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ご挨拶

平素より日本プロモーショナル・マーケティング学会活動へのご支援とご協力を賜り、

厚く御礼申し上げます。

この度、学会活動の成果として、2021年度研究助成論文集「プロモーショナル・マー

ケティング研究」Vol.15をお届けすることとなりました。2021年度は、学術研究論文４

点、実務研究論文５点、学部学生の研究レポート２点の計11点となっております。その

中から、本論文集には、査読付き論文２点と査読付き研究レポート１点を選定し、これ

らについては全文を掲載し、他の８点については要約を掲載いたしました。

日本プロモーショナル・マーケティング学会の研究助成活動と査読付き論文集の発行

は、2007年度に開始し2021年度は15回目となりました。この15年間で、研究助成への応

募点数は累計で245点、研究助成の対象となった研究が174点、査読付き論文38点となり、

研究のテーマ領域も多様化し、研究の質も向上してきています。

産学協同を目指す当学会としては、より一層レベルの高い研究テーマへの取組みと実

務に結び付く研究を期待しております。実務への示唆に富む学術研究と実務家ならでは

の問題意識に基づく実務研究で、学術的なレベルの向上と共に実務に役立つ研究への取

組みを産学で図ろうというものです。

また、実務に役立つ研究を育成するために、「産学交流研究会」に取り組んでおります。

これは、学術界が監修する実務家向けの研究会（セミナー）で、実務への適用の可能性

のあるテーマを設定し、実務家と研究者で問題提起と解決策の可能性を提示し、産学で

共有しようというものです。さらに、広く実務現場からのプロモーションに関わる問題

意識、新たな取り組み視点・アイデアなどを求める「業界提言コンテスト」を実施して

います。

当学会の広報的な意味も込めて、こうした活動の重要性を認識し、産学一体となって

実務への示唆の創出と貢献を目指して、学会活動に取組んでまいります。

なお、2022年度の研究助成は、学術研究論文２点、実務研究論文３点、計５点の研究

に助成することとし、６月よりスタートしております。2023年１月末に提出していただ

き、論文発表会は2023年３月22日（水）を予定しております。

どうぞご期待ください。

2022年９月
日本プロモーショナル・マーケティング学会

学会長　中村　博
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2021年度研究助成論文の経過報告
2021年度は、研究助成を開始して15年目で、11点の応募に対して助成を行った。その経過は、以下
の通り。

研究課題： プロモーショナル・マーケティングに関する、「実証研究（実査を伴う研究）」「事例研究（実
施例の分析）」「理論研究（既存研究分析）」を対象とする。

研究形式： ①研究論文(A)学術研究、①研究論文(B)実務研究、②研究レポート（対象：大学学部生）
研究助成募集：2021年４月７日(水)～５月31日(月)
応募数：11点
助成論文選定：2021年６月22日(水)
選定結果： 学術研究論文４点、実務研究論文５点、研究レポート（大学生対象）２点、計11点  

へ助成となった。
提出締切り：2022年１月28日(金) 
研究助成論文発表会： 2022年３月15日(水)　9:30～18:00　  

新型コロナウィルス感染防止のためオンライン方式で実施した
査読付き論文候補の選定：2022年３月28日(月)
査読の実施：2022年４月９日(金)～８月５日(金)
査読付き論文の決定：2022年８月５日(金)

「2021年度研究助成論文集」（データ版）発行：2022年９月

以上の経過で、本論文集（データ版）を発行することになった。本論文集の発行に当り、11点の
研究論文・研究レポートの著者の皆様には、ご協力に深く感謝する。

査読付き論文２点と査読付き研究レポート１点については全文を掲載し、８点の研究論文と研究
レポートについては、その要約を掲載した。

過去15年間の研究助成活動は、以下の通り。

2022年度は、２点の学術研究論文、３点の実務研究論文、計５点に研究助成を行っている。

年度 研究助成応募数 研究助成数 査読付き論文・
研究レポート数

研究ノート
調査レポート

2007年度 15 10 3 0
2008年度 21 14 3 1
2009年度 18 10 2 1
2010年度 20 13 3 0
2011年度 29 19 1 3
2012年度 20 12 3 0
2013年度 27 11 2 2
2014年度 18 14 3 1
2015年度 15 10 2 1
2016年度 14 14 3 0
2017年度 8 8 3 1
2018年度 11 11 2 1
2019年度 11 10 3 1
2020年度 7 7 2 1
2021年度 11 11 3 1

合計 245 174 38 14
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第１章　はじめに

1　 （株）クレハ調べでは、クレラップの「80％ロイヤル顧客（10回に８回はクレラップを購入）」が全体の25％、「100％ロイヤル顧客」が5％程度
存在する。（出所：ダイヤモンドオンライン記事、2016年7月20日掲載：https://diamond.jp/articles/-/95406）

本研究の目的は、一般に「コモディティ」とさ
れる台所ラップや洗濯洗剤などの家庭用日用品
（以下、日用品）でも一定のブランドロイヤルティ
（Brand Loyalty）が存在していることを確認し
た上で、ブランドロイヤルティ形成過程における
ブランド経験（Brand Experience）の貢献を示
すことにある。すなわち、日用品においてブラン
ド経験がブランドロイヤルティにどのような影響
を与えているかを考察し、企業のブランドおよび
ブランド経験のマネジメントに示唆を提供するこ
とを目的としている。ここでブランド経験とは、
ブランドに起因あるいは関連する認知プロセスを
一連の「経験」と捉えようとする考え方であり、
今世紀の初頭になって提言された比較的新しい研
究領域である。ブランド経験はブランドロイヤ
ルティに影響を与えるとされる（Iglesias, Singh, 

& Batista-Foguet, 2011）。青木（2011, p5）はブ
ランド経験を「製品やサービスそれ自体が生み出
す価値だけでなく、その購買や消費のプロセスに
おいて生み出される価値も含めて、顧客価値を幅
広く捉えるための枠組みとなる」ものとしている。
またブランドロイヤルティとは、「特定ブラン

ドを集中的・継続的に購買する傾向」（青木・新倉・
佐々木・松下, 2012, p.65）である。つまりブラン
ドによる差別化が存在することが前提となってい

る。これに対し、日用品は必需品であるが、低単
価の消耗品であるために、「コモディティ」とし
て扱われてきた。「コモディティ」とは一般に、
「製品・サービスの違いが価格以外にないと考え
られている」商品を指す（楠木・阿久津 , 2006）。
つまりブランドによる差別化が機能しない商品
である。ブランドとは差異の体系である（田中 , 

2017）。これに従えば、コモディティにはブラン
ドが成立せず、ゆえにブランドロイヤルティも存
在しえないということになる。
しかし、実際には、台所ラップでも一定比率で

「このブランドしか買わない」というロイヤル・
ユーザーが存在することが報告されている1。他の
日用品でも「価格以外の差別性」が存在すること
は、筆者も後述の主婦対象に行った実証調査を通
じて確認している。日用品は消耗品であり購買頻
度が高いために、ユーザーは価格に敏感である。
少しでも安く買える店を探して買い回るという行
動も存在する（同調査より）。しかし、それでも
同じブランドを継続購入しているならば、定義上
そこには一定のロイヤルティが存在している。し
たがって、この日用品におけるブランドロイヤル
ティが、単なる継続反復購買を示すもの（行動
的ロイヤルティ：Dick & Basu,1994；青木,2004）
なのか、それ以上の認知的・感情的知覚を伴うも

〔査読付き学術研究論文〕

日用品ブランドのブランド経験と
ロイヤルティに関する考察

～脱コモディティ化のための経験価値アプローチの可能性～

國 田　圭 作（嘉悦大学経営経済学部　教授）

日用品ブランドのブランド経験とロイヤルティに関する考察　7



の（態度的ロイヤルティ）なのか、を判別するこ
とが本稿の趣旨からは重要になる。
ブランドロイヤルティについては膨大な先行研

究が存在する。その中でも、「ブランドトラスト」
「ブランドラブ」など、顧客とブランドの間の特
別な関係性を表す複数のブランド関連構成概念
がそれぞれ、ブランドロイヤルティに影響を与
える先行要因であることが示されている（Park, 

MacInnis, & Priester, 2008）。仮に日用品でも態
度的ブランドロイヤルティが存在するのであれ
ば、ロイヤルティに先行するそうした情緒的な関
係性が顧客とブランドの間に形成されているはず
である。しかし、顧客とブランドの関係性（ブラ
ンドリレーションシップ）については多数の先行
研究が存在するにもかかわらず、台所ラップや洗
濯洗剤などの日用品を対象として扱っている研究
は乏しい。日用品ブランドが「脱コモディティ化」
を目指すためには、ブランド関連の構成概念を通
じてブランドロイヤルティが形成されるプロセス
が適用可能であることを示す必要がある。これが
本研究の一つ目の問題意識である。
二つ目の問題意識は、一つ目の問題意識とも関

連するが、一般に日用品カテゴリーに対する消
費者関与が低い中で、ブランドへの関与（Brand 

Involvement：詳細後述）を可視化することの困
難である。例えば先述の主婦調査の中でも、「今
使っている日用品のブランド名を覚えていない」
「他のブランドと誤認していた」などの低関与状
況が散見された。こうした中で、情緒的なブラン
ド態度（例えば強いポジティブな感情を伴うブラ
ンドラブなど）がブランドロイヤルティに与える
影響を測定しても、有意な結果にならない可能性
が予見される。既存の先行研究で、ブランド関与
が高いと期待されるカテゴリー（PCやスニーカー
など）あるいはブランド（AppleやNikeなど）の
事例が多く、関与度が低い製品の事例が少ないの
はこのためであると考えられる。
こうした関与の低さは、おそらく所有概念と関

係している。基本的に所有価値を持たない（使用
価値のみが存在する）消耗品である日用品に対し
ては、当然、関与は低くなる。そこで筆者が注
目したのが「ブランド経験」（Brand Experience）

という構成概念である。ブランド経験は主に使用
状況あるいは使用文脈の中でブランドと顧客の
関係を捉える枠組みである（Brakus, Schmitt, & 

Zarantonello, 2009）。つまり、ブランドラブなど
他のブランド関連の構成概念が顧客の意識（信念
や態度など）の状態を観測しているのに対し、ブ
ランド経験だけが顧客の使用行動を取り扱ってい
る。これが、「ブランド経験」に注目した理由で
ある。しかし、日用品に焦点を当てた「ブランド
経験」の先行研究は乏しい。使用状況の中で、日
用品でもブランド経験が生起され、ブランドロ
イヤルティに影響することを確認する必要があ
る。そのためには、日用品にも適用可能なブラン
ド経験測定尺度の存在が前提になる。田中・三浦
（2016）はBrakus et al.（2009）が開発したブラ
ンド経験尺度12項目= BRAKUS尺度の翻訳を試
みているが、日用品も測定可能な日本語版尺度は
まだ存在していない。これが二つ目の問題意識で
ある。
このような問題意識を背景に、本研究は

Brakusたちが提唱した「ブランド経験」（Brand 

Experience）という構成概念を日用品への適用
という視点で再検討し、新たに日本語版ブランド
経験尺度を開発した上で、日用品におけるブラン
ド経験を測定し、ブランド経験がブランドロイヤ
ルティを形成する構造を確認することを試みる。
そのために、次章ではまず本稿の焦点であるブラ
ンドロイヤルティを皮切りに、その先行要因とさ
れる複数のブランド関連概念も含めて先行研究を
レビューする。その後に、ブランドロイヤルティ
の先行要因の一つでもあるブランド経験につい
て、その理論的背景を振り返る。
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第２章　先行研究

2.1　ブランドロイヤルティ

ブランドロイヤルティはブランド価値の中核的
概念とされる（Arker, 1991）が、その定義は必
ずしも一義的ではない。先述の定義（特定ブラ
ンドを集中的・継続的に購買する傾向：青木他 , 

2012）のほか、「反復購買としての行動的指標」
（菅野, 2013）など、行動的に捉える見方がある一
方で、Oliver（1999）のように態度的な要因を重
視したアプローチもある。髙橋（2009）はOliver

（1999）に従い、ブランドロイヤルティが認知的
→感情的→意欲的→行動的という順序で形成され
ていくことを示している。このように、ブランド
ロイヤルティを行動的側面と、態度（認知）的側
面の両面で捉えるというのが今日、一般的な見解
となっている（髙橋 , 2009）。態度的側面が重要
なのは、それが「そのブランドが店に置いていな
くても他のブランドは買わない」（You & Donthu, 

2001)、あるいは「そのブランドには他のブラン
ドより高い価格を払ってもかまわない（Huang, 

2017）」といった、ブランドスイッチの障壁とな
る強いコミットメント、すなわち脱コモディティ
化の契機を意味するためである。

Dick & Basu（1994）は、ロイヤルティを行動
的ロイヤルティの高・低と、態度的ロイヤルティ
の高・低から4タイプに類型化し、感情的な絆を
感じない行動のみのロイヤルティを「見せかけの
ロイヤルティ」と呼んでいる。仮に特定の日用品
ブランドを反復継続購入していても、それは単に
買い物のたびに購買努力を削減し、意思決定の単
純化を図ろうとする消費者のニーズ（青木 ,2004）
を反映している可能性もあるからである。日用品
は購買頻度が比較的高く、かつ一般に関与度が低
いため、購買時に新たな情報処理を行わず慣性的
にリピートする可能性は高い。ここから、もし仮
に日用品にもブランド経験が存在するとした場合
に、それが単なる慣性レベルの継続購買を超えた

「真のロイヤルティ」、すなわち態度的ロイヤル
ティに対してもプラスの影響を及ぼすことを確認
する必要があることが確認された。

2.2　ブランドロイヤルティの先行要因

人は、自己をブランドと同一化するなどの心的
作用を通じて、あたかも対人的関係のような強固
な関係（ブランド・リレーションシップ：以下
BR）をブランドとの間に築くことがあるとされ
る（菅野 , 2011）。BRの下位次元概念として「自
己とブランドの結びつき」、「ブランドに対する愛
着（アタッチメント）」「ブランドトラスト」など、
ブランドロイヤルティの先行要因とされる多数の
構成概念が知られている。以下、その中でブラン
ド経験に関連するとされる主なものを挙げる。

・ブランドトラスト (Brand Trust)
ブランドトラストとは「そのブランドは信頼で
き、自分たちの生活に対し責任を取ってくれるで
あろうという認識を前提に、消費者がブランドと
接したときに感じる安心感」（Delgado-Ballester, 

Munuera-Aleman, & Yague-Guillen, 2003, p.37）
である。彼女らはビールなど日用品を対象にした
調査でブランドトラストがブランドロイヤルティ
の先行要因であることを確認している。また、
Huang（2017）はブランド経験がブランドトラ
ストとブランドラブを媒介してブランドロイヤル
ティに影響していることを示している。

・ブランドラブ （Brand Love）
ブランドラブとは「特定のブランドに満足し
た消費者が持つ情熱的で情動的な愛着の程度」
（Carroll & Ahuvia, 2006, p.81）である。上記の2
つの概念が比較的、認知的かつ理性的な反応だと
すれば、ブランドラブは感情価が高い、情緒的で
ポジティブな反応である。ただし、消耗品であり
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一般に所有価値を持たない日用品がどこまでブラ
ンドラブを獲得できるかどうかは不明である。な
ぜなら、「所有」という行為が所有者にとっての
モノへの愛着を高めると考えられているためであ
る（菅野, 2013, p.243）。

・ ブ ラ ン ド パ ー ソ ナ リ テ ィ （ B r a n d 
Personality）
ブランドパーソナリティもまた、ブランドロ

イヤルティの先行要因であるとされる（Brakus 

et al., 2009）。ブランドパーソナリティとは、「そ
のブランドが持っている人格の集合」（田中 , 2017, 
p.193）のことである。後藤（2006）は、ブランド・
パーソナリティがブランド購買意向に影響するこ
とを確認している。ただしこの実証実験では、高
関与製品に比べて低関与製品はその度合いが低い
ことが示された。従って、一般に低関与な日用品
では、ブランド・パーソナリティがブランドロイ
ヤルティの先行要因になりにくい可能性が推論さ
れる。

・顧客満足 (Customer Satisfaction)
Brakus et al.（2009）は顧客満足（CS）が

ブランド経験とブランドロイヤルティを結びつ
ける媒介変数であるとする。顧客満足とは、購
買後に当該製品に対して抱く全体的態度である
（Solomon, 2009）。Perugini & Bagozzi（2001）は、
顧客満足は態度的ロイヤルティに影響を与え、そ
の結果、再購入につながるとしている。他の研究
でも顧客満足がブランドロイヤルティの先行要

因となることが確認されている（Iglesias et al., 

2011；松村・原田, 2016）。

本研究でも、上記のようなBR関連概念をブラ
ンドロイヤルティの先行要因と考え、それらをブ
ランド経験とブランドロイヤルティをつなぐ何ら
かの媒介変数として仮定する。Oliver（1999）は
「態度的ロイヤルティ」をさらに「認知的」「感情
的」「意欲的」に分類している。ここで「態度的ロ
イヤルティ」にBR関連概念と若干の概念上の重
複が見られることは要注意である。

2.3　 ブランド経験 （Brand Experience） 
お よ び  顧 客 経 験  （ C u s t o m e r 
Experience）

ブランド経験とは、その提唱者であるBrakus 

et al.（2009, p.53）によれば「ブランド・デザイ
ン、ブランド・アイデンティティ、パッケージン
グ、コミュニケーション、周辺環境などのブラン
ド関連の刺激によって引き起こされる消費者の主
観的な内的（感覚的、感情的、認知的）反応と行
動的反応」を指す。また彼らは、ブランド経験は
従来から提唱されている他のブランド関連の構成
概念（ブランド愛着や顧客満足など）と関連して
いるが異なる概念であるとしたうえで、ブランド
経験はブランドパーソナリティおよび顧客満足に
影響を与え、それらを媒介変数として間接的に、
また直接的にブランドロイヤルティに影響を与え
ることを実証的に示している（図表1）。

図表１　ブランド経験と他のブランド関連概念の関連性
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Brakus et al.（2009）のブランド経験論は、「経
験価値」（Pine and Guilmore,1999）や「経験価
値マーケティング」（Shmitt,1999）の議論を踏ま
えているが、さらに遡ればそれらはHolbrook & 

Hirchman（1982）あるいはHolbrook（1999）、
およびそれを受けたMathwick, Malhotra, & 

Rigdon（2001）の「顧客経験（Customer 

Experience）」の研究の延長線上にある（川口 , 

2018）
Holbrook& Hirchman（1982）；Holbrook（1999）

は、「味覚」「聴覚」など五感に由来する消費の快
楽的側面に注目し、消費者が感じる価値を能動
的 ←→ 受動的、外因的（extrinsic）←→ 内因
的（intrinsic）の二軸で規定して顧客経験を説明
した（図表2）。ここで「内因的」とは主観的な
“目的としての消費”であり、快楽的消費はこの領
域（右半分）にプロットされている。また「外因
的」とは客観的な“手段としての消費”であり、合
理的・功利的な消費が左側の領域で想定されてい
る。

図表２　消費価値の二側面

Pine他（1999）は、この顧客価値の整理を踏
まえ、顧客の経験との関係性：「吸収的」/「没入的」
と、顧客の参加態度：能動的 / 受動的の４象限で

経験価値を規定した（４Eモデル；図表3左）。こ
こで関係性の軸の「没入的」は内因的（主観的）、「吸
収的」は外因的（客観的）と解釈することができる。

図表３　顧客経験の４象限マトリクス・モデル

Mathwick et al.（2001）はこれらの枠組みを
踏まえながら、４Eモデルとは一部異なる４象限
（四次元）の顧客経験モデルを提唱している（図

表3右）。このマトリクスの左上象限は「消費者
ROI」領域、つまり効率性（いわゆる“コスパ ”）
に対する理性的・客観的な評価経験を表す項目で
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ある。機能便益型製品である日用品の場合は、右
側の「快楽的（情緒的）経験以上に、この左側の
経験領域が重要になるのではないかと推論され
る。ここから、日用品のブランド経験尺度開発で
は「消費者ROI」（コスパ）のような効率性を測定
する項目も検討すべきことが示唆された。

Zarantonello（2008, p.212）はブランド経験
を「ブランドに触れ、ブランドがもたらす経験
的な様相に注意が向いたときに生起される顧客
経験」としている。つまり、顧客経験はブラン
ド経験を内包していると考えられる。Brakus et 

al.（2009）はブランド経験と製品経験、使用経
験は異なるものだと主張している。しかし、経験
という大きな構成概念の中で顧客経験とブランド
経験、製品経験などをどう区分し、あるいはどう
関連づけるかについては、彼らは必ずしも明確に
していない。また、近年の経験領域の拡大の中
では、彼らのブランド経験の定義では概念の幅
が狭く、今日的な顧客経験を十分捉えきれてい
ないという指摘もある（Kuppelwieser & Klaus, 

2021, p.625）。Brakus et al.（2009）の議論は経
験価値を「機

フ ァ ン ク シ ョ ン ＆ ベ ネ フ ィ ッ ト

能便益価値（F＆B）」に対立させる
Shmitt（1999）の主張に基づいている。従って
Brakus et al.（2009）の提案は今日、「狭義のブ
ランドブランド経験」と位置付けられるだろう。
ここから本研究ではBrakus et al.（2009）の定義
を顧客経験という大きな傘の下で捉え直し、製品
経験や使用経験とブランド経験の関係を再定義す
ることが必要であることが示唆された。
これに関して有効な視点になると思われるのが

大津・長沢（2011）と川口（2018）の議論である。
大津ら（2011）は、Schmitt（1999）がアフォー
ダンス理論（Gibson, 1979）を拠り所にして「行
動的経験」を経験の5番目の要素に加えたことを
紐解き、そこから身体的経験が「行動的経験」の
重要な成分であるとBrakus他（2009）も認めて
いたことを指摘している。つまり彼らは「経験」
を、心の認知だけでなく身体が直接知覚する認知
も含めた包括的・統合的な認知プロセスと考えて
いたようである。川口（2018）はアフォーダンス
理論に立脚して、消費者（行為主体）と周辺環境
の相互作用の中で、消費者（行為主体）が「状況

に埋め込まれた価値」をピックアップしていく、
いわば状況依存的なプロセスの一つとして経験価
値を説明している。
これらの議論を踏まえると、B r a k u s  e t 

al.（2009）が提唱した「感覚的」「感情的」「認知的」
「行動的」というブランド経験の4つの下位次元
は、実は個別・独立の受動的な知覚ではなく、使
用時の行動を通じてブランドとのインタラクショ
ン（相互作用）の中で一連のプロセスとして知覚
されることで生じる動的で統合的な「経験」の、
4つの側面と解釈することができる。例えばクレ
ラップを「くるっと」回して「すぱっと」切り、「ピ
チッと」皿に巻くという一連の行為の中で、ある
いはカラフルなジェルボール洗剤を洗濯物の量に
応じて「一つ、二つ」と数えながら洗濯槽に放り
込むという一連の行為を通じて、すなわち「行動
的経験」を通じて、消費者（行為主体）はそれら
のブランドの価値を認知し、感覚し、感情が生起
され、ブランドや周囲との関係を知覚するのでは
ないか。そのとき、使用経験や製品経験は、ブラ
ンド経験とは別物ではなく一つの顧客経験として
統合されているはずである。つまり、行為の瞬間
に製品 /ブランドとの相互作用の中で価値が発生
し、その行動的経験を契機として様々な心的経験
（認知や感情など）が連鎖していくというプロセ
スが想定される。よって、Brakus et al.（2009）
が提唱するブランド経験の4つの下位次元の中で
は、「行動的」経験次元が日用品のブランド経験
の中核となると推論された。

2.4　ブランド関与 （Brand Involvement）

ブランド関与とは「当該ブランドへの興味ある
いは覚醒の程度」（Bian & Haque, 2020, p.440）で
ある。関与とは一般に「動機付けられた状態」の
ことであるが、関与概念はさらに「対象特定的関
与」と「状況特定的関与」に大別される（青木
他 , 2012）。「状況特定的関与」とは、製品関与な
どの「対象特定的関与」に対立する概念で、「あ
る特定の状況における課題達成に向けて喚起され
る」（同, p.180）ものである。ブランド関与は製品
関与と同様、「対象特定的関与」である。
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日用品は消耗品・低単価であり保有の対象では
ないために一般に「対象特定的関与」は低いと考
えられる。日用品は生活必需品として家庭で日常
的に消耗されることから、和田（2002, p.68）に
おいて「生活の豊かさ演出部分」ではなく「生活
基盤形成部分」の製品カテゴリーに分類され、「コ
モディティ・カテゴリー」と同義であり、「機能
価値と便益価値」が重要な製品群である。嗜好性
がそれほど高くない飲料・食品、あるいはパーソ
ナルケア製品の一部も日用品に含まれる。
例えばVaughn（1980）は、「FCBグリッド」
というマトリクスで、製品への関与度と製品のタ
イプ（思考型、つまり問題解決型の機能的製品か、
感情型、つまり快楽志向の情緒的製品か）から製
品品目を分類している。その中で高額な耐久財
（車や住宅など）は製品関与が高く、消耗品であ
る日用品は関与が低い。つまり、製品関与は長期
的な所有概念と関連している。しかし日用品は、
製品関与は低いが、使用過程・状況の中で「状況
特定的関与」が高まる可能性がある。例えば台所
ラップを使用中に巻きが終わってしまった、ある
いは手荒れがひどい時に食器を洗わなくてはなら
ない、といった状況では日用品に対する関与は普
段より大きくなるだろう。鈴木（2013）は、経験
価値は常に知覚されるものではなく、特定の使用
状況の中で「状況的感情関与」が駆動されること
で、普段は低関与な対象に対しても顧客経験が生
起するとしている。ここから、使用状況・場面に
よっては、低関与な日用品でもブランドに対する
知覚が活性化し、より豊かなブランド経験が発生
する可能性が予見される。
またFCBグリッドの中で、同じ製品が感情レ

ベルと思考レベルで、どちらも高いスコアにな
る場合があることが示されている（Claeys & 

Abeele,1995）。従って、「思考型」（機能便益型）
商品であったとしても、その「機能便益経験」は
思考（認知）だけでなく感情も伴うことが推論さ
れる。例えば、漂白剤成分不使用というスペック
を持つ洗剤は、乳児の服を洗濯するという状況で
「守りたい乳児の肌」を想起させ、子供への愛情
を連想させるだろう。あるいは、歯の形状を工夫
した台所ラップは、切りたいところで無駄なく切
れるという機能便益価値と同時に、「スッと切れ
る」という身体感覚を伴う快感情を同時に発生さ
せるだろう。このように経験の中では機能の認知
と、感覚あるいはそれに伴う感情やその時の身体
的行動は、双方向性をもって連続していると考え
られる。

2.5　顧客経験とブランド経験、製品経験の
関係整理

和田（2002）は製品価値を（1）基本（機能的）・
便宜価値と（2）感覚・観念価値に階層化し、（2）
以上をブランド価値と分別している。前節までの
考察と合わせると、機能便益型製品である日用品
の顧客経験は、大きく「製品機能と紐ついた理性
的・認知的経験」か「ブランド価値と紐ついた感
覚的・感情的経験」か、で左右に分かれ、さらに
Mathwick et al.（2001）などに従えば、より能
動的か、受動的か、の上下方向に分かれる四象限
マトリクス構造で構成されるモデルが想定される
（図表4）。

図表４　顧客経験の４象限マトリクス
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このマトリクスの左側は主に機能的経験領域
（上記（1）に相当）であり、右側がBrakus et 

al.（2009）が提唱した狭義の「ブランド経験」（上
記（2）に相当）に対応する。そしてこの左右の
経験領域を合体した（広義の）「ブランド経験」が、
最上位概念である「顧客経験」に包含される、と
整理できる。

