
次世代型飲料自動販売機における購買を促進する情報提供のあり方とプロモーショナル・マーケティングの可能性―　25

1.1. 次世代型飲料自販機の登場

　近年、新たなテクノロジーを搭載した自販機が
登場した。株式会社 JR 東日本ウォータービジネ
ス（以下、JR 東日本ウォータービジネス）が設
置する「次世代型新飲料自動販売機（以下、次世
代型自販機）」である（図 1-1）。まず目を引くの
は 47 インチの大型液晶ディスプレイである。人
が近くにいない時には飲料の購買を促すような映
像（ex. 夏であれば「水、冷えてます」など）を
映し、人が近くにいるときには商品陳列棚を映す。
人が前に立ち止まった時には、上部に内蔵された
カメラセンサーが年齢層と性別を判定し、客層に
あった「おすすめ」商品に POP を表示する。顧
客が購買行動に至った場合には、客層の属性とと
もに購買商品、時間帯などの情報を逐次中央サー

バに蓄積する。すべての次世代型自販機で電子マ
ネーの利用が可能であり、電子マネー保有者に対
してのプロモーションも可能である。また、商品
在庫をメインシステム側から管理できるため、品
切れ商品はディスプレイされないし、これまで有
人で行ってきた在庫チェックをコンピュータで行
うことができる。故障や災害時の対応も早い（㈱
JR 東日本ウォータービジネスホームページよ
り）。ここで、本論文では「次世代型自販機」を
①液晶ディスプレイ②顔認証システム③ POS シ
ステム④オンライン⑤電子マネーシステムの 5
つの機能をすべて搭載する自販機のことであると
定義し、それ以外の通常の自販機を「従来型自販
機」と示す。また、これ以降、本論文で扱う「自
販機」はすべて清涼飲料自販機を示すものとする。
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1.2. 本研究の背景と目的

メーカーと消費者の両者にとって魅力的な販売
チャネルである自販機市場は、1957 年の登場以
来急成長を遂げ、以降約 40 年間は右肩上がりに
拡大した。しかし、飲料自販機の設置台数は
1999 年以降、減少傾向にあり、優良立地の確保
や設置台数の増加といった「量的拡大」による市
場の拡大は頭打ちの状態である。ここで、「量的
拡大」が限界に達した現段階で打つべき手は「質
的拡大」であると考える。
他の小売チャネルが近年注力しているのは「顧客
志向・顧客主導」の情報提供や売場づくりである。
どの小売チャネルも、顧客ニーズの把握のために
尽力し、ニーズに合った商品を、ニーズに合った
売り方で売る。もはや、企業側の売りたい商品を
大量に製造して売る時代ではない。しかし、自販
機は売場での情報提供や売場づくりに関して、他
の小売チャネルと比較して積極的に検討してこな
かった。今後は現在の「量的拡大」から、他の小
売チャネル同様、顧客志向の売場づくりに基づく

「質的拡大」に移行する必要があるのではないだ
ろうか。そのため、顧客志向の販売チャネルへの

変革に貢献し得るツールとして次世代型自販機を
位置づけることが可能だと思われる。ICT を搭載
した次世代型自販機が、従来は量的要素であった
成功要因を質的要素へと抜本的に変え、競争優位
やチャネル構成をも変化させる革新的な販売チャ
ネルに成ることを期待する。そしてそれは、単な
る最新技術を搭載した自販機のモデルチェンジに
とどまらず、顧客への情報提供のあり方を根本的
に変え、もう一度メーカーやボトラー、そして消
費者にとって魅力的な小売チャネルとして生まれ
変わる可能性を持っていることを証明したい。
また、コンビニやスーパーなど他の小売チャネル
についての研究は多数あるが、自販機についての
研究はほとんど存在しない。ごく少数の自販機
チャネルの研究についても、それは従来型自販機
を前提として書かれたものである。したがって、
次世代型自販機の情報提供が市場や消費者にどの
ような影響を与えるのかを研究したものはほとん
どないと言ってよい。しかし、今後、顧客志向の
小売チャネルとして生まれ変わる必要のある自販
機市場を研究するにあたって、次世代型自販機の
研究を行うことは急務である。そこで、本論文で
は、次世代型自販機に焦点をあてた自販機市場の

図 1-1「次世代型自販機」

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　JR 東日本ウォータービジネス HP より
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研究をしたい。以上を踏まえ、本研究の目的を以
下に示す。
①次世代型自販機における情報提供が及ぼす購買

