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【 論　文 】

福島県産農産物に対する消費者の態度と行動
── 情報処理に関する消費者タイプの違い ──

中　村　陽　人

【要　旨】

　本研究では，2012年に行った消費者調査のデータを用いて，情報処理の能力や情報伝播の中で担う消費
者の役割に関する視点から，定量的に消費者タイプの分類を行った。その結果，消費者を「オピニオン・リー
ダー型」「フォロワー型」「媒介者型」「自己完結型」の 4タイプに分けることができた。また，農産物の
購買時の重視点や情報源についても比較し，各消費者タイプの特徴を明らかにした。これらの結果から情
報発信の方針として，どのタイプの消費者に向けた情報なのかを明確に意識した上でメディアや情報の内
容を選択する必要があるということ，消費者タイプに合わせて情報発信の取組みの重視度に強弱をつける
べきで，中でもオピニオン・リーダー型の消費者を重点的に取り扱うべきであるということを指摘した。

1.　背景と目的

1.1　はじめに

東日本大震災からまもなく 5年を迎え，震災や原発事故への関心が低くなってきていると言われ
ている。マスコミでどれだけ話題が取り上げられているかということで，ある程度国民の関心の高
さを測ることができると考えられる。朝日新聞の記事データベース「聞蔵 IIビジュアル」を基に，
朝日新聞（朝刊と夕刊）での震災に関する記事の取り扱い件数をまとめたものが図 1と図 2であ
る1。2011年 3月から 2015年 11月までの期間において，キーワード（「震災」「原発」「セシウム」「風
評」「除染」）を含む記事が月単位で何件掲載されたかを表している2。

 1　「セシウム」「風評」「除染」の記事に比べ，「震災」「原発」の記事が圧倒的に多いため，図の見やすさを考
慮し 2つに分けた。

 2　この図からわかることは，全体として関心が下がってきているということ，下がってきている中でも上下動
があり，必ず 3月の記事の取り扱いは多いということである（今後はさらに，5年後，10年後といったキリ
の良い年の 3月の関心が高まると考えられる）。時間が経つにつれて記事が減るのは当然であるし，他に関
心の高い出来事の影響も受けることから，ある程度の上下動を繰り返しながら全体的に件数が減っていくと
いう流れは自然であろう。今後考えなければならないのは，いい意味でも悪い意味でも関心が下がっていく
ということを認めること，その上で，関心が高まる時期に合わせた効果的な情報発信を行うということであ
ろう。
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記事の取り扱い件数を見る限り，震災や原発事故に対する関心が低くなってきていることは確か
なようである。しかし，福島県では立ち入り禁止区域による制限や放射能汚染に対する不安のため
に県外へ避難している人が約 43,000人にものぼり（平成 27年 11月時点），依然として大きな問題
として立ちはだかっている。また風評の問題も根深い。一瀬（2012）は，福島県が主産県である食
用農産物（アスパラガスとキュウリ）と非食用農産物（宿根カスミソウ）の価格推移を比較分析し

図 1　朝日新聞における記事の取り扱い件数（「震災」「原発」）

図 2　朝日新聞における記事の取り扱い件数（「セシウム」「風評」「除染」）
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ている。その結果，食用農産物のアスパラガスとキュウリでは事故後に価格が暴落し，2012年時
点で回復には程遠いのに対し，非食用農産物の宿根カスミソウでは事故後の価格低下は生じていな
いことを明らかにした。そして価格低下は顕著であり，食用農産物に対する回避傾向が直接価格低
下に影響したと考えられることから，放射能汚染問題が福島県産の食用農産物に対する回避傾向を
生じさせていると結論付けた。2012年時点で福島県産の農産物が本当に安全だったのかどうかと
いうことは抜きにしても，空間の放射線量や食物が含む放射性物質の値は震災直後に比べると大幅
に下がり格段に安全性は増していた。安全性が増しているのに福島県産農産物の価格が低いままで
あるということは，すでにこのころから風評被害が生じていた可能性が高いと考えられる。風評被
害の大きな問題は回復に時間がかかるということである。一度傷ついてしまったブランド価値を回
復させるためには，長期的な視点から戦略的なビジョンを描き，それに沿って情報発信を続けてい
くことが必要不可欠である。
中村・山口・安田（2013）ではグループインタビューから得られた知見として，定量調査へ向け

た 5つの視点を示している。1点目は家族が抱える子どもの成長段階によって福島県産農産物に対
する態度や行動が異なる可能性が高い，2点目は居住地の違いによって福島県産農産物に対する態
度や行動が異なる可能性が高い，3点目は居住地の違いによって政府に対する信頼感が異なる可能
性が高い，4点目は政府に対する信頼感や情報開示のあり方と福島県産農産物の購買意図などの因
果関係を明らかにする必要がある，5点目は情報処理や情報発信に関する視点から消費者をタイプ
分けし，福島県産農産物に対する態度や行動を比較する必要がある，ということである。中村ほか
（2013）では続いて定量調査を行い，上記の 1点目，2点目，3点目について検証を行った結果，居
住地域と子どもの成長段階という軸で消費者を切り分けたが，同一カテゴリー内でも回答のバラツ
キがかなり大きく，より効果的なセグメンテーションの必要性が示唆された。
そこで本研究では，情報発信の要ともなるセグメンテーションについて検討することにする。な

