44 15 30 45 27 20 47

％ 38.6% 61.4% 100.0% 33.3% 66.7% 100.0% 57.4% 42.6% 100.0%

合計 件数 30 40 70 27 44 71 42 30 72

％ 42.9% 57.1% 100.0% 38.0% 62.0% 100.0% 58.3% 41.7% 100.0%

活用 件数 13 21 34 12 23 35 19 17 36

％ 38.2% 61.8% 100.0% 34.3% 65.7% 100.0% 52.8% 47.2% 100.0%

活用せず 件数 17 19 36 15 21 36 23 13 36

％ 47.2% 52.8% 100.0% 41.7% 58.3% 100.0% 63.9% 36.1% 100.0%

合計 件数 30 40 70 27 44 71 42 30 72

％ 42.9% 57.1% 100.0% 38.0% 62.0% 100.0% 58.3% 41.7% 100.0%

件数 10 9 19 9 9 18 15 4 19

％ 52.6% 47.4% 100.0% 50.0% 50.0% 100.0% 78.9% 21.1% 100.0%

件数 20 31 51 18 35 53 27 26 53

％ 39.2% 60.8% 100.0% 34.0% 66.0% 100.0% 50.9% 49.1% 100.0%

合計 件数 30 40 70 27 44 71 42 30 72

％ 42.9% 57.1% 100.0% 38.0% 62.0% 100.0% 58.3% 41.7% 100.0%

件数 16 15 31 16 16 32 22 10 32

％ 51.6% 48.4% 100.0% 50.0% 50.0% 100.0% 68.8% 31.3% 100.0%

件数 14 25 39 11 28 39 20 20 40

％ 35.9% 64.1% 100.0% 28.2% 71.8% 100.0% 50.0% 50.0% 100.0%

合計 件数 30 40 70 27 44 71 42 30 72

％ 42.9% 57.1% 100.0% 38.0% 62.0% 100.0% 58.3% 41.7% 100.0%

件数 14 11 25 13 13 26 19 9 28

％ 56.0% 44.0% 100.0% 50.0% 50.0% 100.0% 67.9% 32.1% 100.0%

件数 16 29 45 14 31 45 23 21 44

％ 35.6% 64.4% 100.0% 31.1% 68.9% 100.0% 52.3% 47.7% 100.0%

合計 件数 30 40 70 27 44 71 42 30 72

％ 42.9% 57.1% 100.0% 38.0% 62.0% 100.0% 58.3% 41.7% 100.0%

件数 12 9 21 11 11 22 18 6 24

％ 57.1% 42.9% 100.0% 50.0% 50.0% 100.0% 75.0% 25.0% 100.0%

件数 18 31 49 16 33 49 24 24 48

％ 36.7% 63.3% 100.0% 32.7% 67.3% 100.0% 50.0% 50.0% 100.0%

合計 件数 30 40 70 27 44 71 42 30 72

％ 42.9% 57.1% 100.0% 38.0% 62.0% 100.0% 58.3% 41.7% 100.0%

件数 24 28 52 19 32 51 31 22 53

％ 46.2% 53.8% 100.0% 37.3% 62.7% 100.0% 58.5% 41.5% 100.0%

件数 6 12 18 8 12 20 11 8 19

％ 33.3% 66.7% 100.0% 40.0% 60.0% 100.0% 57.9% 42.1% 100.0%

合計 件数 30 40 70 27 44 71 42 30 72

％ 42.9% 57.1% 100.0% 38.0% 62.0% 100.0% 58.3% 41.7% 100.0%

活用

活用せず

活用

活用せず

価格上昇 販売量増加 新たな顧客獲得

パンフレッ

ト等

包装資材
活用せず

活用

活用

活用せず

消費者説明

イベントで

のPR

SNS

活用

活用せず

活用

活用せず

活用

活用せず

テレビ、新

聞、雑誌

流通業者説

明

ウェブサイ

ト

＋

*

注)　＊、+はそれぞれ、5％、10％水準で有意差があることを示す。

＋

*

＋
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第 18 表 活用している PR手法（複数回答） 

 

 

 

第６図 活用している PR 手法（％） 

 

 

第７図 活用している PR 手法の数 

 

この PR 手法と経済的な効果（価格上昇，販売量増加，新たな顧客獲得）とをクロス集

計したところ，価格上昇にはパンフレット等の作成及び流通業者への説明が，販売量増加

にはテレビ・新聞・雑誌での広告が，新たな顧客獲得には SNS による PR や消費者への直

接説明が，有意な差をもたらしていた（第 19 表）。なお，テレビ・新聞・雑誌での広告，

流通業者への説明，消費者への説明は，有意差がみられない場合でも，傾向としては，そ

の手法を活用している方が効果を感じている割合が高かった。 
  

PR手法の

種類

パンフ

レット等
包装資材

ウェブサ

イト
SNS

テレビ、新

聞、雑誌

流通業者

説明

消費者説

明

イベント

でのPR
その他 回答数計

活用の件数 67 28 37 21 33 30 26 57 7 78

％ 85.9% 35.9% 47.4% 26.9% 42.3% 38.5% 33.3% 73.1% 9.0% 100.0%
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であり，価格上昇効果には品質管理・体制の双方強化が，販売量増加効果には流通業者説

明が，新たな顧客獲得効果にはテレビ・新聞・雑誌，流通業者説明，SNS が，正の係数で

有意な影響を与えていた。なお，生産額対数が，販売量増効果と新しい顧客獲得効果で，

負の係数で有意であり，既述した規模の小さな産品ほど効果が感じられていることが，こ

の結果からも裏付けられた。 
このような結果から，GI 登録を契機に品質管理や PR 活動に積極的に取り組んでいるほ

ど，経済的な効果を得られていることが示唆される。特に，新たな顧客の獲得については，

SNS といった，ダイレクトな PR 手法も効果につながっていると考えられる。 
 

第 20 表 産地による取組と効果との関係 

 
注(1）*は 5％水準で有意なことを，+は 10％水準で有意なことを示す。 

  (2）価格上昇効果のサンプル数は 70，販売量増効果のサンプル数は 71，新顧客増効果のサンプル数は 72。 

 
４．GI 活用上の課題と対応 

 

（１）GI 活用上の課題 

 GI 制度活用上の課題について，特に課題はないを含め，16 事項について該当の有無を

質問した結果は，第 21 表のとおりである。最も課題として認識されているのは，制度に対

する消費者の認知度の向上であり，次いで制度に対する流通業者の認知度の向上である。

産品自体の認知度の向上も多くあげられているものの，GI マーク及び GI 制度の認知度向

上が一番の課題と認識されていることがわかる。なお，認知度の向上のほか，生産者数の

維持や業務負担（生産行程管理業務及び報告・検査対応業務）に関する負担も課題として

多くあげられている。 

係数 標準誤差 係数 標準誤差 係数 標準誤差

品質管理
品質基準・体

制双方変更

19.2% 1.897 0.996
＋

-0.032 0.857 1.201 1.348

パンフレット

等ダミー

85.9% 0.519 1.642 0.312 1.631 -19.288 14671.922

イベントでの

PRダミー

73.1% 0.099 1.294 -0.019 1.446 1.857 1.753

ウェブサイト

ダミー

47.4% -1.540 1.410 0.399 1.496 1.728 1.776

テレビ、新

聞、雑誌ダ

ミー

42.3% -0.763 1.270 1.843 1.380 3.542 1.643

*

流通業者説

明ダミー

38.5% 0.503 1.126 2.321 1.289
＋

3.265 1.463
*

包装資材ダ

ミー

35.9% -0.049 1.331 1.271 1.475 1.594 1.642

消費者説明

ダミー

33.3% -0.564 1.392 0.910 1.503 2.584 1.579

SNSダミー 26.9% -1.637 1.479 0.723 1.564 3.460 1.983 ＋

PR手法数 ‐ 0.730 1.111 -0.794 1.273 -2.243 1.468

規模 生産額対数 ‐ -0.111 0.144 -0.362 0.152 * -0.333 0.172 ＋

定数 ‐ -1.135 1.762 3.219 1.696 24.737 14671.922

新顧客増効果
該当割合

PR活動

変数
価格上昇効果 販売量増効果

- 14 -
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第 21 表 GI 活用上の課題 

 

       第８図 GI 活用上の課題（件数） 

 
 

 

（２）産地としての対応 

産地としての GI を活用した産品振興の方向を，自由記載形式で質問した。産品により

回答された対応方向はさまざまであるが，PR 活動の強化等による販路拡大の取組をあげ

るものが多かった。また，輸出への取組についても，多くの産品で記載されていた。 
 生産面では，生産の維持・確保に向けて，省力化や作業請負組織の育成等をあげるもの

が複数あった。また，生産技術向上による品質向上も対応としてあげられていた。 
 一方，GI の認知度が低く，GI 登録をどう生かしていいかわからない，あまり期待して

いないといった意見もあり，必ずしも GI 登録を生かして産品振興に取り組めていないケ

ースも散見された。 
 

（３）国・自治体への期待，その他の意見 

国・自治体に国に対して期待することのほか，GI 制度に対する希望や意見を，自由記載

形式で質問した。回答として圧倒的に多かったのが，制度の認知度向上を求めるものであ

った。認知度向上の手法として，テレビ等の様々なメディアを通じた PR の充実，現在首

都圏でのみ行われているフェアについてブロックごとに開催することなどを期待する意見

が多い。 
 また，産地による PR 活動や生産対策に対する金銭的支援策を求める意見や，登録産品

の産地間で意見交換できる場の設置を求める意見もあった。 
制度の運営に関しては，登録要件が緩く地域環境とかかわりの薄い産品が登録されてい

るのは問題とする意見がある一方，要件を緩和し登録数を増やした方が認知度向上によい

課題 件数 ％

制度・流通業者認知度 48 61.5%

制度・消費者認知度 72 92.3%

産品・流通業者認知度 33 42.3%

産品・消費者認知度 42 53.8%

生産量確保 22 28.2%

生産者数維持 42 53.8%

基準不適合発生 7 9.0%

生産者負担 20 25.6%

生産行程管理業務 37 47.4%

実績報告・検査対応 31 39.7%

登録維持コスト 14 17.9%

関係団体との連携 11 14.1%

専門的人材不足 20 25.6%

模倣品対策 15 19.2%

その他の課題 5 6.4%

特になし 5 6.4%

回答数計 78

- 15 -

であり，価格上昇効果には品質管理・体制の双方強化が，販売量増加効果には流通業者説

明が，新たな顧客獲得効果にはテレビ・新聞・雑誌，流通業者説明，SNS が，正の係数で

有意な影響を与えていた。なお，生産額対数が，販売量増効果と新しい顧客獲得効果で，

負の係数で有意であり，既述した規模の小さな産品ほど効果が感じられていることが，こ

の結果からも裏付けられた。 
このような結果から，GI 登録を契機に品質管理や PR 活動に積極的に取り組んでいるほ

ど，経済的な効果を得られていることが示唆される。特に，新たな顧客の獲得については，

SNS といった，ダイレクトな PR 手法も効果につながっていると考えられる。 
 

第 20 表 産地による取組と効果との関係 

 
注(1）*は 5％水準で有意なことを，+は 10％水準で有意なことを示す。 

  (2）価格上昇効果のサンプル数は 70，販売量増効果のサンプル数は 71，新顧客増効果のサンプル数は 72。 

 
４．GI 活用上の課題と対応 

 

（１）GI 活用上の課題 

 GI 制度活用上の課題について，特に課題はないを含め，16 事項について該当の有無を

質問した結果は，第 21 表のとおりである。最も課題として認識されているのは，制度に対

する消費者の認知度の向上であり，次いで制度に対する流通業者の認知度の向上である。

産品自体の認知度の向上も多くあげられているものの，GI マーク及び GI 制度の認知度向

上が一番の課題と認識されていることがわかる。なお，認知度の向上のほか，生産者数の

維持や業務負担（生産行程管理業務及び報告・検査対応業務）に関する負担も課題として

多くあげられている。 

係数 標準誤差 係数 標準誤差 係数 標準誤差

品質管理
品質基準・体

制双方変更

19.2% 1.897 0.996
＋

-0.032 0.857 1.201 1.348

パンフレット

等ダミー

85.9% 0.519 1.642 0.312 1.631 -19.288 14671.922

イベントでの

PRダミー

73.1% 0.099 1.294 -0.019 1.446 1.857 1.753
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ダミー

47.4% -1.540 1.410 0.399 1.496 1.728 1.776
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ミー

42.3% -0.763 1.270 1.843 1.380 3.542 1.643

*
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＋
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*

包装資材ダ

ミー
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との意見もあった。また，報告・検査事務の負担の軽減を求める意見のほか，表示ガイド

ラインの提示を求める意見や，運用内容が変更された場合の十分な周知・説明がなく，説

明の充実を求める意見があった。 
制度自体の内容に関しては，認知度が十分でない中で GI マークの使用が任意化された

ことに対する疑問が複数寄せられたほか，GI の対象が中間製品である場合に最終製品に

対して GI マーク使用を可能としてほしい等の意見があった。 
 
５．まとめと政策的示唆 

 

（１）分析のまとめ 

登録時の困難事項としては，申請等の手続事務の負担が最大であり，次いで基準遵守体

制の整備や特性の合意形成となっていた。この困難事項を克服するため，関係者間の協議

のほか，自治体やサポートデスクのアドバイスが有効であった。 
登録後の効果を感じている割合の多い事項は，マスコミに取り上げられること，機運上

昇，認知度向上等となっていた。一方で，登録申請時の期待と，登録後に感じている効果

の落差が大きいものがある。なお，価格上昇効果を感じているのは，4 割弱にとどまった。 
販売量増加等一部の効果については，産品の規模が小さいほど，効果を感じている割合

が高い傾向がみられた。また，品質管理体制への取組や PR の取組を行っている場合に，

価格上昇等の効果を感じる割合が高かった。GI 登録を機とした，産地の活動が重要である

ことが示唆される。 
今後の GI 活用上の課題としては，制度に対する認知度の向上が最も多く，国等に対す

る期待としても認知度向上を求める声が大きい。 
 

（２）政策的示唆 

登録時の申請事務の負担が困難であったとするものが多く，今後，登録数を着実に増加

させていくためには，申請手続きをわかりやすく説明したり，産地の相談に応じる体制を

充実したりすることなどを通じて，登録時の手続き負担等を軽減するサポートの充実を行

うことが必要と考えられる。 
また，価格上昇等の効果を上げるためには，品質管理体制の充実や PR 活動など，産地

としての取組が重要であり，行政として，GI 登録までのサポートに加えて，GI 登録後に

産地の積極的な活動を促すような働きかけ，支援が重要と考えられる。 
今後，GI を活用していくための課題としては，産地側は，GI 制度の認知度向上を最も

重要と考えており，国に対する期待も高い。認知と強いブランド構築の関係について，K・

ケラーは，ブランド構築の重要な第 1 段階目として，深く幅広いブランド認知を獲得し，

高い突出性（セイリエンス）を確立することをあげている（ケラー2010：49-93）。地理的

表示産品というブランドを強化するためには，GI マークをはじめとした地理的表示制度全

体に対する認知の向上は必須の要件と考えられる。また，認知を高めるためには，ブラン
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ドを繰り返し露出することでブランドのなじみを深めればよいとされ（ケラー2010：59），
登録数増加は，この点からも重要である。 

今後，登録を価格上昇等の目に見える効果につなげていくため，登録数増加により消費

者が GI 産品に触れる機会を増加させるほか，PR 活動の充実，ブロックごとの登録産品を

対象としたイベント開催など，様々な手法で，制度の認知度を向上させる取組を進めるこ

とが，国として必要と考えられる。 
なお，GI マークの取扱いなど，制度自体の内容にも意見が寄せられており，産地の声を

十分にきいて，今後の制度の在り方を検討する必要があると考えられる。 
 
 
注（1）複数の生産管理団体がある登録産品があり，3 産品について複数団体からの回答があった。各団体は，当該団

体の構成員である生産者の状況を踏まえて回答を行っているため，それぞれの団体からの回答をサンプルとした。 

（2）2012 年 3 月までに登録された地域団体商標 500 産品を対象とした調査結果（特許庁 2013)による。 

（3）生産額は 100 万円以上 1000 万円未満のように幅で質問しているため，中央値としたうえで，回答が，100 万

円未満から 100 億以上まで幅が非常に大きかったため，対数化し説明変数とした。 
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第３章 地域ブランド産品に対するブランド保護制度への

期待と効果

  

八木 浩平・大橋 めぐみ・高橋 祐一郎・菊島 良介・内藤 恵久

１．はじめに

近年，グローバル化による農産物輸入の拡大や，小売主導型の流通構造への遷移が起き

ており，産地の価格交渉力を高めるため，農産物の高付加価値化へ向けた取組が求められ

ている。こうした農産物の高付加価値化に当たって藤島（2009）は，輸入農産物へ対抗す

るためにも，農産物の地域ブランド化が有用であることを指摘している。すなわち，地域

ブランド化によって，輸入品等と比べて自らの生産物が優れていることを消費者（買い手）

が容易に認識できるようにし，産地の価格交渉力の強化やブランドロイヤルティの獲得と

いった効果を期待している。ただし，こうした地域ブランドは，「多くのブランド名を持

った製品が販売されており，これらの多くが消費者のブランド認知まで至っていない」と

も指摘される（斎藤，2007）。既に，多くの地域ブランドが乱立しており，地域ブランド

化へ向けた活動のみでは差別化が十分なされていない状況が窺える。 
こうした地域ブランド化を行政が後押しする施策として，ブランド保護制度があげられ

る。これは，行政がブランド認証を行う，又は地理的表示保護制度（以下，「GI 保護制度」

という。）や地域団体商標によって知的財産権を保護する制度である。こうした制度によ

って，行政が品質の高い産品であることを保証し，また模倣品の流通を制限することで，

供給者と消費者の情報の非対称性を解消し，製品の品質についての知識が一般的に少ない

消費者が高品質な製品を選択できるようになる(Herrmann and Teuber, 2011)。またそれ

によって産地では，高品質な産品の取引量の拡大や，価格上昇などの効果が期待できる。 
それではこうしたブランド保護制度は，実際にはどのような効果があったのだろうか。

本研究では，地域ブランド化への取組におけるブランド保護制度の効果を整理し，より効

果的な施策の活用へ向けたインプリケーションを提示することを目的とする。なおその際，

各品目の登録の理由を把握し，効果と比較するため，保護制度への期待も整理した。我が

国でブランド保護制度への期待や効果を検証した文献は少ないが，定性的な研究では，香

坂（2015）が GI 保護制度へ，香坂・内山（2016）が GI 保護制度と地域団体商標への申

請理由を複数産品への現地調査から整理している。特に香坂（2015）は，GI 保護制度への

申請理由として，地域団体商標と違って申請資格が緩やかになった点，GI 保護制度への登

録によって国が模造品や不正を取り締まってくれる点が影響したことを述べている。この

他に Defrancesco and Kimura(2018)は，GI 産品への消費者の認知の程度と国外市場向け
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か否かで品目を分類し，それぞれの価格上昇の状況等を示している。しかし，ブランド保

護制度による効果について，例えば模倣品抑止や認知度の向上，生産拡大といった価格の

上昇以外の視点も含めて検証した文献は，管見の限り見当たらない。また，そうした効果

の背景や，どういった産品でなぜ効果が出たかは必ずしも整理されていない。 
そこで本研究では，ブランド保護制度の効果の検証に当たり，価格の上昇だけでなく，

模倣品抑止や認知度の向上などの多様な観点から検証し，その背景まで整理した。効果に

関する具体的な項目としては，地域ブランド産品の需給曲線へ影響する要因として，供給

曲線を左上にシフトさせる「生産管理体制の構築」，需要曲線を右上にシフトさせる「模

倣品抑止」，均衡点の変化である「価格の上昇」と「生産の拡大」を確認した。また，需

給曲線へ直接影響する訳ではないが，ブランド保護制度の効果として「認知度の向上」も

検証した。 
なお，対象とするブランド保護制度については，地域団体商標や GI 保護制度といった

国の施策に着目した。これは，地方自治体の認証制度と違って，国の両制度は知的財産権

を保護する機能を有しており，ブランド保護制度の効果を検証する第一段階として，その

実態の把握が必要であること。また，全国的に広く取り組まれており，その実態を整理す

ることが，全国の未登録産地にとって，今後の参考になり得ることが考えられるためであ

る。特に，GI 保護制度は施行から間もないものの，後述するように，模倣品に対して国が

取り締まりを行う点など地域団体商標にはなかった特性を有している。あくまで現時点の

効果ではあるが，その検証が制度選択の参考になると判断し，対象として選定した。なお，

執筆に当たり，2017 年 9 月から 2018 年 11 月にかけて，12 品目の登録生産者団体へ現地

調査を行った。本研究の内容は特に説明がなければ，これらの調査に依拠する。 
 以下では，次節で地域団体商標と GI 保護制度の概要を整理する。３節でブランド保護

制度を巡る理論を整理し，４節で調査結果を提示する。特に４節では連島ごぼうとみやぎ

サーモンを事例に，プレミアム価格法を用いたGI保護制度への登録効果の検証も行った。

最後に５節で得られた知見を整理し，本研究の締めとする。 
 
２．地域団体商標と GI 保護制度の概要 
 

（１）地域団体商標の概要 
 まず，地域団体商標の概要について説明する（1）。地域団体商標の創設前は，その商品の

産地名等を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標（産地名と商品名だけ

から構成される商標など）は，原則として登録を受けられなかった。例外的に，全国的に

著名となったものは登録を受けられたが，そこまで著名となっていない地域ブランドは，

産地名と商品名だけの名称では商標登録ができなかった。このため，全国的に著名とまで

は至っていなくても，需要者にある程度の認識が得られていれば，地域ブランドの名称の

商標登録を認める制度として，地域団体商標の仕組みが設けられた。 
 地域団体商標の登録要件は，次のとおりである。 
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ⓐ地域の名称（産地名等）＋商品等の名称からなる商標であること。 
ⓑ事業協同組合，農協等の組合や NPO 法人，商工会等が権利者であること。 
ⓒその商標が，組合等又はその構成員の業務に係る商品等を表示するものとして広く認識

されていること（少なくとも商品を生産・販売する地域や役務を提供している地域が属

する都道府県内で広く知られていることが必要で，それを超える範囲にまで知られてい

ることが立証できればなお有効）。 
 
地域団体商標へ登録されると，出願に際して指定した商品・役務とこれに類似する商品・

役務については，登録商標・これに類似する商標が，商標権者の許諾なしでは使用できな

くなる（2）。この商標権が侵害された場合，主に権利者自らが対応して，侵害の差止や損害

賠償が可能である。 
 

（２）GI 保護制度の概要と地域団体商標との相違点 
 続いて，GI 保護制度の概要と地域団体商標との相違点を整理する（3）。GI 保護制度で対

象となる「地理的表示」は，次の要件を満たす名称の表示である。 
(I) 一定の農林水産物等（食用農林水産物や飲食料品等）の名称であること。 
(II) その名称が示す農林水産物等が，特定の地域を生産地とし，その生産地と結びつきの

ある品質等の確立した特性を持つもの（＝特定農林水産物等）であること。 
(III)その名称によって，生産地と特性を特定できるものであること。 
 
その上で，登録要件として次の点が挙げられる。 

(i) 申請者が適切な生産者団体であり，その生産者団体が行う品質管理に関する業務（生

産行程管理業務）が適切に行われるようになっていること。 
(ii) 名称が示す農林水産物等が，制度の対象となっており，かつ，生産地と結びつきのある

確立した特性を持った農林水産物等であること。また，既に登録された地理的表示が

示す農林水産物等でないこと。 
(iii) 名称が，その産品に関して，生産地と特性を特定できる名称であること。また，既存の

登録商標と同一・類似の名称でないこと。 
 
以上から，GI 保護制度の特徴を次のようにまとめることができる。ここでは，地域団体

商標との違いに着目しながら整理した。 
第一に GI 保護制度では，生産地域との実質的な結びつきのある品質等の特性があるこ

とを必須とし，これについて審査が行われる。周知性だけで済む地域団体商標と比べて，

公的な審査で品質等に一定のお墨付きを与えている点が異なっている。第二に GI 保護制

度では，品質等について基準を定め，その基準が守られているのか生産者団体が確認する

必要がある。こうした生産管理体制の構築は，地域団体商標では任意である。第三に GI 保
護制度では，行政主導で偽物対策が講じられる。不正な使用に対しては行政の取り締まり
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が行われ，訴訟等の手続きを取る必要がない。一方で地域団体商標では，商標権者自らが
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る。地域団体商標では，権利者及びその構成員に独占的使用権が付与される。第五に GI 保
護制度では，生産・加工業者の団体であり，法人格を有さない地域のブランド協議会等で

も申請が可能である。一方で地域団体商標では，事業協同組合等の特定の組合，商工会，

商工会議所，NPO に限っている。なお，その他の両制度の相違点については，第１表を参

照されたい。 
 

 
３．ブランド保護制度に関する理論の整理 
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申請主体 事業協同組合等の特定の組合、商工会、商工会

議所、NPO に限る 

生産・加工業者の団体。法人格を有さない地域

のブランド協議会等も可能 

産 地 と の

関係 

当該地域で生産されていれば足りる 品質等の特性が当該地域と結びついている必

要 

伝統性・ 

周知性 

一定の需要者に認識されている必要（周知性） 一定期間(おおむね 25 年)継続して生産されて

いる必要（伝統性） 

品質基準 制度上の規定はなく、権利者が任意で対応 産地と結び付いた品質の基準を定め、登録・公

開する必要 

品質管理 制度上の規定はなく、権利者が任意で対応 生産・加工業者が品質基準を守るよう団体が管

理。管理状況について国の定期的なチェックを

受ける 

登録の 

明示方法 

登録商標である旨の表示を付すよう努める GI 保護制度マークを付す必要 

規制手段 不正使用は商標権者自らが対応（差止請求等）。

その際、損害額の推定等の規定を活用できる 

不正使用は国が取り締まる 

保護期間 10 年間（継続するためには更新手続・費用が必

要） 

取り消されない限り登録存続（更新手続・費用

はかからない） 

海 外 で の

保護 

各国に個別に登録を行う必要 地理的表示保護制度を持つ国との間で相互保

護が実現した際には、当該国においても保護さ

れる 

資料：内藤（2015a）、内藤（2015b）。
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を見分けることができないため，高品質な産品（A）の売り手だけでなく，低品質な産品

（B）の売り手も価格𝑃𝑃𝑃𝑃𝑎𝑎𝑎𝑎で産品を販売する。すると，高価格（𝑃𝑃𝑃𝑃𝑎𝑎𝑎𝑎）な産品が低品質である可

能性が十分高い場合，買い手は，価格に見合った品質を得ることが難しい高価格（𝑃𝑃𝑃𝑃𝑎𝑎𝑎𝑎）の

産品の購入を控え，低価格（𝑃𝑃𝑃𝑃𝑏𝑏𝑏𝑏）で低品質な産品（B）のみを購入するようになる。そのた

め，価格𝑃𝑃𝑃𝑃𝑎𝑎𝑎𝑎でしか販売できない高品質な産品（A）は淘汰される(Akerlof, 1970)。このよう

に，情報の非対称性によって高品質な産品が低品質な産品によって淘汰される事態が起き

得るため，それを解消する施策の一環として，ブランド保護制度が求められる。 

地域団体商標であれば「周知性」，GI 保護制度であれば「伝統性」や「地域に結び付い

た品質」の点から，登録産品を他の地域ブランド産品から区分していると言えよう。また，

両制度とも知的財産権を保護することで，模倣品と登録産品を区分している。 
 

（２）ブランド保護制度の厚生効果 
 それでは，こうしたブランド保護制度は，登録産品の総余剰を拡大できるのだろうか。

結論から言えば，生産管理体制の構築等に必要な費用負担が生産者側へ求められる場合が

あるため，理論的には，必ずしも総余剰が大きくなるとは限らない。以下では Herrmann 
and Teuber(2011)を参照しながら，ブランド保護制度の厚生効果を確認する。 
第１図は，ブランド保護制度へ登録された産品の需給曲線である。イとロのどちらとも，

D は登録前の需要曲線，S は登録前の供給曲線を示し，登録前では D と S の交点の価格

p0，生産量 q0 で均衡している。ここで，ブランド保護制度へ登録されることで模倣品が

減少し，また消費者が当該産品を選択する機会が増えることで需要曲線が D’へシフトした

ものとする。こうした変化は，価格の上昇や総余剰の拡大に繋がるものである。一方で，

登録による新たな費用負担が生産者側で発生した場合，供給曲線が S’へシフトし，均衡価

格は p1，均衡取引量は q1 へ移動する。この生産者による新たな費用負担について制度へ

当てはめて考えると，GI 保護制度では，新たな生産基準の遵守や遵守状況の証明が必要な

点を想定しており，その他の項目はあっても軽微である（4）。また既述のとおり，生産管理

体制の構築は地域団体商標では任意であるが，調査した幾つかの産品では，地域団体商標

への登録を契機に生産基準を強化した事例があり，供給曲線の左上へのシフトに繋がって

いた。こうした新たな費用負担によって，第 1 図のロのように供給曲線のシフトが十分大

きければ，総余剰が減退する可能性もある。 
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それでは，数量ベースで余剰の変化を確認できない定性的な視点から，どういった点で

登録による総余剰の増減を見分けることができるだろうか。まず，総余剰は供給曲線と需

要曲線，グラフの縦軸からなる三角形の面積で示されるため，その増加については生産量

の拡大から読み取れそうである。ただし，これは登録によって供給曲線の傾きが変化せず，

平行移動した場合である。第２図のように，費用の追加によって限界費用曲線の傾きが緩

やかになった場合，生産量が増えたとしても，需要曲線と供給曲線の切片の差（c’～b’）が

縮まることで総余剰である△abc が△a’b’c’へ減退する可能性もある（5）。生産量の増減から

では，総余剰の増減は判断できない。限定的なケースであるが，第３図に示すように，供

給曲線が左上へシフトしていないケースに限れば，価格の上昇によって総余剰が増加した

ことを確認できる（6）。 

 

イ 総余剰が増加するケース    ロ 総余剰が減少するケース 

第１図 ブランド保護制度に係る需給曲線 

資料：Herrmann and Teuber(2011)を参考に、筆者作成。 
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体制の構築は地域団体商標では任意であるが，調査した幾つかの産品では，地域団体商標

への登録を契機に生産基準を強化した事例があり，供給曲線の左上へのシフトに繋がって
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きければ，総余剰が減退する可能性もある。 
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４．ブランド保護制度に係る実態調査結果 
 

（１）対象産品 
調査対象とした産品を，第２表に示す。このうち GI 保護制度登録産品については，登

録の効果や課題を検証するため，登録から一定期間経過した産品を選択した。なお，対象

産品の選定に当たり，376 の農産物ブランドの産地を対象に行った GI 保護制度の活用に

関するアンケート調査を参照した（7）。本研究では，同調査を基に生産額を比較して，規模

の大きな産品と小さな産品の両方を調査した。これは，登録に伴う追加費用がどの産品で

も共通であれば，大規模産地よりも小規模産地において売上高に占める追加費用の割合が

高くなり，登録のハードルが上がるため，多様な規模の産地を検証すべきと考えたためで

ある（8）。 
  

 

