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１． はじめに 

国内の牛乳消費が減少しつづけている。牛乳消費量は、1996年に4,290トンであっ
たのが 2009年には 3,116トンまで減少している。

出所：社団法人中央酪農会議資料（農林水産省「牛乳乳製品統計調査」1）。

牛乳消費の減少の主な要因は２つあると言われている。１つ目に、お茶や豆乳とい

った他の飲料が飲まれるようになったからといった、飲料カテゴリー間の競合製品との

関係での議論である。２つ目に、牛乳は牛の乳なのでヒトが飲むのは異常であるといっ

た主張や、乳牛はホルモン剤を打たれているから、そのような牛の乳を飲むと人体にも

悪い影響を及ぼすといった主張に見られるように、牛乳それ自体のネガティブな情報

からの飲み控えである。

牛乳消費の減少を食い止め、さらには消費を拡大させることを目的とした取り組みが

ある。コミュニケーションテーマからどのような取り組みがあるか眺めてみよう。2005 年
                                                  
1 ただし、統計手法が 2003年度より変更されたため 1996年～2002年度は推計値。



から中央酪農会議は、「牛乳に相談だ」キャンペーンを通じて、牛乳を飲むことによっ

て体が強くなるといった現実的な効果を表現した。日本酪農乳業協会も、「ミルクって

サプリかも」キャンペーンを通じて、牛乳の機能的側面を訴求した。いずれも、牛乳と

いう製品が提供する価値に焦点を当てたコミュニケーションテーマである。

本研究も、牛乳が消費者に提供する価値に焦点を当てた概念枠組みを提示する。と

はいえ、これまでの実務上の取り組みがしてきたような、牛乳の機能的側面から牛乳

の価値を見出そうとするのではない。意味的価値の創造を議論する。

第１段階として、本稿は、牛乳を飲用する消費者の中でも、小さな子どもがいる家族

に注目し、家族にとって牛乳がどのような価値を持っているのか、持ちえるのかを明ら

かにする。

家族のメンバーの中で、本稿が焦点を当てるのは母親である。なぜならば、母親は、

子どもが牛乳のイメージを構築する際に、少なくない影響を及ぼすからである。母親が

対象物に対するこれまでのイメージから新しいイメージへと変化させた時の方が、イメ

ージを変化させない時と比べて、子どもも対象物に対するイメージを変化させやすいと

考えられる。これを母親による子どもの社会化と呼ぶ。親は子どもを社会化する

ことが主張されている（Sullivan 1947; Turner 1962）。社会化とは、個人が他
者との相互作用を通して、その社会の成員として、価値、態度、技能、知識、

動機などの集団的価値を習得し、一定の許容範囲内の思考や行動様式を形成し

ていく過程である。親が変わることで子どもも変わることが期待されるのであ

る。

本研究は、牧場体験をする前と体験をした後の家族の変化を描くという全体の目的

を持っている。牧場体験を通じて、子どもがいる家族が乳牛、酪農、および牛乳のイメ

ージをどのように変化させるのかを明らかにする。本稿は、インタビューと参与観察に

よって牧場体験をするまで家族が抱いていた牛乳に関わるイメージを詳細に記述す

る。

本稿の構成は以下のとおりである。第 2 節は、文献展望を行い、本稿の理論枠組み
と仮説を提示する。第 3節は、本研究が用いる方法論を説明する。第 4節は、仮説の
検証を行う。第 5節は、調査の発見物を述べる。

２．文献展望と仮説 

２．１．文献展望 

２．１．１．製品の価値 

消費者行動の概念が拡張され、消費を経験的側面に焦点を当てた研究が蓄積され

てきた。中でも、消費の主観的側面や感情的側面に研究の焦点が移っている。消費

の主観的側面や感情的側面を見るということは、「製品の意味とは何か」を問い直すこ

とである。そこで展開されているのは、製品は多様な感情的役割と機能的役割を果た



しているという議論である（Fournier1991）。
製品を経験的・象徴的枠組みを用いて議論すると、既存の製品分類スキームが豊か

になると言われる。Fournier（1991）にしたがえば、マーケティング分野で製品分類の
仕方は 4 つの段階で発展してきた。第 1 段階として、Kotler（1984）に代表される製品
の分類法がある。この分類法における製品は、機能的であり記述的である。製品を「属

性と便益の束」と見なす。第 2 の段階では、消費の快楽的側面と経験的側面が注目さ
れるようになった。製品には快楽的要素と実用的要素があると見なす。第 3の段階は、
製品の感情的経験の特性をとらえる Holman（1986）は、製品を、実用性と経験性の二
項対立でとらえる代わりに、5 つのカテゴリーに分類した。第 4 の段階は、製品の 3 つ
の役割を議論する。1 つ目に、多くの消費財が機能的役割を果たしている。必要なも
のを満たす商品、環境をコントロールするための商品、問題を解決するための商品な

どが機能的役割を果たす。2つ目に、経験的役割を果たす消費財もある。五感に喜び
を与えたり、審美的楽しみを与えたり、娯楽となったり感情を呼び起こしたりする。消費

者に安心やぬくもりを感じさせることもできる。3 つ目に、製品は、消費者がアイデンテ
ィティを見つけ表現することを助ける役割も果たす。

図 2 製品分類アプローチの発展 

出所：Fournier, Susan. (1991), “Meaning-Based Framework for The Study of Consumer-Object 
Relations,” in Advances in Consumer Research, 18, Rebecca H. Holman and Michael R. Solomon eds., 



Provo, UT: Association for Consumer Research, pp736-742. 

消費者の価値構造を対応させたブランドは、機能的価値、情緒的価値、精神的価値

の 3つの建設的構造から成立する（本山他 1997）。情緒的価値は、ブランドによっても
たらされる気分や情緒やイメージなどのメンタルな意味をさす。精神的価値は、ブラン

ドによってもたらされる文化や社会と密接に関連した生活者の精神的側面を満足する

意味をさす。

図 3 ブランドの価値構造 

出所：本山他（1997）p342

ブランドを、消費者に対する製品価値の約束ととらえるならば、ブランドの持つ意味

が消費者の価値を投影していると考えられる。製品は消費者にとっての便益の束であ

り、製品を属性的価値構造に分類できる。ブランド価値構造は、概念価値、観念価値、

便宜価値、基本価値の 4 分類である。基本価値は、製品カテゴリーとしてなくてはなら
ない価値をさす。便宜価値は、消費者が当該製品を便利にたやすく購買し消費しうる

価値をさす。感覚価値は、消費者の五感に訴求する価値をさす。概念価値は、意味

論や解釈論の世界での製品価値をさす（和田 2002）。
顧客価値は多様な要素から構成されているという議論もある。顧客価値は、製品便

益、その獲得、使用、廃棄に伴うライフサイクル費用の差額である。製品便益は、消費

者がある製品の知覚品質から得る便益である。製品便益には 2種類ある。1つ目は製
品の機能性から生じる機能便益である。2つ目は製品の記号性から生じる精神便益で
ある。製品の使用経験から生じる感激、感動、喜びなどの情動経験が精神便益である

（田村 2006p111-112）。
Fournier（1991）は、製品の価値を類型化した。3つの次元が製品の価値を特徴づ



ける。第 1の次元は、有形性・可視性（tangibility）である。製品を、有形で客観的真実
であるか、あるいは主観的で経験を通じて解釈されるかによって分類する。実用性か

象徴性かと言える。意味は、製品の中に存在するのか、あるいは消費者の心の中にあ

るのか。客観的で有形な場合と、主観的で象徴的な場合がある。第 2の次元は、情緒
性（emotionality）である。製品の意味は情報、経験、イメージ、感情といった要素の束
である。消費者と製品とのインタラクションにおける感情には、興奮、感じられた経験、

感情的愛着の度合いが含まれる。感情的反応は、高低の連続体で配置することがで

きる（Osgood1952）。第 3の次元は、共有性（commonality）である。意味がシェアされて
いるか個人的なものかである。意味は社会的に共有されていなければならないのであ

るが、意味には個人的な側面もある。製品との相互作用を通じて、消費者は唯一の個

人的な意味を付与していく。

有形性、情緒性、および共有性の組み合わせによって、8つの製品価値カテゴリー
を作ることができる。Fournier（1991）はこれを2×2×2モデルと呼ぶ。2×2×2モデル
は、3つの次元がそれぞれ 2つずつの対極を成すことを表している。3つの対立軸とは、
客観的・機能的意味／主観的・象徴的意味（Objective, Tangible Basis of meaning 
versus Subjective, Symbolic Basis of Meaning）、社会的意味／個人的意味（Cultural 
Meaning versus Personalized Meaning）、高い感情的反応を呼び起こす意味／低い
感情的反応を呼び起こす意味（High Emotional Response Meaning versus Low 
Emotional Response Meaning）である。3つの対立軸によって成り立つ 3次元マトリク
ス上に、8つの象限ができる。各象限が示すものが、製品の価値ということである。8つ
の製品価値は、図 4のとおり示される2。

図 4 製品価値の類型 

                                                  
2 同様の議論にHolbrook（1999）がある。Holbrookが消費者価値に与えた3つの次元は１）付帯
的価値と本質的価値（Extrinsic versus Intrinsic）、２）自己志向価値と他者志向価値（Self-oriented 
versus Other-oriented）、および３）能動的と受動的（Active versus Reactive）である。本研究が
Fournier（1991）の枠組みを採用するのは Fournierの 3つの次元は消費者の意味付与にヨリ焦点
を当てているからである。



 

 
出所：Fournier, Susan. (1991), “Meaning-Based Framework for The Study of Consumer-Object 
Relations,” in Advances in Consumer Research, 18, Rebecca H. Holman and Michael R. Solomon eds., 
Provo, UT: Association for Consumer Research, pp736-742. 

第 1の価値は、「効用価値」（Objects of Utility）である。効用価値は、2×2×2マトリ
クスでは「客観的・機能的×社会的意味×低い感情的反応」によって構成される象限

に位置する。寒さをしのぐための毛布、快適さを確保する冷暖房、缶切りといった環境

をコントロールするものが効用価値の例として挙げられる。

第2の価値は、「心理作用価値」（Object of Action）である。「客観的・機能的×社会
的意味×高い感情的反応」の象限に位置する。雰囲気を創出するステレオ、日常から

の逃避のためのスポーツカー、空想に耽るための恋愛小説が例として挙げられる。

第 3の価値は、「審美価値」（Objects of Appreciation）である。「主観的・象徴的×社
会的意味×高い感情的反応」の象限に位置する。芸術作品、室内装飾物、上質のワ

インが例として挙げられている。

第 4の価値は、「変化の中の安らぎ価値」（Objects of Transition）である。「客観的・
機能的×個人的意味×高い感情的反応」の象限に位置する。所有者の変化の時期

に心の安静、温かい心、あるいは心地よさを与える。ビジネスマンの仕事機運を高める



スーツ、よき時代を追想して安らぐ出身大学のスウェットシャツ（トレーナー）が例として

挙げられる。

第 5の価値は、「ノスタルジー価値」（Object of Childhood）である。「客観的・機能的
×個人的意味×低い感情的反応」の象限に位置する。子どもの頃持っていたモノを

大人になって再び手にすると気持ちが子どもの頃に返る。子どもの頃によく観たテレビ

番組が例として挙げられる。

第 6の価値は、「儀式価値」（Ritual Enhancers）である。「主観的・象徴的×個人的
意味×低い感情的反応」の象限に位置する。儀式価値は習慣となっている行為と結

びついている。例えば、毎朝コーヒーを飲むことは目覚めの儀式となる。目覚めの儀式

においてはコーヒー自体にではなく、コーヒーと結びついた行為に意味がある。

第 7の価値は、「自己アイデンティティ価値」（Object of Personal Identity）である。
「主観的・象徴的×個人的意味×高い感情的反応」の象限に位置する。自己アイデン

ティティ価値は、現実の自己、あるいは理想の自己が抱く価値観を、他者に向けて表

すことである。学業の達成を明らかに証明する卒業証書や、クリエイティブな一面を表

象する木工作品、あるいは好みを表象する航海の本が例として挙げられる。

第 8の価値は、「ステイタス価値」（Objects of Position and Role）である。「主観的・
象徴的×社会的意味×低い感情的反応」の象限に位置する。高額な旅費を必要とす

る旅行や、皆が憧れる土地へ頻繁な旅行は、旅行者の社会的な地位の高さを表現す

ることがある。旅行経験があることで、同じ経験を持つ人々の輪に溶け込みやすくなる

こともある。これがステイタス価値である。

２．２．２．機能的価値と意味的価値との関係 

延岡（2008）は、製品価値を機能的価値と意味的価値に分けて考える枠組みを提示
した。機能的価値は、製品が持つ基本機能により直接的にもたられる価値、すなわち

製品の機能やスペックから客観的に決まる価値である。意味的価値は、特定の顧客が

製品の特徴に関して主観的な解釈や意味づけをすることによって創り出される価値で

ある3。

図 5 機能的価値と意味的価値の位置づけ 

                                                  
3 機能や実用性では表せない製品の価値を表現する概念として、精神的価値や快楽的価値もあ
る。延岡（2008）は、精神的価値や快楽的価値は通常の製品とは異なった特別な価値として説明
する傾向がある点や、ニッチ製品や高級嗜好品に特化しすぎていた点を批判しつつ、これらは顧
客の内面的な意味づけによって生まれる価値であり、意味的価値の一部と見なすべきであると主
張する。



出所：延岡（2008）p7

消費者がどのようにその製品を解釈し価値の意味づけをするのかが、製品価値を

決める要因として大きな役割を果たす。製品価値の大きさは、製品に備わった特性や

機能の客観的な評価だけでは決まらないのである。とはいえ、意味的価値を機能的価

値から独立させて考えることは適切ではない。なぜならば、意味的価値の多くは、機能

的価値を土台にしているからである（延岡 2008）。
機能的価値と意味的価値は、どのような関係にあるのだろうか。それぞれ独立して

いるのか、共存しているのか、あるいはどちらか一方だけが残るのか。石井（1993）は、
「もともと人間は、モノの効能・性能・機能でそのものを消費するかどうかを決めるわけ

ではない（p208）」という記述によって、非機能主義の立場を明確にしている。一方、
間々田（2005）は、両者は独立した別個の現象だとする。技術革新は、機能に意味を
見出す消費者に共通するニーズによって生まれる。意味的価値は、多様性を求める

消費者のニーズによって発生する。すなわち、両者の関係はどちらか一方が衰え他方

がそれに変わって顕在化するというような関係ではないと主張する。これらに対し、延

岡（2008）は、「商品の価値＝機能的価値＋意味的価値」であると主張する。商品の価
値を次の関係式で両立の立場を示した（図 6）。どちらか1つでもなければ、両方ともが
排他的に存在するのでもない。2つで 1つの価値を作るという考えである。

図 6 製品価値（機能的価値＋意味的価値） 



出所：延岡（2008）p8

機能的価値と意味的価値とでは成り立ちが違う。商品の機能やスペックから客観的

に決まるのが機能的価値である。意味的価値は、特定の顧客が商品の特徴に関して

主観的な解釈や意味づけをすることによって創り出される価値の総称である。両者の

間にはっきりとした境界線はないのである（延岡 2008）。
 

２．２．仮説 

製品の価値に関する議論を、本稿の問題意識に照らし合わせながら整理しよう。製

品価値は機能的価値と意味的価値を合わせたものである。製品の基本機能によって

直接的にもたらされる機能的価値だけでは高い商品価値を創出することはできない。

消費者が製品を解釈し価値を意味づけることによって、製品価値を高めることができ

る。

製品価値を決める要因として大きな役割を果たすのが意味的価値である。図 4 に示
した Fournier（1991）による製品価値の類型で言うと、左の象限にある第 6 の価値「儀
式価値（主観的・象徴的×個人的意味×低い感情的反応）」、および第 7の「自己アイ
デンティティ価値（主観的・象徴的×個人的意味×高い感情的反応）」が、消費者が