お，これはグループインタビューで得られた 5つ目の視点でもある。

1.2　分類の基準

セグメンテーション（市場の細分化）は顧客の分類を意味する。分類の基準としてよく用いられ
るのが，地域や人口密度などの地理的変数，年齢や性別，職業といったデモグラフィック変数，使
用頻度や使用機会などの行動的変数，そして，ライフスタイルや価値観といった心理的変数などで
ある。中村ほか（2013）の指摘から，地理的変数やデモグラフィック変数ではない，心理や行動を
基にしたより効果的な基準を考える必要がある。

Petty & Cacioppo（1979 ; 1986）によって提唱された精緻化見込みモデル（Elaboration Likelihood 

Model）は，消費者の「情報処理の動機」と「情報処理の能力」の有無によって，情報処理の方法
やそこからもたらされる態度変化が異なることを説明するモデルである。情報処理の動機と能力の
両方があれば情報処理は中心的ルート（認知的な情報処理）をたどり，認知構造の変化を伴う態度
変化が生じる。逆にこれらの少なくともいずれかが十分でない場合，情報処理は周辺的ルート（感
情的な情報処理）をたどり，周辺的な態度変化（表層的で短絡的な態度変容）を生じることになる。
そこでは周辺的手掛かり（例えば，送り手の信頼性や魅力など本質とは関連が薄い手掛かり）が必
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要であり，周辺的手掛かりがない場合には態度変化は生じない。
食物の放射能汚染や低線量被ばくといった問題は基本的には日々の生活に直結しているため，「情

報処理の動機」が比較的高いテーマである。しかし同時に非常に専門的でもあり，しかもインター
ネットや書籍など多くの情報があふれている（情報過負荷の状態にある）ため，一般的な多くの人
にとって「情報処理の能力」が足りないという状態に陥りやすい。すると周辺的ルートによる態度
変化となるため，周辺的手掛かりが多い場合ならば，精緻化を伴わない周辺的な態度変化が生じ，
周辺的手掛かりが少ない場合ならば，態度変化が生じない。この態度は一時的で変わりやすい状態
にあると言える。一方，一部の情報処理の能力が高い人は中心的ルートによる態度変化が生じ，そ
の態度は持続的で説得への抵抗が大きい状態になる。以上から，情報処理の能力の高さの違いによっ
て情報処理の仕方が変わる点，その後形成された態度の持続性が異なる点を踏まえ，分類の基準に
は情報処理の能力を含むべきであると考えられる。
また，マス・コミュニケーションが人々にどのように影響を与えるかという情報伝播の研究にお

いて，Kats & Lazarsfeld（1955）によるコミュニケーションの 2段階流れ仮説（two-step flow of 

communication theory）が有名である。ここで説明されているモデルはマスメディアから発信され
た情報は，情報の受け手であるフォロワーに直接届くのではなく，オピニオン・リーダーと呼ばれ
る，他者の態度や行動に影響を与える人物を介して伝わるというものである。杉谷（2012）によれ
ば，オピニオン・リーダーには，「特定領域の商品カテゴリーやブランドについて詳しく，それに
関するマスメディア情報や他者の意見などを積極的に収集している」，「オピニオン・リーダーとそ
の影響を受ける人は，人口学的特徴（性別，年齢，職業など）や考え方・信念において，似通って
いることが多い」，などの特徴があるという。
実際にグループインタビューの中でも，「日ごろ一緒に過ごすことの多いグループの中に詳しい

人がいて，その人から情報を得ている」，「グループ内では放射能問題に関する考え方が似ている」
といった意見が多数見られた。グループにはオピニオン・リーダーがいて，その人の意見にそれ以
外の人（フォロワー）が同調するといった状態が多いようである。同じような購買行動をとってい
てもオピニオン・リーダーとフォロワーでは周りに対する影響力と意思決定力，その態度や行動に
対する確信度がまったく異なることになる。よって，今後のマネジメントを考える上で，グループ
における消費者の役割に合わせた情報発信を行うことができれば，より効率よく効果的に情報を消
費者に届けられる可能性が高い。したがって，分類の基準には情報伝播の中で担う消費者の役割（オ
ピニオン・リーダーなのか，フォロワーなのか）を含むべきであると考えられる。

