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現在に至る

貿易自由化と環境配慮型農業
Trade Liberalization and Environmental Friendly Agriculture
Although hundreds of thousands of organic products are traded on a daily basis, it is less known
how imported organic products are evaluated by consumers in an importing country. In his study,
we analyze Japanese wine point of sale (POS) data to examine whether consumers differentiate
between local and imported organic products. The results of our hedonic analyses show that
the premium for imported organic red (white) wines is about 42.996% (8.872%) while that for
domestic red (white) organic wines is about 6.440% (1.214%), implying that Japanese consumers
pay higher premiums for imported organic agricultural products than for those produced in Japan.

1 . 始めに
農業生産活動に起因する環境負荷を軽減するために、数多くの国々が有機農法を奨励している。ま
た、環境問題に関心をもつ消費者もそうした動きを支援し、追加的な負担をして自国や域内で生産され
た有機農産物を購入している。それでは果して、そうした環境保護に熱心な消費者が遠く海外から輸
入されてきた有機農産物を国内で生産された有機農産物と同じ様に評価し、追加的な負担をして購入
しているのだろうか。本研究の目的は、日本の消費者が国産有機農産物と外国産農産物をどの様に評
価しているかを調べることである。
上記の疑問に答えるため、以下で我々は日本のワイン市場の Point-of-Sales（ POS ）データの分析
を行う。ワインを調査対象とする理由は、以下の通りである。多くの国々で既に小売店レベルでの生産
国表示が義務付けられているものの（ United States General Accounting Oﬃce , 2003 ）
、残念な
がら殆どの食品の POS データには生産国情報が記録されていない。一方、ワインの POS データには
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生産国情報が記録されている。1 また、ワインは規格化された容器で販売されており、容器の中身も国々
の間でほぼ同一であるために、国際間比較が容易である。こうした魅力的な条件を備えているために、
これまでも数多くの研究者がワインの価格決定要因について調査を行ってきた。ワインを対象とした調査
を行うことで、それらの先行研究との対比も可能となる。
本稿の残りの構成は以下の通りである。続く第 2 章では背景説明を行う。第 3 章では分析に使用す
るワインの POS データとヘドニック価格モデルの説明を行い、第 4 章では分析結果を報告する。分析結
果から、日本の消費者が国産有機ワインと外国産の有機ワインに対して共にプレミアムを支払っているこ
とが示されるが、同時に外国産ワインのプレミアムの方が国産ワインのプレミアムよりも大きいことが示され
る。第 5 章では、まとめを述べる。

2 . 背景説明
有機農産物は健康に良くかつ環境にも優しい食べ物だと認知されている。そのため、農産物市場で
は多くの有機農産物が代替的な通常の農産物よりも高い価格で販売されている。一方、有機ワイン市
場は未成熟な市場であり、その評価は未だきちんと定まっていない。そのため、他の有機農産物と同様
なことが、有機ワインについても当てはまるかどうかは良く知られていない。
近年、Alessandro and Strøm（ 2013 ）は Piedmont 地域の有機ワインと通常ワインの出荷価格を
比較し、前者の出荷価格が後者の出荷価格よりも高いことを示した。彼らと同様に我々も本稿で有機栽
培プレミアムを推計するが、更に進んで国産ワインと外国産ワインの間で有機ワインのプレミアムの比較
を行う。我々が知る限り、マーケットデータを利用して国産有機農産物のプレミアムと外国産農産物のプ
レミアムを比較した研究は今のところ存在しない。
さて、2008 年から2012 年の間に国内消費量が 30.95％も増加するなど、日本のワイン市場は近年急
速に拡大している（ Vinexpo , 2014 ）。しかしながら他の先進諸国に比べれば、日本人一人当たりのワ
インの消費量は依然として少ない。そのため、日本市場では今後更なるワインの消費増加が見込まれ
ている。しかし、日本国内のワイン生産規模は非常に小さいため、将来の需要増加分を国内生産の
拡大によって賄うことは難しく、多くは輸入の増加によって賄わざるを得ないと予想されている。2009 年
の時点でも、日本は国内消費の 70 ％に相当するワインを外国から輸入しており（ Deutsche Industrie,
2011 ）
、その結果、アジア・オセアニア地域では、オーストラリアに次ぐ第二位のワイン輸入国となってい
る。こうした条件に鑑みると、ワインの国際市場に対し、日本市場の動向が一定程度の影響力を持つも
のと判断される。