主観的な解釈や意味づけを与えて生み出す意味的価値である。自己アイデンティティ

とは、自分を自分たらしめている他者の中で、自己が独自の存在であることを認めると

同時に、自己の生育史から一貫した自分らしさの感覚を維持できている状態である

（鎧他 1984）。消費によるアイデンティティ形成とは、自分を自分たらしめている他者の
中で、独自で一貫した自らの存在意義を見出し、自分らしさの感覚を維持できる自己

を形成することである（玉置 2004）。



以上の議論を踏まえ、牛乳に関する調査の仮説を以下の通り設定する。

仮説 1 消費者は牛乳の機能的価値を評価している。 

牛乳の消費が減少しているのは、消費者が牛乳に主観的解釈と意味を与えずに、

機能的価値で見ているためであると考える。牛乳の機能的価値とは、カルシウムによっ

て骨を丈夫にする機能や、タンパク質と脂肪のバランスがよく栄養価も高いことから機

能的食品としての価値である。消費者は牛乳に意味的価値を見出すことができないた

めに、牛乳という製品の全体としての価値が低くなっていると考えられる。

仮説 2 消費者は意味的価値を持つ食品が好物であり大切にしている。 

消費者は、意味的価値を持つ食品を好むだけではなく、大切にしていると考えられ

る。意味的価値を持つ食品とは、Fournier（1991）の製品価値の類型（図 4）において、
第 6 象限にあたる「儀式価値」、および第 7 象限にあたる「自己アイデンティティ価値」
を実現する食品である。大切にするとは、「もっとも必要として重んじること」「重要なも

のとして扱うこと」と定義する。消費者は、食品の機能的価値からではなく、意味的価

値を付与することで製品価値が上がり、好物となり、その製品と消費行為を大切にする

と考えられる。

３．方法論 

仮説を検証するために実施する調査の方法は、エスノグラフィーである。牧場体験の

前に、調査対象者に半構造化深層面接と参与観察を実施し、牧場体験をする前の家

族の牛乳に対するイメージや他の食べ物に関する価値を明らかにする。

 1960 年代に入って、従来の実証主義手法に対する懐疑が本格的なものになった。
実証主義に関する通念にそった調査技法、たとえば実験や質問紙サーベイの持つ限

界を踏まえて、インフォーマル・インタビューや原画観察などの質的技法に対する見直

しが行われるようになった。このような動向の中で注目を浴びてきたのが人類学的方法

としてのエスノグラフィーである（金井他 2010p89）。自然科学に範を取った概念モデル
の場合、その目標は社会現象をめぐる因果関係について説明し、その規則性を明ら

かんすることである。他方、人文研究に由来する概念枠組みやアナロジーを用いる研

究は、人々の行為や社会生活のあり方を丹念に記述し、その意味について解釈する

ことに主眼がおかれる。このような特徴をもつ解釈的アプローチと密接な関係にあるの

が、参与観察法やインタビューや文書テクストの読み取りなどをはじめとする定性的研

究法である（金井他 2010p312）。
本研究がエスノグラフィーを採用するのは、本研究が解釈アプローチに依拠している

からである。消費者行動研究において、行動修正アプローチ、情報処理アプローチ、

解釈アプローチという、大きく3つの研究アプローチがあることが指摘されている（阿部



2001）。行動修正アプローチは、行動主義心理学や新行動主義心理学をベースとし
ており、そこでは主に消費者行動の予測が目指される。情報処理アプローチは、認知

心理学がベースとなっており、消費者の認知過程の説明が主に実験的な手法を用い

て試みられている。解釈アプローチは、記号論や解釈学をベースとしており、消費者

の意味世界の理解を目指している。主に質的データを用いる解釈アプローチについ

ては、これまでさまざまな批判がなされているものの、理論の検証よりも新しい理論構

成が目指される場合などにおいて、特に有効なアプローチとして注目されている（坂下

＆木村 2011）。
質的データを扱う研究でキーとなるのは、言葉や音声、映像などの複数のデータを

できるだけ自然な文脈の中で把握することである（Belk1998）。対象者の行動をそのま
ま記録する直接観察法は、対象者による自己報告や実験的環境で構造化して測定・

収集されたデータよりも、対象者の多様なモードをより正確に記録できるため、非常に

有効な手法であるとされる（Atkin1978）。本研究は、半構造化深層面接法と、家族の
料理風景と食事風景に調査者が参加する参与観察法によって収集した、複数の質的

データを解釈し、家族が抱く牛乳の価値を理解することを目指す。

３．１．調査概要 

調査概要は、次のとおりである。

（１）調査対象者 

調査対象者のリクルーティングを行うにあたり、仙台市役所の広報を通じて、以下の

条件を満たす家族を選定しようとした。家族は仙台市内に在住である。子どもの1人が
小学校 3年生か 4年生である。子どもは一人っ子でも兄弟姉妹がいてもよい。両親の
年齢には条件を設けなかった。母親は専業主婦か兼業主婦のいずれでもよい。子ど

もは牛乳が苦手である、あるいは普段あまり飲まないことが望ましい。これまで、家族の

誰も牧場体験をしたことがない。

 4 家族が参加することになった。体験前調査と牧場体験と体験後調査に対する謝金
として、各家族に 6万円が支払われた。各家族の家族構成と調査実施日は、表 1のと
おりである。

表 1 インフォーマント・データ4 

家族 父の年齢 母の年齢／職の有無 小学 4年の子ども 兄弟姉妹 体験前調査実施日

本山 41歳 38歳／専業主婦 長男 10歳 妹 8歳 2010年 10月 16日
横山 47歳 38歳／フルタイム 長女 9歳 妹 3歳 2010年 10月 17日
色田 38歳 40歳／専業主婦 長男 10歳 弟 3歳 2010年 10月 23日

                                                  
4 家族の写真は写真 1～写真 4。名前は仮名である。



伊達 47歳 41歳／フルタイム 二女 9歳 姉 12歳 2010年 10月 24日
 

（２）調査の内容と流れ 

調査の内容と流れは次のとおりである。15 時に、家庭を訪問する。調査は、1）母親
へのインタビュー、2）父親へのインタビュー、3）子どもへの調査、4）母親の料理風景
の観察、5）家族の夕飯の食卓に同席し参与観察で構成される。母親と父親への具体
的な質問項目は、付属資料 Aのとおりである。すべてが終わった 19時半から20時ご
ろ、おいとまする。

子どもに対する調査としては、母親のインタビューが始まる前に、小学 4年生の子ど
もと、その弟姉妹に調査内容を説明し、作業を開始してもらった。調査内容とは、画用

紙 3 枚と色鉛筆を渡し、1 枚目には自分の家族、2 枚目には牛の家族、3 枚目には、
牛から牛乳になるまでのプロセスを、それぞれ画用紙に描く作業である。

食事中の家族との会話については、会話内容を特定せず自然な流れで会話を行

いつつデータを集めるインフォーマル・インタビューと、普段の家族の様子を一緒に食

事をしながら観察する参与観察を行った。

３．２．データの収集と文書化 

ビデオカメラを用いて、母親へのインタビューと父親へのインタビューを録画した。母

親の料理風景の観察と夕飯の参与観察は、ビデオカメラによる録画を行わなかった。

なぜならば、家族にはカメラを意識することなく、食卓でできるだけ普段と変わらないコ

ミュニケーションを取ってもらうためである。一眼レフカメラによる家族や料理の撮影は

行った。ビデオカメラで収集された AV データの中でも、音声データは外部の専門業
者に依頼してすべて文字データとして書きおこした。データのボリュームは、本山家

41,548文字、横山家 33,221文字、色田家 41,486文字、および伊達家 31,811文字で
あった。

４．記述 

４．１．仮説の確認 

仮説 1 消費者は牛乳の機能的価値を評価している。 

母親は 4人全員、牛乳の価値は豊富なカルシウム含有量にあると考えている。
本山さん（母親）：やっぱりもうちっちゃいときから牛乳はこう、バランスよく栄養が摂れる
とかとで。
インタビュア：栄養って。
本山さん（母親）：カルシウム。
インタビュア：牛乳というと何でしょう。
本山さん（母親）：えっ、は、何でしたっけ、リンとか、こう、ビタミン Bとか、そういうのが
一緒じゃないと摂取できない。それがこう、うまく入ってるのが牛乳だっていうので。



インタビュア：さっき、補助食品っておっしゃったの、これ、どういう意味だったんでしょう。
伊達さん（母親）：ああ。ただ、何となく言ったんですけど。何か、基本的に飲んだ方がいいも
のっていう感じなもの。
インタビュア：どうして飲んだ方がいいですかね。
伊達さん（母親）：カルシウムとか、あと…そうですね。例えば、そういう甘いジュースを飲む
よりは、牛乳の方がいいんじゃないかっていうイメージがあるので、はい。子どもたちは、お茶
か牛乳って感じなので。
インタビュア お嬢さんたち、牛乳が、嫌いだったら困りますか。
伊達さん（母親）：牛乳が嫌いだったら、何となく…好きになってほしいと思うので、なんか工
夫して飲ませていると思います。はい。
インタビュア どうして牛乳嫌いだったら、困りますか。
伊達さん（母親）：うーん…。イメージでやっぱり、バランス食品と言われているので、カル
シウムとか、うーん、…を補給するのに、じゃないかというイメージですね。はい。

牛乳が苦手な母親がいた。苦手であるが、カルシウムが多い点を評価している。
横山さん（母親）：牛乳について、牛乳といえばカルシウムっていう感じですかね。それ
ぐらいのイメージしかないけど、というか、実は私、あまり好きではなくて。
インタビュア：あっ、本当に。
横山さん（母親）：牛乳そのものは。あの、ただ、カルシウム不足になるといけないと思っ
て、仕方なくコーヒーに入れたりとかして一生懸命私は飲んでるたちなので、仕方な
く 1 杯は、1 日 1 杯ぐらい飲もうかなみたいな感じなんで（笑）。
インタビュア：ああ本当に。カルシウムってどうして摂らなきゃ駄目だと思われるんですか。
横山さん（母親）：骨粗鬆症になりたくない（笑）。何か母が骨粗鬆症になって、あと、しか
も何か圧迫骨折とかっていって、ここの骨がぐきっていったことがあって入院したことがあって、
そういうのを見てるので、ああ年取ると危ないんだな、カルシウムを摂っておかなきゃい
けないのかなっていう、なかなかね、手軽に摂れるものっていうとやっぱり牛乳って
いうイメージがあるので。（中略）私はもともと牛乳が好きじゃない。ただ、代わる飲み物と
いえばないというか。だって、あんなカルシウムの入っている飲み物なんてないよね。代
わり、うーん…。

彼女は牛乳が好きではないのだが、カルシウムを摂って骨粗鬆症を予防するために

牛乳を飲むことを自分への「ノルマ」として毎日摂取していた。

インタビュア：牛乳を数字で表すと何ですか。
横山さん（母親）：牛乳、数字？ 数字ですか（笑）。200 ミリリットルのイメージかな。お母さん
が自分に課してるノルマは 200 ミリ。
インタビュア：ああ、なるほど。
横山さん（母親）：うん、多分、実際 150 ぐらいしか飲んでないと思うけど、一応 200 ミリ、200
かな。
インタビュア：それは目分量で飲んでらっしゃる？
横山さん（母親）：ああ、目分量で。
インタビュア：カップでこう。
横山さん（母親）：いや、量ってないです（笑）。何か給食に出てくるやつって 200 のパックだ
ったような気がするんですよね。
インタビュア：ええ。
横山さん（母親）：何か 1 日 200 飲んどかなきゃいけない気がして（笑）。
インタビュア：うん、カルシウムのために。

色田家の長男はアレルギー体質で牛乳を飲用することができなかったが、成長期に



はカルシウムを摂らなければいけないということを医師から言われたので、最近は飲ま

せている。
色田さん（母親）：その、今小児科の先生が代わりまして、またそれもアレルギー専門のお医
者さんなんですけど、4年生ぐらいから、男の子はものすごく身長が伸びるので…。
インタビュア：ああ、ええええ。
色田さん（母親）：あの、牛乳を飲まないと、カルシウム摂取量が足りないって。

牛乳が世の中からなくなったとして、どの飲料が代わりになるかを尋ねた時、母親は

お茶を挙げたが、父親が牛乳の代わりにはならないと言ったら、代わりにならない理由

をカルシウム含有量の違いで言っているのだと母親は解釈していた。

本山さん（父親）：代わりになるんなら、飲むならお茶しかないね。
本山さん（母親）：うん、お茶かな。飲み物。
本山さん（父親）：だって、牛乳の代わりにはならないよ。
本山さん（母親）：ああ、あの、カルシウムとかね。

父親も、牛乳の価値は豊富なカルシウム含有量にあると考えている。

インタビュア：さっき牛乳は高機能、人が作った高機能食品とおっしゃった、そのときの機能
というのはどういう。
本山さん（父親）：多分、カルシウム、みんなそこが一番なんじゃないんですかね。カル
シウムを取るという意味で、高機能なのかなと。なかなか。
インタビュア 牛乳をたくさん飲むと、どうなりますか。
本山さん（父親）：骨太になるんじゃないかなと（笑）。骨太になるんじゃないかな。
インタビュア：あの、物理的に。
本山さん（父親）：ええ。
インタビュア：あとは？
本山さん（父親）：もう、骨太しかないですね（笑）、牛乳は。うん。
インタビュア：背は伸びますか。
本山さん（父親）：背は伸びると思いますね、はい。やっぱ骨の成長を促すんじゃないかな。
イメージですけど。

横山さん（父親）：まあ、好きなのもあります。やっぱり、大きくなるというイメージがあるので。
インタビュア：どうして大きくなるんですか、牛乳は。
横山さん（父親）まあ、カルシウムなんですかね。あと、いろんな人の、バレーボール選手、
中学校のときにバレーボール選手のインタビューとかを聞いていると、牛乳をよく飲むとかと
いうのを聞くので、やっぱり飲んでましたね。

 

仮説 2 消費者は意味的価値のある食品が好物であり大切にしている。 

消費者は、個人的意味と主観的意味を有する食べ物を好物として挙げた。本山さん

（父親）は、「父親が食べていたこと」「親戚のお寿司屋さんでいつも食べさせてもらっ

ていたこと」を思い出すことができる鉄火丼を好物として挙げた。

本山さん（父親）：昔から好きでしたね、その、トロが。トロというか、マグロ自体が好きで。どう
してかな。まあ、おやじも食べてたのと、えーと、親せきにおすし屋さんがあって、で、



当時まだおすし屋をやっていて、行くと鉄火丼をいつも食べさせてもらってて、それ
で、かなり刷り込まれたかなと。
インタビュア：今、じゃあ、鉄火丼を召し上がる機会があれば、その、親戚のおうちで召し上
がってた鉄火丼を思い出しますか。
本山さん（父親）：うん、思い出しますね。
インタビュア：親戚の鉄火丼はどんなお味でした？
本山さん（父親）：赤身、まあ、鉄火丼で、ねえ、親せきの坊なんで、あのー、そんないいとこ
じゃないと思うんですけど、うーん、イメージですか、イメージは赤い、真っ赤で、まあ、のりが
刻まれて載ってたイメージなんですけど（笑）。はい、そうですね。
インタビュア：おいしい。
本山さん（父親）：おいしいイメージですよ。はい。