ただし、日用品は同一カテゴリー内での機能的
差異はそこまで大きくない。従って製品経験は必
ずしもブランド固有のものではなく、カテゴリー
全般に共通する経験も含まれるだろう。また、製
品経験とブランド経験は完全に区分できるもので
はなく一種のスペクトラム（連続体）であると考
えられる。

第３章　リサーチクエスチョンの設定と検討

3.1　リサーチクエスチョンの設定

以上の先行研究のレビューを踏まえて、リサー
チクエスチョン（以下RQ）を以下のように設定
する。

RQ 1　日用品のブランド経験はどのような構造
と次元で構成されているか
RQ 2　日用品のブランド経験はどのような概念
を媒介変数としてブランドロイヤルティに影響す
るか
RQ 3　日用品のブランド経験はどのような尺度
項目で測定可能か

3.2　RQに対する検討アプローチ

3.2.1　RQ１: 日用品のブランド経験の構
造と次元について

Huang（2017）は、Keller（2003）のCBBEモ
デル （Customer Based Brand Equity：通称「ブ
ランドレゾナンスピラミッド」あるいは「ブラン
ドビルディングブロック」）を参考に、ブランド
経験には快楽的（情緒的）な側面だけでなく、機
能的・行動的な側面が存在すると主張している。
Keller（2003）は、ブランドと顧客の関係性の頂
点である「共鳴（レゾナンス）」の状態に達する
過程として、右側の「感性的ルート」と、左側の
「理性的ルート」の二つの目指し方を示している
（図表5）。一般に機能便益型製品である日用品は、
主に左側の「理性的ルート」からブランドロイヤ
ルティを形成していくと推論できる。

図表５　CBBEモデル（ブランドレゾナンスピラミッド）

ここで、Keller（2003）およびHuang（2017）
を踏まえ、左右対称の構造として顧客経験を捉

え、左側により認知的（理性的）な製品経験を配
置し、右側により感情的（情緒的）なブランドレ

 7 

した（広義の）「ブランド経験」が、最上位概念である「顧客経験」に包含される、と整理できる。 
ただし、日用品は同一カテゴリー内での機能的差異はそこまで大きくない。従って製品経験は必ずし

もブランド固有のものではなく、カテゴリー全般に共通する経験も含まれるだろう。また、製品経験

とブランド経験は完全に区分できるものではなく一種のスペクトラム（連続体）であると考えられる。 
 
第３章 リサーチクエスチョンの設定と検討 

3.1 リサーチクエスチョンの設定 

 以上の先行研究のレビューを踏まえて、リサーチクエスチョン（以下RQ）を以下のように設定する。 
 
RQ 1 日用品のブランド経験はどのような構造と次元で構成されているか 
RQ 2 日用品のブランド経験はどのような概念を媒介変数としてブランドロイヤルティに影響するか 
RQ 3 日用品のブランド経験はどのような尺度項目で測定可能か 
 
3.2  RQ に対する検討アプローチ 

3.2.1  RQ１: 日用品のブランド経験の構造と次元について 

Huang（2017）は、Keller（2003）のCBBEモデル （Customer Based Brand Equity：通称「ブランドレ

ゾナンスピラミッド」あるいは「ブランドビルディングブロック」）を参考に、ブランド経験には快楽

的（情緒的）な側面だけでなく、機能的・行動的な側面が存在すると主張している。Keller（2003）は、

ブランドと顧客の関係性の頂点である「共鳴（レゾナンス）」の状態に達する過程として、右側の「感

性的ルート」と、左側の「理性的ルート」の二つの目指し方を示している（図表5）。一般に機能便益

型製品である日用品は、主に左側の「理性的ルート」からブランドロイヤルティを形成していくと推

論できる。 

          

ここで、Keller（2003）およびHuang（2017）を踏まえ、左右対称の構造として顧客経験を捉え、左

側により認知的（理性的）な製品経験を配置し、右側により感情的（情緒的）なブランドレベルの経験

を配置するモデルを提唱する（図表6）。左側：製品経験は主に機能価値の経験であり、右側：ブラン

ド経験は主に情緒価値の経験と規定する。ただし先述のように、製品経験とブランド経験は完全に区

分できるものではなく連続体であると仮定する。この構造には、さらに消費者（使用者）がその使用

状況や製品、あるいはブランドに対してより能動的か、受動的かという縦軸（上下）が設定され、四象
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ベルの経験を配置するモデルを提唱する（図表
6）。左側：製品経験は主に機能価値の経験であ
り、右側：ブランド経験は主に情緒価値の経験と
規定する。ただし先述のように、製品経験とブラ
ンド経験は完全に区分できるものではなく連続体
であると仮定する。この構造には、さらに消費者
（使用者）がその使用状況や製品、あるいはブラ
ンドに対してより能動的か、受動的かという縦軸
（上下）が設定され、四象限に区分される。すな
わち、4つの経験次元が想定されている。さらに
中央にはブランドとの相互行為・相互作用（イン
タラクション）次元（BRAKUS尺度の「行動的
経験」次元に対応）が布置される。この次元は日

用品のブランド経験の中で重要な意味を持ってい
ると考える。なぜなら、日用品は一般に所有価値
を持たず、使用価値しか持たない機能便益型製品
であるがゆえに、その使用状況の中でより行動的
な特性を発揮することでブランド経験を向上させ
る可能性を持っているからである。この5次元構
造は、平面図（図表6左図）では分かりにくいが、
立体的な構造が投影されていると仮定する（図表
6右図）。この5つの下位次元が、顧客経験（広義
のブランド経験）を構成していると考える。中で
も「行動的経験」次元は他の経験次元と関連しつ
つ、ブランド経験の要（かなめ）として作用して
いると予想する。

図表６　顧客経験の４象限マトリクス構造（仮説）

3.2.2　RQ２：日用品のブランド経験は何
を媒介変数としてブランドロイヤルティ
に影響するか

Brakus et al.（2009）はブランド経験が顧客満
足（以下CS）とブランドパーソナリティ（以下
BP）の二つの構成概念を媒介変数として、ブラ
ンドロイヤルティに影響を与えていることを示し
ている。

CSはブランドロイヤルティの先行要因となる
ことが確認されている（例えば Iglesias et al., 

2011）。しかし、継続購入される日用品ブランド
の場合、顧客満足度は、基本的に高いと考えられ
る。もし満足度が低ければリピートされることは
ないためである。しかしその満足度は単に行動的
ロイヤルティを担保するにとどまっている可能性
もある。
また、BPに関しては、日用品ブランドとの関

連性に疑問が生じる。Brakus et al.（2009, p.64）
は、「ブランドのパーソナリティが明確であるほ
ど、より高い顧客満足とロイヤルティが得られ
る」としている。しかし、自己を投影し、自己を
表現する対象とは考えにくい日用品では、BPを
ブランドロイヤルティの主要な要因と考える必要
性は低いであろう。
一方、Huang（2017）は、ブランド経験がブ
ランドラブとブランドトラストを媒介してブラン
ドロイヤルティに影響するというモデルを提唱し
ている。この二つの構成概念が媒介変数に選ばれ
た理由は、ブランド経験に快楽的（情緒的）な側
面に加え、機能的・行動的な側面を仮定したこと
によるものだが、これはRQ１で考察した、「理性
的・機能的経験と、感覚的・感情的な経験の両側
面を想定した顧客経験のフレームワーク（４象限
マトリクス）」とも整合する。日用品には機能便
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為・相互作用（インタラクション）次元（BRAKUS尺度の「行動的経験」次元に対応）が布置される。

この次元は日用品のブランド経験の中で重要な意味を持っていると考える。なぜなら、日用品は一般

に所有価値を持たず、使用価値しか持たない機能便益型製品であるがゆえに、その使用状況の中でよ

り行動的な特性を発揮することでブランド経験を向上させる可能性を持っているからである。この 5
次元構造は、平面図（図表 6 左図）では分かりにくいが、立体的な構造が投影されていると仮定する

（図表 6 右図）。この 5 つの下位次元が、顧客経験（広義のブランド経験）を構成していると考える。

中でも「行動的経験」次元は他の経験次元と関連しつつ、ブランド経験の要（かなめ）として作用して

いると予想する。 

    

 
3.2.2  RQ２：日用品のブランド経験は何を媒介変数としてブランドロイヤルティに影響するか 
Brakus et al.（2009）はブランド経験が顧客満足（以下CS）とブランドパーソナリティ（以下BP）の

二つの構成概念を媒介変数として、ブランドロイヤルティに影響を与えていることを示している。 
CSはブランドロイヤルティの先行要因となることが確認されている（例えば Iglesias et al., 2011）。し

かし、継続購入される日用品ブランドの場合、顧客満足度は、基本的に高いと考えられる。もし満足

度が低ければリピートされることはないためである。しかしその満足度は単に行動的ロイヤルティを

担保するにとどまっている可能性もある。 
また、BPに関しては、日用品ブランドとの関連性に疑問が生じる。Brakus et al.（2009, p.64）は、「ブ

ランドのパーソナリティが明確であるほど、より高い顧客満足とロイヤルティが得られる」としてい

る。しかし、自己を投影し、自己を表現する対象とは考えにくい日用品では、BPをブランドロイヤル

ティの主要な要因と考える必要性は低いであろう。 
一方、Huang（2017）は、ブランド経験がブランドラブとブランドトラストを媒介してブランドロイ

ヤルティに影響するというモデルを提唱している。この二つの構成概念が媒介変数に選ばれた理由は、

ブランド経験に快楽的（情緒的）な側面に加え、機能的・行動的な側面を仮定したことによるものだ

が、これはRQ１で考察した、「理性的・機能的経験と、感覚的・感情的な経験の両側面を想定した顧

客経験のフレームワーク（４象限マトリクス）」とも整合する。日用品には機能便益を客観的に評価す

る経験と同時に、機能を感情とともに実感する経験や五感で喜びを感じる主観的な経験も存在してい

る（先述主婦調査）。前者はブランドへの高い信頼感、つまり「ブランドトラスト」などに結びつくだ

ろう。また、後者は強い愛着、例えば「ブランドラブ」などに結びつくことが想定できる。 
そこで、本研究ではHuang（2017）に従い、次のような媒介構造を想定する。すなわち、「日用品の
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益を客観的に評価する経験と同時に、機能を感情
とともに実感する経験や五感で喜びを感じる主観
的な経験も存在している（先述主婦調査）。前者
はブランドへの高い信頼感、つまり「ブランドト
ラスト」などに結びつくだろう。また、後者は強
い愛着、例えば「ブランドラブ」などに結びつく
ことが想定できる。
そこで、本研究ではHuang（2017）に従い、
次のような媒介構造を想定する。すなわち、「日
用品のブランドロイヤルティは客観的な製品機能
経験によりブランドトラストを媒介して高まり、
同時に主観的な感情感覚経験によりブランドラブ
を媒介して高まる」という構造である。

3.2.3　RQ３：日用品のブランド経験はど
のような尺度項目で測定可能か

RQ1で設定された顧客経験（広義のブランド経
験）の5次元構造に対応し、それぞれの次元を測
定する項目は、実用を考えると項目数で3～6程
度（計15～30程度）が妥当であろう。本研究で
は Churchill（1979）に従って質的調査から尺度
項目をコーディングし、次に量的調査で探索的お
よび確認的因子分析を行い、妥当性と信頼性の高
い項目を精選していくアプローチを採用する。そ
の理由は、経験という広範な概念を測定する項目
を検討する場合には、先行研究が十分ではないこ
とから、探索的（質的）調査が極めて重要である
と考えられるためである。Brakus et al.（2009）
のリサーチデザインも、大筋でChurchill（1979）
を踏襲している。本研究では、具体的には次節の
ようなリサーチデザインを設定する。

3.3　リサーチデザイン（尺度開発の方法お
よびRQ検討のアプローチ）

3.3.1　質的調査によるブランド経験の構造
および項目候補の探索

本研究は田中他（2016）にならい、GTA法（戈
木＝ストラウス版メソッド：戈木 , 2008；2014）
を採用する。GTAとは「Grounded Theory 

Approach」の略称で、質的データから信頼度の
高い理論を生成する質的調査法とされる（佐藤 , 

2008）。GTAが分析メソッドであることを示すた
めに、一般的ではないが、本稿では「法」を添え
ている。
戈木＝ストラウス版のGTA法では、個別の現
象は「状況」を起点とし、ある結果に「帰結」す
るまでのプロセス（ストーリーライン）が、人と
対象の「アクション（行為）/インタラクション（相
互行為）」の連鎖として構造化＝理論（パラダイム）
化される。日用品の場合はその使用状況から、ブ
ランドロイヤルティに帰結するプロセスの中の分
岐となる行動や意識（「行為 /相互行為」）はそれ
ぞれ、何らかのブランド経験と関連し、あるいは
影響されていると推論できる。従って、プロセス
の分岐となる重要なカテゴリー/サブカテゴリー
（GTA法で抽象化された概念のことを指す）をブ
ランド経験の下位次元構成概念と解釈することが
可能である。ゆえに尺度項目をこのカテゴリー/

サブカテゴリーから抽出できるのではないかと考
えた。

3.3.2　量的調査による尺度項目の選定とブ
ランド経験測定

まず、GTA法で得られた概念（カテゴリーお
よびサブカテゴリー）をブランド経験の表出と解
釈し、尺度項目に置き換えることで項目を多数、
導出する。その後、これらの項目候補を、ブラン
ド経験を測定しているかという基準（構成概念妥
当性）で量的に評価し、項目を20～30程度に絞り
込む。
次に、その項目を使って日用品のブランド経験
について質問し、得点を用いて因子分析（探索的
および確認的）を行う。因子負荷量の低い項目な
どを削減することで、実用的サイズ（各3～6項目）
に近づける。合わせてブランドロイヤルティ、お
よびブランドリレーションシップ関連構成概念に
ついても得点化し、重回帰分析によりブランドロ
イヤルティへの影響を解析する。
最後に、共分散構造分析（構造方程式モデリン
グ）により、ブランド経験がブランドロイヤル
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ティ、およびブランドトラスト、ブランドラブな
どにどのような影響があるかをモデル化し、その

妥当性と信頼性、適合度について確認する。

第４章　実証研究

4.1　研究1 質的調査（GTA法）の概要と
結果

首都圏および北海道在住の、30代から60代まで
の既婚女性（有職または専業主婦）10人に５品
目（洗濯洗剤、食器洗剤、台所ラップ、歯ブラ
シ、即席袋麺）の使用状況・購買店舗や購入頻
度、愛用ブランドの有無などについて半構造化イ
ンタビューを行った（一人60分～90分間）。調査
は2021年5月から7月にかけて、緊急事態宣言中の
ためZOOMを利用してオンラインで行われた。
インタビューからは、全般に低関与を伺わせる

発言（例えば現使用ブランド名を覚えてないなど）
と同時に、想定以上に感情を伴う詳細な記憶が想
起され、製品関与は低いが状況特定的関与は高い
日用品の特性が確認された。保管、収納の苦労や
工夫、使用中の感覚、など行動的要素が多岐にわ
たり抽出され、日用品のブランド経験が主に使用
過程の中で生起されていることも確認できた。
一方で日用品には「コスパ」や「性能」など、

機能便益価値への強い期待があることも確認でき

た。過去に「価格につられて安物を買って失敗し
た経験」が負の経験として強く記憶されており、
それが現使用ブランドの信頼につながっている構
造も多くの対象者で共通していた。なお今回の調
査の範囲では75％が現使用ブランドへのロイヤル
ティを持っていた。以上の発言内容から3.2.1で
提唱したマトリクスの左右構造には一定の妥当性
があることが示唆された。
紙幅の関係で本稿では詳細は割愛するが、

GTA法（戈木＝ストラウス版メソッド）は発言
録データの解析から「カテゴリー関連図」や、そ
れらを統合したより抽象度が高い「カテゴリー関
連統合図」を生成する手法である。「カテゴリー
関連図」内の①「状況」と③「帰結」（本調査では「ブ
ランドロイヤルティの有無」）をつなぐ②「行為 /

相互行為」の中でプロセスの分岐構造を作ってい
る5つのカテゴリー（重要な概念）が、ブランド
選好を強化し、ブランドロイヤルティを形成させ
る鍵概念と解釈された（図表7：太枠がカテゴリー
を示す）。

図表７　GTA法による顧客経験構造の理論化

この5カテゴリーは、3.2.1でモデル化した5次 元構造マトリクスと対応させて配列されている
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が、「ブランドとの相互行為・相互作用（インタ
ラクション）」、つまり「行動的経験」次元が他の
カテゴリー（重要な概念）と関連しつつ、知覚価
値の確証を強化し、ロイヤルティに帰結する構造
が「カテゴリー関連統合図」内で明示された。

4.2　研究２ 量的調査の概要と結果

4.2.1　ブランド経験測定項目の評定と選定

GTA法で得られた46枚のカテゴリー関連統合
図から166の項目候補が生成された。それらを、
ブランド経験に近く、逆に他のブランド関連概念
（ブランドロイヤルティやブランドラブなど）か
ら遠いという観点で、スクリーニングを行い、最
終的に28項目に絞り込んだ。評定に当たっては
マーケティング専攻のMBA大学院生8名による予
備調査を経て、外部クラウドソーシングサービス
（クラウドワークス）を利用し、ワーカー60名（性
別年齢非公開）に項目の評定をリッカート尺度5
件法で依頼した（2021年10月実査）。各項目の得
点（平均）に天井効果、床効果は見られなかった
ため、得点上位（3.0以上）の28項目を、内容を
最終的に確認した上で採用した。

4.2.2　ブランド経験の測定と因子分析（第
一次調査）

ブランド経験の測定は300人規模の第一次調査
と1200人規模の第二次調査（いずれもインター
ネット調査）により実施された。対象商品はいず
れも、台所ラップ、食器洗剤、洗濯洗剤および
シャンプーの4製品である。第一次調査は2021年
11月に行われ、全国の25歳～65歳の既婚女性（有
職・無職）304名中293人の有効回答を得た。調査
パネルはマーケティングアプリケーションズ社の
「サーベロイド」を利用し、年代は国勢データの
年代構成比に従って割り付けた。
質問は、28項目に関して「1=そう思わない～
5=そう思う」までのリッカート尺度5件法で回答
してもらった。回答のばらつきをチェックするた
めにシャンプーをコントロールとし、調査対象を

3グループ各100人（目標）に分け「シャンプー＋
台所ラップ」「シャンプー＋食器洗剤」「シャンプー
＋洗濯洗剤」を設問として設定した。
回答結果を確認したところ、全ての項目で天井
効果・床効果は見られなかった。28項目合計得点
の平均値にはグループ間で有意差はなかった（F

値=.925,　p =.398）。項目ごとに見ても5％水準で
有意差が確認されたのは28項目中5項目だけで、
また特に一つの製品グループに偏ったばらつきで
ないことがその後の多重比較で確認されたことか
ら、第一次調査の3グループのデータセットを統
合し、有効サンプルサイズ=580（欠損値除去後）
のデータとして探索的因子分析を行なった。分析
にはこの後の分析も含めIBM SPSS Ver.27を使用
した。
最尤法で因子抽出を行い、共通性と因子ごとの
固有値を確認した後、プロマックス回転で探索的
因子分析を行なった。プロマックス回転を採用し
たのは因子間に相関を仮定したためである。因子
数はカイザー基準に従い固有値１以上を採用し
た。因子抽出の結果、固有値１以上の因子は3（第
三因子までで累積固有値62.6％）となり、もとも
と仮定していた5因子構造にはならなかった。因
子間の相関は .40～.67で特に高いものはない。各
因子の信頼性（内的一貫性）を示すクロンバッ
クのα係数は第一因子が .958、第二因子が .889、
第二因子が .803であり基準（α≧ .60：Bagozzi, 

1994；α＞.70：Hairら, 2013）を満たした。
第一因子は項目が多く集まり、解釈が難しかっ
た。BRAKUS尺度から採用した6項目全て（「そ
のブランドを使うときは高揚感のある動作を伴
う」など）がこの因子に含まれた。これら6項目
は本来、「認知的」「感情的「感覚的」「行動的」と
いう異なる４領域の経験を測定するために開発さ
れたものである。従って第一因子には様々な経験
領域が混在しており、このモデルはまだ解像度が
低くそれらを識別できていないということにな
る。第二因子と第三因子の境界も必ずしも明確で
はなかったが、この2つの因子に3.2.1で仮定し
た四象限マトリクスの左側（機能的経験）よりの
項目が集まったことで、経験の内容が機能的なも
のと、感情・感覚的なものに大きく分かれること
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が確認された。

4.2.3　ブランド経験の測定と因子分析（第
二次調査）

第二次調査（2021年11月実査）ではサンプルサ
イズを1200人規模に拡大し、それぞれ300人を目
標に無作為に第一次調査と同じ4品目を割り付け
た。第一次調査と同様「サーベロイド」を利用し
全国25歳～65歳の既婚女性（有職・無職）を国勢
データの年代構成比に従って割り付けた。有効回
答は1202人（欠損値除去後）であった。
第二次調査では、第一次調査と同じブランド経

験28項目に加え、新たにブランドロイヤルティ質
問（５項目）、現使用ブランドへの行動的ロイヤ
ルティ質問（10段階）、ブランドラブ質問（5項目）、
ブランドトラスト質問（5項目）、顧客満足質問（5

項目）およびブランドパーソナリティ質問（14項
目）などを聴取した。提示順序は順序効果が発生
しにくいように設計上可能な範囲でランダマイズ
した。
結果は全ての回答に天井効果・床効果は見られ
なかった。さらにデータセット（グループ）間
で、分散分析を行なったが、合計得点に関しては
グループ間ではp=.057（F =2.52）で、5％水準で
は有意差はなかった。ブランド経験28項目間の信
頼性についても、どのグループでもクロンバック
のα係数＞ .95以上で高い内部一貫性が確認され、
かつグループ間で大きな差はなかった。ここか
ら、分析にあたっては4品目グループデータを統
合しても問題ないと判断し、全データ（ss=1202）
をプールして以降の分析を行うこととした。

図表８　探索的因子分析（第二次調査）　＊20項目に削減後

まずブランド経験28項目間の相関について確認
する。5項目間に0.7以上の相関が見られたが、最

も相関が高いペア（「そのブランドが生活の中に
置かれていることで潤いを感じる」と「そのブラ
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4.2.3  ブランド経験の測定と因子分析（第二次調査） 
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結果は全ての回答に天井効果・床効果は見られなかった。さらにデータセット（グループ）間で、分

散分析を行なったが、合計得点に関してはグループ間ではp=.057（F =2.52）で、5%水準では有意差は

なかった。ブランド経験28項目間の信頼性についても、どのグループでもクロンバックのα係数＞.95
以上で高い内部一貫性が確認され、かつグループ間で大きな差はなかった。ここから、分析にあたっ

ては4品目グループデータを統合しても問題ないと判断し、全データ（ss=1202）をプールして以降の

分析を行うこととした。 

 
まずブランド経験 28 項目間の相関について確認する。5 項目間に 0.7 以上の相関が見られたが、最

も相関が高いペア（「そのブランドが生活の中に置かれていることで潤いを感じる」と「そのブランド

は出会ったという感じがする」）でも相関係数は.0.72であったため、特に注意すべき強い内部相関はな
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ンドは出会ったという感じがする」）でも相関係
数は .0.72であったため、特に注意すべき強い内
部相関はないと判断し、全28項目をブランド経験
測定変数候補として探索的因子分析を行なった。
結果は、固有値1以上では2因子構造となり、第

一次調査で確認された3因子構造も、事前に仮定
していた5因子構造も、再現されなかった。第一
次調査と同様に、第一因子にはBRAKUS尺度項
目を含む多様な項目が集まり、ブランド経験が分
解しにくい統合的な概念である可能性を示した。
第二因子は、第一次調査で二つに分かれていた機
能的経験寄り（左半分）の項目が一つに集まった。
仮定していた5因子（5次元）構造が確認できな

かったので、データをブランドロイヤルティ変数
（5項目）のスコアの高低で分割し、平均よりスコ
アの高いグループ（17点以上）のみを対象に再度、
28項目で探索的因子分析を行なった。データを分
割した理由は、平均よりロイヤルティが高い層は
ブランド経験も相対的に豊かで、その記憶にアク
セスしやすいことが考えられたためである（質問
文冒頭の「あなたは今、自宅でそのブランドを
ちょうど使おうとしているところです」という教
示に対し、高ロイヤル層では状況特定的関与が高
まり、ブランド経験を想起しやすかったと解釈で
きる）。その結果、当初想定していた5次元構造で

はないが、四象限マトリクス構造をサポートする
4次元（4因子）構造を得ることができた。なお高
ロイヤル層の比率はデータ量のほぼ半数、47.9％
（576人）である。
28項目の因子分析（カイザー基準で固有値1
以上）における４因子までの累積因子寄与率は
58.4％であったが、因子負荷量の低い項目（0.4
以下）および交差負荷が高い項目（0.4以上）を
除去した20項目では4因子（固有値0.9以上）まで
の累積因子寄与率は63.1％となった。項目を削減
すると固有値＞1.0の基準では因子数4を維持でき
ないため、因子数を4に固定したうえで固有値が
0.9を下回らないように注意して分析を行った（図
表8：項目削減後）。
探索的因子分析の結果から得られた４因子は、
事前に想定された四象限の顧客経験マトリクスと
整合するものであった（図表9）。右半分はよりブ
ランド経験の要素が強い領域と考え、BE（Brand 

Experience）1(右上)およびBE２（右下）と識別
記号をふった。逆に左半分はより製品経験に近い
領域と考え、CE（Category Experience）1(右上)

およびCE２（右下）と識別記号をふった。略称
をカテゴリー（C）としたのはブランド（B）に
対して直感的に対称構造を想起できると考えたた
めである。

図表９　確認的因子分析結果の解釈（四象限マトリクス）

まず、最も項目の多い第一因子（BE１）は「（機
能が良いだけでなく）感情に訴えてくる」「視覚や
他の感覚に響いてくる」といった強い感情・感覚
と並んで、「問題解決」「新しい情報の提供」「いつ
も最高の状態で使えるように手入れ」「アレンジが
できる」といった能動的に達成方向に向かう認知

的あるいは行動的な要素が含まれていた。また、
それらに加えて「高揚感のある動作を伴う」「身体
的関わり」などの「行動的」経験項目が含まれて
いた。ここから、第一因子（BE１）を「能動的
感情・相互作用」因子と命名した。
次に項目が多かったのは第三因子で、「楽しさ」
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いと判断し、全28項目をブランド経験測定変数候補として探索的因子分析を行なった。 
結果は、固有値 1 以上では2 因子構造となり、第一次調査で確認された 3 因子構造も、事前に仮定
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子は、第一次調査で二つに分かれていた機能的経験寄り（左半分）の項目が一つに集まった。 
仮定していた 5 因子（5 次元）構造が確認できなかったので、データをブランドロイヤルティ変数

（5項目）のスコアの高低で分割し、平均よりスコアの高いグループ（17点以上）のみを対象に再度、

28項目で探索的因子分析を行なった。データを分割した理由は、平均よりロイヤルティが高い層はブ

ランド経験も相対的に豊かで、その記憶にアクセスしやすいことが考えられたためである（質問文冒

頭の「あなたは今、自宅でそのブランドをちょうど使おうとしているところです」という教示に対し、高ロイ

ヤル層では状況特定的関与が高まり、ブランド経験を想起しやすかったと解釈できる）。その結果、当

初想定していた5次元構造ではないが、四象限マトリクス構造をサポートする4次元（4因子）構造を

得ることができた。なお高ロイヤル層の比率はデータ量のほぼ半数、47.9%（576人）である。 
28項目の因子分析（カイザー基準で固有値1以上）における４因子までの累積因子寄与率は58.4％