1.3　目的

本研究では，情報処理の能力や情報伝播の中で担う消費者の役割に関する視点から消費者をタイ
プ分けし，福島県産農産物に対する態度や行動を比較する。これは中村ほか（2013）で示唆された
ものであり，1.2の議論を踏まえたものである。
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2.　方　　　法

2.1　調査の概要

仮説の検証を行うために質問紙法によるインターネット調査3を実施し，データ収集を行った。
インターネット調査の概要は以下のとおりである。

期間 : 2012年 11月 2～ 5日
機関 : 楽天リサーチ株式会社
対象 : 20～ 69歳の男女 2,000名4

質問項目は 7件法からなるリッカート尺度（1 : 全くそう思わない，2 : そう思わない，3 : あま
りそう思わない，4 : どちらともいえない，5 : ややそう思う，6 : そう思う，7 : 非常にそう思う）
の 75項目，複数選択式の 2項目，自由記述式の 3項目の計 80項目で構成された。なお，性別，年
齢，居住地については調査パネルの基本情報として回答データに紐づけられている。本稿の分析で
用いた項目は表 1のとおりである。

2.2　分析の概要

本研究における分析は大きく，「構成概念の適切な測定項目を選択する段階（項目選択）」，「情報
処理などの特性によって消費者を複数のタイプに分類する段階（消費者タイプの分類）」，「消費者
タイプ間で比較を行い，各タイプの特徴を明らかにする段階（各消費者タイプの比較）」の 3つの
段階に分けることができる。なお，分析には IBM SPSS Statistics Base 20.0，IBM SPSS Advanced 

Statistics 20.0，Amos 20.0を使用し，有意水準は 5%を基準とした。

①項目選択

消費者タイプの分類にあたり，分類の基準（特性）として情報処理力（IP）の 3項目，情報判断
力（IJ）の 8項目，オピニオン・リーダー度（OL）の 5項目，同調性（SY）の 8項目の計 24項目
を用いる。これら 24項目をそのまま用いてクラスター分析を行うことはできるが，クラスターに
分けた後の解釈が煩雑で不明瞭になることから，因子分析によって 24項目をより少数の因子に縮
約してから，それらの因子を分類の基準としてクラスター分析を行う。

 3　中村ほか（2013）の調査と同じである。つまり，本調査で用いられた質問票は，中村ほか（2013）の分析で
用いた質問項目と本稿の分析で用いた質問項目を併せて作られている。

 4　調査対象者は，「居住地域」と「子どもの成長段階」の 2要因を軸に割り付けた。｢居住地域｣ は福島県／岩
手県・宮城県／東京都／北関東（茨城県・栃木県・群馬県）／京阪神（京都府・大阪府・兵庫県）の 5水準，「子
どもの成長段階」は妊婦・未就学児／小学生／中学生／高校生以上・子どもなしの 4水準からなり，これら
2要因の組み合わせ（20パターン）に対し，それぞれ均等に 100サンプルずつ割り付けた（計 2,000サンプル）。
割り付けの詳細は中村ほか（2013）を参照のこと。
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まず全 24項目に対して探索的因子分析（最尤法，プロマックス回転）を行い，「1つも高負荷 5

となる因子がない項目」や「複数因子に対して高負荷となる項目」を 1つ除去しては，再度探索的
因子分析を行うという作業を繰り返す。最終的に，「初期の固有値が 1以上となる因子数」，「すべ
ての項目の因子負荷量が，ただ 1つの因子についてのみ高負荷となる」，「因子ごとの信頼性が十分
に高い 6」という 3条件をいずれも満たす因子構造が得られるまで続けることとする。次に，構造方

 5　当該分野で慣例的に用いられることが多い「因子負荷量 0.4以上」を高負荷であると判断した。
 6　当該分野で慣例的に用いられることが多い「Cronbachの α係数 0.7以上」であれば信頼性は十分に高いと判

表1 データ分析に用いた質問項目 

 
 
 
 

質問項目 出典

ip_01 インターネット上の信頼できる情報とそうでない情報を見分けることには自信がある。
ip_02 情報を集める自分なりの方法をもっている。
ip_03 たくさんある情報の中から、自分の必要とする情報の取捨選択ができる。

ij_01 人から聞いた話が本当かどうかを、後で確かめることはない。（－）
ij_02 人の噂をすぐ信じるほうだ。（－）
ij_03 新聞やテレビで言われていることを、すぐ信じるほうである。（－）
ij_04 テレビで知ったことを、後から本などで確認することがある。
ij_05 手に入れた情報が古くなっていないかどうか注意している。

ij_06 対立する意見があるときはいつも、両方の言い分を聞いてそれぞれの良し悪しを判

断するようにしている。
ij_07 噂を聞いたときには、それがどのくらい根拠があるかを確認している。
ij_08 たくさんの資料から必要な情報を見つけ出すのは苦手である。（－）