「彼岸には母親が好きだったおはぎ作り」「母親と一緒につくるおせち料理」を自分の

娘たちにも伝えていきたいと述べた母親は、地球最後の日に食べたいのはずんだ餅

かおはぎと答えた。なぜならば、ずんだ餅とおはぎは「母親の思い出」「おばあちゃん

の思い出」および「母親やおばあちゃんと一緒に豆をはじいて作った思い出」を呼び

起こすからである。ずんだ餅やおはぎそれ自体も美味しくて好きなのだが、それ以上

に、ずんだ餅と結びついた行為、祖母や母親と共におしゃべりしながら豆をはじいたり

ご飯をはんごろしにしたりして一緒に作る行為は、母親にとっての個人的意味であり、

主観的意味であることから意味的価値が大きい。

インタビュア：地球最後の日は。
横山さん（母親）：そうですね、おはぎかぁ…（笑）。
インタビュア：本当ですか（笑）。
横山さん（母親）：ずんだ餅かな。ずんだ餅って分かりますか、先生、分かります？ この辺じ
ゃないと、多分、分かんない。
インタビュア：緑の。（中略）ずんだ餅かおはぎ。
横山さん（母親）：おはぎか。
インタビュア：どうしてですか。
横山さん（母親）：（笑）。何でだろうね。何か（笑）。何となく、いろんな思い出がある食べ物
だからかな。子どものときから食べてるものだし、何か、自分の母親の思い出とか、
あの、おばあちゃんとか、そういう人たちと一緒に、こう、豆をはじいて作ったりと
か、そういう…。あと、今…。
インタビュア：豆をはじくってどうするんですか。
横山さん（母親）：豆って、枝豆から豆を取り出して、さやから、こう、出したりとかするんですよ。
それは大仕事で、夏になると必ず食べるんですけど、あの、それこそ、子どもとかも一緒に
なって、ほんと、親子三代みたいな感じで、こういうテーブルの上で山盛りにした豆
をみんなでこう、はじきながら、とりとめもない話をしたりとか、そういう思い出が
あるので、何となく今、うん、最後に食べるんだったら食べたいかなーとか。
インタビュア：じゃあ、一緒に召し上がりたい人たちというのは。
横山さん（母親）：家族ですかね、やっぱりね。
インタビュア：家族で、どのメンバー…（笑）。
横山さん（母親）：まあ、最後だったら（笑）、このメンバーですかね（笑）。
インタビュア：（笑）。4人で。
横山さん（母親）：そうですね。
インタビュア：おはぎも作ってらっしゃったんですか。ご実家にいらっしゃるときに。
横山さん（母親）：そうですね。そうですね。それと、今は、子どもと一緒に作る、一緒にこ



うやってね、ついて、あんこをやったりとか、楽しいもんね。
インタビュア：お米をまず炊いて…。
横山さん（母親）：はい。つぶして、（娘に向かって）はんごろしって教えたよね。はんごろしに
して丸めて、あんことか、ごまとか、きな粉だね。大好きだもんね。

伊達家で供されたメニューの１つは、芋煮であった。仙台の芋煮は有名である。豚肉

を使い、味噌で味つけする。しかし、山形出身の母親にとって仙台の芋煮は芋煮では

ない。地元山形の作り方は豚肉の代わりに牛肉を使い、味噌の代わりに醤油で味つけ

する。彼女は、出身地の芋煮を作っている最中も家族とともに食事を食べているときも、

芋煮会という出身地の季節の風物詩を含む芋煮にまつわる話を調査者に語っていた。

芋煮は母親にとって主観的意味と個人的意味を有していることから、意味的価値があ

ると言える。

写真 5  意味的価値を有する食べ物 

伊達家の芋煮（2010 年 10 月 24 日筆者撮影）

４．２．仮説にはなかったあらたな発見 

調査を進める中で、仮説として設定していなかった牛乳に関わる現実が明らかにな

った。消費者は牛乳に対してネガティブなイメージを持っているというよりも、そもそも

牛乳に深く関連する乳牛と酪農に関する情報をほとんど有していないという現実であ

る。

 たしかに、消費者は牛乳に関するネガティブな情報を保有している。アレルギ

ーを持っていた息子の母親は、牛乳に関するネガティブな情報を保有していた。具体

的には、乳牛はホルモン剤を与えられているので、牛乳をたくさん飲むとアレルギーに

なる、自立神経のバランスが崩れる、女の子であれば早くから生理になるといった情報

である。
色田さん（母親）：あと、何か、あの、何か、そのはっきりは分からないんですけど、
よく、あの、何だっけ、牛乳を出しやすくするために…。 



インタビュア：うん。 
色田さん（母親）：ホルモン剤を使用する場合があるらしいんですけれど、やっぱり
そういう回数を減らした安全な牛乳が、何と言うんだろうな、そういうホルモン剤を
たくさん与えた牛乳をたくさん飲むとアレルギーが起こしやすいというのが、あとま
あ…。 
インタビュア：それは、お母さまから？ 
色田さん（母親）：いや、それはアレルギーの先生。あと、まあ、牛乳、ねえ、あの、
牛乳でカルシウムを摂るというのが一般的なんですけど、牛乳だけじゃなくて、ほか
のものからもカルシウムは摂れると、牛乳に頼らない食生活が必要だっていうことを
…。 
色田さん（母親）：お友達に、ちょっと本を貸していて、ないんですけど、何か、結
局、何か自律神経が乱れやすいとか。 
インタビュア：うんうんうんうん。 
色田さん（母親）：女の子だと生理が早くきやすいとか、何か、それはやっぱりホル
モンの調整があんまりうまくいかないとか何か。そういうのが（自分自身のケースに）
やっぱり当てはまったので…。 

（１）消費者は乳牛に関する正確な情報をあまり保有していない。 

母親に乳牛に関する質問をした。たとえば、乳牛が食べているもの、1日に乳牛 1頭
から搾れる乳量、乳牛の寿命である。牛が食べているものとして、母親は干し草、トウ

モロコシ、粉、水、草、コーン、栄養剤、牧草、ワラ、牧草地の草を刈って丸めたもの、

麦の粉、牛骨粉、緑の草を挙げた。

インタビュア：餌って何ですか。
本山さん（母親）：草、干し草。
インタビュア：干し草。
本山さん（母親）：トウモロコシ。
インタビュア：トウモロコシ。
本山さん（母親）：粉、粉（笑）。
インタビュア：水は飲みますか。牛は。
本山さん（母親）：飲む。

インタビュア：牛は何を食べて生きているんですか。
横山さん（母親）：牛は、多分、飼料なんでしょうかね。草であってほしいという気持ちはある
けど（笑）、多分、餌を食べてるんでしょうね。あの。
インタビュア：それは何でできてる餌。
横山さん（母親）：穀物とかなんですかね。草とかも混じってるんですかね。コーンとか
なのかな、何だろう。コーンとか草とか混ぜたようなやつに、何か、何か栄養剤とか
入れてるんですかね（笑）。分かんないけど。そうだね、牛って分かんないね。
インタビュア：分かんない？
横山さん（母親）：分かんないです。
インタビュア：なぞが多い。
横山さん（母親）：なぞの生き物だね（笑）。
（長女）草じゃない？
横山さん（母親）：えっ、草？
（長女）草じゃない？
インタビュア：何だろうね。
横山さん（母親）：うーん、何か、草食べてほしいなってお母さんもイメージはあんだけど、何



かこう牧草をさ（笑）、食べてるというこういうちょっと絵本的なイメージがあるけど、何かもっと
多分、牛小屋にいて、餌、餌、袋から出された餌を食べてるんだろうなっていう（笑）。

インタビュア：牛は何を食べて生きているのですか。
色田さん（長男）：わらとか…。
色田さん（母親）：牧草、草だね。
インタビュア：うん。今おっしゃった、わらと牧草って違うもの？
色田さん（長男）：牧草は…。
インタビュア：うん。
色田さん（長男）：あれだよね…。
色田さん（母親）：うん、生えているものだね。
色田さん（長男）：生えている…。
インタビュア：うん。
色田さん（長男）：わらは、枯れたっていう感じですよね。

インタビュア：牛って何を食べてるんですか。
伊達さん（母親）：牛は…、干し草？
インタビュア：干し草。干し草って、どうやって作るんですか。
伊達さん（母親）：（笑）。えー、牧草地の…、あのー（笑）、草を刈って、何か丸めて、ちょ
っと寝かして、作るんですかね。
インタビュア：うん。
伊達さん（母親）：っていうイメージですけど。すいません。分からないんで。はい。
伊達さん（母親）：ああ、はい。あっ、牛、そんでも、干し草以外にも食べてますかね。あの、
穀物類みたいなのも、何かこう。
インタビュア：穀物。穀物って何ですか。
伊達さん（母親）：うーん…何でしょうね。粉にした、麦の粉とか。何か、前、ちょっと、
狂牛病とか、話題になったので、牛骨粉とかなんとかっていうのがあったので。
インタビュア：あー、そういうイメージね。
伊達さん（母親）：そういうのが入っていない、そのイメージがあるので、何かそういう、穀物の
粉…っていうイメージがあるんですけど（笑）。何でしょうね。麦とかですかね。そ
ういうイメージです。ほかは。はい。
インタビュア：何か、挽いたものですね。
伊達さん（母親）：挽いたものっていうイメージですね。はい。
インタビュア：（笑）
伊達さん（母親）：（笑）。どうなんでしょう。本当かな（笑）。普通の…あっ、でも、牧草地にい
れば、普通の、緑の、草も食べてそうだね。そんな感じです。放された牛は、そういうのも
食べて。
インタビュア：そうですね。
伊達さん（母親）：そうですね。はい。何回も食べ…、何か、胃袋がたくさんあるって聞いたこ
とがあるので。何回も戻して食べているのかなっていう感じ、イメージです。
インタビュア：どうして何回も戻すんですか。
伊達さん（母親）：ああ…どうなんですかね。へー…、消化、するためですか。
インタビュア：消化するため。
伊達さん（母親）：はい。よく消化するため（笑）。

牛の寿命についてはすべての母親が見当もつけられなかった。
インタビュア：牛って何歳ぐらいまで生きますか。
本山さん（母親）：ええ、これもまた全然分かんないな。うーん、20 歳ぐらい。分かんない
（笑）。犬が 17とかでしょう。
本山さん（乳親）：うん。



本山さん（母親）：もっと生きそうな気がするな。
本山さん（乳親）：まっとうしないかもしれないね。
本山さん（母親）：えっ。
本山さん（乳親）：まあ、何でもない（笑）。何歳まで生きるんだろうね。
インタビュア：うん。
本山さん（母親）：ああ、じっとその小屋にいたらっていうこと、放牧とかされないで、とか。
本山さん（乳親）：食べられちゃうじゃない。
本山さん（母親）：えっ、搾乳するのも食べられちゃうの。その寿命っていうのは食べられちゃ
うまでってことですか。
インタビュア：えーと。
本山さん（乳親）：全部。
インタビュア：そうですね。いや、えーと、想像されるのでいいです。
本山さん（母親）：うん、あっ。
インタビュア：今、食べられるっていうことを考えてらっしゃらなかったですか。
本山さん（母親）：考えてない。
インタビュア：なら、その食べられないバージョンで。
本山さん（母親）：バージョンで、20 年ぐらいかな。

インタビュア：牛の一生って、どんな一生を送るんですか。
伊達さん（母親）：はい？
インタビュア：牛…。
伊達さん（母親）：牛。
インタビュア：動物の牛って、どういう人生を。牛の一生って、どんな一生なのか（笑）。
伊達さん（母親）：ああ、牛？ 乳牛とか…。
インタビュア：いや、まあ、乳牛で。
伊達さん（母親）：あー…。
インタビュア：大体寿命って何年ぐらいなんでしょうか。
伊達さん（母親）：はあー、うーん。
インタビュア：（笑）
伊達さん（母親）：寿命ですか。
インタビュア：ええ。
伊達さん（母親）：えー…、例えば、こう、人間で換算すると、とか、そういう感じですか。それ
とも、何年生きるか。
インタビュア：何年生きるんでしょうね。
伊達さん（母親）：あー…何年でしょうねえ…。乳牛だと…、乳牛だと…、7～8 年…ですか。

乳牛がいつからミルクを出すのかを知っている母親もいなかった。

インタビュア：（牛の寿命は）20年ぐらい。ずっとお乳出してるんですか。
本山さん（母親）：えっ、年取ったら出なくなるのかな。ええ、そんなの想像したことも
なかったけど、まあ、ちっちゃいうちは出ないで。
インタビュア：うん。
本山さん（母親）：やっぱりある程度妊娠とかできる大人になってから出て。
インタビュア：うん。
本山さん（母親）：やっぱり人間でいう老人みたいになると、また出なくなる、かな。
インタビュア：そういう意味合いですね。
本山さん（母親）：はい。
インタビュア：じゃ、メスだけっていうことですか。
本山さん（母親）：あっ、メス、メスだけ。はい。
インタビュア：オスの一生ってどんなですか。



本山さん（母親）：オスは…肉になるの。やっぱ種付けみたいな感じですか。

インタビュア：あのー、乳牛ってことは、まあ、お乳、ミルク、出します。それはいつから出すも
のなんですか。
伊達さん（母親）：はあ…、いつから。うーん…いつからかな…そうですね…いつから…。4 年
ぐらいたつと出るんですかね。
インタビュア：4年ぐらい。うん、うん。
伊達さん（母親）：はい。

乳牛について「全然分からない」「なぞの存在」と言う母親もいた。
インタビュア：牛乳出す牛を乳牛って言うんですけど、乳牛についてご存じのことを教えてい
ただけますか。
横山さん（母親）：乳牛、乳牛、乳牛、何だろうね…（笑）。乳牛について。
インタビュア：例えば、えっと、寿命とか。
横山さん（母親）：いや、全然分かんないです（笑）。何歳の牛かも分かんないし。まあ、
おっぱい出てんだから女子だろうなというのは分かるけれども（笑）、何歳なのかも
分かんないし、何歳で死ぬのかも分かんないし、あと、種類だって分からないけど、
ジャージー乳とかっていうのは何か特別高く、アイスクリームとか、牛乳とかも高く
売ってるから、どうも、あの、乳牛にも種類があって、ランクがあるらしいというの
は薄々は感じてますけど（笑）、具体的にはそのジャージー牛以外は聞いたことない、
牛の種類。あっ、ホルスタインって種類なのかな、何なんだろう、うん、ちょっとな
ぞの存在（笑）。

乳牛を「なぞの存在」と言った母親は、牛がいるところを「牛工場」と呼んだ。

インタビュア：うん。牛のいるところってどこですか。
横山さん（母親）：何か、多分、乳牛だったら分かんないけど、牛小屋。牛小屋（笑）、あのー、
何かこうでっかい、でっかいこうだーんってこう、何かこう。
横山さん（長女）：牛小屋にいる。
横山さん（母親）：かわいい牛小屋じゃなくて、でっかい、いっぱいで、あの。
インタビュア：大きかったら、でも小屋じゃなくて（笑）。
横山さん（母親）：ああ（笑）。牛工場みたいな、何だろう、何だろうね。何だろう、そん
なところにいるのかな。普段はでも分かんない、野っ原みたいなところにいて食べて
んだけど、戻ってくるのかな。ご飯だ、何だ、どうやってんだろうね、何か。
横山さん（長女）：何か鐘鳴らすと戻ってくるんじゃないの。
横山さん（母親）：鐘鳴らすと戻ってくるのかな。カウベルだね。戻ってくるのかな。なので、お
世話をしたり、餌をあげたり、それこそ搾乳するため機械ぽんって、あれ付けたり（笑）、病気
してないか体調をチェックしたりしてんのかな。
インタビュア：その搾乳の機械ってどうしてご存じだったんですか。
横山さん（母親）：えっ、何かテレビとかで見たことあんのかね。何かぽんって。何かね、こん
なんでこうつながってるよね。あんなんで絞るんだーとか、手じゃないんだねーと思った。

 1日の搾乳量を知っている母親もいなかった。
インタビュア：牛 1頭から1日に、あの、何リットルぐらい。
本山さん（母親）：ええ、全然分かんないな（笑）。ええ、まあ、バケツ 1 杯とかは取れますよ
ね。
インタビュア：バケツ1杯ぐらい。
本山さん（母親）：30 リットルぐらい。
インタビュア：30リットル、牛乳 30本ぐらい。



