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第 1章　問題の所在
　本稿の目的は伝統的な流通研究の主要な

概念である業態を，消費者行動研究における

認識論の視点で議論を試みるものである。

　この未知の領域に取り組んだ理由は，近

年の小売企業をとりまく厳しい環境に危機

感を抱いたためである。平成 11 年度から 19

年度までの商業統計のデータを時系列に見

ていくと，小売業全体の売場面積は増加傾向

にあるものの，年間商品販売額は減少傾向に

あり，1 店舗あたりの坪単価効率が低下して

いる。特に総合スーパー，食品スーパーの坪

単価効率の落ち幅が大きい。坪単価の低下は

他の小売店舗，あるいは，他の業態から顧客

を奪うための競争が激しくなることを意味

している。この状況において，多くの食品

スーパーは低価格を武器に自店への集客を

促そうとしているため，収益はますます悪化

傾向にある 1。

　追い打ちをかけるように，コンビニエン

ス・ストアは棚の什器を増設し，生鮮食品や

日雑品を充実させることで女性客層を拡大
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し，食品スーパーに対抗しようとしている 2。

また，「まいばすけっと」に代表される小商

圏型のスーパーがコンビニエンス・ストア

と食品スーパーの隙間をついて増加傾向に

ある。このように食品を中心に扱う食品スー

パーとコンビニエンス・ストアとの業態間の

違いはあいまいになってきている。

　この状況を打破するために，小売企業の経

営努力によって，日々，数多くの新業態や新

フォーマットと呼ばれる新しいタイプの店

舗が次々と開発されている。しかしながら，

小売企業がいかなる業態を開発したとして

も，その具現化される店舗そのものが，消費

者からいったい「何として認識」されるのか

（cf. 向山 2009），何の業態を前提にしながら，

「それとの何の差異が受容されているのか」

という点を把握しておかなければ，既存の業

態内競争から抜け出すことは出来ない。

　ではこの業態とはいったい何であろうか。

魚屋や文具店といった「屋」や「店」のつく

特定の専門品を扱う店舗は「業種店」といわ

れており，こういった商品をいかに取り扱う

かという側面からの分類が「業態店」である

といわれている（石原 1999；2000）。しか

し，伝統的な流通研究における業態の定義を

ひもといても，その定義は統一的な了解を得

ているわけではなく，業態ほどあいまいで分

析的でないコンセプトは流通論でも数少な

い（cf. 近藤 1998；田村 2008）。結局のとこ

ろ，これまでの業態という概念は店舗を分類

する１つの軸でしかなく 3，その議論も小売

ミックスや取扱技術などの「商業者の視点」

からのものが中心で，店舗展開における戦略

コンセプトとして業態を捉えようとする傾

向が強いものである。そのため，業態の議論

の中に，消費者の受容や拒絶といった消費者

反応や消費者ニーズといった視点が欠落し

ている（Alderson 1965；白石 1993）。近年に

なって，ようやく消費者との接点を考慮しよ

うとする試みが進みつつあるものの（e.g. 向

山 2009）4，未だ消費者視点による業態論と

いうものは存在していない。また近年，小

売企業においてもメーカーにおいても消費

者の購買行動（購買前，店舗内行動，購買後

から再購買までの一連の行動）を理解し，購

買動機，店舗内行動，店舗デザイン，品揃

え，販売促進の 5 つの領域において知見を

得ることで，店舗の売上増加やブランド・エ

クイティの強化を目的とする「ショッパー・

マーケティング」 5 の研究が注目されつつあ

る（e.g. Shankar 2011; Shankar et al. 2011）。

こういった点からも消費者視点で業態を考え

ることが重要となるだろう。かつて Alderson

（1965）が小売の輪理論に対して「消費者を（業

態研究の―筆者注）体系の中に戻す必要があ

る」と指摘した点を再認識するべきであろう。

　本稿はこの原点に立ち返りつつ，消費者の

行動パターンとしての認知構造体である「ス

クリプト（script）という概念に注目して研究

を進めるものである。

第 2章　スクリプトを通じた業態認識
1 節　小売活動に伴う店舗の動態性

　個々の小売企業は商品の取り扱い方を工

夫し，消費者の買い物目的をよりよく達成す

るために，品揃えの幅と深さ，売場のデザイ

ンや接客サービスなど，消費者から見えるフ

ロント・システムを通じて，「買いやすさを

高めるための要素や個々の提供条件」として

の「流通サービスの束」を打ち出す（cf. 齋藤 

2003）。そのサービスの束が消費者の購買行

動に適合する業態であるほど他の店舗より

も消費者からの支出が高くなることが期待

できる。

　では，消費者は店舗をどのように認識して

いるのであろうか。もしかすると，消費者は
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業種や業態という区分で店舗を識別してい