ol_01 友人と比べてあなたは、福島県産農作物についてよく質問される方だ。
ol_02 福島県産農作物について話すときのあなたの立場は話し手である。

ol_03 一般的に言ってあなたは友人や近所の人と福島県産農作物について話すことがあ

る。

ol_04 あなたが友人や近所の人と福島県産農産物について話すとき、情報を与える立場

である。

ol_05 福島県産農作物についてあなたは友人や近所の人からアドバイスを求められること

が多い。

sy_01 他の人の意見に賛成することが多い。
sy_02 あなたは感情的に周りの人からの影響を受けやすい。
sy_03 あなたは友人が動揺していても、自分まで動揺してしまうことはない。（－）
sy_04 あなたは他人の感情に左右されずに決断することができる。（－）
sy_05 周りの人が神経質になると、あなたは神経質になる。
sy_06 あなたは悪い知らせを人に告げに行くときには、心が動揺してしまう。
sy_07 なにかを決心したとき、ほかの人の意見によって決心をかえることが多い。
sy_08 自分の意見をおしつけるよりもきくほうである。

ib_pr 食品を購入するとき価格を重視する。
ib_pl 食品を購入するとき産地を重視する。
ib_qu 食品を購入するとき品質を重視する。

si_st 食品を選択する際、店頭からの情報を集めている。
si_ad 食品を選択する際、新聞広告からの情報を集めている。
si_in 食品を選択する際、インターネットからの情報を集めている
si_tv 食品を選択する際、テレビ番組からの情報を集めている。
si_np 食品を選択する際、新聞記事からの情報を集めている。
si_wm 食品を選択する際、家族・知人等からの口コミ情報を集めている。
si_mz 食品を選択する際、雑誌からの情報を集めている。

ti_na あなたは国が発信する情報を信頼することができる。
ti_pr あなたは都道府県が発信する情報を信頼することができる。
ti_ct あなたは市町村が発信する情報を信頼することができる。

変数名

購買重視点 【IB】

オリジナル

濱岡・里村（2009）

高比良ほか（1999）

木村（2001）

オピニオン・リーダー度【OL】

情報判断力【IJ】

情報処理力【IP】

注）　質問項目の（－）は逆転項目を表す。

消費者タイプの分類（分類の基準に用いた項目）

消費者タイプの分類（特徴の多面的な検討で用いた項目）

日本政策金融公庫

（2010）

加藤・高木（1980）、

辻（1969）

オリジナル

政府の発信する情報に対する信頼感（信頼感） 【TI】

情報源【SI】

同調性【SY】

表 1　データ分析に用いた質問項目
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程式モデリングを用いて確認的因子分析を行い，得られた因子構造の確認を行う。適合度検定（尤
度比検定）は大標本では飽和モデル以外のどんなモデルも棄却し，小標本では検出力が低くなりど
んなモデルも保持されやすくなる（豊田 1998）。よって，本研究ではサンプルサイズが大きい（2000

サンプル）ことから適合度指標で評価する。適合度指標は多数発表されており，様々な研究の中で
多くの検証が試みられているが，未だに統一した見解は得られていない 7。そこで本研究では，複数
の適合度指標を示したうえで，近年用いられることの多い RMSEAと CFIの結果を中心に判断す
ることとする。

②消費者タイプの分類

クラスター分析は階層的な手法と非階層的な手法とに分けられる。非階層的クラスター分析（中
でも k-means法）は簡単なアルゴリズムでかつ高速なため（坂井ほか 2010），計算の負担が小さく
特にサンプルサイズが大きなときによく用いられている。しかし，非階層的手法の問題点として，
クラスター数を事前に指定しなければならない点と，クラスター重心の初期値の選択基準が曖昧な
上，初期値の設定の仕方によってクラスタリングの結果に影響を及ぼす点が指摘され，階層的手法
と非階層的手法を組み合わせて実施することが推奨されてきた（Malhotra et al. 2012）。辻本（1981）
は初期値の設定方法を数種類で比較した結果，前もって行った階層的クラスター分析で得られたク
ラスターを初期値として設定した場合に，どのデータについても比較的好ましい（クラスター内で
のバラツキがより小さく，クラスター間でのバラツキがより大きいような）クラスターが得られる
ことを明らかにした。本研究でもこの方法を採用し，以下の手順を用いることとする。まず，注目
している特性（因子）とその下位尺度得点（平均値）を用いて階層的クラスター分析（平方ユーク
リッド距離，Ward法）を行い，消費者をいくつかのクラスターに分類し，各クラスターの重心を
算出する。クラスター数の決定は，複数のクラスター数で結果を算出し，クラスター間でサンプル
サイズの配分が極端に偏るものを除き，デンドログラム（周囲に比べて相対的に結合距離が長い値）
などの結果を参考にして意味解釈的に決定する。次に階層的クラスター分析で得られたクラスター
数とクラスター重心を用いて（「クラスター数」をそのまま「クラスターの重心の初期値」として
指定した）非階層的クラスター分析（k-means法）を行う。

