
第１章　はじめに

1．	問題意識

日本の流通は、少子高齢化、女性の社会進出、
世帯人員の減少などの社会環境の変化の影響を受
け、構造変化の局面にある。業界構造を見ても、
百貨店、総合スーパーの売上が年々低下し、食品
スーパー、コンビニエンスストア、ネット通販
の伸長といった変化が現れ、ITの活用やキャッ
シュレス化の進展による顧客接点の多様化も起き
ている。品揃えの面をみても、業界の垣根を超え
た対応が多数見られ、例えばドラッグストアでも
弁当や総菜、生鮮食品を扱う事例が出てきてい
る。もはや、他社と同じ商品を販売していたので
は、価格を下げるしか競争に勝てない状況に陥っ
ている。
このような環境下で、日本国内においても小売

各社は差別化や収益改善のためにプライベート・
ブランド（以下PB）の取組みを強化している。
矢作（2014）は「PBとは小売業や卸売業、共同
仕入れ機構、消費者生活協同組合等の流通業者が
ブランド所有権を有し、自らの販路で販売する目
的で、製品の企画・開発、生産、パッケージ、物
流等に主たる責任を負っているブランドである」
としている。日本におけるPB市場規模は2015年
において３兆2000億円となっており、PB比率は
約10％程度である。（流通経済研究所2016年PB商
品報告書）

矢作（2013）によるとPBに関するこの研究分
野は８つの領域について行われている。①「PB

の利益貢献度」PBの利益貢献度は本当に高いの
か、②「ストアロイヤルティの向上」PBはスト
アロイヤルティの向上に貢献するのか、③「取
引交渉力の増大」PBを販売する小売企業はメー
カーに対する取引交渉力を高めることができるの
か、④「PB導入とカテゴリー特性」PBが普及し
やすいカテゴリーは何か、⑤「PB購買層の特定」
誰がPBを購入しているのか、⑥「PB成功の要
因」PB成功要因の鍵は価格か、品質か、⑦「NB・
PBの最適ミックス」小売企業のPB比率に最適値
ないし限界値はあるのか、⑧「ブランド・ポート
フォリオ戦略の再構築」（PBのブランド・ポート
フォリオが直面する課題は何か）について研究さ
れてきている。
日本では1979年に発売されたダイエーの「セー
ビング」に代表されるように、低品質・低価格
NBの代替商品として導入されたPB商品は、消費
者にとって一般的にNB（ナショナル・ブランド）
商品より２割から５割安い価格で提供されるとい
うこと、そして小売企業にとっても多くの場合、
粗利益率の高い商品を提供でき、柔軟な価格設定
ができるというメリットがあるとされてきた。し
かし、NB商品との競争や、多数展開されている
PB商品同士の競争において、価格競争が進み、
小売企業のマージンおよび特定小売企業に対する
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長期的なストアロイヤルティは減少し、小売企業
にとって、いかに買い物客を引き付け、購入を増
大させるかということが課題となり、PBロイヤ
ルティの構築、及びストアロイヤルティ向上が
マーケティング担当者の商品政策や小売企業全体
の差別化戦略の意思決定に強く影響する。ここで
の「PBロイヤルティ」の言葉の定義については、
「消費者が特定のPB商品に対して持つ忠誠心や愛
着心のこと」を指す。ロイヤルティには好意や選
好といった心理的側面と、購買選択のような行動
側面があり、ロイヤルティが高い消費者は、特定
のPB商品を選択する確率が高く、ロイヤルカス
タマーとも言われる。
2007年から発売されたセブン＆アイ・ホール

ディングスの「セブンプレミアム」に代表される
ように、PB商品の品質が向上し、PB商品に対す
る信頼が高まってきている。これまでのPBの多
くはNBに対して価格優位性を持っていたが、小
売企業は自社ブランドを差別化するためにユニー
クな特性をもつブランドを開発し始め、それぞれ
のPB商品として顧客ニーズに応じたPBプログラ
ムを整備し、戦略的に進化し続けている。PBの
価格セグメントは「グッド（低価格帯）」、「ベター
（中価格帯）」、「ベスト（高価格帯）」に３分割され、
それぞれに対して「エコノミー」「スタンダード」
「プレミアム」の３種のPBが配置されている。こ
のブランド・ポートフォリオ戦略は顧客のストア
ロイヤルティ（店舗忠誠度）向上を目標にしてお
り、小売業にとって持続的な競争優位性を構築す
るための強力な手段となる。近年ではこれにオー
ガニックフード（有機栽培食品）やフェア・トレー
ド（公正取引）商品、健康指向、環境配慮、地域
貢献等消費者の関心が強い価値テーマに基づいた
サブブランドが付け加えられ、PBプログラムは
複雑化し、地球環境・社会・経済が三位一体となっ
たサステナビリティ（持続可能性）の追求をテー
マとしている。
サブブランドが付け加えられるようになってき

た社会的な背景として、サステナビリティは国連
の提唱するグローバル・コンパクト（2000年発
足）の理念に基づくもので、世界の企業が社会の
良き一員として持続可能な成長のため、人権、労

働、環境、腐敗防止の四分野に関わる原則を守
り、実践することを求めている。サステナビリ
ティ経営に賛同する各国企業は事業収益を生み出
しながら、同時に次世代の環境と社会を保全する
役割を求められている。そのような時代の潮流の
中で、アメリカのウォルマートやイギリスのテス
コ、マークス＆スペンサーといった各国主要小売
企業はサステナブルなPB商品開発に力を注いで
いる。2015年９月には国連本部で開催された「持
続可能な開発サミット」ではSDGs（持続可能な
開発目標）が採択され、ESG（環境、社会、ガ
バナンスの視点を企業評価に取り入れようとする
動き）経営など、各小売企業や各メーカーは自社
の成長戦略に結び付ける対応策の検討を迫られて
いる。消費者の環境問題、エシカル消費（より良
い社会に向けた、人や社会、環境に配慮した消費
行動のこと）への関心も徐々に高まり、日本の公
立小学校におけるSDGs教育は、2020年学習指導
要領にて「持続可能な社会の創り手」の育成が掲
げられている。中高の教科書にもフェア・トレー
ドが掲載されるなど、国内においても今後更なる
関心の高まりが予測できる。

2．	本論文の目的

このような環境下において、どのようなPBブ
ランド・ポートフォリオが今後差別化につながり、
PBロイヤルティひいてはストアロイヤルティの
向上につながるのかについて明らかにする。
日本においては、流通大手であるセブン＆ア
イ・ホールディングスは2007年以降、スタンダー
ドPBに相当する「セブンプレミアム」と欧米の
プレミアムPBに相当する「セブンゴールド」の
２層構造で対応している。他方、イオンはエコノ
ミー、スタンダード、プレミアム、サブブランド
の「３構造＋α」をいち早く整備した。
この論文では品質を重視した「プレミアムPB」
と、サブブランドとして社会環境や消費者意識の
変化に対応すべく生まれた「サステナブルPB」（岸
本2014）に注目する。「サステナブル」とは、例
えば「環境に配慮していそう」「地球にやさしい」
「サステナブルな資源を有効活用している」といっ
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たイメージを消費者に想起させ、最先端技術をつ
かった企業活動のことをここでは指す。サステナ
ブルPBを「体への健やかさと自然環境へのやさ
しさに配慮したブランド」と定義する。
今回、「トップバリュ」（イオン系）、「セブンプ

レミアム」（セブン＆アイ系）を取り上げ、それぞ
れのブランドの階層別に落とし込み、各PBがブ
ランド選択に与える影響について検討する。トッ

プバリュについては、プレミアムとしての「トッ
プバリュセレクト」、スタンダードとしての「トッ
プバリュ」、エコノミーとしての「トップバリュ
ベストプライス」、サブブランドとしての「トッ
プバリュグリーンアイ」の４つ、セブンプレミア
ムについては、プレミアムとしての「セブンプレ
ミアムゴールド」、スタンダードとしての「セブ
ンプレミアム」の２つを分析対象とする（図１）。

図１　セブン＆アイ系とイオン系のPBブランド階層

プレミアムPBやサブブランドのサステナブル
PBはブランド選択にどのような影響を与えるの
だろうか？プレミアムPBやサステナブルPBは
PBロイヤルティを構築し、ストアロイヤルティ
を高めるのだろうか？まず、先行研究のレビュー
を行い、先行研究で明らかになっていることを説

明する。次に、本論における仮説について説明す
る。更に、ホームスキャンデータを活用した調査
の概要と、その集計結果を説明する。最後に分析
結果から実務的な示唆を示し、今後の研究課題を
まとめる。