3 . データと分析方法
推計に利用したデータは Knowledge on Sales Promotion Provider（ KSP-SP ）Corporation
Limitedより購入した。KSP-SP は 2003 年に設立した会社であり、食品を中心に商品データの提供と

1 外国産ワインの競争が激化したことと消費者が品質をより重要視する様になったことから、生産地戦略が加速化す
る様になってきている（ Malorgio ら, 2008 ）。
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その分析を行っている。2015 年の時点では、サンプルの代表性を考慮した上で、全国の食品スーパー
マーケットから約 150 チェーン、約 980 店舗が調査対象として選定しデータを収集している。なお、ワイン
については590 店舗からデータを収集している。
本研究の分析には、2010 年と2012 年に販売された赤白の非発泡性ワインのデータを用いた。2 サン
プルの代表性に鑑み、販売本数が全国で 10 本以下のものはデータセットから省いた。表 1 に、分析に
使用したデータの記述統計を掲載している。データに含まれているワインの大半は、スーパーで販売さ
れている 1 本当たり5,000 円以下のテーブルワインである。ワインのボトルの規格は 750ml であるので、
データによれば赤ワインと白ワインの平均価格は、それぞれ 1246.905 円 / 本と1211.996 円 / 本となって
いる。表 1に示されているように、日本のワイン市場で有機ワインのシェアは小さく、赤ワインと白ワインそ
れぞれ 1.962 ％と1.887 ％に留まっている。以下では、これらの有機ワインのプレミアムを推計することを
目指す。
表1 . ワインの POS データ記述統計

2 東日本大震災の影響を考慮し、2011 年は対象としなかった。
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さて、有機ワインの定義はInternational Federation of Organic Agriculture Movement（ 2008）
によってなされているものの、有機認証を受ける条件は国々の間で統一されていない。本稿では、小売
店において有機ワインとして広告をされている全てのワインを有機ワインとして定義した。
日本国内で販売されている大多数のワインには酸化防止剤（亜硝酸塩）が含まれているが、
4.281％の赤ワインと3.215％の白ワインは酸化防止剤を含めずに販売されている。企業はそうしたワイ
ンを無添加ワインとして広告販売しているので、我々はその無添加ワインプレミアムについても推計す
ることとした。
分析に含める変数の多くは属性を備えているかどうか示すダミー変数であるため、推計に利用できる
関数形に制約がある。本稿では、Chang , Lusk , and Norwood（2010）
とDiewert（ 2003）にならい、
Heteroskedasticity の問題を回避するために、以下の Semi-log modelを利用した推計を行う。

ここで、

はワインの単位価格、

は市場浸透率に関係する変数（販売後経過日数、

販売シェア、店舗シェア ）
、

は生産方法に関連したダミー変数（国産有機ワイ
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ン、輸入有機ワイン、無添加ワイン）
、

は生産国を示すダミー変数（日本、オーストラリア、チリ、

フランス、イタリア、スペイン、アメリカ）である。

は葡萄の品種を示す変数であり、赤ワ

インと白ワインでそれぞれ 13 種類と10 種類となる。
は主要な販売会社を示すダミー変数で
は2012年に販売されたワインを示すダミー変数である。なお、最終項 は残差項である。
あり、
式 1 のヘドニック価格関数を推計するに際して、より販売量の多いワインに対しては、より大きな重み
づけを行うことが適切であると思われる。しかし、ワインのヘドニック価格関数の推計を行った先行研究
では、その点が考慮されてこなかった。言い換えると、販売量に係らず、全てのワインに同じ重みづけ
がなされていた。Diewert（ 2003）
とSilver and Heravi（ 2005 ）は、ヘドニック価格モデルを物価推計
に利用する際の問題点を整理し、サンプルの代表性を考慮するために重みづけ推計を利用することを
提案している。更に、
「販売数」で重みづけした推計を実施した場合、安価で販売数が多い製品が過
大に重みづけされる一方で、高価で販売数の少ない製品が過小に重みづけされるようになるため、
「販
売額」で重みづけをした推計を利用する方が望ましいとの結果を報告している。彼らの提案に従って、
本稿では販売額で重みづけをした推計を行うこととした。