③各消費者タイプの比較

クラスター（消費者タイプ）ごとにクラスター分析で用いた特性の平均値を比較する。さらに購
買重視点，情報源，政府の発信する情報に対する信頼感についても得点を算出し，福島県産農産物
に対する態度や行動について各クラスターの特徴を多面的に明らかにする。

断した。
 7　例えば，狩野・三浦（2002）はサンプルサイズが数百程度であれば χ2検定を，500前後以上であれば GFI，

CFI，RMSEAを指標にするのが妥当であるとしている。また，Sharma et al.（2005）は 5つの指標をシミュレー
ションによって比較した結果，RNIと TLIの結果が最もよく（特に因子負荷量が 0.5以上のときには非常に
よく），この 2つの指標の補足として NNCPや RMSEAを用いるのがよいが，GFIは用いるべきでない，と
している。
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3.　結　　　果

3.1　項目選択

情報処理力，情報判断力，オピニオン・リーダー度，同調性の 4つを想定して準備した全 24個
の測定項目を用いて探索的因子分析（最尤法，プロマックス回転）を行った。「1つも高負荷とな
る因子がない項目」や「複数因子に対して高負荷となる項目」を 1つ除去しては，再度探索的因子
分析を行うという作業を繰り返した結果，全体として 5次元 22項目のきれいな因子構造を得るこ
とができた。しかし，当初想定していた情報判断力が 5項目と 3項目に分かれたため，質問項目の
内容を吟味して，5項目の方を「情報判断力」，3項目の方を「疑念」と命名した。さらに，因子ご
とに Cronbachの α係数を算出したところいずれも 0.7を上回ったため，信頼性は十分であると判
断した。これらの結果は表 2のとおりである。

表 2　探索的因子分析と Cronbachの α係数の結果表2 探索的因子分析とCronbachのα係数の結果 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

項目
因子1
(f_ol)

因子2
(f_sy)

因子3
(f_ij)

因子4
(f_ip)

因子5
(f_do)

Cronbach
α係数

ol_04 .924 -.037 .019 -.003 -.001

ol_05 .909 -.016 .005 -.002 -.008

ol_03 .830 .036 .059 -.052 .003

ol_02 .827 -.039 -.019 .011 -.009

ol_01 .789 -.009 -.013 .044 -.029

sy_02 .024 .673 .071 -.015 -.225

sy_05 -.002 .660 .062 .075 -.038

sy_07 .032 .624 .045 -.014 -.151

sy_04 -.005 .591 -.299 -.060 .182

sy_06 -.129 .530 .251 .001 -.070

sy_03 -.004 .524 -.271 -.008 .241

sy_01 -.003 .454 .166 .018 -.239

ij_07 -.009 .088 .782 -.020 .130

ij_06 -.057 -.005 .768 -.059 .007

ij_05 .088 .149 .646 .051 .178

ij_04 .075 .193 .597 .033 .159

ip_02 .022 .065 -.053 .887 .065

ip_03 -.067 -.037 .086 .803 -.063

ip_01 .037 .005 -.034 .766 -.004

ij_02 -.037 -.373 .127 -.014 .608

ij_03 .009 -.319 .064 .047 .604

ij_01 -.026 .002 .339 -.026 .466

因子間相関 F_OL 1.000 -.068 .225 .335 .034

F_SY 1.000 -.422 -.284 -.232

F_IJ 1.000 .497 .115

F_IP 1.000 .175

F_DO 1.000

.933

.786

.784

.852

.756

オピニオン・

リーダー度
(f_ol)

同調性
(f_sy)

情報判断力
(f_ij)

情報処理力
(f_ip)

疑念
(f_do)

因子間相関 f_ol 1.000 -.068 .225 .335 .034
f_sy 1.000 -.422 -.284 -.232
f_ij 1.000 .497 .115
f_ip 1.000 .175
f_do 1.000
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次に探索的因子分析で得られた 5次元 22項目を用いて確認的因子分析を行った（図 3）。因子負
荷量が低い項目はいくつか見られるが，適合度指標は CFI=0.905，RMSEA=0.072であり受入可能
である。したがって，そのまま 5次元 22項目を用いることとする。

図 3　確認的因子分析の結果

3.2　消費者タイプの分類

3.1で明らかとなった 5因子を分類の基準（特性）として，階層的クラスター分析（平方ユークリッ
ド距離，Ward法）により消費者を分類した。クラスター数を 3～ 6に変えて複数の結果を算出し，
クラスター間でサンプルサイズの配分が極端に偏るものを除き，デンドログラムの結合距離を視覚
的に判断した結果を参考にして，意味解釈的にクラスター数を 4に設定した。次にクラスター数を
4に固定し，求めた各クラスターの重心を初期値として，非階層的クラスター分析（K-means法）
を行った。結果は表 3（最上部）のとおりであった。