行動への影響を明らかにすること
②次世代型自販機におけるプロモーショナル・
マーケティングの可能性を検討すること

2. 先行研究の検討と次世代型自販機の役割

図 1-1「次世代型自販機」

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　JR 東日本ウォータービジネス HP より

2.1. 自販機市場の「質的拡大」における次
世代型自販機の役割

⑴インタラクティブ・マーケティング
　次世代型自販機が持つ特性のうち、もっとも特
徴的なのは「インタラクティブ性」である。従来
型自販機は、一人ひとりの顧客を識別することが
不可能であったし、電子マネー機能を搭載してい
る自販機は個人の識別が可能だとしても、ネット
ワーク化されていないために、一人ひとりに個別
対応したマーケティング活動をリアルタイムで行
うことはできなかった。しかし、次世代型自販機
は、顔認証システム、電子マネー機能、ネットワー
ク化、液晶ディスプレイという機能をフルに活用
し、個別対応型で双方向性のあるマーケティング
活動を可能にする。
　田村（1997）によると、人々が一般的に共通
して持っているニーズを発見し、それを満たすた
めの製品やサービスを提供するアプローチは「市
場シェア」の拡大を目的としたものである。しか
し今日、あらゆる業界で「市場シェア」から「顧
客シェア」の獲得へとシフトしつつある。「顧客
シェア」の獲得を目的とする「顧客主導」のアプ
ローチとは、フィードバックや対話に基づき、高
度に個別化した製品やサービスを顧客に提供する
ことを意味する（ドン・ペパーズ、マーサ・ロジャー
ズ , 1997）。このアプローチを採用すると、それ
ぞれの顧客を一人ひとり識別し、「この」顧客が
抱えているさまざまなニーズに取り組みながら、

「この、たった一人の、個別の」顧客に、可能な
限り多くの製品を売る努力をすることになる。

⑵優位置・劣位置
　スーパーやコンビニなどの商品が陳列されてい
る売場には、優位置と劣位置がある。アイトラッ
キングを用いて棚位置による視認率や購買率の影
響を研究した Pierre et al（2009）によると、棚
位置は顧客の注目に大きく影響する。そして、棚
位置による注目は常にブランドに対する評価を高
めるのではなく、弱めることもある。つまり、優
位置と劣位置は存在し、棚位置によって視認率や
購買率は左右されるといえる。
　これまでは、自販機においても他の流通業界と
同様に、顧客の視線は「Z の法則 1」で動いてい
ると考えられ、主力商品は左上に配置されていた。
しかし、ダイドードリンコが 2012 年にアイト
ラッキング 2 を用いて行った調査（日経トレン
ディネット , 2013）では、自販機における顧客
の視線の動きは「Z の法則」ではないと指摘して
いる。本調査では、自販機は下から見られること
が多く、目線は左右に動いているということが確
認された。
次世代型自販機における優位置・劣位置が明確に
されれば、立ち止まった顧客ごとに適切な棚割を
表示することが可能である。たとえば、その顧客
のニーズに最も合った商品を優位置に表示して見
つけやすくすることができる。

1 広告や紙媒体、流通業界の通説では、新聞広告やチラシなどの印刷物や、スーパーやコンビニの棚商品は、左上から右
側へ見られたあと、斜めに下段左側に下がってまた右側まで見られる、いわゆる Z のように視線が移動する、とされて
きた ( 伊福 ,・岩本 , 2011)。

2 人がどこをどのように見ているか、眼球の動きを追跡して測定・解析すること。これまでには主に、心理学や医学、工
学といった学術研究分野で活用されてきた技術だが、ここ数年、マーケティング分野にも浸透しつつある。
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2.2. 自販機での購買行動に関する先行研究
のレビュー

⑴低関与型購買行動／バラエティ・シーキング
　消費者の情報処理過程を研究する上で、重要な
変数の一つに「関与（involvement）3」がある。
関与の程度によって消費者情報処理の態様は大き
く異なる。清涼飲料の購買は、製品を購買するに
あたって大きなリスクもなく購買重要性が低いと
いう典型的な「低関与型購買」であるといわれて
いる。低関与型購買は、高関与の場合に比べて情
報処理が受容的・限定的であり、さらに店舗外で
の事前の情報処理にはあまり時間をかけないとい
う特徴があり、意思決定の大半は店舗内において、

それも極短時間の内（場合によってはほぼ自動的）
行われるものと考えられる（田島・青木 , 1989）。
　Assael（1987）は、購買行動を類型化する一
つの試みとして、製品に対する関与の程度と知覚
された銘柄間差異の程度という二軸を用いて、消
費者の行動を、「情報処理型」「不協和解消型」「バ
ラエティ・シーキング型」「慣性型」の 4 つの類
型に区分した。図 2-1 は、この 4 類型を図示し
たものである。4 類型の中で、清涼飲料の購買行
動は、製品自体やその購買に対する関与は低いが
銘柄間の差異は知覚されている、図中の右上のセ
ルにあたる「バラエティ・シーキング」にあては
まる。

図 2-1 関与による購買行動の 4 類型

高関与 低関与
ブランド間
知覚差異大

情報処理型
購買行動

バラエティ・　　　　
　　　　シーキング

ブランド間
知覚差異小

不協和解消型
購買行動

慣性型購買行動
（習慣的）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　出所） Assael（1987）, p.87　　　　　　

　ここでバラエティ・シーキングとは、消費者が
ブランドをスイッチすること、かつその変遷に多
様性がみられることである（土橋 , 2000）。関与
は低いが銘柄間の差異は知覚されているという状
況では、消費者はいくつかの異なる銘柄を使用し、
また、銘柄間のスイッチを繰り返す。すなわち、
このような状況においては、当該製品に対する関
与が低いために他銘柄へのスイッチにともなう心
理的、もしくは社会的なリスクが小さく、加えて
銘柄間の差異が強く意識されているためにスイッ
チがしばしば起こるのである。スイッチのきっか
けは、飽きや好奇心、または店頭広告や陳列など
の外部手がかりによるものである。バラエティ・