4. 結

果

式 1 の推計結果を表 2 に掲載している。販売後経過日数は、赤白ワインで共に 1 ％水準でプラスに
有意になった。このことは、より長い販売履歴があるワイン程信頼性が高く、評価も高いということを
示唆している。販売シェアについては、赤白ワインで異なった結果が得られた。赤ワインは販売シェアの

3 これは取り扱っている店舗のシェアを示す変数である。
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少ないワインが高価だが、白ワインは販売シェアの多いワインが高価となった。一方、店舗シェアは赤白
ワイン共に1％水準でマイナスに有意になった。この結果は多くの店舗で販売されているワイン程安価だ
ということを示している。
表 2の推計結果をもとに赤白ワインの有機プレミアムを％単位で推計した。その結果を表 3に掲載して
いる。同表から、有機ワインのプレミアムは全てプラスになっていることが分かる。従って、日本の消費者
が有機表示のあるワインを普通のワインよりも沢山のお金を支払って買っているということになる。
また、国産赤ワインの有機プレミアムが6.440％であるのに対し、輸入赤ワインのプレミアムは42.996％に
達することを表 1は示している。同様に、国産有機白ワインのプレミアムは1.214％に留まるが、輸入有機
表2 . Semi-log hedonic models（葡萄種、販売元、年度の固定効果はコントロール済み）

表3 . 推計された有機プレミアム（％）
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白ワインのプレミアムは 8.872 ％に達することも示している。従って、赤白共に有機プレミアムは輸入ワイン
の方が国産ワインよりも大きい事が分かる。
無添加ワインに関しても、赤白共にプレミアムが推計された。しかし、国産ワインの無添加プレミアムは
外国産ワインの有機プレミアムに比べれば、相対的に小さいことが分かる。
生産地情報と有機情報の相対的重要性について調べた研究は今のところ数が限られている。
Jamesら（ 2009 ）はアップルソースに関するコンジョイント分析を実施し、有機栽培と地産地消と栄養価
に関する情報を消費者がどの様に評価しているかを調べている。彼らは、有機栽培のリンゴからつくら
れたアップルソースよりも近隣地域で育てられたリンゴからつくられたアップルソースの方を消費者はより
高く評価すると報告している。Wirthら（ 2011 ）は、生リンゴに関する信頼属性の中で、消費者がどの
様な情報を重要視するか調べるためにコンジョイント分析を実施している。そして、生産地の情報は消
費者のリンゴの品質評価に影響を与えるものの、生産方法の情報は影響を与えないとの分析結果を報
告している。
この研究では、我々は生産方法（有機栽培）も消費者のワインの評価にプラスの影響を与えることを
示した。しかし、有機プレミアムの大きさが産地によって異なることも同時に示した。今のところ有機栽培
の基準は国際間で統一されておらず（Sawyerら, 2008 ）
、そのため消費者も有機情報に関して異なっ
た評価をするのだと思われる。

5 . まとめ
消費者は自身の健康あるいは環境を気にかけて、有機栽培された様々な農産物を高いお金を払っ
て購入するようになってきている。本研究でも日本人の消費者がワインに関しても有機栽培されたものを
高く評価し、追加的な負担をして購入していることが確認された。しかし同時に、輸入有機ワインが国
産有機ワインよりも高く評価されていることが示された。もし、消費者が地域の環境保護を目的に有機ワ
インを購入しているのであれば、おそらく本稿とは逆の結果が得られるはずであろう。従って、消費者が
地域の環境保護を目的に有機ワインを購入しているのではなく、自身の健康を気にかけて有機ワインを
購入している可能性が高い。
また、日本人の消費者が国内の有機表示と外国の有機表示を同じ様に評価していない可能性も高
い。どの様な要因が有機表示の評価に差異をもたらしているのかを調べることはとても重要であろう。ま
た、現状では有機栽培表示について国際的な統一がなされていないが、今後の更なる農産物貿易自
由化を睨むならば、基準を揃えていくことも必要かと思われる。
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