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飼料用米を使用した豚肉に対する消費者の評価
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Web 調査を行った。回答者数は 2,500 名で、20
１. はじめに

代、30 代、40 代、50 代、60 代の各年代の男女に
ついて、人口比率による割り付けを行った。国内

現在、食料自給率向上や飼料の安定確保を目的

で生産された飼料用米を使用した国産豚肉につい

に、飼料用米の生産とそれを飼料とした畜産物生

て、飼料を輸入トウモロコシから国産の飼料用米

産の取り組みが先進地域で進められている。先行

に一部転換することで、食料自給率の向上につな

研究として、山形県の JA 庄内みどりと株式会社

がるとか、稲作農家の経営安定にもつながるとい

平田牧場の連携に注目した小沢・吉田[1]、小沢[3]、

った評価もある。しかし、飼料用米を使用した国

岩手県一関市の旧大東町役場と株式会社フリーデ

産豚肉を購入するときに、それらが商品に表示さ

ンの連携の注目した熊谷・大谷[5]、秋田県の JA

れているわけではないので、消費者は何をどれだ

かづのとポークランド・グループの連携に注目し

け評価して購入しているのか分からない。

た宮田・万木[7]、万木・宮田[8]があるが、何れの

そこで、消費者は何をどれだけ評価して購入し

研究も稲作農家と養豚農家の連携という生産者側

ているのかを、選択型コンジョイント分析によっ

の研究である。消費者側の研究として、日本政策

て明らかにする。要素の異なる 2 つ国産豚肉がス

金融公庫[6]では、飼料用米を使用した畜産物を

ーパーの店頭に並んでいるとき、どちらの豚肉を

「割高でも購入したい」
という評価はみられるが、

買いたいと思うかを選んでもらう方法である。表

消費者に認知されている既知の情報のどの部分に

１に、豚肉を評価するための 5 つの要素を示す。

消費者が評価しているのかは分からない。また、
選択型コンジョイント分析で飼料用米を使用した

表1

：自給率向上

豚肉に対する消費者評価をした小沢・藤科・吉仲

要素2

[4]では、食料自給率の向上、稲作農家の経営安定、

：農家安定

飼料の安定確保や安全性の向上、国産の飼料用米

要素3

を使用しているといった要素ごとの限界支払意思

：飼料確保

額を明らかにしている。本稿では、要素ごとの限

要素4

界支払意思額が消費者の年齢性別といった属性、

：飼料用米

食生活に関する意識、飼料用米利用豚肉の認知度
等によって、違いがあるのかというところまで踏
み込んで分析する。

豚肉を評価するための5つの要素

要素１

要素5
：価格

その豚肉であれば、
①食料自給率の向上につながっている、もしくは、②
食料自給率向上につながっていない
その豚肉であれば、
①稲作農家の経営安定につながっている、もしくは、
②稲作農家の経営安定につながっていない
その豚肉であれば、
①飼料の安定確保や安全性の向上につながってい
る、もしくは、②飼料の安定確保や安全性の向上につ
ながっていない
その豚肉であれば、
①飼料として国内の特定産地の飼料用米を使用して
いる、②飼料として国産の飼料用米を使用している、
③飼料として外国産の飼料用米を使用している、④飼
料として飼料用米は使用していない
その豚肉の価格を、
100ｇあたりのロース肉の価格（特売日ではないことを
前提に）で、①198円、②238円、③278円、④318円
とする

調査対象者に、表 1 の 5 点の要素が異なる国産
２. 分析の枠組み

豚肉の選択肢を 2 つ並べて、2 つの豚肉の内、ど
ちらを買いたいと思うかを選択させる。提示され

本稿では、楽天リサーチのモニターを活用した

た 2 つの豚肉では選びようがないという場合も考

え、
「どちらも買いたくない」という選択肢も作成

うにしている」、
「添加物の表示に気を付けている」
、

した。選択肢集合の作成およびデータ分析は、合

「環境への負荷が高い商品は買わないようにして

崎[1]の開発した「RExcel による選択実験向けマ

いる」、
「日本の農家を買い支えよう」、
「化学肥料

クロ・プログラム」によって行い、条件付きロジ

や農業を抑えた農産物の使用」、
「少し値段が高く

ット・モデルで計測した。なお、当プログラムの

ても質の良い商品を買う」ということを気にして

限界値がサンプル数 682 であったため、682 を超

いる消費者は、何れの要素に対しても、高い限界

えるサンプル数のものは、ランダムサンプリング

支払意思額を示している。

によって、682 まで抽出して計測した。
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