第２図 供給曲線の傾きが 

緩やかになったケース 

資料：筆者作成。 
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第３図 総余剰の拡大が 

判断できるケース 

資料：筆者作成。 
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（２）ブランド保護制度への期待 

 次に，各制度への登録で期待した点を整理する（第３表）。ここでは，「各制度へ登録し

た理由をいくつでも挙げてください」という質問への回答結果を記述した。GI 保護制度へ

登録した理由については，「模倣品抑止のため」に登録した産品として，鳥取・ふくべ砂丘

らっきょう，江戸崎かぼちゃ，くまもと県産い草畳表が確認された。GI 保護制度において，

模倣品に対して国が取り締まりを行う点にメリットを感じた産地があった。また，あおも

りカシスやみやぎサーモンは，「法人格を有さない団体でも登録できる点」を理由として挙

げていた。香坂（2015）の指摘と同様に，登録団体の要件の緩和や模倣品への対応が登録

の理由となっていた。 
 地域団体商標については，くまもと県産い草畳表とたっこにんにくが「模倣品抑止」の

ために登録していた。この他には「農家の意識向上（野辺地葉つきこかぶ）」「差別化へ向

けた取組（若狭ぐじ）」「県内での消費拡大と観光客の漁家民宿への誘客促進（若狭ふぐ）」

といったように，共通の内容は確認できなかった。 
なお，谷田部ねぎが地域団体商標へ登録しない理由及び若狭ふぐが GI 保護制度へ登録

しない理由として，規模が小さいため「経費負担に二の足を踏む」「登録によるメリット

を感じにくい」といった点を挙げていた。この点は，前述の生産規模と登録へのハードル

の関係と整合的である。 

第２表 調査対象産品 

 産品名 登録の時期(年次) 年間販売額 

GI
保護制

度

みやぎサーモン 2017：GI 保護制度 約 2,200-2,500 百万円(H29 年) 

鳥取・ふくべ砂丘らっきょう 2016：GI 保護制度 約 1,033 百万円（H29 年） 

連島ごぼう 2016：GI 保護制度 約 191 百万円（H29 年度） 

江戸崎かぼちゃ 2015：GI 保護制度 約 167 百万円（H29 年度春物） 

あおもりカシス 2015：GI 保護制度 約 25 百万円（H28 年度） 

谷田部ねぎ 2016：GI 保護制度 2 百万円強 

両制度 くまもと県産い草畳表 1) 2009：地域団体商標， 

2016：GI 保護制度 

不明 

地
域
団
体
商
標 

越前がに 2) 2007：地域団体商標 約 2,000 百万円（H28 年） 

野辺地葉つきこかぶ 2012：地域団体商標 約 741 百万円（H21 年） 

若狭ふぐ 2007：地域団体商標 約 300 百万円（H27 年） 

若狭ぐじ 3) 2007：地域団体商標 約 168 百万円（H27 年） 

たっこにんにく 4) 2006：地域団体商標 系統外出荷が多いため不明 

資料：聞き取り調査及び現地調査資料より筆者作成。 

注（1） くまもと県産い草畳表は、GI 保護制度と地域団体商標の両方へ登録している。 

（2） 越前がには二つの生産者団体の合計額、また、2018 年に GI 保護制度へ登録されたが、調査時点で GI 保
護制度登録前であったため、ここでは記述していない。

（3） 若狭ぐじはアカアマダイのうちブランド認定された産品のみを指すが、ここではアカアマダイ全体の年 

間販売額を示している。 

（4） たっこにんにくは系統外出荷の割合も高いため、年間生産額は不明。 
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（３）登録後の効果 
 続いて第４表に，ブランド保護制度への登録による効果を示す。ここでは現地調査で，

各効果の項目について達成できたか否かを確認し，その理由まで聞き取りを行った。 
  

第３表 登録で期待した点 

 産品名 登録で期待した点 

GI 保
護制度

みやぎサーモン 品質等について国のお墨付きをもらうことによる地域ブランドの

確立、生産管理体制の構築による品質の統一へ向けた生産者の意識

の向上、宮城県で一番に登録されることによる認知度の向上、法人

格を持たない団体でも取得可能 

鳥取・ふくべ砂丘らっきょう 模倣品抑止を国が行ってくれる点や、付加価値の上昇 

連島ごぼう 価格の上昇による農家の意欲向上や雇用労働力の確保、生産面積の

拡大 

江戸崎かぼちゃ 模倣品抑止 

あおもりカシス 法人格を有さない団体でも GI 保護制度へ登録できる点 

国のお墨付きを得ることができ、認知度の向上に繋がる 

谷田部ねぎ － 

両制度 くまもと県産い草畳表 GI 保護制度：模倣品抑止や経営向上、経営安定 

地域団体商標：模倣品抑止 

地
域
団
体 

商
標 

越前がに 地域の産品であることをより PRするため 

野辺地葉つきこかぶ 農家の意識向上 

若狭ふぐ 県内での消費拡大と、観光客の漁家民宿への誘客促進のため 

若狭ぐじ 他産地及び通常の産品との差別化へ向けた取組のため 

たっこにんにく 模倣品抑止のため 

資料：聞き取り調査より筆者作成。 
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１）生産管理体制の構築 
追加された生産管理体制の内容を，第５表に示す。GI 保護制度ではみやぎサーモン，あ

おもりカシス，谷田部ねぎが新たに構築していた。このうちみやぎサーモンは，前述の GI
保護制度登録の理由で「生産管理体制の構築による品質の統一へ向けた生産者の意識の向

上」を挙げており，生産管理体制の整備の足がかりとして，GI 保護制度の仕組みを生かし

ていた。あおもりカシスや谷田部ねぎでも，GI 保護制度への登録をきっかけに，これまで

なかった記帳を必須にする等の体制を整備した。 

第４表 登録後の効果に対する調査対象者の認識 

 産品名 生産管

理体制

の構築 

模倣品 

抑止 

認知度 

向上 

生産 

拡大 

価格 

上昇
3) 

価格上昇の要因 

GI
保

護

制

度

みやぎサーモン ○ - ○ ○ ○ GI 保護制度への登録を契機に温

度管理を徹底し、その点が認めら

れて価格が上昇 

鳥取・ふくべ 

砂丘らっきょう 

済み 期待 ○ △ △ 他産地の作柄の影響が大きい。た

だし、GI 保護制度取得産品として

小売店で他産地とは別の棚で販売 

連島ごぼう 済み - ○  ○ JA が GI 保護制度説明書や希望価

格を提示するなど、流通業者へ GI
保護制度登録についてアピール

し、また冷蔵庫の設置でロットを

確保する等により、流通業者と一

体となって価値提案を実施 

江戸崎かぼちゃ 済み 期待 ○    

あおもりカシス ○ - ○ △   

谷田部ねぎ ○ - ○    

くまもと県産い草畳表 済み ○   ○ 登録が輸入品の産地偽装に対する

抑止力となり、価格が上昇 

地

域

団

体

商

標 

越前がに 強化  ○  △ 産地・品質保証のためのタグ付け

が、マスコミを通じて消費者に認

知されて価格が上昇。ただし、地

域団体商標への登録の効果は不明 

野辺地葉つきこかぶ 済み - ○    

若狭ふぐ 済み - ○    

若狭ぐじ 済み  ○  ○ 登録を契機に、従前から実施して

いた温度管理の徹底による鮮度維

持や優良品へのシール貼付等の生

産管理体制が高く評価され、「若

狭ぐじ」の規格の価格が上昇 

たっこにんにく 強化 期待 ○ ○ ○ 登録を契機にマスコミに取り上げ

られ、厳格な品質管理体制により

高品質である点を認知 

くまもと県産い草畳表 済み ○     

資料：聞き取り調査及び現地調査資料より筆者作成。 

注（1）生産管理体制の「強化」は登録によって生産管理体制がより強化されたこと、「済み」は登録前から生産

管理体制が構築されていたことを示す。 

（2）模倣品抑止の「-」は、模倣品がない又はごく僅かであることを示す。 

（3） 価格上昇と生産拡大の「△」は、登録による効果か不明であるが、価格が上昇したり生産が拡大したこと 

を示す。 
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資料：聞き取り調査より筆者作成。 
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地域団体商標では，越前がにとたっこにんにくが生産管理体制を強化した。その内容は，

規格の新設と栽培履歴書の回収率改善であり，登録が，ブランド化へ向けた取組の強化や，

農家の意識向上に寄与した点が窺えた。一方，他の７品目は登録前と同じ生産管理体制を

採っていた。 
 

 
 

２）模倣品抑止 
 模倣品抑止については，両制度とも，くまもと県産い草畳表で効果があった。畳表は輸

入品を国産品として偽装するケースも多く，特に国が模倣品の取り締まりを行う GI 保護

制度への登録が抑止力となり，価格が若干上昇したとされる。現地調査資料を基に，全品

種の本間規格と五八規格それぞれの生産量と金額の合計から単価を計算したところ，登録

前の 2013-2015 年度の加重平均で本間が約 2,535.1 円/枚，五八で約 1,952.9 円/枚だった

ものが，登録後の 2017 年度から 2018 年度 11 月までの加重平均でそれぞれ約 2,817.2 円

/枚と約 2,173.7 円/枚へ上昇していた。 
 一方，模倣品抑止へ期待して地域団体商標へ登録したたっこにんにくでは，町外で生産

されたにんにくがたっこにんにくの名称を不正使用して販売する場合があるとされる。こ

の点について産地では，商標権侵害者への訴訟に人件費等の費用がかかる点を懸念し，対

応できていない。既述のとおり，GI 保護制度と違って地域団体商標は名称の不正使用へ商

標権者自らの対応が必要であり，少なくともたっこにんにくでは，その点が模倣品抑止の

障壁となっていた。なお，この他に模倣品抑止へ期待して GI 保護制度へ登録した鳥取・

ふくべ砂丘らっきょうと江戸崎かぼちゃでは，不正使用について問題となる事例は発生し

ていない。 
 

３）認知度の向上 
認知度については，両制度への登録後，メディアで取り上げられて向上したとする産品

がほとんどであった。特に，第 3 表の登録の理由として認知度の向上を挙げた品目のうち，

第５表 登録を契機に追加された主な生産管理体制の内容 

  基準 基準の遵守を確認する方法 

GI
保護

制度

みやぎ 

サーモン 

おおむね 5℃以下に保った海水タンクに浸漬 生産者の出荷表のチェック、市場での生

産者団体による検査、餌の納品書の提出 

あおもり

カシス 

農薬を栽培期間中は使用しない、手摘みで収穫、

剪定・施肥・土壌改良などの栽培方法の規定、出

荷規格 

栽培管理記録簿での確認、新規就農者等

への現地調査の実施 

谷田部 

ねぎ 

集落で継続的に栽培されている品種を活用、9 月

から翌年 10月以降までの約 13 か月以上の栽培、

植え替えを２回実施、出荷規格 

作業日誌へ記帳し、播種から収穫までの

間に 4 回提出 

地域

団体

商標 

越前がに 最上級の産品であることを示す規格の新設 - 

たっこ 

にんにく 

- 栽培履歴書の回収率 100%を達成 

資料：各品目の GI 保護制度への登録簿及び聞き取り調査より筆者作成。 
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みやぎサーモンでは，みやぎサーモン専門のどんぶり店の期間限定での開店や，JR 東日本

とタイアップしての駅弁といった企画が実現しており，成果が上がっていた。あおもりカ

シスでも，GI 保護制度第一号での登録だったこともあり，全国ニュースで取り上げられ，

問い合わせも増えて認知度が向上したとされる。この他にも，「テレビや新聞の取材がきて，

長年作ってきたものが認められたと実感（江戸崎かぼちゃ）」「マスコミや有名シェフ等の

取材が来るようになった（野辺地葉つきこかぶ）」など，メディアで取り上げられるように

なったと回答する品目がほとんどであった。登録によって取材先として選ばれやすくなる

傾向があり，少なくとも今回の調査対象品目では，認知度向上の点で GI 保護制度と地域

団体商標の大きな違いはないようである。 
なお，以上の認知度は登録産品に対する認知度である。GI 保護制度では，施行されて間

もないものの制度自体の認知度が低いと，複数の登録産地で指摘されており，課題の一つ

である（9）。 
 

４）価格の上昇 
ブランド保護制度への登録によって価格が上昇したとする産品は，くまもと県産い草畳

表，みやぎサーモン，連島ごぼう，若狭ぐじ，たっこにんにくの５品目であった。例えば，

価格の上昇効果が見られなかった谷田部ねぎについて登録生産者団体は，「生産規模が小

さいところが GI 保護制度を取得しても，取得後の展開が見えない」と述べており，前述

の生産規模と登録へのハードルの関係と整合的であった（10）。 
５品目で価格が上昇した背景として，くまもと県産い草畳表については前述のとおり，

登録が輸入畳表の産地偽装への抑止力となり，価格の上昇に繋がったとされる。 
みやぎサーモンでは，GI 保護制度への登録を契機に温度管理を徹底し，厳格な生産管理

体制を構築した。世界的なサーモン需要の拡大に伴う輸入量の減退や，秋さけの不漁の見

込み等による国内需要の増加の影響もあったとされるが，GI 保護制度の生産管理体制の

もとで高品質な商品を提供したことが認められて価格が上昇したとされる。なお，GI 保護

制度登録前の 2014-2016 年度の加重平均で 560.3 円/kg であった価格は，登録後の平成 30
年度で 575.0 円/kg へ上昇した。 
連島ごぼうは，岡山県で流通するごぼうの大半が連島ごぼうであることから，県内の消

費者へ連島ごぼうが赤いマークのごぼうとして浸透した。そうした背景の下，登録生産者

団体である JA 倉敷かさやが，GI 保護制度の説明書や希望買い取り価格を流通業者へ提示

する等，GI 保護制度登録についてアピールし，流通業者と一体となった価値提案を行った。

さらに，価格を上げた分，流通業者から安定した出荷体制を求められたため冷蔵庫の設置

を行い，流通業者との信頼関係を醸成した。 
若狭ぐじでは，地域団体商標への登録前から，延縄で漁獲したアカアマダイを船上に設

置した水温 5℃前後の保冷ボックスで保管して品質を保ち，水揚後には生産者団体により，

重さ（１尾 500g 以上），色つや，形状等の独自に制定したブランド規格に該当する魚のみ

に「若狭ぐじ」と表記したシールを貼るなど，厳格な生産管理体制を構築しており，一部
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地域団体商標では，越前がにとたっこにんにくが生産管理体制を強化した。その内容は，

規格の新設と栽培履歴書の回収率改善であり，登録が，ブランド化へ向けた取組の強化や，

農家の意識向上に寄与した点が窺えた。一方，他の７品目は登録前と同じ生産管理体制を

採っていた。 
 

 
 

２）模倣品抑止 
 模倣品抑止については，両制度とも，くまもと県産い草畳表で効果があった。畳表は輸

入品を国産品として偽装するケースも多く，特に国が模倣品の取り締まりを行う GI 保護

制度への登録が抑止力となり，価格が若干上昇したとされる。現地調査資料を基に，全品

種の本間規格と五八規格それぞれの生産量と金額の合計から単価を計算したところ，登録

前の 2013-2015 年度の加重平均で本間が約 2,535.1 円/枚，五八で約 1,952.9 円/枚だった

ものが，登録後の 2017 年度から 2018 年度 11 月までの加重平均でそれぞれ約 2,817.2 円

/枚と約 2,173.7 円/枚へ上昇していた。 
 一方，模倣品抑止へ期待して地域団体商標へ登録したたっこにんにくでは，町外で生産

されたにんにくがたっこにんにくの名称を不正使用して販売する場合があるとされる。こ

の点について産地では，商標権侵害者への訴訟に人件費等の費用がかかる点を懸念し，対

応できていない。既述のとおり，GI 保護制度と違って地域団体商標は名称の不正使用へ商

標権者自らの対応が必要であり，少なくともたっこにんにくでは，その点が模倣品抑止の

障壁となっていた。なお，この他に模倣品抑止へ期待して GI 保護制度へ登録した鳥取・

ふくべ砂丘らっきょうと江戸崎かぼちゃでは，不正使用について問題となる事例は発生し

ていない。 
 

３）認知度の向上 
認知度については，両制度への登録後，メディアで取り上げられて向上したとする産品

がほとんどであった。特に，第 3 表の登録の理由として認知度の向上を挙げた品目のうち，

第５表 登録を契機に追加された主な生産管理体制の内容 

  基準 基準の遵守を確認する方法 

GI
保護

制度

みやぎ 

サーモン 

おおむね 5℃以下に保った海水タンクに浸漬 生産者の出荷表のチェック、市場での生

産者団体による検査、餌の納品書の提出 

あおもり

カシス 

農薬を栽培期間中は使用しない、手摘みで収穫、

剪定・施肥・土壌改良などの栽培方法の規定、出

荷規格 

栽培管理記録簿での確認、新規就農者等

への現地調査の実施 

谷田部 

ねぎ 

集落で継続的に栽培されている品種を活用、9 月

から翌年 10月以降までの約 13 か月以上の栽培、

植え替えを２回実施、出荷規格 

作業日誌へ記帳し、播種から収穫までの

間に 4 回提出 

地域

団体

商標 

越前がに 最上級の産品であることを示す規格の新設 - 

たっこ 

にんにく 

- 栽培履歴書の回収率 100%を達成 

資料：各品目の GI 保護制度への登録簿及び聞き取り調査より筆者作成。 
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の消費地市場では，高品質な地域ブランド産品として認められていた。それが，地域団体

商標への登録をきっかけに，認知度がさらに向上し，若狭ぐじとして認定したアカアマダ

イの価格は，登録前と比べて２割程度上昇したとされる。 
たっこにんにくも，A 品と B 品を混ぜずに個包装で出荷する，バーコードや番号でトレ

ーサビリティを行うなど，厳格な生産管理体制を構築しており，地域団体商標への登録を

きっかけに，そうした高品質である点がマスコミに取り上げられて認知された。これによ

って，登録前は小さかった青森県産にんにくとの価格差が，登録後に３割になったとされ

る。 
品目数が少ないこともあり，価格の上昇の理由について GI 保護制度と地域団体商標の

違いは明確に確認できないが，これらの事例は，登録がゴールでなく，高い水準の品質管

理や流通業者への訴求等の取組が重要なことを示唆する。EU での GI 保護制度の効果を

整理した London Economics(2008)でも，登録のみでは変化は起きないと述べており，こ

うした内容と整合的である。なお，あおもりカシスと谷田部ねぎは，新たな生産管理体制

を整備したにも関わらず，価格は上昇していない。価格の上昇は生産管理体制の水準の高

低にもよるため，上昇しなかった背景については，更なる詳細な分析が必要である。 
なお，価格が上昇した品目のうちくまもと県産い草畳表，連島ごぼう，若狭ぐじでは，

登録の際に新たな生産管理体制を構築しておらず，それ以外にも生産者の追加的な費用や

作業の負担はなかったとされる。その一方で，GI 保護制度への登録によって価格が上昇し

ていることから，第３図のケースが該当し，総余剰の増加が示唆される。 
 

５）プレミアム価格法の適用 
 GI 保護制度への登録効果を検証する上では，他の競合する産品の価格の推移との比較

も必要となる。そのため本稿では，連島ごぼうとみやぎサーモンを事例に，森嶋（2008）
の提示したプレミアム価格法を実施した。プレミアム価格法とは，ブランド品とノンブラ

ンド品の価格差へブランド品の出荷量を乗じ，ブランドの資産的価値としてのブランド・

エクイティを計算する方法である。 
 まず連島ごぼうは，卸売市場を通じた相対取引での出荷が主であり，出荷量の約６割は

岡山県内に集中している。ここでは，連島ごぼうを JA 倉敷かさやから出荷する際に，最

も取引量の多い卸売市場会社（県内）の仕入れ価格を分析で用いる価格水準として選んだ。

この卸売市場会社は，「地元市場である同社の価格が他の市場の参考価格になる」と述べて

おり，価格水準として有用と考える。比較対象とする価格は，同じ卸売会社での GI 保護

制度でない個選の連島ごぼうの仕入れ価格を用いることとし，GI 保護制度登録の効果を

検証することとした。 
ブランド・エクイティの計算では，上記のデータの価格差へ出荷量を乗じて，年数で割

る（11）。この試算では，連島ごぼうの全量を同じ卸売市場会社へ出荷し，それによって値段

も変化しないことを仮定することになるが，各年度の出荷先ごとの出荷量と単価，比較対

象とする価格の入手は困難であり，上記の方法で代用した（12）。 
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 第４図は，GI 保護制度産品と非 GI 保護制度産品の価格差を示す。登録前である 2014-
2015 年度の価格差の加重平均が 111.5 円/kg であった一方で，登録後である 2017-2018 年

度のそれは 212.4 円/kg と，価格差が広がっていた。ブランド・エクイティは，登録前が

約 4,388 万円であったのに対し，登録後は 6,705 万円へ上昇していた。連島ごぼうにおい

て，GI 保護制度登録の効果があったことが示唆された。 
 

 
 続いて，みやぎサーモンについて検証する。みやぎサーモンは，宮城県における養殖銀

ざけのうち，水揚げの際に「活け締め」と呼ばれる鮮度維持のための処理を施した銀ざけ

を指す。主な流通経路としては，養殖経営体から産地市場を通じて加工業者や仲卸へ販売

される。ここで，産地市場の価格は取引先企業の情報を含むため開示は困難であり，また

産地市場が公表した価格はみやぎサーモンを他の養殖銀ざけと区別していない。そのため，

本研究ではみやぎサーモンと他を区別している，宮城県漁業協同組合のとりまとめた宮城

県全体の生産販売実績を分析に用いることとした。価格水準は，GI 保護制度登録された活

け締めしたみやぎサーモンの価格であり，比較対象とする価格は，登録されていないその

他の宮城県産養殖銀ざけの価格である。なお，みやぎサーモン以外の養殖銀ざけについて

も，GI 保護制度への登録をきっかけに輸送時の水温 5℃以下を保つよう徹底しており，生

産管理体制の構築によってみやぎサーモン以外の価格も上昇している点に注意が必要であ

る。 
 第５図は，みやぎサーモンとその他の養殖銀ざけの価格差を示す。登録前である 2014-
2015 年度の価格差の加重平均が 24.4 円/kg であったのに対し，登録後である 2017-2018
年度のそれは 26.4 円/kg と微増した。ブランド・エクイティは，登録前が約 7,458 万円で

あったのに対し，みやぎサーモンの生産量が増加したことから，登録後は約 9,111 万円ま

 

第４図 GI 保護制度と非 GI保護制度の連島ごぼうの価格差 

資料：現地調査資料より筆者作成。 
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の消費地市場では，高品質な地域ブランド産品として認められていた。それが，地域団体

商標への登録をきっかけに，認知度がさらに向上し，若狭ぐじとして認定したアカアマダ

イの価格は，登録前と比べて２割程度上昇したとされる。 
たっこにんにくも，A 品と B 品を混ぜずに個包装で出荷する，バーコードや番号でトレ

ーサビリティを行うなど，厳格な生産管理体制を構築しており，地域団体商標への登録を

きっかけに，そうした高品質である点がマスコミに取り上げられて認知された。これによ

って，登録前は小さかった青森県産にんにくとの価格差が，登録後に３割になったとされ

る。 
品目数が少ないこともあり，価格の上昇の理由について GI 保護制度と地域団体商標の

違いは明確に確認できないが，これらの事例は，登録がゴールでなく，高い水準の品質管

理や流通業者への訴求等の取組が重要なことを示唆する。EU での GI 保護制度の効果を

整理した London Economics(2008)でも，登録のみでは変化は起きないと述べており，こ

うした内容と整合的である。なお，あおもりカシスと谷田部ねぎは，新たな生産管理体制

を整備したにも関わらず，価格は上昇していない。価格の上昇は生産管理体制の水準の高

低にもよるため，上昇しなかった背景については，更なる詳細な分析が必要である。 
なお，価格が上昇した品目のうちくまもと県産い草畳表，連島ごぼう，若狭ぐじでは，

登録の際に新たな生産管理体制を構築しておらず，それ以外にも生産者の追加的な費用や

作業の負担はなかったとされる。その一方で，GI 保護制度への登録によって価格が上昇し

ていることから，第３図のケースが該当し，総余剰の増加が示唆される。 
 

５）プレミアム価格法の適用 
 GI 保護制度への登録効果を検証する上では，他の競合する産品の価格の推移との比較

も必要となる。そのため本稿では，連島ごぼうとみやぎサーモンを事例に，森嶋（2008）
の提示したプレミアム価格法を実施した。プレミアム価格法とは，ブランド品とノンブラ

ンド品の価格差へブランド品の出荷量を乗じ，ブランドの資産的価値としてのブランド・

エクイティを計算する方法である。 
 まず連島ごぼうは，卸売市場を通じた相対取引での出荷が主であり，出荷量の約６割は

岡山県内に集中している。ここでは，連島ごぼうを JA 倉敷かさやから出荷する際に，最

も取引量の多い卸売市場会社（県内）の仕入れ価格を分析で用いる価格水準として選んだ。

この卸売市場会社は，「地元市場である同社の価格が他の市場の参考価格になる」と述べて

おり，価格水準として有用と考える。比較対象とする価格は，同じ卸売会社での GI 保護

制度でない個選の連島ごぼうの仕入れ価格を用いることとし，GI 保護制度登録の効果を

検証することとした。 
ブランド・エクイティの計算では，上記のデータの価格差へ出荷量を乗じて，年数で割

る（11）。この試算では，連島ごぼうの全量を同じ卸売市場会社へ出荷し，それによって値段

も変化しないことを仮定することになるが，各年度の出荷先ごとの出荷量と単価，比較対

象とする価格の入手は困難であり，上記の方法で代用した（12）。 
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 第４図は，GI 保護制度産品と非 GI 保護制度産品の価格差を示す。登録前である 2014-
2015 年度の価格差の加重平均が 111.5 円/kg であった一方で，登録後である 2017-2018 年

度のそれは 212.4 円/kg と，価格差が広がっていた。ブランド・エクイティは，登録前が

約 4,388 万円であったのに対し，登録後は 6,705 万円へ上昇していた。連島ごぼうにおい

て，GI 保護制度登録の効果があったことが示唆された。 
 

 
 続いて，みやぎサーモンについて検証する。みやぎサーモンは，宮城県における養殖銀

ざけのうち，水揚げの際に「活け締め」と呼ばれる鮮度維持のための処理を施した銀ざけ

を指す。主な流通経路としては，養殖経営体から産地市場を通じて加工業者や仲卸へ販売

される。ここで，産地市場の価格は取引先企業の情報を含むため開示は困難であり，また

産地市場が公表した価格はみやぎサーモンを他の養殖銀ざけと区別していない。そのため，

本研究ではみやぎサーモンと他を区別している，宮城県漁業協同組合のとりまとめた宮城

県全体の生産販売実績を分析に用いることとした。価格水準は，GI 保護制度登録された活

け締めしたみやぎサーモンの価格であり，比較対象とする価格は，登録されていないその

他の宮城県産養殖銀ざけの価格である。なお，みやぎサーモン以外の養殖銀ざけについて

も，GI 保護制度への登録をきっかけに輸送時の水温 5℃以下を保つよう徹底しており，生

産管理体制の構築によってみやぎサーモン以外の価格も上昇している点に注意が必要であ

る。 
 第５図は，みやぎサーモンとその他の養殖銀ざけの価格差を示す。登録前である 2014-
2015 年度の価格差の加重平均が 24.4 円/kg であったのに対し，登録後である 2017-2018
年度のそれは 26.4 円/kg と微増した。ブランド・エクイティは，登録前が約 7,458 万円で

 

第４図 GI 保護制度と非 GI保護制度の連島ごぼうの価格差 
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で伸びていた。後述するように，養殖経営体の新規参入とそれによる生産量の拡大の背景

に，GI 保護制度登録とそれに伴う生産管理体制の構築による収益性の改善があったとさ

れる。価格差はあまり変化していないものの，生産量と関連するブランド・エクイティに

おいて，GI 保護制度登録の効果があったことが示唆された。また，既述のとおり，登録を

きっかけに他の養殖銀ざけの生産管理体制も改善し，バイヤーに高く評価された。世界的

なサーモン需要の拡大等もあるものの，みやぎサーモンとその他の養殖銀ざけ全体で価格

が上昇しており，産地全体で，登録をきっかけとした生産管理体制の構築の恩恵を受けた。 
 なお，以上の分析はいずれも GI 保護制度への登録後２年ほどの結果を活用した分析で

ある。GI 保護制度は施行されて間もない制度であることから，今後の価格の推移について

継続的に確認する必要がある。 
 

 
 

６）生産拡大 
 「生産拡大」について，まず，みやぎサーモンで，GI 保護制度への登録に伴う生産管理

体制の構築をバイヤーが高く評価して収益性が改善し，２経営体が新規参入した。また，

たっこにんにくでは，登録による価格上昇をきっかけに複数の民間の地域内の加工業者が

起業し，生産規模が拡大した（13）。このように，保護制度への登録を契機に，収益性が向

上し，新規参入が起きた事例が確認された。なお，連島ごぼうは生産拡大へ期待して GI 保
護制度へ登録したが，2016 年から 2017 年にかけて生産量が 3%と微増したものの，生産

面積は変化していない。高齢化や宅地化の進展がその背景にあるとされ，離農者の作付け

地を他の農家へ頼む等，生産面積の維持に注力している。 

 

第５図 みやぎサーモンとその他の宮城県産養殖銀ざけの価格差 

資料：現地調査資料より筆者作成。 
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あったのに対し，みやぎサーモンの生産量が増加したことから，登録後は約 9,111 万円ま

で伸びていた。後述するように，養殖経営体の新規参入とそれによる生産量の拡大の背景

に，GI 保護制度登録とそれに伴う生産管理体制の構築による収益性の改善があったとさ

れる。価格差はあまり変化していないものの，生産量と関連するブランド・エクイティに

おいて，GI 保護制度登録の効果があったことが示唆された。また，既述のとおり，登録を

きっかけに他の養殖銀ざけの生産管理体制も改善し，バイヤーに高く評価された。世界的

なサーモン需要の拡大等もあるものの，みやぎサーモンとその他の養殖銀ざけ全体で価格

が上昇しており，産地全体で，登録をきっかけとした生産管理体制の構築の恩恵を受けた。 
 なお，以上の分析はいずれも GI 保護制度への登録後２年ほどの結果を活用した分析で

ある。GI 保護制度は施行されて間もない制度であることから，今後の価格の推移について

継続的に確認する必要がある。 
 

 
 

６）生産拡大 
 「生産拡大」について，まず，みやぎサーモンで，GI 保護制度への登録に伴う生産管理

体制の構築をバイヤーが高く評価して収益性が改善し，２経営体が新規参入した。また，

たっこにんにくでは，登録による価格上昇をきっかけに複数の民間の地域内の加工業者が

起業し，生産規模が拡大した（13）。このように，保護制度への登録を契機に，収益性が向

上し，新規参入が起きた事例が確認された。なお，連島ごぼうは生産拡大へ期待して GI 保
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５．おわりに 
 

以上，本研究では GI 保護制度と地域団体商標への登録産品への実態調査を通じて，ブ

ランド保護制度に対する期待と効果を整理した。以下では，これまでの内容から得られた

政策的インプリケーションを提示する。 
まず，両制度とも，登録によってほとんどの産品の認知度が向上した一方，価格の上昇

は一部の産品に限定されていた。少なくとも調査対象産品において，登録のみによるシグ

ナリングの効果は限定的だったようである。既述のように特に GI 保護制度について，制

度自体の認知度の低さを指摘する産地が多かった。行政としても，保護制度への登録を効

果的なものとするため，保護制度の訴求へ向けた積極的な対応が求められよう。なお，こ

うした状況の下，登録によって価格が上昇した産品は，認知度の向上をきっかけに品質の

高さが認められた産品や，流通業者への積極的な訴求を行った産品であり，登録を生かし

た更なるブランド化への取組が行われていた。行政としても，保護制度を効果的なものに

する上で，登録をゴールと位置づけるのでなく，登録後のブランド化へ向けた対応へのフ

ォローも必要である（14）。なお，これらの産品のうちくまもと県産い草畳表，連島ごぼう，

若狭ぐじで総余剰の拡大が示唆された。 
 また，本研究では地域ブランド産品へのブランド保護制度として，GI 保護制度と地域団

体商標の二つの制度の実態と登録効果を検証した。両制度の相違点として，名称の不正使

用に対して GI 保護制度では国が取り締まりを行う一方，地域団体商標では商標権者が商

標権侵害者に対して自ら対応しなくてはいけない点がある。実際に，訴訟への負担感から，

対応が十分なされていないたっこにんにくの事例を確認しており，地域団体商標の仕組み

の限界が改めて事例から示唆された。模倣品抑止の視点では，国が取り締まりを行う GI 保
護制度のより積極的な活用が有効である。なお，両制度における認知度の向上や価格の上