3 ここでいう「関与」とは、消費者情報処理における「製品差」「個人差」「状況差」を説明するための媒介変数として導
入された心理的状態を表す構成概念であり、具体的には、製品それ自体ないしは製品の購買状況や使用状況に対して消
費者が持つ「関心」「重要性」「こだわり」「思い入れ」といったものに相当する ( 田島・青木 , 1989)

シーキングを行う消費者にとって、あらかじめ計
画立てて商品を選択することや事前の情報処理は
重要ではない。したがって、ほとんどの場合、商
品選択の意思決定は店頭で行われる （Assael, 
1987）。田島・青木（1989）によると、バラエティ・
シーキング型の購買状況においては、消費者が銘
柄間に差異があることを知覚しているため、店舗
内において銘柄の比較・評価を内容とする情報処
理が行われる。すなわち、このような購買状況に
おいては、銘柄間の差異や新製品の特異性につい
ての検討・確認が主に店舗内において行われ、そ
の結果として時として新製品の試用購買や他銘柄
へのスイッチが起こることとなる。
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⑵非計画購買行動
　自販機における購買行動の二つ目の大きな特徴
は、「非計画購買 4」が多いということである。
ここで自販機における非計画購買とは、飲料の購
買を潜在的には計画しているが、具体的なサブカ
テゴリーやブランドまでは決めていない状態のこ
とをいうものとする。大槻（1982）によると、スー
パーマーケットにおける広義の非計画購買の比率
は約 80％と高い水準であった。何かを購入する
目的があって来店するスーパーマーケットとちが
い、移動中に来店する場合が多いと考えられる自
販機は、更に高い水準で非計画購買が行われてい
ることが予想できる。
非計画購買を行う消費者は、「欲求認識」に加え、

「情報探索」と「代替案の検討」の 2 つのステッ
プにおいても店頭で行っていることになる。欲求
を認識した消費者が情報を探索するのは店内であ
るため、店頭における訴求方法によって商品の購
買点数が大きく変わるといってよい（㈶流通経済
研究所 , 2008）。つまり、非計画購買の比率が高
ければ、消費者は店頭の商品を見ながら購買の意
思決定を行っていることになり、計画購買に比べ
て非計画購買の消費者にはより店頭での情報提供
の在り方が重要となる。

⑶時間の圧力
　自販機による飲料の購買行動では、消費者に
とっていかに短時間で飲料を購入できるかが非常
に重要である。このように短時間での購買を求め
て自販機を利用する消費者の多くは「時間の圧力」
の状況下にあるものと思われる。「時間の圧力」
という概念は心理学においてもしばしば議論され
ている5 が、消費者行動の分野に置き変えてもそ
れを説明することができる。鈴木（2004）によ
ると、消費者行動における「時間の圧力」とは「限

られた時間内で消費者が購買意思決定を行わなけ
ればならないという、一種の心理的ストレスが生
じた状態 6」である。たとえば、自販機での購買行
動をこの概念に当てはめてみると、ある消費者は、
のどが渇いて飲料を買おうとしているが、乗りた
い電車の出発時間が迫っているといった状況が考
えられる。「時間の圧力」の状況下にある自販機
での飲料購買者は、より限定された考慮集合を形
成し、短時間の間に選択をしなければならない。

3. 仮説の導出
　これまでの先行研究を踏まえ、仮説を導出する。
なお、詳しい内容は割愛するが、以下の仮説導出
にあたり、清涼飲料メーカーのグループ会社ボト
ラーである東京コカ・コーラボトリング株式会社
と国内シェアトップの自販機メーカーである富士
電機株式会社へのインタビューおよび、学生 3
名を対象としたグループインタビューを行った。

⑴仮説 1 の導出
次世代型自販機における購買時間の短縮に貢献す
る機能として「おすすめ」表示を挙げる。次世代
型自販機での顔認証システムを利用した「おすす
め」表示は、消費者が本来であれば 34 フェイス
の中から考慮集合を形成し、最終的に一つの商品
を選択しなければならないところを、2 ～ 3 個の
商品に「おすすめ」表示をすることで、消費者の
中での考慮集合を少数に絞ることができ、購買時
間を短縮する効果があると考えられる。低関与型
購買行動・非計画購買行動を行う自販機の購買者
にとって、店頭での情報提供が購買行動に大きく
影響するが、先述したように、自販機での購買シー
ンでは移動中、電車の到着待ち時間など「時間の
圧力」にさらされ、情報探索を削減し、より限定
した考慮集合を形成したうえで短時間の間に選択

4 非計画購買とは、「店内刺激により入店前にはなかった購買意図が発生したり、潜在的な購買意図が顕在化したりするこ
と」である。

5 心理学における「時間の圧力」は「時間の制約によって人間の心理的ストレスが高まり、そこから時間の制限に対処す
る必要性が心理内に生じること」と定義されている。また、そのほかに「時間の制約」を「まるで人が少ない時間でタ
スクを完結できるかのように、時間の期限が常に設定されていること」と定義し、「時間の圧力」と明確に識別している。