3.3　各消費者タイプの比較

分類の基準とした 5つの特性（情報処理力，情報発信力，同調性，疑念，情報判断力）を被説明
変数，クラスター（消費者タイプ）を説明変数（水準数が 4）とし，1元配置分散分析と多重比較（Scheffe

の方法）によってクラスター間の平均値の比較を行った。結果は表 3（上部）のとおりであった。
さらに，各クラスターの特徴を明らかにするために，クラスター分析では特性として用いなかった
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購買重視点（価格，産地，品質）と情報源（店頭，広告，ネット，テレビ，新聞，口コミ，雑誌），
政府の発信する情報に対する信頼感（国，都道府県，市町村）についても同様に 1元配置分散分析
と多重比較（Scheffeの方法）を行った。結果は表 3（中下部）のとおりであった。

4.　考　　　察

4.1　消費者タイプの命名と特徴

①クラスター 1

情報処理力，情報判断力，情報発信力のスコアが絶対的に高く，また，他のクラスターに対して
も相対的に高い。情報処理力や情報判断力といった情報の受け手としての能力だけでなく，情報の
発信者としての性格も持ち合わせている。つまり，情報の扱いに圧倒的に優れているということで
ある。また，情報に対して疑念を持ちやすく，ただ伝え聞いた情報に同調することはせず，内容を
自ら吟味して真偽を判断している傾向が他のクラスターよりもかなり強い。これらの特徴をふまえ
ると「オピニオン・リーダー型」の消費者と考えられる。

表 3　クラスター分析と多重比較の結果表3 クラスター分析と多重比較の結果 

 
 
 
 
 

情報処理力 f_ip 5.23 ( .96 ) 2.86 ( .93 ) 4.10 ( .69 ) 4.41 ( .84 ) 2<3<4<1**

情報発信力 f_ol 4.36 ( 1.09 ) 1.94 ( .79 ) 3.78 ( .66 ) 1.68 ( .63 ) 4<2<3<1**

同調性 f_sy 3.01 ( .84 ) 4.11 ( .72 ) 3.89 ( .57 ) 3.47 ( .72 ) 1<4<3<2**

疑念 f_do 5.90 ( .75 ) 4.09 ( .88 ) 4.41 ( .70 ) 5.30 ( .81 ) 2<3<4<1**

情報判断力 f_ij 5.72 ( .64 ) 3.95 ( .81 ) 4.47 ( .62 ) 4.82 ( .78 ) 2<3<4<1**

価格 ib_pr 4.93 ( 1.28 ) 5.26 ( 1.10 ) 5.04 ( .96 ) 5.28 ( 1.08 ) 1,3<2,4**

産地 ib_pl 5.21 ( 1.35 ) 4.40 ( 1.34 ) 4.75 ( 1.05 ) 4.63 ( 1.40 ) 2<4*, 2<3**, 4,3<1**

品質 ib_qu 5.73 ( 1.06 ) 4.85 ( 1.06 ) 5.05 ( .87 ) 5.33 ( 1.00 ) 2<3<4<1**

店頭 si_st 5.01 ( 1.40 ) 3.84 ( 1.47 ) 4.52 ( 1.02 ) 4.44 ( 1.38 ) 2<4,3<1**

広告 si_ad 3.71 ( 1.72 ) 3.20 ( 1.41 ) 4.06 ( 1.15 ) 3.33 ( 1.50 ) 2,4<1*, 2<1<3**

ネット si_in 4.58 ( 1.58 ) 3.08 ( 1.36 ) 4.12 ( 1.14 ) 3.60 ( 1.49 ) 2<4<3<1**

テレビ si_tv 3.85 ( 1.75 ) 3.41 ( 1.38 ) 4.19 ( 1.07 ) 3.56 ( 1.47 ) 2<1<3**, 4<3**

新聞 si_np 3.54 ( 1.80 ) 2.70 ( 1.27 ) 3.72 ( 1.21 ) 2.87 ( 1.46 ) 2,4<1,3**

口コミ si_wm 4.14 ( 1.61 ) 3.21 ( 1.40 ) 4.17 ( 1.09 ) 3.56 ( 1.50 ) 2<4<1,3**

雑誌 si_mz 3.09 ( 1.68 ) 2.37 ( 1.14 ) 3.35 ( 1.14 ) 2.61 ( 1.32 ) 2<4*, 2,4<1,3**

政府の発信する情報に対する信頼感

国 ti_na 2.70 ( 1.46 ) 3.18 ( 1.29 ) 3.23 ( 1.19 ) 2.89 ( 1.30 ) 1,4<2,3**

都道府県 ti_pr 3.05 ( 1.54 ) 3.48 ( 1.29 ) 3.47 ( 1.16 ) 3.21 ( 1.31 ) 1<3,2**, 

市町村 ti_ct 3.24 ( 1.54 ) 3.61 ( 1.29 ) 3.62 ( 1.16 ) 3.41 ( 1.36 ) 1<2,3**
注1）　多重比較の欄の数字はクラスターの番号を表している。*p <.05, **p <.01
注2）　表中の値は「平均値（標準偏差）」を表している。