昇等の効果の違いは，調査サンプル数が少ないこともあり十分検証できなかった。こうし

た点は，表明選好法による消費者行動の分析等が求められる。 
 また，本研究では両制度への期待と効果について整理したが，期待と効果の間にギャッ

プは生じなかったのだろうか。この点について，今回検証した効果の項目を見る限り，事

前に期待した項目で効果が上がっている例が多く確認された（15）。例えばみやぎサーモン

では，生産管理体制の構築の足がかりとして GI 保護制度へ登録し，産地全体の養殖銀ざ

けの価格上昇を実現した。また，連島ごぼうやくまもと県産い草畳表，若狭ぐじでは，価

格の上昇や経営安定，差別化等を目指して登録し，価格が上がった。認知度の向上につい

ても，みやぎサーモン，あおもりカシス，越前がにが登録の理由として挙げ，効果が出て

いる。 
 また，小規模産地の場合に登録のハードルが高くなり得ることを述べ，そうした内容と

整合的な事例を確認した。ただし既述のとおり，生産管理体制を登録前から整備し，追加

的な負担が限定的であったケースも多くあった。また規模が小さくても，例えば若狭ふぐ
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で伸びていた。後述するように，養殖経営体の新規参入とそれによる生産量の拡大の背景

に，GI 保護制度登録とそれに伴う生産管理体制の構築による収益性の改善があったとさ

れる。価格差はあまり変化していないものの，生産量と関連するブランド・エクイティに

おいて，GI 保護制度登録の効果があったことが示唆された。また，既述のとおり，登録を

きっかけに他の養殖銀ざけの生産管理体制も改善し，バイヤーに高く評価された。世界的

なサーモン需要の拡大等もあるものの，みやぎサーモンとその他の養殖銀ざけ全体で価格

が上昇しており，産地全体で，登録をきっかけとした生産管理体制の構築の恩恵を受けた。 
 なお，以上の分析はいずれも GI 保護制度への登録後２年ほどの結果を活用した分析で

ある。GI 保護制度は施行されて間もない制度であることから，今後の価格の推移について

継続的に確認する必要がある。 
 

 
 

６）生産拡大 
 「生産拡大」について，まず，みやぎサーモンで，GI 保護制度への登録に伴う生産管理

体制の構築をバイヤーが高く評価して収益性が改善し，２経営体が新規参入した。また，

たっこにんにくでは，登録による価格上昇をきっかけに複数の民間の地域内の加工業者が

起業し，生産規模が拡大した（13）。このように，保護制度への登録を契機に，収益性が向

上し，新規参入が起きた事例が確認された。なお，連島ごぼうは生産拡大へ期待して GI 保
護制度へ登録したが，2016 年から 2017 年にかけて生産量が 3%と微増したものの，生産

面積は変化していない。高齢化や宅地化の進展がその背景にあるとされ，離農者の作付け

地を他の農家へ頼む等，生産面積の維持に注力している。 

 

第５図 みやぎサーモンとその他の宮城県産養殖銀ざけの価格差 

資料：現地調査資料より筆者作成。 
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では，地元でも提供することで地域に観光客を増やしていた。本研究はあくまで地域の一

資源である地域ブランド産品に着目してブランド保護制度の効果を検証したが，認知度の

向上によって地域全体のイメージのアップや観光客の誘致に成功するなど，地域全体への

効果を見た場合，優良な事例があるかもしれない。また，EU ではこうした地域全体への

効果について，社会的，環境的，文化的な影響評価も行っている(London Economics, 2008; 
Barjolle et al., 2009)。こうした多様な視点による地域全体への影響の検証も，今後の研究

課題としたい。 
この他，本研究ではプレミアム価格法による価格上昇効果の検証を行ったが，本来は，

様々な要因をコントロールしたヘドニック・アプローチ等による分析が望ましい。この点

も，今後の課題である。なお，GI 保護制度は施行から間もないため，今後，普及に伴って

消費者の選好が変化する可能性にも留意が必要である。 
 
注（1）本項は，主に内藤（2015a）を参照した。 

（2）ただし，権利者である団体の構成員は，団体の定めるところによって，登録商標の使用をする権利を有する

ため，団体構成員はその商標を利用できる。また，商標登録出願前から，不正競争の目的でなく，その商標・

類似する商標を使用していたもの（先使用者）については，継続的にその商標を利用できる。 

（3）本項は，主に内藤（2015a）や内藤（2015b）参照した。 

（4）後述の厚生効果を検証した産品では，生産管理体制の構築以外にも生産者の費用負担がなかったか確認して

いる。 

（5）規模に応じて限界費用曲線が緩やかになるような項目としては，例えば，作業日誌への追記が必要となる点

が考えられる。作業日誌は圃場ごとに記録する場合が多いため，圃場が分散して増加した場合，農薬散布の状

況等の追記が必要である。この場合，その限界費用の程度は追加された圃場の面積に依存するが，追加された

圃場の面積が既存の平均的な圃場の面積より大きい場合，規模に対して限界費用が逓減することが起こり得

る。 

（6）なお，第 1 図から第 4 図にかけて，以下の前提で需給曲線を記述した。第一に，地域ブランド産品であるた

め，独占的な利潤を享受する市場環境にあると思われるが，ここでは簡単化のため，競争的な市場構造のモデ

ルを提示した。第二に，保護制度への登録による需要曲線の傾きの変化については，変化したとしても上方バ

イアスであり，考慮しなかった。第三に，Herrmann and Teuber(2011)では，登録による費用を生産・加工業者

の団体等が負担し，供給量を決定するため，生産者の供給曲線が登録によってシフトしないことを想定してい

る。ただし実際には，価格に応じた生産量の決定を行うのはあくまで生産者であり，また生産管理体制への対

応等により生産者側で費用が増加した例もあるため，本研究では，生産者と消費者のみの需給曲線を想定し

た。第四に，実際には，登録へ向けた活動や地域団体商標を更新する際の手続きと費用，生産基準の順守状況

の確認など，生産・加工業者の団体が負担しているコストがある。こうしたコストは，本来であれば登録によ

る総余剰の変化から差し引くべきであるが，コストや総余剰の正確な把握は困難であり，ここでは生産・加工

業者の団体の既存の資本（人的資本や内部留保等）を用いてそうしたコストを吸収したものとした。 

（7）意向調査の結果については，内藤ら（2018）を参照されたい。なお，みやぎサーモンとたっこにんにくは意

向調査の調査対象外であったが，ブランド保護制度の成功事例を検証するため，追加的に調査した。 
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（8）第 2 表の年間販売額は，意向調査の結果でなく，現地調査で改めて確認した額である。 

（9）みやぎサーモン，連島ごぼう，江戸崎かぼちゃ，あおもりカシス，くまもと県産い草畳表で指摘された。 

（10）そのため，特に小規模産地では，希少性のアピールや，地産地消とそれによる観光客の誘引など，独自の

対策が求められることとなる。 

（11）平成 30 年度は 4-9 月までのデータであったため，直近 4 年間の全出荷量に占める 4-9 月の出荷量の平均割

合を年数として用いた。 

（12）森嶋（2008）も，夕張メロンに対して同じ仮定で分析している。ただし森嶋（2008）は，出荷最盛期であ

る 7 月を中心に出荷量の 25%を他市場へ振り分けた場合の検証も行っているが，比較対象とする価格がノンラ

ンド製品に限定できなかったため価格差が縮小し，本来これらのデータは用いないと判断すべきと述べる。 

（13）これらの加工業者は，名称の不正使用は行っていない。なお，田子町「人口・産業の統計」によると，に

んにくの生産面積は登録した 2006 年度から 2007 年度にかけて約 9%拡大した。 

（14）ただし，生産管理体制の構築が必ずしも価格上昇に結び付いていない品目もあるため，その背景について

は更なる検証が求められる。 

（15）既述の通り，たっこにんにくの模倣品抑止と，連島ごぼうの生産面積拡大は現時点で達成できていない。 
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資源である地域ブランド産品に着目してブランド保護制度の効果を検証したが，認知度の

向上によって地域全体のイメージのアップや観光客の誘致に成功するなど，地域全体への

効果を見た場合，優良な事例があるかもしれない。また，EU ではこうした地域全体への

効果について，社会的，環境的，文化的な影響評価も行っている(London Economics, 2008; 
Barjolle et al., 2009)。こうした多様な視点による地域全体への影響の検証も，今後の研究

課題としたい。 
この他，本研究ではプレミアム価格法による価格上昇効果の検証を行ったが，本来は，

様々な要因をコントロールしたヘドニック・アプローチ等による分析が望ましい。この点
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（2）ただし，権利者である団体の構成員は，団体の定めるところによって，登録商標の使用をする権利を有する

ため，団体構成員はその商標を利用できる。また，商標登録出願前から，不正競争の目的でなく，その商標・

類似する商標を使用していたもの（先使用者）については，継続的にその商標を利用できる。 

（3）本項は，主に内藤（2015a）や内藤（2015b）参照した。 

（4）後述の厚生効果を検証した産品では，生産管理体制の構築以外にも生産者の費用負担がなかったか確認して

いる。 

（5）規模に応じて限界費用曲線が緩やかになるような項目としては，例えば，作業日誌への追記が必要となる点

が考えられる。作業日誌は圃場ごとに記録する場合が多いため，圃場が分散して増加した場合，農薬散布の状

況等の追記が必要である。この場合，その限界費用の程度は追加された圃場の面積に依存するが，追加された

圃場の面積が既存の平均的な圃場の面積より大きい場合，規模に対して限界費用が逓減することが起こり得

る。 

（6）なお，第 1 図から第 4 図にかけて，以下の前提で需給曲線を記述した。第一に，地域ブランド産品であるた

め，独占的な利潤を享受する市場環境にあると思われるが，ここでは簡単化のため，競争的な市場構造のモデ

ルを提示した。第二に，保護制度への登録による需要曲線の傾きの変化については，変化したとしても上方バ

イアスであり，考慮しなかった。第三に，Herrmann and Teuber(2011)では，登録による費用を生産・加工業者

の団体等が負担し，供給量を決定するため，生産者の供給曲線が登録によってシフトしないことを想定してい

る。ただし実際には，価格に応じた生産量の決定を行うのはあくまで生産者であり，また生産管理体制への対

応等により生産者側で費用が増加した例もあるため，本研究では，生産者と消費者のみの需給曲線を想定し

た。第四に，実際には，登録へ向けた活動や地域団体商標を更新する際の手続きと費用，生産基準の順守状況

の確認など，生産・加工業者の団体が負担しているコストがある。こうしたコストは，本来であれば登録によ

る総余剰の変化から差し引くべきであるが，コストや総余剰の正確な把握は困難であり，ここでは生産・加工

業者の団体の既存の資本（人的資本や内部留保等）を用いてそうしたコストを吸収したものとした。 

（7）意向調査の結果については，内藤ら（2018）を参照されたい。なお，みやぎサーモンとたっこにんにくは意

向調査の調査対象外であったが，ブランド保護制度の成功事例を検証するため，追加的に調査した。 
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第４章 地理的表示保護制度に対する小売店バイヤーの

認知と評価 

   

八木 浩平・菊島 良介・大橋 めぐみ・内藤 恵久 

 
１．はじめに 
 
続いて本章では，地理的表示保護制度（以下「GI 制度」という。）に対する小売店バイヤ

ーの評価について，2019 年 2 月に行ったアンケート調査をもとに整理する。小売店バイヤ

ーは，店舗へ並べる商品を決める産地と小売店の接点であり，その GI 制度への評価の検証

は，今後施策を進める上で有意義であろう。また GI 制度について，消費者の認知に比べる

と小売店バイヤーの認知は高いと考えられるため，より的確な評価の検証ができると考え

た。 
なお調査は，株式会社日経リサーチを通じて行った，全国の小売店の青果物バイヤーへの

FAX によるアンケート調査の結果を用いた。日経リサーチのモニターは，多様な産品を扱

う年商 50 億円以上の百貨店・量販店の担当者に限定している。調査では，百貨店・高級ス

ーパー・量販店といった業態の他，GI 制度への認知度と評価，課題，PR 方法，野菜の仕入

れで重視する点などを聞いた。調査票は 243 名のバイヤーへ送付し，約 56.8%に当たる 138
名から回答を得た。その内訳は，百貨店 33 名，高級スーパー8 名(1)，量販店 88 名，店舗型

生協 5 名，JA 運営の店舗 1 名，その他 3 名であった。なお本章では，百貨店と量販店以外

は少数なため，特に言及がなければ株式会社日経リサーチの分類に従い，百貨店以外は量販

店としてまとめて分類した。 
 
２．GI制度への評価 

 
 まず GI 制度への認知度を第１図で示す。第１図で示すように，GI 制度は地域団体商標

よりは認知度が高いものの，有機 JAS 規格と比較すると認知度が低い様子が窺える。続い

て，GI 制度の内容として「a：地域独自の環境から生まれた伝統的な産品を認定」，「b：基

準が守られているか生産者団体や国が確認する」，「c：名称の不正使用は禁止され，国が取

り締まる」といった項目の認知度を第２図で示す。a については認知度が高い一方で，基準

の遵守や名称の不正使用といった b，c の認知度は低い現状にあった。 
  

- 37 -

から水産品まで』農山漁村文化協会，64-83.

内藤恵久（2015a）『地理的表示法の解説』大成出版. 

内藤恵久（2015b）「我が国の地理的表示保護制度（地理的表示法）」香坂怜編著『農林漁業の産地ブラン

ド戦略 地理的表示を活用した地域再生』ぎょうせい，80-98. 

内藤恵久・大橋めぐみ・八木浩平・菊島良介（2018）「地域ブランド産品の現状と地理的表示保護制度活

用に向けた期待・課題」『日本知財学会誌』，15(1) ，11-17. 

斎藤修（2007）「地域ブランド管理の体系化と基本的課題」斎藤修『食料産業クラスターと地域ブランド 

食農連携と新しいフードビジネス』農山漁村文化協会，208-242. 

- 36 -
− 37 −



 
 

 

 
第１図 各種認証制度への認知度（n=138） 
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第２図 GI制度の認知度（n=121） 

注. a は「地域独自の環境から生まれた伝統的な産品を認定」，b は「基準が守られているか生産者団体や国が確認

する」，c は「名称の不正使用は禁止され，国が取り締まる」である。 
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GI 制度のどういった点が解決されれば取り扱いたいかという問いに対しては，「消費者に

あまり認知されていない」，「品質や育て方のこだわりが伝わらない」，「メディアの注目が低

い」など，認知に関する項目が上位にあった（第１表）。カイ二乗検定の結果，量販店と比

べて百貨店は，「メディアの注目が低い」や「品質が不安定な産品が多い」をよく選択して

いた。高品質な産品を扱う百貨店が，メディアの注目度や品質の不安定さをより憂慮する様

子が窺えた。一方で，「価格が価値に見合わない産品が多い」は，相対的に低価格志向の強

い量販店が選択する傾向が窺えた。GI 制度登録産品の取り扱いの有無別では，「メディアの

注目が低い」について，取り扱いがある企業が憂慮していた。一方で，「量が安定しない産

品が多い」や「価格が価値に見合わない産品が多い」は取り扱いがない企業がより多く選択

しており，取り扱いのある企業はそうした評価をしない傾向が窺えた。 
 

 
また，第１表の項目と重複しても構わないという前提で自由回答を求めたところ，第２表

のような回答があった。「付加価値は低いと思われる」，「生産段階でのこだわりの部分があ

まり見えてこない」，「制度をクリアした商品だから取り扱うということはない」など，厳し

い評価を得た。 

第１表 GI 制度の解決されるべき点（単位：%） 

 
注. 複数回答可で選択した項目である。また，*，+は 5%，10%水準でカイ二乗検定により統計的有意差のあった項

目。ただし，期待度数が 5 未満のセルがある場合はフィッシャーの直接法で検定した。また，GI 制度について

「名前も聞いたことがない」を選択したバイヤーは除外している。 

あり(n=95) なし(n=26) 検定

消費者にあまり認知されていない 81.8 90.6 78.7 84.2 73.1
品質や育て方のこだわりが伝わらない 71.1 75.0 69.7 71.6 69.2
メディアの注目が低い 62.8 78.1 57.3 * 67.4 46.2 *
量が安定しない産品が多い 44.6 40.6 46.1 38.9 65.4 *
価格が価値に見合わない産品が多い 43.0 25.0 49.4 * 38.9 57.7 +
消費者が品質を認めていない 24.0 18.8 25.8 22.1 30.8
希少性が低い 23.1 25.0 22.5 26.3 11.5
品質が不安定な産品が多い 20.7 31.3 16.9 + 18.9 26.9
価格が安定しない産品が多い 20.7 12.5 23.6 14.7 42.3

全体

(n=121)
百貨店

(n=32)
量販店

(n=89) 検定
GI制度登録産品取り扱い
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第１図 各種認証制度への認知度（n=138） 
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第２図 GI制度の認知度（n=121） 

注. a は「地域独自の環境から生まれた伝統的な産品を認定」，b は「基準が守られているか生産者団体や国が確認

する」，c は「名称の不正使用は禁止され，国が取り締まる」である。 
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 続いて，GI 制度へのバイヤー評価については，「品質や育て方にこだわりがある」，「模倣

品が少ない」，「品質が安定している」といった項目が上位にあった（第３表）。GI 制度の特

徴に関する認知の有無別では，「地域独自の環境から生まれた伝統的な産品を認定」につい

て，認知ありの企業で「品質や育て方にこだわりがある」，「安全性が高い」の評価が高かっ

た。「基準が守られているか生産者団体や国が確認する」の認知の有無別では，「安全性が高

い」，「商品を仕入れる時の参考になる」，「価値に見合った価格である」の評価が高かった。

このように GI 制度の基準の遵守体制についてバイヤーに伝えることで，「商品を仕入れる

時の参考になる」等の評価が高まるようであり，その点の伝達が求められる様子が窺えた。

一方で，「希少性が高い」の評価は認知ありが低い状況にあった。そもそも GI 制度登録産

品は希少性の高い品目ばかりではないため，認知度の高い層がその点を知っていたものと

考えられる。「名称の不正使用は禁止され，国が取り締まる」については，認知の有無別で

統計的な有意差は確認できなかった。GI 制度登録産品の取り扱い有無別では，取り扱いが

あるほど「模倣品が少ない」，「品質が安定している」，「商品を仕入れる時の参考になる」と

いった評価が高かった。取り扱いのあるバイヤー間では高評価である状況が窺えた。なお，

百貨店・量販店別では統計的な有意差が確認できなかったため，ここでは割愛した。 
 
 

第２表 GI 制度の解決されるべき点（自由回答） 

・GI は生産者のための制度で特に販売側のメリットは感じない。常に品質をどの様に判断するのかが分からな

いので， 当たり外れがありそうで不安。付加価値は低いと思われる。本当に適価で高品質であれば，どんど

ん取り扱いたい。 

・有機農産物やエコ農産物と違い，生産段階でのこだわりの部分があまり見えてこない。 

・商品を取り扱う時の基準として，その商品の「味」「品質」がベースであり，制度をクリアした商品だから取

り扱うということはない。 

・認知度を高めることと，GI マークを大きく表示すること。私も含めて，認知度が低い。 

・市場に出回る商材よりも味・品質が 1 ランク上だということを，素材のルーツ，他にはないということなどを

もっとアピールしていければと思う。 

・認証自体の整合性が要めとなるが，その商品と出会う機会が重要。 
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 続いて，GI 制度へのバイヤー評価については，「品質や育て方にこだわりがある」，「模倣

品が少ない」，「品質が安定している」といった項目が上位にあった（第３表）。GI 制度の特

徴に関する認知の有無別では，「地域独自の環境から生まれた伝統的な産品を認定」につい

て，認知ありの企業で「品質や育て方にこだわりがある」，「安全性が高い」の評価が高かっ

た。「基準が守られているか生産者団体や国が確認する」の認知の有無別では，「安全性が高

い」，「商品を仕入れる時の参考になる」，「価値に見合った価格である」の評価が高かった。

このように GI 制度の基準の遵守体制についてバイヤーに伝えることで，「商品を仕入れる

時の参考になる」等の評価が高まるようであり，その点の伝達が求められる様子が窺えた。

一方で，「希少性が高い」の評価は認知ありが低い状況にあった。そもそも GI 制度登録産

品は希少性の高い品目ばかりではないため，認知度の高い層がその点を知っていたものと

考えられる。「名称の不正使用は禁止され，国が取り締まる」については，認知の有無別で

統計的な有意差は確認できなかった。GI 制度登録産品の取り扱い有無別では，取り扱いが

あるほど「模倣品が少ない」，「品質が安定している」，「商品を仕入れる時の参考になる」と

いった評価が高かった。取り扱いのあるバイヤー間では高評価である状況が窺えた。なお，

百貨店・量販店別では統計的な有意差が確認できなかったため，ここでは割愛した。 
 
 

第２表 GI制度の解決されるべき点（自由回答） 

・GI は生産者のための制度で特に販売側のメリットは感じない。常に品質をどの様に判断するのかが分からな

いので， 当たり外れがありそうで不安。付加価値は低いと思われる。本当に適価で高品質であれば，どんど

ん取り扱いたい。 

・有機農産物やエコ農産物と違い，生産段階でのこだわりの部分があまり見えてこない。 

・商品を取り扱う時の基準として，その商品の「味」「品質」がベースであり，制度をクリアした商品だから取

り扱うということはない。 

・認知度を高めることと，GI マークを大きく表示すること。私も含めて，認知度が低い。 

・市場に出回る商材よりも味・品質が 1 ランク上だということを，素材のルーツ，他にはないということなどを

もっとアピールしていければと思う。 

・認証自体の整合性が要めとなるが，その商品と出会う機会が重要。 
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 GI 制度の良さを伝える方策については，「メディアによる宣伝」，「登録産品のこだわり

リストを載せたパンフレット」，「生産者による売り場での PR 活動」，「生産地（自治体）

からの情報」が高かった（第４表）。百貨店と量販店別では，百貨店ほど「商談会やフェア

の開催」，「卸売り市場での PR イベントの開催」の回答率が高く，業態に応じた有効な方

策の違いを確認できた。なお，GI 産品の取り扱い別では統計的な有意差は確認できなかっ

たため，ここでは割愛する。 
 

 
最後に第５表で，GI 制度の良さをバイヤーへ伝える方策について記述回答の結果を示

す。試食販売会の実施や，通販サイトの実施，商品への独自性の添付や販促 POP の活用と

いった点が提唱された。 
 

 
 
３．GI 制度登録産品に対する支払い意志額の規定要因 

 
（１）調査の概要 

続いて，GI 制度登録産品への支払い意志額（以下，WTP）の規定要因について，支払い

第４表 GI 制度の良さをバイヤーへ伝える方策（単位：%） 

 
注. **，+は!%，10%水準でカイ二条検定により統計的に有意差があることを示す。ただし，期待度数が 5 未満の

セルがある場合はフィッシャーの直接法で検定した。また，いずれも「是非使いたい」「使いたい」と回答し

たバイヤーの割合である。GI 制度について「名前も聞いたことがない」を選択したバイヤーは除外した。 

メディアによる宣伝 90.9 96.9 88.8
登録産品のこだわりリストを載せたパンフレット 87.6 96.9 84.3
生産者による売り場でのPR活動 85.1 87.5 84.3
生産地(自治体)からの情報 82.6 90.6 79.8
分かりやすいWebサイト 77.7 68.8 80.9
商談会やフェアの開催 71.9 84.4 67.4 +
卸売り市場でのPRイベントの開催 71.9 90.6 65.2 **
ICTで瞬時に得られる情報提供 69.4 71.9 68.5
FOOD EXPO等のイベント参加 62.8 71.9 59.6

全体

(n=121)
百貨店

(n=32)
量販店

(n=89) 検定

第５表 GI 制度の良さをバイヤーへ伝える方策（自由回答） 

・小売店での売場で品質，GI 制度等をアピールするための試食販売を断続的に毎年行う。 

・Web サイトでの通販サイトでの販売をして，もっと認知度を上げるのは，どうか？ 

・商品自体に，地域の独自環境などがわかる説明などが，添付してある+販促 POP(どちらも分かりやすく） 

・試食販売が一番良と思います。 

・とにかく，産地や生産者の声，商品の味が，即わかりやすい方法が良い。市場や EXPO はよいと思う。 
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カード方式による仮想評価法（以下「CVM」という。）で検証した結果を整理する。具体

的な説明変数としては，小売店の業態や対象産品の産地への立地といった属性の他，仕入

れで重視する種々の項目が WTP へ及ぼす影響を検証し，対象産品の強みや弱みを検証す

る枠組みを提示した。また，GI 制度への認知が WTP へ及ぼす影響も検証した。 
分析対象とする産品は，茨城県の江戸崎かぼちゃと新潟県のくろさき茶豆とした。対象

産品の選択理由は，品質面で明確な差別化ポイントがある点，GI 制度に登録している点，

マーケティング上の課題を有する点，一定の知名度を有する点である。また，バイヤーの

担当品目を絞るため，GI 制度への登録産品で最も登録数の多い野菜類である点も考慮し

た。江戸崎かぼちゃは，一般のかぼちゃと違って完熟で収穫するため，ほくほくとした甘

みのあるかぼちゃであり，くろさき茶豆は，えだまめがもつ味・食感にほうじ茶を焙じる

時のような香りが加わる等，両産品とも品質面で明確な差別化ポイントを有する(2)。また，

2017 年 12 月に江戸崎かぼちゃの GI 制度への登録生産者団体である稲敷農業協同組合で

行った現地調査では，江戸崎かぼちゃは GI 制度を生かした一層の認知の向上を課題とし

て挙げた。2018 年 11 月にくろさき茶豆の GI 制度への登録生産者団体である新潟市黒崎

地区茶豆組合協議会で行った現地調査では，くろさき茶豆について，だだちゃ豆等のブラ

ンドと比べた時の PR 不足を課題として挙げた。こうした両産品の一層の販促活動に当た

り，製品評価の解明が有用と考える。さらに，両産品とも GI 制度への登録簿でメディア

に取り上げられて全国的に一定の知名度を有すると記されている。また，予備調査として

小売店 4 社の青果物バイヤーへ行った聞き取りで，「バイヤーならみんな両産品の特性を

知っている」と回答を得ている。これらから，本稿が目的とするバイヤーの製品評価の分

析を行う上で，両産品が有用と判断した。 
CVM で用いた設問を第３図，第４図で示す。ここでは，支払いカード方式の CVM を採

用した。図で示すように，江戸崎かぼちゃは茨城県産かぼちゃが 250 円/kg の時，くろさ

き茶豆は新潟県産茶豆が 700 円/kg の時，両産品へ何円支払うかを 50 円刻みで質問した。

ここで，江戸崎かぼちゃの CVM でベンチマークとした茨城県産かぼちゃの価格 250 円は，

茨城県産かぼちゃの 2013 年から 2017 年までの年平均卸売価格を出荷量で加重平均した

値を参照した。くろさき茶豆の CVM でベンチマークとした新潟県産茶豆の価格 700 円は，

JA 全農新潟の黒崎地区以外の地域から出荷した茶豆の，2014 年度から 2018 年度までの

年度別価格を出荷量で加重平均した価格を参照した(3)。また，第３図，第４図で示すよう

に，CVM ではロットが十分あることを想定している。ここで，WTP が「変化なし」を選

んだ理由について，自由記述で，両産品について「価格が上がるほど頻度が下がるから」

や，くろさき茶豆について「仕入れ形態で総量などが変わってくるのでロットなどが気に

なる所」と記述した回答者は，ロットに対する説明が適切に伝われば WTP が変化し得る

ことから，抵抗回答として分析対象から除いた。また，「地元の茶豆がおいしいのに無理に

増やすつもりはない」や「地元の商品だけの取り扱い」といった取り扱いの意向がない 2
名も，抵抗回答として除いた(4)。 
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たため，ここでは割愛する。 
 

 
最後に第５表で，GI 制度の良さをバイヤーへ伝える方策について記述回答の結果を示

す。試食販売会の実施や，通販サイトの実施，商品への独自性の添付や販促 POP の活用と

いった点が提唱された。 
 

 
 
３．GI 制度登録産品に対する支払い意志額の規定要因 

 
（１）調査の概要 

続いて，GI 制度登録産品への支払い意志額（以下，WTP）の規定要因について，支払い

第４表 GI 制度の良さをバイヤーへ伝える方策（単位：%） 

 
注. **，+は!%，10%水準でカイ二条検定により統計的に有意差があることを示す。ただし，期待度数が 5 未満の

セルがある場合はフィッシャーの直接法で検定した。また，いずれも「是非使いたい」「使いたい」と回答し

たバイヤーの割合である。GI 制度について「名前も聞いたことがない」を選択したバイヤーは除外した。 

メディアによる宣伝 90.9 96.9 88.8
登録産品のこだわりリストを載せたパンフレット 87.6 96.9 84.3
生産者による売り場でのPR活動 85.1 87.5 84.3
生産地(自治体)からの情報 82.6 90.6 79.8
分かりやすいWebサイト 77.7 68.8 80.9
商談会やフェアの開催 71.9 84.4 67.4 +
卸売り市場でのPRイベントの開催 71.9 90.6 65.2 **
ICTで瞬時に得られる情報提供 69.4 71.9 68.5
FOOD EXPO等のイベント参加 62.8 71.9 59.6

全体

(n=121)
百貨店

(n=32)
量販店

(n=89) 検定

第５表 GI 制度の良さをバイヤーへ伝える方策（自由回答） 

・小売店での売場で品質，GI 制度等をアピールするための試食販売を断続的に毎年行う。 

・Web サイトでの通販サイトでの販売をして，もっと認知度を上げるのは，どうか？ 

・商品自体に，地域の独自環境などがわかる説明などが，添付してある+販促 POP(どちらも分かりやすく） 

・試食販売が一番良と思います。 

・とにかく，産地や生産者の声，商品の味が，即わかりやすい方法が良い。市場や EXPO はよいと思う。 
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なお，後述するように本稿では，両産品への WTP の同時決定性を考慮した Bivariate 

Interval Regression による推計を行った。この Bivariate Interval Regression は両産品

に共通する有効回答者のみを分析対象とするため，サンプルサイズは 127 名となる。ただ

し，推計結果の頑健性を確認するため，江戸崎かぼちゃへの WTP を説明するモデルにつ

いて，Bivariate Interval Regression で除いた 3 サンプルを加えた 130 サンプルでの通常

の Interval Regression による推計も行った(5)。 
 

（２）推計モデル 

 本稿では支払いカード方式の CVM を採用したため，両産品の WTP は 251-300 円等の

区間データである。そのため，Interval Regression で推計した。また，仕入れ価格の水準

は企業ごとの特色があり得るため，江戸崎かぼちゃを高く評価するバイヤーはくろさき茶

豆も高く評価する関係が想定される。そこで本稿では，両モデルの誤差項間の相関関係を

加味し，より正確なパラメータを推計できる Bivariate Interval Regression も用いた。具

体的には，回答者𝑖𝑖𝑖𝑖の江戸崎かぼちゃへの WTP を𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝑖𝑖𝑖𝑖，くろさき茶豆への WTP を𝐾𝐾𝐾𝐾𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝑖𝑖𝑖𝑖
とすると， 

𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝑖𝑖𝑖𝑖 = 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑖𝑖𝑖𝑖𝛽𝛽𝛽𝛽1 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖1 
         𝐾𝐾𝐾𝐾𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝑖𝑖𝑖𝑖 = 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑖𝑖𝑖𝑖𝛽𝛽𝛽𝛽2 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖2       (1) 

 
第３図 CVM の設問（江戸崎かぼちゃ） 

Ｑ８） 地理的表示（ＧＩ）保護制度は、地域独自の環境から生まれた伝統的な産品を認定しています。 
例えば【江戸崎かぼちゃ】は、一般的なかぼちゃと異なり完熟で収穫するため、ほくほくとした食感で甘みのあるかぼちゃです。 
通常の茨城県産かぼちゃが 250 円/ｋｇとした時、【江戸崎かぼちゃ】をいくらで仕入れますか。（回答必須） 
なお、通常のかぼちゃも江戸崎かぼちゃも十分なロットがあるとします。 

 
また、江戸崎かぼちゃは完熟での収穫以外に次のような特徴を持っています。 
・完熟で収穫（原則、着果後 55日以上）。 
・着果・採果調査を実施し、収穫時期を設定し、未熟品を防ぐ。 
・目揃え会での出荷規格の確認と、全品検査で規格外品の混入を防ぐ。 
・模倣品(産地偽装)を国が取り締まる。 
・品質基準が守られているか、生産者団体と国が確認。 

 
 

（１）250 円(変化なし)  （２）251-300 円 （３）301-350 円  （４）351-400 円 （５）401-450 円  （６）451 円-500 円 （７）501 円以上（        円） 

  

 

第４図 CVM の設問（くろさき茶豆） 

Ｑ９） ＧＩ登録産品の【くろさき茶豆】は、えだまめがもつ味・食感にほうじ茶を焙じる時のような香りが加わることで、いくら食べても食べ飽きない味と 
評価される茶豆です。ここで、通常の新潟県産の茶豆の価格が 700 円/kg とした時、【くろさき茶豆】をいくらで仕入れますか。（回答必須） 
なお、通常のえだまめもくろさき茶豆も十分なロットがあるとします。 
 
また、くろさき茶豆は香り以外に、次のような特徴を持っています。  
 
・「朝取り」を基本とする鮮度保持。 
・品種適正に合わせて適期の播種と収穫。 
・追肥に重点を置いた適切な肥培管理と、有機物施用や 
土壌改良資材の施用による土作り。 

・こうした基準が守られているか、生産者団体と国が確認。 
・模倣品(産地偽装)を国が取り締まる。 

 
 

（１）700 円(変化なし)  （２）701-750 円 （３）751-800 円  （４）801-850 円 （５）851-900 円  （６）901 円-950 円 （７）951 円以上（        円） 
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となる関係を仮定した。ただし，𝑥𝑥𝑥𝑥𝑖𝑖𝑖𝑖は回答者𝑖𝑖𝑖𝑖の属性列ベクトル，𝛽𝛽𝛽𝛽1と𝛽𝛽𝛽𝛽2は定数項を含む𝑥𝑥𝑥𝑥𝑖𝑖𝑖𝑖
の係数列ベクトルである。また誤差項（𝜀𝜀𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖1, 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖2）は，平均（0, 0），分散（𝜎𝜎𝜎𝜎12, 𝜎𝜎𝜎𝜎22），相関係

数ρの 2 変量正規分布BVN(0, 0,𝜎𝜎𝜎𝜎12,𝜎𝜎𝜎𝜎22, 𝜌𝜌𝜌𝜌)に従う。ここで，回答者𝑖𝑖𝑖𝑖が選択した江戸崎かぼち

ゃへの提示額の下限値を𝑙𝑙𝑙𝑙1𝑖𝑖𝑖𝑖，上限値を𝑢𝑢𝑢𝑢1𝑖𝑖𝑖𝑖とし，くろさき茶豆への提示額の下限値を𝑙𝑙𝑙𝑙2𝑖𝑖𝑖𝑖，上

限値を𝑢𝑢𝑢𝑢2𝑖𝑖𝑖𝑖とする(6)。すると，回答者𝑖𝑖𝑖𝑖についての尤度は， 
Pr�𝑙𝑙𝑙𝑙1𝑖𝑖𝑖𝑖 ≤ 𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝑖𝑖𝑖𝑖 ≤ 𝑢𝑢𝑢𝑢1𝑖𝑖𝑖𝑖  かつ 𝑙𝑙𝑙𝑙2𝑖𝑖𝑖𝑖 ≤ 𝐾𝐾𝐾𝐾𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝑖𝑖𝑖𝑖 ≤ 𝑢𝑢𝑢𝑢2𝑖𝑖𝑖𝑖� 
= Pr (𝑙𝑙𝑙𝑙1𝑖𝑖𝑖𝑖 − 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑖𝑖𝑖𝑖𝛽𝛽𝛽𝛽1 ≤ 𝜀𝜀𝜀𝜀1𝑖𝑖𝑖𝑖 ≤ 𝑢𝑢𝑢𝑢1𝑖𝑖𝑖𝑖 − 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑖𝑖𝑖𝑖𝛽𝛽𝛽𝛽1 かつ𝑙𝑙𝑙𝑙2𝑖𝑖𝑖𝑖 − 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑖𝑖𝑖𝑖𝛽𝛽𝛽𝛽2 ≤ 𝜀𝜀𝜀𝜀2𝑖𝑖𝑖𝑖 ≤ 𝑢𝑢𝑢𝑢2𝑖𝑖𝑖𝑖 − 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑖𝑖𝑖𝑖𝛽𝛽𝛽𝛽2) 
= Pr [(𝑙𝑙𝑙𝑙1𝑖𝑖𝑖𝑖 − 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑖𝑖𝑖𝑖𝛽𝛽𝛽𝛽1) 𝜎𝜎𝜎𝜎1 ≤⁄ 𝑧𝑧𝑧𝑧1𝑖𝑖𝑖𝑖 ≤ (𝑢𝑢𝑢𝑢1𝑖𝑖𝑖𝑖 − 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑖𝑖𝑖𝑖𝛽𝛽𝛽𝛽1) 𝜎𝜎𝜎𝜎1⁄  かつ 
(𝑙𝑙𝑙𝑙2𝑖𝑖𝑖𝑖 − 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑖𝑖𝑖𝑖𝛽𝛽𝛽𝛽2) 𝜎𝜎𝜎𝜎2 ≤⁄ 𝑧𝑧𝑧𝑧2𝑖𝑖𝑖𝑖 ≤ (𝑢𝑢𝑢𝑢2𝑖𝑖𝑖𝑖 − 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑖𝑖𝑖𝑖𝛽𝛽𝛽𝛽2) 𝜎𝜎𝜎𝜎2⁄ ]        (2) 
となる。ただし，(𝑧𝑧𝑧𝑧1𝑖𝑖𝑖𝑖 , 𝑧𝑧𝑧𝑧2𝑖𝑖𝑖𝑖)は 2 変量正規分布BVN(0, 0, 1, 1,ρ)に従う。この分布の密度関数を

g(𝑧𝑧𝑧𝑧1𝑖𝑖𝑖𝑖 , 𝑧𝑧𝑧𝑧2𝑖𝑖𝑖𝑖)，(2)式の右辺の臨界値をそれぞれ𝑧𝑧𝑧𝑧𝑙𝑙𝑙𝑙1𝑖𝑖𝑖𝑖，𝑧𝑧𝑧𝑧𝑢𝑢𝑢𝑢1𝑖𝑖𝑖𝑖，𝑧𝑧𝑧𝑧𝑙𝑙𝑙𝑙2𝑖𝑖𝑖𝑖，𝑧𝑧𝑧𝑧𝑢𝑢𝑢𝑢2𝑖𝑖𝑖𝑖とすると，(2)式は， 
Pr�𝑙𝑙𝑙𝑙1𝑖𝑖𝑖𝑖 ≤ 𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝑖𝑖𝑖𝑖 ≤ 𝑢𝑢𝑢𝑢1𝑖𝑖𝑖𝑖  かつ 𝑙𝑙𝑙𝑙2𝑖𝑖𝑖𝑖 ≤ 𝐾𝐾𝐾𝐾𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝑖𝑖𝑖𝑖 ≤ 𝑢𝑢𝑢𝑢2𝑖𝑖𝑖𝑖� 
= ∫ ∫ 𝑔𝑔𝑔𝑔(𝑧𝑧𝑧𝑧1𝑖𝑖𝑖𝑖

𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧1𝑖𝑖𝑖𝑖
𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧1𝑖𝑖𝑖𝑖

𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧2𝑖𝑖𝑖𝑖
𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧2𝑖𝑖𝑖𝑖

, 𝑧𝑧𝑧𝑧2𝑖𝑖𝑖𝑖)𝑑𝑑𝑑𝑑𝑧𝑧𝑧𝑧1𝑖𝑖𝑖𝑖𝑑𝑑𝑑𝑑𝑧𝑧𝑧𝑧2𝑖𝑖𝑖𝑖                 (3) 

のように表すことができる。全回答者について(3)式の対数の合計をとることで，対数尤度

関数lnLは， 
lnL = ∑ ln (𝑁𝑁𝑁𝑁

𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖1 ∫ ∫ 𝑔𝑔𝑔𝑔(𝑧𝑧𝑧𝑧1𝑖𝑖𝑖𝑖
𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧1𝑖𝑖𝑖𝑖
𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧1𝑖𝑖𝑖𝑖

𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧2𝑖𝑖𝑖𝑖
𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧2𝑖𝑖𝑖𝑖

, 𝑧𝑧𝑧𝑧2𝑖𝑖𝑖𝑖)𝑑𝑑𝑑𝑑𝑧𝑧𝑧𝑧1𝑖𝑖𝑖𝑖𝑑𝑑𝑑𝑑𝑧𝑧𝑧𝑧2𝑖𝑖𝑖𝑖)  (4) 

となる。この(4)式へ最尤法を適用し，パラメータを推定する（加藤ら，2005；Crafford，
2007）。なお既述のとおり，江戸崎かぼちゃのモデルの頑健性の確認のため，くろさき茶

豆の設問で無効回答であったが江戸崎かぼちゃの設問で有効回答であった回答者 3 名を加

えた通常の Interval Regression による推計も行った。 
説明変数は先述の枠組みにのっとり，野菜の仕入れで重視する点として 14 項目を尋ね

たうち，選択確率が 8 割を超えた 11 項目を仕入れで重要な点として変数に用いた(7)。その

際，「とても重視する」と「重視する」を 1，「あまり重視しない」を 0 とする 2 値変数と

して用いた(8)。また冒頭で述べたように，GI 制度への認知を説明変数とした。具体的には，

「とてもよく知っている」と「知っている」を 1，「あまり知らない」と「名前も聞いたこ

とがない」を 0 とする 2 値変数として用いた(9)。この他，本社が産地にある場合を 1 とす

るダミー変数や，全国の店舗の仕入れ担当である場合を 1，各地域の仕入れ担当である場

合を 0 とするダミー変数，百貨店ダミー，高級スーパーダミーを説明変数として用いた。

これらの変数の内容と記述統計を，第６表に記載する(10)。 
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なお，後述するように本稿では，両産品への WTP の同時決定性を考慮した Bivariate 

Interval Regression による推計を行った。この Bivariate Interval Regression は両産品

に共通する有効回答者のみを分析対象とするため，サンプルサイズは 127 名となる。ただ

し，推計結果の頑健性を確認するため，江戸崎かぼちゃへの WTP を説明するモデルにつ

いて，Bivariate Interval Regression で除いた 3 サンプルを加えた 130 サンプルでの通常

の Interval Regression による推計も行った(5)。 
 

（２）推計モデル 

 本稿では支払いカード方式の CVM を採用したため，両産品の WTP は 251-300 円等の

区間データである。そのため，Interval Regression で推計した。また，仕入れ価格の水準

は企業ごとの特色があり得るため，江戸崎かぼちゃを高く評価するバイヤーはくろさき茶

豆も高く評価する関係が想定される。そこで本稿では，両モデルの誤差項間の相関関係を

加味し，より正確なパラメータを推計できる Bivariate Interval Regression も用いた。具

体的には，回答者𝑖𝑖𝑖𝑖の江戸崎かぼちゃへの WTP を𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝑖𝑖𝑖𝑖，くろさき茶豆への WTP を𝐾𝐾𝐾𝐾𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝑖𝑖𝑖𝑖
とすると， 

𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝑖𝑖𝑖𝑖 = 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑖𝑖𝑖𝑖𝛽𝛽𝛽𝛽1 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖1 
         𝐾𝐾𝐾𝐾𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝑖𝑖𝑖𝑖 = 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑖𝑖𝑖𝑖𝛽𝛽𝛽𝛽2 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖2       (1) 

 
第３図 CVM の設問（江戸崎かぼちゃ） 

Ｑ８） 地理的表示（ＧＩ）保護制度は、地域独自の環境から生まれた伝統的な産品を認定しています。 
例えば【江戸崎かぼちゃ】は、一般的なかぼちゃと異なり完熟で収穫するため、ほくほくとした食感で甘みのあるかぼちゃです。 
通常の茨城県産かぼちゃが 250 円/ｋｇとした時、【江戸崎かぼちゃ】をいくらで仕入れますか。（回答必須） 
なお、通常のかぼちゃも江戸崎かぼちゃも十分なロットがあるとします。 

 
また、江戸崎かぼちゃは完熟での収穫以外に次のような特徴を持っています。 
・完熟で収穫（原則、着果後 55日以上）。 
・着果・採果調査を実施し、収穫時期を設定し、未熟品を防ぐ。 
・目揃え会での出荷規格の確認と、全品検査で規格外品の混入を防ぐ。 
・模倣品(産地偽装)を国が取り締まる。 
・品質基準が守られているか、生産者団体と国が確認。 

 
 

（１）250 円(変化なし)  （２）251-300 円 （３）301-350 円  （４）351-400 円 （５）401-450 円  （６）451 円-500 円 （７）501 円以上（        円） 

  

 

第４図 CVM の設問（くろさき茶豆） 

Ｑ９） ＧＩ登録産品の【くろさき茶豆】は、えだまめがもつ味・食感にほうじ茶を焙じる時のような香りが加わることで、いくら食べても食べ飽きない味と 
評価される茶豆です。ここで、通常の新潟県産の茶豆の価格が 700 円/kg とした時、【くろさき茶豆】をいくらで仕入れますか。（回答必須） 
なお、通常のえだまめもくろさき茶豆も十分なロットがあるとします。 
 
また、くろさき茶豆は香り以外に、次のような特徴を持っています。  
 
・「朝取り」を基本とする鮮度保持。 
・品種適正に合わせて適期の播種と収穫。 
・追肥に重点を置いた適切な肥培管理と、有機物施用や 
土壌改良資材の施用による土作り。 

・こうした基準が守られているか、生産者団体と国が確認。 
・模倣品(産地偽装)を国が取り締まる。 

 
 

（１）700 円(変化なし)  （２）701-750 円 （３）751-800 円  （４）801-850 円 （５）851-900 円  （６）901 円-950 円 （７）951 円以上（        円） 
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（３）推計結果 

 第７表で，Bivariate Interval Regression の推計結果を提示する。誤差項間の相関関係

を示すρの値を確認すると，ρ = 0.455で 1%水準で有意であり，両産品への WTP の同時性

を考慮できた。また，江戸崎かぼちゃの Interval Regression による推計結果の表は割愛

するが，Interval Regression の推計で産地ダミーが有意に正値であった点以外は，パラメ

ータの符号と有意な変数は共通していた。産地ダミー以外の有意な変数の頑健性は確認で

きたと考え，後述のとおり考察を行った。なお，推計したモデルの予測値の平均から両産

品への kg 当たりの WTP を推計したところ，江戸崎かぼちゃで 347.4 円，くろさき茶豆で

783.1 円であり，それぞれ 97.4 円，83.1 円の価格プレミアムを確認できた。 
 第７表によると，両産品とも仕入れで「品質や育て方にこだわりがある」ことを重視す

るバイヤーが高く評価していた。両産品のこだわりが，小売店のバイヤーに認められてい

る傾向が窺えた。 
  

第６表 変数の内容と記述統計（n=127） 

 
注. 高級スーパーは一般的な定義がないため，ここでは「比較的高価格かつ高質な商品を中心に取り扱い，他の

チェーンとの差別化を図るスーパーマーケット」と定義して回答を得た。 

定義 平均

野菜の仕入れで重視する点

品質や育て方にこだわりがある とても重視するor重視する=1、あまり重視しない=0 0.889
食味が良い とても重視するor重視する=1、あまり重視しない=0 0.984
品質が安定している とても重視するor重視する=1、あまり重視しない=0 0.969
安定した価格で調達できる とても重視するor重視する=1、あまり重視しない=0 0.866
安定した量を調達できる とても重視するor重視する=1、あまり重視しない=0 0.921
価値に見合った価格である とても重視するor重視する=1、あまり重視しない=0 0.969
消費者によく認知されている とても重視するor重視する=1、あまり重視しない=0 0.866
メディアの注目が高い とても重視するor重視する=1、あまり重視しない=0 0.866
固定客がいる とても重視するor重視する=1、あまり重視しない=0 0.866
消費者が品質を認めている とても重視するor重視する=1、あまり重視しない=0 0.969
安全性が高い とても重視するor重視する=1、あまり重視しない=0 0.984

産地ダミー（江戸崎かぼちゃ） 本社が茨城県にある=1、他=0 0.016
産地ダミー（くろさき茶豆） 本社が新潟県にある=1、他=0 0.016
全国の店舗の仕入れ担当ダミー 担当する仕入れ店舗の範囲が全国=1、他=0 0.063
百貨店ダミー 百貨店=1、それ以外=0 0.252
高級スーパーダミー 高級スーパー=1、それ以外=0 0.055

GI制度への認知ダミー
とてもよく知っているor知っている=1、
あまり知らない、名前も聞いたことがない=0 0.598

変数名
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江戸崎かぼちゃでは，「品質が安定している」や「価値に見合った価格である」点を重視

するバイヤーがマイナスの評価をしており，産品の課題が窺えた。ただし，「価値に見合っ

た価格である」点を重視するバイヤーは，そうでない少数のバイヤーと比べて価格をシビ

アに評価する点も影響した可能性がある。また，「メディアの注目が高い」を重視するバイ

ヤーが高く評価しており，メディア戦略が功を奏している傾向が窺えた。 
くろさき茶豆では，「食味が良い」の重視が負に有意であった。「食味が良い」について

は，枝豆ブランドは全国に多数あることから，それらとの競合もあって，こうした評価を

得た可能性がある。また，全国の店舗の仕入れ担当ダミーが負に有意であり，地域内で取

り扱われる傾向にある産品であることが示された。また，GI 制度への認知ダミーが正に有

意であり，GI 制度への認知がくろさき茶豆の高評価に繋がる点が示された(11)。 
 

（４）まとめ 

以上，本節では小売店のバイヤーによる江戸崎かぼちゃとくろさき茶豆への製品評価に

ついて，支払いカード方式の CVM で分析を行った。推計には，両産品への WTP の同時

決定性を考慮した Bivariate Interval Regression を用いた。 

 そこでは，野菜の仕入れで重視する項目として，「品質や育て方にこだわりがある」を選

第７表 Bivariate Interval Regression による推計結果 

 

注. **，*，+はそれぞれ 1%，5%，10%水準で有意であることを示す。 

係数 係数

野菜の仕入れで重視する点

品質や育て方にこだわりがある 35.785 17.218 * 57.243 18.187 **
食味が良い -47.949 40.662 -52.645 29.018 +
品質が安定している -58.502 28.488 * 42.784 51.357
安定した価格で調達できる -15.658 26.807 -36.446 23.367
安定した量を調達できる 29.945 24.749 -6.625 29.757
価値に見合った価格である -82.608 44.844 + -42.568 37.365
消費者によく認知されている 6.201 20.893 15.501 14.980
メディアの注目が高い 30.495 18.168 + -25.023 16.823
固定客がいる 17.161 15.043 -17.334 16.030
消費者が品質を認めている -3.991 29.680 11.345 45.412
安全性が高い 18.803 47.765 6.830 51.613

産地ダミー 35.238 33.030 5.629 17.303
全国の店舗の仕入れ担当ダミー -28.155 21.237 -40.467 18.761 *
百貨店ダミー 12.120 17.047 -19.277 16.757
高級スーパーダミー -12.923 18.034 3.930 19.564
GI制度の認知ダミー 3.570 12.415 23.954 12.855 +
定数項 420.872 38.669 ** 819.774 25.283 **
ln sigma 4.080 0.065 ** 4.123 0.061 **
最大VIF

Log likelihood
サンプルサイズ

0.455**
-539.206

127

江戸崎かぼちゃ くろさき茶豆

ロバスト

標準誤差

ロバスト

標準誤差

3.52 3.53

𝜌𝜌𝜌𝜌
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（３）推計結果 

 第７表で，Bivariate Interval Regression の推計結果を提示する。誤差項間の相関関係

を示すρの値を確認すると，ρ = 0.455で 1%水準で有意であり，両産品への WTP の同時性

を考慮できた。また，江戸崎かぼちゃの Interval Regression による推計結果の表は割愛

するが，Interval Regression の推計で産地ダミーが有意に正値であった点以外は，パラメ

ータの符号と有意な変数は共通していた。産地ダミー以外の有意な変数の頑健性は確認で

きたと考え，後述のとおり考察を行った。なお，推計したモデルの予測値の平均から両産

品への kg 当たりの WTP を推計したところ，江戸崎かぼちゃで 347.4 円，くろさき茶豆で

783.1 円であり，それぞれ 97.4 円，83.1 円の価格プレミアムを確認できた。 
 第７表によると，両産品とも仕入れで「品質や育て方にこだわりがある」ことを重視す

るバイヤーが高く評価していた。両産品のこだわりが，小売店のバイヤーに認められてい

る傾向が窺えた。 
  

第６表 変数の内容と記述統計（n=127） 

 
注. 高級スーパーは一般的な定義がないため，ここでは「比較的高価格かつ高質な商品を中心に取り扱い，他の

チェーンとの差別化を図るスーパーマーケット」と定義して回答を得た。 

定義 平均

野菜の仕入れで重視する点

品質や育て方にこだわりがある とても重視するor重視する=1、あまり重視しない=0 0.889
食味が良い とても重視するor重視する=1、あまり重視しない=0 0.984
品質が安定している とても重視するor重視する=1、あまり重視しない=0 0.969
安定した価格で調達できる とても重視するor重視する=1、あまり重視しない=0 0.866
安定した量を調達できる とても重視するor重視する=1、あまり重視しない=0 0.921
価値に見合った価格である とても重視するor重視する=1、あまり重視しない=0 0.969
消費者によく認知されている とても重視するor重視する=1、あまり重視しない=0 0.866
メディアの注目が高い とても重視するor重視する=1、あまり重視しない=0 0.866
固定客がいる とても重視するor重視する=1、あまり重視しない=0 0.866
消費者が品質を認めている とても重視するor重視する=1、あまり重視しない=0 0.969
安全性が高い とても重視するor重視する=1、あまり重視しない=0 0.984

産地ダミー（江戸崎かぼちゃ） 本社が茨城県にある=1、他=0 0.016
産地ダミー（くろさき茶豆） 本社が新潟県にある=1、他=0 0.016
全国の店舗の仕入れ担当ダミー 担当する仕入れ店舗の範囲が全国=1、他=0 0.063
百貨店ダミー 百貨店=1、それ以外=0 0.252
高級スーパーダミー 高級スーパー=1、それ以外=0 0.055

GI制度への認知ダミー
とてもよく知っているor知っている=1、
あまり知らない、名前も聞いたことがない=0 0.598

変数名
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択したバイヤーが両産品を高く評価しており，品質へのこだわりが認められていた。また

江戸崎かぼちゃで「メディアの注目が高い」への重視が正に有意であり，メディア戦略が

奏功していた。一方，江戸崎かぼちゃで「品質が安定している」と「価値に見合った価格

である」，くろさき茶豆で「食味が良い」を選んだバイヤーが各産品を低く評価しており，

課題を把握できた。また，GI 制度への認知ダミーがくろさき茶豆に正の影響を及ぼしてお

り，GI 制度の認知度向上が重要であった。 
 以上から，両産品の販促活動に当たって，品質や育て方のこだわりを重視するバイヤー

への「こだわり」のアピールや，江戸崎かぼちゃのメディア戦略，くろさき茶豆での GI 制
度の周知がバイヤーに対して有効である点が示された。一方で課題として，江戸崎かぼち

ゃの品質の安定性や，くろさき茶豆の食味等について，バイヤーの認知に至っていない点

が示された。このように，両産品の製品評価を検証し，販促活動に役立つ具体的な知見を

提示できた。今後の課題として，例えば，地域ブランド産品へのバイヤー評価のより一般

的な含意を得るため，認知度や供給量等で分類した複数産品を対象にした検証等が挙げら

れる。 
 

４．おわりに 

 
 本章では，GI 制度への小売店バイヤーによる認知や評価を検証した。GI 制度に関して

は，有機 JAS 規格と比べると認知度は低いものの，地域団体商標よりは認知度が高い点が

窺えた。また，GI 制度の内容について，「a：地域独自の環境から生まれた伝統的な産品を

認定」の認知度が高い一方で，「b：基準が守られているか生産者団体や国が確認する」や

「c：名称の不正使用は禁止され，国が取り締まる」の認知度は比較的低かった。特に b を

認知する層は GI 制度への評価として，「安全性が高い」や「商品を仕入れる時の参考にな

る」，「価値に見合った価格である」を選択する確率が高くなるため，制度の内容の周知が

必要である点が窺える。また，GI 制度の解決すべき点としては，認知度の低さを指摘する

意見が多く，認知度を高める方法として，「メディアによる宣伝」やパンフレットの活用，

「生産者による売り場での PR 活動」が多く選択された。また，GI 産品である江戸崎かぼ

ちゃとくろさき茶豆の 2 品への WTP の規定要因を Bivariate Interval Regression で検証

し，くろさき茶豆への WTP に対して GI 制度の認知度が正の影響を及ぼすことが示され

た。 
 このように，小売店バイヤーによる GI 制度への認知や評価，更に解決方法を詳細に提

示することができた。特に，小売店バイヤーの間でも認知度が低い一方，認知されること

で評価が高まることを示しており，GI 制度の推進に当たり，より効果的な認知度向上の施

策が求められる点が窺えた。 
 
注（1）高級スーパーは一般的な定義がないため，ここでは「比較的高価格かつ高品質な商品を中心に取り扱い，他の

チェーンとの差別化を図るスーパーマーケット」と定義して回答を得た。 
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（2）両産品の特徴については，農林水産省（http://www.maff.go.jp/j/shokusan/gi_act/register/）（2019 年 4 月閲

覧）を参照した。下記のウェブサイト 

（3）茨城県産かぼちゃの卸売価格は，を参照した。農畜産業振興機構（https://vegetan.alic.go.jp/） 

（2019 年 4 月閲覧)。新潟県産茶豆の価格は，2018 年 11 月に JA 全農新潟での現地調査で得た資料を参照し

た。なお，両産品とも短期間の価格変動の影響を考慮して 5 か年と長い期間でベースの価格を決めているが，

3 か年の加重平均価格と大差なかった。 

（4）かぼちゃと枝豆は青果物バイヤーが通常取り扱う産品であるため，「買わない」の選択肢を設定せず，「変化な

し」を選択した理由から抵抗回答を除いた。しかし，「買わない」の選択肢を設けないことで WTP の下方バイ

アスが生じた可能性がある点に留意が必要である。 

（5）くろさき茶豆は，Bivariate Interval Regression の推計と有効回答者数が同じなため，割愛した。 

（6）各産品の CVM の設問で「変化なし」を選択した場合，江戸崎かぼちゃは下限値と上限値いずれも 250 円，く

ろさき茶豆は 700 円と想定した。また，CVM の設問で選択肢(7)を選んだ場合，上限値は+∞とした。なお，両

産品とも選択肢(7)の自由回答欄への記述はなかった。 

（7）説明変数を選択する手法として，ステップワイズ法等がある。こうした手法は統計的に有意な変数を主に採用

し，説明力の高いモデルを導出できる。一方で，多様な変数の影響をコントロールしない点や，欠落変数バイア

スが生じ得る点等の課題もあるため，本稿では仕入れで重要とされる変数を一律に採用した。 

（8）「とても重視する」と「重視する」の線引きは難しく，3 段階の順序尺度よりも，重視する場合をまとめて 1

とする 2 値変数が重視の有無別の製品評価の検証に資すると判断した。 

（9）「とてもよく知っている」と「知っている」の線引きは難しく，「知っている」ことの効果を示すためダミー変

数を用いた。なお，江戸崎かぼちゃやくろさき茶豆を高く評価し，両産品それぞれをよく取り扱うバイヤーほど，

GI 制度への認知度も高いとする逆の因果関係もあり得る。そのため，GI 制度の認知ダミーと両産品の取り扱い

状況について Bonferroni 法で検定を行い，統計的に有意でなかったことを確認した。 

（10）GI 制度への認知ダミーの平均が 0.598 と高くないが，前述の予備調査では GI 制度への登録が消費者の購買

に繋がっておらず，バイヤーが制度を重視していなかった。大手小売企業でも GI 制度を知らないバイヤーがい

ると聞いており，実態を反映した数字と考える。なお，「あまり知らない」を加えた認知度は 87.4%である。 

（11）仕入れで重視する点に係る変数において，第 6 表で示すように重視しない回答者は少数である。説明変数の

分布はパラメータのバイアスに影響しないものの，少数の回答で統計的に有意になった変数があり，結果へ留意

が必要である。この点で，大サンプルによる推計や，「とても重視する」「重視する」それぞれをダミー変数とし

た推計が，今後の検討課題として残された。 
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択したバイヤーが両産品を高く評価しており，品質へのこだわりが認められていた。また

江戸崎かぼちゃで「メディアの注目が高い」への重視が正に有意であり，メディア戦略が

奏功していた。一方，江戸崎かぼちゃで「品質が安定している」と「価値に見合った価格

である」，くろさき茶豆で「食味が良い」を選んだバイヤーが各産品を低く評価しており，

課題を把握できた。また，GI 制度への認知ダミーがくろさき茶豆に正の影響を及ぼしてお

り，GI 制度の認知度向上が重要であった。 
 以上から，両産品の販促活動に当たって，品質や育て方のこだわりを重視するバイヤー

への「こだわり」のアピールや，江戸崎かぼちゃのメディア戦略，くろさき茶豆での GI 制
度の周知がバイヤーに対して有効である点が示された。一方で課題として，江戸崎かぼち