6 さらに鈴木 (2004) は、「時間の制約」についても「何らかの主体が消費者に対して時間の制約を設定している状態」と
定義している。小売店によるタイムサービスなどがその具体例である。
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しなければならないケースが多くみられる。この
ような状況下で購買意思決定を行う購買者にとっ
て、考慮集合内のブランド数の集約・限定は、購
買行動自体の回避をおさえる効果があるのに加
え、購買時間の短縮という、自販機での購買にとっ
て重要な目的を果たす要因となる。以上より、「お
すすめ」表示による購買時間の短縮について仮説
1 を導出する。

仮説 1
次世代型自販機において、「おすすめ」商品を購
買する人は、「おすすめ」商品以外を購買する人
に比べて一人あたり平均購買時間が短い

⑵仮説 2 の導出
　次世代型自販機の大きな特徴である顔認証シス
テムは、性別を判定することができる。性別によ
る購買行動の差異が明らかになれば、次世代型自
販機においては性別ごとに情報提供の仕方や売場
の作り方を変更することができる。中川（2010）
は、男性はあまり労力をかけずに意思決定をする
のに対し、女性は包括的に精緻に情報処理を行い、
意思決定に至る傾向があると述べた。自販機にお
ける店頭での包括的な情報探索・情報処理とは、
34 フェイスの中からより多くの商品を比較・検
討することであると考える。したがって、情報探
索の労力を簡素化しようとする傾向にある男性の
方が、包括的な情報探索をする傾向のある女性よ
りも商品選択時間が長く、結果として購買時間が
短いことが予想できる。以上より、男女間の平均
時間の差異に関して、仮説 2 を導出する。

仮説 2
次世代型自販機において、一人あたり平均購買時
間には男女間で差がある

⑶仮説 3 の導出
　筆者が行ったグループインタビューでも、電子
マネーを利用する理由として決済時間の早さがあ
がった。野村総合研究所電子決済プロジェクト
チームのアンケート（2010）によると、現金で
はなく電子マネーを利用する理由として最も多
かった回答のうちのひとつが「スピーディーに支
払いを済ますことができるから」であった。購買
時間の短縮は自販機での購買行動にプラスの影響
を与えるから、もし、本当に電子マネーが利用で
きることによって購買時間が短縮されるのであれ
ば、次世代型自販機の特徴の一つである電子マ
ネー機能は、購買行動にプラスの影響を与え、自
販機市場の拡大にも貢献し得るツールであるとい
える。電子マネーによる決済と現金による決済そ
れぞれの購買時間について仮説 3 を導出する。

仮説 3
次世代型自販機において、電子マネーで決済した
人は、現金で決済した人に比べて一人あたり平均
購買時間が短い

⑷仮説 4 の導出
　先述したように、特に低関与型購買・非計画購
買が行われる商材やチャネルにおいて、売場の見
せ方は購買行動や購買意思決定を左右する要因と
なる。未だに次世代型自販機の優位置・劣位置の
把握はなされておらず、商品を効率よく販売する
ために優位置・劣位置を明確にすることは意義の
あることである。次世代型自販機における優位置・
劣位置について以下のような仮説を導出する。

仮説 4
次世代型自販機の棚割には優位置・劣位置がある
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4.1. 調査の概要および集計結果

⑴調査の概要
実施時間：2013 年 8 月～ 9 月
実施場所：品川駅、戸塚駅、大船駅、東京駅

調査対象：各駅構内に設置されている次世代型自
販機の立寄り者 7

調査方法：各駅構内に設置されている次世代型自
販機付近で購買行動の観察を行い、各データを収
集することによる

表 4-1 収集データ一覧

収集したデータ 詳        細

顧
客

属
性

年齢層 調査員の目測により 10 ～ 70 代までの 7 段階で分類
性別 男性、女性の 2 種類に分類

購
買
行
動

購買の有無 購買に至ったかどうか
商品選択時間 自販機前に立ち止まってから画面上で購入したい商品をタッ

チするまでの時間
取るまでの時間 商品を選択してから、商品を手に取るまでの時間
購買時間 自販機前に立ち止まってから商品を手に取るまでの時間 ( 商

品選択時間＋取るまでの時間 )
購買商品 購買商品の商品名

購
買
商
品
属
性

購買商品価格 購買商品の商品価格
購買商品容量 500ml、250ml、缶、缶ボトル、瓶の 5 種類に分類 8

購買商品棚位置 図 4-2 参照
おすすめ商品購買の
有無

購買商品が「おすすめ」表示商品であるか、そうでないか

決
済

決済方法 現金による決済または電子マネー 9 による決済の 2 種類に分類

7 ここで「立寄り者」を、自販機の前に 1 秒以上立ち止まり、かつ自販機の画面を視認していた、購買意思があると予想
される潜在顧客であると定義する。

8 実際には 555ml の増量ペットボトルや 300ml ボトルもあるが、ここでは高さが 20cm 程度のペットボトルを 500ml、
その半分程度の大きさのペットボトルを 250ml と表記する。

9 調査を行った JR 東日本ウォータービジネスの次世代型自販機で利用可能な電子マネーは交通系 IC カードである Suica、
PASMO のみ。

4. 購買行動の観察による実証分析と仮説の検証



32　プロモーショナル・マーケティング研究

4.2. 定量分析による仮説の検証

⑴仮説 1 の検証
仮説１：次世代型自販機において、「おすすめ」

商品を購買する人は、「おすすめ」商品
以外を購買する人に比べて一人あたり
平均購買時間が短い

　仮説 1 を検証するため、「おすすめ」商品を購
買した人と、「おすすめ」商品以外を購買した人
それぞれの平均購買時間の差の検定を、t 検定を
用いて行った。t 検定の結果、両者の平均購買時