本山さん（母親）：うん。

インタビュア：牛 1頭から1日にどれぐらいの量の牛乳が取れるんですか。
横山さん（母親）：ええー？ 何リットル出てんだろうね、あれね。いっぱい出てんのかな。わ
ぁ、すごい難しいですね（笑）。調べときゃ良かったみたいな（笑）。
インタビュア：いえいえいえいえいえいえいえ（笑）。牛乳パックで言うと何本分ぐらい。
横山さん（母親）：1頭でですよね。
インタビュア：うん。
横山さん（母親）：1頭だとどのぐらい出てんだろう。50 本ぐらい出てんのかな。
インタビュア：50本ぐらい。50リットル。
横山さん（母親）：うーん…。難しい（笑）。

色田さん（母親）：200 リットル。
インタビュア： 200リットル？
色田さん（母親）：はい。何、外れ？ 言って（笑）。
色田さん（長男）：200リットルも取れないよ。
色田さん（母親）：取れないか。
インタビュア：答えは？
色田さん（長男）：あの、牛乳の 1パック、120本分。
色田さん（母親）：近いじゃん。
インタビュア：それは、この間…。
色田さん（長男）：で、30リットルだって。朝に？ あっ、1匹で 30リッター取れる。1匹で 30リ
ッター。
色田さん（母親）：1頭？
色田さん（長男）：1頭。
インタビュア：うん。
色田さん（母親）：で、何、120ってどこから出てきたの？ あっ、1回？
色田さん（長男）：うん？
色田さん（母親）： 1回ってこと？
色田さん（長男）：1回 30リッター。
インタビュア：4回取るの？
色田さん（長男）：そういうことになる…。あっ、だけど4回も取るんだっけ？
色田さん（母親）：そうだよ。だって、はってくるもん。
色田さん（長男）：ああ、そうだね。
色田さん（母親）：うん。3回とか、1日何回か、そういうことじゃないの？
色田さん（長男）：朝 1回取って、夕方 1回だよ。
色田さん（母親）：うん。1日 2回じゃん。
色田さん（長男）：うん。
インタビュア：じゃあ、60かしら？
色田さん（長男）：あらっ？ 牛乳 120、あっ、120本分って言ってたんだけどな。あらっ？
インタビュア：でも1回 30リットルって。
色田さん（長男）：うん、言ってた、はず。

乳牛に関する情報を保有していない消費者は、生き物である乳牛をミルクを作りだ
す牛乳工場のように見なし、牛乳を人工的に作った補助食品あるいは高機能食品と
表現していた。

本山さん（父親）：牛乳は、うーん、多分、人が作ったもんだと思うんですよね。自然に
は、あの、家畜なんで、人間が作り上げていった、あの、何でしょうね、高機能食品の種類
なのかなと。



インタビュア：じゃあ、牛乳、人が作ったという、今使われた言葉で、人が作った食品ってほか
に何がありますか。
本山さん（父親）：家畜はすべてそうだと。豚も、まあ、山羊も、山羊もまあそうかな、うん。家
畜といわれる、まあ、鶏もそうですね。多分、人が作ったもんじゃないですかね。

（２）消費者は酪農に関する情報を少ししか保有していない。 

酪農家の仕事に関する質問をした。具体的には、誰が牛を育てているか、および牛

を育てている人の 1日を尋ねた。
母親は、牛の世話をしている人たちというイメージを酪農家に対して持っていた。

本山さん（母親）：日々牛の世話をして、そういう製品的なものを売るというか、こう、生協に卸
すんだから、よく分からないけど、そういうところに卸す。
インタビュア：うん、牛の世話ってどういうことがあったり。
本山さん（母親）：ええ、小屋をきれいにするとか、あと、牛に餌をあげたり。

インタビュア：牛は誰が育ててるんですか。
横山さん（母親）：誰が育ててる？ 酪農農家が育ててる（笑）。
インタビュア：酪農農家。
横山さん（母親）：酪農家が育ててるというか。
インタビュア：そういう人はどういう1日を過ごしていますか。
横山さん（母親）：多分、きれいに、牛のいるところをきれいにしたり。

父親も、酪農家に関する情報をあまり持っていなかった。
インタビュア：酪農家って、どんな仕事をしてる？
横山さん（父親）：さっき出てましたけども、酪農家って、何か乳牛を何十頭、何百頭と育て
てるというイメージですね。
インタビュア：どこで？
横山さん（父親）：広い野原。まあ、北海道というイメージがありますけれども（笑）。
インタビュア：ああ、北海道。牛乳パックとかね、よく北海道の…。
横山さん（父親）：そうですね。北海道が書いていると、おいしいような気がしますよね（笑）。

父親の 1人は、酪農の仕事を「はっきり言って興味がない」と明言した。
インタビュア：何か、酪農について、ご存知なことを、教えていただけますか。 
伊達さん（父親）：ご存知なこと…、知っていることですか。あんまり詳しく…、い
ろんな、こう、考えたりっていうことは、したことないんで。 
インタビュア：どうしてないんでしょうかね。 
伊達さん（父親）：何で…でしょうね…。まあ、その、人の食生活の中で、必要なも
のであるんでしょうけども…、まあ、あんまり、何て言うんですかね。そういうもの
に、こう、自分的には、それほど、こう、興味を示さないっていうか、そういう部分
もあるのかな。 
インタビュア：うん。 
伊達さん（父親）：まあ、ただ、いろんな、ニュースとか見て、まあ、2～3 年前です
かね、牛乳が、あっ、でも、確か、大量に余ったんですかね。北海道とかで。 
インタビュア：はい。ありました。 
伊達さん（父親）：まあ、ああいうのを見ると、結構、酪農の方たちも、大変なんだ
なというふうなので、まあ、そういうときは、いろいろ認識したり、勉強したりって
いうか、見たりすることはありますけど、自分から、いろんなことを、こう、調べて
っていうところまでは、酪農について、興味は、まあ、はっきり言って、持ってない



なという部分がありますけど。 

 

５．まとめ 

本研究は、牧場体験をする前の家族にとって牛乳がどのような意味を持っているの

か、牧場体験を終えた家族にとってどのような意味を持ちえるのかを明らかにするとい

う目的を持っている。体験前調査にあたる本稿は、製品が持つ機能的価値と意味的

価値という2 つの概念に注目し、牧場体験をする前の家族が牛乳にどのような価値を
見出しているのかを明らかにした。

本稿の発見物は 3つある。第１に、消費者は牛乳を機能的価値で評価している。特
に、女性である母親は骨粗鬆症を発症することをおびえて、カルシウムを豊富に含む

牛乳をなかば義務的・習慣的に飲用していた。

第 2 に、母親と父親は、意味的価値を持つ食品が好きで、大切にしていた。意味的
価値を持つ食品とは、社会的に共有された意味ではなく、個人的意味と主観的意味

を付与されている食べ物である。Fournier（1991）によると、重要な経験の媒介となる個
人的儀式に関連する食べ物、および個人の価値を伝える食べ物である。その食べ物

自体にはさほど意味はないが、消費者の情動や感情や知識の貯蔵庫となっている。

第 3に、情報が消費者による製品価値の決定に影響を与えると考えられる。消費者
が牛乳に意味的価値を見いだせないのは、牛乳に関するネガティブな情報を持って

いるからだけではなさそうである。消費者は、乳牛に関する情報をほとんど保有してお

らず、酪農という仕事や酪農家に対して知っている情報も少ない。牛乳に主観的意味

や個人的意味を付与したり、牛乳に対して高い感情的反応をしたりする機会に恵まれ

ていないのではないだろうか。

牧場体験が情報の 1 つの形であるとするならば、牧場体験を通じて主観的・個人的
意味を創出したり感情的反応を喚起することが期待できる。
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写真２ 横山家 
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本研究は、「平成 22年度酪農教育ファーム活動の教育的効果」の研究課題として、社
団法人中央酪農会議から援助を受けた。

付属資料 A インタビューの質問項目 

１）母親へのインタビュー

１ 食べ物に関する情報を、どのように入手していますか。

２

食べ物で気を使っていることを教えてください。

なぜ気を使っていますか。

具体的な方策は何ですか。

３
子どもに伝えたい「食生活に関わる価値観」を教えてください。

その価値観を伝えるためにどのようなことを実践していますか。

４ 休みの日をどのように過ごしていますか。

５ お母様のご趣味はなんですか。

６ 牛乳について、知っていることを全て教えてください。

７
お母様の好きな食べ物は何ですか。なぜ好きですか。

嫌いな食べ物は何ですか。なぜ嫌いですか。

８ ご家族の普段のコミュニケーションはどういった感じですか。

９

お母様にとって、特別な日はいつですか。

その特別な日は、どういった過ごし方をしますか。

（たとえば、どこかに出かける。何か決まった製品を食べるなど。）

10 子どもさんの好きな食べ物は何ですか。

11
子どもさんの苦手な食べ物は何ですか。それはなぜですか。

子どもさんが苦手な食べ物を克服し食べられるようになるために、

何か工夫をしていますか。



12 日常的に召し上がっている食べ物は何ですか。それはなぜですか。

13 乳牛について知っていることを、全て教えてください。

14

牛乳が世の中からなくなったら、困りますか。

（ここで言う牛乳とは、牛乳を原料とする食品を含みません。

すなわち、チーズ、バター、ヨーグルトは存在したままです。）

なぜ困りますか／困りませんか。

牛乳が世の中からなくなったら、どうしますか。

15 飲料としての牛乳の代わりは何ですか。

16
子どもさんには、どういう大人に成長してほしいですか。

そのために、母親としてすべきことは何だと思いますか。

実際に何を実践していますか。

17
牛乳が関係する経験（牛乳にまつわるあなたのエピソード）を１つ挙げて説明

してください。

18 牛乳を形容詞で表現すると何ですか。3つ以上挙げてください。

19
牛乳の価格はいくらぐらいであるべきですか。

価格が安ければ、買う量を増やしますか。

20 乳牛の一生を教えてください。

21 乳牛は何を食べて生きていますか。

22
子どもさんを牛乳好きにさせたいですか。

なぜさせたいですか／させたくないですか。

23 子どもさんを牛乳好きにさせるためには、どうすればいいですか。

25
食卓に必ず並ぶ食べ物（調味料含む）は何ですか。

それはなぜですか。

26
牛乳の消費量を教えてください。

1本何円でご購入されていますか。

27
牛乳を擬音で表現すると何ですか。それはなぜですか。3 つ以上挙げてくだ
さい。

28 牛乳を数字で表すと何ですか。それはなぜですか。

29
牛のサイズを自分の言葉で表現してください。

（車 1台、お父さん 3人分、2トンなど）
30 牛が登場する物語を頭に思い浮かぶだけ挙げてください。

31 牛の色を表現してください。

32 誰が牛を育てていますか。

33 牛を育てている人はどういう1日を過ごしていますか。
33 牛から乳を搾ってから、牛乳として消費者が購入するまでのプロセスを教えて



ください。

34
牛乳を使って料理をしますか。何を作りますか。

使わない場合は、頭に思い浮かぶ牛乳を使った料理を挙げてください。

35 1ヶ月の食費はおいくらですか。
36 牛乳を購入する際に、選ぶポイントは何ですか。

37
牛乳をたくさん飲むとどうなると思いますか。

（太る、下痢する、背が伸びるなど）

38
お母様が独身であるとして、牛を育てている人にプロポーズされたら結婚しま

すか。

なぜ結婚しますか／結婚しないのですか。

39 牛 1頭から、1日にどれくらいの牛乳が出ますか。

40
肉、豚、鳥、魚の 1週間の消費量を教えてください。
なぜそれを最も食べるのですか。あまり食べないのですか。

41 牛肉料理で思い浮かぶメニューを教えてください。（ステーキ／焼肉以外で）

42 地球最後の日に、何を食べたいですか。

43 家族のコミュニケーションは大切ですか。なぜ大切ですか。

44 食べ物に関するせつない思い出を教えてください。

45
子どもさんを母乳で育てましたか。粉ミルクで育てましたか。

それはなぜですか。

46
なんらかの理由で生まれたての子どもと引き離された母親がいます。

あなたは母親と子どもを一緒に過ごさせてあげたいですか。それはなぜです

か。

47
家族は、食事を一緒に摂るべきだと思いますか。

それはなぜですか。

48 「命の大切さ」を子どもさんにどのように説明しますか。

２）父親へのインタビュー

１ 農業、酪農、畜産について、知っていることを全て教えてください。

２ 牛乳にまつわる思い出やエピソードを教えてください。

３

子どもさんには、どういう大人に成長してほしいですか。

そのために、父親がすべきことは何ですか。

実際にどういったことを実践していますか。

４ お父様にとって、牛乳とはなんですか。

５
以下の【 】を埋めてください。

「牛乳が世の中からなくなったら、私は【 】。」



６

好きな食べ物は何ですか。それはなぜですか。

（デプスインタビュー方式で「それはなぜですか」を何度も繰り返して聞いてい

く。）

７

牛乳をよく飲みますか。それはなぜですか。

（デプスインタビュー方式で「それはなぜですか」を何度も繰り返して聞いてい

く。）



牧場体験を通じた価値構築過程に関する研究【2】 

－フィールドノート：家族の酪農体験－ 

木村純子 

１．はじめに 

２．調査概要 

３．牧場体験の記述 

４．牧場体験からの学び 

５．おわりに 

１．はじめに 

1

1 2

、牧場での酪農体験を通じて、1）
ミルクが生産される要素やプロセス、2）ミルクは、母牛が命の一部を削り子牛のため生
みだしているものであること、3）そのミルクを人間がもらっていること、4）牛が質の高い
ミルクをたくさん出してくれるようにするために、牧場で働く人々が牛を健康に世話し、

さまざまな苦労や工夫をしていること、5）オス牛やミルクが出なくなった牛は肉牛にさ
れること、6）牛の排泄物を上手に堆肥にして飼料を作るなど、牧場内で物質循環が行
われていること、および 7）牧場で生産されたミルクがさまざまな乳製品になることを、母
親が学んでいくプロセスを描くことを目的にしている。

2009

2010

Sullivan 
1947; Turner 1962

２．調査概要 



調査概要は、次のとおりである。

２．１．調査対象者 

調査対象者のリクルーティングを行うにあたり、仙台市役所の広報を通じて、以下の

条件を満たす家族を選定しようとした。家族は仙台市内に在住である。子供の 1 人が
小学校 3年生か4年生である。子供は一人っ子でも兄弟姉妹がいてもよい。両親の年
齢には条件を設けなかった。母親は専業主婦か兼業主婦のいずれでもよい。子供は

牛乳が苦手である、あるいは普段あまり飲まないことが望ましい。これまで、家族の誰も

牧場体験をしたことがない。

 4 家族が参加することになった。体験前調査と牧場体験と体験後調査に対する謝金
として、各家族に 6万円が支払われた。各家族の家族構成と調査実施日は、表 1のと
おりである。

表 1 インフォーマント・データ1 

家 族 父の年齢 母の年齢／職の有無 小学校 4年の子供 兄弟姉妹

本山 41歳 38歳／専業主婦 長男 10歳（小 4） 妹 8歳
横山 47歳 38歳／フルタイム 長女 9歳 （小 4） 妹 3歳
色田 38歳 40歳／専業主婦 長男 10歳（小 4） 弟 3歳
伊達 47歳 41歳／フルタイム 二女 9歳 （小 4） 姉 12歳

２．２．調査の設計 

2010 8 11
1744-1

2009 2,000
1,000

5
2010 9 4

251-4 6

100

                                                  
1 1 4



２．３．体験内容 

2010 10 30
13

2
A

表 2 牧場体験スケジュール 

10 00

10 10 10 25

10 25 10 45

10 45 11 15

11 15 11 35

11 34 12 05

12 05 12 20

12 20 12 30

12 30 13 30

13 30 14 30

14 30 15 00

15 15

３．牧場体験の記述 

2010 10 31 10

３．１．オリエンテーション 

4



4

３．２．子牛の部屋掃除 

３．３．母牛の餌やり 

 