ないのかもしれない。特にわが国では，狭い

地域に多数の店舗が密集しており，この環境

の中に様々なタイプの店舗が混在している。

このような複雑な買い物環境の中にあって

も，消費者はタイプの異なる店舗をうまく使

い分けている。

　仮に流通サービスの束が業態であると仮

定した場合，どういった問題が起こるだろう

か。それは小売業の動態性にある。動態性に

もミクロとマクロの視点があるだろう。

　ミクロな視点の動態性とは，店舗の品揃え

や取り扱うカテゴリーが日々の仕入と販売

の繰り返しであるマーチャンダイジング活

動によって常に変化していることである。ま

た，同じチェーンであっても，土地の面積が

違えば店のレイアウトは店舗ごとに異なる

ことから，完全に同一な店舗というものも存

在しえない。

　マクロな視点の動態性とは，従来の小売

業態研究における諸仮説で議論されてき

た点である。例えば，McNair の小売の輪

仮説，Hollander の小売アコーディオン仮

説，Nielsen の真空地帯仮説などの諸仮説は

「マーケティングについての集団的な行動を

とる企業グループ」を識別するための概念

として業態を捉えており（新倉・髙橋 2013），

業態の栄枯盛衰が議論されてきた。しかし，

衰退していったとされる業態に含まれてい

る小売企業や店舗がすべて消滅してしまっ

たわけではなく，いくつかは環境に適応し，

存続し続けている。さらに，市場環境の変化

や競争状況に対応するために，小売業界に

おいてもビジネスモデルを通じたイノベー

ションによって，ネット通販などの新しいタ

イプの業態も登場してきている（e.g. Sorescu 

et al . 2011）。そのため，現在の市場には多

様なタイプの店舗や業態が併存しており，区

分しきれないものの方が多い。こういった

状況において，消費者の業態の使い方も刻々

と変化してきているだろう。逆に変化しない

（安定したパターン）の使い方があれば，それ

こそが安定した業態だと考えられる。

　このように企業側の戦略も，それらの店

舗を上手く使いこなそうとする消費者の行

動も刻々と変化していくため，業態を不変

の同一性としては捉えきれないし（cf. 田村

2008），業態という概念を流通サービスの束

や小売ミックスといった抽象的な変数とそ

の関係を統計処理して説明しようとしても，

その組合せの数はあまりに多様で，日々絶え

ず変化しているため，従来の統計的手法に

よるアプローチだけでも限界がある（cf. 石井

2012）。

　この点を踏まえ，消費者視点による業態認

識の検討も，流通サービスの束としての属性

や便益的な視点だけでなく，店舗活動の動態

性や差異性をうまく取り込んでいく視点が

重要であり 6，本稿で取り上げるスクリプト

がそのひとつの手がかりになると考える（髙

橋・新倉 2012；新倉・髙橋 2013）。また，

この視点を分析する手法も従来の統計的手

法ではなくネットワーク分析を応用して利

用する。

　そこで次に，このスクリプトの概念を検討

しながら，本研究の立ち位置を定めていく。

2 節　スクリプト概念と業態認識

　スクリプトとは，消費者のマインドに展開

されるひとつのシナリオや台本のようなも

のであり（新倉 2012b），消費者は買い物行動

を通じて得られた経験や行動パターンをス

クリプトによって認識しているのである。

　図 1 に示すように，コンビニエンス・ス

トアを例にすると，「店に入る」「雑誌を眺め

る」「ドリンクを手に取る」「惣菜・パンを手



4

に取る」「レジで精算する」といったように ,

実際の状況において起こる連続したイベン

トのことであり（Schank and Abelson 1977），

「もし…なら，その時は…（if...,then ...）」で

続 く 知 識 組 織 体 で あ る（Peter and Olson 

2010）。

　このように，スクリプトは時間軸に沿って

展開される状況と，そこでの行為の因果関係

の連鎖から構成され，特定のエピソードや

意味論的な知識を併せ持ち，目的達成や意

思決定の状況において作動する，手順に関

する一体化された知識構造のネットワーク

である（cf.Barsalou and Sewell 1985；青木

1993； 川 崎 1995；Shoemaker 1996； 棚 橋

1997；新倉 2012ab；Peter and Olson 2010；

Solomon 2013）。

（出所）新倉・高橋（2012）より引用

図１　CVSでの買物行動スクリプトの例（仮説）

　消費者は基本的に，日々の生活の中での

経験や行動を通じて知識を貯えていく 7（佐

伯 1990；Peter and Olson 2010）。スクリプ

トはこれまでの経験と共通した状況やある

状況に繰り返し出会うことで，または，異な

る状況において共通する行動パターンを見

出そうとすることで創り上げられていく（cf.