その他の追加特性（クラスター分析で用いられなかった特性）

購買重視点

情報源

クラスター1

n  = 237
(11.85%)

クラスター2 クラスター3 クラスター4

n  = 537
(26.85%)

n  = 783
(39.15%)

n  = 443
(22.15%)

クラスター分析で用いた特性

消費者タイプ

多重比較

自己完結型媒介者型フォロワー型
オピニオン・

リーダー型
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このタイプの消費者の特徴として，農産物の購買において価格よりも品質や産地を重視している
点が挙げられる。また，さまざまな情報を広く取り入れているが，中でも店頭での商品選択が慎重
に行われているようである。さらにインターネットを利用した能動的な情報探索が活発に行われて
いるため，インターネットのヘビーユーザーにはオピニオン・リーダー型の消費者が多い可能性が
高い。なお，オピニオン・リーダー型の消費者の割合はおよそ 12%となっているが，本研究のデー
タはインターネット調査によって得られたものであることから，一般的にはずっと少数になると考
えられる。さらに，疑念が高いこともあり，政府の発信する情報に対する信頼感は総じて低い。た
だし低い中でも，国よりは都道府県，都道府県よりは市町村といったように，政府の単位が身近に
なればなるほど，信頼感は高まる傾向が見られる。この特徴はすべての消費者タイプに共通してい
る。

②クラスター 2

このタイプの消費者の特徴は，情報処理力，情報判断力，情報発信力がいずれも低く，他者への
同調性が高いということである。さらに，疑念の値も高くない。つまり，自分で情報を集めたり，
情報の真偽を判断したりすることが苦手で，入ってきた情報をそのまま受け入れているということ
である。これらの特徴をふまえると「フォロワー型」の消費者と名づけることができる。
フォロワー型の消費者の特徴として，農産物の購買においては価格を重視し，産地や品質の重要

性が低い点が挙げられる。また，情報源について見てみるとすべてにおいて他のクラスターよりも
利用度が低い。つまり，情報収集そのものをあまり行っていないということがわかる。政府の発信
する情報に対する信頼感は総じて低いが，他の消費者タイプに比べるとやや高めである。フォロワー
型はさまざまな面でオピニオン・リーダー型の消費者と対極にあるということができる。

③クラスター 3とクラスター 4

この 2つのタイプの消費者は，情報処理力，情報判断力，情報発信力，疑念，同調性のいずれに
おいても他のクラスターと比べると中程度であり，顕著な特徴がない。両者を比較すると，クラス
ター 4は情報処理力，情報判断力についてクラスター 3よりやや高く，逆に同調性がやや低い傾向
はあるものの，いずれも中程度であるという意味では似ている。しかし，この 2つのグループにお
いてかなり顕著な差となっているのが情報発信力である。クラスター 3はオピニオン・リーダーの
ように積極的に情報発信しているというわけではないが中程度であるのに対し，クラスター 4は他
のクラスターと比べても情報発信力が極端に低くなっている。
情報源を検討してみると，クラスター 3は広告，テレビ，新聞，雑誌において他のクラスターよ
りも利用度合いが高い。これらはいずれも受動的な情報源であり，自分で調べたというよりも，た
またま目にした情報をストックしていると考えられる。クラスター 4はいずれの情報源についても
それほど高い値を示しておらず情報収集をあまり行っていないことがわかる。つまり，クラスター
3は情報を収集し，情報処理を行い，それなりに情報を発信している（近い人と共有する程度の発
信力と考えられる）のに対し，クラスター 4は情報処理力や情報判断力が高いにもかかわらず，あ
まり情報収集をせず，さらに情報を発信しないタイプであるということである。したがって，これ
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までの議論からクラスター 3は「媒介者型」，クラスター 4は「自己完結型」の消費者と考えられる。
なお，媒介者型が全体の約 4割を占めており，一般的な消費者は媒介者型をイメージするのが適当
であろう。