第２章　先行研究

PBに関する研究分野（矢作2013）のうち、PB

ロイヤルティやブランド選択に関わる研究につい
ては大きく分けて下記４つに分類される。
１）PB購入比率とストアロイヤルティに関する
研究

２）PB成功要因に関する研究
３）NB・PBの最適ミックスに関する研究
４）PBブランド・ポートフォリオに関する研究

1．	 PB購入比率とストアロイヤルティに関
する研究

小売業はリピートビジネスである。商いとは昔
から一度来店した顧客が何度となく足を運ぶ千客
万来の在り方を追求してきた。競争相手が取り
扱っていないPB商品は、その千客万来の有効な
手段となりうる。小売企業のPB商品は、小売企
業にとって独占的に取り扱える商品であるため、
競合店で顧客が好むPB商品が手に入らない場合、
顧客は他の手段を含めた買い物プロセスを認知的

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　出所：公表資料を元に著者作成
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に評価しなければならないので、顧客の心理的な
コストを高めることになり、PB商品を提供する
小売企業にとっては顧客ロイヤルティにつなが
る。これまでの研究で、PBの購入比率とストア
ロイヤルティの相関関係が示されている。

PBがウォレットシェア（支出に占める当該店
舗での購買金額の割合）を引き上げる効果はアン
ブレラ効果と呼ばれている。Sudhir & Talukdar 

(2004) は2003年の12週以上にわたるアメリカ北東
部の有力スーパーマーケットにおける44主要商品
カテゴリーの販売データと2000世帯の顧客のカテ
ゴリー別支出を分析した。その結果、より多くの
カテゴリーにわたり当該店舗のPB商品の購入を
している世帯は、そうでない顧客と比べてウォ
レットシェアが高いことを示した。いったん特
定のPBで顧客の信頼を獲得すると、他のカテゴ
リーのPB購入を促すばかりでなく、NB含めた当
該店舗での支出が高まる。これがアンブレラ効果
であり、PBのブランドイメージと調和的な店舗
の雰囲気や従業員の態度により強化される点が確
認されている。
ただし、PBのストアロイヤルティ効果には
限界がある点についても確認が必要である。
Ailawadi, Pauwels, Steenkamp (2008) は、オラ
ンダのグローサリー小売企業であるアルバートハ
インとC1000の２つの小売企業においてオランダ
の家計の小売企業チェーンにおけるウォレット
シェアを測定することでストアロイヤルティと
PBの関係を調査した。C1000は価格にポジショ
ニングをおいているチェーンで、アルバートハ
インはサービスにポジショニングをおいている
チェーンであり、PB購買比率は平均でアルバー
トハインが42.1％、C1000は28.8％である。消費
者の購買品目には生鮮食品や乾物から日用雑貨、
ヘルシー＆ビューティ商品まで64の商品カテゴ
リーが含まれている。特にアルバートハインは
よりよく開発されたPB政策が存在する。結果と
して、アルバートハインではPBシェアの増加は
より高いウォレットシェアを記録したが、顧客
のPB購買シェアが40％を超えたところからウォ
レットシェアは減少し、アルバートハインでは顧
客のPBシェアとウォレットシェアの間に逆U字

型の相関関係が見られた。一方C1000は差別化さ
れていない低いPB浸透率政策をとっているため、
高PB購買シェアを持つ消費者が少ない為に逆U

字型が推定されなかった。
同様に、Gonzalez-Benito & Martos-partal 

(2012) は、ストアの効用がデモグラフィック属性
とPB購入意向、食品PBのウォレットシェア、日
用雑貨PBのウォレットシェ ア、パーソナルケア
PBのウォレットシェアで構成されるモデルにて、
PBのウォレットシェアとストアロイヤルティを
分析した。その結果、各小売での各家庭のPBの
ウォレットシェアは、ある一定の水準まではス
トアロイヤルティをあげるが、一定の基準を超
えると逆に下がる。逆U字カーブを描くといった
Ailawadi et al.(2008)と同じ主張をしている。
また、Ailawadi & Harlam (2004) は、ドラッ

グストアを利用した顧客の購買データからPB購
入比率によって顧客をグループ分けし、それぞれ
のグループがお店にもたらす売上総利益額と総販
売金額を比較している。結果として買い物１回あ
たりのPB購入比率と売上総利益額、総販売金額
の関連は逆U字カーブを描いており、PB購入比
率が10％～20％までの買い物が一番利益額を稼
いでいることを示し、店舗から見るとPBミドル
ユーザーからの利益額、販売金額が一番高いこと
を実証した。合わせて、小売業者は売場の魅力を
あげ、収益をあげるためにもPBとNBの品揃えの
バランスをとることが重要だと示唆している。

Kumar ＆ Steenkamp (2007) も、主要小売業
者にとって、過度にPBの品揃えをすることは顧
客の満足度と収益を下げるとしている。

2．	 PB成功要因に関する研究

PBは「NBに対する低価格の代替品」というポ
ジショニングから出発し、その後品質向上が進ん
できたという経緯から、「価格がPBロイヤルティ
につながる」「品質やそのた価格以外の要因がPB

ロイヤルティにつながる」という２つの主張があ
る。
価格がPBロイヤルティにつながることを実証
した研究にはAilawadi, Neslin & Gedenk (2001) 
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がデモグラフィック及び心理的変数を用いて共分
散構造分析を実施したものがある。彼らは、PB

購入理由の要因は経済的制約、価格志向、バラエ
ティシーキング、在庫スペース、（購入者の）時
間的制約、高いストアロイヤルティなどであり、
品質志向は低いとしている。ここでのPBロイヤ
ルティとは、PBの購入頻度を５点尺度で回答を
求めたものである。

Porral & Levy-Mangin (2016) は、食品PBを対
象に、PB購入意向とPBロイヤルティを従属変数
に、価格、親近感、ストアイメージ、信頼を独立
変数として共分散構造分析を実施し、価格、親近
感はPBロイヤルティに、親近感、ストアイメー
ジはPB購入意向に影響することを実証している。
ここでのPBロイヤルティは「ロイヤルカスタマー
である」「買い続けたい」といった愛顧意図を５点
尺度で回答を求めたものである。
一方で、品質向上がPB比率上昇の基本課題と

なるという主張については、陶山・後藤・大田
（2008）が実証した研究がある。日英米３か国の
紅茶、牛乳、チョコレート、シャンプーといった
日用品のPBを対象に、消費者アンケート調査に
基づき、PBロイヤルティに対して、品質、コス
トパフォーマンス、環境・健康への配慮などの変
数が与える影響を測定した。その結果、どの国
でも低価格がNB・PBの選択要因として重要でな
くなっている点が明らかにされている。PBロイ
ヤルティに対する価格要因の影響力は低く、「環
境」「健康」といった付加価値要因がPBロイヤル
ティの形成に寄与することを実証している。国別
での詳細結果については、日本においてはコスト
パフォーマンスが、米国においては品質がPBロ
イヤルティの形成に寄与している傾向が表れてい
ることも示した。なお、ここでのロイヤルティは
「魅力度」を３点尺度で回答を求めたものを用い
ている。
更にGeir Sogn‐Grundvagら(2014) は、「環境」
などの付加価値要因がPBロイヤルティの形成に
寄与することについて、信用属性による製品の差
別化について実証したものがある。英国の７つの
スーパーマーケットにおける冷凍白身魚の店頭価
格を2010年11月から2012年８月まで調査。顧客購

買時の価格を従属変数に、漁法、各小売業者の
PBブランド、エコラベル、原産国、重量を独立
変数としてヘドニック価格モデルを使用し分析。
信用属性（漁法、原産国、エコラベル）は価格プ
レミアムにつながることを示した。すなわち、ま
ず１つ目として漁法の違いによって価格プレミア
ムにつながること、２つ目として原産国を表示す
ることは、価格プレミアムにつながり、より持続
可能な国際的に調達された製品として消費者に認
知されていること、そして３つ目としてMSCエ
コラベルという特定のエコラベル商品にプレミア
ムを支払うということを示した。
また、和瀬田（2017）が、食品PBを対象に、

PBロイヤルティの形成するPBイメージ、および
PBロイヤルティがチェーンストア満足度に与え
る影響について共分散構造分析を行ったものがあ
る。分析結果から、PBロイヤルティを構成する
のは、高品質イメージであることが実証された。
特に食品PBについてはまずは高品質PBであるこ
とが最優先である。併せて今回の調査対象は普
段使いのGMS、CVSであり、毎日使うものだか
らこそ価格に対しても敏感であると考えられる。
食品PBにとっては高品質であり、値ごろが重要
であることが言える。また、PBロイヤルティは
チェーンストアに対する品質評価、売場評価を通
じて、チェーンストア満足度に影響を与えること
を実証した。そして、PBロイヤルティがチェー
ンストア満足度に与える影響は、GMSについて
は売場評価を通してチェーンストア満足度に与
える影響が最も高く、CVSは品質評価を通して
チェーンストア満足度に影響を与えており、業態
によって異なることを示した。また、家族人数別
によるGMSとCVSの比較からも、業態による違
いが実証された。GMSユーザー、特に家族人数
が３人以上のユーザーについては、価格評価を通
してチェーンストア満足度に影響を与えている。
これに対してCVSユーザーについては家族人数
に関わらず価格評価がチェーンストア満足度に影
響を与えていないことが実証された。
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3．	 NB・PBの最適ミックスに関する研究