であったが、因子負荷量の低い項目（0.4以下）および交差負荷が高い項目（0.4以上）を除去した20
項目では4因子（固有値0.9以上）までの累積因子寄与率は63.1%となった。項目を削減すると固有値

＞1.0の基準では因子数4を維持できないため、因子数を4に固定したうえで固有値が0.9を下回らな

いように注意して分析を行った（図表8：項目削減後）。 
探索的因子分析の結果から得られた４因子は、事前に想定された四象限の顧客経験マトリクスと整

合するものであった（図表 9）。右半分はよりブランド経験の要素が強い領域と考え、BE（Brand 
Experience）1(右上)およびBE２（右下）と識別記号をふった。逆に左半分はより製品経験に近い領域と

考え、CE（Category Experience）1(右上)および CE２（右下）と識別記号をふった。略称をカテゴリー

（C）としたのはブランド（B）に対して直感的に対称構造を想起できると考えたためである。 

               

まず、最も項目の多い第一因子（BE１）は「（機能が良いだけでなく）感情に訴えてくる」「視覚や他

の感覚に響いてくる」といった強い感情・感覚と並んで、「問題解決」「新しい情報の提供」「いつも最

高の状態で使えるように手入れ」「アレンジができる」といった能動的に達成方向に向かう認知的ある

いは行動的な要素が含まれていた。また、それらに加えて「高揚感のある動作を伴う」「身体的関わり」

などの「行動的」経験項目が含まれていた。ここから、第一因子（BE１）を「「能能動動的的感感情情・・相相互互作作用用」」

因子と命名した。 
次に項目が多かったのは第三因子で、「楽しさ」「気分転換」「生活に潤い」「出会い」などの、極めて

情緒的・感覚的なものが並んだ。これらは第一因子の一部の感覚的項目に比べるとより主観的で受動
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「気分転換」「生活に潤い」「出会い」などの、極め
て情緒的・感覚的なものが並んだ。これらは第一
因子の一部の感覚的項目に比べるとより主観的で
受動的な感覚といえる。そこで「主観的評価」因
子（BE２）と命名した。
その次に、項目数３の第二因子を解釈する。「常

備を欠かさない」「迷わず補充する」という積極的
な態度と「効果実感」が同じ因子に含まれている
ことから、単なる慣性的な継続購買ではなく、製
品の効果を強く実感した経験に基づく常備行動と
読み取ることができる。そこで第二因子は「能動
的利用」因子（CE１）と名付けた。
最後の第四因子は、項目が２つしか残らなかっ

た。意味的には「これがいいというより、これで
いい」というような、満足度は高いがやや消極的
な評価である。そこでこの因子を「受動的評価」
因子（CE２）と名付けた。これも経験概念の分
類の左下、「受動的」かつ「理性的」象限にうま
く当てはまっている。以上の分析を通じて、もと

もと本研究で仮定した５次元のうちの行動的（相
互作用）次元は、独立して存在する次元ではなく、
他の次元と相互作用を起こしながら、能動的因子
（BE１およびBE２）の項目の一部として存在す
るものと解釈された。
実用を考えると、尺度項目はなるべく少ない方
が望ましい。そこで、項目数が多い第一因子（BE
１）と第三因子（BE２）について、項目間の相
関などを見ながらさらに絞り込みを行った。結果
的に図表10のように15項目が残った。各因子の信
頼度を図中に示す（αは .82～.89）。当初、ブラ
ンドと消費者の相互行為を示す因子項目として想
定していたACT項目（BRAKUS尺度の「行動的」
経験項目に対応）7項目のうち4項目が右上（BE１）
に、2項目が左上（CE１）に残った。この結果か
らも、経験における行動的成分（使用時における
消費者とブランドの相互行為・相互作用）の重要
性が示された。

図表10　探索的因子分析の最終結果（項目削減後）

続いて、「ブランド経験」15項目全体の構成概
念妥当性を確認するために、共分散構造分析に
より確認的因子分析を行なった（図表11）。分
析に用いたデータは低ロイヤル層も含む全デー
タ（ss=1202）である。解析ソフトは IBM Amos 

ver.26を使用した。
Schermelleh-Engel et al.（2003, p.52）は確

認的因子分析のモデル適合度基準をGFI≧ .90、
AGFI≧ .85、CFI≧ .95、RMSEA≦ .08として
いる。結果は、χ2値 =588.37、p =.000、自由
度（84）、CMIN/DF=7.00、適合度はGFI=.936，
AGFI= .909, CFI =.957，RMSEA=.071 となった。
パスは全て0.1％水準で有意だった。この15項目
モデルの適合度は十分、基準を満たしているとい
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的な感覚といえる。そこで「「主主観観的的評評価価」」因子（BE２）と命名した。 
その次に、項目数３の第二因子を解釈する。「常備を欠かさない」「迷わず補充する」という積極的
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は、独立して存在する次元ではなく、他の次元と相互作用を起こしながら、能動的因子（BE１および

BE２）の項目の一部として存在するものと解釈された。 
実用を考えると、尺度項目はなるべく少ない方が望ましい。そこで、項目数が多い第一因子（BE１）

と第三因子（BE２）について、項目間の相関などを見ながらさらに絞り込みを行った。結果的に図表

10のように15項目が残った。各因子の信頼度を図中に示す（αは.82〜.89）。当初、ブランドと消費者

の相互行為を示す因子項目として想定していた ACT 項目（BRAKUS 尺度の「行動的」経験項目に対

応）7項目のうち4項目が右上（BE１）に、2項目が左上（CE１）に残った。この結果からも、経験に

おける行動的成分（使用時における消費者とブランドの相互行為・相互作用）の重要性が示された。 
 

 
続いて、「ブランド経験」15項目全体の構成概念妥当性を確認するために、共分散構造分析により確

認的因子分析を行なった（図表 11）。分析に用いたデータは低ロイヤル層も含む全データ（ss=1202）
である。解析ソフトは IBM Amos ver.26を使用した。 

Schermelleh-Engel et al.（2003, p.52）は確認的因子分析のモデル適合度基準をGFI≧.90、AGFI≧.85、
CFI≧.95、RMSEA≦.08 としている。結果は、χ２値=588.37、p =.000、自由度（84）、CMIN/DF=7.00、
適合度はGFI=.936，AGFI= .909, CFI =.957，RMSEA=.071 となった。パスは全て0.1%水準で有意だっ

た。この15項目モデルの適合度は十分、基準を満たしているといえる。 
確認的因子分析の結果（パス図）を図表11のように布置することで、因子間の相関係数の大きさか
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える。
確認的因子分析の結果（パス図）を図表11のよ

うに布置することで、因子間の相関係数の大きさ
から4つの因子（経験次元）の、ほぼ左右・上下

対称の構造が可視化された。これは想定された四
象限の顧客経験（広義のブランド経験）マトリク
スモデルを支持するものである。

図表11　確認的因子分析（第二次調査）

まず、内的一貫性についてクロンバックのα
係数を確認した。Bagozzi（1994）はα≧ .60を、
Hairら（2013）はα＞ .70を基準としている。今
回算出された係数は4因子とも .80を上回ってお
り、内的一貫性を満たしている。
続けて、一次元性、収束妥当性、弁別妥当性の

三つの観点から構成概念妥当性について確認す
る。まず一次元性について、確認的因子分析で
得られた適合度の値（RMSEA=.071）は、基準
（RMSEA≦ .08）をクリアしており、本モデルの
一次元性については問題がないと考える。次に収
束妥当性について検討する。確認的因子分析にお
いて、構成概念と、それを構成する各項目間の相
関が0.5より大きい（すなわち有意に大きい）こ
とで収束妥当性は確認される（畑井, 2004）。各因
子と項目間の相関（標準化推定値）は .63から .84
の範囲で、すべて0.1％水準で有意に＞0.5であっ
た。最後に、弁別妥当性について検討する。因子
間の相関係数が１と有意に異なることが弁別妥当
性の一つの基準となる（畑井 , 2004）。結果とし
て、因子間の相関係数はすべて１と異なった。し
たがって、本モデルの弁別妥当性は確認された。
以上の分析から、15項目を説明する４因子はそ

れぞれ異なる概念を測定しながらも全体としては

関連し、４つの下位次元からなる一つの構成概
念、すなわち「顧客経験（広義のブランド経験）」
を構成しているといえる。この結果は3.2.1で仮
定した四象限マトリクス構造をある程度、裏付け
るものであるが、想定していた5次元構造、つま
り「行動的経験」次元が因子として独立する構造
ではなかった。

4.2.3　共分散構造分析（構造方程式モデリ
ング）

続いて、ブランドロイヤルティ（BL）を従属
変数とした重回帰分析および構造方程式によるモ
デルでブランドロイヤルティへの各因子の影響を
確認する。BLスコアに関しては、本研究の主題
である「態度的ロイヤルティ」への影響を確認す
るために、当初測定したBL 5項目のうち「態度
的ロイヤルティ」3項目の合計得点を用いること
とした(平均=9.24, SD=2.36, min=3, max=15, )。
重回帰分析の結果、投入した独立変数の中で

BP（ブランドパーソナリティ14項目の合計得点）
はベータ値が非有意かつマイナスとなった。先行
研究ではBPはBLを形成する重要な要因とされる
（Brakus et al., 2009）が、本調査ではその重要性
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ら 4 つの因子（経験次元）の、ほぼ左右・上下対称の構造が可視化された。これは想定された四象限

の顧客経験（広義のブランド経験）マトリクスモデルを支持するものである。 
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以上の分析から、15項目を説明する４因子はそれぞれ異なる概念を測定しながらも全体としては関
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は確認できなかった。従って、構造方程式のモデ
ルにはBPを媒介変数として投入しないこととし
た。同じく媒介変数候補のCS（顧客満足）に関
しては、他の2変数（ブランドラブ：BLVとブラ
ンドトラスト：BT）に比べて、標準化係数が低
い結果となった。残った媒介変数候補（BLVと
BT、およびCS）と顧客経験４因子を独立変数と
し、BLを従属変数として重回帰分析を行ったが、
CE２（受動的利用因子）のみ、ベータ値は有意
にマイナスであった。従って、構造方程式のモデ
ルではCE２次元はモデルから除外し、CE２以外
の３次元を「広義のブランド経験（BX）」と再定
義する。また、媒介変数としてCSを含めた場合
に構造方程式モデルの当てはまりが悪く、CSを
モデルから抜くことで当てはまりが大きく向上し
たため、本モデルではCSも媒介変数として採用
しないこととした。すなわち、CE２を含めた15
項目が全体の顧客経験（CX）を表し、さらにそ
の中にCE２を除く13項目・3因子からなる広義の
ブランド経験（BX）が含まれていて、そのスコ
アが直接、または2つの媒介変数（ブランドラブ：
BLVとブランドトラスト：BT）を介して間接的に、
BL（態度的ロイヤルティ）に正の影響を与える、
という構造が仮定された。

以上のように投入する変数を確定させ、共分散
構造分析によりモデル化を行った。モデルの適合
度は基準を満たしている（GFI=.93， AGFI= .90, 
CFI =.96，RMSEA=.075, χ2=734.75,  p=.000  自
由度95,  CMIN/DF.= 7.73）。パス係数は全て0.1％
以下の水準で有意である。
さらにパス図（図表12）について検討する。本
モデルに採用された観測変数はお互い相関関係が
あることが分かっている。BLVとBTの間に共分
散(双方向のパス)を仮定しているのはこの知見を
反映している。また、CE1(「能動的利用」因子)

は、本研究の仮定ではマトリクスの左半分に属す
る製品経験(機能的)側の因子であり、マトリクス
の右半分のブランド経験（感情・感覚的）側の
2因子（BE1·BE2）と異なる特性を持つと推論
している。そのため、CE1はブランド経験 (BX)

の下位次元の変数でありながら、独立してBTと
BLVおよびBLに至る直接のパスが仮定されてい
る。パス係数を見ると、CE1からBTへのパスが
BXからBTへのパスよりも大きい（.53>.38）。ま
たBXからCE1へのパス係数（.65）も、BE1と
BE2へのパス係数（.95～.99）に比べて小さい。
このようにブランド経験3次元の中でCE1は他の
二つの因子に対し、異なる特性を示している。

図表12　共分散構造分析の結果

BLVとBTによるブランド経験の媒介効果は先 行研究でも示されている（Huang, 2017）。ソベ
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ル検定（Sobel's test）によりBLVとBTによる部
分媒介の有意性が検定された（z値10.00/11.66）。
以上から、3.2.2 で提示した「日用品のブランド
ロイヤルティは客観的な製品機能経験によりブラ
ンドトラストを媒介して高まり、同時に主観的な
感情感覚経験によりブランドラブを媒介して高ま
る」という媒介構造が確認された。これは3.2.1 
で仮定した4象限マトリクスの左右構造の妥当性

2　 長沢（2019）は「行動的経験価値（ACT）」もブランドの情緒的便益に該当するとしている。

を示唆する。
また、このようにモデル全体の適合度、および

「広義のブランド経験」（潜在変数BX）からブラン
ドロイヤルティへの総合効果が先行研究と同様に
確認されたことから、本研究で開発したブランド
経験尺度の基準関連妥当性はある程度、検証され
たと考えられる。

第５章　議論

本稿の目的は、一般に「コモディティ」とされ
る日用品でも一定のブランドロイヤルティが存在
していることを確認した上で、ブランドロイヤル
ティ形成過程におけるブランド経験の貢献を示す
ことにあった。本研究は、新たに開発した13項目
のブランド経験尺度により日用品におけるブラン
ド経験を測定することで、ブランド経験がブラン
ドラブおよびブランドトラストを媒介変数として
ロイヤルティに影響を与える構造を確認した。す
なわち日用品でも「ブランド経験」が存在しうる
こと、およびブランドトラストに結びつく理性
的・機能便益価値の経験と同時に、ブランドラブ
という情緒的態度を生起させる感情的・感覚的な
経験が、日用品でも重要であることが示唆され
た。
また2つ目のポイントとして、経験における行

動的成分（使用時における消費者とブランドの相
互行為・相互作用）の重要性が示されたことをあ
げる。残ったBRAKUS尺度4項目中の二つは「行
動的」経験成分の項目である。筆者が「行動的」
経験成分に分類したACT項目も全7項目中、右上
に四つ、左上に二つ、計6項目が残った。ここか
ら経験の認知過程における「行動を通じた身体的
感覚の重要性」を確認することができた。しか
し、筆者の予想に反して、行動的成分はそれだけ
で独立した因子（次元）を構成せず、感情や感覚、
あるいは認知とも一体となって経験を構成してい
た2。よって、初期仮説の5次元構造は支持されな

かったが、今までの議論では必ずしも明確ではな
かったブランド経験と製品経験、使用経験の関係
については、「使用時における消費者とブランド
の相互行為・相互作用の中で製品経験はブランド
経験と統合され、顧客経験を形成する」という統
合的なフレームワークが示唆された。特に、使用
価値しか持たない日用品には、この整理が適合す
ると考える。
一方で、本研究には複数の課題が残っている。
まず、本研究では「日用品」としてまとめている
が、実際には4品目のデータに過ぎない。他の日
用品、あるいはより製品関与が高い品目に対して
も今回得られた13の尺度項目が、安定して同じよ
うにブランド経験を測定できるかについては、今
後の検証が不可欠である。また、BRAKUS尺度
の4次元（認知的・感覚的・感情的・行動的）も
再現できなかった。同じように、共分散構造分
析のパス図でもBrakus et al.（2009）が想定した
媒介変数（BP：ブランドパーソナリティおよび
CS：顧客満足）を採用できなかった。これは2.2
で指摘した、BR関連概念と態度的ロイヤルティ
の概念上の重複が原因である可能性も考えられ
る。この点も含め、全体の傾向が日用品を対象に
したことによるバイアスなのか、それ以外の要因
（たとえば質問項目）によるものなのか、などに
ついても今後の研究が必要である。
次に、探索的因子分析（第二次）では、データ
を高ロイヤル層に分割しなければ4因子構造を抽
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出することができなかった。本当に構成概念妥当
性が高ければ、想定した概念（次元）と因子の数
は同数になるはずである（Hinkin, 1998）。つま
り、全てのデータセットで同じように四因子が別
れるはずである。その点で、今回最初に選定した
28項目は同質性が高すぎるものを選んでしまった
可能性がある。
最後に因子間の弁別妥当性について、特にBE1
とBE2、CE1とCE2の因子間の相関が高く、異な
る因子として弁別しきれていない可能性が残る。
第一次因子分析、および全データセットでの第二
次因子分析の結果も同様の傾向を示した。すなわ
ちマトリクスの左右構造に比べて上下は連続性が
高く、本当に4因子として独立しているかについ
てはさらなる検討が必要であろう。
以上のような限界はありつつ、本研究は学術的

に一定の貢献があったと考える。一つ目は日用品
という低関与なカテゴリーでも、ブランド経験は
（予想以上に）豊かに存在していることを「状況

特定的関与」という概念を導入することで確認で
きたことである。二つ目は、「経験」概念のマト
リクス構造を実証的に示したことである。経験価
値が提唱されて20年以上になるが、いまだに経験
概念は掴みどころがない感がある中で、これは経
験マーケティング研究の一つの成果であろう。
また、ブランドラブという感情価の高い構成概
念が日用品においても機能しているという事実
は、プロモーションの実務にとって有用である。
日用品は常に価格競争圧が働き、コモディティと
して差異を喪失する危険と背中合わせである。そ
の時に、機能価値側でなく、より感情や感覚に響
くブランド経験の設計は、日用品にとってブラン
ドエクイティ向上の武器になり得るであろう。こ
れは、日用品企業にとって、脱コモディティ化に
向けての新たなプロモーション戦略の可能性、す
なわちブランド経験のマネジメントを検討する意
義を示すものである。
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第１章　はじめに

1．1．　問題意識と研究の背景

食品メーカーを取り巻く環境は、国内人口減
少、少子高齢化、原料高騰、環境配慮など様々な
課題が山積している。小売業界においては、商圏
の生活スタイルやニーズに合わせた品揃えや独自
性ある売り場作り、そして実店舗とデジタルを融
合させたオムニチャネルを活用して顧客獲得を進
めているが、他業態との価格競争は一層激化して
いる。その中で食品小売業やドラッグストアは合
従連衡によって規模を拡大させて強大なバイイン
グパワーを背景に食品メーカーとの交渉を優位に
進めている。また、これまでナショナルブランド
（以下、NB）の廉価版のようなポジションだった
各小売業のプライベートブランド（以下、PB）は、
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な高品質で多様な商品ライ
ンを各カテゴリーに取り揃えて、他小売業やNB

との差別化を図り、売上を拡大することに成功し
ている。その中で近年、価格や容量や味など他商
品と比較検討することができない商品で、パッ
ケージデザインやプロモーションなどで消費行動
を起こさせるような訴求方法ではない、新たな価
値として環境や社会に配慮したラベルや取組みを
表記したエシカル商品を店頭で見かけることが多
くなった。
消費者庁の「倫理的消費」調査研究会（2017）

によると、「消費者それぞれが各自にとっての社
会的課題の解決を考慮したり、そうした課題に取
り組む事業者を応援しながら消費活動を行ったり
すること」を「エシカル消費（倫理的消費）」と
呼んでいる。このエシカル消費に関して消費者庁
の消費者意識調査（2020）によれば、2016年と
比較した「エシカル商品」の認知度は6.0％から
12.2％と2倍となっている。また、エシカル商品
への興味度は全体の59.1％に上昇。エシカルに繋
がる行動の日常的な実践者は29.0％から36.1％に
上昇。エシカル消費につながる商品・サービス
購入の意向がある人は61.8％から81.2％に上昇す
るなど、エシカルに対する前向きな態度が年々高
まっていることが調査で明らかになっている（消
費者庁,2020調査）。
エシカル認知が拡大した背景として、2015
年9月に国連サミットの加盟国で採択された持
続可能な開発目標であるSDGｓ（Sustainable 

Development Goals）の急速な盛り上がりがある。
また、小売業が社会課題解決や環境配慮などのサ
ステナビリティを競争戦略の根幹として位置づけ
て積極的に発信していることも大きい。たとえば
小売業最大手のセブン&アイ・ホールディングス
は、サステナブル経営を標榜し、2019年には環境
負荷低減の方針を明確にした環境宣言『GREEN 

CHALLENGE2050』を発表した。2030年には再
生可能エネルギー100％の利用を目指すRE100へ

〔査読付き実務研究論文〕

「ブランドのエシカル属性が価格プレミアムに与える影響
～SDGｓ時代における新製品開発マーケティングの活用に向けて～」

中央大学大学院　戦略経営研究科

松 尾　大 佑
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の参加をはじめ、CO2排出量実質ゼロを推進、プ
ラスチック対策では、石油由来のプラスチック使
用量を減らしていくとともに、オリジナル商品の
容器は環境配慮型素材を100％使用したものへと
順次切り替える目標を立てている。また、国内で
全国展開して複数の食品小売業を抱えるイオング
ループにおいては、早くから環境保全活動に取り
組んでいる。植樹活動をしたりプライベートブラ
ンドにおいてオーガニックを扱う「トップバリュ
グリーンアイ」を販売したり、健康や環境に配慮
した商品が日常的に誰でも入手できる店としてビ
オセボンを運営したり、循環型プラットフォー
ム「Loop」の商品販売など環境配慮商品の積極
的な販売を店頭で実現したりしている。首都圏と
関西に出店しているライフコーポレーションにお
いても同様に自然の恵みをいかしたオーガニッ
ク食品や健康にこだわった体にやさしい商品を
豊富に取り揃えたプライベートブランドの「BIO-

RAL」を販売し、Organic、Local、Healthy、
Sustainabilityの４つをテーマに店頭で目立つ売
り場を作り消費者にエシカル商品を提供してい
る。
食品メーカーにおいても、魅力的なパッケージ

や成分訴求に加えて、トレーサビリティで安心安
全を打ち出した商品、持続可能な原料調達や環
境・社会的配慮、生物多様性等につながるエコラ
ベル認証を付与した商品、売上で得た利益の一部
を寄付するようなコーズ・リレーテッド・マーケ
ティングなど、倫理的な側面を訴求した商品設計
が見られ、新たな商品属性を付与した新商品マー
ケティングを実行し差別化を図っている。食品
メーカー最大手の明治は、『2023中期経営計画』
において明治ROESGⓇ経営の実践、利益成長と
サステナビリティ活動の同時実現をコンセプトに
掲げており、健康志向商品や付加価値型栄養商品
の創出、健康な食生活・食文化の普及・啓発を推
進、環境との調和、人権・環境に配慮した原材料
調達を進めている。ネスレ日本は、商品の包装材
料を 2025 年までに 100％リサイクル可能、ある
いはリユース可能にするというコミットメントを
発表しており、その一環として2019年9月から、
「キットカット」の主力商品である大袋タイプ5品

の外袋を従来のプラスチックから紙パッケージに
変更し、海洋プラスチックごみの課題に向けた取
り組みを推進している。森永製菓は、2011年1月
から店頭に並ぶ「DARS（ダース）」や「カレ・ド・
ショコラ」など、商品の売上で得た利益の一部
について社会貢献事業を行うNGOへ寄付する「1
チョコ for1スマイル」キャンペーンを実施してい
る。また商品の一部原料は社会課題を解決し持続
可能な調達に貢献するバリーカレボー社の「サス
テナブルカカオ原料」である「ココアホライズン
認証カカオ」を使用している。
このように各企業の環境配慮への積極的な活動
に対して消費者は好意的な態度を示しているが、
フェアトレードインターナショナルの2017年フェ
アトレード認証製品推定市場規模のデータを見る
と、他国と比べて日本のエシカル市場規模は小さ
く、拡大が見られない。消費者はエシカル商品の
品質に対する価格に納得感を見いだせていないの
ではないか。エシカル消費に対して、なぜその価
格になっているのか、エシカル属性が価格を押し
上げているのか、消費者はもちろん提供する食
品メーカーも小売業も把握できていない。現在、
フェアトレードやオーガニック、寄付付き商品以
外でも環境配慮や社会課題解決に関わる様々なエ
シカル属性が次々に追加されているが、価格との
関係は明らかにされていない。環境や社会問題が
毎日のように取り挙げられ、エシカル消費促進が
その問題の解決の一つの手段になるのであれば、
解明されていない個々のエシカル属性と価格の関
係を明らかにすることは、食品メーカーや小売
業、国の政策において効果的にエシカル消費の促
進に繋がると考える。

1．2．　本論文の目的と意義

本研究ではブランドのエシカル属性が商品の
価格プレミアムに与える影響を明らかにするこ
とを目的とする。このエシカルという言葉自体
は、まだ新しい概念であり定義もなく曖昧に使わ
れているのが現状である。エシカルの言葉の発
端は、1989年にイギリスで創刊された『Ethical 

Consumer』という環境保護や人権、反動物実験
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などを取り上げた雑誌だと言われる。そこでは商
品や企業をブランドや売上ではなく、エシカル度
と言われる独自の基準に基づいて評価している。
その後、1997年にイギリスの当時の首相である
トニー・ブレア氏がCSR政策に積極的に関与し、
1998年の国際外交におけるスピーチでアフリカ植
民地政策に対して道義的・人道的な国際介入を「エ
シカルアプローチ」と表現したことから、一躍世
に広まった（中原 ,2017）。エシカルは環境配慮や
持続可能性の側面で使用されることが多く、そう
した消費者の志向や行動に対して同義ではないも
のの、広い意味でのethics（倫理）から「倫理的
消費」とも言われる。倫理的消費という言葉に対
して、田中（2011）は、「消費者の個人の利益だ
けでなく、他者や環境の公的な利益を考慮して行
う消費行動」と定義し、スターバックスにおける
フェアトレード、オーガニックを事例として挙げ
ている。日本においては、2011年の東日本大震災
を機に被災地産品を支援して購入する「応援消費」
と呼ばれる新たな消費行動が沸き起こったり、コ
ロナ禍の医療・福祉施設等への物資支援や地域社
会などのレジリエンスから「ローカル」が注目さ
れたり、地域社会に貢献する活動も「エシカル消
費」と捉えられている。
このような背景を持つ商品をエシカル商品と呼

んでおり、消費者は商品を選択する際、知覚品質
やコストパフォーマンス、自身の経験や口コミ情
報とともに、環境配慮や原産国、生産方法、添加
物不使用などの情報も含めて多面的に判断して購
入している。ほとんどの食品は1つの商品に対し
て多くの情報を付与した結果、複雑な属性の束と
なっており、これらの様々な属性は、消費者に
商品の品質に関するシグナルを提供するもので、
探索属性や経験属性（Nelson,1970）、信頼属性
（Darby&Karni,1973）に分類される。

Nelson（1970）によれば、探索属性は消費者
が商品を購入する前にその商品の品質をパッケー
ジやＷＥＢなどから比較検討できるものであり、
消費者はその商品の購入前にその商品のことが分
かるものとしている。一方で、商品を購入する
前にはその商品の良し悪しの判断が難しく、購
入されて使用して初めて消費者がその品質を判