4.2　消費者タイプと情報発信

言うまでもなく，すべての消費者（市民）に対して，情報を届ける努力をしなければならない。
一方で予算や機会は限られているため，いかに効率よく，効果的に情報を発信するか，情報を行き
渡らせるかを戦略的に考えていかなければならないことも確かである。そこで，本研究で明らかと
なった各消費者タイプの特徴を踏まえて，情報発信の方針を 3点示すこととする。まず 1点目は，
4タイプの消費者の中で最も重点的に対応しなければならないのは，言うまでもなくオピニオン・
リーダー型の消費者である，ということである。オピニオン・リーダー型の消費者は全体の 1割程
度と少数であるが，後述するように間接的に媒介者型やフォロワー型にも影響を与えるため，その
効果は全体の 7割ほどの消費者をカバーできることになる。媒介者型の消費者は，普段一緒に過ご
すことの多い集団の中のオピニオン・リーダーの意見を受け入れ拡散している。つまり，オピニオ
ン・リーダーなどから得られる情報を広める拡声器のような役割を担っている。フォロワー型の消
費者は自ら能動的に情報収集することも情報発信することもなく，同調性が高いため，自分の所属
しているグループの全体的な傾向にあわせることがほとんどである。よって，いずれのタイプも発
信された生の情報を直接得ているのではなく，オピニオン・リーダーを介して，オピニオン・リー
ダーによって加工された（解釈や説明が加えられた）情報を得ていることになる。フォロワー型の
消費者にしても媒介者型の消費者にしても情報過負荷の中で情報を活かしきれないので，むしろオ
ピニオン・リーダーのフィルターを通したほうが情報を取得しやすく，積極的にオピニオン・リー
ダーの意見を受け入れている。言い換えると，フォロワー型，媒介者型の消費者に情報を届けるに
は，オピニオン・リーダー型の消費者を介するルートが最も確実で効果的であるとも言えるのであ
る。

2点目は 2割強に及ぶ自己完結型の消費者を重視しすぎないことである。自己完結型の消費者は
同調性が低く，他からの影響を受けにくい。そのため，自己完結型の消費者の態度や行動を変える
には非常に多くのコストを必要とする。その意味ではオピニオン・リーダー型の消費者と同じであ
るが，重要なのは，自己完結型の消費者は情報発信をほとんどしないため，いい意味でも悪い意味
でも他の消費者への波及効果が少ないという点である。よって，限られた予算や機会を使うのであ
れば，他のタイプの消費者により重点を置くべきであるといえる。

3点目はターゲットとする消費者タイプに合わせて，メディアを使い分ける必要があるというこ
とである。つまり，オピニオン・リーダー型の消費者に訴求したければ，インターネットを積極的
に使うべきであるし，媒介者型の消費者に訴求したければ，テレビや広告，場合によっては新聞や
雑誌を使うべきである。また，たくさんのメディアを用いても，同じ情報を同じように流していた
のでは意味がない。インターネットの場合であれば，能動的な情報探索を行うオピニオン・リーダー
には詳細情報をまとめたようなサイト作りと，様々な検索語でサイトにアプローチできるような
SEOの対策が必要である。一方，受動的な情報収集を行う媒介者型の消費者には，わかりやすく
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目を引きやすいバナー広告や，SNSを利用した広告が効果的であろう。つまり，どのタイプの消
費者に向けた情報なのかを明確に意識しながら情報発信を行うことが重要である。

4.3　おわりに

本研究では，情報処理の能力や情報伝播の中で担う消費者の役割に関する視点から，消費者を「オ
ピニオン・リーダー型」「フォロワー型」「媒介者型」「自己完結型」の 4タイプに分けた。さらに
農産物の購買時の重視点や情報源についても比較し，各消費者タイプの特徴を明らかにした。本研
究から得られた知見をまとめると，情報発信をする際には，どのタイプの消費者に向けた情報なの
かを明確に意識した上でメディアや情報の内容を選択する必要があるということである。また，消
費者タイプに合わせて情報発信の重視度に強弱をつけるべきで，中でもオピニオン・リーダー型の
消費者を重点的に取り扱うべきである，ということである。そのためにも，オピニオン・リーダー
を早く捕捉し，彼らとの関係性を強化しなければならない。オピニオン・リーダーの特徴はインター
ネットを利用し，能動的に情報探索を行なっている点，情報発信力が高い点である。したがって，ホー
ムページや SNSを使って積極的に情報発信をしているインターネットユーザー，放射性物質の測
定検査や被災地を巡るツアーなどのイベントに参加した消費者，電話やメールで意見を寄せてくれ
た消費者の中にオピニオン・リーダーが含まれる可能性は非常に高い。それらの消費者との関係を
その場で終わらせず，一般消費者の代表者として特別な協力員のような役を引き受けてもらうのが
よいだろう。彼らには積極的に政府の取組みにオブザーバーとして参加してもらい，現状を知らせ，
たくさんの意見交換をすべきである。こうした取組みそのものがオピニオン・リーダーを介した最
も効果的で効率のよい情報発信となるのである。
なお，本研究で用いた分析項目自体は直接，福島県産農産物に限定されるものではないが，学術
的な一般化よりも風評被害の実情とその対策を練るために行われた調査の中で用いられたものであ
り，本研究もそのような立場で行われたものである。
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