NB・PB間には補完関係が働く。それが最適な
ブランド・ミックスを導く原動力となる。消費者
は購買時に品質リスクを感じるとき、不確実性を
減少させるため、NB商品を購入する傾向を強め
る。PBに対する消費者の平均的な知覚品質が低
い場合、あるいは品質の均一性に不安を感じると
き、消費者は「評判プレミアム」に依存して、割
高なNBでも購入する傾向がある。
三層構造＋α型PBプログラムとの関連性で、

NB・PBのブランド・ポートフォリオについて興
味深い示唆を導き出した研究がある。英国アズダ

とセインズベリーのスーパーマーケット２社の協
力を得て、長期間コーンフレークと缶詰スープ
の２商品の ID－POSデータを分析した研究によ
ると、エコノミーPBとプレミアムPBの導入は既
存のプレミアムNBとスタンダードNB、そして
NB模倣型の既存スタンダードPBのブランド選択
に対して、微妙な影響を与えていた。Geyskens, 

Inge, Katrijin Gielens & Els Gijsbrechts (2010) 
は、文脈効果を含むブランド戦略モデルを使用
しエコノミーPBが導入されると、標準的なPBの
シェアは類似効果により低下してしまうこと、一
方で妥協効果によりNBのシェアはあがることを
示した。

　　　　　図２　品質階層とブランドタイプに　　　　表１　想定されるコンテキスト効果の概要
　　　　　　　　沿って選択されたポジション

発見事項を詳細に確認すると、まず１つ目は、
新たに導入したエコノミーPBとプレミアムPBは
調査期間中、常時、既存のスタンダードPBとカ
ニバリゼーションを起こしていた。特にエコノ
ミーPBとスタンダードPBの食い合いが顕著だっ
た。これはブランド選択で起こる文脈効果の一種
であると考えられる。即ち、新製品の導入は類似
した既存製品の消費者効用を減じるという「類似
効果」の影響である。その意味では、PBプログ
ラムでは「類似効果」をコントロールすること
が課題となる。エコノミーPBに店名をつけない、
陳列場所を離して３種のPBを販売する例が見ら
れるのは、「類似効果」を抑制するための措置で
ある。
２つ目は、エコノミーPBの導入は販売量の多

いスタンダードNBの売上高を押し上げる予想外
の結果を招いた。これは新製品の導入は品揃え
形成における中間的な選択肢を利とするという
「折衷効果」が作用する為である。エコノミーPB

の導入によりスタンダードNBはプレミアムNB、
プレミアムPBとの中間的な位置づけとなり、消
費者の比較購買対象となりやすくなったと考えら
れる。即ち、低価格PBの導入はNBにマイナスの
影響ばかりを与えているわけではない。売場では
有力なNBの隣に類似の割安なPBを置くと、NB

の売上高も上がる可能性が示唆された。これはカ
テゴリー内での比較購買が容易となり、価格に敏
感な消費者は割安なPBを購入し、品質にリスク
を感じる消費者はNBを購入する傾向が強まる結
果である。

　　　　　　　　　　　　　　出所：Geyskens, Gielens & Gijsbrechts(2010)の資料を元に著者作成

12　プロモーショナル・マーケティング研究



英国のスーパーマーケットがNB模倣型から独
自商品開発へと、PB戦略を転換した背景として、
大手各社の売上高に占めるPB比率が40～50％に
達し、PB商品の成熟化が顕著となり、NBのブラ
ンドイメージにただ乗りしていた模倣型ブランド
戦略は行き詰っていたことが挙げられる。また、
PBが売上高の半分近く占めるようになると、店
舗と商品のイメージ関連性が強まり、大手チェー
ン間の競争を差異化し、自店のストアロイヤル
ティを高める独自のブランド・ポートフォリオ構
築が求められるようになっていた。
アーカーによると、ブランドが全社的経営戦略

で中核的な役割を担うようになると、ブランド・
ポートフォリオ戦略の確立が必要となる。自らが
所有するブランドの範囲や役割、相互関連性を明
確にして、ブランド間のシナジー効果やブランド
資産の拡張、競争の差異化を促進するのがブラン
ド・ポートフォリオ戦略であり、個々の強いブラ
ンドを育成する通常のブランド戦略と異なり、ブ
ランド資産全体の底上げを図る経営手法の採用を
意味している。
英国同様各国有力スーパーマーケットは、低価

格帯に価格訴求型のエコノミーPB、中価格帯に
NBに相当する標準型のスタンダードPB、また高
価格帯に品質重視型プレミアムPBを配した三層
構造プログラムを基本とするようになった。品目
数的には、標準型が圧倒的多数を占めているが、
市場環境の変化に合わせて、価格訴求型や品質重
視型が適宜、拡充されたのである。
ブランド・ポートフォリオ戦略の最初の課題は、

この先行研究で示された「PB商品間で起こるカ
ニバリゼーション（共食い）」の制御だった。そ
こで、PB商品間のカニバリゼーションを制御し
ながら、独自のブランドイメージを創出し、PB

プログラム全体を強化するブランド・ポートフォ
リオ戦略の構築が重要課題である。

4．	 PBブランド・ポートフォリオに関する
研究

多くのPB政策に成功した小売企業は、サブブ
ランドを導入してレギュラーのPBの拡張を行っ

ている。これは、PB同士の競争によって起こる
価格競争から逃れるポジションを築きあげるた
めのものである。プレミアムPBは、PBがもつイ
メージを活用したプレミアムポジションや、ライ
フスタイル、こだわりを表現する小売企業が打ち
出すPBである。また、プレミアムPBは、NBよ
りも高い品質や付加価値を持つPBであり、価格
も場合によってはNBよりも高い価格がつく商品
もあり、これらは積極的な広告や販促活動が行わ
れることもある。
これまで欧米を中心とした研究で、プレミアム

PBとPBロイヤルティとの関係について示されて
いる。

Palmeira & Thomas (2011) は、標準PBとプレ
ミアムPBといった２階層でのPBを展開する際の
夫々の知覚品質及び期待価格を調査し、その結果
を分散分析した結果、プレミアムPBはそれだけ
で展開した場合より、低価格PBとともに展開し
た場合に期待品質が高くなることを示した。

Anne ter Braak, Geyskens & G.Dekimpe 

(2014) は、オランダ、ベルギーの小売において、
プレミアムPBの導入実績を従属変数として、PB

シェアやNBの販促、カテゴリーの状況と相関
を確認。プレミアムPBが導入されやすいカテゴ
リーとして、PBシェアが高い、PBの種類が多
い、NBの値引き販促が多い、機能的リスクが高
く社会的リスクが低いといった特徴を挙げた。

5．	先行研究のまとめ

5-1.	先行研究から分かること

①PBの愛顧者にはある一定のストアロイヤル
ティが生じる。
PBでの顧客の信頼を獲得すると、他のカテゴ
リーのPB購入のみならず、NB商品の購入金額も
増えるアンブレラ効果が発揮される。背景には快
適な売り場環境や雰囲気、従業員の親切な態度も
作用していることも忘れることはできない。しか
し、PBのストアロイヤルティ効果には限界があ
る。PB購入比率が40％を超えると、顧客のウォ
レットシェアは頭打ちとなり、低下傾向をたど
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る。PBのヘビーユーザーは価格に忠実であり、
店舗には必ずしも忠実ではない現実が見える。

②PBの品質はPBロイヤルティを高める。更に
は環境・健康といった付加価値がPBロイヤル
ティを高める。
PBの品質水準が高く、品質の均一性が高くな

ると、各カテゴリーのPB比率は上昇する。品質
重視型PBは競争の差異化とストアロイヤルティ
の向上で業績に貢献する可能性がある。「環境」
「健康」といった付加価値要因がPBロイヤルティ
の形成に寄与することが明らかになっている。ま
た、イギリスにおける白身魚の実証研究により、
信用属性（漁法、原産国、エコラベル）が価格プ
レミアムにつながることも明らかになっている。