12 以下、回答者の回答の数値を「プロモーション評価」、プロモーションプランと初期値プランの差異を「プロモーショ
ン効果」と定義する。

間には有意な差が見られなかった（t=-0.167、
p=0.867：両側）両者の購入時間の平均値をみ
ても、確かに大差はみられない。よって、仮説 1
は支持されなかった。

⑵仮説 2 の検証
仮説２：次世代型自販機において、一人あたり平

均購買時間には男女間で差がある

　仮説２を検証するため、男女それぞれの平均購
買時間の差の検定を、t 検定を用いて行った。t
検定の結果、5％水準で両者の平均購買時間には

表 4-3  平均購買時間でみる集計結果

全体 男性 女性
購買者全体 20.48 秒 17.36 秒 23.86 秒
若年齢層 18.16 秒 14.32 秒 21.32 秒
中年齢層 21.30 秒 18.77 秒 24.68 秒
高年齢層 26.61 秒 20.11 秒 33.11 秒
おすすめ商品購買者 20.32 秒 14.63 秒 22.60 秒
おすすめ商品以外購買者 20.90 秒 17.82 秒 24.42 秒
現金決済による購買者 23.00 秒 19.43 秒 27.27 秒
電子マネー決済による購買者 18.16 秒 15.27 秒 21.00 秒

※若年齢層…10 ～ 20 代、中年齢層…30 ～ 50 代、高年齢層…60 ～ 70 代

表 4-2　全体集計結果 

全体 男性 女性
有効サンプルサイズ 389 　 199 　 190 　
購買者数 239 人 126 人 113 人
非購買者数 139 人 69 人 70 人
平均購買時間 20.48 秒 17.36 秒 23.86 秒
平均購買単価 134.18 円 133.97 円 134.42 円
おすすめ商品購買者数 29 人 9 人 20 人
おすすめ商品以外購買者数 198 人 107 人 91 人
現金による決済者数 113 人 62 人 51 人
電子マネーによる決済者数 126 人 64 人 62 人

⑵集計結果
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有意な差が見られた（t=-2.98、p=0.003：両側）。
よって仮説 2 は支持された。男女それぞれの平
均購入時間を比較してみると、男性が 17.4 秒、女
性が 23.9 秒と、両者間には 6 秒以上の差がある。

⑶仮説 3 の検証
仮説 3：次世代型自販機において、電子マネーで

決済した人は、現金で決済した人に比
べて一人あたり平均購買時間が短い

　仮説 3 を検証するため、現金による決済を行っ
た人と電子マネーによる決済を行った人それぞれ
の平均購買時間の差の検定を、t検定を用いて行っ
た。t 検定の結果、5％水準で両者の平均購買時

間には有意な差が見られた（t=2.22、p=0.028：
両側）。よって仮説 3 は支持された。両者の平均
購入時間を比較すると、現金による決済の場合は
23 秒、IC カードによる決済の場合が 18.16 秒と、
両者間には約 5 秒の差がある。

⑷仮説 4 の検証
仮説 4：次世代型自販機の棚割には優位置・劣位

置がある
　優位置・劣位置の有無を検証するため、棚位置
を図 4-2 のように 8 種類のグループに分類し、
それぞれのグループの販売本数の平均値の間に差
があるかどうかを一元配置の分散分析を用いて分
析する。

12 
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⑴仮説 1
仮説１：次世代型自販機において、「おすすめ」

商品を購買する人は、「おすすめ」商品
以外を購買する人に比べて一人あたり
平均購買時間が短い

　t 検定による定量分析の結果、仮説 1 は支持さ
れなかった。「おすすめ」商品購買者と「おすすめ」
商品以外購買者の平均購買時間を性別や年齢層ご
とに比較しても、両者の間に有意な差は認められ
なかった。そもそも、購買者 239 人に対し、「お
すすめ」商品を購買した顧客数が 29 人と、「お
すすめ」商品を購買した顧客の割合が非常に低く、
サンプル数が少ないために、定量分析の結果が妥
当なものであるかどうかは疑問が残る。
　この仮説が支持されなかった原因の一つに、前
述したバラエティ・シーキングの購買行動特性が
あると考える。すなわち、清涼飲料自販機での購
買行動は、清涼飲料という商品特性から、多くの
場合バラエティ・シーキングを行っており、バラ
エティ・シーキングによる購買行動とは、店頭で
提供される情報などを基に多くの選択肢を比較し、
検討した上で購買する商品を選択することであ
る。つまり、「おすすめ」表示がされていても結局
は全ての商品を検討し、購買に至るのである。よっ
て、「おすすめ」表示の有無に関係なく 34 フェイ
ス全てを検討した上で購買行動を行うため、両者
間に購買時間の差はみられなかったものと考える。
二つめに、顧客属性ごとのニーズにマッチした商
品に「おすすめ」表示がされていない可能性が考
えられる。つまり、次世代型自販機では、過去の
購買データ（顧客属性と紐づけた POS データ）
を蓄積し、そのデータをもとに顧客属性ごとの
ニーズにあった商品を判断していると思われる
が、それが適切ではないのである。本当にニーズ
にあった商品に「おすすめ」表示をされていれば、