断できるものを経験属性と呼んでいる。さらに
Darby&Karni（1973）は、価値があるにもかか
わらず、消費者が購入する前に調べることができ
ず、使用した後でもその商品の品質を識別するこ
とが難しいものとされている信頼属性と呼んでい
る。たとえば、洋服を購入する際、購入前に判断
できる探索属性として商品のデザインや素材から
特徴をつかみ比較検討することができ、経験属性
は着用したり洗濯したりすることで商品の品質を
判断することができる。一方で、素材がサステナ
ブル・コットンであったり、製造過程における
CO2排出削減であったりするような信頼属性は着
用後も評価が難しい。このように、商品を消費者
の視点から、購入前に品質を識別できる探索属性
と、購入後に品質を識別できる経験属性と、購入
前後でも品質が識別できない信頼属性の3つに分
類している。
その中で、食品メーカーや小売業は環境配慮や
健康に関する信頼属性に関心を持って商品開発に
取り組んでいる。しかし、この信頼属性の品質と
価格に関する関係を定量的に測った研究事例はほ
とんど見られない。そこで本研究では国内におい
て研究が少ない信頼属性の一部であるエシカル属
性と価格プレミアムについて、①エシカル属性は
価格プレミアムに影響を与えるのか。②どのよう
なエシカル属性が最も高い価格プレミアムをもた
らすのか。の2点をリサーチクエスチョンとして
研究する。また、信頼属性はエシカルだけでな
く、健康に関する属性を付与した商品も多く発売
されており食品メーカーの関心が高い領域であ
る。そこで、エシカルだけでなく、健康を含めた
信頼属性の価格プレミアムも合わせて確認した
い。
これらを解明することは、食品メーカーだけで
なく、小売業、エコラベル認証団体などのスキー
ムオーナー、そして国の政策におけるサステナビ
リティ戦略に対してエシカル市場への効果的な投
資を促し、持続可能な未来に向けた新たな示唆を
もたらすと考えている。
第2セクションでは、エシカル消費、海外で明
らかにされている信頼属性と価格プレミアム、そ
して品質と価格の関係を明らかにする手法として
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用いられるヘドニック・アプローチの国内におけ
る食品事例について先行研究をレビューする。第
3セクションでは、先行研究を受けてリサーチク
エスチョンを解明するための仮説を示す。第4セ
クションでは、仮説を明らかにするための実証研

究方法として対象商品のデータ収集方法とヘド
ニック・アプローチを使った分析手法について説
明し、実証分析から検証結果を述べる。第5セク
ションでは本研究から得られる実務における示唆
と今後の課題についてまとめる。

第２章　先行研究

2．1．　エシカル消費に関する先行研究

これまでの国内におけるエシカル消費に関する
主たる研究をレビューすると、「エシカルに対す
る関心が高い消費者はどのような価値観を持って
いるのか」また「エシカル商品に対してどの程度
支払う意思があるのか」というリサーチクエス
チョンが多く見られる。
玉置（2015）は「倫理的消費が単に消費者の社

会的意識だけでなく、社会的な困窮者や貢献者に
対する共感によって促進される」という仮説に対
して、生活協同組合の組合員に対する質問紙調査
を実施した。社会的困窮者や貢献者に対する共感
性の高い消費者ほど倫理的商品の購買意図が高い
ことが明らかになった。エシカル消費のマーケ
ティングを実践する上では、単に消費者の社会的
意識に訴えるのではなく、エシカル商品の背後に
ある社会的困窮者や貢献者への共感を促さねばな
らないことが示唆された。畑山（2018）は東京都
市圏の大規模質問紙調査において、年齢が高い層
は社会貢献志向的な倫理的消費をしているが、年
齢が低い層はクリエイティブ志向的な倫理的消費
をしていることを明らかにした。社会のためとい
うよりも、むしろ自らのライフスタイルを豊かに
するために新たなアイデアを生み出していく行為
として、若年層の倫理的消費を捉えていく必要が
あると指摘している。また、フェアトレード商品
に対するWTP（Willingness to pay:支払意思額）
の調査研究では、岩本（2015）はフェアトレード
紅茶が通常の紅茶よりもWTPが平均44円高いこ
とを明らかにした。太田（2017）は大学生に対す
る調査でフェアトレードコーヒーが通常のコー
ヒーよりもWTPが高く購入意図も高いことを明

らかにした。
このように国内の先行研究では、エシカル消費
者のデモグラフィック属性や価値観、WTPの高
さが明らかにされているが、研究対象がエシカル
消費者に絞られている。しかし、関心が高い層の
研究だけでは市場の発展に寄与することができ
ない。一方で、エシカル消費の先進国であるス
ウェーデンやイギリスの研究では、実際の小売市
場で取引されているエシカル商品の様々な属性と
価格プレミアムについて研究されている。

2．2．　信頼属性と価格プレミアムに関す
る先行研究

海外ではすでにエシカル消費が拡大しており、
食品メーカーや小売業が新たに付与する信頼属性
の価格プレミアムに関する研究が多く見られる。
そこで、特に各国で注目されることが多いエコラ
ベル、フェアトレード、サステナブルの3つの属
性と価格プレミアムに関する先行研究をレビュー
する。

2．2．1．　エコラベルと価格プレミアム

エコラベルの先行研究として、Grunertら
（2014）は、食品に表示されることが多くなった
エコラベルが、食品を選択する際の動機につなが
るのか、ヨーロッパの6つの国（イギリス、フラ
ンス、ドイツ、スペイン、スウェーデン、ポーラ
ンド）でオンライン調査を実施した。結果、価値
観や国の違いによっても影響が異なることも示さ
れたが、エコラベルは食品の価格や栄養情報と比
べると、消費者の食品選択に大きな影響を与え
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ていないことが明らかにされた。一方で、Sogn-

Grundvågら （2014）は、イギリスのスーパーマー
ケットにおける白身魚の信頼属性を事例として、
第三者認証の海洋管理協議会（MSC）のエコラ
ベルが価格プレミアムに与える影響について推定
した。結果、MSCのエコラベル商品には12.7％
価格プレミアムが上乗せされること、認証されて
いない大手水産メーカー所有の未認証エコラベ
ルは価格低下につながることが明らかにされた。
MSCの場合は、小売売上高の一部の手数料と、
販売量に応じた支払手数料の影響があり価格プレ
ミアムが上乗せされていると考えられ、MSCの
水資源や海洋環境に配慮された持続可能な漁業へ
の消費者の理解と行動に支えられていることを示
唆している。また複数あるエコラベル認証の信頼
性によって価格プレミアムに差が出ることが明ら
かにされた。

2．2．2．　フェアトレード属性と価格プレ
ミアム

フェアトレードジャパンによると、フェアト
レードは「開発途上国の原料や商品を適正な価格
で継続的に購入することにより、立場の弱い開発
途上国の生産者や労働者の生活改善と自立を目指
す『貿易のしくみ』」をいう。ただ、フェアトレー
ドに明確な基準がないため、国際フェアトレード
認証（FLO）のような機関が厳しい基準を設定
しその基準を満たした商品に認証ラベルを貼付す
る活動を実施している。他にも国際的に認知が高
い団体として世界フェアトレード機関（WFTO） 
があり、生産者の労働環境や人権問題、輸出入に
至るまで第三者機関の厳しい監査を経てフェアト
レード認証を受けることができる。原料調達から
各工程の監査におけるプロセスにかかるコストが
客観的に信頼される認証となり、消費者への価格
プレミアムとして上乗せされて販売されることに
なる。

Galarraga（2004）は、イギリスにおけるフェ
アトレードとオーガニックラベルに代表される環
境特性を含むコーヒーの様々な特性に対して消費
者が支払う価格プレミアムを推定した。データは

5つのスーパーマーケットと1つの専門店から収集
して、40の属性を説明変数に用いて1ｇあたりの
価格を推定した結果、フェアトレードとオーガ
ニックラベルには11.26％の価格プレミアムがあ
ることを明らかにした。

Schollenberg（2012）は、環境・社会問題に対
する国民意識が高いスウェーデンにおいて、2005
年から2008年の間でフェアトレードラベルが実際
のコーヒー市場においてどのように評価されてい
るのか価格プレミアムを推定した。結果、フェア
トレードラベル付きコーヒーの価格は、エシカル
属性がないコーヒーと比べて38.0％という高い価
格プレミアムが明らかにされ、イギリスの先行研
究よりも高い価格プレミアムが明らかになった。
調査方法におけるデータ収集方法や商品、時期
や、同じ欧州においても国民性の違いによって価
格プレミアムに差があることが明らかになってい
る。

2．2．3．　サステナブル属性と価格プレミ
アム

健康意識の高まりを背景に、オーガニックや食
品添加物不使用、香料着色料不使用など食品の安
全性や品質を訴求した商品の需要が日本でも拡大
している。オーガニックは、化学合成農薬や化学
肥料を使わず、自然な状態で土壌や植物の生命力
を生かして栽培する方法とされているが、環境保
全、サステナブルの意味合いと健康や品質面にお
いて近年注目されている。有機JASマークは、農
林水産大臣が定めた品質基準や表示基準に合格
した農林物質の商品につけられる認定マークで
あり、EUによるEU/オーガニック認証マークや
アメリカにおけるUSDA（米農務省）認証オーガ
ニックとは有機制度で同等性があると認められて
いる。オーガニック商品はもともと生産できる農
地面積が限られており、生産者の栽培コストがか
かる為、消費者への価格プレミアムとなって上乗
せされて販売されることになる。

Maguireら（2004）は、アメリカにおけるオー
ガニック・ベビーフード商品が価格に与える影響
について推定したところ、既存商品と比較して1
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オンスあたり3～4ドルの価格プレミアムがあるこ
とを明らかにした。当時のアメリカでは農薬によ
る子供への健康リスクを減らしたい消費者ニーズ
の高まりからオーガニック・ベビーフードの売上
が拡大していた。
また、Magnussonら（2003）やShepherdら

（2005）は、環境への配慮よりも健康への関心が
高いことが購入の動機に繋がること明らかにして
いる。利他的な動機よりも利己的な動機の方が購
買行動に繋がることを示しており、品質に価値を
感じている消費者の需要が高まり価格上昇してい
ることも考えられる。

Schröck（2014）はドイツのチーズを対象にオー
ガニック属性、原産国属性に対して価格プレミア
ムの検証をした結果、オーガニックチーズは従来
のチーズと比べて24.9％の価格プレミアムが明ら
かにされた。また自国よりもスイス、アイルラン
ド、ベルギー、フランスなど、チーズ生産で定評
がある国の価格プレミアムが23～42％高いことが
明らかにされた。
以上の先行研究では、実際の小売市場における

信頼属性が価格に与えた影響が一般的に示されて
いる。まず、エコラベルにおいては、国際認証ラ
ベルは価格にプレミアムがプラスに繋がり、独自
ラベルは価格プレミアムが低下に繋がることが示
された。フェアトレード属性は高い価格プレミア
ムに繋がるが、国によってばらつきがあることが
示された。オーガニック属性も高い価格プレミア
ムに繋がるが、環境というよりは健康に対する動
機が大きいことが示された。

2．3．　食品の品質と価格に関する先行研
究

前項の海外の先行研究において、商品の各属性
が価格プレミアムに影響を与えたことを推定した
分析手法はヘドニック・アプローチである。ヘド
ニック・アプローチは、財の価格はその財が持つ
品質を表す属性の束に依存していると捉えて、そ
の財の属性の上に回帰して構成する個々の属性の
価格への影響を推定する。ヘドニック・アプロー
チの理論的基礎はRosen（1974）によって形成さ

れて、太田（1978）の乗用車の品質変化、白塚
（1994）の品質調整済パソコンの物価指数推計な
どの研究が行われている。また、国内において消
費者物価指数（CPI）の作成における製品間の価
格差における品質の調整に使用されたり、不動産
価格の算出で多く使用されたりしているが、ここ
では、食品の品質と価格の関係について分析した
先行研究を挙げたい。
梶川（1977）は、輸入が解禁されたニュージー
ランド産及びアメリカ産リンゴに対して、国産リ
ンゴが競争力を持つために品質の重要性を指摘し
た。そこで、リンゴの品質特性値である糖度、糖
酸比、果汁が市場の価格形成にどの程度反映され
るかという問題に対してヘドニック・アプローチ
を用いて計測した。そこで得られたパラメータを
もとに輸入リンゴに対する仮想的な価格水準を推
計し、国産リンゴと輸入リンゴの品質価格差を定
量的に明らかにした。
栗原（2004）は、急須などの茶器で抽出して引
用するオーソドックスなリーフ形式の茶葉の需要
減少に対して、緑茶の価格と品質の関係を明確に
することで消費者の信頼性を高めることができる
と考え、客観的属性として緑茶の成分含有率や産
地を、主観的属性として官能審査の結果が緑茶の
価格にどのように影響しているかヘドニック・ア
プローチを用いて推定した。結果、嗜好品である
緑茶は客観的属性モデルが適切であることが示さ
れ、うま味の成分をもたらす全窒素の含有率が上
がると、緑茶の価格も上がる結果が得られた。
大石（2012）は、水産練り商品を対象に食品添
加物の使用の有無が水産練り商品の価格にどのよ
うな影響を与えているのかヘドニック・アプロー
チで検証した。ベースの商品41.64円に対して、
保存料が使用されている場合は、されていない場
合に比べて価格が32.32円低下することが示され
た。様々な食品添加物のなかでも保存料が水産練
り商品の価格に有意な影響を与えており、
このように、国内においても食品の様々な品質
を説明変数として設定し価格に与える影響を推定
した事例がみられる。ヘドニック・アプローチを
用いることで、様々な属性ごとの価格プレミアム
を統計的に推定することができる。
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第３章　仮説設定

3．1．　エシカル属性の特定

エシカル属性を特定する際に問題となるのが信
頼属性は客観的な評価ができない点がある。太
田（1980）は、品質について2つの意味があると
述べている。１つは財の客観的な特質を指す場合
であり、もう1つはそのような財の特質に対する
評価を指す場合である。後者における評価は主と
してその財の使用者が行う使用者の価値基準によ
る主観的なものであるため、品質評価が様々であ
り価格換算が不可能である。一方で、前者の意味
の客観的な特質であれば品質を把握することで価
格換算が可能となる。つまり、その財に含まれる

諸特性の数量または性質によって表すことができ
れば、諸特性の水準のベクトルが品質であると定
義される。そこで、本研究では消費者にパッケー
ジ上で環境への配慮や健康を訴求している商品で
あることを訴求しているエコラベルに注目する。
その特性自体は信頼属性であるものの、ラベルに
よって目に見える形で探索属性へ変換している。
そこで、本研究ではエシカル属性であるエコラ
ベルやマークなどを説明変数として、価格プレミ
アムに与える影響を調査する。また、説明変数に
はエシカル属性だけでなく、商品を構成する他の
属性も調査対象として以下の通り設定した（表1）。

表１　説明変数

 9

属性 説明変数 内容

国際フェアトレード
認証(FLO)

国際フェアトレードラベル機構
（Fairtrade International）の定める
「経済的」「社会的」「環境的」な基準を
クリアした認証マーク

世界フェアトレード
機関(WFTO)

世界中のフェアトレード組織で結成した国
際的なネットワークである世界フェアト
レード機関（World Fair Trade
Organization）の認証マーク。

Fair for Life認証
スイスにある認証機関IMO(Institute for
Marketecology)が認定した独自のフェアト
レード認証マーク

Cocoa Life(モンデリーズ独
自認証)

モンデリーズの独自認証ラベル

Cocoa Plan
(ネスレ独自認証)

ネスレの独自認証ラベル

有機JAS認証
農林水産大臣が定めた品質基準や表示基準
に合格した農林物資の製品につけられる認
定マーク

FSC認証
ドイツに本部を置くFSC（Forest
Stewardship Council）による「適切な森
林管理」に対する証明として認証する

レインフォレスト・
アライアンス認証

森林や生態系の保護、農園の労働環境な
ど、持続可能な農業のための包括的な基準
を満たした農園に与えられる認証制度

食品添加物不使用
マーク

無添加、添加物不使用などをパッケージに
訴求

砂糖不使用マーク 砂糖不使用をパッケージに訴求

ヴィーガンマーク
動物性原料や副産物を含まず、動物実験さ
れていないことを訴求

機能性表示食品
事業者の責任において、科学的根拠に基づ
いた機能性を表示した食品

高カカオ
(70％以上)

高カカオ(70％以上)をパッケージに訴求

PB プライベートブランド PB
板チョコ.バ－チョコ 形態
ファミリ－チョコ 形態
一口サイズチョコ 形態
袋チョコ 形態
スナックチョコ 形態
洋酒チョコ 形態

原産地 輸入品 輸入

フェアトレード
(信頼属性)

サステナブル
(信頼属性)

健康
(信頼属性)

形態
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3．2．　仮説

これまでの国内の先行研究では、消費者の態度
に対する研究に偏っており、実際の小売市場にお
けるエシカル属性が与える価格プレミアムについ
ては研究がほとんど見られない。しかし、海外に
おける先行研究では、商品の個々のエシカル属性
と価格の関係についてヘドニック・アプローチを
用いて価格プレミアムを推定した事例が見られ
る。
また、近年はエコラベルや健康に関する属性な

ど様々な信頼属性をパッケージに表記して訴求し
ているが、これらの詳細について価格プレミアム
を推定した研究は見られない。エコラベルの課題
として種類が多く複雑な点が挙げられるため、個
別に価格プレミアムを明らかにすることは食品
メーカーの効果的なエコラベルの投資を促すこと
ができる。
そこで、国内においても海外と同様にエシカル

属性に価格プレミアムがあるのか。またラベルに
よって価格プレミアムに差があるのか、以下の仮
説を設定し調査する。

仮説1　国際認証ラベルは独自認証ラベルと比

べて価格プレミアムが高い。
仮説2　フェアトレード属性は食品の価格プレ
ミアムに正の影響を与える。
仮説3　サステナブル属性は食品の価格プレミ
アムに正の影響を与える。

海外の先行研究では、エシカル属性が価格プレ
ミアムに正の影響を与えた事例が明らかにされて
いる。日本国内においても同様にフェアトレード
やオーガニックなどのエシカル属性の認証による
価格プレミアムがあると考える。また、国際認証
ラベルは歴史も古く、世界的に最も認知されてい
る倫理的ラベルであり、独自認証ラベルと比べて
価格差が認められると考える。
フェアトレード・ラベル・ジャパンが指摘して
いるように、フェアトレード認証製品推定市場規
模をドイツやスイスと比較すると一人あたりの年
間購入額は圧倒的に低い。そのため、エシカル商
品に対する消費者の需要が低く、フェアトレード
専用の原料自体の仕入れコストが高くなるため海
外以上に価格プレミアムが高いと考えられる。
また、安心安全な食品を購入したいニーズから
有機農業、無農薬栽培などを含めたオーガニック
市場が拡大している。しかし、農林水産省による
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属性 説明変数 内容

国際フェアトレード
認証(FLO)

国際フェアトレードラベル機構
（Fairtrade International）の定める
「経済的」「社会的」「環境的」な基準を
クリアした認証マーク

世界フェアトレード
機関(WFTO)

世界中のフェアトレード組織で結成した国
際的なネットワークである世界フェアト
レード機関（World Fair Trade
Organization）の認証マーク。

Fair for Life認証
スイスにある認証機関IMO(Institute for
Marketecology)が認定した独自のフェアト
レード認証マーク

Cocoa Life(モンデリーズ独
自認証)

モンデリーズの独自認証ラベル

Cocoa Plan
(ネスレ独自認証)

ネスレの独自認証ラベル

有機JAS認証
農林水産大臣が定めた品質基準や表示基準
に合格した農林物資の製品につけられる認
定マーク

FSC認証
ドイツに本部を置くFSC（Forest
Stewardship Council）による「適切な森
林管理」に対する証明として認証する

レインフォレスト・
アライアンス認証

森林や生態系の保護、農園の労働環境な
ど、持続可能な農業のための包括的な基準
を満たした農園に与えられる認証制度

食品添加物不使用
マーク

無添加、添加物不使用などをパッケージに
訴求

砂糖不使用マーク 砂糖不使用をパッケージに訴求

ヴィーガンマーク
動物性原料や副産物を含まず、動物実験さ
れていないことを訴求

機能性表示食品
事業者の責任において、科学的根拠に基づ
いた機能性を表示した食品

高カカオ
(70％以上)

高カカオ(70％以上)をパッケージに訴求

PB プライベートブランド PB
板チョコ.バ－チョコ 形態
ファミリ－チョコ 形態
一口サイズチョコ 形態
袋チョコ 形態
スナックチョコ 形態
洋酒チョコ 形態

原産地 輸入品 輸入

フェアトレード
(信頼属性)

サステナブル
(信頼属性)

健康
(信頼属性)

形態
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と「全耕地面積に対する有機農業取り組み面積の
割合」は世界最低レベルであり、生産量が少ない
ため希少価値となっている。海外同様に、環境に

対する動機よりも健康や品質を重視した商品を選
択する動機に対して価格プレミアムが見られるか
ら高い価格プレミアムが考えられる。

第４章　実証分析

4．1．　調査データ

本研究のデータは、首都圏を代表するスーパー
マーケットの52週（2020年9月から2021年8月）の
POSデータからチョコレート商品を抽出した。
このスーパーマーケットは同業他社と比較してエ
シカル商品の品揃えが多く、サステナビリティ戦
略を体現した売り場を構えていることから対象と
して選定した。POSデータだけでは商品の信頼
属性に関する詳細な情報まで得ることができない
ため、商品を購入して観察しパッケージから得ら
れる情報を詳細にまとめた。被説明変数である価
格は、商品によって特売で一定期間値引きされる
ことを加味した年間の平均売価を分析に用いた。
チョコレートを選定した理由は、本研究がエシ

カルを主とした信頼属性を特定し価格プレミアム
を推定することであるため、フェアトレードジャ
パンの国際フェアトレード認証（FLO）商品が
最も多いカテゴリーとして選定した。チョコレー
トは、全日本菓子協会が公開している菓子の小売
金額推定データの中で最も高く、全国全世代に親
しまれている代表的な菓子カテゴリーである。味
やブランド、喫食経験、華やかなプロモーション
など購入意思決定に至るまで多くの要因がある中
で、信頼属性が与える影響を調査する点も興味深
いと考える。ただ、今回対象としたチョコレート
のアイテム数は膨大であり、キャラクターやおも
ちゃ付き、チョコレート生地の配合量に大きな差
があるものが多かった。そこで、調査目的の信
頼性を高めるため全国チョコレート業公正取引協
議会の種類別名称のチョコレート（チョコレート
生地のみの者及びチョコレート生地が全重量の
60パーセント以上のチョコレート加工品）合計
451SKUに絞って分析した。

4．2．　ヘドニック・アプローチ

分析に用いるヘドニック・アプローチは、財の
価格が様々な属性の束で構成されていると考え
て、その財のベース商品から品質を一定に保った
状態のときのある属性だけの物価変動を推定する
ことができる。つまり、商品を構成するベース商
品の価格と、その商品を構成する個々の属性にど
のくらいの価格プレミアムがあるのか推定するこ
とができる。この手法の最大のメリットは、品質
という主観的な評価に関して、極力恣意性を排
し、機能・性能をあらわす客観的な指標に判断基
準に求める点にある（白塚,1994）。
本ケースでは、チョコレート100ｇあたりの価
格の対数を被説明変数として、エシカル属性の説
明変数に重回帰分析を行うことで、個々のエシカ
ル属性が与える価格プレミアムを推定した。それ
ぞれのチョコレートには複数の属性が付与されて
いるが、そのすべての属性を含めて分析を行っ
た。表2は、表側の説明変数が付与されている
チョコレートには、どのような説明変数が付与さ
れているのか関係を表したマトリクス図である。

ヘドニック・アプローチのもっとも一般的なモ
デルとしては以下の通りである。価格Piは商品i
の価格であり100ｇあたりの単価、xi1,xi2…xinは
商品の価格を決定する各属性である。
具体的な推定式は以下の通りである。

	 Pi=h（xi1,xi2…xin）	 …（1）

これまでGriliches（1961）や太田（1978）など
のほとんど研究で実際に使われる属性回帰式は半
対数型（価格については対数をとり、属性は対数
をとらない）であり、本研究のモデルでは以下を
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採用する。

logPi=β0+β1xi1+β0xi2+…+β21xi21+ε …（2）

ただし、β0は定数項、βは価格プレミアムの
効果でありxiは各属性のダミー変数、εは誤差項
である。なお、分析ツールはSPSS Ver.27を用い
て線形回帰分析から強制投入法で行った。

推定に用いた変数の定義は以下の通りである。
logPi：商品iのユニットプライスの対数値（100ｇあたりの単価）
xi1：国際フェアトレード認証（FLO）     ダミー（1,0）
xi2：世界フェアトレード機関（WFTO）    ダミー（1,0）
xi3：Fair for Life認証            ダミー（1,0）
xi4：Cocoa Life（モンデリーズ独自認証）   ダミー（1,0）
xi5：Cocoa Plan（ネスレ独自認証）      ダミー（1,0）
xi6：有機JAS認証             ダミー（1,0）
xi7：レインフォレスト・アライアンス認証  ダミー（1,0）
xi8：FSC認証               ダミー（1,0）
xi9：食品添加物不使用マーク        ダミー（1,0）
xi10：砂糖不使用マーク           ダミー（1,0）
xi11：ヴィーガンマーク           ダミー（1,0）
xi12：機能性表示食品            ダミー（1,0）
xi13：高カカオ（70％以上）         ダミー（1,0）
xi14：プライベートブランド         ダミー（1,0）
xi15：板チョコ.バーチョコ          ダミー（1,0）
xi16：ファミリーチョコ           ダミー（1,0）
xi17：一口サイズチョコ           ダミー（1,0）
xi18：袋チョコ               ダミー（1,0）
xi19：スナックチョコ            ダミー（1,0）
xi20：洋酒チョコ              ダミー（1,0）
xi21：輸入                 ダミー（1,0）
β0：定数項
β1～21：パラメータ
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4．3．　分析結果

表３　分析に使用した説明変数別の記述統計量（100ｇあたりの単価）

表3はチョコレートの100ｇあたりの単価を説明
変数別に表した記述統計量である。
チョコレート全体の100ｇあたりの平均値は

380.5円である。フェアトレード商品では、認証
ラベルの国際フェアトレード認証（FLO）の平均
値が720.3円、世界フェアトレード機関（WFTO）
も平均値が599.2円と高くなっている。一方で、
独自認証のFair for Life認証は598円と高いが、
Cocoa Life（モンデリーズ独自認証）、Cocoa 

Plan（ネスレ独自認証）の平均値は低い。

有機 JAS認証は全ての属性の中で最も高い
1102.1円となっている。FSC認証の平均値274.6
円で低価格商品に多く使用されている。国際認証
であるレインフォレスト・アライアンス認証は全
体の平均値より少し高い394.1円である。健康に
関する変数である食品添加物不使用、砂糖不使
用、ヴィーガン、高カカオ（70％以上）は平均値
が総じて高い。一方で、機能性表示食品のような
一般的に栄養素を添加している商品の平均値は低
い。また、形態では板チョコ .バーチョコの価格
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属性 説明変数 度数 最小値 最大値 平均値 標準偏差
単価(円/100ｇ) 451 94.0 1,760.0 380.5 270.7
国際フェアトレード
認証(FLO)

19 548.7 853.2 720.3 82.9

世界フェアトレード
機関(WFTO)

17 311.8 1,025.5 599.2 160.7

Fair for Life認証 3 598.0 598.0 598.0 0.0

Cocoa Life
(モンデリーズ独自認証)

13 268.6 373.2 316.9 35.8

Cocoa Plan
(ネスレ独自認証)