③エコノミーPBとスタンダードPBの間には類似
効果が働き、カニバリゼーションを引き起こ
す。
NB・PB間には補完関係が働く。知名度の高い

NBで集客し、来店した価格感度の高い顧客中心
にPBをインストアプロモーションするのは妥当
なブランド・ミックス戦略である。価格重視のエ
コノミーPBの導入は、スタンダードNBとの比較
購買を容易にして、双方のブランドにプラスとな
る効果が期待できる。しかし、エコノミーPBと
スタンダードPBの間には「類似効果」が作用して、
カニバリゼーションを引き起こす可能性があり、
最適ミックスの実現にはブランド・ポートフォリ
オが課題となる。

④プレミアムPBはスタンダードPBと展開すると
期待品質が高まる。
スタンダードPBとプレミアムPBといった２階

層でのPBを展開する際の夫々の知覚品質及び期
待価格を調査し、その結果を分散分析した結果、
プレミアムPBはそれだけで展開した場合より、
低価格PBとともに展開した場合に期待品質が高
くなる。

5-2.	欧米と日本の比較から、日本のPB市
場の特徴について

国別PB比率（食品・日用雑貨）を比較すると、
上位はスイス45.0％、イギリス40.8％、スペイン
40.6％に対して、日本は7.5％と低い（矢作2014）。
各国のPB普及動向に大きな影響を与えた理由と
して、経済の変動、小売市場の上位集中度、NB

の強さの程度が挙げられる。日本におけるPB比
率の低さもそれらの点によって説明できる。日本
食品小売市場における上位小売業への集中度は欧
州よりかなり低い。日本の上位４社の市場集中度
は22％であるのに対して、例えばイギリスでは約
71％と大幅に高い。日本には欧州のようにPB商
品に対する信頼感が歴史的に蓄積されてこなかっ
た。またNB商品の積極的な広告宣伝活動が展開
されており、NBの認知度が欧州に比べて高かっ
た。しかし、日本において小売業によるPB商品
開発戦略が価格訴求型から品質重視型へ転換し、
さらにはPBプログラムがサブブランドの追加に
より、一層高度化したことがPB比率上昇に寄与
した。つまり、市場構造や市場環境ではなく、企
業行動の革新がPBの普及に寄与したと言える。
PBのシェアが高くなるにつれ、トップバリュの
ように３層構造＋αの展開がされ、セブンプレミ
アムのように２階層の展開で高いシェアを獲得す
る場合もある。日本においては、セブンプレミア
ムやトップバリュを除けば、日本の多くの小売業
のPBは１階層であることが多い。

①トップバリュ
イオンは、低価格のトップバリュ、さらに低価
格のトップバリュベストプライス、高品質のトッ
プバリュセレクトの三層のブランドに加えて、グ
リーンアイを加えた三層構造＋α（岸本2014）の
PB階層を展開している（図３）
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図３　トップバリュのブランド構造

それぞれの訴求点は、トップバリュは、くらし
向上の牽引役として利便性・機能性・健康・環境
配慮・独自性を訴求しながら幅広いカテゴリーで
展開している。トップバリュセレクトは、最上質
の体験提供として究極の品質・先進的機能・優良
な特定産地・技法、厳選された素材を訴求してい
る。トップバリュベストプライスは原材料から店
頭まで徹底的に無駄を省く納得品質・地域No1価
格のプライスリーダーシップを追求する。グリー
ンアイは安心・安全の牽引役として自然の原料・
素材を最大限自然のままにナチュラル・オーガ
ニック商品を提供している。
重点項目としているのは、グリーンアイブラン

ドを中心としたヘルス＆ウェルネス市場への取り
組みである。ヘルス＆ウェルネスのグローバルな
市場規模は120兆円（2017年）にのぼる。ちなみ
に自動車市場は200兆円、PCスマート市場は100
兆円と言われている。日本のヘルス＆ウェルネス
市場は2020年に約10兆円と予測されている。オー
ガニック、栄養強化・機能食品が核となり、成長
が見込まれる。ヘルス＆ウェルネスに占めるオー
ガニックの割合は米国で９％であるが、日本では
わずか１％である。日本でも今後成長が期待され
る（中村2017）。
日本でも機能性表示食品が導入され、高齢者に

対する消化促進効能のニーズの高まり、また、消
費者はナチュラルな食生活を望み、シンプルな提
供価値を持つ商品、例えば、低糖質食品、腸内フ

ローラの活性化する商品、減塩商品、自然のまま
がよいというビーガンやローフード、オーガニッ
ク食材を選択するといった多様性が生まれている
と考えられるからだ。イオンではこのような市場
環境のもと、グリーンアイブランドを活用して積
極的にヘルス＆ウェルネス市場に取り組んでい
る。
トップバリュの導入戦略は、商品の安心・安全
から消費者のクレーム処理まで小売業が全責任を
負う欧米型PB商品開発の伝統を受け継いでおり、
かつてのダブル・チョップ商品のように製造元の
メーカー名を大きく表示することはしていない。
小売ブランドとして、イオン「トップバリュ」と
いう点をブランディングやパッケージデザインの
面で統一的に訴求し、競争の差異化を通して、ス
トアロイヤルティを確立する戦略を貫いている。
開発体制としては、イオントップバリュ株式会
社というPB商品「トップバリュ」を企画開発す
るイオングループの共通機能会社が、グループの
事業会社にトップバリュを供給するという体制を
とっている。イオントップバリュ株式会社はイオ
ングループのPB商品の企画開発、供給会社とし
て極めて重要な位置を占めているが、店舗をもつ
グループ会社とは別組織であり、グループ会社の
商品部バイヤーがPB商品の商品づくりに直接携
わっていない。そのため、グループ会社の店舗ま
で情報の浸透や、グループ会社への影響力に限界
が生じる難しさもある。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　出所：公表資料を元に著者作成
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②セブンプレミアム
セブンプレミアムはセブンプレミアムと高品質

からなるセブンプレミアムゴールドの二階層か
らなる。セブンプレミアムの基本コンセプトは、
NB売れ筋商品と同等かそれ以上の品質で、同店
頭実勢価格より２～３割安く、十分な利益を確保
できるPB商品と定義されている。総合スーパー
から、百貨店までグループ各社で販売できる上質

な生活必需品を対象に開発を進めており、2018年
度は約4,900品目で売上高１兆４千億円を達成し
ている。セブンイレブンでは53％、SMやGMSで
は35％程度のシェアを占める。セブンプレミアム
は、２つのPB階層によって価値訴求型のプレミ
アム路線を目指しており、いわゆる低価格の訴求
したPBとは一線を画している。

図４　セブンプレミアムのブランド構造（2019年11月現在）

セブンプレミアムの導入戦略には際立った特徴
が見られる。１つ目は、主販路は総合スーパー食
品スーパーではなく、コンビニエンスストアであ
る。２つ目は、スタンダードPBだが、価格より
価値（品質）を重視している。３つ目は、PB製
造受託メーカー名を表示したブランディング政策
を採用している。４つ目は、セブンイレブンの開
発手法を導入している。５つ目は、NBメーカー
の積極的関与を引き出している。
開発体制としては、2006年11月、セブンイレブ

ン、イトーヨーカ堂、ヨークベニマル、シェル
ガーデンの５社でグループMD改革プロジェクト
を発足させ、翌2007年５月には安心安全、おいし
い、最高の技術、リーズナブル・プライスといっ
た「７つのこだわり」を基本方針に、セブンプレ
ミアムを売り出した。
2009年から店作りの基本戦略を若者・男性中心

の「あいててよかった」から、女性高齢者を意識
した「近くて便利」に転換した。「セブンプレミ
アム」の開発が進み、割安の冷凍食品やカップ麺
を売場に置くと予想以上に売れた。スーパー業界
の競争激化で近くに店舗のない空白地帯が生じ、
スーパー代わりの「近くて便利」なコンビニエン

スストアがよく利用されるようになった。コンビ
ニエンスストアは取扱品目が絞り込まれており、
単品販売力は大規模化しやすい。セブンイレブン
の年間単品販売量は日本一のスケールとなってお
り、セブンプレミアムの１品目当たり販売量も自
ずと多くなる。コンビニエスストアが主販路のセ
ブンプレミアムの１品目当たり年間販売額（2012
年当時）は約２億9000万円と、イオントップバ
リュの２倍以上に達している。
セブンプレミアムの単品販売量の大きさはコン
ビニエンス業態の特性を反映した結果である。こ
の点がスーパーを主販路とするトップバリュとの
大きな違いである。欧米諸国の食品・日用雑貨市
場でも、PBの主販路はスーパーマーケットであ
り、コンビニエンスではない。食品スーパーや総
合スーパーの対象顧客層は幅広く、購買動機は日
常生活に必要な商品・サービスのワンストップ・
ショッピング機能が主である。それに対してコン
ビニエンスストアの対象顧客層は近年、男性から
女性へ、若者から高齢者へシフトしているが、購
買動機は利便性である。スーパーのように価格訴
求は求められない。
コンビニエンスストアを主販路とするセブン＆