３．４．ミルクの手搾り 

 



３．５．ミルキングパーラー・肥育牛舎・堆肥舎の見学  

1 2

３．６．乳製品作り 

10 40

11 100cc 50cc



３．７．子牛の誕生のビデオ観賞 

４．牧場体験からの学び 

3 2

7 8 7
3

４．１．乳牛に対する驚き 

4

2

5

5

「本当は自分の子どものために出している乳を人間が分けてもらっているという事をもっと思い、牛乳をいただかな

いといけないな・・・と思いました。（本山母親・感想）」

「１本 158円で買っていますが、牛の母乳を利用させてもらっているんだなと。（横山母親・気づいたこと）」

4 2



「

４．２．酪農家の仕事の大変さ 

酪農家の方々の苦労も感じられました。（牛舎の掃除や 365 日休みなく搾乳するということ）ついつい安い牛乳を

選んで買ってしまいますが、あまり安いのは酪農家の人たちに申し訳ないですね。（本山母親・感想）」

子牛の世話はたいへんな重労働だとわかりました。（横山母親・感想）」

衛生管理をはじめ、きめ細やかな管理のもと牛を育ってていらっしゃる姿に感動しました。（色田母親・感想）」

「 1

「 1 365 1

「

「酪農家の方々の大変さが少しは分かったと思います。（伊達父親・感想）」

「たった１頭の子牛の世話だけだが肩、腰が痛いです。（横山父親・感想）」



４．３．堆肥の利用 

コーヒーやお茶のカラを利用していたり、いろんなところで人間の生活とつながっているんだなということ。（横山

母親・気づいたこと）」

「牛舎の中に敷くものの中には、木くずのほかにコーヒーの豆かすが配合されているという点です。どのような効果

があるのかもお伺いしたかったです。（色田父親・気づいたこと）」

「牛舎から出た「うんち」などがやがて肥料になったり、その循環がうまく出来ているのだなぁと考えさせられました。

（十六茶のしぼりかすが飼料になっているなんてビックリでした。）（色田父親・感想）」

５．おわりに 

本調査は、牧場での酪農体験を通じて、1）ミルクが生産される要素やプロセス、2）ミ
ルクは、母牛が命の一部を削り子牛のため生みだしているものであること、3）そのミル
クを人間がもらっていること、4）牛が質の高いミルクをたくさん出してくれるようにするた
めに、牧場で働く人々が牛を健康に世話し、さまざまな苦労や工夫をしていること、5）
オス牛やミルクが出なくなった牛は肉牛にされること、6）牛の排泄物を上手に堆肥にし
て飼料を作るなど、牧場内で物質循環が行われていること、7）牧場で生産されたミル
クがさまざまな乳製品になることを母親が学ぶことを目的にしていた。

体験後の感想で、母親は目的としていた 7 つの学びすべてについて言及していた。
中でも、体験に参加したすべての母親は、ミルクとは母牛が命の一部を削り子牛のた

め生みだしているものであることを自身の妊娠、出産、子育て経験と関連づけながら学

んだ。牧場体験前に実施した体験前調査では、普段は安い牛乳を探して買い求める

母親が多かったが、そんなことをしていては牛と酪農家に申し訳ないという気持ちにな

っていた。

本研究の第 3段階となる体験後調査では、牧場体験を終えた家族に対してコラージ
ュ調査とインタビュー調査を実施し、家族が牧場体験前に抱いていた乳牛、酪農家、

および牛乳のイメージがどのように変化したのかを明らかにする。



写真１ 本山家 

 

2010 10 31

写真２ 横山家 

 
2010 10 31

写真３ 色田家 



 

2010 10 31

写真４ 伊達家 

2010 10 31

写真 5 吉田牧場の吉田恭寛氏 



2010 8 11

写真 6 広大な敷地を有する蔵王酪農センター 

2010 9 4

写真 7 子牛の部屋の掃除 



2010 10 31

写真 8 母牛の餌やり 

 

2010 10 31

写真 9 ミルクの手搾り 



2010 10 31

写真 10 チーズ作り 

2010 10 31

写真 11 バター作り 



2010 10 31
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付属資料 A 牧場体験における学習内容と学びの視点

 ●＝説明、■＝体験 

体験のスケジュールや約束事を説明 



牧草地の見学（牛舎に移動しながら、説明は必ず立ち止まって集中させ

る） 

●成畜牛舎の前を通過（成畜牛舎であることは紹介だけ）。後で行く旨を

説明。 

 

子牛との触れ合い・子牛の小屋の掃除 

母牛の餌やり（

親牛のブラッシング・ミルクの手搾り 



ミルキングパーラーの見学（ミルキングパーラーに移動） 

肥育牛舎の見学（肥育牛舎に移動） 

堆肥舎の見学（堆肥舎に移動） 

レストランに移動

昼食 

■しっかりと手を洗って消毒させる。 

●



乳製品作り（ミルクの不思議、家族で一緒に作ることの楽しさや達成感）

■しっかり手を洗って消毒させる。 

 

チーズ作り（1家族に 1鍋準備） 

バター作り（1家族に 2つ準備） 

子牛の誕生のビデオを見る・振り返り 





牧場体験を通じた価値構築過程に関する研究【3】 

－体験後に家族が牛乳に付与した意味的価値－ 

木村純子 
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１．はじめに 

 本研究は、牧場体験が家族の牛乳に対するイメージの構築に与える効果を明

らかにすることを目的にしている。有機農産物を扱う大地を守る会の会長藤田

和芳は言う。食べ物は命である。食べ物は人と人との関係をつないでくれる。

ところが、現代社会は効率を優先したため、分断された社会になってしまった。

食べ物がたどる道も分断され、人と人との関係も分断されてしまった。絆やぬ

くもりを工業製品化されたり分断された慣行野菜からは得られない1。

 農産物だけではなく、牛乳がたどる道や人と人との関係も分断されてしまっ

ているのではないだろうか。本研究の第 1 段階となる牧場体験前調査で、消費
者は牛乳を工業製品のように見なしていた。工業製品としての牛乳に対する消

費者の関与は低く、消費意欲も高くない。

 本稿は、牧場体験を通じて、消費者がどのように牛乳のイメージを変えたの

かを明らかにする。牧場体験が与える影響を受ける対象者として、家族という

集団を選ぶ。家族の中でも母親と父親の変化に注目する。子どもではなく親に

注目する理由は、親は子どもを社会化することが主張されているからである

（Sullivan 1947; Turner 1962）。社会化とは、個人が他者との相互作用を通し
て、その社会の成員として、価値、態度、技能、知識、動機などの集団的価値

を習得し、一定の許容範囲内の思考や行動様式を形成していく過程である。親

が変わることで子どもも変わることが期待されるのである。

本稿の構成は以下のとおりである。第 2節は、文献展望を行い、本稿の理論枠組み
と仮説を提示する。第 3節は、本研究が用いる方法論を説明する。第 4節は、仮説の
検証を行う。第 5節は、調査の発見物と実践的インプリケーションと今後の課題を述べ
る。

２．文献展望と仮説 
                                                  
1 2008年 6月 27日株式会社大地を守る会会長・藤田和芳氏へのインタビューより。



２．１．先行研究の整理

Fournier（1991）は、製品の価値を類型化した。3つの次元が製品の価値を特徴づ
ける。第 1の次元は、有形性・可視性（tangibility）である。製品を、有形で客観的真実
であるか、あるいは主観的で経験を通じて解釈されるかによって分類する。実用性か

象徴性かと言える。意味は、製品の中に存在するのか、あるいは消費者の心の中にあ

るのか。客観的で有形な場合と、主観的で象徴的な場合がある。第 2の次元は、情緒
性（emotionality）である。製品の意味は情報、経験、イメージ、感情といった要素の束
である。消費者と製品とのインタラクションにおける感情には、興奮、感じられた経験、

感情的愛着の度合いが含まれる。感情的反応は、高低の連続体で配置することがで

きる（Osgood1952）。第 3の次元は、共有性（commonality）である。意味がシェアされて
いるか個人的なものかである。意味は社会的に共有されていなければならないのであ

るが、意味には個人的な側面もある。製品との相互作用を通じて、消費者は唯一の個

人的な意味を付与していく。

有形性、情緒性、および共有性の組み合わせによって、8つの製品価値カテゴリー
を作ることができる。Fournier（1991）はこれを2×2×2モデルと呼ぶ。2×2×2モデル
は、3つの次元がそれぞれ 2つずつの対極を成すことを表している。3つの対立軸とは、
客観的・機能的意味／主主観的・象徴的意味（Objective, Tangible Basis of meaning 
versus Subjective, Symbolic Basis of Meaning）、社会的意味／個個人的意味（Cultural
Meaning versus Personalized Meaning）、高い感情的反応を呼び起こす意味／低い
感情的反応を呼び起こす意味（High Emotional Response Meaning versus Low 
Emotional Response Meaning）である2。

製品価値には機能的価値と意味的価値がある。機能的価値は、製品が持つ基

本機能により直接的にもたられる価値、すなわち製品の機能やスペックから客

観的に決まる価値である。意味的価値は、特定の顧客が主観的に特別な意味を

見出すことによって付加的に加えられた価値である。すなわち製品の特徴に関

して主観的な解釈や意味づけをすることによって創り出される価値である（延

岡 2008p7）。
 製品価値は機能的価値と意味的価値を合わせたものである。製品の基本機能

によって直接的にもたらされる機能的価値だけでは高い商品価値を創出するこ

とはできない。消費者は、製品を解釈し主観的に価値を決めているからである。

同じ基本機能やスペックをもった商品であっても、特定の顧客が主観的に特別

な意味を見出すことによって、付加的に加えられた価値である。顧客によって
                                                  
2 同様の議論に Holbrook（1999）がある。Holbrookが消費者価値に与えた 3つの次元は
１）付帯的価値と本質的価値（Extrinsic versus Intrinsic）、２）自己志向価値と他者志向
価値（Self-oriented versus Other-oriented）、および３）能動的と受動的（Active versus 
Reactive）である。本研究が Fournier（1991）の枠組みを採用するのは Fournierの 3つ
の次元が消費者の意味付与に焦点をヨリ当てているからである。



意味づけされて創出される価値である（延岡 2008）。
体験前調査は、牛乳は消費者の中で意味的価値を創出できていないことを明

らかにした。牧場体験を通じて、消費者が牛乳に意味的価値を付与することで

製品価値が高まり、牛乳に対する消費行動が変化することが期待される。

２．３．仮説 

 以上のような既存の枠組みを手がかりに本研究の仮説を提示する。

仮説１ 消費者は個人的経験と関連づけながら乳牛と酪農家を主観的に解釈し、

高い感情的反応を示す。 

牧場体験を通じて母親は乳牛を妊娠・出産・子育て（授乳／搾乳）をする者

同士として同一視する。牧場体験を通じて、父親は酪農家のひたむきに働く姿

に感動し、相手の真剣さに応えたいと思う。体験を通じて母親と父親は乳牛と

酪農家に個人的・主観的意味を付与し、高い感情的反応を示すようになる。

仮説２ 消費者は牛乳の意味的価値を創造する。 

乳牛と酪農家に個人的・主観的意味を付与し高い感情的反応を示すようにな

った消費者は、彼らが生み出す牛乳の意味的価値を創造する。「牛乳は命」とい

うイメージに変化し、牛乳を飲むということは牛から命を与えてもらっている

ことだと考える。乳牛と志の高い酪農家によって生み出された牛乳を「無駄に

してはいけない」と考えるようになる。

仮説３ 牛乳に意味的価値を付与した消費者は消費行動を変化させる。 

 牛乳の意味的価値を創造した消費者は、牛乳に関する消費行動を変化させる。

消費行動の変化とは、牛乳を大切に飲むようになるという変化である。

図 1 意味的価値の創造と消費行動の変化 

出所：既存研究をもとに筆者作成

３．方法論 

仮説を検証するために実施する調査の方法は、エスノグラフィーである。牧場体験の

前に、調査対象者にインタビューと参与観察を実施し、牧場体験をする前の家族の牛



乳に対するイメージや食べ物に関する価値観を明らかにする。

 1960 年代に入って、従来の実証主義手法に対する懐疑が本格的なものになった。
実証主義に関する通念にそった調査技法、たとえば実験や質問紙サーベイの持つ限

界を踏まえて、インフォーマル・インタビューや原画観察などの質的技法に対する見直

しが行われるようになった。このような動向の中で注目を浴びてきたのが人類学的方法

としてのエスノグラフィーである（金井他 2010p89）。自然科学に範を取った概念モデル
の場合、その目標は社会現象をめぐる因果関係について説明し、その規則性を明ら

かんすることである。他方、人文研究に由来する概念枠組みやアナロジーを用いる研

究は、人々の行為や社会生活のあり方を丹念に記述し、その意味について解釈する

ことに主眼がおかれる。このような特徴をもつ解釈的アプローチと密接な関係にあるの

が、参与観察法やインタビューや文書テクストの読み取りなどをはじめとする定性的研

究法である（金井他 2010p312）。
消費者行動研究においては、行動修正アプローチ、情報処理アプローチ、解釈ア

プローチという、大きく3 つの研究アプローチがあることが指摘されている（阿部 2001）。
行動修正アプローチは行動主義心理学や新行動主義心理学をベースとしており、そ

こでは主に消費者行動の予測が目指される。情報処理アプローチは認知心理学がベ

ースとなっており、消費者の認知過程の説明が主に実験的な手法を用いて試みられ

ている。解釈アプローチは記号論や解釈学をベースとしており、消費者の意味世界の

理解を目指している。主に質的データを用いる解釈アプローチについては、これまで

さまざまな批判がなされているものの、理論の検証よりも新しい理論構成が目指される

場合などにおいて、特に有効なアプローチとして注目されている（坂下＆木村 2011）。
本研究は解釈アプローチに依拠している。質的データを扱う研究でキーとなるのは、

言葉や音声、映像などの複数の質的データをできるだけ自然な文脈の中で把握する

ことである（Belk1998）。対象者の行動をそのまま記録する直接観察法は、対象者によ
る自己報告や実験的環境で構造化して測定・収集されたデータよりも、対象者の多様

なモードをより正確に記録できるため、非常に有効な手法であるとされる（Atkin1978）。
したがって本研究は、コラージュ調査、半構造化深層面接法、および家族の料理風景

と食事風景に調査者が参加する参与観察法によって収集した複数の質的データを解

釈し、家族が抱く牛乳の価値を理解することを目指す。

インフォーマントの深層心理を理解するために、投影法の１つであるコラージュ法を

用いる。投影法とは、インフォーマントにあいまいな刺激を与え、それに対する自由な

反応から性格をとらえようとする検査方法である。長所は、回答を意識的にゆがめるこ

とができず、無意識レベルの個性を測定することが可能なことである。投影法は、消費

者調査の多様な方法の中でも、直接質問法では把握しにくい消費者行動プロセスや

消費の象徴性を理解するのに役立つ（Rook 2006）。



３．１．調査概要 

調査概要は、次のとおりである。

（１）調査対象者 

調査対象者のリクルーティングを行うにあたり、仙台市役所の広報を通じて、以下の

条件を満たす家族を選定しようとした。家族は仙台市内に在住である。子どもの1人が
小学校 3年生か 4年生である。子どもは一人っ子でも兄弟姉妹がいてもよい。両親の
年齢には条件を設けなかった。母親は専業主婦か兼業主婦のいずれでもよい。子ど

もは牛乳が苦手である、あるいは普段あまり飲まないことが望ましい。これまで、家族の

誰も牧場体験をしたことがない。

 4 家族が参加することになった。体験前調査と牧場体験と体験後調査に対する謝金
として、各家族に 6万円が支払われた。各家族の家族構成と調査実施日は、表 1のと
おりである。