46 101.0 468.4 217.1 79.8

有機JAS認証 24 453.5 1,760.0 1,102.1 533.4

FSC認証 106 101.0 598.0 274.6 112.4

レインフォレスト・
アライアンス認証

8 248.4 598.0 394.1 169.7

食品添加物不使用
マーク

5 514.4 573.9 541.2 29.8

砂糖不使用マーク 9 482.2 1,025.5 687.2 149.1

ヴィーガンマーク 4 693.9 1,025.5 844.1 173.7

機能性表示食品 7 287.0 353.9 311.8 28.6

 高カカオ(70％以上) 66 140.6 1,760.0 532.6 342.6

PB プライベートブランド 6 108.8 960.0 274.8 336.4
板チョコ.バ－チョコ 146 165.7 1,760.0 553.5 340.7
ファミリ－チョコ 94 94.0 400.6 189.9 57.3
一口サイズチョコ 92 123.4 1,413.0 350.1 244.4
袋チョコ 75 155.8 960.0 368.4 153.7
スナックチョコ 34 188.9 703.7 302.3 117.4
洋酒チョコ 10 217.9 368.3 285.2 44.2
輸入品 142 137.7 1,760.0 611.9 361.5
国産品 309 94.0 960.0 274.2 106.0

サステナブル
(信頼属性)

原産地

形態

フェアトレード
(信頼属性)

健康
(信頼属性)

 

 

表3はチョコレートの100ｇあたりの単価を説明変数別に表した記述統計量である。 
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ストパフォーマンスを重視したファミリーチョコは平均値が低い。輸入品の平均値は国産品の倍以

上の価格となっている。 
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が高く、コストパフォーマンスを重視したファミ
リーチョコは平均値が低い。輸入品の平均値は国

産品の倍以上の価格となっている。

表４　分析結果
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表4  分析結果 

モデル
t 値 ｐ値

B 標準誤差 許容度 VIF

1 (定数) 5.65 0.046 122.391 00

国際フェアトレード
認証(FLO)

0.468 0.088 5.308 00 0.696 1.437

世界フェアトレード
機関(WFTO)

0.215 0.095 2.269 00..002244 0.669 1.496

Fair for Life認証 0.119 0.191 0.627 0.531 0.907 1.102

Cocoa Life
(モンデリーズ独自認証)

-0.248 0.099 -2.51 00..001122 0.796 1.256

Cocoa Plan
(ネスレ独自認証)

0.104 0.065 1.595 0.111 0.558 1.793

有機JAS認証 0.806 0.078 10.273 00 0.702 1.424

FSC認証 -0.064 0.047 -1.371 0.171 0.555 1.802

レインフォレスト・
アライアンス認証

-0.194 0.117 -1.663 00..009977 0.918 1.09

食品添加物不使用
マーク

0.615 0.147 4.191 00 0.923 1.084

砂糖不使用マーク 0.389 0.115 3.391 00..000011 0.846 1.182

ヴィーガンマーク 0.441 0.179 2.468 00..001144 0.777 1.286

機能性表示食品 0.06 0.124 0.48 0.632 0.922 1.085

高カカオ
(70％以上)

0.161 0.046 3.495 00..000011 0.822 1.217

プライベートブランド -0.116 0.136 -0.85 0.396 0.891 1.123

ファミリ－チョコ -0.48 0.057 -8.382 00 0.402 2.488

一口サイズチョコ 0.039 0.056 0.7 0.484 0.428 2.338

袋チョコ 0.028 0.056 0.5 0.617 0.507 1.973

スナックチョコ -0.024 0.069 -0.342 0.733 0.66 1.515

洋酒チョコ 0.005 0.109 0.049 0.961 0.845 1.184

輸入品 0.366 0.053 6.928 00 0.362 2.764

調整済み決定係数 0.670

共線性の統計量非標準化係数
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表５　チョコレートの説明変数別の価格プレミアム（100ｇあたりの単価）

被説明変数はチョコレート100ｇあたりの単価
を対数にした指標を採用、説明変数である各属性
はダミー変数とした結果、表4にある通り調整済
み決定係数は、.670となっている。
また、ヘドニック・アプローチでは、説明変数

が多くなり変数間の相関によって多重共線性の問
題が発生することが多いが、分析の結果、説明
変数間の共線性を表すVIFがすべて4を大きく下
回っている。（小田,2007）

ベース商品である切片（定数項）は、対象のスー
パーマーケットで販売している国産品のNBでエ
シカル属性が付与されていない板チョコレート
（ダミー変数がすべてゼロ）で表しており、非標
準化係数がチョコレートの各属性の価格プレミア
ムを表している。表5は100gあたりの対数を、元
の測定単位である価格に戻した表である。ベース
商品の推定価格は284円と算出され、各属性の価
格プレミアムが推定された。

 15 

 

表5 チョコレートの説明変数別の価格プレミアム(100ｇあたりの単価) 

属性 説明変数 推定価格
価格

プレミアム

ベース価格に対
する推定価格の

比率(％)

ベース価格 284 - -

国際フェアトレード
認証(FLO)

454 170 159.7

世界フェアトレード
機関(WFTO)

352 68 124.0

Fair for Life認証 - - -

Cocoa Life
(モンデリーズ独自認証)

222 -62 78.0

Cocoa Plan
(ネスレ独自認証)

- - -

有機JAS認証 637 352 223.9

FSC認証 - - -

レインフォレスト・
アライアンス認証

234 -50 82.4

食品添加物不使用
マーク

526 242 185.0

砂糖不使用マーク 419 135 147.6

ヴィーガンマーク 442 158 155.4

機能性表示食品 - - -

 高カカオ(70％以上) 334 50 117.5

PB プライベートブランド - - -

ファミリ－チョコ 176 -108 61.9

一口サイズチョコ - - -

袋チョコ - - -

スナックチョコ - - -

洋酒チョコ - - -

原産地 輸入品 410 126 144.2

フェアトレード
(信頼属性)

健康
(信頼属性)

形態

サステナブル
(信頼属性)

 

注１） ベース価格=EXP（定数項）で表され、国産品のNBでエシカル属性が付与されていない板チ

ョコレートの価格 

注２） 価格プレミアム=推定価格-ベース価格（推定） 

注３） ベース価格に対する推定価格の比率(％)=(推定価格/ベース価格) 

 

被説明変数はチョコレート 100ｇあたりの単価を対数にした指標を採用、説明変数である各属性

はダミー変数とした結果、表4にある通り調整済み決定係数は、.670となっている。 

また、ヘドニック・アプローチでは、説明変数が多くなり変数間の相関によって多重共線性の問

題が発生することが多いが、分析の結果、説明変数間の共線性を表すVIFがすべて4を大きく下回

っている。(小田,2007) 

ベース商品である切片(定数項)は、対象のスーパーマーケットで販売している国産品のNBでエシ

カル属性が付与されていない板チョコレート(ダミー変数がすべてゼロ)で表しており、非標準化係

数がチョコレートの各属性の価格プレミアムを表している。表5は100gあたりの対数を、元の測定

単位である価格に戻した表である。ベース商品の推定価格は284円と算出され、各属性の価格プレ
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仮説1　国際認証ラベルは独自認証ラベルと比
べて価格プレミアムが高い。
仮説2　フェアトレード属性はチョコレートの

価格プレミアムに正の影響を与える。

フェアトレードに関する属性として、5つのラ
ベルの価格プレミアムを推定したところ、3つの
ラベル（国際フェアトレード認証、世界フェア
トレード機関、CocoaLife）で統計的に有意で
あった。国際認証である国際フェアトレード認
証（FLO）は、170円の価格プレミアムが生じて
いる。また、同じ国際認証ラベルの世界フェアト
レード機関（WFTO）も68円価格プレミアムが
生じている。一方で、独自認証であるCocoaLife

（モンデリーズ独自認証）はマイナス62円価格プ
レミアムが生じている。よって、仮説1の「国際
認証ラベルは独自認証ラベルと比べて価格プレミ
アムが高い。」は支持された。
フェアトレードラベルを国際認証と独自認証に

分けて価格プレミアムの差を研究した事例はな
かったが、イギリスの先行研究で見られたMSC

ラベルと小売独自ラベルの価格差の事例のように
国際認証ラベルに対して高い価格プレミアムが示
された。
また、仮説2の「フェアトレード属性は食品の

価格プレミアムに正の影響を与える。」では、国
際認証ラベルは正の影響を与えたが、独自認証ラ
ベルは負の影響を与えたため、仮説は一部支持と
なった。ただ、今回の調査対象のCocoaLife（モ
ンデリーズ独自認証）を供給するモンデリーズは、
世界でチョコレートの生産量が最も多いメーカー
である。過去に国際フェアトレード認証（FLO）
の商品を一部供給していたが、独自で農業従事者
の支援や農園の保護活動などの取組みをすること
で、消費者に買い求めやすい価格で提供している
とも考えられる。

仮説3　サステナブル属性は食品の価格プレミ
アムに正の影響を与える。

サステナブルに関する属性としては、3つのラ

ベルの価格プレミアムを推定したところ、2つの
ラベル（有機JAS認証、レインフォレスト・アラ
イアンス認証）で統計的に有意であった。有機
JAS認証は、すべての説明変数の中で最も高い
352円価格プレミアムが生じている。これは海外
の先行研究と同様の結果である。要因としては、
オーガニック認証を取得するコストだけでなく、
限られた農地で農薬を使用せず手間と時間がかか
るため、希少価値として価格プレミアムが認めら
れる。また、消費者側としても他国同様にオーガ
ニックから品質や健康に対する価値を感じており
需要と供給の2つの要因があると考えられる。一
方で、レインフォレスト・アライアンス認証はマ
イナス50円価格プレミアムが生じている。レイン
フォレスト・アライアンス認証は、先述の国際
フェアトレード認証（FLO）、世界フェアトレー
ド機関（WFTO）と同様で第三者機関による審
査を受ける国際認証ラベルである。購入すること
で生産地の環境保全や農業生産者支援などの活動
に繋がる仕組みも同じであるが価格プレミアムに
繋がらなかった。よって、仮説3の「サステナブ
ル属性は食品の価格プレミアムに正の影響を与え
る。」は一部支持となった。

また、信頼属性として関心が高まっている健康
に関する属性も調査した。5つのラベルやマーク
に対する価格プレミアムを推定したところ、4つ
のラベルで統計的に有意となった。食品添加物
不使用マークの価格プレミアムは242円、砂糖不
使用表記商品の価格プレミアムは135円、ヴィー
ガンマークの価格プレミアムは158円、高カカオ
（70％以上）表記商品の価格プレミアムは50円生
じている。これらは食品添加物を極力しないこと
で、カカオ原料が多くなったり、賞味期限が短く
なることで製造や流通におけるコストが上がった
りするため原価が上がることが大きな要因になっ
ていると考えられるが、オーガニック同様に健康
面や品質面に対する需要により高い価格プレミア
ムを実現している。
信頼属性ではないが、形態をファミリーチョコ
にすることでマイナス108円価格プレミアムが生
じている。輸入品は、ベースである国産品と比べ
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ると126円価格プレミアムが生じている。

第５章　結論

5．1．　実務に対する示唆

本研究において、ブランドのエシカル属性が商
品価格に与える影響を明らかにすることができた
と考える。海外においてはエシカル市場拡大と同
時にエシカルに関する研究も先行して進んでいた
が、国内研究ではエシカル消費者の実態や意識な
どの調査に偏っていた。そこで本研究では、実際
の小売市場におけるエシカル商品の評価を調査す
べく、これまでPOSデータだけでは把握するこ
とができなかった商品別の信頼属性をデータベー
ス化した点が新たな貢献と言える。
その中でチョコレートを対象として①エシカル

属性は価格プレミアムに影響を与えるのか②エシ
カル属性のどのような属性が最も高い価格プレ
ミアムをもたらすのか、の2点をリサーチクエス
チョンとして調査した。まず、推定することが難
しかったフェアトレード、サステナブル、そして
健康に関する信頼属性についてヘドニック・アプ
ローチを用いて価格プレミアムを推定することが
できた。その結果、海外で高い価格プレミアムが
示されたフェアトレード属性における国際認証ラ
ベルは価格プレミアムを上昇させるが、独自認証
ラベルは価格プレミアムが低下することが明らか
になった。また、安心安全や品質を想起させる有
機JAS認証や、添加物を使わない健康に関する属
性は価格プレミアムを上昇させることが明らかに
なった。最も高い価格プレミアムが生じた有機
JAS認証に関連して農林水産省（2021）は、農業
の生産力向上と持続性の両立の実現をめざす「み
どりの食料システム戦略」を策定し、2050年まで
の定量的な目標を立てて推進している。今後、国
内外において安心安全や健康、品質に対する需要
が高いサステナブル属性はエシカル商品の主役と
して高い需要が見込まれると考える。
本研究の結果に基づいて実務における示唆は、

サステナビリティを競争戦略の根幹として位置づ

けている食品メーカーや小売業における新製品開
発マーケティングへの活用である。具体的には、
新製品開発プロセスにおける製品コンセプト（属
性の選択）を評価・選択する際の知覚マップやコ
ンジョイントなどの知覚選好分析と併用した検討
ができる。これらの分析手法では、商品の各属性
を説明変数として消費者の選好度を被説明変数と
した重回帰分析から各属性が与える選好度を算出
することができるが、あくまで効用値である。消
費者の態度から最も高い組み合わせを考えること
ができても、実際の小売市場における価格を推定
することができない。とくに信頼属性においては
判断が難しい。しかし、本研究で明らかにしたエ
シカル属性の価格プレミアムと知覚選好分析を併
用することができれば、消費者が求めるエシカル
属性の選好度と価格の最適な組み合わせを提案す
ることができる。
また、中庭（2008）は環境ラベルには種類が多
く消費者は存在にすら気づいていないことが普及
への課題であるとしているが、同じような目的に
もかかわらず種類によって価格プレミアムにバラ
ツキが生じていることも消費者にエシカル消費を
普及させていく上でハードルとなっていると考え
る。一方で、流通量が多い大手食品メーカーは独
自に認証ラベルを貼付して、自社のサステナブル
な取組を積極的に発信している。どこで、どのよ
うな生産者が栽培して、どのように収穫されたカ
カオ豆なのか、チョコレートになるまでのプロセ
スに対して、魅力あるストーリーを付与して販売
に繋げている。今後、エシカル消費を普及拡大さ
せるためには、政府と小売業者、食品・原料メー
カー、生産者と議論を重ねて、サプライチェーン
上の課題を解決し、種類が多いエコラベルの中で
どのラベルに集中すべきか検討したり、日本にお
けるエシカルの定義や統一した基準を開発したり
することで、消費者がラベルの目的とその価値を
すぐに認識できるように集中した取組を進める必
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要があると考える。

5．2．　本研究の限界と課題

本研究の限界の1つとしては、ヘドニック・ア
プローチを用いた信頼属性に対する価格プレミア
ムは、飽くまでも消費者が支払わなければならな
い店頭価格であり、消費者が喜んで支払う価格
（Willingness to Pay）かどうか分からない点で
ある。消費者の態度データからエシカル商品の参
照価格（買ってもよい価格）を明らかにすること
も必要である。近年、エシカル商品に対する認知
度は年々増加しており、今や小学校においても環
境問題やSDGｓの教育がされていること、食品
メーカーや小売業も積極的に開発を進めているこ
とから、将来的にエシカル市場が拡大する可能性
は高く、価格プレミアムを考慮した売上に貢献で
きる適切な価格設定が重要である。
また、明らかになった個々のエシカル属性に対

する価格プレミアムは、エシカル消費の目的であ
る生産者保護、環境保全、社会課題解決などに対

して十分なものなのか調査結果の価格差だけでは
分からない。各認証管理団体であるスキームオー
ナーや企業などは、どのような活動をしているの
か透明性ある情報を消費者に発信していく必要が
ある。
次に、本研究の調査データが国内における小売
市場全体で有効であるかという点である。調査対
象の首都圏スーパーマーケットは、日本各地の
スーパーマーケットと変わらず小規模店舗から複
合型施設内店舗まで様々な形態の店舗を構えて
いる。しかし、エリアにおける購買者属性の違
いや、コンビニエンスストア、ドラッグストア、
ディスカウントストアなど小売業態によって品揃
えや価格帯にバラツキがあることを考えると、他
のエリアや小売業態別の違いについて比較できな
かった点は課題である。また、チョコレート以外
でもコーヒーや紅茶、衣料品や化粧品などエシカ
ル商品は広がりを見せている。商品カテゴリー間
におけるエシカル属性と価格プレミアムの違いに
ついて調査することも今後の課題となっている。
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第１章　はじめに

近年、シェアリングエコノミーが急拡大してい
る。シェアリングエコノミー協会（2022）による
と、シェアリングエコノミーとは「インターネッ
ト上を介して個人と個人・企業等の間でモノ・場
所・技能などを売買・貸し借りする等の経済モデ
ル」を指す。
コトラー（2010）が提唱したマーケティング

3.0において、消費者間の関係性は「多数対多数
の協働」であるとされている。われわれは、シェ
アリングエコノミーのビジネスモデルは、消費者

がサービスの提供者にも利用者にもなり得る点で
「多数対多数の協働」であると考えた。独自のビ
ジネスモデルをもつシェアリングエコノミーは、
経済効果に加え日本が抱える様々な社会課題の解
決に資する可能性が期待されている。しかし、国
内における普及率や認知度は、いまだ低いのが現
状である。
本研究では、シェアリングサービス利用者の価
値観を分析し、マーケティング3.0を超える新し
いマーケティングのあり方を提案したい。

第２章　研究の背景

1．	シェアリングエコノミーの拡大の背景

シェアリングエコノミー協会（2022）が実施し
た調査では、シェアリングエコノミーの国内市場
規模は、右肩上がりで増加している。2021年度に
は2兆4,198億円、2030年度には14兆2,799億円ま
で拡大することが示されている。

SIOS bilink（2020）によると、シェアリング
エコノミーが拡大した要因の１つに、人々のモノ
に対する価値観の変化がある。戦後の経済復興の
時代では、モノが増えていくにつれ、人々の幸福
度も上昇するという価値観が主流であった。モノ
が足りていなかった時代背景もあり、モノの豊か

さが重視され、「所有」への欲求も高かったこと
が推測される。その後、時代の流れとともに変化
が生まれ、人々は「モノの豊かさ」より「ココロ
の豊かさ」を重視するようになった。人々の「所
有」への欲求は、現代では「共有」への欲求に
変わり、実際にわれわれ学生も、シェアリング
サービスを取り入れることが一般的になってい
る。ニッセイ基礎研究所（2020）のレポートによ
ると、このような価値観の変化が起こった背景に
は「将来の経済不安による節約意識の高まり」「成
熟した消費社会でお金を使わずとも消費生活を楽
しめるようになったこと」も関係している。この
ような人々の価値観の変化に加え、ICTの進展や

〔査読付き研究レポート〕

シェアリング時代におけるマーケティング提案
～マーケティング3.0を超えて～

上智大学経済学部杉本ゼミ

佐藤里帆　嶋崎ゆうな　大庭紗希子　園田里穂
粟山京　藤代圭音　重永つかさ
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インターネット上で個人と個人のマッチングが可
能となったことなどを追い風として、シェアリン
グエコノミーの市場規模は拡大を続けている。

2．	シェアリングエコノミー拡大における影
響

総務省（2018）は、シェアリングエコノミーの
拡大により、３つの経済効果が期待できると述べ
ている。「供給不足の解消による消費拡大」「潜在
的需要が顕在化することによる消費拡大」「周辺ビ
ジネスの拡大」である。さらに、政府CIOポータ
ル（2021）によると、シェアリングエコノミー
は ITの普及・高度化に伴い、空き部屋、会議室、
駐車スペースや衣服のシェア、家事代行、イラス
ト作成のマッチングなど多様な分野で登場してお
り、一億総活躍社会の実現や地方創生の実現な
ど、超少子高齢化社会を迎える日本の諸課題の解
決に資する可能性がある。平成28年には内閣官房
IT総合戦略室内にシェアリングエコノミー促進
室が設置されるなど、日本政府もシェアリングエ
コノミーがもつ可能性に大きく注目していること
が伺える。
シェアリングエコノミーの拡大は、日本に経済

効果をもたらす以外にも、今後の日本の社会課題
解決のための具体的な手がかりとして有効な手段
といえる。

3．	シェアリングエコノミーが抱える課題

シェアリングエコノミーが若者を中心に拡大を
続けていることは既に述べた通りだが、課題も複

数残っている。 　１点目は普及率である。PwCコ
ンサルティング合同会社（2021）の調査によると、
シェアリングエコノミーの認知度は27.0％、サー
ビス利用経験者の割合は21.6％であった。このこ
とから、シェアリングエコノミーが完全に浸透し
ているとはいえないことが伺える。また、ジャパ
ンネット銀行（2018）によると、シェアリング
サービスの利用について、40～50歳の既婚男女の
79.0％が利用に抵抗が「ある」と回答した。この
結果から、特に中年層以上の人々には、シェア
リングエコノミーが浸透していないことが伺え
る。このように、シェアリングエコノミーの成長
を阻害している要因には、具体的に「認知度が低
いこと」「個人が提供するサービス利用への不安が
あること」が挙げられる。個人間の「シェア」に
対する不安が、シェアリングエコノミーが全世代
に受け入れられるビジネスモデルとなる可能性を
妨げ、結果的に認知度を下げる要因ともなってい
る。 　２点目はシェアリングエコノミーという、
従来と異なるビジネスモデルに対応するマーケ
ティングが確立されていないことである。シェア
リングエコノミーは、個人がサービスの提供者に
も利用者にもなり得るという「多数対多数」の構
造をもっている。シェアリングサービスを普及さ
せるためには、利用者側だけでなく提供者側にも
シェアリングエコノミーの認知度を上昇させるた
めの新しいマーケティングが求められる。
以上のことから、シェアリングエコノミー発展
のために、人々のシェアリングサービス利用を決
める価値観にもとづいたマーケティング戦略が必
要となる。

第３章　研究目的

本研究では、シェアリングエコノミーをプロ
モーションの視点から考察すると同時に、利用者
に共通する価値観や行動習慣を分析し、シェアリ
ングエコノミーに応用できる効果的なマーケティ
ング戦略の提案を行うことを目的とする。
シェアリングエコノミーは、経済効果に加え、

環境負担の低減や災害支援の活用としても大きな
期待を集めている。われわれは、環境にも大きな
メリットとなり得るシェアリングエコノミーへの
理解を深めることで、より多くの人々に活用でき
る機会を提供したいと考えている。シェアリング
エコノミーに応用できるマーケティング3.0を超
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えた効果的な戦略提案を行うため、企業のプロ
モーション施策と、人々のシェアリングに対する
価値観を明らかにしたい。
マーケティング提案を行う上で、３段階の多面

的な実証研究を行う。まず１段階目に、現状の
シェアリングサービスのプロモーションが訴求し
ている価値観を明らかにするため、プロモーショ
ン内容に関するテキスト分析を行う。続いて、
シェアリングサービスの利用者の、各サービスに
対する見解を得るため、利用者の口コミ分析を実

施する。
２段階目に、各サービスを利用する人の価値観
や利用障壁を探り、シェアリングサービスの普及
に必要な要素を明確にするため、ラダリング法、
投影法を用いたデプスインタビュー、グループイ
ンタビューの３つの方法によるインタビュー調査
を実施する。
３段階目に、人々のライフスタイルや価値観と

「シェアする」という考え方にどのような関係が
あるか考察するため、質問紙調査を実施する。

第４章　実証研究

シェアリングサービスには多様な種類があり、
シェアリングエコノミー協会（2022）は、シェア
の対象となるものに着目し「空間」「モノ」「スキル」
「移動」「お金」の５カテゴリーに分類している。
本研究では、「自身が所有しているもの（スペー
ス、スキル等）を貸し借りできるプラットフォー

ムを提供しているサービス」に焦点を当て、表１
に示す４つのカテゴリーで主要なサービスを選択
した。シェアリングサービスの特異な点として、
利用者が提供者にもなり得る点があげられる。本
研究では、シェアリングサービスにおける貸し手
を「提供者」、借り手を「利用者」として明示する。

表１　研究で対象としたサービス一覧

1．	シェアリングサービスに関するテキスト
の分析

1．1.　プロモーションの内容分析

目的
この分析の目的は、現状のシェアリングサービ

スのプロモーションが訴求している価値観を明ら
かにしていくことである。

方法
表２に示す７つの媒体を対象に、サービスにつ
いて言及しているテキストを収集した。テキスト
を、「シェアリングサービスの提供者向け」「シェ
アリングサービスの利用者向け」の２つに分け、
SNS上での広告はスクリーンショットにより収
集し、CMなどの動画広告はYouTubeや公式ホー
ムページから収集した。カテゴリー別のテキスト
数は表３に示す。

 ３段階目に、人々のライフスタイルや価値観と「シェアする」という考え方にどのような関係

があるか考察するため、質問紙調査を実施する。 

 

第第４４章章  実実証証研研究究  
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表表１１  研研究究でで対対象象ととししたたササーービビスス一一覧覧  

スキル スペース モノ モビリティ 

助太刀 

Gengo 

クラウドワークス 

Uber Eats 

ランサーズ 

タイミー 

Airbnb 

akippa 

スペース 

マーケット 

ラクサス 

Quotta 

 

AINORY 

Anyca 

nearMe. 

notteco 

 

  

１１..  シシェェアアリリンンググササーービビススにに関関すするるテテキキスストトのの分分析析  

１１..１１  ププロロモモーーシショョンンのの内内容容分分析析  

目目的的  

 この分析の目的は、現状のシェアリングサービスのプロモーションが訴求している価値観を明

らかにしていくことである。 

方方法法 

 表２に示す７つの媒体を対象に、サービスについて言及しているテキストを収集した。テキス

トを、「シェアリングサービスの提供者向け」「シェアリングサービスの利用者向け」の２つに

分け、SNS上での広告はスクリーンショットにより収集し、CMなどの動画広告はYouTubeや公式ホ

ームページから収集した。カテゴリー別のテキスト数は表３に示す。 

 

表表２２  収収集集ししたたテテキキスストト数数（（媒媒体体別別））  

テレビ ラジオ 新聞 雑誌 モバイル 交通広告 その他 合計 

20 2 8 25 22 4 28 109 

  

表表３３  収収集集ししたたテテキキスストト数数（（カカテテゴゴリリーー別別））  

 スキル スペース モノ モビリティ 合計 

提供者 14 7 10 10 41 

利用者 21 15 18 14 68 

合計 35 22 28 24 109 
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表２　収集したテキスト数（媒体別）

表３　収集したテキスト数（カテゴリー別）

収集したテキストを分析するにあたり、PwC

コンサルティング合同会社（2020）の「国内シェ
アリングエコノミーに関する意識調査2020」を参

考に価値基準を設定した。価値基準を表４に示
す。

表４　分析で利用した価値基準

結果
価値をテキストが訴求しているかどうか、１つ

のテキストに対し３名で判定し、過半数を超えた
判定を結果とした。テキストが訴求している価値
を集計し、全カテゴリーを通じて価値が訴求され
ている割合を算出した。結果を表５に示す。
提供者に対するテキストでは、経済的価値に

当てはまる訴求をしているものが61.0％と最も多
かった。利用者に対するテキストでは、機能的価
値に当てはまる訴求をしているものが52.9％と最
も多かった。対して、提供者・利用者共に環境
的価値に当てはまる訴求をしているものは順に
0.0％、2.9％と最も少なかった。
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１１..１１  ププロロモモーーシショョンンのの内内容容分分析析  

目目的的  

 この分析の目的は、現状のシェアリングサービスのプロモーションが訴求している価値観を明

らかにしていくことである。 

方方法法 

 表２に示す７つの媒体を対象に、サービスについて言及しているテキストを収集した。テキス

トを、「シェアリングサービスの提供者向け」「シェアリングサービスの利用者向け」の２つに

分け、SNS上での広告はスクリーンショットにより収集し、CMなどの動画広告はYouTubeや公式ホ

ームページから収集した。カテゴリー別のテキスト数は表３に示す。 

 

表表２２  収収集集ししたたテテキキスストト数数（（媒媒体体別別））  

テレビ ラジオ 新聞 雑誌 モバイル 交通広告 その他 合計 

20 2 8 25 22 4 28 109 

  