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　出所：公表資料を元に著者作成
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アイは価格訴求型PBを切り捨て、「セブンプレミ
アム」と「セブンゴールド」の二層構造PBプロ
グラムを採用し、スーパーを主販路とするイオン
は三層構造＋αを選択した。両社のPBプログラ
ムの相違は主販路となる業態特性をはっきり映し
出している。
欧米においては、PB売上比率が高く、PB商品

の成熟化が進んできたことで三層構造のブラン
ド・ポートフォリオ戦略へと進化してきた。そ
の環境下で先行研究ではエコノミーPBとスタン
ダードPBとのカニバリゼーションが実証されて
いる。
これに対して、先に述べたように日本における

特徴としてコンビニエンス業態を主販路としたセ
ブンプレミアムは、価格訴求より利便性を求める
購買動機に対して、スタンダードPBとプレミア

ムPBの２階層構造をとってきた。このプレミア
ムPBはブランド選択においてどのような影響を
与えるのだろうか。
また、欧米と同様、スーパーマーケットを主販
路としたトップバリュは、ワンストップ・ショッ
ピング機能が求められる中、三層構造＋サブブラ
ンドという構造をとってきた。このサブブランド
であるサステナブルPBはブランド選択において
どのような影響を与えるのだろうか。
本論においては、プレミアムPBとスタンダー
ドPBとのカニバリゼーションの有無、サステナ
ブルPBとスタンダードPBとのカニバリゼーショ
ンの有無について実証を行う。かつ、夫々のPB

ブランド購入者はストアロイヤルティを高めるこ
とにつながるのかについて実証を行う。

第３章　仮説設定

日本において、プレミアムPBやサブブランド
であるサステナブルPBと、スタンダードPBとの
カニバリゼーションは発生するのだろうか。（図
５－①②）
図５①については、プレミアムPBとしてセブ
ンプレミアムゴールドと、スタンダードPBとし
てセブンプレミアムを比較する。図５②について

は、サステナブルPBとしてトップバリュグリー
ンアイと、スタンダードPBとしてトップバリュ
を比較する。なお、エコノミーPBとスタンダー
ドPBとのカニバリゼーションについては、先行
研究にて実証されているため、本論では取り上げ
ないこととする。

図５　PBブランド構造

セブンプレミアムの商品開発戦略は、スタン
ダードPBとして位置づけられる「セブンプレミ

アム」は低価格PBとは一線を画し、価値訴求型
のプレミアム路線である。プレミアムPBとして

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　出所：公表資料を元に著者作成
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位置づけられる「セブンプレミアムゴールド」は、
従来のPBを更に品質を高め、価格もそれに見
合った設定をしており、既存PBの価格設定より
も高い。その為、従来のPB購買者がスイッチン
グすることなく、新たな顧客がプレミアムPBを
通じて獲得していると考えられる。一方で、スー
パーマーケットを主販路としたトップバリュは、
ワンストップ・ショッピング機能が求められる中、
三層構造＋サブブランドという構造をとってき
た。近年はヘルスウェルネス市場の伸長などニー
ズの多様化に対して、サブブランドとして開発さ
れた「トップバリュグリーンアイ」は新たな価値
観を持つ顧客を獲得していると考えられる。そし
て、ブランド・ポートフォリオ戦略は顧客のスト
アロイヤルティ（店舗忠誠度）向上を目標にして
おり、小売業にとって持続的な競争優位性を構築
するための強力な手段である。今回取り上げてい
る「プレミアムPB」や健康志向等の「サブブラ
ンドPB」は個々の消費者の価値観に訴えるブラ
ンド戦略であり、ストアロイヤルティに直接的な
貢献をする可能性があると考えられる。
そこで以下の仮説を設定した。

1．	プレミアムPBやサステナブルPBとスタ
ンダードPB間のカニバリゼーション

仮説1-1  セブンプレミアム購買者とセブンプレミ

アムゴールド購買者の属性に差がありセ
ブンプレミアムゴールドとセブンプレミ
アムはカニバリゼーションが発生してい
ない

仮説1-2  トップバリュグリーンアイ購買者とトッ
プバリュ購買者の属性に差があり、トッ
プバリュグリーンアイとトップバリュは
カニバリゼーショ ンが発生していない

2．	プレミアムPBやサステナブルPB購入比
率とストアロイヤルティの関係

仮説2-1セブンプレミアムゴールド購買者は、
ストアロイヤルティが高い
仮説2-2トップバリュグリーンアイ購買者は、
ストアロイヤルティが高い

「PBロイヤルティ」の測定方法については、主
として「ウォレットシェア」や「購入頻度」といっ
た実際の購買データを用いるものと、「買いたい」
「好きだ」といった購入意向、愛顧意図を聞き取
る方法の２通りがあるが、今回については、実際
の購買データを用いて「ウォレットシェア」や「購
入頻度」の分析から、ストアロイヤルティについ
て検討する。

第４章　実証分析

1．	調査内容

マクロミル社による関東エリア小売業でのホー
ムスキャンデータ（ID－POSデータ）を使用。
期間は、2018年１月１日～2019年２月28日、モ
ニターデータ28,587名（モニターデータとは、マ
クロミル社のホームスキャン調査に協力したモ
ニターの属性データを言う）、購買履歴データ
12,837,410件、アイテムデータ3,104,738件（アイ
テムデータとはモニターが購入した単品のアイテ
ムデータを言う）を使用した。

業態は、スーパー、コンビニエンス、ドラッグ
ストアなど幅広く確認できる中、今回の調査対象
チェーンであるイオン系とセブン＆アイ系を抽出
した。アイテムデータから、調査対象商品群であ
る各社のPBである「トップバリュ」と「セブン
プレミアム」利用データを抽出した（該当デー
タ637,195件）。ここでいうPBとは、パウチ総菜、
牛乳、食パン、菓子、加工食品などの、両チェー
ンのPBプログラムで提供されている商品群を指
し、インストア調理や専用工場で製造される即食
性の高い「おにぎり」「弁当」「デリカテッセン」等
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は除外する。モニターデータには、年代、性別、
未既婚、子供の有無、世帯年収、家族人数、職業
などの属性が付与されている。

2．	分析結果

2-1.	プレミアムPBとスタンダードPB間の
カニバリゼーション

仮説1-1について、セブン＆アイ系の中から、

イトーヨーカ堂、セブンイレブンでの購買者を抽
出した（セブンプレミアム（７P）購買者数ｎ数
＝5,959、セブンプレミアムゴールド（７G）購
買者数ｎ数＝1,271）。その購買実績を属性毎にク
ロス表にて集計（表２）。抽出可能な属性全体に
おいて相関係数を確認し例えば未既婚と子供有無
などのように相関の高いものは省いた。

表２　７Pと７Gの購買者のデモグラフィック属性別構成比

セブンプレミアム購買者層の特徴として、年代
は40代を中心としながらも、比較的年齢層の低い
20代にも購入者数が多く、幅広い年代の方に購入
されている。それに対してセブンプレミアムゴー
ルドは、年代は40代が最も多いものの、60歳代以
上の購入が多い点が特徴的で、シニア層による支
持が高い。世帯人数については、両方ともに２人
世帯、３人世帯がボリュームゾーンでありなが
ら、特徴的であるのは、セブンプレミアムは４人
世帯、５人以上世帯と世帯人数の多い点であり、
反面、セブンプレミアムゴールドは２人世帯が
34.0％と圧倒的に多い点が挙げられる。世帯収入
については、セブンプレミアムは300万円～600万

円がボリュームゾーンに対して、セブンプレミア
ムゴールドは500万～700万円がボリュームゾーン
となっている。加えて、900万～2000万円といっ
た高所得層の購入比率が高いことが比較からわか
る。職業については、両方ともに会社員（事務系）
が中心であり、次いで専業主婦やパート・アルバ
イトといった方の購入が確認できる。
まとめると、セブンプレミアムは40歳代を中心
としたファミリー層（３人～４人世帯）で、専業
主婦やパートといった職業の方がメイン購入層で
あり、世帯収入は300万円～600万円となってい
る。セブンプレミアムゴールドはシニア層、もし
くは共働きの２人世帯が中心の顧客層であり、世
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帯年収も600万円以上と比較的高めである。ここ
から、購入者属性には差があるように見える。
これを実証する為に、食パンカテゴリーを取り

上げ各ブランド間のカニバリゼーションについて
確認する。食パンを選定した理由としては、セブ

ン＆アイ系、イオン系の両グループで共通して各
PB階層で品揃えがあり、ブランド間での比較が
できる商品であること、かつ、一定の販売実績が
あることを条件とした為である。