Shank 1982，邦訳 p.25；Shoemaker 1996）。

　スクリプトの構造は，時間的に推移する行

動の要素から構成される。さらに，それぞれ

の要素はそれよりも小さな行為や出来事の連

鎖によって構造化されている（cf. 深田・仲本

2008）。スクリプトに含まれている個々の行

為はあらかじめ予測されるため，消費者はそ

の場面に出くわしてもスムーズに行動するこ

とが出来る。そして，次に何が起こるかとい

う予測をも可能にする（cf. 改田 2000）。その

ため，消費者がスクリプトを通じて店舗を認

識することの利点は，ある流通サービスで習

得したスクリプトを類似のサービスを利用す

る時に適用したり，次の展開の予想や新しい

状況に適応したりすることが可能になる（cf.

Shoemaker 1996；Peter and Olson 2010）。

こういったスクリプトの応用は，リアルと

ネットでの関係においても利用される。例え

ば，インターネット・アパレル店での購入プ

ロセスは，過去の既存アパレル店での「スク

リプト」を参照するという結果も出ている

（Jacobs and de Klerk 2010）。

　ある店舗が何らかの業態として分類され

ている方が，店舗の認識がなされやすい（cf.

村山 1994；高嶋 2007）という点を考慮すれ

ば，様々な店舗の利用を通じて習得したスク

リプトによって，消費者は類似の行動パター

ンをもつ店舗群をひとまとまりの業態とし

て認識していると考えられるのである（cf. 佐

伯 1990；高橋・新倉 2012）。そして，消費

者は実際の店舗での経験で得たスクリプト

を前提（手本）にしながら，従来のそれとは異

なる点を理解していくことが可能になるの

である。これらの点を整理し，次の章で仮説

を設定していく。
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第 3章　仮説設定
　上述した点を整理する。まず，小売の業態