表表３３  収収集集ししたたテテキキスストト数数（（カカテテゴゴリリーー別別））  

 スキル スペース モノ モビリティ 合計 

提供者 14 7 10 10 41 

利用者 21 15 18 14 68 

合計 35 22 28 24 109 

 

収集したテキストを分析するにあたり、PwCコンサルティング合同会社（2020）の「国内シェ

アリングエコノミーに関する意識調査2020」を参考に価値基準を設定した。価値基準を表４に示

す。 

 

表表４４  分分析析でで利利用用ししたた価価値値基基準準  

  提供者 利用者 

経済的価値 収入による生活安定 

収入源の増加 

金銭的節約ができる 

機能的価値 利用が気軽にできる（始めるのが

簡単である・使う場面で簡単であ

る） 

サービス・製品の選択肢が増加す

る 

利用が気軽にできる（始めるのが

簡単である・使う場面で簡単であ

る） 

精神的価値 利用者とのコミュニケーションが

とれる 

才能・能力の活用ができる 

提供者とのコミュニケーションが

とれる 

ユニークな経験が可能である 

環境的価値 天然資源を節約できる 

エコロジカルを体現できる 

天然資源を節約できる 

エコロジカルを体現できる 

 

結結果果 

 価値をテキストが訴求しているかどうか、１つのテキストに対し３名で判定し、過半数を超え

た判定を結果とした。テキストが訴求している価値を集計し、全カテゴリーを通じて価値が訴求

されている割合を算出した。結果を表５に示す。 

提供者に対するテキストでは、経済的価値に当てはまる訴求をしているものが61.0％と最も多

かった。利用者に対するテキストでは、機能的価値に当てはまる訴求をしているものが52.9％と

最も多かった。対して、提供者・利用者共に環境的価値に当てはまる訴求をしているものは順に

0.0％、2.9％と最も少なかった。  

 

表表５５  価価値値ごごととにに訴訴求求さされれてていいるる割割合合 

訴求価値 

提供者 

訴求されていた割合 

（該当するテキスト数） 

利用者 

訴求されていた割合 

（該当するテキスト数） 

経済的価値 61.0%  (25) 39.7%  (27) 

機能的価値 31.7%  (13) 52.9%  (36) 

精神的価値 24.4%  (10) 25.0%  (17) 

環境的価値  0.0%  (0) 2.9%   (2) 

  

   カテゴリーと訴求価値のクロス集計を行った。この分析では各価値の中の細かい項目を用い

た。クロス集計の結果、有意差がみられた価値が図１と図２に示されている。 

 提供者に対するテキストにおいて、「利用者とのコミュニケーションがとれる」の項目ではモ

ビリティが90.0％と非常に高い数値となり、サービス利用者とのコミュニケーションがあるか否
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表５　価値ごとに訴求されている割合

カテゴリーと訴求価値のクロス集計を行った。
この分析では各価値の中の細かい項目を用いた。
クロス集計の結果、有意差がみられた価値が図１
と図２に示されている。
提供者に対するテキストにおいて、「利用者と

のコミュニケーションがとれる」の項目ではモビ
リティが90.0％と非常に高い数値となり、サービ
ス利用者とのコミュニケーションがあるか否か
でカテゴリー間の差異がみられた。さらに、「才
能・能力の活用ができる」の項目ではスキルの
み50.0％、その他のカテゴリーでは0.0％であり、

カテゴリー間の差異がみられた。
利用者に対するテキストにおいて、「提供者と
のコミュニケーションがとれる」の項目では、モ
ビリティが50.0％と最も高く、次いでスペースが
20.0％だった。スキルとモノは0.0％と最も低く、
コミュニケーションを楽しむサービスか否かでカ
テゴリー間で差異がみられた。また、「金銭的節
約ができる」では、モビリティ、スペースが順に
64.3％、60.0％と高く、スキルが9.5％と、活用す
るものを高価なものと意識しているか否かでカテ
ゴリー間の差異がみられた。

図１　提供者向けテキストのカテゴリーと訴求価値のクロス集計（N=41）
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図２　利用者向けテキストのカテゴリーと訴求価値のクロス集計（N=68）

考察
上記の結果より、提供者に対しては経済的価値

の訴求が、利用者に対しては機能的価値の訴求が
最も多いことがわかった。多くの利用価値に関し
てカテゴリーごとで差異が見られたことから、プ
ロモーション施策を考える際には、カテゴリーご
とに有効な訴求を見極めていく必要がある。例え
ば、モビリティやスペースの広告に、金銭的節約
の効果を数字で表すことがあげられる。

1．2.　サービス利用者の口コミ分析

目的
この分析の目的は、シェアリングサービスの利
用者が各サービスに対し、どのようなメリット・
デメリットを感じているのかについて定性的な調
査を行うことである。
方法
ブログ、Twitter、Instagram、Facebook、

AppStore、口コミサイトのいずれかに投稿され
た口コミを、2021年9月時点で投稿日が新しいも
のから順に採用した。１つのサービスあたり７個
から10個、合計107個の口コミを収集した。カテ
ゴリー別の口コミの数を表６に示す。

表６　収集した口コミ数（カテゴリー別）
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考考察察  

 上記の結果より、提供者に対しては経済的価値の訴求が、利用者に対しては機能的価値の訴求

が最も多いことがわかった。多くの利用価値に関してカテゴリーごとで差異が見られたことか

ら、プロモーション施策を考える際には、カテゴリーごとに有効な訴求を見極めていく必要があ

る。例えば、モビリティやスペースの広告に、金銭的節約の効果を数字で表すことがあげられ

る。 

 

１１..２２  ササーービビスス利利用用者者のの口口ココミミ分分析析  

目目的的  

 この分析の目的は、シェアリングサービスの利用者が各サービスに対し、どのようなメリッ

ト・デメリットを感じているのかについて定性的な調査を行うことである。 

方方法法 

 ブログ、Twitter、Instagram、Facebook、AppStore、口コミサイトのいずれかに投稿された口

コミを、2021年9月時点で投稿日が新しいものから順に採用した。１つのサービスあたり７個か

ら10個、合計107個の口コミを収集した。カテゴリー別の口コミの数を表６に示す。 

 

表表６６  収収集集ししたた口口ココミミ数数（（カカテテゴゴリリーー別別））  

  スキル スペース モノ モビリティ 合計 

提供者 24 0 8 4 36 

利用者 17 22 8 24 71 

合計 41 22 16 28 107 

 

 PwCコンサルティング合同会社（2020）の「国内シェアリングエコノミーに関する意識調査202

0」を参考に、メリット・デメリットの項目を設定した。項目を表７に示す。 

結結果果  

設定したメリット・デメリットに対し、収集した口コミが該当するかを判定した。１つの口コ

ミに対し３名で判定し、過半数を超えたものを結果とした。以下、カテゴリーごとに結果を示

す。 

① スキル 

  提供者の口コミには、「私自身、やりたいときにできる仕事でこれだけ稼げれば十分なのでは

ないかと思っております。」（Uber Eats）など、空いた時間で稼げることにメリットを感じて

いる口コミが見られた。一方で、「単価が安く本気で稼ぎたい人には無駄。」(クラウドワーク

ス）など、本業にはなりにくいという否定的な意見もあった。スキル利用者の口コミでは、安価

で便利など、アプリの使いやすさに関する肯定的な意見や質や保証制度に対する否定的な意見が

あげられた。 

② スペース 

 利用者のメリットとして多くあげられたのは「金銭的節約ができる」「サービス、製品の選択

肢が増加する」である。他のカテゴリーと比較して特徴的であったのが、「現地の方（ホスト）

と会話できるので凄く楽しかったです。」（Airbnb）など、「ユニークな経験が可能である」

「提供者とのコミュニケーションがとれる」に該当する内容の口コミである。一方で、「サービ

スや製品の質」「自己やトラブル時の対応」に対しては批判的な口コミが見られた。 

③ モビリティ 
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PwCコンサルティング合同会社（2020）の
「国内シェアリングエコノミーに関する意識調査

2020」を参考に、メリット・デメリットの項目を
設定した。項目を表７に示す。

表７　分析で利用したメリット・デメリットの項目

結果
設定したメリット・デメリットに対し、収集し

た口コミが該当するかを判定した。１つの口コミ
に対し３名で判定し、過半数を超えたものを結果
とした。以下、カテゴリーごとに結果を示す。
①　スキル
提供者の口コミには、「私自身、やりたいとき

にできる仕事でこれだけ稼げれば十分なのではな
いかと思っております。」（Uber Eats）など、空
いた時間で稼げることにメリットを感じている
口コミが見られた。一方で、「単価が安く本気で
稼ぎたい人には無駄。」(クラウドワークス）な
ど、本業にはなりにくいという否定的な意見も

あった。スキル利用者の口コミでは、安価で便利
など、アプリの使いやすさに関する肯定的な意見
や質や保証制度に対する否定的な意見があげられ
た。
②　スペース
利用者のメリットとして多くあげられたのは

「金銭的節約ができる」「サービス、製品の選択肢
が増加する」である。他のカテゴリーと比較して
特徴的であったのが、「現地の方（ホスト）と会
話できるので凄く楽しかったです。」（Airbnb）な
ど、「ユニークな経験が可能である」「提供者との
コミュニケーションがとれる」に該当する内容の
口コミである。一方で、「サービスや製品の質」「自

 提供者の口コミは「収入による生活安定」「収入源の増加」に該当するものが見られた。車を

貸し出すことで得られる収入だけでなく、維持費の節約ができるという点も評価されていること

が伺えた。「事故やトラブル時の対応」「利用者に対する信頼性」に関しては批判的な意見がみ

られた。同時に利用者による盗難や利用時のマナーなどを心配する声もあった。利用者側の口コ

ミで多く見られたのは「利用者が少ない」「都会と地方で利用者数に差がある」など、利用者や

サービス提供範囲の狭さを不満に感じるものであった。 

④ モノ 

 モノの提供者側の口コミは２つと数が少ないが、収集した提供者口コミの両方とも「サービ

ス、製品の質」に対して批判的な意見だった。一方、利用者側の口コミではメリットとして「サ

ービス、製品の選択肢が増加する」に該当する口コミが多く見られた。サービスを通じて、普段

できない新しい経験ができることに魅力を感じている利用者が多かった。 

 

表表７７  分分析析でで利利用用ししたたメメリリッットト・・デデメメリリッットトのの項項目目  

  提供者 利用者 

メリット 収入による生活安定 金銭的な節約ができる 

 収入源の増加 サービス、製品の選択肢が増加する 

 
利用が気軽にできる（始めるのが簡

単である・使う場面で簡単である） 

利用が気軽にできる（始めるのが簡

単である・使う場面で簡単である） 

 
利用者とのコミュニケーションがと

れる 

提供者とのコミュニケーションがと

れる 

 才能・能力の活用ができる ユニークな経験が可能 

 天然資源を節約できる 天然資源を節約できる 

  エコロジカルを体現できる エコロジカルを体現できる 

デメリット サービス、製品の価格 サービス、製品の価格 

 サービス、製品の質 サービス、製品の質 

 事故やトラブル時の対応 事故やトラブル時の対応 

 利用における責任の所在 利用における責任の所在 

 WEBサイトやアプリの使いづらさ WEBサイトやアプリの使いづらさ 

 
プラットフォームを提供している企

業への信頼性 

プラットフォームを提供している企

業への信頼性 

 商材への信頼性 商材への信頼性 

 利用者に対する信頼性 提供者に対する信頼性 

 サービス、製品の衛生面 サービス、製品の衛生面 

  プライバシーの保護 プライバシーの保護 

 

考考察察  

 シェアリングサービスに関する口コミから、４つの示唆を得た。１点目に、「収入源の増加」

や「金銭的な節約」を求めて利用している人が多いことである。２点目に、「ユニークな体験」

「選択肢が増加する」「提供者とのコミュニケーションがとれる」など、人生を豊かにする目的

で利用している人が多いことである。３点目に、アプリが使用しやすく、他の決済サービスと連

携できる点を便利に感じる人が多いことである。４点目に、「盗難の危険がある」「利用者のマ
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己やトラブル時の対応」に対しては批判的な口コ
ミが見られた。
③　モビリティ
提供者の口コミは「収入による生活安定」「収入

源の増加」に該当するものが見られた。車を貸し
出すことで得られる収入だけでなく、維持費の節
約ができるという点も評価されていることが伺え
た。「事故やトラブル時の対応」「利用者に対する
信頼性」に関しては批判的な意見がみられた。同
時に利用者による盗難や利用時のマナーなどを心
配する声もあった。利用者側の口コミで多く見ら
れたのは「利用者が少ない」「都会と地方で利用者
数に差がある」など、利用者やサービス提供範囲
の狭さを不満に感じるものであった。
④　モノ
モノの提供者側の口コミは２つと数が少ない

が、収集した提供者口コミの両方とも「サービス、
製品の質」に対して批判的な意見だった。一方、
利用者側の口コミではメリットとして「サービス、
製品の選択肢が増加する」に該当する口コミが多
く見られた。サービスを通じて、普段できない新
しい経験ができることに魅力を感じている利用者
が多かった。
考察
シェアリングサービスに関する口コミから、４

つの示唆を得た。１点目に、「収入源の増加」や
「金銭的な節約」を求めて利用している人が多い
ことである。２点目に、「ユニークな体験」「選択
肢が増加する」「提供者とのコミュニケーションが
とれる」など、人生を豊かにする目的で利用して
いる人が多いことである。３点目に、アプリが使
用しやすく、他の決済サービスと連携できる点を
便利に感じる人が多いことである。４点目に、「盗
難の危険がある」「利用者のマナーが悪い」など、
サービスの質や保証制度に関して否定的な意見が
多いことである。個人間で直接やりとりを行う、
シェアリングサービスならではの不満が見られ
た。総務省（2018）によると、提供側・利用側と
もに「トラブルが発生した場合に備えたサービス
事業者による保障や介入の仕組みがあること」が
シェアリングサービスの利用条件であることがわ
かる。

2．	インタビュー

2．1.　ラダリング法を用いたインタビュー

目的	
ラダリング法を用いたインタビューの目的は

「シェアリングサービスの利用者はどのような価
値観のもとサービスを選択しているのか」「カテゴ
リーやサービスごとで利用者の価値観に違いがあ
るのか」を明らかにすることである。
方法
調査対象者はシェアリングサービスを利用者と
し、調査員１名と回答者１名のインタビューに
よって行った。本調査では、回答者に対し「なぜ
そのサービスを利用したのか」という質問から「な
ぜその理由が重要なのか」「なぜそう思ったのか」
といった質問を繰り返し行った。質問を繰り返す
ことで、回答者の意識構造を掘り下げていき価値
観や信条を聞き出した。最初の質問で得た回答を
サービスの「属性」とし、そこからさらに質問を
繰り返して得られた回答を「機能的ベネフィット」
「情緒的ベネフィット」とした。最終的に、回答
者が答えられなくなった時点での回答を「価値観」
とした。
結果
ラダリング法を用いたインタビューは、研究班
のうち３名が調査員となり個別に実施した。各調
査員が２名の回答者を担当し、１名の回答者に対
し平均１時間の調査時間を要した。対象者は20代
前半の大学生５名、社会人1名の計６名である。
インタビュー対象者の利用サービスはAirbnb５
名、Uber Eats４名、スペースマーケット１名、
akippa１名であった。全員サービス提供者側の
経験はなく、利用者側のみの経験であった。
はじめに、Airbnbに関するサービス選択の階
層構造についてみていきたい。今回の調査では、
Airbnbを利用していた回答者５名のうち過半数
を超える３名の価値観として「友人関係を大切に
したい」「友人との時間を充実させたい」が得られ
た。回答者のサービス選択階層構造を統合したも
のを図３に示す。この価値観におけるベネフィッ
トとして、「友人だけの空間で周囲を気にせずに
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楽しむことができる」「大人数でも利用できる」な
どの点があげられた。他にもAirbnbでは「有名
でトレンドのサービスを利用していることに対し
優越感を得られる」「友人が多く充実した生活を
送っていると周囲の人に思われたい」といった価
値観も得られた。このような価値観をもつ回答者
からは、「Airbnbを利用することで会話のネタに
なる」「大人数で利用することで友人が多いとア
ピールできる」などのベネフィットがあげられた。

Uber Eatsでも大きく２つの価値観の分類がみ
られた。一つ目は「友人関係を大切にする」「恋人
を大切にする」という価値観である。このような
価値観をもつ回答者は、友人や恋人と一緒にいる
際にUber Eatsを利用することが多いと回答して
いる。友人や恋人と共に過ごす時間を充実させる
ために「食事の選択肢が増える」「プライベートな
空間で友人と食事を楽しめる」などのベネフィッ
トが得られるUber Eatsが選択されていることが
伺える。二つ目は「時間を有効活用したい」とい

う価値観である。回答者のサービス選択階層構造
を統合したものを図４に示す。この価値観をもつ
回答者からは、「Uber Eatsで食事が配達される
ことで準備などの時間が節約される」「外出する
支度や時間などの負担が抑えられる」などのベネ
フィットが得られた。
スペースマーケットにおいても「友人関係を
大切にする」という価値観が得られた。スペー
スマーケットを利用していた回答者はAirbnbや
Uber Eatsも利用しており、すべてのサービスに
おいて「友人関係を大切にする」という価値観を
保有していた。回答者は、スペースを貸し切るこ
とで周囲を気にせず、リラックスして友人との時
間を楽しむことができることをベネフィットと感
じている。 　akippaの選択階層構造では節約に関
する価値観が得られた。akippaのベネフィット
としては「価格の安さ」が重視され「お金を有効
に活用したい」「損をしたくない」という価値観が
みられた。

図３　Airbnbのサービス選択階層構造

いて「友人関係を大切にする」という価値観を保有していた。回答者は、スペースを貸し切るこ

とで周囲を気にせず、リラックスして友人との時間を楽しむことができることをベネフィットと

感じている。 

 akippaの選択階層構造では節約に関する価値観が得られた。akippaのベネフィットとしては

「価格の安さ」が重視され「お金を有効に活用したい」「損をしたくない」という価値観がみら

れた。 

 

図図３３  AAiirrbbnnbbののササーービビスス選選択択階階層層構構造造  

 

図図４４  UUbbeerr  EEaattssののササーービビスス選選択択階階層層構構造造 
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図４　Uber	Eatsのサービス選択階層構造

考察
ラダリング調査の結果、Airbnb、Uber Eats、
スペースマーケットのサービス利用者から「友人
関係を大事にする」「友人との時間を充実させた
い」という同様の価値観を得ることができた。回
答者の多くがこれらのサービスを、友人や恋人な
ど他者と一緒にいるときに利用することが多いと
回答し、その時間をさらに充実させるためにシェ
アリングサービスを選択していることが伺える。
一方、Uber Eats、akippaのサービス利用者か
らは「時間を有効活用したい」「お金を有効活用し
たい」という価値観が得られた。先ほどの価値観
とは異なり、回答者個人の時間や金銭的なコスト
を抑えるためにシェアリングサービスを選択して
いることが伺える。以上から、シェアリングサー
ビスの利用者のタイプとして「友人や恋人などの
他者といる時間を充実させるためにサービスを利
用する」タイプと「時間やお金などのコストを抑
えるためにサービスを利用する」タイプの２つに
分類される。

2．2.　グループインタビュー

目的
この調査の目的は、シェアリングサービスの利

用動機や利用障壁を明らかにし、シェアリング
サービスの普及に必要な要素を明確化することで
ある。グループで、シェアに関する意見の共有と
議論を行うことで、個人同士の価値観の共有や言
語化が可能であると考える。
方法
調査対象者のスクリーニングとして、大学生50
名に対して15のシェアリングサービスの利用状況
についてアンケート調査を行い、シェアリング
サービスを日常的に利用している調査対象者を15
名選出した。５名×３グループに分け、利用者が
多かったAirbnb、Uber Eats、Anycaの３つに関
してグループインタビューを実施した。
シェアに対する価値観を明らかにするため、上
記３つのシェアリングサービスの利用動機や利用
障壁を明らかにするインタビューを行った。
結果と考察
インタビューでは、Airbnb、Uber Eats、

Anycaの３つのシェアリングサービスに関する質
問を１問ずつ用意し、それぞれ15分間の討議を
行った。利用動機を明らかにするため、自由度の
高い場面を想定した質問を行った。得られた意見
を表８に示す。
大人数で旅行に行く場面を想定した質問では、

「食べ物や遊びに予算を割くために、宿泊代は安

いて「友人関係を大切にする」という価値観を保有していた。回答者は、スペースを貸し切るこ

とで周囲を気にせず、リラックスして友人との時間を楽しむことができることをベネフィットと

感じている。 

 akippaの選択階層構造では節約に関する価値観が得られた。akippaのベネフィットとしては

「価格の安さ」が重視され「お金を有効に活用したい」「損をしたくない」という価値観がみら

れた。 

 

図図３３  AAiirrbbnnbbののササーービビスス選選択択階階層層構構造造  

 

図図４４  UUbbeerr  EEaattssののササーービビスス選選択択階階層層構構造造 
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く済ませたい」や「全員で同じ部屋に泊まりたい」
といった意見があげられた。家で過ごすときのお
昼ご飯についての質問では、「一歩も家を出たく
ないため、宅配サービスを利用したい」といった
意見があげられた。車を借りたい場面についての
質問では、「遠出をするときに車を借りる」といっ
た意見があげられた。
シェアリングサービスの利用動機は、Airbnb

では「大人数で１つの部屋に宿泊できる」「プラッ
トフォームを提供する企業に対する信頼感」、
Uber Eatsでは「大人数でワイワイできる」「プ
ラットフォームを提供する企業に対する信頼感」
「気楽さ」、Anycaでは「プラットフォームを提供

する企業に対する信頼感」「便利さ」にあるとわ
かった。
利用障壁は、Airbnbでは「清潔感に欠ける」「写
真と実際の部屋にギャップがある」、Uber Eats

では「料理が冷めて味の質が落ちる」「配達範囲が
少なく自由度が低い」、Anycaでは「他人の所有
物を傷つけるリスクがある」「レンタカーで代替で
きる」にあるとわかった。
各サービスの利用動機の共通点として「人数の
多さ」「プラットフォーム企業への信頼感」「自由度
の高さ」があげられ、利用障害の共通点として「代
替性」があげられる。

表８　グループインタビューで得られた回答

 以上の結果から、シェアリングサービス利用者の中には３つのシェアに関する価値観があると

考察する。一つ目は「サービスに信頼感を求める」である。プラットフォーム提供企業に対する

信頼感、サービス報酬・補償への信頼感、知人が利用している信頼感がこれにあたる。二つ目

は、「商材によってシェアできるかどうかが分かれる」である。家具などの自分のパーソナルス

ペース内にあるものや、調味料などの消費財をシェアすることには嫌悪感を覚えるが、空間や移

動手段などのレンタルには嫌悪感を覚えない人が多い。三つ目は、「使い始めることに対するハ

ードルが高い」である。認知をしていても、大きなきっかけがなければ使うに至らない。新しい

サービスを使うメリットが明確であるか、あるいは、日常の中で非日常体験ができるか否かが、

シェアリングサービス利用者にとって必要な要素であると考えられる。 

 

表表８８  ググルルーーププイインンタタビビュューーでで得得らられれたた回回答答  

トピック/質問 グループ１ グループ２ グループ３ 

[Airbnb]  

来週末友達5人で1

泊2日、大阪に遊

びにいく。どんな

宿に泊まるか。 

行き先が観光地の

場合、食べ物や遊

びに予算を割きた

い。 

宿泊の予算は最低

限にしたい。安さ

を求める。 

男女混合グループ

の場合、同じ部屋

に泊まるためにAi

rbnbを利用する。 

遊び重視の場合、

安いかどうかを最

重視する。 

泊まり・遊びどち

らがメインかで予

算の割き方が変わ

る。 

大人数で泊まるな

ら、宴会ができる

広さの宿泊所がよ

い。 

[Uber Eats] 

今日はなんだか家

でまったりしたい

気分。さて、お昼

ご飯はどうする。 

化粧や身支度等、

面倒な動作は一切

行いたくない。 

一歩も家を出たく

ないため宅配サー

ビス以外の選択が

ない。 

家にいる時間が不

規則なため食材の

ストックがない。 

翌日の食事を買い

忘れたら、宅配サ

ービスを利用す

る。 

自宅にいるとき1

人で食べるならUb

er Eatsを活用す

る。 

身支度をしないと

外に出られないた

め、家の中で完結

したい。 

[Anyca]  

車を借りたいと思

うのは、どのよう

な場面か。 

旅行先では車を借

りたいと思うが、

東京近郊ならば自

家用車を利用す

る。１日中借りた

り、乗り捨てたり

できるサービスが

魅力的。 

短時間の移動の場

合でも、１日中の

移動の場合でも、

安ければ車を借り

る。 

遠出をする際、車

がないと不便なた

め車を借りる。大

人数での移動等、

車1台で足りない

場合は大きい車を

借りる。 

  

２２..３３  投投影影法法をを用用いいたたイインンタタビビュューー  

目目的的  

 この調査では、シェアリングサービス利用の有無という消費者の単一的な属性の違いで、その

人に対し第三者がいだく印象がどのように異なるかを明らかにし、シェアリングサービスの利用

に対する価値観を分析する。 
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以上の結果から、シェアリングサービス利用者
の中には３つのシェアに関する価値観があると考
察する。一つ目は「サービスに信頼感を求める」
である。プラットフォーム提供企業に対する信頼
感、サービス報酬・補償への信頼感、知人が利用
している信頼感がこれにあたる。二つ目は、「商
材によってシェアできるかどうかが分かれる」で
ある。家具などの自分のパーソナルスペース内に
あるものや、調味料などの消費財をシェアするこ
とには嫌悪感を覚えるが、空間や移動手段などの
レンタルには嫌悪感を覚えない人が多い。三つ目
は、「使い始めることに対するハードルが高い」
である。認知をしていても、大きなきっかけがな
ければ使うに至らない。新しいサービスを使うメ
リットが明確であるか、あるいは、日常の中で非
日常体験ができるか否かが、シェアリングサービ
ス利用者にとって必要な要素であると考えられ
る。

2．3.　投影法を用いたインタビュー

目的
この調査では、シェアリングサービス利用の有
無という消費者の単一的な属性の違いで、その人
に対し第三者がいだく印象がどのように異なるか
を明らかにし、シェアリングサービスの利用に対
する価値観を分析する。
方法
オンラインでのインタビューを実験者、被験者
の一対一で行った。被験者は、大学生10名、社会
人５名である。この実験において、被験者にシェ
アリングサービスの利用経験は問わない。本イン
タビューは、研究班のうち２名が実験者となり個
別に実施した。
シェアリングサービスの分類のうち、モビリ
ティとスキルのシェアを例として取り上げた。そ
れぞれのサービスを連想させるシチュエーション

出典　
1  図５＜https://sozai.risings.red/human/50/＞＜https://www.irasutoya.com/2016/09/blog-post_87.html＞＜https://www.irasutoya.com/2018/04/

blog-post_58.html＞
2  図５＜https://sozai.risings.red/human/50/＞＜https://souga.biz/i991＞＜https://www.irasutoya.com/2018/04/blog-post_58.html＞
3  図５　著作権の関係から、実験で用いたものとは別の類似した画像である。
＜ https://www.irasutoya.com/2015/03/blog-post_295.html＞＜ https://www.irasutoya.com/2013/12/blog-post_9196.html＞＜ https://www.

irasutoya.com/2015/03/blog-post_641.html＞
4  図５　著作権の関係から、実験で用いたものとは別の類似した画像である。
＜ https://www.irasutoya.com/2015/03/blog-post_295.html＞＜ https://www.irasutoya.com/2019/02/blog-post_799.html＞＜ https://www.irasutoya.