表 1 インフォーマント・データ3 

家族 父の年齢 母の年齢／職
小学 4年の
子ども

兄弟

姉妹
体験後調査実施日

本山 41歳 38歳／専業主婦 長男 10歳 妹 8歳 2010年 10月 16日
横山 47歳 38歳／フルタイム 長女 9歳 妹 4歳 2010年 10月 17日
色田 38歳 40歳／専業主婦 長男 10歳 弟 3歳 2010年 10月 23日
伊達 47歳 41歳／フルタイム 二女 9歳 姉 12歳 2010年 10月 24日

（２）体験後調査の内容と流れ 

体験後調査の内容と流れは次のとおりである。15 時に、家庭を訪問する。調査は、
1）母親のコラージュ調査、2）母親と子どもへのインタビュー、3）父親へのインタビュー、
4）母親の料理風景の観察、5）家族の夕飯の食卓に同席し参与観察で構成される。す
べてが終わった 19時半から20時ごろにおいとまする。
食事中の家族との会話については、会話内容を特定せず自然な流れで会話を行

いつつデータを集めるインフォーマル・インタビューと、普段の家族の様子を一緒に食

事をしながら観察する参与観察を行った。

（３）コラージュ調査 

インタビューを始める前に、母親にコラージュ制作をしてもらった。テーマは、

「私私にとっての牛乳」である（写真 1 から写真 4）。小学 4 年生の子どもには、
「お母さんのお手伝いをしてください」と依頼し、手伝いの度合いややり方は、

                                                  
3 名前は仮名である。



母親に任せた。雑誌の中からぴったりの言葉を自分で探し、レイアウトも子ど

もに任せる母親もいれば、母親が先に雑誌から言葉を探し出して、「これを切っ

て」と言って子どもには切る・貼るといった作業のみを手伝わせる母親もいた。

 コラージュ用に与えた資料は、1）牧場体験時に調査者が撮影した写真 1家族
につき約 200枚の中から調査者が選んだ約 40枚の写真、2）小学館の雑誌『小
学 3 年生』12 月号、および 3）いろがみである。はさみを使って、上記の資料
を自由に切っていき、糊を使って画用紙に張りつけていってもらう。デザイン、

レイアウト、資料の使い方と使う量は自由であった。

 母親と子どもがコラージュ制作に要した時間は 40分から 1時間であった。親
子は机に横並びで座り、調査者は親子が制作中向かい側に座った。制作のプロ

セスはすべてビデオで撮影された。

３．２．データの収集と文書化 

ビデオカメラを用いて、母親へのインタビューと父親へのインタビューを録画した。母

親の料理風景の観察と夕飯の参与観察は、ビデオカメラによる録画を行わなかった。

なぜならば、家族にはカメラを意識することなく、食卓でできるだけ普段と変わらないコ

ミュニケーションを取ってもらうためである。一眼レフカメラによる家族や料理の撮影は

行った。ビデオカメラで収集された AV データの中でも、音声データは外部の専門業
者に依頼してすべて文字データとして書きおこした。データのボリュームとしては、本

山家 17,529 文字、横山家 17,847 文字、色田家 30,312 文字、および伊達家 13,071
文字である。

４．記述 

４．１．母親は個人的経験と関連づけながら乳牛を主観的に解釈する。 

４．１．１．妊娠・出産・搾乳／授乳 

 母親は 4名全員、乳牛と人間とを同一視した。乳牛と 2児の母親としての自
分は、ともに妊娠し、出産し、おっぱいを出すという経験をしているからであ

る。
横山さん（母親）：（笑）そうですね、牛はお母ちゃんなんだなあっていう感じと、あ
と、おっぱいをこう、絞ってあったかかった感じが。あったかくて柔らかいおっぱい
をこう、ギューッと絞ると出てきたので、「ああ、本当におっぱいだ」っていう。初
めて触ったので、うん。ほんと、人間と同じ、あったかくて柔らかいものから出てく
るので、うん。
インタビュア：ちょっと同一感じゃないですけど、投影するような。
横山さん（母親）：うん、そうですね。「ああ、分かる、分かる」みたいな、うん。お
母ちゃんだっておっぱいで君を育てたっていう気持ちがやっぱり私にはあるし。うん。

 乳牛が経験していることを自分が経験しなければならなくなることを「考え

たくない」と言う母親もいた。乳牛がたいへんな経験をしていることを知った



からである。

インタビュア：もしご自身が、ま、そうずっとこう妊娠、何年間かし続け出産して子
育て、授乳をっていうかとても。
本山さん（母親）：考えたくない。嫌ですね。嫌ですね。
インタビュア：あの身体的な大変さというところでですか。負担というところで。
本山さん（母親）：うーーん、自分だったら、もう本当にやつれて、もう、駄目です
ね。うん。命削っていると思います。

乳牛とお母さんを同一視するようになった子どももいた。

横山さん（母親）：ああ、そうです。そうです。3 歳ぐらいまでおっぱいを飲んでい
て、いたので、まあ、3 歳になったときにやめたのかな。なので、まあ、今、4 歳に
なったばっかりなので、まだこう、何となく…、そんなに赤ちゃんから子どもになり
きってないところがあるので、まあ、今でもお風呂に一緒に入って、私のおっぱいを
見て、「赤ちゃんのとき、おっぱい飲んでたんだよね」って言うこともあるんですけ
ど。なので、牛さんのおっぱいも、お母さんのおっぱいも、「おっぱい」という認識
は多分出たようだったので。

４．１．２．子牛と子ども 

 母親は、子牛と子どもを同一視していた。子牛と子どもはともに個性があり、

子牛も子どもの母親のおっぱいを飲んで育ち、赤ちゃんはちゅぱちゅぱと吸い

つくからである。 

横山さん（母親）：私たちが、こう、やろうとしても、もう、そっぽ。何か本当に、
何かね、心を開いてくれなかったよね、あのモーちゃんね。でも、それもその性格だ
っていう話を聞いたので、ああ、ほんとちびっ子と同じで、やっぱり、人間の子ども
も同じだけど、人なつっこく話し掛けてくる子もいれば、どんなにこう、こっちがか
わいがろうとしても、なかなか、こう、なついてこない子もいたりするのと同じで、
ああ（笑）、同じなんだな。

横山さん（母親）：そうですね、まあ、（牧場体験をするのが家族とではなく）子ども
同士でっていうのもまた、それはそれで楽しいんだと思うんですけど、まあ、牛もお
母ちゃん牛と子牛がいて、そのつながりが感じられるっていう意味では、あの、私た
ちも親であり子でありなので、そのつながりが感じられるっていう意味では、親子一
緒にっていう意味はあるのかなあっていうふうに思いますけど。

横山さん（母親）：あとは、うちのちびっ子と牛のちびっ子がこう、同じようにおっ
ぱいなり牛乳を飲んで、こう、元気に育っていくイメージで、何かこう、たくましく
育つみたいなイメージで（コラージュを）作ってみました。

伊達さん（母親）：あと、何かやっぱり、私あんまりあの何ていうか犬とか猫とか飼
ったことなくて、ああいうぺろぺろされるのってあまり苦手だったんですけど、ちょ
っと最初恐る恐るちょっと指を出してみたんですけど、やっぱりああいうふうに、人
間の子どももこう指さすとこうちゃぱちゃぱしちゃうのと同じように赤ちゃんの牛
は本当にああいうふうに何かすごくこう吸い付いてきたりする感覚が何か今でも指
に残っている感じでね、あれはやっぱりこうもちろん体験してみないと分からないの



で、ああいう触れてみてとか、あれはぜひ体験した方がいいと思いますね。はい。う
ちにも、体験する機会があったら、ううん、姉たちもよかったねっていうふうに言っ
てくれたりしたので、はい、貴重な体験でした。 

 子牛と自身を同一視するようになった子どももいた。

横山さん（母親）：そうですね。どういうふうに、どういうふうに感じたんだろう。
ああ、でも、あの、子どもと話をしていたのは、あの、「カレンちゃんも赤ちゃんの
とき、お母さんのおっぱい飲んでたんだよね」っていうような話をしていたので、や
っぱりあの、同じふうに見えて、あんなちっちゃくても理解してるんだなっていう気
はしました。

４．２．乳牛に主観的に解釈した母親は乳牛に高い感情的反応を示す。 

 母親は、牛に対して「感謝」「申し訳ない」「悲しい」「かわいそう」「残酷」「切

ない」という感情的反応を示した。

本山さん（母親）：（作成したコラージュを説明しながら）そうですね。食事で私はこ
う子どもの成長だったり、家族の健康だったり。守っていきたいなと、思っていて、
その中の食事の一つとして、牛乳を入れています。牧場の牛さんにいただいた牛乳を
大切に使って飲んで、おいしく食事をして。で、子どもたちが健康にすくすく成長し
て身長が伸びたりだとか、強い体になって、家族みんなでにこにこ、こう幸せになれ
たらいいなと、そういう感じです。
インタビュア：そこで、「牛さんありがとう」というのは、何に対してのありがとう
でしたですか。
本山さん（母親）：牛は命を削って本当に、人間のために出しているわけじゃないん
だろうけど、本当は自分の子どものために、こう、体の中で作っているお乳を人間が
いただいている、そういうことに対する感謝、感謝です。

本山さん（母親）：うーん、何か本当に申し訳ないなというか、人間はなんか動物に
すごい頼っているかというか。同じ動物なのに、人間が利用しているというか、家畜
を、動物を利用しているために、利用するために飼ってるのがなんか申し訳ないなと
思いました。
インタビュア：申し訳ないけど、というのは、えーと、利用する人のものと違うこと
に対してか、何か、ま、大変ですよね、乳牛って。
本山さん（母親）：酪農家さんということじゃなくて、牛が。
インタビュア：ええ。どこの部分でこう申し訳ないと思われますか。
本山さん（母親）：ええ。牛は人間の都合で、こう妊娠させられて、ずーっと、ずー
っと、ほとんど休みなく、こう、お乳を。自然じゃないと思うんですよ。多分、牛に
とっては。だから、そういう自然じゃない状態にさせちゃっているのは、こう本当に
普通に生きていて、こうお乳が出るときにいただくとかじゃないということを、ま、
こう、考えれば分かるんだろうけど、今までそういうことを考えていなかったので、
本当、牛乳のためにそういうふうに自然じゃない形にしているのだなと…。
本山さん（母親）：（笑）私はやっぱり牛が 1カ月ぐらいしか休みがなく、こう、妊娠
して、また、出してってそれを何回か繰り返すと、もうそれで一生を終えるというか、
それが一番驚きでした。
インタビュア：それは、その驚きを感情での表現していただくと。
本山さん（母親）：やっぱ、そうですね。悲しい。牛さんに申し訳ないなというか。
悲しいかな。家畜は人間のエゴなのかなと思ったりとか。ま、だからといって、私は
飲まないわ、とかそういうわけじゃないんですけど。



 
インタビュア：本当のおっぱいである牛乳を出している乳牛、母牛に対する見方は変
わられましたか。
横山さん（母親）：うん、何か、あの、かわいそうだなっていう気が結構して。
インタビュア：どういうところが。
横山さん（母親）：あの、おっぱいを出すために、結局、毎年妊娠をさせられ、出産
させられ、それを 5～6 回繰り返したらもうおしまいになるっていうのが、何か、結
構衝撃的っていうか（笑）。かなり過酷っていうか、別に本人の意思とかそういうの
には関係ないわけですから、人間がこう利用するために子どもを産ませ。まあ、そこ
の中には、あの、最初の出産のときに、あの小さいのを F1をいうことで、こう、あ
の、牛に対するいたわりとか、こううまく、何ていうか、育てて傷つかないようにと
いうか、そういう思いやりも感じられるけれども、やっぱりこう、利用してるんだな
って、あたしたちは利用して、牛の命を利用して牛乳をいただいているんだなってい
うのは、ちょっと感じて。ちょっと残酷な感じもしています。

伊達さん（母親）：印象に残ったのは、そうですね。え、印象に残ったのは、その毎
回乳を出すために、毎年子どもを産んでいるから。初めて知ったということが何か驚
きというか、はい。その運命たるや、やっぱり。で、はい、えー、お乳を搾っていた
その牛でさえ、もう次の子ができているかもしれないなんていう話を聞くと、何とな
く切ない感じがしまして、うーん、まあ、もちろん、それでまた子牛が産まれてまた
命をつなぐんだと思うんですけども、はい、そうしないとやっぱりお乳も出ないとい
うことが、まず、やっぱりあの、ただ乳牛として産まれてるわけではないんだなって
いうことがすごくあの印象深いとこでした。 

 

４．３．消費者は酪農家の大変さと牛に対する愛を知る。 

４．３．１．酪農家のたいへんさ 

母親も父親も、酪農家の大変さに驚いていた。大変さとは、体力的大変さと

精神的大変さである。 

インタビュア：あと、酪農家の人たちに対するこう見方や考え方って変わられました
か。
本山さん（母親）：そうですね、もともと、大変なお仕事だろうなと思っていたので
すけれど、もっとそれがこうきちっと感じられたというか。そうですね。あらためて、
あらためて本当に大変な仕事でそんな安いのを選んで買ってたら、本当は申し訳ない
んだなあというか、そういう気になります。
インタビュア：何が大変そうですか。
本山さん（母親）：休みがなく、生き物を育てる大変さ。
インタビュア：生き物を育てるって、どうして大変なんですか。
本山さん（母親）：そう、さぼれないというか、そうですね、本当に日々、も、ずっ
と本当に休みがなく、命…なんか、こう、ものを扱うのとは違う気がします。

横山さん（母親）：大変なのは…、うーん…、餌もいっぱい食べるし、寝床もきれい
にしなきゃいけないし、何かそういうことだって当たり前というか、子どもを育てて
いてもそうだし、普段私たちが暮らしていても当たり前のように家はきれいにしなき
ゃいけないし、ご飯は作って食べなきゃいけないし、同じなんだけど、ああ、牛、牛
も同じで、その牛がちゃんとこう育っておっぱいを出してくれるためには、そういう
私たちの生活と同じようなこう、手間暇が掛かるんだなっていうような気がして。で、
重労働なんだなっていうのは、本当に。



インタビュア：どこで重労働だと思う？
横山さん（母親）：その、牛の世話っていうのは結局、命を預かって、あの、出産さ
せて、その生まれた牛の世話から、その母牛を、何ていうか、うまくおっぱいを出さ
せるために、結局、ええと、妊娠させて、出産させてっていうサイクルをその命とつ
き合いながらやってるっていうことが大変なんだなあっていう気が。

インタビュア：うん。あの作業を通じて何をこう、気づかれましたか。
横山さん（父親）：酪農家の大変さですね。
インタビュア：酪農家の、あの、身体的な大変さ？
横山さん（父親）：まあ、そうですね。体験では身体的な部分ですね。あの、みんな
セットされて道具もみんなあって、やり方も説明されて、えー、やっただけですので、
まあ大変だったのは体だけですよね。はい。いろいろ考えてやっていたわけではなく、
もう本当にあの場で、まあ与えられた作業をこなしただけだったので。はい。
横山さん（父親）：あの人…、まあ、ああやって説明する分には、まあ分かりやすく
て良かったんですけど、普段は結局、私たちがやった作業なら作業を黙々とこなして
いるのかなと。大変だなという気がしました。
インタビュア：どういう。やっぱり、体が重労働という意味での大変っていうことで
すか。
横山さん（父親）：それとあと、酪農全体とか農場全体のことも考えながらやってい
るんでしょうから、うん、何かわれわれサラリーマンとは違うのかなと。まあ、あの
人もサラリーマンなのかもしれませんけども、はい。