図６　調査対象とする食パン商品一覧

PBとの比較対象として、NB商品「パスコ超熟」
も合わせて確認した。この単品を選した理由は、
市場の売れ筋で両グループともに品揃えされてお
り、かつ一定の販売実績があることであることか
ら選定した。価格面を確認すると、セブンプレミ
アムゴールドの食パンは278円と他の食パン（NB

パスコ超熟152円）と比べ、非常に高い設定となっ
ている事がわかる。また、トップバリュグリーン

アイの食パンは、マーガリン不使用やトランス脂
肪酸ゼロなど、安全安心を強調するブランドとし
て商品訴求していることがわかる。
セブンプレミアムゴールド金の食パンと、セブ
ンプレミアムしっとり食パン、そしてNB売れ筋
商品パスコ超熟の３アイテムについて週別の販売
数の推移を確認した。

表３　セブン＆アイ食パン週別販売数推移期間：2018年１月～2019年２月
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左軸は７プレミアムしっとり食パン、NBパス
コ超熟の週別販売数、右軸は７ゴールド金の食パ
ンの週別販売数を示している。なお、ここでいう
週別販売数は、傾向値を見る目的のため、３週移
動平均の値を使用した。販売数を確認する中で、
７プレミアムゴールドの食パンの販売数が伸長す
ると、７プレミアム食パンの販売数が下落すると

いったカニバリゼーション（共食い）は発生して
いないように見える。
そこで、セブンプレミアムとセブンプレミア
ムゴールド、セブンプレミアムとNB、セブンプ
レミアムゴールドとNB間の相関について確認し
た。

表４　７G金の食パン、７Pしっとり食パン、パスコ超熟の週別販売数の相関

セブンプレミアムしっとり食パンとセブンプレ
ミアムゴールド金の食パン間の有意確率は .811で
あり、「相関がない」との帰無仮説を棄却できな
い。よって、統計的に有意な相関があるとは言え
ない。即ち、セブンプレミアムの販売数量の変動
は、セブンプレミアムゴールドの販売数量の変動

に統計的に有意な影響がないことが確認できた。
セブンプレミアム食パンとセブンプレミアム
ゴールド食パンの購入者属性についても同様に確
認した。（セブンプレミアム購買者ｎ数＝2,219、
セブンプレミアムゴールド購買者ｎ数＝600）そ
の購買実績を属性毎にクロス表にて集計。

表５　７P食パンと７G食パン購買者のデモグラフィック属性別構成比

傾向としては、セブンプレミアム商品全体の購
買者層と同様な特徴が確認できた。40歳代を中心

としたファミリー層（４人世帯の購入が多い）で
パート・アルバイトといった職業の方がメイン購
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入者層である。セブンプレミアムゴールドの食パ
ン購買者層についてもゴールド全体の購買者層と
同様であり、比較的年齢層が高くシニア層もしく
は共働きの２人世帯で、会社員（事務系）や専業
主婦といった職業の方がメイン購入者層である。
世帯収入についても７プレミアムは300万円～600
万円が中心に対して、セブンプレミアムゴールド
は1000万円前後が中心と高いことが確認できる。
これにより各PB階層別に食パン購買者属性に差
があることがわかる。
よって、仮説1-1「セブンプレミアム購買者と

セブンプレミアムゴールド購買者の属性に差があ
り、セブンプレミアムゴールドとセブンプレミア
ムはカニバリゼーションが発生していない」につ

いて、購買者属性に差があることが言えたことか
ら、必ずしもカニバリゼーションが発生している
とは言えないことが実証された。

2-2.	サステナブルPBとスタンダードPB間
のカニバリゼーション

仮説1-2について、イオンでのトップバリュ購
買者を抽出した（トップバリュ（TV）購買者数
ｎ＝7,430、トップバリュグリーンアイ（GE）購
買者数ｎ数＝1,852）。その購買実績を属性毎にク
ロス表にて集計。抽出可能な属性全体において相
関係数を確認し、例えば未既婚と子供有無などの
ように相関の高いものは省いた。

表６　TVとGEの購買者のデモグラフィック属性別構成比

トップバリュ購買者層の特徴として、年代は40
代を中心としながらも、比較的年齢層の低い20代
にも購入者数が多く、幅広い年代の方に購入され
ている。それに対して、トップバリュグリーンア
イは、年齢は40代が最も多いものの、それ以上の
世代での購入もやや多い点に違いが確認でき、シ
ニア層による支持も高い。世帯人数については、
両方ともに２人世帯、３人世帯、４人世帯がボ
リュームゾーンであることは同じである。特徴的
であったのは、トップバリュグリーンアイ購買者
層の子供の有り比率が62.4％と、トップバリュに

比べて高い点が挙げられる。職業については、両
方ともに会社員（事務系）が中心であるが、トッ
プバリュグリーンアイについては専業主婦やパー
ト・アルバイト方の購入が高いのが特徴として確
認できる。その為、世帯収入については、トップ
バリュは600万円～700万円がボリュームゾーンに
対して、トップバリュグリーンアイは300万～400
万円がボリュームゾーンとなっている。
まとめると、トップバリュは40歳代を中心とし
たファミリー層（３人～４人世帯）で、会社員
（事務系）といった職業の方がメイン購入層であ
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り、世帯収入は600万円～700万円が中心となって
いる。トップバリュグリーンアイは子供ありの専
業主婦・パートが中心の顧客層である。世帯年収
も300万～400万円がボリュームゾーンと比較的低
めである。ここから、購入者属性には差があるよ
うに見える。
これを実証する為に、セブンプレミアムの検証

と同様に、食パンカテゴリーを取り上げ（図６）、
各ブランド間のカニバリゼーションについて確認
する。トップバリュベストプライス山型食パン
（TVBP山型食パン）と、トップバリュグリーン
アイパン・ド・ミ食パン（TVGEパン・ド・ミ６枚）、
そしてNB売れ筋商品パスコ超熟の３アイテムに
ついて週別の販売数の推移を確認した。

表７　TV食パンおよびパスコ超熟の週別販売数推移　期間：2018年１月～2019年２月

左軸はトップバリュ食パン、NBパスコ超熟の
週別販売数、右軸はトップバリュグリーンアイ食
パンの週別販売数を示している。なお、ここでい
う週別販売数は、傾向値を見る目的のため、３週
移動平均の値を使用した。販売数を確認する中
で、トップバリュグリーンアイの販売数が伸長す

ると、トップバリュ食パンが下落するといったカ
ニバリゼーション（共食い）は発生していないよ
うに見える。そこでトップバリュとトップバリュ
グリーンアイ、トップバリュとNB、トップバ
リュグリーンアイとNB間の相関について確認し
た。

表８　TVBP食パン、TVGEパン・ド・ミ、パスコ超熟の週別販売数の相関

トップバリュベストプライス食パン（TVBP食
パン）とトップバリュグリーンアイ食パン（TVGE

パン・ド・ミ）間の有意確率は .394あり、「相関
がない」との帰無仮説を棄却できない。よって、
統計的に有意な相関があるとは言えない。即ち、

トップバリュ販売数量の変動は、トップバリュグ
リーンアイ販売数量の変動に統計的に有意な影響
がないことが確認できた。
トップバリュベストプライス食パン（TVBP食
パン）とトップバリュグリーンアイ食パン（TVGE
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パン・ド・ミ）の購入者属性についても同様に確
認した（トップバリュベストプライス購買実績ｎ
数＝373、トップバリュグリーンアイ購買実績ｎ

数＝124）。その購買実績を属性毎にクロス表にて
集計（表９）。

表９　TV食パンとGE食パンの購買者デモグラフィック属性別構成比

傾向としては、トップバリュ商品全体の購買者
層と同様な特徴が確認できた。40歳代を中心とし
たファミリー層（３～４人世帯の購入が多い）で
共働き世帯がメイン購入者層である。
トップバリュグリーンアイの食パン購買者層に

ついてもトップバリュグリーンアイ全体購買者層
と同様であり、子供ありの専業主婦・パートがメ
イン購入者層である。世帯収入についても、トッ
プバリュは600万円～700万円が中心に対して、
トップバリュグリーンアイは300万円～400万円が
中心と低いことが確認できる。これにより、各
PB階層別に食パン購入者属性に差があることが
わかる。
よって、仮説1-2「トップバリュグリーンアイ
購買者とトップバリュ購買者の属性に差があり、
トップバリュグリーンアイとトップバリュベスト
プライスはカニバリゼーションが発生していな
い」について、購買者属性に差があることが言え
たことから、必ずしもカニバリゼーションが発生