を実体として捉えられるほど小売活動は固

定的な存在ではないという点である。店舗内

においても常に仕入と販売によって品揃え

や取り扱うカテゴリーは変化し，同じチェー

ン店舗でもサイズが異なれば完全な同一店

舗というものは存在しない。また，新しいタ

イプの店舗の登場や競合との差異を求めて，

常に業態も変化し，多様化している。こう

いった複雑な状況においても消費者は異な

る業態をうまく使い分けている。その使い分

けを可能にしているのが店舗利用の経験を

通じて得た知識と，それにもとづく行動パ

ターンとしてのスクリプトである。

　スクリプトの差異を確認する場合，同一消

費者で異なる対象（店舗）の認識の違い，およ

び，同一対象（店舗）で属性や状況が異なる消

費者間の違いは区分して検討する必要があ

る（Lakshmi-Ratan and Iyer 1988）。 こ の 点

を踏まえ，本稿では主に食品スーパーの業態

認識を検討する際，競争関係にあるコンビニ

エンス・ストアを比較対象とする。

　コンビニエンス・ストアのイノベーション

は小売業務のみならず，商品開発・商品供給，

取引関係などの組織間関係全般におよんで

おり，革新性の奥が深く，他との差異をもと

めて開発されてきた業態である（矢作 1994）。

食品スーパーの差別化の源泉が野菜や果物

などの生鮮食品であるのに対し，コンピニエ

ンス・ストアは「素材」というよりも総菜や

弁当などの「おかず」「食事」という高付加

価値商品の販売や，直ちに使用する商品を直

ちに購入する「消費の即時化」を競争差別化

の手段としている（矢作 1994）。また，一般

的にコンビニエンス・ストアの店舗サイズは

食品スーパーに比べて小さいことから，食品

スーパーとは店舗内行動も異なるはずであ

る。このように，商品を中心とした提供が消

費者に受容され急成長してきたこと，店舗サ

イズの違いは行動パターンの違いとして立

ち現れる。この点を考慮すれば，コンビニエ

ンス・ストアは食品スーパーとは異なった進

化をしており，同一の消費者内でも異なるス

クリプト（行動パターン）を持っていると考

えられられる（H1) 8。

H1：	食品スーパーとコンビニエンス・ス

トアのスクリプトに差がある。

　消費者の知識について議論する。消費者

は繰り返しの学習を通じた熟練化によっ

て，より多くの情報を，より完全に得るこ

とが可能となり，効用を最大化する行動に順

応し，より最適な決定を行うことができる

（Hutchinson and Eisenstein 2008）。また，初

心者の場合，意図的に努力を必要とする多

くの処理でも熟練者（expertise）は自動的に

行うことができる（Hutchinson and Eisenstein 

2008）。そのため，よく開発されたスクリプ

トを持った消費者は行動がコントロールでき

ていることから，普段の買物の仕方にあまり

意識を使わずに行動でき，その能力の多く

を購買に集中させることが出来る（Peter and 

Olson 2010）。これらの点から，利用頻度の

高さとスクリプトの頑強さは比例すると考え

られる。なお，買物の主な動機は消費者が

抱える問題を解決することである（Shankar 

2011）。食品スーパーとは「『普段の生活』

を支える『おかず屋』＝内食提供業」であり 9，

より良い食事のための食材の購買が主な目

的である。そのため，利用頻度の高さと購買

に直結するような要素が充実すると考えら

れる（H2a）。さらに，スクリプトが目的達成

のための行動であることを考えれば，来店動

機が異なれば店舗内行動パターンも異なる
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と考えられる。おかずを決める際に，価格（チ