「おすすめ」商品以外を検討することなく、短時
間で「おすすめ」表示商品が購買されていた可能
性がある。また、全体の購買者数に対して「おす

すめ」表示商品を購買した顧客の割合が低いこと
もこれが一番の原因となっていると考えられる。

「おすすめ」表示機能の効果を最大にするには、「お
すすめ」表示をすべき商品の判断がより精密な分
析によって行わなければならない。
　三つめに、「おすすめ」表示の見せ方（表示方法）
に再考の余地があることが考えられる。現在は商
品陳列棚内の商品の配置やフェイス数は変えない
まま、ディスプレイ上の「おすすめ」商品の下部
に POP で「おすすめ」と表示している。この表
示方法では、現行の自販機における紙媒体での
POP となんら変わりがない。「おすすめ」表示を
顧客属性に応じて変更する点に関しては次世代型
自販機の特性を活かしたものであるといえるが、
その表示方法には工夫の余地がある。たとえば、
液晶ディスプレイの表示内容の可変性を活かし、

「おすすめ」商品を大きく表示させる、一か所に
まとめて表示させる、「おすすめ」商品の広告動
画を放映するなどである。さらに、極端ではある
が、「おすすめ」商品のみをディスプレイに表示
することも可能である。今後は、次世代型自販機
の特徴を最大限に活かした表示方法を考える必要
がある。
また、今回の調査では、「おすすめ」表示という
情報提供の方法を、購買時間短縮という観点でし
かとらえていなかった。しかし、先述したように

「おすすめ表示」は、インタラクティブ・マーケティ
ングの観点からも重要な機能を果たすことが予想
される。「おすすめ」表示を、単なる時間短縮の
ためではなく、インタラクティブ・マーケティン
グのツールとして利用すれば、顧客主導のアプ
ローチの結果、顧客満足度が増大し、自販機に対
するコミットメントが高くなることなども考えら
れる。今まで注力されてこなかった自販機におけ
る店頭での情報提供であるが、顧客識別による「お
すすめ」表示機能はまさに新たな情報提供の形で
あり、今後、購買を促進するためのツールとして
位置付けられていくだろう。

5. 考察：検証結果にみる次世代型飲料自販機の可能性と情報提供のあり方
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⑵仮説 2
仮説２：次世代型自販機において、一人あたり平

均購買時間には男女間で差がある

　仮説 2 は、実証分析において支持された。男
女の平均購買時間の間には統計上有意な差があ
り、男性の方が女性よりも平均購買時間は短いと
いうことが証明された。次世代型自販機において
は、男性は知っているブランドや自分のニーズに
一番合った商品をすぐに選択するのに対し、女性
は画面上の 34 フェイスの多くを比較・検討し、
さらには「おすすめ」表示や動画広告の内容も参
考にしつつ購買行動を行っているものとみられ
る。実際に、少ないサンプル数ではあるが、「お
すすめ」商品を購買した 29 人のうち 20 人が女
性であり、男性より女性の方が「おすすめ」とい
う情報も取り入れた上で購買行動に至っているこ
とが予想できる。
　次世代型自販機の最も重要な特徴のひとつであ
る顔認証システムでは、性別を判定することが可
能である。男女によって情報探索や購買時間・購
買行動に差異があるということは、性別ごとに情
報提供や販売促進を変化させることが効果的であ
るということであり、これは性別を判定すること
ができなかった従来型自販機では不可能なことで
あった。しかし、次世代型自販機では可能である。
たとえば、女性が自販機の前に立ち止まった時に
は 34 フェイスの商品をすべて見せた上で、新商
品の「おすすめ」や動画広告、新しいフレーバー
の商品を大きく表示する等の販売促進方法が効果
的かもしれない。逆に男性の場合は知っているブ
ランドやいつも購買するブランドを短時間で選択
する傾向にあるから、34 フェイス全てを表示さ
せずに、顔認証によって判定した年齢層や電子マ
ネーが利用された場合は個人 ID ごとによく買わ
れる商品を絞って（たとえば 10 フェイスのみ）
表示することが効果的かもしれない。
　現在、顔認証システムは、「おすすめ」表示に
しか利用されていないが、ターゲットを絞れると
いうことは販売促進や情報提供の方法もターゲッ
トごとに変化させられるということであり、今後
はそのような活用方法による「質的拡大」に期待