しているとは言えないことが実証された。

2-3.	プレミアムPB購入比率とストアロイ
ヤルティの関係

仮説2-1「セブンプレミアムゴールド購買者は、
ストアロイヤルティが高い」について、購買履歴
データを用いて「ウォレットシェア」の分析を実
施し、イトーヨーカ堂、セブンイレブン、夫々の
チェーンに対するストアロイヤルティを検討す
る。
ウォレットシェアは、１人当たりのこの期間

（2018年１月～2019年２月まで）の総購購入額に
しめる、イトーヨーカ堂での購入額とした。その
ウォレットシェアを被説明変数とし、説明変数は
年代、性別、既未婚、子供有無、世帯収入、家族
人数、職業（専業主婦）、セブンプレミアム（７P）
購入額、セブンプレミアムゴールド（７G）購入
額の９個とし、以下の重回帰分析を実施した。
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Yi：個人iのウォレットシェア（Wi=個人iのＩＹ
の年間購入額 /個人iの年間総購入額）のロジット
変換後の値　Yi=log(Wi/(1-Wi))

※ウォレットシェアは０～１までの比率であるた
め、オッズの自然対数に変換した。
X1：年代（1=20歳未満、2=20～29歳、3=30～39歳、
4=40～49歳、5=50～59歳、6=60歳以上）
X2：性別（0=男性、1=女性）
X3：未婚既婚（0=未婚、1=既婚、2=離死別）
X4：子供有無（0=無、1=有）
X5：家族人数（1=1人、2=2人、3=3人、4=4人、
5=5人以上）
X6：専業主婦（0=専業主婦ではない、1=専業主婦）
X7：世帯収入（1=200万円未満、2=200万円～
300万円未満、3=300万円～400万円未満、4=400
万円～500万円未満、5=500万円～600万円未満、
6=600万円～700万円未満、7=700万円～800万
円未満、8=800万円～900万円未満、9=900万円

～1000万円未満、10=1000万円～1200万円未満、
11=1200万円～1500万円未満、12=1500万円～
2000万円未満、13=2000万円以上）
X8：イトーヨーカ堂でのセブンプレミアムゴール
ド（７G）の購入額
X9：イトーヨーカ堂でのセブンプレミアム（７P）
の購入額
β0：定数項、β1～β9：パラメータ

同様な分析をセブンイレブンにおいても実施し
た。１人あたりのこの期間の総購買高にしめるセ
ブンイレブンでの購入額をウォレットシェア（被
説明変数）とし、説明変数は年代、性別、既未
婚、子供有無、世帯収入、世帯人数、職業（専業
主婦）、７プレミアム購入額、７プレミアムゴー
ルド購入額の９個とし、以下の重回帰分析を実施
した。

表10　重回帰分析（イトーヨーカ堂とセブンイレブン）

イトーヨーカ堂では、自由度調整済み決定係数
（Ｒ２乗）の値は .254と当てはまりは必ずしも良
くないが、「年代」「７Ｇ購入額」「７Ｐ購入額」が
ウォレットシェアに対して統計的に有意な影響が
あり、一定の影響力を持つ。
最も影響が大きいのは、セブンプレミアムの購

入額である。セブンプレミアムの購入額が多けれ
ば多いほど、ウォレットシェアが高く、標準化係
数βの値は .541であった。一方で、セブンプレ
ミアムゴールドの購入額とウォレットシェアに対

して統計的に有意な影響があるものの、標準化係
数βの値は .032と低く、セブンプレミアムほど
の影響を及ぼしていない。
セブンイレブンでは、同じく自由度調整済み決
定係数（Ｒ２乗）の値は .342と当てはまりは必
ずしも良くないが、「年代」「性別」「専業主婦」「７
Ｇ購入額」「７Ｐ購入額」がウォレットシェアに対
して統計的に有意な影響があり、一定の影響力を
持つ。
最も影響が大きいのは、やはりセブンプレミア
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ムの購入額である。セブンプレミアムの購入額が
多ければ多いほど、ウォレットシェアが高く、標
準化係数βの値は .400であった。一方で、セブ
ンプレミアムゴールドの購入額はウォレットシェ
アに対して統計的に有意な影響があるものの、標
準化係数βの値は .038と低く、セブンプレミア
ムほどの影響は及ぼしていない。
以上のことから、イトーヨーカ堂、セブンイレ

ブンともに、セブンプレミアムを購入しているほ
どウォレットシェアが高くなるが、反面セブンプ
レミアムゴールドについてはセブンプレミアムほ
ど、ウォレットシェアに影響していないことがわ
かる。よって、仮説2-1「セブンプレミアムゴー
ルド購買者は、ストアロイヤルティが高い」につ
いては支持された。但し、スタンダードPBであ
るセブンプレミアムよりもウォレットシェアに対
する影響は極めて限定的であった。
この結果になった要因としては、セブンプレミ

アムゴールドは品揃えアイテム数が36（2019年11
月現在）と、セブンプレミアムの4,000を超える
アイテム数に比べて圧倒的に少なく、まだお客様

個々の価値観に訴えるブランドとして、ストアロ
イヤルティに直接的な貢献を果たすまでには至っ
ていない為と考えられる。

2-4.	サステナブルPB購入比率とストアロ
イヤルティの関係

仮説2-2「トップバリュグリーンアイ購買者は、
ストアロイヤルティが高い」について、購買履歴
データを用いて「ウォレットシェア」の分析から、
イオンに対するストアロイヤルティを検討する。
ウォレットシェアは、１人当たりのこの期間の
総購入額にしめる、イオンでの購入額とした。そ
のウォレットシェアを被説明変数とし、説明変数
は年代、性別、既未婚、子供有無、世帯収入、世
帯人数、職業（専業主婦）、トップバリュ購入金
額、トップバリュセレクト購入額、トップバリュ
ベストプライス購入額、トップバリュグリーンア
イ購入額の11個とし、以下の重回帰分析を実施し
た。

Yi：個人iのウォレットシェア（Wi=個人iのイオ
ンの年間購入額 /個人iの年間総購額）のロジット
変換後の値　Yi=log(Wi/(1-Wi))

※ウォレットシェアは０～１までの比率であるた
め、オッズの自然対数に変換した。
X1：年代（1=20歳未満、2=20～29歳、3=30～39歳、
4=40～49歳、5=50～59歳、6=60歳以上）
X2：性別（0=男性、1=女性）
X3：未婚既婚（0=未婚、1=既婚、2=離死別）
X4：子供有無（0=無、1=有）
X5：家族人数（1=1人、2=2人、3=3人、4=4人、
5=5人以上）
X6：専業主婦（0=専業主婦ではない、1=専業主婦）
X7：世帯収入（1=200万円未満、2=200万円～
300万円未満、3=300万円～400万円未満、4=400
万円～500万円未満、5=500万円～600万円未満、

6=600万円～700万円未満、7=700万円～800万
円未満、8=800万円～900万円未満、9=900万円
～1000万円未満、10=1000万円～1200万円未満、
11=1200万円～1500万円未満、12=1500万円～
2000万円未満、13=2000万円以上）
X8：イオンでのトップバリュセレクト（SE）の
購入額
X9：イオンでのトップバリュ（TV）の購入額
X 10：イオンでのトップバリュベストプライス
（BP）の購入額
X11：イオンでのトップバリュグリーンアイ（GE）
の購入額
β0：定数項、β1～β11：パラメータ
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表11　重回帰分析（イオン）

自由度調整済み決定係数（Ｒ２乗）の値は .257
とモデルとしての当てはまりは必ずしも高くない
が、「年代」「性別」「未婚既婚」「子供有無」「ＴＶ購
入額」「ＢＰ購入額」「ＧＥ購入額」がウォレット
シェアに統計的に有意な影響があり、一定の影響
力を持つ。
最も影響が大きいのは、トップバリュの購入額

である。トップバリュの購入額が多ければ多いほ
ど、ウォレットシェアが高く、標準化係数βの値
は .339であった。次いで、トップバリュベスト
プライスについても購入額が多ければ多いほど、
ウォレットシェアが高く、標準化係数βの値は 

.185であった。トップバリュグリーンアイについ
ても同様で、標準化係数βの値は .062であった。
一方で、トップバリュセレクトについては、購入
額とウォレットシェアに対する有意な影響を確認
できなかった。
以上のことから、イオンにおいてトップバリュ

やトップバリュベストプライス、トップバリュグ
リーンアイを購入している人ほどウォレットシェ
アが高くなるが、反面トップバリュセレクトにつ
いてはウォレットシェアに影響していないことが
わかる。よって、標準化係数の数値は小さいなが
らも仮説2-2「トップバリュグリーンアイ購買者
は、ストアロイヤルティが高い」は支持された。
この結果になった要因としては、トップバリュ