ラシの特売）を見てから考える，あるいは，

作りたい料理や献立を先に決める，冷蔵庫に

ある在庫から考える，などの買物の動機の違

いによって来店目的や店内での購買行動も異

なると考えられる（H2b）。そこで，来店前の

行動にも着目して，その行動パターンの違い

でスクリプト構造の違いを確認する。逆にパ

ターン間で大きな違いが無ければ，食品スー

パーのスクリプトは頑強であるといえる。

H2a：	利用頻度とスクリプト構造の豊富さ

は正の関係にある。

H2b：	来店前の行動パターンの違いによっ

てスクリプト構造は異なる。

　小売企業が業態を開発する場合，その原型

となるものを想定し，それを具現化したも

のが個々の店舗である（cf. 向山 2009；新倉・

髙橋 2012）。消費者が店舗をうまく使い分け

ているということは，消費者も「食品スー

パーらしさ」「コンビニエンス・ストアらし

さ」といった原型なるものを想定しながら，

食品スーパーやコンビニエンス・ストアのス

クリプトを形成することで，店舗間の使い分

けや店舗内での購買行動もスムーズに行え

るとも言える。

　この消費者が想定している食品スーパー

の「らしさ」といった原型なるものは知識構

造としてのカテゴリー概念が関係しており，

典型性と具体性という概念で説明できる（髙

橋 2011）。典型性とは，「食品スーパーとは

このようなものだ」と認識する属性や便益の

束をベースに構造化された知識である。主

に，理想属性，多属性構造，代表性，類似性，

親密性などで構成されている（Rosch 1978，

Barsalou 1985，Loken and Word 1987；

1990，髙橋 2011）。具体性とは，具現化さ

れた店舗そのものの存在感であり，店舗のロ

ゴやカラーがもたらす雰囲気，利用シーンと

の関連性などの包括的な認識である。「食品

スーパーといえばどの店舗を思い出すか」と

いう純粋想起や助成想起といった記憶から

の想起とも関連するため，生活環境において

店舗が利用されるシーンとの関連性や生活

内で出会う事例としての頻度，直近の利用状

況（新近性），他の店舗との違いなども関連す

る（Cohen and Basu 1987，Yoo et al . 2000，

新倉 2005，髙橋 2011）。

　スクリプトにもとづく想起は場面（シーン）

における事物の部分―全体 (part − whole) 関

係や隣接関係，場面や行為の時間的連鎖や因

果関係から成り立っており（cf. 楠見 1992），

時間軸上を一定の順序でエピソードが並んで

いるため，スクリプトが形成される基礎はエ

ピソード的知識である（Schank and Abelson 

1977；村田 1991）。エピソード的知識は典型

性の概念が主とする属性や便益にもとづく抽

象的な意味記憶や一般的知識に加え，具体性

の概念が主とする文脈や利用シーンとも強く

結びついているものであり，記憶からの連想

や想起との関連が強い知識である。これらの

記憶や知識は上述の利用頻度や来店前の行動

パターンの違いで異なると考えられる（H3a, 

H3b）。

H3a：	利用頻度で知識構造は異なる。

H3b：	来店前の行動パターンの違いで知識

構造は異なる。

　本研究ではこういった同一消費者での業

態間の違いや同一の業態内（食品スーパー）

の個人差による違い，カテゴリーの知識概念

とスクリプトとの関連を明らかにすること

で，食品スーパーの業態認識を明らかにして

いく。
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第 4章　調査設計
1 節　メソドロジー

　スクリプトのデータは，プリテストを実

施した後，インターネットを通じた定量ア

ンケート調査で収集した。分析には，ネッ

トワーク分析における「アトリビューショ

ン分析」（要因分析）を利用する。ネットワー

ク分析とは，さまざまな対象における構成

要素間の関係構造を探る研究方法である（鈴

木 2009）。1998 年頃からの計算機やインター

ネットの爆発的発展と重なった事もあって，

データの精度や規模も向上しつつあり，多

様な分野で急速に研究が進んできている（増

田・今野 2010）。その中で，アトリビューショ

ン分析は実務において，主にインターネット

上の特定サイトへの流入経路の分析，あるい

は，サイト内の行動履歴から回遊の仕方を解

析する際に用いられる分析である。

　本稿でこのアトリビューション分析を用

いる理由は，従来の統計的手法を用いてデー

タを単純に集計してしまうと，ダイナミック

な行動経路（行動の動態性）が表現出来なく

なってしまうためである。スクリプトの先行

研究においても集計結果を中心としたもの

が多く，行動パターンの個人差（違い）を把握

できないことに限界があった（Lakshmi and 

Iyer 1988）。しかし，本稿の目的は，食品スー

パーという業態を「どのような行動パターン

として認知しているのか」という点を明らか

にすることである。そのため，行動パターン

の構造について知ろうとした時に，その構成

要素について知るだけでは十分に把握した

ことにはならないし，構成要素間のつながり

方（パターン）が異なれば，全体構造の持つ意

味も異なる可能性もある（cf. 鈴木 2009）。こ

のような場合，構成要素間の関係構造こそ

が本質的重要性を持つのである（鈴木 2009）。

とりわけ，アトリビューション分析の特徴

は，行動パターンを俯瞰的かつ網羅的に「可

視化すること」であり，統計的手法を用いた

従来の研究結果では把握しきれなかったス

クリプトのフローを理解することが可能と

なる。そのため，本稿では統計的手法による

集計レベルでの議論ではなく，この分析を応

用し，消費者が保持するスクリプト構造の特

徴を確認しつつ，業態間の違いや個人差によ

るパターンの違いを確認するために利用し

ていく。

　なお，今回のスクリプトのデータの特徴

には，「行動」という順番があるため，この

行動順を有向性と設定し，起点となるノード

（構成要素 10）とそれをつなぐパス（矢印）で

行動の順番を示す。さらに，その直前のノー

ドを頂点に，それに続く複数の行動を枝とし

て変換した上で，枝の重みを行列（隣接行列）

に置き直し，その重み（ウェイト）にもとづき

それぞれの枝をパーセントで集計する。行動

の流れには逆方向もあり得るため，その重み

も加算する 11。スクリプトの可視化と構造把

握には「Gephi 0.8.2」を用い，構造の類似

性の測定には，統計ソフトの「R（ver.2.15.2）」

を用いる 12。

　一般的に，ネットワーク構造の特徴を把握

する場合，「密度」と「中心性」がよく用い

られる（鈴木 2009）。密度に関する指標は「直

径（diameter）」「グラフ密度（density）」「クラ

スタリング係数（average clustering coefficient）」

を，中心性の指標は「媒介中心性（betweenness 

centrarity）」を用いる。

　直径とはグラフに含まれるすべてのノー

ドとパスの中でその距離が最大となる値（距

離行列の成分の最大値）のことである。

　グラフ密度とは，グラフにおいて張ること

の出来るすべてのパスの数に対する実際の

パスの数の比率である。有向性のある本稿の

スクリプトの場合，ノード数を n とすれば，
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可能な有向パスの数は最大で n-1 であること

