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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

- 53 -

 

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

- 52 -
− 53 −



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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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
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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
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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 

 
 

（５）属性と WTPの関係 

便宜的ではあるが，支払いカード方式で提示されていた WTP のそれぞれの中央値をと

り，各個人の WTP を算出する（第９表）。なお，200 円を超える WTP は自由記入で別途尋

ねているが 300 円を超えるものは異常値として分析対象から除外した。属性ごとの WTP
の平均値を確認する。連続変数である食生活の志向の因子得点及び重視する要素のシェア

についてはそれぞれの上位 33%に該当する回答者の平均値を算出した。その結果，男性，
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第９表 属性と WTP 
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40代 50.1 大学卒（4年生） 59.7
50代 46.2 院卒 68.7
60代 43.2

食生活の志向
性別 高品質 71.7

男性 62.3 情報確認 60.2
女性 45.6 健康・栄養 60.7

簡便化 48.8
年収 低価格 63.5

200万円未満 47.1
200万円-400万円 46.0
400万円-600万円 50.3 70.2
600万円-800万円 48.0 53.5
800万円-1,000万円 60.9 72.0
1,000万円以上 73.3 67.2

67.1
世帯員数 74.3

1 61.68 55.9
2 43.43 74.1
3 53.65 47.2
4 49.63 69.3
5 59.19 51.4
6 70.55 46.7

45.0新鮮さ

重視する要素

全体平均
単位：円

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
機能性
食味に関する情報
お買い得、セール品

環境への配慮
食品安全性への配慮
生産者の情報
地元産
地元産ではないが国産
伝統的な産品
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第７表 因子分析の結果 
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（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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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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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。
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