セレクトは品質重視型ブランドとして訴求するも

のの、スタンダードPBであるトップバリュとの
類似効果をコントロールしきれておらず、ストア
ロイヤルティに直接的な貢献を果たすまでには
至っていない為と考えられる。
以上の実証分析により、仮説に対する結果は以
下の通りとなった。
仮説1-1「セブンプレミアム購買者とセブンプ
レミアムゴールド購買者の属性に差があり、セブ
ンプレミアムゴールドとセブンプレミアムはカニ
バリゼーションが発生していない」について、購
買者属性に差があることが言えたことから、必ず
しもカニバリゼーションが発生しているとは言え
ないことが実証された。
仮説1-2「トップバリュグリーンアイ購買者と
トップバリュ購買者の属性に差があり、トップバ
リュグリーンアイとトップバリュはカニバリゼー
ションが発生していない」について、購買者属性
に差があることが言えたことから、必ずしもカニ
バリゼーションが発生しているとは言えないこと
が実証された。
仮説2-1「セブンプレミアムゴールド購買者は、
ストアロイヤルティが高い」、仮説2-2「トップバ
リュグリーンアイ購買者は、ストアロイヤルティ
が高い」はともに支持された。
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第５章　実務に対する示唆と今後の課題

1．	実務に対する示唆

実証分析の結果より、ブランド選択において、
プレミアムPBやサステナブルPBと、スタンダー
ドPB間において、必ずしもカニバリゼーション
が発生しているとは言えないことがわかった。そ
して、プレミアムPBよりもサステナブルPBを導
入した方が、ストアロイヤルティを高める可能性
があることがわかった。サステナブルPBはスタ
ンダードPBとは違うセグメント（客層）に支持
され、サステナブルPBを品揃えすることで購入
客層を拡大することを可能にする事を意味して
いると考えられる。よって、PB商品間のカニバ
リゼーションを制御しながら、独自のブランドイ
メージを創出し、PBプログラム全体を強化する
ブランド・ポートフォリオ戦略を構築するには、
サステナブルPBの必要性が示唆されたことにな
る。この点は、小売企業にとっての重要な課題で
ある、「買い物客を引き付け、購入を増大させる
事、即ちPBロイヤルティの構築、及びストアロ
イヤルティを向上させる事」に対して、マーケ
ティング担当者の商品政策や小売企業全体の差別
化戦略の意思決定に、一定の示唆を与えたことに
なる。
この内容は和瀬田 (2017) が示した先行研究結

果に対して、別のデータを用いても同様な結果
につながった点も興味深い。和瀬田 (2017) は、
アンケート調査を用いて共分散構造分析を実施
し、「PBロイヤルティを構成するのは、高品質イ
メージであること」また、「PBロイヤルティは、
GMSであればチェーンストアに対する売場評価
（品揃え）を通じてストアロイヤルティに影響を
与えること。CVSであればチェーンストアに対
する品質評価を通じて、ストアロイヤルティに影
響を与えること。」を実証した。今回は、ホーム
スキャンデータを用いて、属性分析や重回帰分析
を実施し、「トップバリュグリーンアイが訴求す
る環境や健康といった付加価値がスタンダード

PBであるトップバリュとは違う価値をお客様が
認識し（カニバリゼーションせず）、売場評価（PB

全体の品揃え）を通じて、ストアロイヤルティを
高める」という結果につながった。
しかし、現状の日本において、サステナブル

PBを育成していくにはいくつかの課題がある。
現在、サステナブルPBとして先行として取り組
んでいる「トップバリュグリーンアイ」について
だが、流通経済研究所が既存の女性を対象に実施
したPB調査によると、トップバリュはナショナ
ル・ブランドに比べた安さを重視するユーザーに
支持され、家計が助かる、売り場でつい選んでし
まう、PBがあればぜひ買いたい商品がある等の
評価が高いが、味や品質の良さやメーカー名の明
示に対する満足度は、他の主要PBよりも低いと
いった結果となっている。トップバリュ全体に
とって、「安さ」という消費者のイメージは好ま
しい評価であるが、グリーンアイがその影響を受
けて、「品質のよさ」の点でイメージが向上しな
い可能性も示唆される。PBポートフォリオを今
後進めていくうえで、ブランド戦略を見直し、イ
オンという企業に対する環境上の良いイメージを
テコにした「グリーンアイ」独自のブランドイメー
ジを確立することが必要となっている。

SDGsの取り組みはそれぞれの企業がより広い
視野を持って、多くの関係者と連携しながら推進
すべきものである。実際にトップバリュグリーン
アイの開発についても、契約農家や地元の業者を
囲い込み、サステナブルな独自商品を共同で作り
上げている。そこには供給業者から安く仕入れ
て、利益を出すという単純な考え方ではなく、供
給業者への知識提供や協働関係に基づく商品開発
プロセスを通して供給業者の能力を引き出し、そ
の結果、地域経済を活性化させるという意図が込
められている。先駆的な取り組みであるが、PB

プログラム全体を差異化し、ストアロイヤルティ
を確立するという観点からすると、まだ販売規模
が小さく、社会的にも社内的にもインパクトが不
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足している。
社会認識の未熟性によるサステナブル商品への

理解不足、および独自商品を企画、開発する本部
とそれを販売する店舗間の認識ギャップという問
題点もある。これに対処していくには、トップ主
導のもと、商品開発面だけではなく、店舗の強力
まで含めた全社活動として、PB商品の販売を位
置づけ、より戦略的にストアロイヤルティの構築
を目指すという経営アプローチが必要になる。ま
た、それが可能なのがPB商品戦略の強みでもあ
る。
実際、PB商品をよく購入する顧客は、PB・

NBを含めて広範囲に購買する傾向（アンブレラ
効果）が確認されている。従って、商品カテゴ
リーを超えて品ぞろえをする小売業にとってPB

プログラムの体系化は、競争戦略上重要な意味を
持っている。
その一方で、SDGsの達成に貢献したいと思っ

ているのは、企業だけではない。生活者において
も、日頃の買物や生活を通じてそれに貢献したい
と思っている人は多数存在するし、現在学校教育
を受けた子供世代が親になり、その親からまたそ
の子へと広がり、今後そのような人は確実に増え
ていくと考えられる。これは顧客との接点が最も
多い小売業が果たす役割はますます重要になって
くる。
生活者がSDGsの達成に貢献できる方法として
は「エシカル消費（倫理的消費）」である。それ
ぞれの生活者によって行われる「エシカル消費」
の一つ一つは、決して大きなものではないが、そ
れを実践する人の数と回数の増加が、いずれ世界
を動かしていくことになる。生活者に商品をお届
けする流通の役割として、生活者の「エシカル消
費」を支援するために、例えばエコマークなどの
環境ラベル製品、MSC認証、FSC認証、オーガ
ニック、フェア・トレード、被災者応援商品と
いった「情報」をよりわかりやすく、商品の選択
肢をもっと広げていく必要がある。大手チェーン
などではすでに取り組みを進めているが、支援す
る環境が十分に整っていない企業もまだまだ多
い。売り場やサイト、広告などの告知を通じて、
どのような商品が、どのような分類に該当し、ど

のように貢献できるのかをきちんと伝えることが
できれば、生活者はそれらを納得の上で選ぶこと
ができるようになる。そういった意味でも今後小
売業が果たす役割はとても大きい。

2．	今後の課題

今回は、分析対象としたカテゴリーは食パンに
限定した実証に過ぎない為、他のカテゴリーにお
いても同様なことが言えるのかといった研究が必
要である。分析対象とした小売業についても、特
定の２チェーンに限定した実証に過ぎない為、他
の小売企業の業態や、各小売の置かれているポジ
ションによる違いについても研究が必要である。
また、今回は属性分析を通じて、購買者層の違
いを実証したが、年代・性別・世帯人数・世帯収
入・職業等だけでは確認できる範囲は限定される。
その他の要因として、ライフスタイル属性や顧客
接点の複雑化といった視点も併せて分析すべきで
ある。
そして、今回測定したロイヤルティは行動的な
ロイヤルティであるが、態度的なロイヤルティで
はどのような結果となるのかについても課題であ
る。行動的なロイヤルティは収益性に直接つなが
るという観点から重要である。一方で態度的なロ
イヤルティは、組織に対する顧客の長期的なコ
ミットメントを表しており、顧客の購買行動の繰
り返しのみからでは推測できない。態度における
ロイヤルティはより高い再購買意図だけでなく、
説得に対する抵抗力、価格プレミアムを払いたい
という意欲とサービスを他人に進めたいという意
欲を示すことからも、態度的なロイヤルティの測
定は今後の課題である。
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