から，スクリプト構造に含まれる有向パスの

数を m とするとグラフ密度は以下の式 1 で

表される。

　グラフ密度はすべてのノード間にパスの

ある完全グラフ（complete graph）で最大値の

1 を取り，パスが全く存在しない空グラフ

（empty graph）で最小値の 0 を取る。この係

数は異なるグラフ間で比較出来る。

　クラスタリング係数とはグラフ内の三角

形（3 つのノードが 3 つのパスでつながって

いる形）をネットワークの基本構造であると

考えた場合，ネットワーク全体に占めるこの

三角形の割合を数えることで，ネットワーク

構造の密度を把握するものである。スクリプ

ト全体のクラスター係数を C とすると，ノー

ドごとのクラスター係数の平均値は以下の

式 2 で表される。

　なお，Ci は各ノードについての量を示す。

スクリプト構造が一直線（三角形の存在しな

い、直線的な行動）の場合，この係数が 0 に

なり，1 に近いほど，構造に多様性があると

判断する。

　媒介中心性とは，ネットワークの連続性を

維持するために必要なノードを明確にする

指標である。この値は標準化された場合，最

小で 0，最大で 1 までの範囲となり，スコア

が大きいほどスクリプトにおいて多くの消

費者が「取る行動」を示す。媒介中心性を確

認した後，食品スーパーとコンビニエンス・

ストアのスクリプト構造を比較するために，

スクリプトのサブグループを抽出すること

で，パターンの違いを確認する。併せて隣接

行列から相関係数を計算することで構造の

類似性も確認する。このサブグループはノー

ド間の関連性の高さでグループ化するもの

で，ネットワーク分析ではこういったまとま

りのことを「コミュニティ」と呼ぶが，本稿

のノードはスクリプトを構成する行動の要

素であり，一般的なネットワーク分析と意味

が異なるため，ここでは「スクリプト・グルー

プ」と呼ぶことにする。

2 節　プリテスト

　はじめに，スクリプトの存在を確認する

ために，定性インタビューを実施した。イ

ンタビューは 20 代女性 1 名（未婚），30 代女

性 2 名（既婚子供無し 1 名，既婚子供あり 1

名），40 代女性 2 名（既婚子供あり）に対して，

2012 年 8 月 7 日，8 月 10 日，8 月 25 日に行っ

た。食品スーパーおよびコンビニエンス・ス

トア，その他の店舗を利用する動機や購買前

の行動，店舗内での回遊パターンなどをつぶ

さに確認したところ，それぞれ購買目的と共

に基本的な行動パターンが存在することを

確認した 13。インタビューでも，来店前の行

動が購買行動に関連していたため，来店前の

行動を含めた測定を試みた。

　つぎに，より具体的な行動リストを作成す

るために，プリテストを実施した。調査の

実施は株式会社マクロミルのハウスホール

ドパネルに対して行った。調査は，この 1 ヶ

月以内に食品スーパーを利用した経験のあ

る 18 歳から 60 代までの女性を対象とした。

調査エリアは，関東 1 都 6 県，関西 2 府 4

県および愛知県，高知県であり，調査期間は

2012 年 8 月 30 日から 8 月 31 日である。回

収数は 267 サンプルとなった。

　スクリプトに関する主な質問項目は，「あ

なたが，食品スーパーに行こうと決めて，買
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い物に出かけ，自宅に帰ってくるまでについ