ゃの品質の安定性や，くろさき茶豆の食味等について，バイヤーの認知に至っていない点

が示された。このように，両産品の製品評価を検証し，販促活動に役立つ具体的な知見を

提示できた。今後の課題として，例えば，地域ブランド産品へのバイヤー評価のより一般

的な含意を得るため，認知度や供給量等で分類した複数産品を対象にした検証等が挙げら

れる。 
 

４．おわりに 

 
 本章では，GI 制度への小売店バイヤーによる認知や評価を検証した。GI 制度に関して

は，有機 JAS 規格と比べると認知度は低いものの，地域団体商標よりは認知度が高い点が

窺えた。また，GI 制度の内容について，「a：地域独自の環境から生まれた伝統的な産品を

認定」の認知度が高い一方で，「b：基準が守られているか生産者団体や国が確認する」や

「c：名称の不正使用は禁止され，国が取り締まる」の認知度は比較的低かった。特に b を

認知する層は GI 制度への評価として，「安全性が高い」や「商品を仕入れる時の参考にな

る」，「価値に見合った価格である」を選択する確率が高くなるため，制度の内容の周知が

必要である点が窺える。また，GI 制度の解決すべき点としては，認知度の低さを指摘する

意見が多く，認知度を高める方法として，「メディアによる宣伝」やパンフレットの活用，

「生産者による売り場での PR 活動」が多く選択された。また，GI 産品である江戸崎かぼ

ちゃとくろさき茶豆の 2 品への WTP の規定要因を Bivariate Interval Regression で検証

し，くろさき茶豆への WTP に対して GI 制度の認知度が正の影響を及ぼすことが示され

た。 
 このように，小売店バイヤーによる GI 制度への認知や評価，更に解決方法を詳細に提

示することができた。特に，小売店バイヤーの間でも認知度が低い一方，認知されること

で評価が高まることを示しており，GI 制度の推進に当たり，より効果的な認知度向上の施

策が求められる点が窺えた。 
 
注（1）高級スーパーは一般的な定義がないため，ここでは「比較的高価格かつ高品質な商品を中心に取り扱い，他の

チェーンとの差別化を図るスーパーマーケット」と定義して回答を得た。 
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第５章 消費者の認証制度等に対する認知と評価

菊島 良介・伊藤 暢宏・内藤 恵久・大橋 めぐみ・八木 浩平

１．はじめに

GI 制度の課題として，制度に対する消費者の認知度が低いことが産地等から指摘されて

いる。消費者は GI マークを見ただけでは消費者は何が保証されているのか判断できず，

GI 産品の価値を十分に認識できていない。そこで，消費者の認知度を把握するとともに，

消費者がどのような産品情報を評価しているのかを明らかにし，GI 産品のどの要素を消

費者にアピールすることが効果的なのかを検証した。GI 産品が消費者に訴求する要素と

しては「伝統的な産品」「品質管理が行われ品質が安定」「その地域の特色がある産品」「偽

装表示がないこと」の４つを取り上げた。また，GI 産品は「生産者団体が確認した上で国

が認証している」こともひとつの要素であるため，望ましい認証の在り方について消費者

の意向を尋ねた。 
調査はネオマーケティング社を通じて 2019 年 12 月から 2020 年 1 月にかけて行った。 

まずスクリーニング調査を実施し，以下の２つの条件を満たす全国の回答者を国勢調査の

年齢，性別構成に沿うように割付け，2 万名を本調査の対象候補者とした。１つは生鮮食

品を店舗又は通販を通じて月に 1 回以上購入していること，２つは食品の買い物を担当す

ることである。回答者の概要を第 1 表に示す。 
 

第１表 回答者概要

平均年齢 46.4 収入区分 Percent
AGE_CATE Percent 200万円未満 13.1
20代 15.2 200万円以上400万円未満 24.9
30代 18.7 400万円以上600万円未満 22.3
40代 23.7 600万円以上800万円未満 17.3
50代 19.9 800万円以上1,000万円未満 11.1
60代 22.5 1,000万円以上 11.3

家族人数 Percent 女性比 49.7
1 29.0 世帯構成 Percent
2 25.5 単身（1人）世帯 29.0
3 22.8 夫婦のみの2人世帯 16.1
4 15.4 夫婦と子のみの世帯 33.0
5 5.8 ひとり親と子のみの世帯 9.3
6 1.3 三世代以上の世帯 5.4
7 0.2 その他の世帯（夫婦と親など） 7.2

学歴 Percent
高卒以下 29.4
短大・専門学校卒 22.9
大学卒（4年生） 41.5
院卒 6.2
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２．制度の認知

 

GI 制度の認知度は 7.2%であり，有機 JAS よりは認知されていないが，地域団体商標と

は同程度であった（第２表）。この GI 制度の認知度は EU の調査と比較してもほぼ同等で

ある（1）。認知と購入経験のクロス集計を行ったところ，GI を知っている人ほど，GI 産品

の購入経験がある傾向が見られた（第３表）。以降の分析では①GI の知識があり，GI 産品

を購買するグループと②GI の知識がなく，GI 産品の購入経験がないグループに焦点を当

てる。

 

第２表 認知 

 
 

第３表 認知と購入経験の関係 

 
 
３．農産物に付される情報に対する消費者の評価

 

消費者が農産物にどのような情報を求めているか，農産物に付与される情報の価値を検

証した。情報の中に GI の要素を４つ含めて，農産物に付与される他の情報との相対化を

図った。具体的には，先行研究を参照し農産物に付与される情報として 13 要素を設定し

（第４表,第１図），ベスト・ワーストスケーリングの手法を用いて，各要素について個人

が重視する程度の指標であるシェアを回答者ごとに算出するとともに，シェアの分布と回

答者の属性との関連をみた。 
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第５章 消費者の認証制度等に対する認知と評価

菊島 良介・伊藤 暢宏・内藤 恵久・大橋 めぐみ・八木 浩平

１．はじめに
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費者にアピールすることが効果的なのかを検証した。GI 産品が消費者に訴求する要素と
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第１表 回答者概要
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30代 18.7 400万円以上600万円未満 22.3
40代 23.7 600万円以上800万円未満 17.3
50代 19.9 800万円以上1,000万円未満 11.1
60代 22.5 1,000万円以上 11.3

家族人数 Percent 女性比 49.7
1 29.0 世帯構成 Percent
2 25.5 単身（1人）世帯 29.0
3 22.8 夫婦のみの2人世帯 16.1
4 15.4 夫婦と子のみの世帯 33.0
5 5.8 ひとり親と子のみの世帯 9.3
6 1.3 三世代以上の世帯 5.4
7 0.2 その他の世帯（夫婦と親など） 7.2

学歴 Percent
高卒以下 29.4
短大・専門学校卒 22.9
大学卒（4年生） 41.5
院卒 6.2
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第４表 農産物に付与される情報 

第１図 ベスト・ワーストスケーリングの具体的な設問 

 

（１）ベスト・ワーストスケーリング（BWS）の利点 

各要素について個人が重視する程度を計測する他の方法として，①すべての選択肢に評

定（点数づけ）を行う評定尺度や, ②すべての選択肢を評価の高い順に順位づける順位付

けが考えられる。BWS の手法を用いる利点として，回答負荷の軽減が挙げられる（柘植ら 

2016）。 

BWS は最も高く評価するものと最も低く評価するものという「極端な選択肢」を２つ選

択することだけを回答者に求めるため，回答が比較的容易であり，回答者の負担が小さい

と考えられる。また選択肢間で評価により明確に差がつく。さらに，すべての回答者が同

様に最も高く評価するものと最も低く評価するものを選択するため，人によって評定の仕

方（点数の付け方）に違いが生じない（柘植ら 2016）。 

 

（２）ベストワーストスケーリングの実施方法 

つり合い型不完備計画（Balanced  Incomplete  Block  De-sign：BIBD）に基づき実験計

画を作成した。13 要素から４つの要素を抽出し回答者に 13 回提示する計画である。13 要

素から４つの要素の抽出する際の考えられる組合せは 715 通り(=13C4)である。本来 715 回

尋ねる実験計画を利用しなければならないが，BIBD に基づいた実験計画を作成すること

で，13 回の設問を通じて，13 の要素がそれぞれ 4 回ずつ出現する計画（組合せ）との代替

が可能となる。

回答者は１つの設問において４つの要素から最も高く評価する要素（ベスト）と最も低
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く評価する要素（ワースト）を，それぞれ重複を許さず１つずつ選択する（第１図）。これ

を 13 回繰り返す。１つの設問に対する回答について，分析者は回答者がベストとワースト

の組合せ 12（4×3）の組み合わせから１つを選択したとみなす。すなわち，回答者が選択

したベストとワーストのある組合せは他の 11 の組合せよりも望ましいと扱う。これによ

りベストとワーストの組み合わせについて 12 の選択肢から１つを選択する離散選択モデ

ルとして定式化される。ベストとワーストの組合せ（選択肢）としての選ばれやすさ（選

択確率）にそれぞれの要素が与える影響（係数）を推計する。得られた係数を利用し，個

人の選好のシェアを算出する。このシェアは離散選択モデルにおける選択肢の選択確率（シ

ェア）と同じように定式化される。

より厳密には以下の通り定式化できる。１つの選択肢集合（設問）に 4 個の項目が含ま

れているとき，4 個の項目から，項目 j がベスト，項目 k がワーストであると評価される組

み合わせの数は 4×（4－1）である．Max Diff モデルでは，回答者は各項目から効用𝛽𝛽𝛽𝛽𝑖𝑖𝑖𝑖を

得ると仮定し，回答者が項目 j をベスト，項目 k をワーストに評価するのは，項目 j と k の

効用差（𝛽𝛽𝛽𝛽𝑗𝑗𝑗𝑗 －𝛽𝛽𝛽𝛽𝑘𝑘𝑘𝑘）が，すべての組み合わせの効用差の中で最大であるためと仮定する．こ

れらに加えて，誤差項に関する仮定を設けることで，項目 j をベスト，項目 k をワースト

に評価する確率は，条件付きロジット・モデルとして定式化できる．本研究では条件付き

ロジット・モデルの誤差項に置かれている代替性パターン制約を緩和し，観察不可能な選

好の異質性及びスケールを考慮することのできる一般化ランダム係数ロジット・モデル

（Generalized Random Parameter Logit Model）として定式化し，推計を行う（Fiebig et al 2010）。

通常のランダム係数ロジット・モデルとは観察不可能な要素が意思決定に与える影響の程

度（スケール）が個人によって異なることを考慮する点で異なる。個人𝑖𝑖𝑖𝑖の選択肢𝑗𝑗𝑗𝑗に対す

るランダム効用を次式のように表す。

𝑈𝑈𝑈𝑈𝑖𝑖𝑖𝑖𝑗𝑗𝑗𝑗 = 𝛽𝛽𝛽𝛽𝑖𝑖𝑖𝑖𝑗𝑗𝑗𝑗 − 𝛽𝛽𝛽𝛽𝑖𝑖𝑖𝑖𝑘𝑘𝑘𝑘 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖𝑗𝑗𝑗𝑗/σ𝑖𝑖𝑖𝑖
ただし，𝛽𝛽𝛽𝛽𝑖𝑖𝑖𝑖は連続的に分布する各個人のパラメータベクトル，𝜀𝜀𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖𝑗𝑗𝑗𝑗は誤差項，σ𝑖𝑖𝑖𝑖は観察不

可能な要素が意思決定に影響を及ぼす度合いの分散を示すパラメータである。各個人のパ

𝛽𝛽𝛽𝛽𝑖𝑖𝑖𝑖は個人によって異なることが想定されており，個人間の平均的なパラメータ𝛽𝛽𝛽𝛽と各個人

の平均値からの乖離𝜂𝜂𝜂𝜂𝑖𝑖𝑖𝑖から構成される。σ𝑖𝑖𝑖𝑖の分布は平均 1，標準偏差𝜏𝜏𝜏𝜏の対数正規分布

σ𝑖𝑖𝑖𝑖~LN (1, τ2)を想定する。通常のランダム係数ロジット・モデルはσ𝑖𝑖𝑖𝑖 = 1と仮定している。

𝛽𝛽𝛽𝛽𝑖𝑖𝑖𝑖 = σ𝑖𝑖𝑖𝑖(𝛽𝛽𝛽𝛽 + 𝜂𝜂𝜂𝜂𝑖𝑖𝑖𝑖)

σ𝑖𝑖𝑖𝑖 = exp (𝜎𝜎𝜎𝜎𝜎 + 𝜏𝜏𝜏𝜏𝜀𝜀𝜀𝜀0𝑛𝑛𝑛𝑛)

𝜎𝜎𝜎𝜎𝜎 = −𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 �
1
𝑁𝑁𝑁𝑁
� exp (𝜀𝜀𝜀𝜀0

𝑑𝑑𝑑𝑑(𝑛𝑛𝑛𝑛))
𝑁𝑁𝑁𝑁

𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛
�

このとき，選択確率は次式で表される。

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑖𝑖𝑖𝑖𝑗𝑗𝑗𝑗 = ����
exp �𝛽𝛽𝛽𝛽𝑗𝑗𝑗𝑗 − 𝛽𝛽𝛽𝛽𝑘𝑘𝑘𝑘�

∑ ∑ exp[𝛽𝛽𝛽𝛽𝑙𝑙𝑙𝑙 − 𝛽𝛽𝛽𝛽𝑚𝑚𝑚𝑚]− 𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽
𝑚𝑚𝑚𝑚𝑛𝑛

𝐽𝐽𝐽𝐽
𝑙𝑙𝑙𝑙𝑛𝑛

�
𝑌𝑌𝑌𝑌𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝐽𝐽𝐽𝐽

𝑗𝑗𝑗𝑗

� 𝑓𝑓𝑓𝑓(𝜷𝜷𝜷𝜷𝑖𝑖𝑖𝑖)𝑑𝑑𝑑𝑑𝜷𝜷𝜷𝜷𝑖𝑖𝑖𝑖

ただし，𝑓𝑓𝑓𝑓(𝜷𝜷𝜷𝜷𝑖𝑖𝑖𝑖)は𝜷𝜷𝜷𝜷𝑖𝑖𝑖𝑖の確率密度関数であり，𝑌𝑌𝑌𝑌𝑖𝑖𝑖𝑖𝑗𝑗𝑗𝑗は個人𝑖𝑖𝑖𝑖が選択肢𝑗𝑗𝑗𝑗をベスト，選択肢𝑘𝑘𝑘𝑘をワ
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画を作成した。13 要素から４つの要素を抽出し回答者に 13 回提示する計画である。13 要
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尋ねる実験計画を利用しなければならないが，BIBD に基づいた実験計画を作成すること

で，13 回の設問を通じて，13 の要素がそれぞれ 4 回ずつ出現する計画（組合せ）との代替
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ーストと選択するときに 1，選択しないときに 0 をとる変数である。モデルの推定に当た

っては，シミュレーションによる最尤法を用いた（米国 Stata 社 Stata 15 の gmnl を使用）。

シミュレーションは Halton 数列を用いて乱数を 500 回発生させることで行った。推計によ

って得られた全体平均のパラメータ（係数：第５表）から別途各個人の係数を求め，個人

ごとに以下の式により求まる各要素のシェアを算出した。

𝑆𝑆𝑆𝑆𝑗𝑗𝑗𝑗 =
exp �𝛽𝛽𝛽𝛽𝚥𝚥𝚥𝚥� �

∑ exp �𝛽𝛽𝛽𝛽𝑙𝑙𝑙𝑙� �
𝐽𝐽𝐽𝐽
𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘

 

第５表 各要素が選択確率に影響を与える程度の推計結果（サンプル全体の平均） 

 

（３）グループ別のシェア 

 グループ別のシェアを第６表に示した。表中の数値は各グループに属する個人のシェア

の平均値である。属性として，年齢，性別，世帯構成，世帯年収，学歴の他食生活の志向，

GI 産品への WTP を用いた。なお，食生活の志向は，因子分析の結果（第７表）抽出され

た「高品質」「情報確認」「健康・栄養」「簡便化」「低価格」志向の５つであり，これらの

因子得点を用いた。また，GI 産品への WTP は 1 パック 4 個入り 400 円のトマトに対する

もので，①品質管理が行われ，品質が安定している，②その地域ならではの品質等の特性

がある，③生産者団体が生産工程や品質管理を確認した上で国が確認している，④名称の

不正使用など偽装表示のものが出回った場合，国が取り締まる，の４点すべてのことが保

証されていたら，最大いくら支払って購入するかを支払いカード方式で尋ねた（第８表）。

まず，全体の傾向として GI の要素のうち「偽装表示がないこと」，「品質管理が行われ品

質が安定」は情報として評価されていることが分かる。GI の知識があり，GI 産品を購買す

る特徴として品質管理を重視する程度がより大きいことを指摘できる。属性に関して，第

６表では各項目においてより大きな数値を示したグループについてグレーで塗りつぶして

いるが，高所得，高学歴である傾向，食生活の志向として高品質なものを選ぶ，情報をよ

く確認する，健康・栄養をよく考える志向が強いことがうかがえる。また，GI 産品への WTP
が高い傾向が見受けられた。
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第６表 グループ別の各項目のシェア 
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もので，①品質管理が行われ，品質が安定している，②その地域ならではの品質等の特性

がある，③生産者団体が生産工程や品質管理を確認した上で国が確認している，④名称の

不正使用など偽装表示のものが出回った場合，国が取り締まる，の４点すべてのことが保

証されていたら，最大いくら支払って購入するかを支払いカード方式で尋ねた（第８表）。

まず，全体の傾向として GI の要素のうち「偽装表示がないこと」，「品質管理が行われ品

質が安定」は情報として評価されていることが分かる。GI の知識があり，GI 産品を購買す

る特徴として品質管理を重視する程度がより大きいことを指摘できる。属性に関して，第

６表では各項目においてより大きな数値を示したグループについてグレーで塗りつぶして

いるが，高所得，高学歴である傾向，食生活の志向として高品質なものを選ぶ，情報をよ

く確認する，健康・栄養をよく考える志向が強いことがうかがえる。また，GI 産品への WTP
が高い傾向が見受けられた。
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第７表 因子分析の結果 

 

 

第２図 WTP の設問 

 

（４）シェアと WTP の関係 

GI 産品に対してより高い WTP を示す層の特徴を把握するため，GI の知識があり，GI 産

品を購買するグループについて，WTP 区分別に各項目のシェアを求めた（第８表）。400 円

を基準の価格として提示したため，WTP が 1～39 円を最大で+10％，40 円～119 円を最大

で+30%，120 円～199 円を最大で+50%，200 円以上を少なくとも+50％以上，それぞれ支払

い意思額があるとカテゴライズした。サンプルサイズが小さく厳密な検証は困難であるが，

WTP が高いカテゴリほど品質管理の順位やシェアの割合が高まる傾向が見受けられる。
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第８表 GI 知識あり，GI 産品を購入するグループと各項目のシェア 
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４．望ましい認証制度の在り方への意向 

望ましい認証の在り方について消費者の意向を尋ねた（第 10 表）。コストがかかるので

あれば，認証制度や情報を確認できる仕組みは不要とする回答者は 24.9%に留まり，75%

の回答者は農産物に付与される情報の正しさに関心を持っていた。生産者団体による確認

だけだは不十分であると認識し，国や第三者機関による認証を望む回答者が 38.0%，QR コ

ード等によって情報を自分で確認できれば，認証制度にはこだわりがない回答者が 9.9%存

在した。認証制度そのものは多くの消費者から支持されており，これまでの認証制度の整

備及び生産者の取組は一定程度評価されてきていることが窺える。QR コードによる情報

提供も，国や第三者機関による認証を望む消費者には有効であることが示唆された。スマ

ートフォンが普及した現在こうした取組も重要となるのであろう。

 

 

第３図 認証制度に対する意向の設問 

 

第 10 表 認証制度に対する意向 

 

QR必要
（b）

QR不要

生産者・生産者団体が確認 26.4 18.2 8.2 31%

生産者・生産者団体が確認した上で生産者以外の独立した機関が認証 24.8 13.4 11.4 46%

生産者・生産者団体が確認した上で国がチェック 13.2 5.9 7.3 55%

自分で情報を直接確認できれば特に認証を受ける必要ない 9.9

青果物が高くなるのならば、認証制度や情報を確認できる仕組みは不要 24.9

その他 0.8

内訳
比率
（a）認証制度に対する意見

QR必要割合
（b/a）
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５．まとめと政策的示唆 

消費者へのアンケート調査において，消費者認知度の低さが認められた。しかし，GI の

知識がなく，産品の購入経験がない人にも「偽装表示がないこと」や「品質管理が行われ

品質が安定」は重要視される傾向にあった。特に「品質管理が行われ品質が安定」は WTP

が高い人ほどより重視傾向にあり，正の影響を及ぼすことが推察できる。GI の知識があり，

GI 産品を購買するグループ「食品安全性への配慮（農薬，衛生管理）」を最重要視してお

り，こういった関心の高い層に GI の周知を図っていくことが有効と考えられる。国や第

３者機関が関与した認証制度について求める意見が多いことからも，消費者に「偽装表示

がないこと」や「品質管理が行われ品質が安定」といったメリットがあり，それが国によ

り保証されていることを具体的に伝えることで，認証を受けた産品の購買につながる可能

性が示唆される。しかしながら，「伝統的な産品」や「地域独自の特色」といった GI なら

ではの魅力は，他の情報に比べると相対的にあまり重視されていないことも示唆されてい

た。産直や直売所などこうした情報に魅力を感じやすい消費者が集まる小売店を活用する

ことも１つの方策となるであろう。QR コード等を活用した情報発信の有効性も示されて

おり，生産者の真摯な取組を消費者により効果的に伝えて農産物の価値を正しく認知して

もらう仕掛けをつくることが，認証制度のより有効な活用には望まれる。

注（1）EU27 か国の PDO の認知度は 7％，PGI の認知度は 4％，PDO 又は PGI の認知度は 8％であり，フェアトレード

(22％)やオーガニック(16％)の認知度より低い（London Economics. (2008)。 
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第６章 農産物ブランドに対する購買行動の規定要因

―『地域ブランド戦略サーベイ（名産品編）』の分析―

  

八木 浩平・菊島 良介

１．はじめに

近年，農産物輸入の拡大や，人口減に伴う農村地域の活性化の必要性，地域団体商標や

地理的表示保護制度といった制度の施行により，農産物の高付加価値化を目指したブラン

ド化へ向けた取組が進展している。こうした農産物のブランド化へ有効な取組に関する理

論的・定性的な検討は，多くの文献で行われてきた。そこでは例えば，差別化ポイントの

明確化（後久， 2007; 中島， 2009; 湯田， 2015），品質管理（中島， 2009; 斎藤， 2010），
良好なイメージの形成（後久，2007; 中島，2009）などの重要性が指摘されてきた。こう

した研究は，実際に農産物のブランド化を進める上で有用な指針を提示している。しかし

その実証は十分に進展しておらず，実務上も，多くの地域における課題となっている（森

高ら，2014）。 
農産物のブランド化の成功要因を検証した数少ない計量的な研究としては，以下の研究

が挙げられる。まず朴ら（2007）は，自然的・文化的・人的要因から構成される「地域イ

メージ」等が「知覚品質」や「ブランド態度」へ影響を及ぼし，「知覚品質」や「ブランド

態度」が購入利用意向へ影響を及ぼすとする仮説を構造方程式モデリングで検証した。そ

こでは，「地域イメージ」や「知覚品質」が購入利用意向へ有意に正の影響を及ぼす一方で，

「ブランド態度」による影響は検出されなかった。また杉田・木南（2012）は，Keller（2001）
の提示した顧客ベースのブランド・エクイティピラミッドモデルをもとに，「ブランド認知」

を高めることで，消費者の意識の中にブランドの品質やイメージを生み出し，品質やイメ

ージに対する反応を引き出すことや，そこからブランドに対するロイヤルティを構築させ

ることができるとする仮説を検証した。その上で，認知・経験が「知覚品質」や「ブラン

ドイメージ」へ有意に正の影響を及ぼす点や，「知覚品質」がブランド・ロイヤルティへ有

意に正の影響を及ぼす点，「ブランドイメージ」から「ブランド・ロイヤルティ」への影響

は検出されなかった点を示した。最後に森高ら（2014）は，ブランド産品への注意

(Attention)が喚起された後，関心(Interest)，欲求(Desire)を経て購買(Action)へ至ると仮

定する AIDA モデルについて，構造方程式モデリングでその因果関係を検証し，福岡県糸

島産の対象品目において，「欲求」から「購買」へのパスが小さく，「注意」や「満足」か

ら「購買」へのパスが有意である低関与型の短絡的な経路が確認されたことを示した。 
これらの研究は，「ブランド認知」や「ブランド連想」といった要因が購買行動へ及ぼす

影響を検証し，対象産品の購買意思決定過程を明らかにしてきた。ただし実務的な観点か
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らすると，どういった手段が「ブランド認知」や「ブランド連想」を構築し，購買行動へ

繋がるのか確認することが，具体的なブランド化戦略の構築に寄与し得る。そこで本研究

では，ブランド化へ向けた手段を包含した視点から，農産物ブランドに対する購買行動の

規定要因を検証した。その上で，農産物のブランド化へ向けた取組への含意と，農産物ブ

ランドの購買意思決定過程に関する理論的示唆を提示することを目的とする。 
 
２．モデル 
 

本研究は農産物ブランドに対する購買行動の規定要因の検証に当たって，ブランド化の

手段を包含している Keller（2001）の提示した第１図のモデルをもとに分析した。このモ

デルは，「(1)手段と目的」が「(2)知識効果」へ影響を及ぼし，「(2)知識効果」が「(3)ベネ

フィット」へ影響を及ぼすとするモデルである。以下では，第１図のモデルの内容を説明

する。 
 まず，タイトルにあるブランド・エクイティとは，「ブランド・ネームがない場合に比べ

て，より多くの販売量やマージンを実現し，競合他社に対して強力で持続的で差別的な優

位性をブランドにもたらすような顧客，チャネル・メンバー，そして親会社における連想

や行動の集合（Farquhar， 1989）」と定義される。Keller（2001）はこのブランド・エク

イティの構築に当たって，消費者がブランドを十分に認知したうえで，強く，好ましく，

そしてユニークなブランド連想を育むこと（「(2)知識効果」）が求められるとし，そうした

知識構築のプロセスは，「(1)手段と目的」にある三つの要因によって決まると述べる。以

下では順番に，第１図にある概念を説明する。 
まず「(1)手段と目的」を構成する三つの要因が，「①ブランド要素の選択」，「②マーケテ

ィング・プログラムの開発」，「③二次的な連想の活用」である。「①ブランド要素」につい

て Keller（2001）は，「製品を識別し，製品に違いをもたらすための視覚的情報ないし言

語的情報のことである」と定義し，最も一般的なブランド要素として，ネーム，ロゴ，シ

ンボル，キャラクター，パッケージ，スローガンを挙げる。また，「製品やサービスに関し

て，ネームないしロゴくらいしか思い出せない消費者も少なくないため，ブランド要素が

ブランド構築に果たす役割は大きいと言えるだろう」と説明する。 
次に「②マーケティング・プログラム」は，製品戦略，価格戦略，流通戦略，コミュニ

ケーション戦略から構成されるマーケティングのためのプログラムであり，「強く，好まし

く，そしてユニークなブランド連想は，マーケティング・プログラムによる多様な方法か

ら生み出される」と述べる。 
最後に「③二次的な連想」について Keller（2001）は，「独自の連想を有する他のモノ

とブランド連想が結びつき，二次的なブランド連想が生み出される」と述べる。その上で

例として，「企業（ブランディング戦略を通じて），国や地域（原産地の表示を通じて），流

通チャネル（チャネル戦略を通じて），他のブランド（成分ブランディングやコ・ブランデ

ィングを通じて），キャラクター（ライセンス供与を通じて），スポークスマン（保証を通
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明確化（後久， 2007; 中島， 2009; 湯田， 2015），品質管理（中島， 2009; 斎藤， 2010），
良好なイメージの形成（後久，2007; 中島，2009）などの重要性が指摘されてきた。こう

した研究は，実際に農産物のブランド化を進める上で有用な指針を提示している。しかし

その実証は十分に進展しておらず，実務上も，多くの地域における課題となっている（森

高ら，2014）。 
農産物のブランド化の成功要因を検証した数少ない計量的な研究としては，以下の研究

が挙げられる。まず朴ら（2007）は，自然的・文化的・人的要因から構成される「地域イ

メージ」等が「知覚品質」や「ブランド態度」へ影響を及ぼし，「知覚品質」や「ブランド

態度」が購入利用意向へ影響を及ぼすとする仮説を構造方程式モデリングで検証した。そ

こでは，「地域イメージ」や「知覚品質」が購入利用意向へ有意に正の影響を及ぼす一方で，

「ブランド態度」による影響は検出されなかった。また杉田・木南（2012）は，Keller（2001）
の提示した顧客ベースのブランド・エクイティピラミッドモデルをもとに，「ブランド認知」

を高めることで，消費者の意識の中にブランドの品質やイメージを生み出し，品質やイメ

ージに対する反応を引き出すことや，そこからブランドに対するロイヤルティを構築させ

ることができるとする仮説を検証した。その上で，認知・経験が「知覚品質」や「ブラン

ドイメージ」へ有意に正の影響を及ぼす点や，「知覚品質」がブランド・ロイヤルティへ有

意に正の影響を及ぼす点，「ブランドイメージ」から「ブランド・ロイヤルティ」への影響

は検出されなかった点を示した。最後に森高ら（2014）は，ブランド産品への注意

(Attention)が喚起された後，関心(Interest)，欲求(Desire)を経て購買(Action)へ至ると仮

定する AIDA モデルについて，構造方程式モデリングでその因果関係を検証し，福岡県糸

島産の対象品目において，「欲求」から「購買」へのパスが小さく，「注意」や「満足」か

ら「購買」へのパスが有意である低関与型の短絡的な経路が確認されたことを示した。 
これらの研究は，「ブランド認知」や「ブランド連想」といった要因が購買行動へ及ぼす

影響を検証し，対象産品の購買意思決定過程を明らかにしてきた。ただし実務的な観点か
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じて），スポーツや文化イベント（スポンサーシップを通じて），ならびに第三者的な人や

組織（賞や評論を通じて）」といった内容を挙げる。分かりやすい例で言えば，「牛乳」へ

二次的な連想をもたらす「北海道」を足すことで，「北海道牛乳」というより魅力的なブラ

ンドができあがる。 
 次に，「(2)知識効果」について説明する。まず「④ブランド認知」について Keller（2001）
は，「以前に見聞きしたことのあるブランドを消費者が正しく識別できる状態（ブランド

再認）」と，「製品カテゴリー，カテゴリーによって満たされるニーズ，もしくは購買状況

や使用状況が手掛かりとして与えられたときに，消費者が当該ブランドを自らの記憶か

ら呼び覚ます能力（ブランド再生）」から構成されると述べる。簡潔に述べると，当該ブ

ランドの思い出しやすさと言えよう。 
 また「⑤ブランド連想」とは，「ブランド・ノードと結びついた別のノード（Keller， 2001）」
と定義される。ここでノードとは，頭の中に蓄えられた情報や概念を指す。例えば Keller
（2001）はマクドナルドについて，「確かな品質」，「優れたサービス」，「清潔さの徹底」，

「高い価値」，「ロナルド・マクドナルド」，「子供向け」，「手頃」，「粗悪な食べ物」といっ

た「⑤ブランド連想」があり得ることを述べる。その上でこの「⑤ブランド連想」は，強

く（思い出しやすく），好ましく（購買行動につながり），ユニーク（差別化ポイントがあ

る）なものが良いとする。 
 最後に「(3)ベネフィット」とは，「(1)手段と目的」によって構成された「(2)知識効果」

から導かれる結果と言え，Keller（2001）は強いロイヤルティや大きなマージンといった

例を挙げる。 
 

 

 
第１図 顧客ベースのブランド・エクイティの構築 

資料：Keller（2001） 
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３．データ，分析方法 
 

（１）使用したデータ 

本研究ではデータとして，日経リサーチ（2013）を活用した。これは，全国の 16-69 歳

の一般男女に対する Web 調査をまとめたものである。全体の対象ブランドは 360 ブラン

ドであり，１ブランド当たり 350-370 名に対して調査を実施している。なお日経リサーチ

（2013）に掲載されているのは，例えば「ブランドの品質に魅力を感じた人の割合」とい

った確率データであり，単位はすべて%である。そのため本研究では，１ブランドを１サ

ンプルとした品目横断的な分析を行い，農産物ブランドの平均的な傾向を検証した。ただ

しその際，これまで積極的にブランド化へ取り組んできた認知度の高い産品は，流通到達

度や品質評価，テレビ等で接する機会が多く，「⑤ブランド連想」も構築されやすいと考え

られることから多重共線性が起こり得る。そのため本研究では，日経リサーチ（2013）に

掲載される 2010 年 11 月の調査結果と，2012 年 11 月下旬から 12 月に行われた調査結果

の階差を変数として用いた(1)。サンプルは，2012 年と 2010 年の両年に調査が行われた生

鮮品ブランド 169 品目である。第１表に，対象品目のジャンル別の品目数とブランド例を

示す。 
 

 