com/2015/03/blog-post_641.html＞

図５　インタビューで用いた資料

方方法法  

オンラインでのインタビューを実験者、被験者の一対一で行った。被験者は、大学生10名、社

会人５名である。この実験において、被験者にシェアリングサービスの利用経験は問わない。本

インタビューは、研究班のうち２名が実験者となり個別に実施した。  

シェアリングサービスの分類のうち、モビリティとスキルのシェアを例として取り上げた。そ

れぞれのサービスを連想させるシチュエーションをイラストに再現し、被験者に提示した。使用

したイラストを図５に示す。 

 

1 2 

3 44

図図５５  イインンタタビビュューーでで用用いいたた資資料料  

 

１つ目のシチュエーションでは、AとBのイラストでは車移動をするときを想定する。イラスト

Aの人物はどこかへ出かける際に自らが所有している車を使用する人である。イラストBの人物は

自身の車を所有せず、どこかへ出かける際のみ、カーシェアリングサービスやレンタカーのよう

に他人と共用の車を利用する人である。２つ目のシチュエーションでは、CとDのイラストでは人

                            

出出典典    
1図５＜hhttttppss::////ssoozzaaii..rriissiinnggss..rreedd//hhuummaann//5500//＞＜hhttttppss::////wwwwww..iirraassuuttooyyaa..ccoomm//22001166//0099//bblloogg--

ppoosstt__8877..hhttmmll＞＜hhttttppss::////wwwwww..iirraassuuttooyyaa..ccoomm//22001188//0044//bblloogg--ppoosstt__5588..hhttmmll＞ 
2図５＜hhttttppss::////ssoozzaaii..rriissiinnggss..rreedd//hhuummaann//5500//＞＜hhttttppss::////ssoouuggaa..bbiizz//ii999911＞＜hhttttppss::////wwwwww..ii

rraassuuttooyyaa..ccoomm//22001188//0044//bblloogg--ppoosstt__5588..hhttmmll＞ 
3 図５ 著作権の関係から、実験で用いたものとは別の類似した画像である。 

＜＜  hhttttppss::////wwwwww..iirraassuuttooyyaa..ccoomm//22001155//0033//bblloogg--ppoosstt__229955..hhttmmll＞＞＜ hhttttppss::////wwwwww..iirraassuuttooyyaa..ccoomm

//22001133//1122//bblloogg--ppoosstt__99119966..hhttmmll＞＜ hhttttppss::////wwwwww..iirraassuuttooyyaa..ccoomm//22001155//0033//bblloogg--ppoosstt__664411..hhttmmll

＞ 
4 図５ 著作権の関係から、実験で用いたものとは別の類似した画像である。 

＜＜  hhttttppss::////wwwwww..iirraassuuttooyyaa..ccoomm//22001155//0033//bblloogg--ppoosstt__229955..hhttmmll＞＜ hhttttppss::////wwwwww..iirraassuuttooyyaa..ccoomm

//22001199//0022//bblloogg--ppoosstt__779999..hhttmmll＞＜ hhttttppss::////wwwwww..iirraassuuttooyyaa..ccoomm//22001155//0033//bblloogg--ppoosstt__664411..hhttmmll

＞ 
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をイラストに再現し、被験者に提示した。使用し
たイラストを図５に示す。
１つ目のシチュエーションでは、AとBのイラ

ストでは車移動をするときを想定する。イラスト
Aの人物はどこかへ出かける際に自らが所有して
いる車を使用する人である。イラストBの人物は
自身の車を所有せず、どこかへ出かける際のみ、
カーシェアリングサービスやレンタカーのように
他人と共用の車を利用する人である。２つ目のシ
チュエーションでは、CとDのイラストでは人を
招いてご飯会をするときを想定する。イラストC

の人物は自宅に人を呼んで食事をする際に、自分
で料理を作り提供する人である。イラストDの人

物は自宅に人を呼んで食事をする際に、手作りで
はなく宅配サービスを利用する人である。この宅
配サービスの中には、本研究で扱っているUber 

Eatsなどのシェアリングサービスを含む。
実験手順は以下の通りである。実験者がイラス
トを被験者に提示し、2つのシチュエーションそ
れぞれに登場する人物に対する印象を、理由も含
めて回答してもらった。回答の視点に偏りがある
被験者については、実験者が別の視点を示唆し、
発言を促した。被験者15名は２グループにわけ、
グループ１にはAとCのイラストを、グループ２
にはBとDのイラストを提示した。

表９　車を所有する人/シェアリングする人に対する印象の差異

を招いてご飯会をするときを想定する。イラストCの人物は自宅に人を呼んで食事をする際に、

自分で料理を作り提供する人である。イラストDの人物は自宅に人を呼んで食事をする際に、手

作りではなく宅配サービスを利用する人である。この宅配サービスの中には、本研究で扱ってい

るUber Eatsなどのシェアリングサービスを含む。 

実験手順は以下の通りである。実験者がイラストを被験者に提示し、2つのシチュエーション

それぞれに登場する人物に対する印象を、理由も含めて回答してもらった。回答の視点に偏りが

ある被験者については、実験者が別の視点を示唆し、発言を促した。被験者15名は２グループに

わけ、グループ１にはAとCのイラストを、グループ２にはBとDのイラストを提示した。 

 

結結果果とと考考察察 

 車移動の場面を想定したインタビューについて、得られた回答を表９に示す。車を所有する

人、共有する人どちらに対しても合理的であるという回答があることから、所有と共有の選択に

は、車の使用頻度が大きく影響すると認識されていることがわかる。 

 

表表９９  車車をを所所有有すするる人人//シシェェアアリリンンググすするる人人にに対対すするる印印象象のの差差異異  

印象/特徴 Aのイラスト Bのイラスト 

合理的である

か 

車を利用する頻度が高い人

にとっては合理的である。 

車に乗る頻度が低い人にと

っては合理的である。 

車に対する欲

求 

車が好きである。 

こだわりを持っていて、車

を自分用にカスタマイズし

たい人、それを所有したい

人。 

車の所有に憧れはない。 

あまり物欲がない。 

他人とモノを

共有すること

について 

他人が一度使用したものを

使うことに抵抗感を感じる

人だとは思わない。世の中

誰が使ったか分からないも

のであふれているから、こ

ういう人に限ってそうだと

は思わないという理由。 

他人が一度使用したものを

使うことに抵抗感を感じる

人である。綺麗好き、潔癖

であると考えられることが

理由。 

他人が一度使用したものを

使うことに抵抗感を感じな

い人である。 

属性 40〜50代である。 

車を持つことにステータス

を感じている世代である。 

20〜30代である。 

学生など、所得の低い人で

ある。 

一人暮らしである。 
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結果と考察
車移動の場面を想定したインタビューについ

て、得られた回答を表９に示す。車を所有する
人、共有する人どちらに対しても合理的であると
いう回答があることから、所有と共有の選択に
は、車の使用頻度が大きく影響すると認識されて
いることがわかる。
車を所有している人に対して、車の所有欲があ

り自分好みのものにしたい人であるという回答が
多かった。他人と共有することに抵抗がある人で
あるという回答も一部あったが、車の所有に対し
て清潔感の問題は最重要ではないように感じられ
た。車を共有している人に対しては、若年層や低
所得層であるといった属性に言及した回答が多
かった。シェアリングという近年登場した概念に
抵抗がない若者、または金銭面の節約を重視する

人であると印象づけられているようだ。
人を招いてご飯会をする場面を想定したインタ
ビューについて、得られた回答を表10に示す。何
かを手作りする人に対しては、料理が好きであ
る、手間をかけて相手に喜んでもらいたい、もて
なしたい意欲がある、という回答を得られた。デ
リバリーサービスを利用する人に対しては、時間
をお金で買う行為であるという回答が多く得られ
た。一方、楽をすることが最優先で、来客からの
印象を気にしない人であるという回答も見られ
た。上記内容を回答した被験者は、年齢層が高
かった。来客時の振る舞いについては、過去と現
在で変化していることがわかる。若年層の回答と
しては、友人との時間を食事以外の部分で充実さ
せようとする価値観がみてとれる。

表10　手作りする人/宅配サービスを使う人に対する印象の差異

車を所有している人に対して、車の所有欲があり自分好みのものにしたい人であるという回答

が多かった。他人と共有することに抵抗がある人であるという回答も一部あったが、車の所有に

対して清潔感の問題は最重要ではないように感じられた。車を共有している人に対しては、若年

層や低所得層であるといった属性に言及した回答が多かった。シェアリングという近年登場した

概念に抵抗がない若者、または金銭面の節約を重視する人であると印象づけられているようだ。  

人を招いてご飯会をする場面を想定したインタビューについて、得られた回答を表10に示す。

何かを手作りする人に対しては、料理が好きである、手間をかけて相手に喜んでもらいたい、も

てなしたい意欲がある、という回答を得られた。デリバリーサービスを利用する人に対しては、

時間をお金で買う行為であるという回答が多く得られた。一方、楽をすることが最優先で、来客

からの印象を気にしない人であるという回答も見られた。上記内容を回答した被験者は、年齢層

が高かった。来客時の振る舞いについては、過去と現在で変化していることがわかる。若年層の

回答としては、友人との時間を食事以外の部分で充実させようとする価値観がみてとれる。  

 現時点では、シェアリングサービスの利用に肯定的な年齢層が限定されている状況にあるが、

本研究の対象者の過半数を占める大学生が社会人となり、10年、20年が経過した頃には利用者の

立場から提供者の立場へとサービス利用の幅が広がることが期待できる。 

  

表表1100  手手作作りりすするる人人//宅宅配配ササーービビススをを使使うう人人にに対対すするる印印象象のの差差異異  

印象/特徴 Cのイラスト Dのイラスト 

人を招いた

時の態度 

料理が好きな人である。 

出来たてを食べたい、手

間をかけても客に喜んで

もらいたいという欲求が

ある。 

おもてなし欲が強い人で

ある。人を招く場合は、

料理をふるまうことが前

提だと考えている。 

効率を重視する人であ

る。 

後片付けの時間のことも

含め、お金を払って楽を

したいと考えている。 

料理以外の部分に時間を

かけようとする人であ

る。 

食に重きを置いておら

ず、デリバリーを待つ時

間を友達と過ごす時間に

使う。 

属性 母親世代、30代以上の人

である。 

30代以上の人はそもそも

デリバリーサービスに馴

染みがない。 

若い世代である。 

若い人はデリバリーサー

ビスの良さを知ってい

る。 

その他   時代に乗っているつもり

である。 

世の中の便利なサービス

を取り入れている、そん

な自分に酔っていて、相

手にもそう思われたい。 
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現時点では、シェアリングサービスの利用に肯
定的な年齢層が限定されている状況にあるが、本
研究の対象者の過半数を占める大学生が社会人と
なり、10年、20年が経過した頃には利用者の立場
から提供者の立場へとサービス利用の幅が広がる
ことが期待できる。

3．	質問紙調査

目的
この調査の目的は、人々のライフスタイルや価

値観が、シェアリングサービスに対する考えにど
のような影響をもたらしているのか明らかにする
ことである。
方法
大学生を中心とした266名（男性95名、女性171

名）に対してGoogleフォームを使用した質問紙
調査を実施した。
質問項目
回答を求めた項目は大きく２つにわけられる。

いずれも、５段階で評価してもらった。
１．日常生活における行動と価値観
「購買行動・食事」、「情報・社会」、「キャリア・
人間関係」、「シェア」の４分野について質問した。
質問項目作成の際には、シェアリングサービスに
関するテキストの分析やインタビューで得られた
価値観を参考にした。
２．シェアリングサービスに対する価値観・利用
意向
シェアリングサービスのイメージについて質問

した。また、シェアリングサービスに対する好意
度、利用意向について回答を求めた。
結果と考察
回答者の潜在的な価値観を検討するために、日

常生活における行動と価値観について、因子分析
（主因子法、バリマックス回転）を行った。結果
を表11に示す。
第１因子は「購入することで人や社会に役立つ

商品を選択する」、「SDGsの促進に関心を持って
いる」など、社会に役立つことを考え、行動する
傾向が強いことから、「社会貢献」因子と命名した。
第２因子は「他人が一度使用したものを使うこ

とに抵抗感を感じる」、「他人とモノを　シェアす
る際に、相手の素性が分からないと不安になる」、
「知名度の低いサービスを使用することに抵抗感
を感じる」など、他者を容易には信頼しないこと
を示す傾向があることから、「他者に対する警戒」
因子と命名した。
第３因子は「他人と比べて物欲が強い方だ」、「有
名ブランドの商品を所有したいと思う」など、モ
ノに対する所有意向が強く見られたことから、「モ
ノの所有志向」と命名した。
第４因子は「1人でいる幸せよりも他人といる
幸せを重視する」、「旅行をすることが好きである」
など、興味や関心が外界に向けられていることか
ら、「人とのつながり重視」因子と命名した。
第５因子は「サービスを使用する際には、クチ
コミを参考にする」、「情報は主にインターネット
(SNS・アプリ等 )から得ている」など、情報をで
きるだけ多く収集、活用しようとする傾向がある
ことから、「外的な情報志向」因子と命名した。
各因子が消費者のシェアリングサービスに対す
る考え方に及ぼす影響を調べるため、「シェアリ
ングサービスに対する価値観・利用意向」の項目
を従属変数、因子分析により得られた因子得点を
独立変数とする重回帰分析（強制投入法）を行なっ
た。結果を表12に示す。
「人とのつながり重視」因子と「外的な情報志向」
因子は、利用意向と好意度へ正の影響を示した。
したがって、外界への興味をもつ「人とのつなが
り重視」因子や情報を収集、活用しようとする「外
的な情報志向」因子をもつ人ほど、シェアリング
サービスへの利用意向が強いことがわかる。「外
的な情報志向」因子は利用の合理性の評価にも正
の相関を示した。
一方、「他者に対する警戒」因子は、利用の合
理性、利用意向、好意度の３項目に対し負の影響
を示した。このことから、他者を容易には信用し
ない「他者に対する警戒」因子をもつ人ほど、シェ
アリングサービスの利用意向が弱いことがわか
る。
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表11　日常生活における行動と価値観の因子分析（バリマックス回転解）表表1111  日日常常生生活活ににおおけけるる行行動動とと価価値値観観のの因因子子分分析析（（ババリリママッッククスス回回転転解解））  

項目 
第1因

子 

第2因

子 

第3因

子 

第4因

子 

第5因

子 
共通性 

購入することで人や社会に役立つ商

品を選択する 
..7788  -.07 .03 .02 .06 .62 

SDGsの促進に関心を持っている ..6688  -.06 .02 .01 .18 .49 

普段からゴミを出さないように心が

けている 
..6655  .07 -.13 .10 -.01 .46 

他人が一度使用したものを使うこと

に抵抗感を感じる 
.07 ..7766  .24 -.04 -.08 .65 

他人とモノをシェアする際に、相手

の素性が分からないと不安になる 
.06 ..6644  -.02 .03 .06 .41 

知名度の低いサービスを使用するこ

とに抵抗感を感じる 
-.22 ..4455  -.03 -.07 .06 .26 

自宅のベッドに他人が座るのは嫌だ .14 ..4455  .01 -.33 .02 .33 

インターネットを通じて個人からモ

ノを買うことには抵抗がない 
.05 --..3388  .09 .03 .03 .15 

他人と比べて物欲が強い方だ .06 -.08 ..7755  -.01 .10 .59 

有名ブランドの商品を所有したいと

思う 
.09 .20 ..4488  .08 .24 .35 

新商品や流行に敏感である .26 -.03 ..4477  .21 .30 .42 

普段から節約を心がけている .27 .11 --..4433  .05 .21 .31 

買ったものでも、すぐに飽きてしま

うことが多い 
-.24 .01 ..4411  -.02 .03 .23 

1人でいる幸せよりも他人といる幸せ

を重視する 
.06 -.08 .02 ..5599  .16 .38 

どちらかと言えば、家にいることの

方が好きである 
-.03 .05 .05 --..5577  .00 .33 

旅行をすることが好きである .22 -.01 .09 ..5522  .02 .32 

仲の良い友人と食事（飲み会含む）

することが好きである 
.05 -.03 .07 ..4455  .08 .22 

友人は多ければ多いほど良いと思う -.09 -.03 -.02 ..4411  -.02 .18 

サービスを使用する際には、クチコ

ミを参考にする 
.02 .03 -.01 -.02 ..6611  .38 

情報は主にインターネット(SNS・ア

プリ等)から得ている 
-.01 .05 .23 .08 ..4466  .27 

クーポンがあれば、使用したことが

ないサービスを選択することが多い 
.10 -.04 .03 .08 ..3377  .16 

固有値 1.85 1.62 1.53 1.50 1.01 7.51 

寄与率(%)  8.80 7.70 7.27 7.15 4.80  

累積寄与率(%) 8.80 16.50 23.77 30.92 35.72   
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表12　生活価値観がシェアリングサービスへの考えに及ぼす影響についての重回帰分析

第５章　総合考察

本研究は、シェアリングエコノミーをプロモー
ションの視点から考察すると同時に、利用者の価
値観や行動習慣を分析し、シェアリングエコノ
ミーに応用できる効果的なマーケティング戦略の
提案を行うことを目的として行ってきた。
プロモーションの内容分析では、「金銭の節約」

や「選択肢の増加」を訴求する広告が多いことが
わかった。シェアリングサービス利用者の口コミ
分析では、「金銭の節約」や「ユニークな体験」
に魅力を感じ、利用する人がいることがわかっ
た。一方で、個人間のやりとりに起因する不満が
見られた。インタビューでは、シェアリングサー
ビス利用者がもつ共通の価値観として、「友人関
係を大事にする」「友人との時間を充実させたい」
「時間とお金を有効活用したい」「プラットフォー
ム企業への信頼感を重視したい」「自由度が高い
サービスを使用したい」「日常生活に非日常の刺激
が欲しい」があるとわかった。 質問紙調査では、
シェアリングサービスに好意的な態度を示す人の
価値観として、「人とのつながり重視」因子と「外
的な情報志向」因子が、敬遠する人の価値観とし
て「他者に対する警戒」因子が発見された。 
各実証研究から得た結果を総合的に考察する

と、利用者の価値観には共通して、「人との関わ

りを大事にする」「金銭や時間の節約」「情報志向」
があることがわかった。一方で「他者に対する信
頼」があまりない人は、シェアリングサービスを
敬遠する傾向にあることがわかった。
「人との関わりを大事にする」人は、友人を大
事にする、旅行に行く、他者とも活発に接する人
であり、他者への壁も低く、シェアリングサービ
スを主体的に利用する傾向にある。「金銭や時間
の節約を求める」人は、シェアリングサービスが
低価格である点に惹かれて使用している、また
は、提供者として収入を得ている人である。「情
報志向」の人は、SNSやネットへのアクセスが
多く、口コミを参考にする傾向がある。新しい
サービスにも敏感で、多くの情報を集めた上で、
対象のサービスが合理的であると判断してサー
ビスを利用する傾向にある。 「他者に対する信頼」
があまりない人とは、知名度の低い企業が提供す
るサービスに抵抗感がある人、他人が使用したも
のを使用することに嫌悪感をもつ人である。同時
に、ネットでの売買自体に嫌悪感を持っている場
合もある。
以上から、シェアリングエコノミーの拡大に
は、それぞれの価値観に対して有効なプロモー
ションを行うことが必要であるという結論にい

表表1122  生生活活価価値値観観ががシシェェアアリリンンググササーービビススへへのの考考ええにに及及ぼぼすす影影響響ににつついいててのの重重回回帰帰分分析析  

（（標標準準化化偏偏回回帰帰係係数数）） 

  利用の合理性 利用意向 好意度 

「社会貢献」因子  .05  .09  .04 

「他者に対する警戒」因子  -.18**  -.21**  -.23** 

「モノの所有志向」因子 -.07  .07  .07 

「人とのつながり重視」因

子 

 
 .10   .15**   .17** 

「外的な情報志向」因子   .23**   .26**   .26** 

Adj R²  .09  .15  .16 

 
 

   

 

第第５５章章 総総合合考考察察   

本研究は、シェアリングエコノミーをプロモーションの視点から考察すると同時に、利用者の

価値観や行動習慣を分析し、シェアリングエコノミーに応用できる効果的なマーケティング戦略

の提案を行うことを目的として行ってきた。 

 プロモーションの内容分析では、「金銭の節約」や「選択肢の増加」を訴求する広告が多いこ

とがわかった。シェアリングサービス利用者の口コミ分析では、「金銭の節約」や「ユニークな

体験」に魅力を感じ、利用する人がいることがわかった。一方で、個人間のやりとりに起因する

不満が見られた。インタビューでは、シェアリングサービス利用者がもつ共通の価値観として、

「友人関係を大事にする」「友人との時間を充実させたい」「時間とお金を有効活用したい」

「プラットフォーム企業への信頼感を重視したい」「自由度が高いサービスを使用したい」「日

常生活に非日常の刺激が欲しい」があるとわかった。 質問紙調査では、シェアリングサービス

に好意的な態度を示す人の価値観として、「人とのつながり重視」因子と「外的な情報志向」因

子が、敬遠する人の価値観として「他者に対する警戒」因子が発見された。  

 各実証研究から得た結果を総合的に考察すると、利用者の価値観には共通して、「人との関わ

りを大事にする」「金銭や時間の節約」「情報志向」があることがわかった。一方で「他者に対

する信頼」があまりない人は、シェアリングサービスを敬遠する傾向にあることがわかった。 

 「人との関わりを大事にする」人は、友人を大事にする、旅行に行く、他者とも活発に接する

人であり、他者への壁も低く、シェアリングサービスを主体的に利用する傾向にある。「金銭や

時間の節約を求める」人は、シェアリングサービスが低価格である点に惹かれて使用している、

または、提供者として収入を得ている人である。「情報志向」の人は、SNSやネットへのアクセ

スが多く、口コミを参考にする傾向がある。新しいサービスにも敏感で、多くの情報を集めた上

で、対象のサービスが合理的であると判断してサービスを利用する傾向にある。 「他者に対す

る信頼」があまりない人とは、知名度の低い企業が提供するサービスに抵抗感がある人、他人が

使用したものを使用することに嫌悪感をもつ人である。同時に、ネットでの売買自体に嫌悪感を

持っている場合もある。 

 以上から、シェアリングエコノミーの拡大には、それぞれの価値観に対して有効なプロモーシ

ョンを行うことが必要であるという結論にいたった。 
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たった。

第６章　プロモーション提案と今後の展望 

調査で明らかになったシェアリングサービス利
用者の価値観をもとに、表13に示すように、①人
とのコミュニケーションと非日常体験の訴求、②
情報発信の増加、③時間・金銭的節約による効果
の訴求、④サービスの可視化と信頼の獲得の４つ

のプロモーション施策を提案する。「金銭や時間
の節約を求める価値観」について、プロモーショ
ンの内容分析と各インタビューで利用者から多く
挙げられたため、重要な価値観と考え記載する。

表13　本研究結果にもとづくプロモーション提案

①人とのコミュニケーションと非日常体験の訴求 

人間関係を重視し、刺激を求める人は、人との
コミュニケーションに魅力を感じている。普段は
乗れない高級車に乗ることができるなどの非日常
体験や、利用者と提供者がオフラインでつながる
体験を訴求することが有効である。同時に、日頃
から他人への関心が強い傾向にある人は、SNS

などを頻繁に利用していることが予想されるた
め、インターネット広告も有効である。 
②情報発信の増加と情報リテラシーの向上
情報を重要視する人は、サービスを利用する際

にクチコミやインターネットの評価などを気に
する傾向がある。したがって、ホームページや
SNSも含めて情報を充実させ、見た人が利用し
たいと思えるような情報発信を増加させることが
有効である。このような人に対しては、その情報
を知っているからこそ得られるクーポンや特別な
待遇も有効であると考えられる。また、シェアリ
ングサービスはインターネットのプラットフォー
ム上で行われるため、サービスが合理的であると
判断するに足りる情報を個人が集め、操作する能

力が必要である。幅広い世代への情報リテラシー
の普及もシェアリングエコノミーの普及には必要
不可欠であるといえる。 
③時間・金銭的節約による効果の訴求 

金銭や時間の節約を求める人は、サービスを選
択する際に金銭を節約できること、時間を節約で
きることを望んでいる。実際に利用した場合、ど
れほど節約が可能であるのかを可視化することが
有効である。具体的な金額や節約時間の提示や、
実際にサービスを使用した人の感想を伝えるなど
の手段があげられる。
④サービスの可視化と信頼の獲得 

他者に対する警戒が強い人は、保証制度や一般
の人がサービスを管理している点に不安を感じる
ことが多い。サービス内容や管理者の素性の可視
化によって信頼を獲得することができる。
これらのマーケティングに関する施策を行うこ
とで、シェアリングという新たなプラットフォー
ムビジネスの拡大が期待される。シェアリング
は、単に日々の選択肢が増加し、効率的であるだ
けでなく、人と人とのつながりを生む可能性を

第第６６章章  ププロロモモーーシショョンン提提案案とと今今後後のの展展望望  

調査で明らかになったシェアリングサービス利用者の価値観をもとに、表13に示すように、①

人とのコミュニケーションと非日常体験の訴求、②情報発信の増加、③時間・金銭的節約による

効果の訴求、④サービスの可視化と信頼の獲得の４つのプロモーション施策を提案する。「金銭

や時間の節約を求める価値観」について、プロモーションの内容分析と各インタビューで利用者

から多く挙げられたため、重要な価値観と考え記載する。 

 

表表1133  本本研研究究結結果果ににももととづづくくププロロモモーーシショョンン提提案案 

価値観 人間関係を重要視

し、刺激を求める

価値観  

情報リテラシーの

ある価値観 

金銭や時間の節約

を求める価値観  

他者に対する警戒

が強い価値観  

プロモーショ

ン  

人とのコミュニケ

ーションと非日常

体験の訴求  

情報発信の増加/

情報リテラシーの

向上を訴求 

時間・金銭的節約

による効果の訴

求  

サービスの可視化

と信頼の獲得 /保

証制度の充実を訴

求 

 

①人とのコミュニケーションと非日常体験の訴求  

人間関係を重視し、刺激を求める人は、人とのコミュニケーションに魅力を感じている。普段

は乗れない高級車に乗ることができるなどの非日常体験や、利用者と提供者がオフラインでつな

がる体験を訴求することが有効である。同時に、日頃から他人への関心が強い傾向にある人は、

SNSなどを頻繁に利用していることが予想されるため、インターネット広告も有効である。  

②情報発信の増加と情報リテラシーの向上 

 情報を重要視する人は、サービスを利用する際にクチコミやインターネットの評価などを気に

する傾向がある。したがって、ホームページやSNSも含めて情報を充実させ、見た人が利用した

いと思えるような情報発信を増加させることが有効である。このような人に対しては、その情報

を知っているからこそ得られるクーポンや特別な待遇も有効であると考えられる。また、シェア

リングサービスはインターネットのプラットフォーム上で行われるため、サービスが合理的であ

ると判断するに足りる情報を個人が集め、操作する能力が必要である。幅広い世代への情報リテ

ラシーの普及もシェアリングエコノミーの普及には必要不可欠であるといえる。  

③時間・金銭的節約による効果の訴求  

金銭や時間の節約を求める人は、サービスを選択する際に金銭を節約できること、時間を節約

できることを望んでいる。実際に利用した場合、どれほど節約が可能であるのかを可視化するこ

とが有効である。具体的な金額や節約時間の提示や、実際にサービスを使用した人の感想を伝え

るなどの手段があげられる。 

④サービスの可視化と信頼の獲得  

 他者に対する警戒が強い人は、保証制度や一般の人がサービスを管理している点に不安を感じ

ることが多い。サービス内容や管理者の素性の可視化によって信頼を獲得することができる。 

これらのマーケティングに関する施策を行うことで、シェアリングという新たなプラットフォ

ームビジネスの拡大が期待される。シェアリングは、単に日々の選択肢が増加し、効率的である

だけでなく、人と人とのつながりを生む可能性をもっている。一方で、「多数対多数の協働」と

いう点で新しいビジネスモデルであるため、制度面で未熟な部分も多く、利用者も若者世代に偏

っている。これから人々がより安全に利用できるには、保証の充実や使用者の増加が欠かせな

い。 
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もっている。一方で、「多数対多数の協働」とい
う点で新しいビジネスモデルであるため、制度面
で未熟な部分も多く、利用者も若者世代に偏って
いる。これから人々がより安全に利用できるに
は、保証の充実や使用者の増加が欠かせない。
最後に、われわれが提案するマーケティング