したい。

⑶仮説 3
仮説３：次世代型自販機において、電子マネーで

決済した人は、現金で決済した人に比
べて一人あたり平均購買時間が短い

　定量分析の結果、仮説 3 は支持された。購買
時間の短縮は自販機での購買行動にプラスの影響
を与えるから、電子マネー機能は自販機での購買
行動にプラスの影響を与えると言ってよい。
　両者の購買時間の平均を比較してみると、現金
による決済の場合が約 23 秒、電子マネーによる
決済の場合が約 18 秒と、約 5 秒の差がある。こ
の 5 秒には、現金で支払う場合には生じる、財
布からお金を出す時間や釣銭を取り出す時間など
が含まれている。グループインタビューでも、特
に急いでいない時は残高不足などが不安なために
基本的に現金で支払うとした上で、駅で電車がも
うすぐ到着してしまう時など、早く飲料を手に入
れたい場面では電子マネーを利用するといった意
見があった。自販機という、「早く買えるから」
選択する販売チャネルにおける購買時間の 5 秒
の短縮は消費者にとっておそらく影響の大きいも
のであると予想できる。
　電子マネー機能は、個人 ID の特定やポイント
付与等、現段階では実用されていない機能も含め、
たくさんの能力をもつツールではあるが、自販機
というチャネルにおいてはやはり購買時間の短縮
における効果がもっとも重要であると考える。競
合の小売業態であるコンビニやスーパーなどに対
する競争優位として購買時間の短縮を極めるため
にも、今後の自販機に電子マネー機能の搭載はか
かせないものとなるだろう。

⑷仮説 4
仮説 4：次世代型自販機の棚割には優位置・劣位

置がある

　定量分析の結果、仮説 4 は支持された。分散
分析の結果、それぞれのグループ間で平均販売本
数に有意な差のあるばらつきがあることは証明さ

6. 考察
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れた。ここでは、その結果を踏まえて、具体的な
優位置・劣位置の検討を行う。8 グループそれぞ
れの平均販売本数を表にしたものが表 5-1、平均

販売本数を色分けして図示したものが図 5-1 で
ある。

      　表 5-1  8 分類による平均販売本数

グループ 平均販売本数 グループ間順位
①上段左 12.5 本 1
②上段中央 10.25 本 2
③上段右 6.83 本 4
④中段左 6.13 本 5
⑤中段中央 4.5 本 7
⑥下段左 5.75 本 6
⑦下段中央 3.13 本 8
⑧広告右 7.0 本 3

16 
 

 

 

 

図 5-1  8分類による平均販売本数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	 8グループ間で平均販売本数を比較したところ、①上段左が一番多く 12.5本、一番少ない⑦下段

中央は 3.13本と、両者の間には 9.0本以上の差がみられた。本調査の結果から推測される自販機に

おける優位置は、全体の平均販売本数 7.0本以上の平均販売本数を計上した①上段左、②上段中央、

⑧広告左であり、劣位置は⑦下段中央であるといえる。 

	 今回の調査で最も興味深い結果だったのが⑧広告左の平均売上本数が 7.0本と全体の平均以上で

あり、グループ間順位も 3位と、上位であったことである。⑧広告左、つまり位置としては下段お

よび中段の右側は、「Zの法則」やダイドーの調査(日経トレンディネット, 2013)において確認され

た優位置にはあてはまらない。⑧広告左が優位置になっている理由は以下の通りであると考える。 

	 一つめに、広告欄の位置による影響である。右下部分にある広告欄には、人が自販機の近くにい

る場合には常に時間や場所に応じて商品の広告や購買方法を示す動画が放映されている(写真 2)。こ

のような広告欄は従来型自販機には存在しない。なぜなら、このように動画広告を放映したり、時

間や場所によって広告内容を変えたりすることは液晶ディスプレイである次世代型自販機にしかで

きない広告表現・広告方法だからである。この調査結果より、⑧広告左の平均販売本数が多かった

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１０ １３ １２ １１ 

１５ 

１４ 

１６ １７ １８ １９ ２０ ２１ ２２ ２３ ２４ 

２５ ２６ ２７ ２８ ３０ ２９ ３１ ３２ ３３ ３４ 

  
 

 
 

 

 

 

 

 

広告 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

①上段左 

⑧
広
告
左 

④中段左 ⑤中段中央 

⑥下段左 ⑦下段中央 

②上段中央 ③上段右 

平均販売本数 

～3.9本…	 	 	 	   4.0～6.9本…	 	 	 	 	 7.0～9.9本…    	 	  10.0本以上… 

※	 	 内の数字はグループ間順位 

1 2 4 

 

5 7 3 

8  6 

 

図 5-1  8 分類による平均販売本数

　8 グループ間で平均販売本数を比較したとこ
ろ、①上段左が一番多く 12.5 本、一番少ない⑦
下段中央は 3.13 本と、両者の間には 9.0 本以上
の差がみられた。本調査の結果から推測される自
販機における優位置は、全体の平均販売本数 7.0
本以上の平均販売本数を計上した①上段左、②上
段中央、⑧広告左であり、劣位置は⑦下段中央で