てお伺いします。あなたが，食品スーパーに

行こうと思った時から，実際に店に行って買

い物を済ませて出てきて，帰宅するまでに，

具体的にどのような行動を取りますか。ふだ

んの利用状況を思い出しながら，できるだけ

具体的に，時間の流れに沿って，お答えくだ

さい。（あなたが，もっともよくおこなう行

動パターンでお答え頂ければ結構です）」と

示した。回答は，自由回答欄を用意し，それ

を矢印（→）でつなぐことで時間の流れを示

し，そこにひとつずつ行動を記入させた 14。

コーディングの結果，全体の 3％に満たない

行動は本調査のリスト（選択肢）から除外し

た。

3 節　本調査と回答者属性

　プリテストとは異なる対象者に対し，本調

査を実施した。調査エリアの選定は売上ラン

キングにもとづいて設定している。具体的に

は，Chain store Age 誌「日本の小売業 1000

社ランキング」（ダイヤモンドフリードマン

社，2011 年 9 月 15 日号 53 − 95 頁）の食品

スーパーの売上ランキング 100 位以内（売上

高範囲は 4800 億円から 350 億円まで）の出

店エリアをつぶさに確認したところ，主に首

都圏，近畿圏，中部地方を中心に展開してい

た。そこで，このエリアの食品スーパーを主

な調査対象エリアとした。なお， 2011 年当

時以降に吸収合併された食品スーパーやこ

のエリアで極端に店舗数が少ないスーパー

は対象から除いた 15。

　調査の実施は株式会社マクロミルのハウ

スホールドパネルに対して，スクリーニング

を伴うインターネット調査を行った。調査

期間は 2012 年 9 月 24 日から 9 月 26 日であ

り，抽出・割付条件はこの 1 年以内に食品スー

パーを利用した経験のある女性（既婚）かつ，

特定の食品スーパーを「最も好き」と回答し

た人を割り付けていった 16。調査エリアは関

東 1 都 6 県，関西 2 府 4 県，愛知，広島，高知，

九州とした。最終的な回収数は 3118 サンプ

ルであったが，食品スーパーのスクリプトの

回答を確認したところ，不明瞭な回答がいく

つか確認されたため，それらのサンプルを削

除し，3062 サンプルを分析に用いた。　　

　回答者の属性として，居住地は関東地

方（42.0 ％）， 中 部 地 方（8.5 ％）， 近 畿 地 方

（34.8％），中国・四国地方（5.5％），九州地

方（9.2％）である。子供の有無は，子供な

し（23.8％），子供あり（76.2％）である。最

終学歴は，高校卒業（25.8％），専門学校卒

業（13.6％），短大卒（25.7％），大学卒以上

（32.3％），その他不明（2.6％）である。世帯

年収は 700 万円台以上が 28.0％，400 万円

台から 600 万円台が 39.4％，答えたくない

と 300 万円台までを含めて 32.6％を占めて

いた。

第 5章　分析結果
1 節　スクリプトの構成要素

　本稿の目的はスクリプトという行動パ

ターンの認知構造体を通じた業態認識であ

る。定性インタビューの結果から，食品スー

パーとコンビニエンス・ストアでは目的の重

要度が異なっていたことから，店舗に向かう

前の行動も含めたスクリプトを検討する。な

お，行動リストの中で出現率が 3％に満たな

かった「その他の売場に行く」（1.7％），「そ

の他の行動をする」（1.4％）を除外して検証

に用いた。全 3062 サンプルの行動データは

図 2 の通りである。
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図 2　食品スーパーのスクリプト（アトリビューション分析結果）（n=3062）
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　それぞれのノードから伸びるパスの先側の

パーセントは起点のノードから次のノードに

進む割合である。細かなパスを表示すると視

覚化の目的を阻害するため，ウェイト値が全

体の 5％に満たないパスは除外し，表示する

閾値を 10％で区切った 17。行動は一方方向

であるだけではなく，逆のパスもありうるた

め，2 つのノード間で異なるパーセント表示

があるのは，それぞれのノードを起点にした

行き先としての構成要素が示されている。

　対比するコンビニエンス・ストアのスク

リプトの行動リストは，2012 年 5 月 17 日

に大学生 18 名に実施したプリテストの結果

を踏まえつつ，今回の食品スーパーと類似の

売場がある場合，それをコーナーと置き換

え，設定した。さらに，食品スーパーのスク

リプト数に合わせ，可能な限り比較出来るよ

うに配慮した。本調査の結果，食品スーパー

のスクリプト回答者の中でコンビニエンス・

ストア利用者は 98.4％（3014 サンプル）であ

り，セブンイレブン，ローソン，ファミリー

マートを中心に，「ほぼ毎日」（1.4％），「週

に 4 〜 5 日程度」（3.1％），「週に 2 〜 3 日

程度」（14.7％），「週に 1 日程度」（27.0％），

「2 週間に 1 日程度」（17.2％），「月に 1 日程

度」（23.6％），「それ未満」（13.0％）となっ

ていた。コンビニエンス・ストアの行動で

回答が 3％未満であった「生鮮食品コーナー

へ行く」（2.4％），「冷凍食品コーナーに行

く」（2.2％），「店内に設置された端末で溜

まったポイントを確認する」（2.0％），「日雑

品コーナーに行く」（1.8％），「化粧品コー

ナーに行く」（1.5％），「調味料コーナーに行

く」（0.5％），「乾物／レトルト商品コーナー

図 3　コンビニエンス・ストアのスクリプト（アトリビューション分析結果）（n=3014）
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に行く」（0.9％），「医薬品・ビタミン剤のコー