 
（２）分析に用いた変数 

 分析に用いた変数を，第２表に示す。以下では，第１図で示したモデル図に基づいて各

変数を説明する。 
まず「(1)手段と目的」のうち「①ブランド要素」として，「ブランド名・ロゴマーク」及

び「商品の見た目」に魅力を感じた人の割合を用いた。農産物ブランドであるため，第 1
図にあるシンボルやキャラクター，スローガン等はない場合が多く，どの農産物ブランド

でも認められる「ブランドネーム・ロゴマーク」と「商品の見た目」を変数として採用し

た。 
「②マーケティング・プログラム」に関する変数は，以下のとおりである。まず製品戦

略として「商品の品質」，「商品の効能・成分」及び「商品の歴史・伝統」それぞれについ

て魅力を感じた人の割合を用いた。このうち「商品の品質」と「商品の効能・成分」は，

第１表 分析対象品目の概要 

ジャンル 品目数 品目例 

農産（果物を除く） 46 十勝小豆，魚沼米，嬬恋高原キャベツなど 
果物 39 夕張メロン，岡山白桃，愛媛みかんなど 
水産 46 下関ふく，松島牡蠣，明石鯛など 
畜産 38 松坂牛，かごしま黒豚，名古屋コーチンなど 

計 169  
注.分析対象品目は，上記のジャンルから「加工品」と飛騨アイスクリーム，飛騨ヨーグルトを除いている。 
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じて），スポーツや文化イベント（スポンサーシップを通じて），ならびに第三者的な人や

組織（賞や評論を通じて）」といった内容を挙げる。分かりやすい例で言えば，「牛乳」へ

二次的な連想をもたらす「北海道」を足すことで，「北海道牛乳」というより魅力的なブラ

ンドができあがる。 
 次に，「(2)知識効果」について説明する。まず「④ブランド認知」について Keller（2001）
は，「以前に見聞きしたことのあるブランドを消費者が正しく識別できる状態（ブランド

再認）」と，「製品カテゴリー，カテゴリーによって満たされるニーズ，もしくは購買状況

や使用状況が手掛かりとして与えられたときに，消費者が当該ブランドを自らの記憶か

ら呼び覚ます能力（ブランド再生）」から構成されると述べる。簡潔に述べると，当該ブ

ランドの思い出しやすさと言えよう。 
 また「⑤ブランド連想」とは，「ブランド・ノードと結びついた別のノード（Keller， 2001）」
と定義される。ここでノードとは，頭の中に蓄えられた情報や概念を指す。例えば Keller
（2001）はマクドナルドについて，「確かな品質」，「優れたサービス」，「清潔さの徹底」，

「高い価値」，「ロナルド・マクドナルド」，「子供向け」，「手頃」，「粗悪な食べ物」といっ

た「⑤ブランド連想」があり得ることを述べる。その上でこの「⑤ブランド連想」は，強

く（思い出しやすく），好ましく（購買行動につながり），ユニーク（差別化ポイントがあ

る）なものが良いとする。 
 最後に「(3)ベネフィット」とは，「(1)手段と目的」によって構成された「(2)知識効果」

から導かれる結果と言え，Keller（2001）は強いロイヤルティや大きなマージンといった

例を挙げる。 
 

 

 
第１図 顧客ベースのブランド・エクイティの構築 

資料：Keller（2001） 

 

ブランド・ネーム
ロゴ
シンボル
キャラクター
パッケージ
スローガン

①ブランド要素の選択

記憶可能性
意味性
移転可能性
適合可能性
防御可能性

②マーケティング・プログラムの開発

製品 機能的ベネフィットと
象徴的ベネフィット

価格 価値の知覚
流通チャネル 「ﾌﾟｯｼｭ」と「ﾌﾟﾙ」の統合
コミュニケーション 選択手段のﾐｯｸｽとﾏｯﾁ

③二次的な連想の活用

企業
カントリー・オブ・オリジン
流通チャネル
他のブランド
エンドーサー
イベント

認知度
意味性
移転可能性

④ブランド認知

深さ

幅

再生
再認

購買
消費

⑤ブランド連想

強さ

好ましさ

ﾕﾆｰｸさ

重要性
一貫性

望ましさ
伝達可能性

類似点
相違点

予想される結果

強いロイヤルティ

競争的マーケティング活動やマー
ケティング危機への強い抵抗力
大きなマージン
価格下落に対する弾力的な反応

価格上昇に対する非弾力的な反
応
流通業者による協調と支援

マーケティング・コミュニケーション
効果と効率の増大
ライセンス供与機会の可能性
好ましいブランド拡張の評価

(1) 手段と目的 (2) 知識効果 (3) ベネフィット

- 62 -
− 63 −



機能的ベネフィットを代表するものとして用いた。また農産物ブランドはその伝統性をア

ピールする場合が多く，象徴的ベネフィットとして「商品の歴史・伝統」を用いた。価格

戦略としては，各商品で標準的な価格帯が異なることから，品目横断的に検証できる「商

品の価格」に魅力を感じた人の割合を用いた。流通戦略では，小売店等で商品を見た人の

割合を用いることで，流通到達度による影響を検証した。また農産物ブランドの販売促進

のためのチャネル戦略として，「物産展やフェアで」及び「アンテナショップで」商品に接

した人の割合を用いた。最後にコミュニケーション戦略では，自治体からの情報発信とし

て，「自治体の長や職員の発言を聞いて」及び「自治体ホームページ」で商品に接した人の

割合を用いた。またマスメディアによる影響として，「テレビ番組」と「新聞記事」を採用

した。 
「③二次的な連想」に関する変数は，以下のとおりである。生産面で地理的な制約を有

する農産物ブランドについて，「その地域のイメージ・印象」に魅力を感じた人の割合を用

い，カントリー・オブ・オリジンの効果を検証した。また Keller（2001）が第三者的な人

や組織（賞や評論を通じて）を「二次的な連想」の例として挙げることから，「コンテスト

等の受賞実績」に魅力を感じた人の割合も用いた。 
「(2)知識効果」のうち「④ブランド認知」については，思い出しやすさの変数として，

ブランド名を提示した際に「どんなものか見聞きしたことがある」，「過去に購入したこと

がある」，「たまに購入している」，「よく購入している」のいずれかに回答した比率を用い

た。 「⑤ブランド連想」については，連想の内容自体は何でもよいが，Keller（2001）の

述べる，ユニーク（差別化ポイントがあり）で，好ましい（購買行動につながる）といっ

た条件を間接的に検証する変数として，各商品・ブランドを購入することから得られる経

験で「日常生活にはない刺激が得られる」と「自分の趣味や好みに合う」を選んだ人の比

率を用いた。 
「(3)ベネフィット」の変数としては，観察の容易な「価格プレミアム」と「愛着度」を

選択した。第１図に示したベネフィットの例のうち，「大きなマージン」は直接的な観測が

困難であるが，「価格プレミアム」からある程度検証できると考えた。また「強いロイヤル

ティ」や「競争的マーケティング活動やマーケティング危機への強い抵抗力」，「価格下落

に対する弾力的な反応」といった内容は，主観的なロイヤルティとしての「愛着度」を感

じた人の比率が代理変数となると考えた。 
また第１図で示したモデル以外に，農産物ブランド独自の変数として「実際に住んで」

や「実際に行って」商品へ接した人の比率を追加した。これは地理的制約を有する農産物

ブランドは他のブランドと違って，各地域へ住んだり，訪れたことによる効果があり得る

と考えたためである。また各品目のジャンルによっても被説明変数の増減に差が出る可能

性があると考えて，ジャンルごとのダミー変数を加えた。  
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第２表 分析モデルと変数の関係 

 
モデルとの関係 変数名 

平均値 

[標準偏差] 

（
１
）
手
段
と
目
的 

①ブランド要素 
ブランド名・ロゴマーク a) -0.22[2.84] 

商品の見た目 a) -0.12[0.98] 

②マーケティング・プログラ

ム(製品) 

商品の品質 a) 0.62[3.18] 

商品の効能・成分 a) -0.44[1.14] 

商品の歴史・伝統 a) -0.43[2.20] 

②マーケティング・プログラ

ム(価格) 
商品の価格 a) -0.20[1.15] 

②マーケティング・プログラ

ム(流通チャネル) 

小売店等で商品を見て b) 0.60[3.46] 

物産展やフェアで b) -0.04[2.07] 

アンテナショップで b) 0.35[1.06] 

②マーケティング・プログラ

ム（コミュニケーション) 

自治体の長や職員の発言を聞いて b) 0.07[0.87] 

自治体ホームページ b) 0.19[0.74] 

テレビ番組 b) -0.30[5.20] 

新聞記事 b) -0.36[1.95] 

③二次的連想 
その地域のイメージ・印象 a) 1.47[2.86] 

コンテスト等の受賞実績 a) 0.15[0.72] 

（
２
）
知
識
効
果 

④ブランド認知 ブランド認知 3) -0.32[6.44] 

 

⑤ブランド連想 

 

自分の趣味や好みに合う c) -0.01[2.01] 

日常生活にはない刺激が得られる c) 0.93[1.36] 

(3)ベネフィット 
価格プレミアム 4) 1.07[4.35] 

愛着度 5) -1.58[4.83] 

農産物ブランド独自 
実際に行って b) -0.28[1.04] 

実際に住んで b) 0.11[0.54] 

ジャンル別ダミー 

果物ダミー 0.23[0.42] 

水産ダミー 0.27[0.45] 

畜産ダミー 0.23[0.42] 

注（1） 本文に記述のとおり，本研究では多重共線性を回避するため，ジャンル別ダミーを除くすべての変数で 2010 年

と 2012 年の調査結果の階差を変数として用いている。 
（2） a)は各内容に魅力を感じると回答した比率，b)は過去 2 年間に接したり，見聞きしたりしている接点（チャネ

ル)として回答した比率，c)はそれぞれの商品・ブランドを購入することから得られる経験として回答した比率で

ある。 
（3） 「④ブランド認知」は，それぞれの商品・ブランドに対する関わり方として，「どんなものか見聞きしたことが

ある」，「過去に購入したことがある」，「たまに購入している」，「よく購入している」のいずれかに回答した比率で

ある。 
（4）「価格プレミアム」は，他との価格差について，「かなり高くても購入したい」，「やや高くても購入したい」のい

ずれかに回答した比率である。 
（5）「愛着度」は，愛着を「たいへん」「まあ」感じるのいずれかに回答した比率である。 
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機能的ベネフィットを代表するものとして用いた。また農産物ブランドはその伝統性をア

ピールする場合が多く，象徴的ベネフィットとして「商品の歴史・伝統」を用いた。価格

戦略としては，各商品で標準的な価格帯が異なることから，品目横断的に検証できる「商

品の価格」に魅力を感じた人の割合を用いた。流通戦略では，小売店等で商品を見た人の

割合を用いることで，流通到達度による影響を検証した。また農産物ブランドの販売促進

のためのチャネル戦略として，「物産展やフェアで」及び「アンテナショップで」商品に接

した人の割合を用いた。最後にコミュニケーション戦略では，自治体からの情報発信とし

て，「自治体の長や職員の発言を聞いて」及び「自治体ホームページ」で商品に接した人の

割合を用いた。またマスメディアによる影響として，「テレビ番組」と「新聞記事」を採用

した。 
「③二次的な連想」に関する変数は，以下のとおりである。生産面で地理的な制約を有

する農産物ブランドについて，「その地域のイメージ・印象」に魅力を感じた人の割合を用

い，カントリー・オブ・オリジンの効果を検証した。また Keller（2001）が第三者的な人

や組織（賞や評論を通じて）を「二次的な連想」の例として挙げることから，「コンテスト

等の受賞実績」に魅力を感じた人の割合も用いた。 
「(2)知識効果」のうち「④ブランド認知」については，思い出しやすさの変数として，

ブランド名を提示した際に「どんなものか見聞きしたことがある」，「過去に購入したこと

がある」，「たまに購入している」，「よく購入している」のいずれかに回答した比率を用い

た。 「⑤ブランド連想」については，連想の内容自体は何でもよいが，Keller（2001）の

述べる，ユニーク（差別化ポイントがあり）で，好ましい（購買行動につながる）といっ

た条件を間接的に検証する変数として，各商品・ブランドを購入することから得られる経

験で「日常生活にはない刺激が得られる」と「自分の趣味や好みに合う」を選んだ人の比

率を用いた。 
「(3)ベネフィット」の変数としては，観察の容易な「価格プレミアム」と「愛着度」を

選択した。第１図に示したベネフィットの例のうち，「大きなマージン」は直接的な観測が

困難であるが，「価格プレミアム」からある程度検証できると考えた。また「強いロイヤル

ティ」や「競争的マーケティング活動やマーケティング危機への強い抵抗力」，「価格下落

に対する弾力的な反応」といった内容は，主観的なロイヤルティとしての「愛着度」を感

じた人の比率が代理変数となると考えた。 
また第１図で示したモデル以外に，農産物ブランド独自の変数として「実際に住んで」

や「実際に行って」商品へ接した人の比率を追加した。これは地理的制約を有する農産物

ブランドは他のブランドと違って，各地域へ住んだり，訪れたことによる効果があり得る

と考えたためである。また各品目のジャンルによっても被説明変数の増減に差が出る可能

性があると考えて，ジャンルごとのダミー変数を加えた。  
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（３）分析方法 

 第１図のモデルは，「(1)手段と目的」が「(2)知識効果」へ影響を及ぼし，また，「(2)知識

効果」が「(3)ベネフィット」へ影響を及ぼすとする２段階のプロセスを踏んでいる。ここ

で，農産物ブランド𝑖𝑖𝑖𝑖の「(3)ベネフィット」と「(2)知識効果」それぞれを説明するモデル

を，以下のように定式化した。 
𝑦𝑦𝑦𝑦𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗 = 𝛼𝛼𝛼𝛼 + ∑ 𝛽𝛽𝛽𝛽𝑘𝑘𝑘𝑘𝑥𝑥𝑥𝑥𝑘𝑘𝑘𝑘𝑗𝑗𝑗𝑗3

𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘 + ∑ 𝛽𝛽𝛽𝛽𝑙𝑙𝑙𝑙𝑣𝑣𝑣𝑣𝑙𝑙𝑙𝑙𝑗𝑗𝑗𝑗𝑚𝑚𝑚𝑚
𝑙𝑙𝑙𝑙𝑘𝑘 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑗𝑗𝑗𝑗   [1] 

 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑘𝑘𝑘𝑘𝑗𝑗𝑗𝑗 = γ + ∑ 𝛽𝛽𝛽𝛽𝑙𝑙𝑙𝑙𝑣𝑣𝑣𝑣𝑙𝑙𝑙𝑙𝑗𝑗𝑗𝑗𝑚𝑚𝑚𝑚
𝑙𝑙𝑙𝑙𝑘𝑘 + ∑ 𝜋𝜋𝜋𝜋𝑛𝑛𝑛𝑛𝑧𝑧𝑧𝑧𝑛𝑛𝑛𝑛𝑗𝑗𝑗𝑗

𝑝𝑝𝑝𝑝
𝑛𝑛𝑛𝑛𝑘𝑘 + 𝜇𝜇𝜇𝜇𝑗𝑗𝑗𝑗   [2] 

[1]式のうち𝜀𝜀𝜀𝜀𝑗𝑗𝑗𝑗は誤差項，αは定数項，βはパラメータであり，[2]式のうち𝜇𝜇𝜇𝜇𝑗𝑗𝑗𝑗は誤差項，γは

定数項，𝜋𝜋𝜋𝜋𝑛𝑛𝑛𝑛はパラメータを表している。また，𝑦𝑦𝑦𝑦𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗は「(3)ベネフィット」の２変数，𝑥𝑥𝑥𝑥𝑘𝑘𝑘𝑘𝑗𝑗𝑗𝑗は

「(2)知識効果」の３変数，𝑣𝑣𝑣𝑣𝑙𝑙𝑙𝑙𝑗𝑗𝑗𝑗は後述するように[1]・[2]式の両方で説明変数とした「(1)手
段と目的」の一部の変数，農産物ブランド独自の変数及びジャンル別ダミーであり，𝑧𝑧𝑧𝑧𝑛𝑛𝑛𝑛𝑗𝑗𝑗𝑗は

𝑥𝑥𝑥𝑥𝑘𝑘𝑘𝑘𝑗𝑗𝑗𝑗の操作変数であり，[2]式のみで説明変数とした「(1)手段と目的」の一部の変数である。 
ここで[1]式のモデルでは，「(2)知識効果」のうち「④ブランド認知」や差別化されたイ

メージが「価格プレミアム」へ影響を及ぼすと同時に，「価格プレミアム」が高いため「④

ブランド認知」や差別化されたイメージが高まるという現象が起こる可能性がある。他に

も，良好なイメージが「愛着度」へ繋がると同時に，「愛着度」が増すと，良好なイメージ

の喚起に繋がり得る。すなわち，[1]式の説明変数のうち「④ブランド認知」と「⑤ブラン

ド連想」の変数に，同時決定性による内生バイアスが発生している可能性がある。こうし

た同時決定性が存在し，説明変数と誤差項の間に相関関係がある内生性が生じると，通常

の最小二乗法で得られた推定値は一致性を持たなくなる。 こうした内生性の問題を解決

する手段として，連立方程式体系を同時推計する操作変数法で，一致性のある推定量を求

めることが考えられる。すなわち，誤差項𝜀𝜀𝜀𝜀𝑗𝑗𝑗𝑗と相関関係にない操作変数𝑧𝑧𝑧𝑧𝑛𝑛𝑛𝑛𝑗𝑗𝑗𝑗を説明変数とし

て推計した内生変数𝑥𝑥𝑥𝑥𝑘𝑘𝑘𝑘𝑗𝑗𝑗𝑗の理論値を[1]式の推計で用いることで，内生性バイアスを除去す

る。 
ここで，Keller(2001)のモデルに沿った分析を行う本研究では，「(1)手段と目的」の変数

を「(2)知識効果」の３変数𝑥𝑥𝑥𝑥𝑘𝑘𝑘𝑘𝑗𝑗𝑗𝑗への操作変数として用いることを考える。第 1 図は，「(1)手
段と目的」の変数が「(2)知識効果」へ影響する一方，「(3)ベネフィット」へは「(2)知識効

果」の形成を経て間接的に影響することを示す。ここではそのモデルにのっとって，内生

変数である「(2)知識効果(𝑥𝑥𝑥𝑥𝑘𝑘𝑘𝑘)」へ影響を及ぼすが，「(3)ベネフィット(𝑦𝑦𝑦𝑦𝑗𝑗𝑗𝑗)」へは直接的な影

響を及ぼさない操作変数として「(1)手段と目的」の変数を用いる。 
ただし，「(1)手段と目的」の変数の一部を，「(3)ベネフィット」に対する説明変数とした

い。これは，「(2)知識効果」のうちの「⑤ブランド連想」が，本研究で検証する２変数以外

にも無数に存在することから，「(3)ベネフィット」を被説明変数としたモデルに対して欠

落変数バイアスが生じる可能性を考慮したためである。ここでは [1]式で示したように，

「(2)知識効果」を形成する「(1)手段と目的」の一部の変数を，多様な「⑤ブランド連想」

の代理指標としてモデルに組み込んだ。なお，こうした代理指標の活用は，ブランド化の
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成功要因について具体的な取組の効果を検証する，本研究の目的にも合致する。また，第

１図で表現しきれていない内容として，地理的制約を有する農産物ブランドにおいて，実

際に訪れたり，住むことで接点が増え，購買行動に繋がる可能性があると考え，「実際に行

って」や「実際に住んで」といった農産物ブランド独自の変数も「(3)ベネフィット」の説

明変数として加えることを検討した。また，農産物ブランドへの購買行動のジャンルによ

る差を考慮し，ジャンル別ダミーも「(3)ベネフィット」への説明変数として加えた。具体

的な操作変数の組み合わせは，決定係数が最も大きかったものを選択した。また，操作変

数の組み合わせによって推定結果が変化することがあるため，結論部分の頑健性を確認す

るため，操作変数の組み合わせを変えた推定も行った。 
なお，基本的に二段階最小二乗法（以下，「2SLS」という。）での推計を検討するが，2SLS

においても，不均一分散が存在すると推定量の分散は最小化されない。不均一分散の検定

を行ったところ，「価格プレミアム」では 5%有意水準で，「愛着度」では 10%有意水準で

分散が均一であるとする帰無仮説が棄却されたため(2)，本研究では，分散不均一を仮定し

た一般化積率法（以下，GMM）による分析も行った(3)。特に 5%有意水準で分散の均一性

が棄却された「価格プレミアム」では，GMM でのみ推計を行った。また，「愛着度」を被

説明変数とした際，5%有意水準で内生性の存在が必ずしも支持されなかった(4)。そこで「愛

着度」を被説明変数とする際，不均一分散の存在のみを考慮した，標準偏差の推定に White
の頑健推定量を用いた最小二乗法（以下，「R-OLS」という。）でも推定を行った。 
 
４．推定結果 
 
 まず，第一段階の推定結果を第３表に示す。第一段階は，どの推定方法でも最小二乗法

で推定したことに変わりないため，GMM での推定結果のみを示す。「④ブランド認知」に

対しては，「小売店等で商品を見て」と「テレビ番組」が有意に正の影響を及ぼしていた。

小売店等で一般に流通されている商品は，当然「ブランド認知」が高い状況にある。また

「テレビ番組」が認知度の向上に有用であることが示された。一方で，「ブランド名・ロゴ

マーク」と「商品の歴史・伝統」の係数は有意に負の影響を及ぼしていた。ブランド名・

ロゴマークが魅力的と評価された産品や歴史ある産品は既に認知が進んでおり，新興産地

等と比べてブランド認知の上昇度が低かった可能性がある。 
 「⑤ブランド連想」のうち「自分の趣味や好みに合う」については，「ブランド名・ロゴ

マーク」，「商品の品質」，「商品の歴史・伝統」，「アンテナショップで」，「その地域のイメ

ージ・印象」，「実際に住んで」が正の影響を及ぼしていた。高い品質や歴史・伝統性，魅

力的なブランド名・ロゴマーク，アンテナショップでの取扱いといった内容が好ましい印

象につながることが確認された。またその地域のイメージが好ましい印象につながるカン

トリー・オブ・オリジンの効果が検出された他，「実際に住んで」いる人も好ましいブラン

ド連想を持つことが示された。一方で，「商品の価格」や「小売店等で商品を見て」，「テレ

ビ番組」の係数は有意に負の影響を及ぼしていた。価格が魅力的であったり，小売店等や
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（３）分析方法 

 第１図のモデルは，「(1)手段と目的」が「(2)知識効果」へ影響を及ぼし，また，「(2)知識

効果」が「(3)ベネフィット」へ影響を及ぼすとする２段階のプロセスを踏んでいる。ここ

で，農産物ブランド𝑖𝑖𝑖𝑖の「(3)ベネフィット」と「(2)知識効果」それぞれを説明するモデル

を，以下のように定式化した。 
𝑦𝑦𝑦𝑦𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗 = 𝛼𝛼𝛼𝛼 + ∑ 𝛽𝛽𝛽𝛽𝑘𝑘𝑘𝑘𝑥𝑥𝑥𝑥𝑘𝑘𝑘𝑘𝑗𝑗𝑗𝑗3

𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘 + ∑ 𝛽𝛽𝛽𝛽𝑙𝑙𝑙𝑙𝑣𝑣𝑣𝑣𝑙𝑙𝑙𝑙𝑗𝑗𝑗𝑗𝑚𝑚𝑚𝑚
𝑙𝑙𝑙𝑙𝑘𝑘 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑗𝑗𝑗𝑗   [1] 

 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑘𝑘𝑘𝑘𝑗𝑗𝑗𝑗 = γ + ∑ 𝛽𝛽𝛽𝛽𝑙𝑙𝑙𝑙𝑣𝑣𝑣𝑣𝑙𝑙𝑙𝑙𝑗𝑗𝑗𝑗𝑚𝑚𝑚𝑚
𝑙𝑙𝑙𝑙𝑘𝑘 + ∑ 𝜋𝜋𝜋𝜋𝑛𝑛𝑛𝑛𝑧𝑧𝑧𝑧𝑛𝑛𝑛𝑛𝑗𝑗𝑗𝑗

𝑝𝑝𝑝𝑝
𝑛𝑛𝑛𝑛𝑘𝑘 + 𝜇𝜇𝜇𝜇𝑗𝑗𝑗𝑗   [2] 

[1]式のうち𝜀𝜀𝜀𝜀𝑗𝑗𝑗𝑗は誤差項，αは定数項，βはパラメータであり，[2]式のうち𝜇𝜇𝜇𝜇𝑗𝑗𝑗𝑗は誤差項，γは

定数項，𝜋𝜋𝜋𝜋𝑛𝑛𝑛𝑛はパラメータを表している。また，𝑦𝑦𝑦𝑦𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗は「(3)ベネフィット」の２変数，𝑥𝑥𝑥𝑥𝑘𝑘𝑘𝑘𝑗𝑗𝑗𝑗は

「(2)知識効果」の３変数，𝑣𝑣𝑣𝑣𝑙𝑙𝑙𝑙𝑗𝑗𝑗𝑗は後述するように[1]・[2]式の両方で説明変数とした「(1)手
段と目的」の一部の変数，農産物ブランド独自の変数及びジャンル別ダミーであり，𝑧𝑧𝑧𝑧𝑛𝑛𝑛𝑛𝑗𝑗𝑗𝑗は

𝑥𝑥𝑥𝑥𝑘𝑘𝑘𝑘𝑗𝑗𝑗𝑗の操作変数であり，[2]式のみで説明変数とした「(1)手段と目的」の一部の変数である。 
ここで[1]式のモデルでは，「(2)知識効果」のうち「④ブランド認知」や差別化されたイ

メージが「価格プレミアム」へ影響を及ぼすと同時に，「価格プレミアム」が高いため「④

ブランド認知」や差別化されたイメージが高まるという現象が起こる可能性がある。他に

も，良好なイメージが「愛着度」へ繋がると同時に，「愛着度」が増すと，良好なイメージ

の喚起に繋がり得る。すなわち，[1]式の説明変数のうち「④ブランド認知」と「⑤ブラン

ド連想」の変数に，同時決定性による内生バイアスが発生している可能性がある。こうし

た同時決定性が存在し，説明変数と誤差項の間に相関関係がある内生性が生じると，通常

の最小二乗法で得られた推定値は一致性を持たなくなる。 こうした内生性の問題を解決

する手段として，連立方程式体系を同時推計する操作変数法で，一致性のある推定量を求

めることが考えられる。すなわち，誤差項𝜀𝜀𝜀𝜀𝑗𝑗𝑗𝑗と相関関係にない操作変数𝑧𝑧𝑧𝑧𝑛𝑛𝑛𝑛𝑗𝑗𝑗𝑗を説明変数とし

て推計した内生変数𝑥𝑥𝑥𝑥𝑘𝑘𝑘𝑘𝑗𝑗𝑗𝑗の理論値を[1]式の推計で用いることで，内生性バイアスを除去す

る。 
ここで，Keller(2001)のモデルに沿った分析を行う本研究では，「(1)手段と目的」の変数

を「(2)知識効果」の３変数𝑥𝑥𝑥𝑥𝑘𝑘𝑘𝑘𝑗𝑗𝑗𝑗への操作変数として用いることを考える。第 1 図は，「(1)手
段と目的」の変数が「(2)知識効果」へ影響する一方，「(3)ベネフィット」へは「(2)知識効

果」の形成を経て間接的に影響することを示す。ここではそのモデルにのっとって，内生

変数である「(2)知識効果(𝑥𝑥𝑥𝑥𝑘𝑘𝑘𝑘)」へ影響を及ぼすが，「(3)ベネフィット(𝑦𝑦𝑦𝑦𝑗𝑗𝑗𝑗)」へは直接的な影

響を及ぼさない操作変数として「(1)手段と目的」の変数を用いる。 
ただし，「(1)手段と目的」の変数の一部を，「(3)ベネフィット」に対する説明変数とした

い。これは，「(2)知識効果」のうちの「⑤ブランド連想」が，本研究で検証する２変数以外

にも無数に存在することから，「(3)ベネフィット」を被説明変数としたモデルに対して欠

落変数バイアスが生じる可能性を考慮したためである。ここでは [1]式で示したように，

「(2)知識効果」を形成する「(1)手段と目的」の一部の変数を，多様な「⑤ブランド連想」

の代理指標としてモデルに組み込んだ。なお，こうした代理指標の活用は，ブランド化の
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テレビ番組でよく知られることでコモディティ化が進み，好ましい印象につながりにくか

った可能性がある。 
「日常生活にはない刺激が得られる」では，「商品の効能・成分」，「テレビ番組」，「コン

テスト等の受賞実績」，「実際に行って」が正の影響を及ぼしていた。効能・成分のアピー

ルやテレビ番組での紹介，コンテスト等での受賞が，非日常的な「⑤ブランド連想」につ

ながり得る。また実際に訪れて当該産品を見聞きした人は，非日常的な印象を受ける傾向

にあることが示された。 
 

 
 続いて，第二段階の推定結果として，「価格プレミアム」を被説明変数とした際の GMM
の推定結果を第４表に示す。第４表のうち，ただの「GMM」が基本となるモデルであり，

第３表 推計結果（第一段階） 

分

類 
パラメータ (2) 知識効果 

ブランド認知 
④ 

ブランド連想⑤ 
自分の趣味や好みに

合う 
日常生活にはない刺

激が得られる 
係数 t 値 係数 t 値 係数 t 値 

 定数項 -1.26 -1.08 -0.42 -1.40 1.02** 3.88 
(1) 手段と目的 

①  
ブランド名・ロゴマーク -0.34+ -1.77 0.15** 3.00 -0.00 -0.00 
商品の見た目 -0.41 -0.81 0.11 0.87 0.03 0.28 

②  

商品の品質 0.13 0.67 0.18** 3.63 0.02 0.53 
商品の効能・成分 0.35 0.84 0.04 0.33 0.20* 2.13 
商品の歴史・伝統 -0.51* -1.99 0.22** 3.38 0.07 1.21 
商品の価格 -0.03 -0.06 -0.32** -2.63 0.09 0.87 
小売店等で商品を見て 0.73** 4.31 -0.08+ -1.90 -0.06 -1.45 
物産展やフェアで 0.43 1.61 0.05 0.65 -0.08 -1.29 
アンテナショップで -0.58 -1.07 0.28* 2.02 -0.04 -0.36 
自治体の長や職員の発言を聞

いて 
0.58 0.88 0.04 0.25 -0.13 -0.89 

自治体ホームページ -0.78 -1.23 0.23 1.43 -0.05 -0.33 
テレビ番組 0.38** 3.72 -0.11** -4.38 0.07** 2.98 
新聞記事 -0.49 -1.62 0.02 0.23 -0.07 -0.97 

③  
その地域のイメージ・印象 0.25 1.23 0.23** 4.41 0.03 0.54 
コンテスト等の受賞実績 -0.47 -0.69 -0.08 -0.47 0.41** 2.67 