3.0を超えた社会とは、インターネットを通じて
すべての一般消費者が貸出可能な資産をシェアす
る社会である。多くの企業、個人が自身の共有可

能な資産をプラットフォームに投じることが当た
り前になる社会であり、ネット上の一個人が主体
となり活発に取引を行う。そのためには、上記の
①～④の施策を行い、プラットフォームを拡大す
ることが重要となる。多くのものが共有可能とな
れば、経済効果、環境問題への解決、個人の消費
活動における選択肢の増加、金銭や時間の節約な
ど、プラスな影響が期待できる。 
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要約

研究目的
人口減少や高齢化により、国内の食品の消費量が落ち込む中、小売店の店舗数は増え続けている。ホー

ムセンターなどでも食品を扱い、アマゾンなどのEC販売も伸長し続けている。また情報化社会が進み、
新しい取組みやサービスを始めてもすぐに競合に模倣される。食品小売業にとって同質化からの脱却が経
営課題になっている。この状況下、各社は自社のオリジナル商品であるプライベートブランド商品（以下、
PB）による差別化に力を入れている。消費者にとって魅力的なPBを持つことが、同質化からの脱却とな
り、今後の成長に繋がる。
今、企業に求められているのは単なる成長ではなく、「正しい成長」が求められている。経済的な成長

と社会課題の解決の両立が求められている。PBでも環境配慮商品への取組みが始まってきた。国内での
取組みはまだ始まったばかりで、数値効果やPBロイヤルティへの寄与度なども検証された事例は少ない
中、環境対応の効果の測定は有用な指標となる。PBでの環境への取り組みが、PBロイヤルティやチェー
ンストア満足度へ与える影響を検証する。
実証分析
先行研究によるPBロイヤルティの従来の因子や構成要素に併せて、新たな取り組みで本論文の主題で
ある環境の視点を入れた検証モデル「PBロイヤルティに対するPBイメージの影響モデルおよびチェーン
ストア満足度への影響モデル」を構築し、影響度を調査する。併せて環境意識調査も実施する。2021年9
月にマクロミル社でインターネット調査を実施した。
調査結果、分析結果
有効回答に対し因子分析を実施。因子を確認した上、検証モデルで共分散構造分析を実施。得られた標

準化係数と環境意識調査の結果などをもとに検証を行った。
環境の取組みはPBロイヤルティに寄与する。チェーンストア満足度への影響は見られない。PBロイヤ
ルティの高い企業の特徴として「高品質イメージ」を担保しながら、時代を反映した「低価格イメージ」「環
境イメージ」を打ち出している。ことなどが確認できた。
結論（理論的貢献、実務的貢献、今後の課題）
今回の検証において、環境対応の取組みがPBロイヤルティに寄与することが分かった。企業に求めら
れる「正しい成長」の為には、PBでの環境対応は積極的に進めていくべきと考える。本論文は食品小売
業の商品政策や差別化戦略の実務に対し、一定の示唆を与えることが出来るものと考える。学術的な面で
考えると、今回は先行研究に対し、社会状況の変化に対応し「環境」の視点を入れたモデルを構築し検証
を行った点が挙げられる。
今回の分析は消費者の意識に対する分析で、意識が高いからと言って即、購買に結び付くわけではな

い。実際に購買につなげるには、どのような取組みが必要か。どのような商品群で取組むべきか。などの
研究は今後の課題となる。

〔実務研究論文：要約〕

「食品小売業における環境対応の取り組みが
プライベートブランドのロイヤルティ、および
チェーンストア満足度へ与える影響について」

中央大学大学院 戦略経営研究科

江 口　泰 作
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近年、インターネットの普及に伴ってマーケティング・コミュニケーションが大きく変わってきてい
る。数年前まではペイドメディアと呼ばれるテレビCMや雑誌広告等のマスメディアが大きな影響力を
持っていたが、最近ではその影響力の低下が指摘されている。一方で、オウンドメディアと呼ばれる自社
のWEBページやSNSの公式アカウントでの広告活動が活発化しており、これらのペイドメディアとオウ
ンドメディアを組み合わせたマーケティング・コミュニケーション活動も見受けられる。
さらには、アーンドメディアと呼ばれる企業やブランドが直接関与しないクチコミサイトや、インフル

エンサーおよび友人などのSNSアカウントから情報を収集する消費者も増加している。なお、アーンド
メディアは企業やブランドの意見ではなく、実際の使用者が投稿を行っているため、消費者からの信頼は
高くなっている。
このように、消費者は多くのメディアに接触することで情報を収集しているため、マーケティング・コ

ミュニケーション戦略上、企業やブランドとしてはどの情報源が顧客反応に対して大きな（もしくは小さ
な）影響を持つかを把握しておく必要がある。そこで、本研究ではメイクアップ化粧品を対象とし、“ブ
ランド単位で、各情報源が顧客反応に対して与える影響の比較（ブランド内比較）”および“情報源単位で、
各ブランドの各情報源が顧客反応に対して与える影響の比較（ブランド間比較）”の2視点に対し、階層ベ
イズモデルを用いて推定を行った。
今回の実証分析では、情報源としてCM、WEBサイト、Instagram、@cosmeの4つを、顧客反応として
は購買意図を変数として選定した。調査対象のブランドとしては、実在するドラッグストアが主な販売経
路となっているブランドの中から6ブランドを選定して使用した。そのうえで、上記の2点についてそれぞ
れ以下のことが明らかとなった。
第一に“ブランド内比較”については、ブランドごとに各情報源が購買意図に与える影響の大小関係が異

なることが明らかとなった。また、近年影響力が大きくなりつつあると考えられる Instagramについて
は、他の情報源と比較して購買意図に与える影響力が小さいという結果となった。
第二に“ブランド間比較”については、情報源ごとにブランド間で購買意図に与える影響が異なることが

明らかとなった。つまり、CM、WEBサイト、Instagram、@cosmeのそれぞれで影響の大きいブランド
が異なる。すべての情報源で大きい（もしくは小さい）影響を持つブランドは存在しないため、各ブラン
ドはマーケティング・コミュニケーション戦略を慎重に立案する必要があり、効果の出ている他ブランド
と同様の戦略を取っていても自社ブランドにとって効果が高くなるとは限らないことが分かった。

〔学術研究論文：要約〕

化粧品ブランドにおける
メディアが顧客反応に与える影響

―階層ベイズモデルを用いたカテゴリー特性とブランド特性の同時分析―

大阪市立大学大学院経営学研究科

薮 野　祥 太
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コロナ禍の影響は、多くの産業に多大な影響を及ぼし、特に、感染の発信源とされた飲食店や人流を促
すとされる大型商業施設は、度重なる休業・時短営業を余儀なくされ、経営環境は、一層厳しさを増して
いる。一方で、人流の地方回帰やテレワークにより自宅で過ごす時間が増えたことから、地方・郊外を中
心に住まい周辺地域での活動が増加した。コロナ禍以前より、衰退傾向にある地方・郊外のショッピング
センター（SC）では、出店効率の悪化の施策として、他の近隣SCとの差別化を図るため、様々な地域資
源を取り入れた取組みが講じられている。しかし、現状として、撤退の多くが差別化をもたらすテナン
トが中心となりコモディティ化を促進し（谷 ,2020）、コロナ禍に入り、テナントの撤退に一層の拍車がか
かっている（谷,2021b）。
このことから、今日までにSCが実施してきた地域ブランドを採り入れた施策は、必ずしも地域資源を

効果的なプロモーションにつなげられているとはいえない。このような背景のもと、本研究では、地方・
郊外型ＳＣのディベロッパー企業の視点から、エスノセントリズムの概念（Klein et al、2006；Shimp & 

Sharma、1987）を援用し、特産品や飲食店といった地域の「食」を優先する消費者意識が、地域ブラン
ドの「食」を採り入れた専門店に対して、どのような意識を及ぼし、SCの満足度を高めることに貢献で
きるかを明らかすることとした。さらにデジタルネイティブと呼ばれるZ世代を中心に、ポストコロナを
見据えた居住地域としての利用意向や旅行先地域としての訪問意向を促す施策を念頭に地域ブランドを
SCのプロモーションにつなげる示唆の提供を目的とした。
分析方法として、第２章の先行研究を通じて第3章では仮説設定へとつなげ、地域の「食」を優先する

エスノセントリズムを4種類に分類し、計４つの仮説モデルを設計した。第4章では、実証分析としてアン
ケート調査で得た結果を基に因子分析ならびに共分散構造分析を通じた居住地域差、世代差に基づく多母
集団同時解析を行い、仮説検証へとつなげた。結論として、地域の「食」を優先するエスノセントリズム
は、地域ブランドの「食」を採り入れた専門店への興味・関心を高めることにつながるものの、Z世代を
含む多くの年代で直接SC満足度には貢献しておらず、ただ単に地域ブランドを専門店として誘致しただ
けでは、有効に働かないことが認められた。そのため、Z世代に対しては、地域の「食」を採り入れた専
門店に、インテグリティ（誠実さ）や環境への貢献を踏まえたESGブランド・イメージを介することに
より、SC満足度に貢献することが示された。特に、今回、地方に居住するZ世代の女性の値が顕著に高い
ことが認められ、地域の「食」を採り入れた専門店を中心とするSCのプロモーション施策を実施する際
に、重要なペルソナの要素となり得ることが示唆された。さらに、施策と連携しSNSを利用する際には、
目的に応じてSNSコンテンツを使い分けるZ世代の特徴を踏まえた上で、SNSコンテンツを選択すること
により、プロモーションの効果に差が生じることも明らかとなった。

〔実務研究論文：要約〕

地域ブランドを活用した地方・郊外型SCの
効果的なプロモーションに関する研究

―地域の食文化がZ世代の態度に及ぼす影響―

成城大学大学院経済学研究科経営学専攻博士課程後期

谷　真 哉
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1. 問題意識
本研究は、「ネットスーパーにおけるサービス品質の構成概念が消費者の利用意図および利用行動にど

のように影響を及ぼすのか」を実証的に明らかにすることを目的にしている。ネットスーパーとは、生鮮
品を含む食品や日用品など、スーパーマーケットで販売している品目をインターネットで注文を受け付
け、配送する販売チャネルである。コロナ禍で売上高を伸ばしており、スーパーマーケット各社が強化を
打ち出している中で、新規顧客の獲得、および、既存顧客の維持、さらには購買金額および購買件数を増
やすための施策に対する示唆があれば、実務への貢献は大きいと考える。
2. 実証分析の方法と結果
分析は新技術の受容統合理論モデル(Uni�ed Theory of Acceptance and Use of Technology : UTAUT)

であるUTAUT2モデルをネットスーパーのサービスに適合するように拡張し、インターネットアンケー
トにて消費者調査を実施し、検証した。
分析結果からネットスーパーを利用したことの無い人は、習慣（ライフスタイルとの適合性など）、社

会的影響（クチコミなど）、快楽性（日替わり商品など）の順にネットスーパーの利用意図および利用行
動に影響を与えるということが明らかになった。一方、成果期待（買い物時間の節約など）、努力期待（操
作性など）、促進条件（注文の柔軟性など）、価格価値（商品価格、配送料など）は有意な影響は見られな
かった。
また、ネットスーパーを利用したことのある人は成果期待、習慣、促進条件の順にネットスーパーの利

用意図および利用行動に正の影響を与えるということが明らかになった（図１参照）が、反対に社会的影
響、価格価値の順に利用意図および利用行動に負の影響を与えることが示された。既存顧客にとって快楽
性と努力期待はネットスーパーを利用するうえで重要な要因だとは考えられなかった。
3. 結論
企業にとって、新規顧客獲得のためには2つのポイントがあると考えた。1つ目は、生活動線に合わせて

商品を受け取れる仕組みを導入すること。2つ目はネットスーパーでしか買えない商品や日替わり商品を
提供、また世間からの評判を高めることにより、ネットスーパーを使いたいと思うきっかけを与えること
が有効な手段だと考える。また、既存顧客を維持するためには4つのポイントがあると考えた。1つ目は、
商品の品揃え、商品鮮度、商品の欠品を減らすなど、商品関連のサービス品質を向上させること。2つ目
は、新規顧客獲得と同様に、生活スタイルに合わせた受け取りを可能にすべく、職場に商品を届けるな
ど、生活動線に合わせて商品を受け取れる仕組みを導入すること。3つ目は簡易包装での配送を行うこと。
4つ目は商品価格を下げすぎないことが有効な手段だと考える。これは今後企業がネットスーパーを拡大
していくにあたり、重要な意味を持っている。商品関連の品質向上とは、具体的にどれくらいの商品の品
揃え数や商品鮮度が適切なのか、生活動線のどこに商品を受け取れる場所を設置するのが利用意図の向上
になるのかについては、より詳細な検討が望まれる。

〔実務研究論文：要約〕

ネットスーパーのサービス品質と
利用意図および利用行動の関係

中央大学大学院戦略経営研究科

山 坂　麻 優 香
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1. 研究の背景と目的
サステナビリティ経営やパーパス経営への傾向が高まり、社会における企業の存在意義が問われてい

る。そのような環境下で、ステークホルダーに向けたコーポレート・コミュニケーションの重要性は高
まっており、コミュニケーション手法の一つとしてブランドジャーナリズムは注目されてきたが、意義や
効果についても不透明であった。そこで、本研究では、ブランドジャーナリズムが、レピュテーションを
形成し企業の競争優位となるステークホルダー・ロイヤルティにどのような影響を及ぼすかを検証するこ
とを目的とした。

2. 仮説設定と分析方法
関連した先行研究のレビュー後に、仮説モデル「ブランドジャーナリズムのレピュテーション形成モ

デル（下図）」を設定し検証を行う。H1～H3の分析には、因子分析と共分散構造分析 (SEM)を、その後、
関与度と情報源の差異がいかに影響を与えているかを確認するため、多母集団同時分析で分析した。

3. 分析結果
①  ブランドジャーナリズムは、情緒レピュテーションを形成し、ステークホルダー・ロイヤルティに正
の影響を与えていることが確認された。

②  ステークホルダー・ロイヤルティに与える影響は、「社会価値ブランドジャーナリズム」が「顧客価値
ブランドジャーナリズム」より強い。

③  ブランドジャーナリズムは、ステークホルダー・ロイヤルティへの直接的な影響よりも、情緒レピュ
テーションを経由しての影響が大きい。

④  受け手側の個人要因として、関与度(ユーザー、ノンユーザー)、企業評価する際の情報源（アーンドメ
ディア、オウンドメディア）の違いで、レピュテーション形成につながる差異が認められた。

4. 結論と示唆
本研究では、ブランドジャーナリズムがレピュテーション形成のみならず、企業の競争優位となるス

テークホルダー・ロイヤルティの向上に寄与することを明らかにした。ブランドジャーナリズムの意義と
効果を示したことにより、コーポレート・コミュニケーション活動における位置づけが明確となり、経営
戦略上のコミュニケーション活動に加えることに重要な意味を持たせることができた。また、コミュニ
ケーション部門の活動においても明確な目的のもとに推進できることが期待される。本研究は、ブランド
ジャーナリズムのコミュニケーション効果という学術的な貢献に加え、コーポレート・コミュニケーショ
ンの実務に対して実践的な貢献をしたものと考える。

〔学術研究論文：要約〕

ブランドジャーナリズムの
レピュテーション形成と

ステークホルダー・ロイヤルティに及ぼす影響
法政大学大学院経営学研究科

宮 﨑　清 志

学学術術研研究究論論文文：：要要約約

  
ブブラランンドドジジャャーーナナリリズズムムののレレピピュュテテーーシショョンン形形成成ととスステテーーククホホルルダダーー・・ロロイイヤヤルルテティィにに及及ぼぼすす影影響響

法法政政大大学学大大学学院院 経経営営学学研研究究科科

宮宮﨑﨑 清清志志

  
11..  研研究究のの背背景景とと目目的的

サステナビリティ経営やパーパス経営への傾向が高まり、社会における企業の存在意義が問われてい

る。そのような環境下で、ステークホルダーに向けたコーポレート・コミュニケーションの重要性は高

まっており、コミュニケーション手法の一つとしてブランドジャーナリズムは注目されてきたが、意義

や効果についても不透明であった。そこで、本研究では、ブランドジャーナリズムが、レピュテーショ

ンを形成し企業の競争優位となるステークホルダー・ロイヤルティにどのような影響を及ぼすかを検証

することを目的とした。 
 

22..  仮仮説説設設定定とと分分析析方方法法

関連した先行研究のレビュー後に、仮説モデル「ブランドジャーナリズムのレピュテーション形成モ

デル（下図）」を設定し検証を行う。H1～H3 の分析には、因子分析と共分散構造分析(SEM)を、その
後、関与度と情報源の差異がいかに影響を与えているかを確認するため、多母集団同時分析で分析した。 

  
33..  分分析析結結果果

① ブランドジャーナリズムは、情緒レピュテーションを形成し、ステークホルダー・ロイヤルティに
正の影響を与えていることが確認された。 

② ステークホルダー・ロイヤルティに与える影響は、「社会価値ブランドジャーナリズム」が「顧客
価値ブランドジャーナリズム」より強い。 

③ ブランドジャーナリズムは、ステークホルダー・ロイヤルティへの直接的な影響よりも、情緒レピ
ュテーションを経由しての影響が大きい。 

④ 受け手側の個人要因として、関与度(ユーザー、ノンユーザー)、企業評価する際の情報源（アーン
ドメディア、オウンドメディア）の違いで、レピュテーション形成につながる差異が認められた。 

44..  結結論論とと示示唆唆

本研究では、ブランドジャーナリズムがレピュテーション形成のみならず、企業の競争優位となるス

テークホルダー・ロイヤルティの向上に寄与することを明らかにした。ブランドジャーナリズムの意義

と効果を示したことにより、コーポレート・コミュニケーション活動における位置づけが明確となり、

経営戦略上のコミュニケーション活動に加えることに重要な意味を持たせることができた。また、コミ

ュニケーション部門の活動においても明確な目的のもとに推進できることが期待される。本研究は、ブ

ランドジャーナリズムのコミュニケーション効果という学術的な貢献に加え、コーポレート・コミュニ

ケーションの実務に対して実践的な貢献をしたものと考える。 
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新聞購読率の低下に伴い、折込チラシの出稿は年々減少傾向にある。しかし生活必需品を扱う流通業者
にとって、折込チラシは依然として顧客との重要なコミュニケーション手段の一つである。これまで販促
の現場では、折込チラシの配布枚数は担当者の経験値や広告予算によって決められることが多かった。販
促費の削減は機会損失の可能性に繋がるため、経費対効果の観点から、科学的な根拠に基づいて投資金額
を決めることが望ましい。そのためには、折込チラシの効果を取り込んだ集客予測モデルを開発する必要
がある。
小売施設の集客予測に関する研究では、これまで有用かつ論理性に優れたモデルが様々に開発されてき

たが、それらの変数は固定的なものに限定されており、販促活動など日々変化する小売業の意思決定にお
いては汎用性に欠けるという問題点があった。また折込チラシに関する研究では、調査の前提条件によっ
てその効果の程度は一定ではなく、「潜在的な商圏に対してどこまでチラシを配布すれば費用対効果を最
大化できるか」という実務的な問いに答えることができなかった。
本研究では、小売施設の集客力は、小売施設からの移動時間という固定的要因と、自店と競合店のチラ

シの実施状況という可変的要因の組み合わせで決まるという仮説を立て、回帰モデルによってその影響度
を検証した。また、階層ベイズの考えに基づき、移動時間と折込チラシが集客に与える影響は、エリアご
との人口統計データによって異なると仮定し、商圏内の消費者属性を取り込んだモデルを構築した。その
結果、折込チラシを実施した際の各居住地における来店客数は、自店のチラシページ数によって正の影響
を、移動時間と競合店のチラシページ数によって負の影響を受けることが判明した。本研究の集客予測モ
デルによって、店舗からの移動時間という固定的な要因と、折込チラシへの投資効果という可変的な要因
が店舗の売上に与える影響を説明でき、さらにその予測値を利用することで、折込チラシの最適な配布エ
リアを理論的に導くことができた。また、移動時間が集客に与える影響は、エリアごとの年代、世帯構
成、新聞購読率によって異なることがわかった。
さらに、アンケートに調査によって、消費者の来店前行動についても把握することができた。50代以上

の消費者は、新聞折込チラシの閲覧率が有意に高く、買物出向に影響を与えていることがわかった。一
方、電子チラシ閲覧率と年代には関連がなく、40代以下で電子チラシの閲覧率が高くなることは示せな
かった。よって若年層に対してリーチを強化するには、単に電子チラシを実施するだけでは不十分な可能
性があるという実務的な示唆が得られた。
本研究では、折込チラシが集客に与える影響については、エリアごとの人口統計データによって重要な

影響は受けていないという結果になった。この問題については、さらに複数の店舗で調査を行い、パラ
メーター推定のためのサンプルを増やすことで解決できる可能性がある。今後の課題としたい。

〔学術研究論文：要約〕

折込チラシの効果を考慮した
集客予測モデルの構築

―階層ベイズを用いた人口統計データの利用―

南山大学大学院社会科学研究科経営学専攻　吉田奈央
南山大学経営学部　石垣智徳
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1. 研究の背景と目的
流通や競合他社からの圧力、市場ニーズの多様化、SNS普及に伴う新商品情報伝達速度の高速化と
いった要因もあり、大多数の新商品が短期間で売り場から消えてしまう。しかし、同一の製品で長期に
亘って顧客を維持できれば、それだけ効率よく利益を生み出すことができる。そこで、本研究では、反復
購買が重視されている非耐久消費財において、リピート購買と関連性の深い要因がリニューアル発売時
に、どのようにして売り上げの拡大に貢献しているかを明らかとすることを目的とした。
2. 仮説設定
非耐久消費財の需要予測モデルである：Par�tt & Collins モデルにおいて、ブランドの安定的な売り上

げはリピート率の高さに依存することが示されていること、また関連先行研究から関連性の深い要因とし
て価格およびカテゴリー商品の購入頻度に着目し、リピート購買との関係を検証するための仮説を設定し
た。
3. 分析データ・分析方法
分析対象となるデータは、マクロミル社が提供しているホームスキャンデータであり、2019年4月13日

～2020年12月31日のスーパー業態におけるJICFS分類の日本茶・麦茶ドリンクカテゴリーである。なお、
同一期間中の購買者の人数は8,615人・購買回数は189,112回である。
また、対象商品として、サントリー食品インターナショナル（株）から発売され、2020年4月13日にリ

ニューアルされた“サントリー 伊右衛門525mlペットボトル”の購買履歴データを集計した。
4. 分析結果
本研究を通して、2020年4月13日に行った伊右衛門のリニューアルの成功の要因として、お茶カテゴ

リーのヘビーユーザーを伊右衛門ブランドへ誘導でき、なおかつリピート購買を喚起できていること、そ
して通常価格で購入していた消費者は、リニューアル後も通常価格でリピートする傾向があることが明ら
かとされた。
5. 結論（実務への応用）
実証分析の結果により、対象商品の購買行動を繰り返し全体の購買行動に対する比率が高い購買層が明

らかとなったため、その購買層をペルソナとして商品開発に取り組むことや、販売価格がコントロールで
きる販売チャネルを選択することが安定的なブランドの構築に寄与する可能性が示唆された。

 以上

〔学術研究論文：要約〕

「非耐久消費財のリニューアル発売時の
リピート購買に対する影響要因の研究」

中央大学大学院戦略経営研究科

高 橋　直 希
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わが国においても店舗の無人化が急速に進行しつつある。従来型の有人店舗では顧客の必要に応じて店
員による接客が可能であった。店舗が無人化されることによって、人件費の削減や店舗業務の効率化が向
上する利点もある一方で、これまでのような店員による接客コミュニケーションが失われることによる顧
客サービスの低下が懸念される。本研究では、店舗の無人化に伴う問題について、入店から退店にいたる
店舗内のさまざまな行動や心理に関して、店内でのコミュニケーションを主とする顧客サービスにかかわ
る消費者ニーズの視点から実証的に検証する。そのうえで、無人店舗においてもスムーズな顧客行動が可
能となるように、効果的なコミュニケーション施策を提案したい。
無人店舗におけるコミュニケーションについて検討するうえで、6つの実証研究を実施した。無人店舗

の利用状況と印象について調査したデプスインタビューでは、商品に対する「事前知識の有無」「価格帯」
「製品特性」によって、有人店舗と無人店舗の利用ニーズが変化した。接客自体が購買価値に含まれる業
種では取り扱う商品の価格にかかわらず、消費者の無人化に対する強い抵抗感が見受けられた。とくに高
齢者層は、機械の操作方法や人間関係の希薄化を懸念しており、これまでの有人接客と同様の魅力を実現
する必要がある。
消費者が感じている課題を踏まえ、無人店舗を運営する企業へのインタビューを実施した。精算時の操

作補助や店舗セキュリティの確保などが課題としてあげられた。無人店舗の購買体験による実験的調査で
は、一度でも利用することで無人店舗での買物への不安が低減された。店舗の温かみが顧客満足に影響を
与えることが明らかになったため、無人店舗に対する無機質なイメージへの対応が必要である。消費者の
購買活動に関する質問紙を用いた定量調査では、「助言要望」「視線意識」「関係重視」「自己判断」の4つの因
子が抽出され、それぞれの因子と業態別の無人店舗での購買意欲の関係性について検討した。
以上の実証研究より、無人店舗における効果的なコミュニケーション施策を4点提案したい。1点目に、

消費者を無人店舗へ誘導するプロモーションを展開する。無人店舗に対する不安が一度利用することで低
減したため、時間帯に応じた有人形式と無人形式の切り替えの実施が有効である。2点目に、店舗に温か
みをもたせる。質問紙調査における因子得点から出店場所、店舗設計、品揃え、情報提供手段を工夫す
る。3点目に、「ファストファッション」「高級衣料店」「ドラッグストア」「家電量販店」「雑貨店」を、店舗の
無人化に適している可能性がある業種とする。これらは、購買時に他人の視線を気にする顧客ほど、無人
店舗での購買に積極的になる業種であり、あわせて店内滞留人数や待ち時間を周知することにより、店舗
の利用を促す。4点目に、高齢者や買物困難者の無人店舗の利用を円滑にするため、わかりやすく大きな
説明パネルを使用し、遠隔での操作補助などによって利便性を宣伝する。また、高齢者層は、無人店舗で
の購買に不安を抱いているため、導入の初期は限定的に店員を常駐させ、段階的に店員を減らしていくこ
とによって、無人化へのスムーズな適応を支援することが望まれる。

〔研究レポート：要約〕

無人店舗における顧客行動の分析から考察する
コミュニケーション提案

上智大学経済学部経営学科4年 杉本ゼミ

岡賢太郎　小須田早香　竹内祐太
永野俊太郎　水島桃子　山口瑞葵
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