 父親からは、酪農家に対する意見が多かった。母親とは異なり、妊娠、出産、

授乳を経験していないから、および自身が一家の大黒柱として毎日働いている

からだと思われる。 

本山さん（父親）：体力的にも多分ね厳しいでしょうしね。うーん。どうなんですか
ね。でも、ま、絞られないとね。あんなになっていたら、逆に今度病気になっちゃう
んでしょうしね。うーん。本当ならもう少し休ませて、多分牛の乳の量をね、いっぱ
い出すためには、こう縮めちゃあ駄目なんだと思うのでね、あんまり長い期間。うー
ん。でも、大変じゃないですかね、牛からしたらね（笑）。あの、うーん。ま、携わ
る人も大変ですしね。だからそれなりに、ね、こう酪農の人たちがもうかればいいん
でしょうけどね。うーん。その見合った賃金というか、報酬、それに見合うだけの報
酬をもらえてるのかなあっていうのがね、思いますけど。うーん。

伊達さん（父親）：これでは。結構毎年、ま、仙台ってそんなに雪積もらないんです
けど、雪、積もったときは朝結構雪片付けするんですよ、そっちのところまでとかや
ってるんで、これ、うちは早くできるかなと思ったんですけど、ちょっと、パワーな
いんで私（笑）。もう結構大変なんだなっていうのをまずここで酪農家の人たちの大
変さっていうのが分かりましたね。ええ。しかも 1カ所じゃないんですからね。 
 
本山さん（父親）：どうしていいんでしょうか。僕はまあその作業の大変さ、牧場の
人たちの大変さが分かるのと、あのま、そうやって牛乳ができる、大切に飲んでもら
えるかなというか残さずにね。無駄にしないで。
インタビュア：お仕事が大変なのは、休みの量で決まるんですか。
本山さん（父親）：休みの量とまあ、あの、休みの量というのは、やっぱ、僕はサラ
リーマンなんで、休日がないとこうモティベーションも上がらないですけれど、ほぼ
まあ毎日、うーん、仕事を、仕事も単純作業だと思うのですけれども、ある意味。で
もね、気を配っていないといけない仕事だと思うので。



インタビュア：何に気を配るんですか。
本山さん（父親）：生き物相手、体調管理、そういうの、多分日々、気をつけて見て
いるのでしょうから、大変だと思いますね。
インタビュア：あと、なにか大変そうなことってありますか。
本山さん（父親）：佐藤さんについては、あ、あの、どう、はい、よく分かりやすく
説明してもらえて、あの、慣れていらっしゃるなと思いました。あの。
インタビュア：慣れるというのは、話。
本山さん（父親）：慣れるというのは話し方、多分僕らの友だちは武骨で無口で作業
は早いでしょうけども、分かりやすくは説明しない。できないというかですね。はい。
本山さん（父親）：まず、もうこの年になると（笑）、体力的にね、大変だなと思いま
すね。はい。

４．３．２．酪農家の牛への愛 

母親も父親も、酪農家が牛に対して愛情を持っていると解釈した。 

色田さん（母親）：何だろう、ほら、一生懸命育てても、こう「おいしい肉で皆さん
のお口の方に」なんていう説明だったんですけど、何となくこう、何て言うんだろう、
しょうがないんですけど、本当にこう、何て言うんだろう、大事に大事に育てて、そ
してこう肉として市場に行く。やっぱりこう、わが子を育てる感じで育てている酪農
家さんのその愛情っていうのを、こう感じましたね。本当に大事に私たちも食しなく
っちゃいけないんだなっていうふうに感じました。

伊達さん（母親）：しっかりああいうふうに敷き詰めて子牛の方の牛舎があったのは、
それだけやっぱり子牛のことをこう大事に、きれいに、あの、思ったよりそういう何
ていうか、あの、何ていうか臭いとかもいろいろ想像してたんですけども、そんなに
こう感じなかったので、あの厩舎が意外にそういうふうにこうきっちり敷き詰められ
ていて、あの、それを毎回やっているというのが、驚きと、あと、きれいにしてるん
だなということですね。はい。 

インタビュア：サラリーマンとこう、酪農に携わる人の一番大きな違いって何でしょ
うか。
横山さん（父親）：一番大きな違い。まあ、いっぱいあるのかもしれませんけど、ま
あ、うーん、何か簡単に言える部分は、サラリーマンだと有休とか休みがありますけ
ども、お話聞いて、それこそ盆・正月もないと、旅行に行けないというのを聞いて、
それもまた…、本当に心底、何だろうな、牛を愛するというか、酪農が好きでないと
できないなと。はい。
インタビュア：佐藤さんは、お仕事を好きそうでしたか。
横山さん（父親）：好きそうで、まあ説明するのも楽しそうに説明してくれてたので、
好きなんだろうなと思って見てました。
インタビュア：ほかに何かその、佐藤さんお仕事好きそうっていうことがかいま見れ
たところはありましたか。
横山さん（父親）：牛を説明するときの顔っていうか、説明の仕方がやっぱり牛への
愛情を感じるというんですか。
インタビュア：どんな顔をされていましたか。
横山さん（父親）：うーん、やはり自分の子どものことを紹介するような口調ですの
で。
インタビュア：子どもを紹介するときって、どういう口調になるんですか。
横山さん（父親）：うーん、何だ、やっぱり笑顔になりますし。はい。
インタビュア：自慢げでした？



横山さん（父親）：自慢げまで、まあ、いわゆるこの子牛を説明するときも、いろん
な子牛がいるよということで、その性格を説明するときも、やっぱりそれこそ人間と
同じように、こっちの子ども、あっちの子どもも違うとかというふうに説明している
のを聞いて、はい、そう思いましたね。
インタビュア：佐藤さんはどうしてお仕事を、まあ、好きそうなんですかね。大変な
のにもかかわらず。
横山さん（父親）：そう…、そうなんでしょうね、やっぱり牛が好き…、なんだろう
なと。
インタビュア：どこが好きなんでしょうか。
横山さん（父親）：どうなんだろう、やっぱり四六時中一緒にいると、動物というよ
りも家族みたいに見えてくるのかなと思いますね。

インタビュア：やる気がある酪農家とやる気がまあ出てない酪農家の牛乳ってなにか
差は出ますか。
本山さん（父親）：差は出るんだと思います。味が多分違うのかなって、この間、飲
んでみて、うーん、まあ、その途中の工程も違うのでしょうけれど、うーん、やっぱ
り、やる気のあるとこは、おいしいものを作ろうというね、そうじゃないとこは、も
う、多分、試行錯誤がなくなってくるんじゃないですかね。うーん。そういう探究心
は多分薄れてしまうというか、日々の生活で。

横山さん（父親）：伝えたかったメッセージ、メッセージ…。牛はかわいい、ものだ。
違うな、かわいいじゃない、牛は素晴らしいものだ。まあ、そういうふうに考えて聞
いていたわけじゃないですけど、今考えれば、牛は素晴らしいものなんだっていうふ
うに、もしかしたら思っていたのかな、佐藤さんは。
インタビュア：どこからそれを感じることができましたか。
横山さん（父親）：うーん、やっぱり素晴らしいからこそ、どんな作業でもつらくて
もやるし、いろいろ世話もするし、子牛から大人の牛まで、はい。

横山さん（父親）：普段は、えっと、全部の作業をやっているんでしょうから、それ
はそれこそ牛がかわいくなければできないことでしょうし。単にサラリーマンとして
行くんであれば、できない作業だなと思いますよね。
インタビュア：サラリーマンだとなぜできないんですか。
横山さん（父親）：どうなのかな。仕事に対して、まあ…、責任とか何とか、仕事が
好きで行っている人もいるかもしれないけれども、やっぱり大抵のサラリーマンは、
まあ、お金のためというのがあると思うんですね。お金のためであれば、酪農は務ま
らないような気がしますね。
インタビュア：では何のために働いているんでしょうね。
横山さん（父親）：もちろん生活のためもあると思いますけども、牛が、さっきも言
いましたけど、好きなんだろうなと。はい。

４．４．消費者は酪農家の真剣さに対して自分もそれに応えなければいけない

と感じる。 

色田さん（父親）：（蔵王酪農センターの佐藤氏が）で、あの、今度、チーズ作りとか
のときには、つなぎをちゃんと着替えて、ワイシャツと何か、ぱっと変身してきまし
たよね。何かあの人の一生懸命さというのはものすごい伝わってきましたよね。何か、
何だろうな、すごいひたむきな感じですよね。
インタビュア：うん。



色田さん（父親）：あの、本当に純粋に、あの、子牛の世話に対してものすごくこう、
おそらくものすごく誇りを持ってやっているような。
インタビュア：うん。
色田さん（父親）：ええ。あの姿勢を見てちょっと、何て言うか、そんな子牛のとこ
ろでおじけづいちゃいけないなと（笑）。

色田さん（父親）：自分たちも結局、自分たちもって、今、大体農村部も機械化され
てて、作業そのものは楽ちんですけども、うーん、繰り返しやる作業って、何かいつ
も単調な繰り返し作業っていうのはあるんですけど、きちんと意味がある、その裏に
はそれが必要な意味があってやることじゃないですか。
インタビュア：うん。
色田さん（父親）：だから、子牛の世話の中でもその基本中の基本というか、子牛に
慣れ親しむとこから、慣れ親しむとこからというか、何だろうな、あの…。一番はあ
の佐藤さんの。特にやっぱり掃除がどうしても出てくるんですけど、掃除をするのも、
まるで何かこう自分の、一つ一つ手順を言っていましたよね。
インタビュア：うんうん。
色田さん（父親）：こうしてああして、最後に粉、石灰をまいてとか。
インタビュア：ええ、ええ。
色田さん（父親）：で、あとはその、それが毎日必要なことだとか、あと、子ども牛
には入れないけども、あのコーヒー豆、豆かすを入れる説明とか、何かその一つ一つ
がとにかく真剣なんですよね。

色田さん（父親）：だから、まるでその牛の世話をしてるような、そういう雰囲気。
何かこいつらのためにとかっていう、そうじゃなくて、まるで何か子どもとか本当に
人の世話と全く同じような感じに見えたんですよね。
色田さん（父親）：あれで最初はびっくりして。だから、ペットとか家畜とかってい
う、そういう見方してないなっていう気がしたんですよね。
インタビュア：うん。
色田さん（父親）：だから、あの、何だろう、真剣なものに、ああいうふうな説明を
されるとやっぱり同じレベルで、佐藤さんのを聞くとやっぱり、佐藤さんの説明と同
じレベルでやっぱり。
色田さん（父親）：何かもう、佐藤さんは本当にまるであそこで布団を敷いて寝れる、
じゃあ、これで完成ですって、じゃあ、布団敷いてじゃあみんなで、とかっていう、
それぐらいの感じに聞こえて（笑）。それで何か自分が持っていた先入観はちょっと
ここでなぐり捨てなくちゃいけないなっていうのがありましたよね。
インタビュア：その先入観は牛に対してですか。それか酪農家に対して。
色田さん（父親）：牛です、牛。まずは。酪農、酪農に対してはないですよね、そう
いうのは。
インタビュア：うんうん。
色田さん（父親）：同じ、やっぱり外で生きものとか自然相手にやってるやっぱり仕
事だと思うので。うん。あ、ただ、あの、何だろうな、同じ生きものでもちょっと家
畜というか、ああいうのは、やっぱり植物だけ育てている農家、米農家とは、どうし
てもやっぱり腰の入れ方が違うなっていうのは。
色田さん（父親）：そうするとどうしても何か、自分みたいな気持ちじゃあ、ああい
う商売っていうか、酪農家みたいな仕事はちょっと難しいかなと。どっちにしてもで
すけどね。育てる方も送り出してやる場合も。うん。

伊達さん（父親）：そうですね、あのー、結構、ま、いつもっていうわけじゃないん
でしょうけど、こういうことはしてらっしゃるんだとは思うですけども、こういう素
人相手の説明とかそういうのもあのきちんと分かりやすくしてくださいましたし、ま、



酪農に対してすごい真剣に取り組んでいるのかなというのも伝わってきましたので、
こっちもきちんとせっかく説明してくれたりして、「こういうふうにやるんだよ」と
かやってくれているので、きちんとそれに対応していかないと駄目だなと私は思いな
がらやってましたけども、はい。 

インタビュア：佐藤さんの真剣さというのはどこから？ 
伊達さん（父親）：うーん、まあ…、特別ここっていうんじゃないんですけど、やっ
ぱり全般的なこう一通りのこう今回の体験する上での、あの、私たちへの接し方とか
見てて、あと、こういうふうにやっているんだよというのも、まあ、説明しながら、
こういろいろやって見せてくれて、指導してくれたと思うんですけども。 
インタビュア：どんな接し方、してくれましたか。 
伊達さん（父親）：うーん、そうですね、ま、どんなっていう、うーん、ですけども。
まあ、素人相手だからなんか適当にやってればっていう雰囲気はあまり感じなかった
ですね。 
インタビュア：熱かったですか、佐藤さん。 
伊達さん（父親）：そうですね（笑）。まあ、あの人は、なんだ、あのテレビに出てい
る人ほどではないですけども、でも、真剣さみたいのはちゃんと伝わってきましたね。
ええ。 
インタビュア：みなさんにこう伝えたかったメッセージって何だったんでしょうか。
あの日一日通じて、佐藤さんが。 
伊達さん（父親）：佐藤さんの方からですか。うーん。そうですね。まあ、酪農家の
大変さとかそれもあるんでしょうけど、まあ、あの牛たちも大変な思いをしながら、
こうやってミルクを出して、産んで、ま、牛乳とかを大事に飲んでほしいとか、そう
いう部分ではないのかなと思いますね。

４．５．牛乳の意味的価値の創造 

 乳牛に対して個人的・主観的意味を付与し、高い感情的反応を示した母親は、

牛乳に対する意味的価値を創造した。具体的には、牛乳に「おっぱい」「力強さ」

「エネルギー」「パワー」「生命力」「おいしい」「血液」「温かい」といった意味

を付与した。 

伊達さん（母親）：この体験をする前は、ま、普通にお乳を出す種類の牛、何もしな
くても出るのかなという、あの、イメージだったんですけども、毎回こう子どもを産
んで、そして、また、あの、産んではまたお乳を出して、あの繰り返しているという
のが本当にあの分かりまして、牛もそういう意味ですごく人間のために苦労して体を
はってっていうか、まあ、本当に産んだ子牛にあげる牛乳のところを私たちがいただ
いているっていうのを本当に何か身にしみて。 

横山さん（母親）：何か牛乳って、あの、パックに入ってがぶがぶ飲んでいるので、
おっぱいだっていうのがちょっと、何となく普段飲んでるときはあまり意識してなか
ったなって思うんですけど。

横山さん（母親）：うーん、何となく、うん、牛乳じゃない飲み物とかだと、工場で
こう、自動的に生産ラインで作られるようなこういうパック詰めしてみたいなイメー
ジがあるんだけど、実際、牛乳って生き物が子どもを産んで、それのために出してい
るおっぱいなので、やっぱりすごく手間、手間とかかかってるんだなあっていうのが
記憶に残っていたので、ちょっとこう、一生懸命餌をやったり、寝床の準備をしたり
っていう、そういう労働を（コラージュの中で）ちょっと表現してみて。



横山さん（母親）：そうですね、まあ、お茶作るのにも手間ひまかかってるなとは思
うんですけど（笑）。うーん…、イメージとしては、あの、力強さみたいなものを牛
乳に感じるっていうか。まあ、お茶はさらさらと、嗜好品で、あの、おいしくて飲む
んですけど、何か牛乳には何かエネルギーみたいな、パワーみたいなものをちょっと
感じるというか。
インタビュア：エネルギーを言いかえていただくと。
横山さん（母親）：うーん、何でしょうね。生命力とかそういうことなんでしょうか
ね。まあ、おっぱいなのでね。