その他 
 実際に行って -0.08 -0.16 -0.19 -1.56 0.23* 2.15 

実際に住んで 1.25 1.37 0.46+ 1.96 -0.32 -1.56 
果物ダミー -2.89+ -1.86 -0.21 -0.52 0.07 0.20 
水産ダミー 1.42 0.97 0.50 1.32 0.22 0.65 
畜産ダミー 1.48 0.98 -1.09** -2.82 0.08 0.25 

 
 
サンプルサイズ 
Uncentered R2 

 
169 

0.35 

 
169 

0.56 

 
169 

0.49 
注  **，*，+はそれぞれ，1%，5%，10%水準で有意であることを示す。なお分類の数字は，第 1 図や第 2 表の

数字と対応している。これらは，第４表から第６表でも同様である。 
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(i)，(ii)は基本モデルから操作変数を削除して組み合わせを変えたものである。なお，(i)，
(ii)の操作変数の組み合わせは，減らした変数の数それぞれで最も決定係数が大きかったも

のを選んだ。 
 

 
 まず「価格プレミアム」の推定結果について，説明する。第４表では「価格プレミアム」

に対して，「自分の趣味や好みに合う」，「日常生活にはない刺激が得られる」，「商品の品

質」，「小売店等で商品を見て」，「自治体の長や職員の発言を聞いて」，「果物ダミー」，「水

産ダミー」，「畜産ダミー」が有意に正の影響を及ぼしていた。また操作変数の組み合わせ

を変えた(i)の結果で「自分の趣味や好みに合う」が有意でなくなり，(ii)の結果で「商品の

品質」が有意でなくなっている。それ以外の結果については大差なく，頑健であることが

示された。 
第４表の結果のうち，ここでは，決定係数の最も大きかった「GMM」の結果について説

明する。まず，「日常生活にはない刺激が得られる」や「自分の趣味や好みに合う」といっ

第４表 GMM の推計結果（第二段階：価格プレミアム） 

分

類 

パラメータ (3)ベネフィット：価格プレミアム 
GMM GMM：(i) GMM：(ii) 

係数 t 値 係数 t 値 係数 t 値 
 定数項 -3.35** -4.55 -3.40** -4.32 -3.41** -4.22 
(2) 知識効果 
④ ブランド認知 0.06 0.40 0.08 0.34 0.04 0.16 

⑤ 
自分の趣味や好みに合う 0.42+ 1.68 0.54 1.39 0.74+ 1.78 
日常生活にはない刺激が得られる 1.05+ 1.91 1.14+ 1.95 1.05+ 1.75 

(1)手段と目的 

② 

商品の品質 0.34** 2.62 0.30+ 1.84 0.26 1.54 
商品の価格 -0.37 -1.35 -0.36 -1.21 -0.31 -1.03 
小売店等で商品を見て 0.36** 2.75 0.35* 2.01 0.38* 2.07 
自治体の長や職員の発言を聞いて 1.41** 3.64 1.40** 3.32 1.42** 3.27 
自治体ホームページ 0.55 1.47 0.52 1.38 0.43 1.10 
テレビ番組 -0.12 -1.40 -0.13 -1.32 -0.09 -0.88 
新聞記事 -0.27 -1.33 -0.26 -1.17 -0.32 -1.37 

その他 

 
果物ダミー 2.66** 3.11 2.80** 2.72 2.90** 2.74 
水産ダミー 3.05** 3.49 2.98** 3.03 3.06** 3.03 
畜産ダミー 5.24** 5.97 5.26** 5.69 5.53** 5.74 

 

 
サンプルサイズ 
Uncentered R2 
Sargan 検定 
Ssargan 検定の p 値 

 
169 

0.47 
9.09 
0.25 

 
169 

0.45 
7.25 
0.12 

 
169 

0.42 
4.28 
0.23 

注.分類④・⑤に該当する変数（内生変数𝑥𝑥𝑥𝑥𝑘𝑘𝑘𝑘𝑗𝑗𝑗𝑗）の操作変数𝑧𝑧𝑧𝑧𝑛𝑛𝑛𝑛𝑗𝑗𝑗𝑗として，ただの「GMM」では「ブランド名・ロゴマーク」，

「商品の見た目」，「商品の効能・成分」，「商品の歴史・伝統」，「物産展やフェアで」，「アンテナショップで」，「その地

域のイメージ・印象」，「コンテスト等の受賞実績」，「実際に行って」，「実際に住んで」を用いた。また，操作変数の組

み合わせを変えた(i)では，上述した操作変数から「商品の見た目」と「物産展やフェアで」，「その地域のイメージ・印

象」を削除し，(ii)では更に「ブランド名・ロゴマーク」を削除して推計した。 
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テレビ番組でよく知られることでコモディティ化が進み，好ましい印象につながりにくか

った可能性がある。 
「日常生活にはない刺激が得られる」では，「商品の効能・成分」，「テレビ番組」，「コン

テスト等の受賞実績」，「実際に行って」が正の影響を及ぼしていた。効能・成分のアピー

ルやテレビ番組での紹介，コンテスト等での受賞が，非日常的な「⑤ブランド連想」につ

ながり得る。また実際に訪れて当該産品を見聞きした人は，非日常的な印象を受ける傾向

にあることが示された。 
 

 
 続いて，第二段階の推定結果として，「価格プレミアム」を被説明変数とした際の GMM
の推定結果を第４表に示す。第４表のうち，ただの「GMM」が基本となるモデルであり，

第３表 推計結果（第一段階） 

分

類 
パラメータ (2) 知識効果 

ブランド認知 
④ 

ブランド連想⑤ 
自分の趣味や好みに

合う 
日常生活にはない刺

激が得られる 
係数 t 値 係数 t 値 係数 t 値 

 定数項 -1.26 -1.08 -0.42 -1.40 1.02** 3.88 
(1) 手段と目的 

①  
ブランド名・ロゴマーク -0.34+ -1.77 0.15** 3.00 -0.00 -0.00 
商品の見た目 -0.41 -0.81 0.11 0.87 0.03 0.28 

②  

商品の品質 0.13 0.67 0.18** 3.63 0.02 0.53 
商品の効能・成分 0.35 0.84 0.04 0.33 0.20* 2.13 
商品の歴史・伝統 -0.51* -1.99 0.22** 3.38 0.07 1.21 
商品の価格 -0.03 -0.06 -0.32** -2.63 0.09 0.87 
小売店等で商品を見て 0.73** 4.31 -0.08+ -1.90 -0.06 -1.45 
物産展やフェアで 0.43 1.61 0.05 0.65 -0.08 -1.29 
アンテナショップで -0.58 -1.07 0.28* 2.02 -0.04 -0.36 
自治体の長や職員の発言を聞

いて 
0.58 0.88 0.04 0.25 -0.13 -0.89 

自治体ホームページ -0.78 -1.23 0.23 1.43 -0.05 -0.33 
テレビ番組 0.38** 3.72 -0.11** -4.38 0.07** 2.98 
新聞記事 -0.49 -1.62 0.02 0.23 -0.07 -0.97 

③  
その地域のイメージ・印象 0.25 1.23 0.23** 4.41 0.03 0.54 
コンテスト等の受賞実績 -0.47 -0.69 -0.08 -0.47 0.41** 2.67 

その他 
 実際に行って -0.08 -0.16 -0.19 -1.56 0.23* 2.15 

実際に住んで 1.25 1.37 0.46+ 1.96 -0.32 -1.56 
果物ダミー -2.89+ -1.86 -0.21 -0.52 0.07 0.20 
水産ダミー 1.42 0.97 0.50 1.32 0.22 0.65 
畜産ダミー 1.48 0.98 -1.09** -2.82 0.08 0.25 

 
 
サンプルサイズ 
Uncentered R2 

 
169 

0.35 

 
169 

0.56 

 
169 

0.49 
注  **，*，+はそれぞれ，1%，5%，10%水準で有意であることを示す。なお分類の数字は，第 1 図や第 2 表の

数字と対応している。これらは，第４表から第６表でも同様である。 

- 68 -
− 69 −



たブランド連想が，「価格プレミアム」へ繋がり得ることが示された。また，高い品質と知

覚されることで「価格プレミアム」が上昇する点や，自治体の長や職員の発言がブランド

産品のアピールへ有効である点が示された。さらに，「小売店等で商品を見て」がプラスに

有意であり，流通到達度の高い商品ほど価格プレミアムが高くなることが示唆された。 
 また，「愛着度」を被説明変数とした際の R-OLS，2SLS，GMM の推計結果を第５表に，

操作変数の組み合わせを変えた 2SLS と GMM の推計結果を第６表に示す。なお，第６表

では 2SLS と GMM とも，(i)，(ii)の操作変数の組み合わせは，減らした変数の数それぞれ

で最も決定係数が大きかったものを選んだ。 
第５表の 2SLS と GMM では，「愛着度」に対して，「④ブランド認知」，「自分の趣味や

好みに合う」，「小売店等で商品を見て」，「自治体の長や職員の発言を聞いて」，「果物ダミ

ー」が有意に正の影響を及ぼしていた。R-OLS ではこれらに加えて，「自治体ホームペー

ジ」と「水産ダミー」がプラスに有意であった。また操作変数の組み合わせを変えた第６

表では，2SLS と GMM の(i)・(ii)とも「自治体の長や職員の発言を聞いて」が有意でなく

なり，また 2SLS の(ii)でブランド認知が有意でなくなっていた。このうち 2SLS の(ii)で
ブランド認知が有意でないが，GMM の(ii)で有意であったのは，不均一分散が影響した可

能性がある。それ以外の第６表の結果については，第５表の GMM の結果と大差なく，頑

健であることが示された。 
ここでは，第５表，第６表で共通の結果が得られたもののみを検討する。ただし，2SLS

の(ii)で不均一分散が影響した可能性のある「ブランド認知」についても検討する。まず，

「ブランド認知」や好ましい「ブランド連想」を得ることが，愛着度へつながることが示

された。また「価格プレミアム」と同じく，小売店等で販売されている商品がブランド・

エクイティを獲得している可能性が示された。 
なお，第４表から第６表までの過剰識別制約の Sargan 検定はいずれも統計的に有意で

なく，操作変数と[1]式の誤差項𝜀𝜀𝜀𝜀𝑗𝑗𝑗𝑗が相関していないことが棄却できないことを示す。すな

わち，本研究で用いた操作変数が適切と判断できることを示している。 
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第５表 推計結果（第二段階：愛着度） 

分

類 
パラメータ (3) ベネフィット：愛着度 

R-OLS 2SLS GMM 
係数 t 値 係数 t 値 係数 t 値 

 定数項 -2.94** -4.77 -3.19** -3.22 -3.19** -3.38 
(2) 知識効果 
④ ブランド認知 0.20** 4.34 0.30+ 1.81 0.30+ 1.90 

⑤ 
自分の趣味や好みに合う 0.68** 4.37 1.26** 3.87 1.26** 4.06 
日常生活にはない刺激が得られる -0.24 -1.10 0.22 0.28 0.22 0.30 

(1) 手段と目的 

② 

商品の品質 0.17 1.52 -0.00 -0.01 -0.00 -0.01 
商品の価格 0.36 1.25 0.44 1.26 0.44 1.33 
小売店等で商品を見て 0.49** 4.69 0.44** 2.94 0.44** 3.09 
自治体の長や職員の発言を聞いて 0.96** 2.73 0.86+ 1.90 0.86* 1.99 
自治体ホームページ 0.68* 2.07 0.61 1.42 0.61 1.50 
テレビ番組 0.09 1.24 0.08 0.76 0.08 0.80 
新聞記事 -0.18 -1.04 -0.14 -0.60 -0.14 -0.63 

その他 

 

実際に行って 0.12 0.39 0.05 0.14 0.05 0.14 
実際に住んで 0.61 0.97 0.14 0.20 0.14 0.21 
果物ダミー 2.54** 3.32 3.11** 3.24 3.11** 3.40 
水産ダミー 1.57+ 1.90 1.26 1.28 1.26 1.34 
畜産ダミー 0.22 0.24 0.30 0.31 0.30 0.32 

  
サンプルサイズ 
Uncentered R2 
Sargan 検定 
Ssargan 検定の p 値 
R2 

 
169 

 
 
 

0.55 

 
169 

 
3.56 
0.61 
0.49 

 
169 

0.54 
3.56 
0.61 

注.分類④・⑤に該当する変数（内生変数𝑥𝑥𝑥𝑥𝑘𝑘𝑘𝑘𝑗𝑗𝑗𝑗）の操作変数𝑧𝑧𝑧𝑧𝑛𝑛𝑛𝑛𝑗𝑗𝑗𝑗として，「ブランド名・ロゴマーク」，「商品の見た目」，「商品

の効能・成分」，「商品の歴史・伝統」，「物産展やフェアで」，「アンテナショップで」，「その地域のイメージ・印象」，

「コンテスト等の受賞実績」を用いた。 
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たブランド連想が，「価格プレミアム」へ繋がり得ることが示された。また，高い品質と知

覚されることで「価格プレミアム」が上昇する点や，自治体の長や職員の発言がブランド

産品のアピールへ有効である点が示された。さらに，「小売店等で商品を見て」がプラスに

有意であり，流通到達度の高い商品ほど価格プレミアムが高くなることが示唆された。 
 また，「愛着度」を被説明変数とした際の R-OLS，2SLS，GMM の推計結果を第５表に，

操作変数の組み合わせを変えた 2SLS と GMM の推計結果を第６表に示す。なお，第６表

では 2SLS と GMM とも，(i)，(ii)の操作変数の組み合わせは，減らした変数の数それぞれ

で最も決定係数が大きかったものを選んだ。 
第５表の 2SLS と GMM では，「愛着度」に対して，「④ブランド認知」，「自分の趣味や

好みに合う」，「小売店等で商品を見て」，「自治体の長や職員の発言を聞いて」，「果物ダミ

ー」が有意に正の影響を及ぼしていた。R-OLS ではこれらに加えて，「自治体ホームペー

ジ」と「水産ダミー」がプラスに有意であった。また操作変数の組み合わせを変えた第６

表では，2SLS と GMM の(i)・(ii)とも「自治体の長や職員の発言を聞いて」が有意でなく

なり，また 2SLS の(ii)でブランド認知が有意でなくなっていた。このうち 2SLS の(ii)で
ブランド認知が有意でないが，GMM の(ii)で有意であったのは，不均一分散が影響した可

能性がある。それ以外の第６表の結果については，第５表の GMM の結果と大差なく，頑

健であることが示された。 
ここでは，第５表，第６表で共通の結果が得られたもののみを検討する。ただし，2SLS

の(ii)で不均一分散が影響した可能性のある「ブランド認知」についても検討する。まず，

「ブランド認知」や好ましい「ブランド連想」を得ることが，愛着度へつながることが示

された。また「価格プレミアム」と同じく，小売店等で販売されている商品がブランド・

エクイティを獲得している可能性が示された。 
なお，第４表から第６表までの過剰識別制約の Sargan 検定はいずれも統計的に有意で

なく，操作変数と[1]式の誤差項𝜀𝜀𝜀𝜀𝑗𝑗𝑗𝑗が相関していないことが棄却できないことを示す。すな

わち，本研究で用いた操作変数が適切と判断できることを示している。 
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５. 考察 

 
本研究では日経リサーチ（2013）のデータを基に，Keller（2001）の提示した第１図の

モデルに従って農産物ブランドに対する購買行動の規定要因を検証した。以下では本研究

の締めとして，農産物のブランド化へ向けた取組への含意と，農産物ブランドの購買意思

決定過程に関する理論的示唆を提示する。 
 まず農産物のブランド化へ向けた取組への含意として，「小売店等で商品を見て」が「価

格プレミアム」と「愛着度」の双方に有意に正の影響を及ぼしており，流通到達度が購買

行動へ強く影響することが示唆された。また，「自治体の長や職員の発言を聞いて」が「価

格プレミアム」へ有意に正の影響を及ぼしており，自治体からの積極的な情報発信の重要

第６表 操作変数の組み合わせを変えた 2SLS と GMM の推計結果（第二段階：愛着度） 

分

類 
パラメータ (3) ベネフィット：愛着度 

2SLS：(i) 2SLS：(ii) GMM：(i) GMM：(ii) 
係数 t 値 係数 t 値 係数 t 値 係数 t 値 

 定数項 -3.13** -2.96 -3.11** -2.90 -3.13** -3.11 -3.11** -3.04 
(2) 知識効果 
④ ブランド認知 0.37+ 1.66 0.38 1.62 0.37+ 1.75 0.38+ 1.70 

⑤ 

自分の趣味や好みに合

う 
1.44** 3.09 1.43** 2.94 1.44** 3.25 1.43** 3.09 

日常生活にはない刺激

が得られる 
0.30 0.36 0.30 0.35 0.30 0.37 0.30 0.36 

(1) 手段と目的 

② 

商品の品質 -0.06 -0.32 -0.06 -0.31 -0.06 -0.34 -0.06 -0.32 
商品の価格 0.49 1.30 0.49 1.30 0.49 1.36 0.49 1.36 
小売店等で商品を見て 0.39* 2.15 0.39* 2.07 0.39* 2.26 0.39* 2.17 
自治体の長や職員の発

言を聞いて 
0.77 1.56 0.77 1.54 0.77 1.63 0.77 1.62 

自治体ホームページ 0.61 1.33 0.61 1.33 0.61 1.40 0.61 1.39 
テレビ番組 0.07 0.58 0.07 0.56 0.07 0.61 0.07 0.59 
新聞記事 -0.10 -0.37 -0.09 -0.36 -0.10 -0.39 -0.09 -0.37 

その他 

 

実際に行って 0.05 0.14 0.06 0.14 0.05 0.14 0.06 0.15 
実際に住んで -0.03 -0.03 -0.02 -0.03 -0.03 -0.04 -0.02 -0.03 
果物ダミー 3.37** 3.03 3.38** 3.03 3.37** 3.18 3.38** 3.18 
水産ダミー 1.08 0.98 1.07 0.97 1.08 1.03 1.07 1.01 
畜産ダミー 0.22 0.21 0.21 0.19 0.22 0.22 0.21 0.20 

  
サンプルサイズ 
Uncenterd R2 
Sargan 検定 
Ssargan 検定の p 値 
R2 

 
169 

 
2.82 
0.42 
0.43 

 
169 

 
2.82 
0.24 
0.43 

 
169 

0.49 
2.82 
0.42 

 
169 

0.49 
2.82 
0.24 

注.2SLS と GMM 双方とも，(i)では，表５で示した操作変数から「アンテナショップで」と「その地域のイメージ・印象」

を削除し，(ii)では更に「商品の歴史・伝統」を削除して推計した。 
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性が示された。この他，「テレビ番組」が「④ブランド認知」や「⑤ブランド連想」へ有意

な影響を及ぼしており，「(ii)知識効果」の形成へ強く寄与することが示された。また，ア

ンテナショップでの接点や魅力的なブランド名・ロゴマークが好ましい印象の形成に有用

である点や，コンテストでの受賞が非日常的なイメージの形成に有用である点等，具体的

な手段がどのような目的へ有効であるかが示された。 
 続いて，農産物ブランドの購買意思決定過程に関する理論的示唆を提示する。既述のと

おり，「価格プレミアム」へ「自分の趣味や好みに合う」や「日常生活にはない刺激が得ら

れる」がプラスに有意であり，また「愛着度」へ「④ブランド認知」や「自分の趣味や好

みに合う」がプラスに有意であるといったように，「④ブランド認知」や「⑤ブランド連想」

が購買行動へ結びつくとする Keller（2001）のモデルが農産物ブランドにおいて実証され

た。先行研究では，朴ら（2007）や杉田・木南（2012）においてブランドイメージの形成

が購買行動につながっていないとする結果が出ており，森高ら（2014）でも満足から購買

への効果が小さい等，地域ブランドのイメージ戦略に限界がある可能性が示唆されていた。

ただし，これらの研究は一部のブランド産品に着目したものであり，ブランド全体の傾向

からブランド連想の効果を検証すると，イメージの形成も重要であることが示された。 ま
た，中島（2009）や斎藤（2010）が品質管理の重要性を述べ，朴ら（2007）や杉田・木南

（2012）が知覚品質の有効性を示した点と同様に，本研究でも，「商品の品質」の魅力度が

「自分の趣味や好みに合う」というブランド連想に結びつき，また「価格プレミアム」に

有意に正の影響を及ぼしていた。高い品質を認知されることが購買行動へ結びつく点を，

本研究でも実証した。 
 
注（1）各調査年における回答者が，異なる点に留意が必要である。 

（2）検定結果は，以下のとおり。価格プレミアムを被説明変数とした際の不均一分散の検定では，White 検定は

𝜒𝜒𝜒𝜒2=33.55，p 値=0.03 で，Breusch-Pagan 検定は𝜒𝜒𝜒𝜒2=46.03，p 値=0.00 であった。愛着度を被説明変数とした

際の不均一分散の検定では，Whit 検定は𝜒𝜒𝜒𝜒2=29.33，p 値=0.08 で，Breusch- Pagan 検定は𝜒𝜒𝜒𝜒2=35.08，p 値=0.02

であった。 

（3）2SLS や GMM については，北村（2009）等に詳しい。なお，我が国の農業経済学分野でこうした操作変数法

を用いた研究として，若林（2010）や草処（2010）などがあるが，農産物ブランドの購買意思決定過程に適用

した研究は，私見の限り見当たらない。また既述のとおり，農産物ブランドの購買意思決定過程は構造方程式

モデリングで分析されることが多いが，25 個の観測変数間の相互関係の検証は非常に煩雑となるため，用いな

かった。 

（4）検定結果は，以下のとおり。価格プレミアムを被説明変数とした際の内生性の検定では，Wu- Hausman 検定

は F=3.13，p 値=0.03 で，Durbin-Wu-Hausman 検定は𝜒𝜒𝜒𝜒2=9.85，p 値=0.02 であった。愛着度を被説明変数と

した際の内生性の検定では，Wu-Hausman検定はF=2.31，p値=0.08で，Durbin-Wu-Hausman検定は𝜒𝜒𝜒𝜒2=7.46，

p 値=0.06 であった。 
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５. 考察 

 
本研究では日経リサーチ（2013）のデータを基に，Keller（2001）の提示した第１図の

モデルに従って農産物ブランドに対する購買行動の規定要因を検証した。以下では本研究

の締めとして，農産物のブランド化へ向けた取組への含意と，農産物ブランドの購買意思

決定過程に関する理論的示唆を提示する。 
 まず農産物のブランド化へ向けた取組への含意として，「小売店等で商品を見て」が「価

格プレミアム」と「愛着度」の双方に有意に正の影響を及ぼしており，流通到達度が購買

行動へ強く影響することが示唆された。また，「自治体の長や職員の発言を聞いて」が「価

格プレミアム」へ有意に正の影響を及ぼしており，自治体からの積極的な情報発信の重要

第６表 操作変数の組み合わせを変えた 2SLS と GMM の推計結果（第二段階：愛着度） 

分

類 
パラメータ (3) ベネフィット：愛着度 

2SLS：(i) 2SLS：(ii) GMM：(i) GMM：(ii) 
係数 t 値 係数 t 値 係数 t 値 係数 t 値 

 定数項 -3.13** -2.96 -3.11** -2.90 -3.13** -3.11 -3.11** -3.04 
(2) 知識効果 
④ ブランド認知 0.37+ 1.66 0.38 1.62 0.37+ 1.75 0.38+ 1.70 

⑤ 

自分の趣味や好みに合

う 
1.44** 3.09 1.43** 2.94 1.44** 3.25 1.43** 3.09 

日常生活にはない刺激

が得られる 
0.30 0.36 0.30 0.35 0.30 0.37 0.30 0.36 

(1) 手段と目的 

② 

商品の品質 -0.06 -0.32 -0.06 -0.31 -0.06 -0.34 -0.06 -0.32 
商品の価格 0.49 1.30 0.49 1.30 0.49 1.36 0.49 1.36 
小売店等で商品を見て 0.39* 2.15 0.39* 2.07 0.39* 2.26 0.39* 2.17 
自治体の長や職員の発

言を聞いて 
0.77 1.56 0.77 1.54 0.77 1.63 0.77 1.62 

自治体ホームページ 0.61 1.33 0.61 1.33 0.61 1.40 0.61 1.39 
テレビ番組 0.07 0.58 0.07 0.56 0.07 0.61 0.07 0.59 
新聞記事 -0.10 -0.37 -0.09 -0.36 -0.10 -0.39 -0.09 -0.37 

その他 

 

実際に行って 0.05 0.14 0.06 0.14 0.05 0.14 0.06 0.15 
実際に住んで -0.03 -0.03 -0.02 -0.03 -0.03 -0.04 -0.02 -0.03 
果物ダミー 3.37** 3.03 3.38** 3.03 3.37** 3.18 3.38** 3.18 
水産ダミー 1.08 0.98 1.07 0.97 1.08 1.03 1.07 1.01 
畜産ダミー 0.22 0.21 0.21 0.19 0.22 0.22 0.21 0.20 

  
サンプルサイズ 
Uncenterd R2 
Sargan 検定 
Ssargan 検定の p 値 
R2 

 
169 

 
2.82 
0.42 
0.43 

 
169 

 
2.82 
0.24 
0.43 

 
169 

0.49 
2.82 
0.42 

 
169 

0.49 
2.82 
0.24 

注.2SLS と GMM 双方とも，(i)では，表５で示した操作変数から「アンテナショップで」と「その地域のイメージ・印象」

を削除し，(ii)では更に「商品の歴史・伝統」を削除して推計した。 
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第７章 地域ブランド化の和牛肥育経営体への効果 

―農林業センサス個票データを用いた分析より― 

 
大橋 めぐみ・大呂 興平（大分大学教授（客員研究員）） 

飯田 恭子・内藤 恵久・八木 浩平 

 

１.はじめに 

 
地域ブランド化の取組において，生産者への効果を示すことは，地域ブランド化の推進の

根拠として重要である。ここで生産者数の維持や増加といった効果の測定のためには，長期

的な経年変化の分析や，ブランドと非ブランド間での比較分析などが必要であるが，農林業

センサスなどの全国的な統計では，生産者がブランド化に取り組んでいるか否かが調査さ

れていないため，こうした分析には限界があった。 
そこで，本研究では，ブランドに関する情報が充実している和牛のブランドを対象に，農

林業センサスの個票データを用いた分析を行う。和牛は，品種や生産方法などを認定基準と

する地域名を冠したブランドが古くから多く存在し，各ブランドのホームページや全国の

牛肉銘柄検索システムなどの公表データから，各ブランドの肥育農家の地理的範囲を知る

ことができる。ブランド地域内の生産者のほとんどは，当該ブランドに出荷しているため，

「ブランド地域に立地」と「ブランド牛を生産」する生産者はほぼ重なっていると考えられ

る。そのため，和牛ブランドの肥育農家の地理的範囲の生産者について，農林業センサスの

個票に，「ブランド地域に立地」という変数を作成して追加することにより，ブランド地域

に立地する生産者の長期的・全国的な分析を行うことが可能となる。 
なお，和牛のブランドは多様であり，その生産者の地理的範囲の広さも非常に多様である。

一般に，地理的範囲を狭く限定したブランドは，生産者の帰属意識の醸成，ブランドの希少

価値などの面で利点があるが，ブランド管理のコストが高くなりがちといった課題がある。

一方，地理的範囲が広いブランドは，ロットが大きく，ブランド管理やマーケティングを効

率的にできることや量販店への安定的な出荷に利点がある。しかし，品質基準が高くない場

合はブランドとしての差別化が困難となる。「市町村」のように狭い範囲のブランドを選択

するか，「県単位」のように広い範囲のブランドを選択するかは，重要な課題といえる。 
一方で，和牛肥育を行う生産者も非常に多様であり，ブランド化の生産者への効果も生産

者によって異なると考えられる。肉用牛生産者の特徴としても最も重要な要素は頭数規模

といえるだろう。我が国の肉用牛生産者はその規模の零細さが指摘されてきたが，近年，全

国的に頭数規模の拡大が進んでいる。ただし，その方向性は，超大規模なメガファーム，大

規模な法人化，家族経営の範囲での規模拡大など，多様である。 
こうした視点から，本研究では，（1）ブランドの地理的範囲として，地理的範囲が広いブ
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ランド地域（県単位など），狭いブランド地域（市町村など），ブランド地域以外，に類型化

し，また（2）生産者の経営規模として，和牛肥育牛飼養頭数が 49 頭以下（小規模），50～
199 頭（中規模），200 頭以上（大規模）に類型化し，分析を行う(1)。 
本分析の仮説は，地域ブランド化を行っている産地では中規模の家族経営体であっても

肥育経営を継続できる率が高いのではないかということである。そのため，地域として見る

と，地域ブランド化をはかってきた地域では，地域内に一定の数の中規模な家族経営体が面

的な広がりを持って維持されているのではないかというのが，本分析の仮説である。 
第２節では，まず，分析に利用したデータについて説明する。第３節では，和牛ブランド

地域を類型化し，それぞれの生産基準や品質基準，販路などの特徴を把握する。第４節では，

各類型の生産者の特徴や，2010 年から 2015 年の経営の継続率の差を比較する。また，第

５節では，ロジスティック回帰分析により，和牛肥育を行う生産者の 2010 年から 2015 年

への継続に影響を与える要因について分析する。 
 
２.分析の枠組み 

 

分析に利用したデータは第１図のとおりである。まず，ブランド地域の特定については，

全国における牛肉ブランドの特徴が記載されている，「銘柄牛肉検索システム」（公益財団法

人日本食肉消費総合センター，http://jbeef.jp/brand/）を用いた。具体的には，全牛肉ブラ

ンドのデータを閲覧し，各銘柄の特徴（生産基準，品質基準，肥育農家の地理的範囲，主な

出荷先，出荷頭数等）についてエクセル形式のブランドのリストのデータを作成した（236
銘柄）。なお，不足している情報については，各ブランドのホームページ等で確認して補足

した。 

次に，公表されている農林業センサスの地図データ（旧市町村単位）をダウンロードし，

前述したエクセル形式のブランドのリストのデータを参照し各牛肉ブランドの肥育農家の

地理的範囲である場合を 1，それ以外を 0 とする二値データを属性テーブルに加えたデータ

を作成した。当該旧市町村がいずれのブランド地域の範囲である（あるいは範囲でない）か

については，リストの生産地名と地図データの旧市町村・農業集落名を照合し，筆者らが手

動で入力した。

さらに，肉用牛を 1 頭以上飼養する農業経営体(2)について個票データの利用を申請し，

前述した地図データと個票を旧市町村コードで接続し，和牛ブランド地域の範囲に立地す

る農業経営体について，個票データに，「ブランド地域に立地」しているか否かという変

数を追加した。 
なお本稿では，肉用牛の肥育を 1 頭以上行っている農業経営体について，2005 年から 2015

年の 3 回分のデータを農業経営体単位で接続したパネルデータを作成した。 
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第１図 分析データの概要 

 
３.ブランド地域の類型化 

  
ここでは，牛肉銘柄検索システム及び各ブランドのウェブサイトによる補足から作成し

た 236 銘柄のデータから，全国の牛肉ブランド地域の特徴の分析を行う。牛肉のブランド

は非常に多様であり，何らかの地理的範囲をブランドの基準とするブランド（以下「地域ブ

ランド」という。）以外にも，特定の大規模な農業経営体，食品製造業，流通業などによる

ブランド（以下「地域ブランド以外のブランド」という。）がある。 
 

 
第２図 ブランドの設立年次 

資料：公益財団法人日本食肉消費総合センター「銘柄牛肉検索システム」を基に作成 

 
第２図には，各ブランドの設立年を地域ブランド（黒毛和種），地域ブランド（他品種），

地域ブランド以外のブランドに区分して示した。なお，地域ブランド（他品種）には，交雑

種，乳用種，その他の和牛などのブランドが含まれる。 
地域ブランド（黒毛和種）は，1980 年から 1989 年，2000 年から 2009 年頃に設立した

ブランドが多い。一方，地域ブランド（他品種）や地域ブランド以外のブランドのほとんど

は，1990 年以降に設立されており，2000 年代に多く設立されている。こうしたことから，

後述するブランドの類型化にあたっては，1989 年以前と 1990 年以降の設立に区分するこ

ととした。 

農林業センサス地図 

（旧市町村単位） 

地域名（旧市町村名） 
旧市町村コード 

 