あるといえる。
　今回の調査で最も興味深い結果だったのが⑧広
告左の平均売上本数が 7.0 本と全体の平均以上で
あり、グループ間順位も 3 位と、上位であった
ことである。⑧広告左、つまり位置としては下段
および中段の右側は、「Z の法則」やダイドーの
調査（日経トレンディネット , 2013）において
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確認された優位置にはあてはまらない。⑧広告左
が優位置になっている理由は以下の通りであると
考える。
　一つめに、広告欄の位置による影響である。右
下部分にある広告欄には、人が自販機の近くにい
る場合には常に時間や場所に応じて商品の広告や
購買方法を示す動画が放映されている（写真 2）。
このような広告欄は従来型自販機には存在しな
い。なぜなら、このように動画広告を放映したり、
時間や場所によって広告内容を変えたりすること
は液晶ディスプレイである次世代型自販機にしか
できない広告表現・広告方法だからである。この
調査結果より、⑧広告左の平均販売本数が多かっ
た理由として、この広告欄に視線が動くために、
広告欄周辺の平均販売本数が多かったと考えられ
る。つまり、広告欄の位置によって購買者の視線
はコントロールされている可能性がある。しかし、
これに関してはアイトラッキング等の調査を行っ
ておらず、本当に広告欄の位置によって視線がコ
ントロールされているかどうかは不明であり、こ
の点に関しては今後の研究課題とする。
ただし、先述したように、動画広告による表現は
従来型自販機では不可能であり、もし、この動画
広告によって視線がコントロールされているとす
れば、次世代型自販機の特徴を活かして、新たな
販売促進が可能であると考える。たとえば、現在
は「おすすめ」表示を、商品陳列棚に陳列されて
いる商品うちの 2 ～ 3 商品の商品画面下部に吹
き出し形式で「おすすめ」と表示しているが、「お
すすめ」商品が大型ディスプレイ上に散在してい
た場合には結局顧客が「おすすめ」表示商品がど
こにあるのかを探さなければならない。しかし、
仮に広告欄周辺に視線が集まるのであれば、顧客
が自販機前に立ち止まった瞬間に属性を判定、「お
すすめ」商品を判断し、その「おすすめ」商品を
広告欄周辺に集めて表示させることが可能であ
る。顧客の視線の集まる場所にニーズに合った「お
すすめ」商品がまとめて陳列されていれば、他の
商品を見る必要もなく、短時間で購買に至ること
ができる。また、仮説 2 の検証によって女性の
場合には様々な情報を包括的に処理した上で購買
意思決定を行っているらしいということがわかっ

たので、立ち止まった顧客が女性だった場合には
動画広告が放映されている対象商品を広告欄周辺
に表示するなども効果的であると考える。
二つめに、商品力による影響である。⑧広告左の
グループに属する棚位置番号 33 は販売本数 15.5
本と、全体でみても 2 番目に販売本数の多い棚
位置であるといえるが、この棚位置には大塚製薬
の「オロナミン C」が陳列されていることが多く、
実際に販売本数も多かった。よって、⑧広告左の
平均販売本数が他グループに比べて多かったのは

「オロナミン C」の商品力によるものであると考
えられる。ただし、本研究における分析は、実験
ではなく実際の売場での購買行動の観察によるも
のであり、商品の棚位置を実験計画に基づいて変
化させる等、商品力の影響を除去することは不可
能であった。これは本研究の限界であり、今後の
研究課題である。今後、商品力を考慮した上で優
位置・劣位置を明確化するには、今回のような購
買行動の観察によるものではなく、アイトラッキ
ングなどを用いた実験によって、商品力を除去す
る方法が適当であると考える。
本調査で確認した優位置（①上段左、②上段中央、
⑧広告左）・劣位置（⑦下段中央）は、今後、再
度検証する必要性があり、現時点で断定できるも
のではない。しかし一方で、商品力を感覚的にで
はあるが考慮した上でも、棚位置による販売本数
のばらつきはあったものと考える。つまり、スー
パーやコンビニのそれと同じように、自販機の棚
位置にも優位置・劣位置は存在する。自販機にお
ける優位置・劣位置の調査はほとんど行われてお
らず、特に次世代型自販機による調査はほとんど
ないと言ってよい。自販機の棚位置における優位
置・劣位置の明確化という、重要ではあるが注力
されてこなかった研究を行ったこと、そしてその
中でも今後普及してゆくであろう次世代型自販機
のそれに焦点を当てた点に本調査の意義はあるも
のと考える。
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　まず、今後、「質的拡大」による顧客志向の販
売チャネルへと変革する必要のある自販機市場に
とって、次世代型自販機が消費者やメーカー・ボ
トラーに与える影響を明らかにすることは急務で
あった。本研究は、そのすべてを網羅するもので
はなく、内容は限定的ではあるものの、消費者や
メーカー・ボトラーへの影響について検証・考察
したことについては実務上の意義があったものと
考える。
　また、「おすすめ」表示は、今回の調査では購
買時間の短縮に影響はないという結果になったも
のの、表示の仕方や「おすすめ」商品の判定の仕
方に再考の余地があり、それによっては「おすす
め」機能がより有用なものになるという実務上の
示唆を行うことができた。その他にも、男女間の
購買行動の差異を明らかにし、それに基づいた販
売促進やコミュニケーションの可能性を示し、次
世代型自販機の機能を十分に活かした店頭プロ
モーションの可能性を述べることができた。電子
マネーシステムについては、購買時間の短縮にプ
ラスの影響を与えることを検証することができ、
電子マネーシステムの有用性について明らかにす

ることができた。また、自販機のチャネルメンバー
にとって重要な自販機における優位置・劣位置に
ついても、再考の余地はあるものの、明らかにす
ることができ、これは今後の自販機における
ISM に大きく影響するだろう。
　本研究では、商品力や自販機設置場所の特性な
どを考慮した分析を行うことができなかった。こ
れは本研究の限界であり、今後の研究課題とする。

謝辞
　本論文を作成するに際し、研究助成という形で
ご協力いただきました日本プロモーショナル・
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会社様と富士電機株式会社様にも感謝いたしま
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