伊達さん（母親）：親牛の、その私も子どもを産んでその妊娠期間が 10 カ月というの
もちょっと知らなかったので、人間と同じぐらいのこう体に負担をかけて、なおかつ
牛乳を出しつつ、また、お乳を出すために、また、妊娠してっていうので、人間が牛
乳をいただくために、あの、一生懸命頑張っているっていうことが一つ、あの、すご
く印象深く分かったことと、あと、それを、そういう毎日の牛乳を搾ることを維持す
るために、その牧場の人が毎日、大変な作業と 365 日そういうのをしないとお乳が無
駄になってしまうし、搾らなければ駄目だということも何かすごく体験して分かった
ので、あのますますその牛乳は何気なく飲んでたんですが、あのやっぱり一滴も無駄
にしてはいけないっていう感じが強く、で、もともと牛乳は好きだったんですけども、
やっぱり牛乳は、そうですね、何かこうもっとおいしく感じるようになりましたね、
っていうのが印象です。はい。残している子もいるっていうんでね、あの、給食とか
も、やっぱりただ単に嫌いだとか、イメージで言うんじゃなくて、そういうふうな苦
労が分かってからはやっぱりそういう人に教えてあげたいぐらいですね。うん、もし
も、味が嫌いとか言うんだったら、飲みやすいように何か工夫して飲むとか、何かし
た方がいいと思いますね。はい。 
 
伊達さん（母親）：親牛が大きくて、あと、お乳を搾るときに、やっぱりすごい、こ
う、お乳のところが、こう太い血管でやっぱり本当に、あの、牛の血液からできてい
る本当に搾ると温かいお乳を一生懸命出しているんだなっていう、本当にそれですね。
親牛が毎回あの出して、一生懸命出してるっていうところが印象的でした。はい。 

４．６．牛乳に意味的価値を付与した消費者は消費行動を変化させる。 

 牛乳に意味的価値を付与した消費者は、牛乳に関する消費行動を変化させた。

具体的には、価格だけでは買わないようになった、おいしく感じるようになっ

た、牛乳を大切に飲むようになったという変化である。消費量は、必ずしも増

えたわけではなかった。これまでは水のように飲んでいたが、大切に飲むよう

になったため、押しいただくようになったという。 
伊達さん（母親）：おいしい牛乳はあの 3 回に 1 回ぐらいは買おうかなと（笑）思う
くらい、というか、なるたけ、そうですね、あの、成分無調整の方を買うようになり
ましたね。はい。 
 

 本山さん（父親）は、牛乳が苦手であった。しかし牧場体験後、牛乳を飲ん

でみようとしているし、おいしいと感じるようになった。 
インタビュア：牛乳を飲む量って変わられましたか。
本山さん（父親）：あれからは、いろいろな牛乳をうちの嫁さんが買ってくるのを、
味見と称してちょっと飲めるというか「ああ、違うね」と。
インタビュア：違いますか。



本山さん（父親）：うーん。
インタビュア：買ってらっしゃる牛乳で。
本山さん（父親）：そのなんでしたっけ、いっぱい殺菌しているやつは違いましたね。
うーん。だいぶ違いました。本当、おいしかったです。はい。
インタビュア：うーん。おいしいって？
本山さん（父親）：おいしいって、甘い。
インタビュア：甘い。
本山さん（父親）：甘い、甘い。何か甘ーい、甘いなと。うーん。
インタビュア：どういう甘さですか。
本山さん（父親）：うーん。
インタビュア：何に似ているとか。
本山さん（父親）：砂糖じゃないですね。でも、かといって、そういう何か糖分を加
えている甘さじゃない甘さ（笑）。説明できないですけど。ご飯の甘さに近いかな。
インタビュア：この間の（牧場体験時の）ホットミルクがおうちで冷蔵庫に入ってい
る牛乳を飲んで、あの味だったら、やっぱり。
本山さん（父親）：おいしい。飲むかもしれないです、僕も。そんなに頻繁じゃない
けど、うん。飲んでもいいかなと思います。うん。おいしかったです。
インタビュア：あまり、その佐藤さんの働きぶりは。
本山さん（父親）：え、佐藤さんの？ 佐藤さんの働きぶりは牛乳。
インタビュア：影響は。
本山さん（父親）：あ、影響は多分あると思いますよ。

 横山さん（父親）は、牛乳が大好物であった。しかし牧場体験後、酪農家の

真剣さに応えたいという思いで、牛乳を大切に飲むようになったため、消費量

は減ったという。 
インタビュア：あの体験の後、お飲みになる牛乳の量は変わられましたか。
横山さん（父親）：少なくはなりました。
インタビュア：少なくなりました？
横山さん（父親）：それこそ、少なくはなりましたね。
インタビュア：どうしてですか。
横山さん（父親）：うーん、何だろうな。えーっと、まあそれこそ押しいただくよう
に、最初の 1～2 週間ぐらいだけなんですけども、やはりこの体験のことがあって、
大事に飲まなきゃなと思って。
横山さん（父親）：前より減ったような気がする。まあ、そんなに減ってないかもし
れませんが、本当はもっと水代わりに飲みたいというのはあるんですけども、うーん、
何か体験へ行ってからその、何だろうな、やっぱり牛乳は水じゃないという。
インタビュア：うーん。水じゃなくて何でしょう。
横山さん（父親）：やっぱり動物の出すおっぱいですので、さっき妻も言ってました
けども、やはり水は水なりにいろいろ大変に作っているのかもしれませんけども、本
当におっぱい…、まあ、乳搾りとかもやってみましたし、そしてミルクタンクに入れ
られていろいろこう殺菌されてきているものなんだなと思うと、もう少し大事に飲ま
なきゃなと思いました。

インタビュア：この 4週間で牛乳の飲み方は変わられましたか。 
伊達さん（父親）：そうですね、飲む量はこの間もちょっと体験前調査のときですか
ね、ちょっとお話したんですけれど、ま、ちょっと前一時期からは少なくなってて、
そういう傾向はあまり変わっていないんですけども、ま、ただ、飲むときの気持ちっ
ていうのは、やっぱり違いますね。今までだとただ単に牛乳っていう感じで飲んでた
んですけども、まあ、今ですと、やっぱり酪農家の方の大変さがこの裏にはあるんだ



なというのが、やっぱり認識しながら何か飲むような感じはありますね。 
インタビュア：大事に飲むっていうことは、どうやって飲むことですか。 
伊達さん（父親）：うーん、まあ、無駄にしないように、うん、例えば、途中で飲み
かけがあっても、お腹いっぱいだからいいやとか、そういう部分で捨ててしまうとか、
まあ、買ったはいいけども、もう 1リットルの部分が半分も飲まないうちに捨ててし
まうとか、そういうふうなのはないように…そうですね。 
伊達さん（父親）：うーん、そうですね。乳搾るのは、はっきり言って今機械でやっ
てるというのは、分かってますので、まあ、ある種、ま、ちょっとしたイベントみた
いな感じと変わらない部分があるのですけど。うーん、やっぱり、体使って、あれ、
汗水たらして結構やるっていうのは、しかも、それが毎日いくつも、って思うと、そ
れを一日やらなくても、あの 30 分だけでやっただけで、大変だっていうのが分かっ
たんで、これがいっぱいあるんだと、本当に大変なんだなっていうのを感じますね。 
インタビュア：そういうふうに思いをはせながら、飲んでらっしゃる。 
伊達さん（父親）：そうですね。 
インタビュア：うーん。味は変わりますか。 
伊達さん（父親）：そういう味自体がこう変わったというよりは、気持ちの部分で、
飲むときの気持ちがやっぱり変わったっていう感じですかね。 
 

表 2 は、牧場体験を通じて乳牛、酪農家、牛乳に付与された意味的価値を整理した
ものである。

表 2 乳牛・酪農家・牛乳に付与された意味的価値 

乳 牛 酪農家 牛 乳

個人的意味
妊娠・出産

子育て

重労働

たいへん

牛から分けてもらう

力強さ・大切に飲む

主観的意味 命を削る
真剣・懸命・誇り

ひたむき・牛への愛

血液・命・おっぱい

粗末にできない

高い感情的反応
かわいそう・残酷

申し訳ない
リスペクト・尊敬 感 謝

出所：体験後調査のデータをもとに筆者作成

４．６．仮説にはなかった新たな発見 

調査を進める中で、仮説として設定していなかった牧場体験による意味付与に関わ

る現象が明らかになった。

（１）「楽しさ」よりも「大変さ」を知ることで牛乳のイメージが変わる 

 4名中 3名の父親が気に入った写真として選んだのは、子どもが子牛の部屋掃
除をしている写真であった。理由は「楽しかったから」ではなく、「（作業が）

大変で、家族一丸となって仕事をしたから」であった。

 大変な仕事をすることで変わったのは大人だけではない。子どもも、酪農家

の仕事のことを、帰宅後も話していた。3歳の子どもは、それまで 1人でご飯を
食べられなかったのが、体験がきっかけとなって当日の昼食から 1 人で食べら



れるようになった。

（２）酪農家への過剰な意味付与と共感 

 父親は、酪農家の仕事に過剰とも言える意味付与を行っていた。蔵王酪農セ

ンターは、個人経営の牧場ではない。ということは、父親に感動を与えた「佐

藤さん」は酪農家ではなくサラリーマンだったのである。父親の目には、蔵王

酪農センターは営利目的ではなく、酪農家としての佐藤氏はひたむきに懸命に

働いていたので、父親から尊敬の眼差しで見られている。

インタビュア：酪農家でこう、お金のためにやっている人と、佐藤さんのように牛が
好きでやっている人と、何か違いっていえますかね。
横山さん（父親）：どうなんでしょう。その違いは、そうだな、やっぱりお金のため
にやっているのは変わらないと思うんですけども、そのために、何だろうな、ほかの
酪農家さんと違って、あの、何て言ったかな、何でしたっけ、あの、母親、4～5 年
であの、肉にしてしまうんでなくて、もっとあの、長くやる農場もあると聞いて、ま
あいろいろ気を使って、牛乳にも。まあ、4～5 年で肉にしてしまうのがどうなのか
なと思いますけども、ある程度ほかの営利主義ではない農場なのかなと思いました。

５．まとめ 

５．１．発見物 

 本研究の発見物は 3 つある。第 1 に、牧場体験での効果を生み出すためには
体験の楽しさを消費者に伝えるだけでは不十分である。牧場体験の効果が認め

られてきて久しい。体験は消費者に 2 つのものを与える。楽しかった、美味し
かったという「感動」と、酪農や牛乳についてよく分かったという「理解」で

ある。たとえば、瀬尾（2004）は、酪農体験により、牧場に対する「汚れる」
「力を使う」というマイナスのイメージが減少し、「やりがいがある」「楽しい」

といったプラスのイメージが増加したことを明らかにした。しかしながら、本

稿は、牧場体験での効果を生み出すためには体験の楽しさを消費者に伝えるだ

けでは不十分であると考える。体験が与える感動と理解だけでは、消費者の変

化につながりにくいと考える。イメージがネガティブなものからポジティブな

ものに変化することで、消費者が必ずしも変化するわけではない。消費者の変

化とは、牛乳の価値を機能的価値から意味的価値に再構築し、消費行動の変化

を生むことである。消費者を変化させるためには、牛と酪農家の「大変な毎日」

「苦労」を体験させ、感情に訴えることがより効果的だと考えられる。

 第 2 に、消費者が意味的価値を付与するのは、消費者が乳牛と自身とを同一
視したり、酪農家の真剣さに応えようとしたときである。母親は、牛の妊娠・

出産・搾乳の苦労を自分自身の妊娠・出産・授乳に重ねて見た。父親は、365

日休みなく働く酪農家が仕事に打ち込むひたむきな姿に応えようとした。牛乳

の意味的価値が創造され、消費意欲が高まった。

 第 3に、消費者が牧場体験を通じて乳牛と酪農家に対して付与した意味は「真



実」であるわけでは必ずしもない。消費者が経験を通じて主観的で個人的な意

味を付与していくことによって、牛乳に対して自由に意味的価値を創り出して

いくことが重要である。

５．２．実践的インプリケーション 

本研究は、酪農教育ファームの活用の仕方に 3 つの示唆を与えた。第 1 に、
乳牛と酪農家の大変さを実感できるプログラムが意味的価値にヨリつながる。

酪農教育ファームは、消費者が抱く酪農と乳牛に対するイメージを必ずしもポ

ジティブなものに変える必要はない。母親は乳牛の大変さに共感し、父親は酪

農家の大変さに共感することで、牛乳への関与を高め消費行動を変化させてい

たからである。

第 2 に、インターナル・マーケティングの必要性である。消費者は、酪農家
の言葉からのみならず行動、すなわち働く姿から、酪農の仕事の大変さを自発

的に解釈し、牛乳に意味的価値を創出していた。酪農教育ファームのために酪

農家が知識を増やし消費者への対応の仕方を身につけることも必要であるが、

酪農家があらたな酪農の可能性を認識することで教育機能が深化する効果をも

たらしていることを大江（2004）が指摘するとおり（ｐ26）、酪農家自身が乳牛
を愛し、酪農家の働く意欲を上げ、自らの仕事に誇りを持てるような支援をし

ていかなければならない。

第3に、SERVQUALギャップを解決していかなければならない。SERVQUAL

ギャップは、サービス品質を顧客サービスに対する期待と知覚のギャップとし

て概念化したモデルである。サービス・システムに内在化された 5 つのギャッ
プがある。１）顧客が期待しているサービスだと企業が想定しているサービス

と、実際に顧客が期待しているサービスとの違い、２）顧客の期待を企業が実

際のサービス設計に組み込むことができなかった場合に発生するギャップ、３）

サービス企業が提供しようと考えて設計したサービスと、実際に顧客に提供さ

れているサービスとの違い、４）提供されているサービスと広告のようなさま

ざまなマーケティング・コミュニケーションによって描かれているサービスと

の違い、および５）顧客が期待したサービスと実際に提供されるサービス（喜

び、満足、不満、落胆など）との違いである（Parasuraman, et als.1985）。
牧場体験においてもギャップが発生した。具体的には、酪農家は来訪者を感

動させようとして牛の出産ビデオを見せようとしたが、母親は酪農家の思った

とおりに感動することができなかった。母親のコメントから、ギャップが発生

した原因を 3 つ考えることができる。受け手が身体的に疲労し情報処理ができ
なかったから、慌ただしく情報が与えられたので情報処理ができなかったから、

与えられた情報は牧場体験のコンテクスト、すなわちその日の一連の流れから



逸脱していたからである。
「もうあのころ何か、結構何かもう集中力が途切れてて、何かあまり印象に。もしか

したら最初の方が良かったのかなっていう（笑）。薄れちゃったっていうか。何かワ

タワタってこう見ちゃったので、もしかしたら最初だと、次に実際の子牛を見れたり。

あとはこう、“親と別れるんだな”って“別れて育つんだな”とかいろいろ感じるこ

とができたのかな。（色田さん母親）」

酪農教育ファームは、酪農家と来訪者との間で起こりうる SERVQUAL ギャ
ップを明らかにし解消していく必要があろう。

 

５．３．今後の研究課題 

消費者の社会化は 1 回の牧場体験で可能になるわけではない。そのことを踏

まえた上で、今後の研究をどのように進めていくべきであろうか。経時的研究

が必要である。牧場体験を 1 回しただけでは知りつくせないことがある。スー

パーに並ぶ牛乳は消費者にとって 365 日同じ姿をしている。しかし、牧場は季

節ごとに景色が変わり、牛の生活や酪農家の仕事も変わる。訪ねるたびに異な

る姿を見せる牛を見ることで意味的価値が再構成される。より重要なのは、複

数回の牧場体験によって消費者が牛との関係、あるいは酪農家との関係を構築

していくことで、「命」をさらに意識した牛乳の意味的価値が再構成され続ける

可能性がある。継時的研究によって意味的価値の再構成プロセスを明らかする

ことができる。 

意味的価値の再構成を問題意識とするならば、どのような視点や方法が求め

られるのであろうか。研究に「時間概念」を取り入れる必要があろう。方法論

としては、調査対象者と調査者が信頼関係を築き、長期的に観察を続け、家族

が変化していく過程を描いていく手法が求められる。 
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