農林業センサス個票データ 

（個人単位） 

旧市町村コード 
農業経営体の特徴 

牛肉銘柄検索システム・ 

各ブランドホームページ 

ブランドの特徴 
生産地名（肥育農家の地理的

範囲） 
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 第１表には，上記の 3 類型に加え，肥育農家の地理的範囲が県単位（以下「県単位」とい

う。）であるか，それより小さい範囲（市町村，複数市町村，旧市町村単位などを含む，以

下「市町村」という。）であるか，ブランド設立年が 1990 年以前であるか否かという視点

から各ブランドを区分して，主な出荷先や生産・品質基準などの特徴について示した。 
 

第１表 牛肉ブランドの特徴 

 
資料：公益財団法人日本食肉消費総合センター「牛肉銘柄検索システム」，各ブランドウェブサイトを基に作成。 

注(1）品種が「黒毛和種」は黒毛和種のみのブランド，「他品種」の類型は，乳用種，交雑種，その他の和牛などのブラ

ンドである。 

(2）分析対象外とは，特定の大規模な農業経営体や食品製造業，流通業などによるブランドであり，地域ブランドで

はないため，分析の対象外とした。 

(3）その他の独自基準とは，例えば，雌の未経産牛であることや子牛の生産地など，上記の品質基準，生産基準以外

に独自に設けている基準を指す。 

(4）主な出荷先とは，各ブランドの主な出荷先（複数回答）であり，各類型で，その出荷先に出荷しているブランド

数の割合を示す。 

(5）「地域ブランド（他品種）」「地域ブランド以外のブランド」の設立年はほとんどが 2000年以降であるため設立年

で区分していない。また，「地域ブランド以外のブランド」は肥育農家の地理的範囲が設定されていないことが多

いため，肥育農家の地理的範囲で区分していない。 

 

まず，地域ブランド（黒毛和種）について見ると，肥育農家の地理的範囲が「市町村」の

黒毛和種のブランドは，16 のブランドが 1989 年以前，33 のブランドが 1990 年以降に設

立されている。市町村内の肥育農家に限定されるため平均出荷頭数は，789 頭，678 頭と

「県単位」と比較して少ない。ブランドの認定基準について見ると，どちらも，「県単位」

のブランドと比較して，飼料給与基準，出荷月齢，出荷体重などの「生産基準」の設定割合

が高く，「品質規格あり」の割合は低い。「市町村」のブランドは，産地で肥育期間や独自の

基準などを設けるなど地域全体で高品質化を図っている一方で，出荷頭数を確保するため

には，品質基準をあまり高く設定できない場合もあるのではないかと推察される。多くのブ

1989年

以前

1990年

以降

1989年

以前

1990年

以降

16 33 21 35 28 30 73

789 678 5,207 2,395 1,369 4,920 1,047

品質基準あり（格付け等級等） 75.0 72.7 85.7 77.1 64.3 73.3 67.1

生産基準（飼料給与基準）あり 56.3 51.5 42.9 42.9 60.7 66.7 65.8

生産基準（出荷月齢）あり 93.8 93.9 38.1 65.7 71.4 60.0 87.7

生産基準（出荷体重）あり 75.0 81.8 38.1 48.6 67.9 46.7 75.3

その他の独自基準あり 62.5 42.4 19.0 42.9 50.0 66.7 67.1

（市場出荷の有無） 81.3 51.5 81.0 74.3 57.1 60.0 41.1

中央市場（東京食肉市場） 56.3 30.3 33.3 28.6 14.3 20.0 20.5

その他市場 37.5 27.3 76.2 57.1 50.0 53.3 24.7

産地食肉センター 12.5 15.2 33.3 20.0 14.3 6.7 9.6

生産者団体（JA等） 12.5 24.2 14.3 11.4 21.4 20.0 17.8

食品製造業等 6.3 6.1 4.8 14.3 7.1 10.0 13.7

その他(相対、家畜商、精肉店等) 18.8 15.2 9.5 14.3 25.0 6.7 28.8

地域ブランド（黒毛和種） 地域ブランド（他品種） 地域ブ

ランド

以外の

ブラン

ド

肥育農家の範囲 市町村 県単位 市町村 県単位

ブランド設立年

神戸ビーフ、宮崎

牛、近江牛、かご

しま黒牛、比婆牛

くまもとあか牛

ブランド数

平均出荷頭数（頭）

基準の有

無（%)

主な出荷

先（複数

回答,%)

GI登録銘柄

但馬牛(三田肉)、

米沢牛、特産松阪

牛(一部)、前沢

牛、尾花沢牛
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ランドは，品質基準を日本格付け協会の格付けで 4 等級・5 等級以上としているが，独自基

準を満たした場合は 3 等級以上，あるいは格付けを問わないとしているブランドもある。

また，出荷先を見ると，「黒毛和種・市町村・1989 年以前」で，特に中央市場（東京食肉市

場）出荷の割合が 56.3％と高い。これは，知名度が高いブランドが多いため中央市場で高

値販売されているためと考えられる。米沢牛，松阪牛，前沢牛のように，地理的表示保護制

度（以下「GI 制度」という。）を取得した伝統的なブランドも，多くがこの「黒毛和種・市

町村・1989 年以前」の類型に含まれる。一方，「黒毛和種・市町村・1990 年以降」のブラ

ンドは，中央市場への出荷割合が 30.3％と低く，設立後の年数が短く知名度がそれほど高

くないブランドも含まれると考えられる。 
 一方で，肥育農家の地理的範囲が「県単位」の黒毛和種のブランドは，21 のブランドが

1989 年以前，35 のブランドが 1990 年以降に設立されている。「品質規格あり」の割合が，

「1989 年以前」のブランドで 85.7％，「1990 年以降」のブランドで 77.1％と，比較的高い。

一方で，生産基準を設定している割合は，飼料給与基準，出荷月齢，出荷体重，独自基準の

いずれにおいても，「市町村」ブランドと比較して，かなり低い。「県単位」のブランドは，

詳細な生産基準は設けずに，県の全出荷牛から，主に格付けなどの品質規格を用いてブラン

ド化を行う場合が多いためと考えられる。こうした「県単位」の類型では，平均出荷頭数が

「1989 年以前」のブランドで 5,207 頭，「1990 年以降」のブランドで 2,397 頭と多く，ロ

ットを揃えることで市場での知名度の上昇や，量販店への安定供給を図る戦略を行ってい

る。出荷先としては，「その他市場」，「産地食肉センター」への出荷が多くなっている。こ

れらのブランドについて GI 制度との関係を見ると，県独自の血統である但馬牛を素牛とす

る神戸ビーフのように地域と結びついた特性が明確な銘柄もあるが(3)，宮崎牛，かごしま黒

牛のように，地域と結びついた特性というよりもむしろ「消費者の認知」を根拠に GI 制度

に登録している銘柄が多い。 
また，「地域ブランド（他品種）」は乳用種や交雑種を対象とするブランドが多く，主に 2000
年以降に設立されている。市町村単位では生産基準（特に飼料給与基準）が，「県単位」の

類型では，品質基準の設定が多く，地方市場や生産者団体（JA 等）への出荷が多い。「市町

村」の類型ではその他（相対等）への出荷が多い。また，「地域ブランド以外」の類型は，

相対取引が 28.8％と，他の類型と比較して多くなっているのが特徴的である。 
 

４．類型間の比較分析  

 
以下，本稿では，「黒毛・市町村・1989 年以前」「黒毛・県単位・1989 年以前」をブラン

ド地域として分析の対象とする。さらに，生産・品質基準のいずれも設定していないブラン

ド（「黒毛・市町村・1989 年以前」の 16 のうち 3，「黒毛・県単位・1989 年以前」21 のう

ち 10）を除外した。 
その理由は，まず，「地域ブランド以外」については，農業経営体が当該ブランドとして

出荷しているか否かを立地から推察することが困難であること，また，ブランド設立から一
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定の期間が経過していないブランドは，ブランドが未確立であり，まだ効果が生まれていな

いブランドも多いと考えられるためである。さらに，前述したように，我が国ではブランド

の乱立と指摘されるように，2000 年代に多くのブランドが設立され，ほとんどの地域で何

らかのブランドが設立されている状況となっているが，実際に差別化につながっていない

ブランドも含まれている。そのため，生産・品質基準がないブランドは実質的なブランドと

いえないものも含まれるため除外した。ある程度ブランドが確立していると考えられる地

域，つまり，何らかの基準を設け，設立から一定の年数が経過しているブランド地域に焦点

を当てることで，ブランドの生産者に対する効果を推察することが可能になると考える。 
また，「市町村」のように狭い範囲のブランドを選択するか，「県単位」のように広い範囲

のブランドを選択するかという課題は，ブランド戦略として大きな課題といえる。こうした

問題意識から，本稿では，「市町村」のブランドの対象地域，「県単位」のブランドの対象地

域，「その他」の地域に，地域を類型化した比較分析を行う。 
以下の分析では，「黒毛・市町村・1989 年以前」を「市町村ブランド」，「黒毛・県単位・

1989 年以前」を「県単位ブランド」とし，それ以外の和牛生産地域を「その他」(4)として，

それぞれの地域に立地し，肉用種を１頭以上肥育する農業経営体の特徴を比較する。具体的

な範囲は第２表のとおりである。 
 

第２表 分析に利用した「市町村ブランド」「県単位ブランド」の範囲 

 

資料：公益財団法人日本食肉消費総合センター「銘柄牛肉検索システム」各ブランド HPを基に作成 

注(1) 実質的な生産・品質基準がないブランド（市町村 16のうち 3，県単位 21のうち 10）を除外した。「市町村」と

「県単位」が重複する地域に立地する経営体は「市町村ブランド」に区分した。 

(2）GI登録銘柄のうち，尾花沢牛（1997年設立），かごしま黒牛（等級規定なし），比婆牛（年鑑に掲載なし）は上記

のブランド地域に含まれていない。 

 
なお，農林業センサスでの「肉用牛」は和牛に加え，肥育用の乳用種や交雑種の肥育牛を

含む肉用の牛である。一方，「肉用種」は和牛を指す。混同を避けるため，以下では，肉用

種を「和牛」と表記する(5)。 

また，上記のブランド地域類型に加え，和牛肥育牛飼養頭数の規模（小規模 49 頭以下，

中規模 50～199 頭，大規模 200 頭以上）を用い，類型に分けた。なお，ブランド地域類型
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と和牛肥育牛飼養頭数規模の類型の関係を見ると（第３表），「市町村ブランド」では中規模

（50～199 頭）の経営者の構成比が高く，「県単位ブランド」は大規模（200 頭以上）の農

業経営体の構成比が高い傾向がある。 
 

第３表 ブランド地域・和牛肥育牛頭数規模の類型別の農業経営体数（2010年） 

                                 単位：経営体（％） 

 

資料：農林水産省「2010年農林業センサス」 

 

 これらの 9 類型について，経営体の特徴として，（1）品種及び頭数の選択，（2）飼料基

盤，（3）販売先多様化，（4）経営の継続性という視点から，2010 年農林業センサスの項目

について見る（第４表）。 

まず，（1）品種及び頭数の選択は肉用牛飼養農家の最も重要な戦略である。近年，和牛

の飼養農家が，より低コストで導入可能な交雑種を導入し，逆に乳用種や交雑種を肥育す

る経営体が和牛を導入するなど，品種の組み合わせは多様化している。品種別の飼養頭数

割合や 1 頭当たり販売額の項目について比較すると，いずれの規模でも，「市町村ブラン

ド」，「県単位ブランド」，「その他」の順で，肉用牛飼養頭数に占める「和牛の肥育牛」の

割合が高い傾向があり，肉用牛 1 頭当たり販売額も高い。地域ブランド地域では，和牛を

中心に飼養する経営体が多いといえる。 
 次に，（2）飼料基盤についても，自給率を高める，購入飼料を選択，地域のセンターの利

用など，多様な戦略があるが，いずれの規模でも「市町村ブランド」，「県単位ブランド」，

「その他」の順で，平均牧草専用地面積，肉用牛 1 頭当たり飼料畑面積が小さく，堆肥によ

る土作りに取り組んでいる割合が高い。これは，自給飼料が高値販売に結びつきにくい現状

があることや，飼料畑の確保が難しいといった理由が考えられるが，解釈には現地調査など

による実態の把握が必要である。 

また，（3）販売先の多様化について，規模で見ると「小規模」「中規模」，ブランド地域で

見ると「市町村ブランド」「県単位ブランド」の類型で，農産物売上 1 位の出荷先に占める

「農協」の割合が高くなる傾向があり，農協を中心とする地域ブランド化が販路の確保に重

要な役割を果たしていることが示唆される。一方，複数回答によるすべての農産物出荷先を

見ると，「市町村ブランド」では「消費者へ直接販売」の割合が他の地域類型より高い傾向

がある。 

次に，（4）経営の継続性を見ると，各類型の家族経営体に占める「後継者あり」の割合は

「市町村ブランド」，「県単位ブランド」，「その他」の順で高い。また，2010 年から 2015 年
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にかけて各農業経営体が，和牛肥育を継続した割合は，小規模，中規模では，「市町村ブラ

ンド」の地域で，大規模では，「県単位ブランド」の地域で，他の地域類型と比較して高か

った。こうした点からは，中規模な経営体において市町村単位のブランド化が，大規模な経

営体において県単位でのブランド化が，農業経営体の経営の維持に効果を及ぼしていたの

ではないかと解釈できる。なお，規模間での継続性の違いについては，小規模は継続率が低

いが，中規模と大規模間に差はない。このことは，和牛の肥育経営においては，他の稲作な

どと異なり，飼養頭数規模が大規模な経営体ほど安定しているわけではなく，中規模な経営

体も大規模な経営体と同程度継続性が高いと解釈できる。 

 

第４表 和牛を１頭以上肥育している経営体の特徴（規模，地域類型別） 

 
資料：農林水産省「農林業センサス」 

注(1)記載がない場合は，すべて 2010年農林業センサスの数値。 

 (2)農産物販売額は回答の中央値の平均額及び５億以上は実数。 

 (3)肉用牛部門販売額は農産物販売額に肉用牛部門割合をかけたもの。 

 (4）「2015年の継続率」とは，2010年農林業センサスから 2015年農林業センサスの継続率。 

 

  

市町村
ブランド

県単位
ブランド

その他
市町村
ブランド

県単位
ブランド

その他
市町村
ブランド

県単位
ブランド

その他

403 2,437 5,802 151 671 1,328 32 247 502

総世帯員数　(人/戸） 4.6 4.1 3.9 5.0 4.6 4.1 2.8 3.6 3.0

法人比率　(%) 1.5 1.5 3.9 4.6 5.7 11.4 65.6 39.7 46.4

和牛（子取り用めす牛） 2.9 10.2 12.0 2.9 12.3 20.1 6.8 41.6 49.7

　同　（肥育牛） 14.3 9.6 9.1 87.0 95.6 97.0 469.3 563.8 495.3

　同　（売る予定の子牛等） 1.2 5.9 5.8 1.1 4.6 5.1 0.0 14.8 19.4

交雑種（肥育牛） 2.0 7.2 8.0 2.8 18.9 26.6 0.6 95.6 85.5

　同　（売る予定の子牛等） 0.0 0.6 1.5 0.0 1.0 4.4 0.0 9.5 4.0

肉用乳用種（肥育牛) 0.0 2.9 4.8 0.0 5.0 10.3 0.6 9.5 29.2

　同　（売る予定の子牛等） 0.0 0.1 2.0 0.0 0.1 1.4 0.0 0.0 1.2

農産物販売額　（万円） 1,018 1,362 1,849 4,865 5,743 6,262 25,666 31,236 25,986

肉用牛部門販売額　（万円） 632 914 1,002 4,157 5,051 5,545 24,174 26,264 23,182

１頭あたり肉用牛販売額(万円/頭) 34.6 25.5 24.0 44.4 38.6 37.4 51.4 44.3 40.6

平均牧草専用地面積(a） 9.7 31.8 361.1 56.8 63.3 403.5 50.4 100.5 735.9

肉用牛１頭あたり飼料畑面積(a） 0.36 3.18 6.68 0.01 0.28 0.49 0.03 0.20 0.21

堆肥による土作りに取組（%） 76.2 59.8 52.7 75.5 53.5 47.8 34.4 29.6 34.1

農協 89.3 86.3 78.2 84.8 79.7 72.1 65.6 68.0 54.2

農協以外の集出荷団体 11.7 17.2 17.6 18.5 17.6 19.0 28.1 20.6 19.7

卸売市場 11.2 12.7 12.5 21.2 20.9 21.4 31.3 28.7 27.7

小売業者 5.0 3.3 4.2 11.3 4.5 4.6 12.5 7.3 7.2

食品製造業・外食産業 1.7 0.7 2.0 0.7 1.8 2.4 6.3 6.9 6.4

消費者に直接販売 13.6 9.2 10.9 22.5 9.4 9.6 12.5 8.5 6.8

農協 81.9 76.2 67.5 68.9 68.1 61.1 50.0 55.9 42.8

農協以外の集出荷団体 4.5 10.6 11.0 7.9 10.9 12.0 15.6 13.4 14.7

卸売市場 6.9 8.5 7.4 13.9 17.4 16.6 21.9 19.8 22.9

小売業者 1.7 1.1 1.4 7.9 1.0 1.7 9.4 3.2 3.8

食品製造業・外食産業 0.7 0.3 0.8 0.0 0.4 1.4 0.0 3.2 4.0

消費者に直接販売 1.7 1.1 1.3 0.7 0.3 1.0 3.1 0.8 1.2

後継者あり 48.6 41.9 39.4 56.3 55.7 50.2 75.0 71.3 70.7

他出後継者あり 15.9 15.7 16.5 15.2 15.8 13.3 6.3 9.7 8.2

後継者なし 35.5 42.3 44.1 28.5 28.5 36.5 18.8 19.0 21.1
55.0 31.0 29.0 87.0 81.0 76.0 69.0 79.0 75.0

サンプル数（経営体）

和牛肥育牛飼養頭数規模 小規模（1～49頭） 中規模（50～199頭） 大規模（200頭以上）

ブランド地域類型

家族経営体
の後継者の
有無（%)

2015年の継続率（％）

経営体
の特徴

飼養頭数
（頭）

販売額

飼料，堆肥

農産物の出
荷先，複数
回答，割合

（%)

農産物売上
1位の出荷
先，割合

（%)
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５．継続に影響を与える要因の分析 

  

次に，和牛を１頭以上肥育する経営体を対象とし，2010 年に１頭以上和牛肥育を行って

いた農業経営体が，2015 年に和牛肥育を継続するか否かを従属変数として，二項ロジステ

ィック回帰分析を行った（第５表）(6)。結果，2015 年に和牛肥育を継続している率（継続

率）について，家族経営体では「市町村ブランド地域に立地」のオッズ比が 1.924，法人経

営などの組織経営体では「県単位ブランド地域に立地」の農業経営体のオッズ比が 1.404 と，

有意に大きかった。この結果から，市町村ブランドが家族経営体の，県単位ブランドが法人

経営の高付加価値路線として農業経営体の経営継続に効果を及ぼしていることが示唆され

る。 

 

第５表 和牛を１頭以上肥育している経営体の経営の継続要因 

 
資料：農林水産省「農林業センサス」 

注(1)記載がない場合は，すべて 2010年農林業センサスの数値。 

(2)農産物販売額は回答の中央値の平均額及び５億以上は実数として求めた。 

(3）2010年に和牛を１頭以上肥育していた農業経営体から，欠損地を除くデータを除いた家族経営体（n=10,827），

組織経営体（n=644）を対象に分析を行った。 

(4）適合度は，家族経営体は，モデル係数のオムニバス検定 p<0.00，Nagelkerke  R2＝0.287，組織経営体はモデル

係数のオムニバス検定 p<0.00，Nagelkerke R2＝0.081 

(5）**1%有意，*5%有意，†10%有意を示す。 

(6) 共線性の診断で VIF＞10となる変数はなかった。 

 

６．おわりに 

 

 本稿では，和牛の生産地域を，「市町村ブランド」，「県単位ブランド」，「その他」の地域

類型に区分し，飼養頭数規模別に，農林業センサスの個票データから，それぞれの地域の

2010 年時点の農業経営体の特徴を比較することにより，地域ブランド化が生産者に及ぼし

た効果についての推察を行った。 

β オッズ比 β オッズ比

市町村ブランド地域に立地=1、他=0 0.655 1.924 ** 0.066 1.068

県単位ブランド地域に立地=1、他=0 0.003 1.003 0.339 1.404 †

和牛など肉用種（肥育中の牛）飼養頭数 0.011 1.011 ** 0.000 1.000

堆肥による土作りに取組（%） 0.147 1.159 ** -0.148 0.862

肉用牛１頭あたり肉用牛部門販売額(万円/頭) 0.001 1.001 * 0.000 1.000

肉用牛１頭あたり飼料畑面積（a/頭） 0.000 1.000 -0.055 0.946 **

2005年も肉用種を肥育=1、他=0 1.251 3.495 ** 0.548 1.730 **

世帯主年齢（歳） -0.015 0.986 ** -

総世帯員数（人） 0.051 1.053 ** -

同居後継者あり=1、他=0 0.167 1.182 ** -

（定数） -0.949 0.387 ** 0.143 1.154

家族経営体 組織経営体
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本分析の問題意識として，地域ブランド化を行っている産地では中規模の家族経営体で

あっても肥育経営を継続できる率が高く，地域としてみると，地域内に一定の数の中規模な

家族経営体が面的な広がりを持って残りやすいのではないかという仮説があった。 
分析結果からは，2010 年から 2015 年に和牛肥育経営（１頭以上の和牛の肥育）を継続

している率を見ると，小・中規模では「市町村ブランド」，大規模では「県単位ブランド」

に立地する肥育農家の継続率が他の地域と比較して高かった。また，二項ロジスティック回

帰分析の結果からも，「市町村ブランド」は中規模経営が多い家族経営体に対して，「県単位

ブランド」は大規模経営が多い組織経営体に対して，経営継続に効果を及ぼしていることが

示唆された。これらを総合的に見ると，市町村単位における牛肉の地域ブランド化が特に中

規模経営の家族農業経営体に対して，県単位での牛肉の地域ブランド化が特に大規模な組

織経営体に対して，肥育経営の維持に効果があったのではないかと推察できる。 

最後に残された課題を述べると，ブランド化の効果の分析においては，ブランド化の効果

と他の要因による効果を区分しにくいという課題がある。本分析においても，ブランド化の

効果と他の要因による効果の区分については困難であり，あくまでもブランド地域とそれ

以外の地域の比較分析となっている。また，「その他」地域の細分化や，長期間のデータを

用いることで，より正確な分析が可能と考えられる。こうした分析は今後の課題としたい。 
 

注（1）ここでいう大規模は，国内の肥育経営での相対的な規模が大きいという意味での大規模であり，数千頭，数万頭

単位のメガファームや海外のグローバル経営などを指すものではない。 

(2) 農林業センサスにおける「農業経営体」とは，農産物の生産を行うか又は委託を受けて農作業を行い，生産又は

作業に係る面積・頭羽数が規定（肉用牛肥育の場合は 1頭以上）に該当する事業を行う者をいう。家族経営体（一

戸一法人を含む。）と組織経営体（家族経営体でないもの。）に区分することができる。 

(3) 黒毛和種については全国で飼育されている品種であり，血統の均一化や飼養管理技術等の高位平準化が進んでい

るため，産地銘柄牛の GI 制度 における地域と結びついた特性を説明することが難しい例が見られたことから，

2016年 12 月審査基準の中に「黒毛和種の牛肉の社会的評価についての基準」が定められ，「消費者の認知」を根

拠に GI制度に登録することが可能となっている。 

(4) この地域には，1990年以降の市町村単位，県単位などのブランド地域と，ブランド化を行っていない地域などが

含まれるため，今後，さらに細分化した分析が必要である。 

(5) なお，和牛は，黒毛和種だけではなく，褐毛（赤毛）和種，日本短角種などの品種も含む。しかし，これらの内

訳は区分されておらず，近年，褐毛和種や日本短角種を肥育する経営体で黒毛和種の肥育を導入する事例も多いな

ど，農業経営体をこれらの品種ごとに区分することは難しい。また，和牛については，95％以上が黒毛和種（黒毛

和牛）で占めているという理由から，「和牛」として一括して扱う。 

(6) 農林業センサスでは，後継者の有無などの世帯に関するデータは家族経営体のみで調査されているため，3 節で

行ったような，規模類型別の分析を行うことできない。そのため，ここでは，比較的中小規模が多い家族経営体（世

帯データあり）と比較的大規模が多い組織経営体（世帯データなし）に区分して分析を行った。 
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第８章 おわりに

内藤 恵久 

１．本研究の問題意識

本研究では，GI をはじめとした地域ブランド振興について，産地での対応や認識，流通

業者及び消費者の認知や評価，ブランド化の取組の農業経営に与える影響など幅広い観点

から，その実態と課題の分析を行った。

第 2 章では，すべての GI 登録産品を対象とした調査に基づき，登録に当たっての困難

事項，期待と課題，GI 活用上の課題等を分析した。まず，登録時の困難事項としては，申

請等の手続事務の負担が最大であり，次いで基準遵守体制の整備や特性に関する合意形成

となっていた。登録後の効果を感じている割合の多い事項は，マスコミに取り上げられる

こと，機運上昇，認知度向上等となっていたが，価格上昇効果を感じているのは，4 割弱

にとどまった。また，品質管理体制への取組や PR の取組を行っている場合に，価格上昇

等の効果を感じる割合が高かった。GI 登録を契機とした，産地の活動が重要であることが

示唆される。今後の GI 活用上の課題としては，制度に対する認知度の向上が最も多く，

国等に対する期待としても認知度向上を求める声が大きい。

この結果を踏まえた政策的示唆として，まず，登録数を着実に増加させていくためには，

登録時の手続負担等を軽減するサポートの充実を行うことが必要と考えられる。また，価

格上昇等の効果を上げるためには，GI 登録後の産地の積極的な活動に向けた働きかけ，支

援が重要と考えられる。また，GI 制度の認知度向上が重要な課題となっており，行政とし

て，登録数増加により消費者が GI 産品に触れる機会を増加させるほか，PR 活動の充実，

ブロックごとのイベント開催など，様々な手法で，制度の認知度を向上させる取組を進め

ることが必要と考えられる。

第 3 章では，GI 保護制度及び地域団体商標制度の登録事例の産地調査に基づく分析に

より，ほとんどの産品で産品の認知度の向上が認識されている一方，価格の上昇は一部に

とどまっていることを示した。第 2 章で示した内容が，事例調査からも明らかになった。

ここで，価格が上昇した産品については，登録をいかしてさらなるブランド化の取組が行

われており，登録後のブランド化に向けた取組の必要性が示された。この点は第 2 章でも

示しているところであるが，具体的事例に即して，今後さらに詳細な内容を分析していく

必要があると考えられる。さらに，具体的な登録の効果について，プレミアム価格法によ

り，連島ごぼう及びみやぎサーモンの登録効果を示した。

第 4 章では，GI 制度への小売店バイヤーによる認知や評価を検証した。GI 制度に関し

ては，有機 JAS 規格と比べると認知度は低いものの，地域団体商標よりは認知度が高かっ
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た。一方，GI 制度の詳細な内容については，地域独自の環境から生まれた伝統的産品であ

ることについての認知度は高かったが，基準遵守の確認や不正使用の取締り等の内容につ

いての認知度は低かった。解決すべき点としては，認知度の低さを指摘する意見が多く，

認知度を高める方法として，メディアによる宣伝やパンフレットの活用，生産者による売

り場での PR 活動が多く指摘された。認知度向上が課題とする点は，第 2 章で示した生産

サイドの認識と共通している。また，GI 産品である江戸崎かぼちゃとくろさき茶豆の 2 産

品に関する支払意思額の規定要因を検証したところ，両産品共通して，仕入れに当たり品

質や育て方にこだわりがあることを重視するバイヤーが高く評価していた。また，くろさ

き茶豆の支払意思額については，GI 制度の認知度が正の影響を及ぼしており，制度が認知

されることで評価が高まることが示唆された。GI 制度の推進に当たり，より効果的な認知

度向上の施策が求められる点がうかがえた。

第 5 章では，消費者を対象に GI 制度等の認知度を把握したが，認知度は 7.2％と必ず

しも高くなかった。また，GI の知識があり購入経験がある人の GI 産品への支払意思額が

高い傾向があった。ただし，農産物に付与される情報については，GI の知識がなく，購入

経験がない人も，GI 産品の要素である「偽装表示がないこと」や「品質管理が行われ品質

が安定」を重視しており，GI 制度の認知を高めることで評価が高まる可能性が示唆された。

さらに，望ましい認証制度の在り方については，国や第 3 者機関が関与した認証制度要を

求める意見が多く，こういった消費者の意向を制度の効果にどうつなげていくかが課題と

考えられる。

第 6 章では，幅広い地域ブランド産品を対象として，ブランド化の手法も含めて農産物

ブランドに対する購買行動の規定要因を検証した。分析の結果，ブランド化の手法につい

ては，「小売店等で商品を見て」が「価格プレミアム」と「愛着度」の双方に有意に正の影

響を及ぼしており，流通到達度が購買行動へ強く影響することが示唆された。また，「自治

体の長や職員の発言を聞いて」が「価格プレミアム」へ有意に正の影響を及ぼしており，

自治体からの積極的な情報発信の重要性が示された。また，「自分の趣味や好みに合う」や

「日常生活にはない刺激が得られる」が「価格プレミアム」へプラスに有意であり，「ブラ

ンド認知」や「自分の趣味や好みに合う」が「愛着度」へプラスに有意であることが示さ

れ，「ブランド認知」や「ブランド連想」が購買行動へ結びつくことが実証された。

第 7 章では，全国的なデータが充実している和牛ブランドを対象に，地域ブランドへの

取組が生産者に与える影響を分析した。この結果，小・中規模経営では「市町村ブランド」

に取り組んでいる地域で，大規模経営では「県単位ブランド」に取り組んでいる地域で，

経営継続率（2010 年と 2015 年の対比）が高く，経営継続に効果があったことが示唆され

た。また，「市町村ブランド」中規模経営の多い家族経営体の経営継続率を，「県単位ブラ

ンド」が大規模経営の多い組織経営体の経営継続率を高めていることが示唆された。

以上の分析から，得られる政策的示唆は以下のとおりである。

① GI 登録を価格上昇等の効果につなげていくためには，登録後の産地の品質管理や PR
活動の取組が重要であり，行政として，産地の積極的な取組を促す働きかけ，支援が重
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第 7 章では，全国的なデータが充実している和牛ブランドを対象に，地域ブランドへの

取組が生産者に与える影響を分析した。この結果，小・中規模経営では「市町村ブランド」

に取り組んでいる地域で，大規模経営では「県単位ブランド」に取り組んでいる地域で，

経営継続率（2010 年と 2015 年の対比）が高く，経営継続に効果があったことが示唆され

た。また，「市町村ブランド」中規模経営の多い家族経営体の経営継続率を，「県単位ブラ

ンド」が大規模経営の多い組織経営体の経営継続率を高めていることが示唆された。

以上の分析から，得られる政策的示唆は以下のとおりである。

① GI 登録を価格上昇等の効果につなげていくためには，登録後の産地の品質管理や PR
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