ナーに行く」（0.7％），「その他の売場に行く」

（2.1％），「その他の行動をする」（0.9％）を

除外して検証に用いた。

　密度に関する指標を確認したところ，直径

は食品スーパーが 13，コンビニエンス・ス

トアは 5 となり，大きく異なる。グラフ密

度は，食品スーパーが 0.076，コンビニエン

ス・ストアは 0.114 となり，いずれの業態と

も 0 に近いことから，個々のノードから出

る有向パスの数はそれほど多様ではないこ

とが理解できる。特に食品スーパーのパスの

数が少ないことから，スクリプトとしての行

動パターンにまとまりがある。平均クラスタ

リング係数は食品スーパーが 0.358，コンビ

ニエンス・ストアは 0.299 となり，多様性の

面では食品スーパーの方がコンビニエンス・

ストアよりも個人間で異なるパターンがあ

るといえる。

　上記の密度に関する結果の概要から次の 3

点が理解できる。まず，直径から食品スー

パーのスクリプトを構成する要素はコンビ

ニエンス・ストアよりも長いこと，グラフ密

度からは食品スーパーの行動パターンの方

が流れにまとまりがあること，そして，クラ

スタリング係数からは食品スーパーのほう

が，個人間で異なるパターンを持つと考えら

れる。

表 1　食品スーパーとコンビニエンス・ストアのスクリプト構造指標
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　次に，業態間の違いを確認するために，媒

介中心性の概念を通じて，スクリプトにおけ

る行動の要となるノードを確認する。今回，

媒介中心性の分析は Gephi にプリセットさ

れている Brandes（2001）のアルゴリズムを用

いた。

　食品スーパーの場合，0.1 を越えている

ものは，「出かける」（0.18），「カゴを取る」

（0.22），「入り口から順に店内を一通り見る」

（0.14），「魚／刺身売場に行く」（0.26），「肉

売場に行く」（0.25），「お菓子売場に行く」

（0.15），「レジで精算する」（0.11）などである。

　コンビニエンス・ストアの場合，「出かけ

る」（0.15），「目当ての売場へ直行する」（0.18）

が主な行動である。つまり，食品スーパーの

場合，カゴを取り，通路に沿って順番に店内

を見て回ること，そして，魚／刺身売場，肉

売場，お菓子売場が立ち寄り先として重要な

売場である。それに対し，コンビニエンス・

ストアの場合，カゴを取るよりも目当ての売

場に直行することが多く，やや高いスコアを

示すのが，惣菜や飲料コーナーなどしかな

く，食品スーパーほど一貫した行動パターン

ではない。

2 節　業態間の差異の検証（H1）

　H1 の食品スーパーとコンビニエンス・ス

トアとのスクリプトの差を検証するために，

スクリプトのサブグループを抽出する。その

分割の仕方と相関係数による類似性によっ

て，行動パターンの特徴を比較する。サブ

グループを抽出するアルゴリズムは Gephi

にプリセットされている fast unfolding 法

（Blondel et al . 2008）を用いた。グループ分

割のあてはまりの良さの指標はモジュラリ

ティ（Q）で確認する。この指標は検出された

グループの結果，各グループ内にパスが多

く，異なるグループ間でパスが少ない時に

Q が大きくなる様に定義されるもので，こ

の数値はそのまま業態間の比較に利用する

ことができる。抽出の結果，食品スーパー

は 5 つのグループ（Q は 0.621）に分割され 

（図 2 の点線の囲み），コンビニエンス・スト

アは 4 つのグループ（Q は 0.458）に分割され

た（図 3 の点線の囲み）。このグループ構成の

比較からわかる点は，食品スーパーがカゴを

取って入口から順に店内を一通り見るとい

う行動パターンのグループ，および，生鮮三

品（野菜，魚，肉）の売場に行くという行動パ

ターンのグループがコンビニエンス・ストア

には明確に存在しない点である。

　さらに，統計ソフトの R（ver.2.15.2）の関

数（gscor）を用いて食品スーパーとコンビニ

エンス・ストアの相関係数を算出した。この

関数は，頂点のラベルに関係なくグラフその

ものの相関係数を求めることが可能であり，

異なる業態間の関係を比較する際にも利用

出来る。この関数の特徴は，さまざまに頂点

を入れ替えて得られる 2 つのグラフの相関係

数の最大値を与えてくれるもので，最大で 1，

最小で 0 の値となる。分析には閾値でカット

していない隣接行列の素データを用いた。分

析の結果，食品スーパーとコンビニエンス・

ストアの相関係数は 0.179 であり，両者のス

クリプト構造の類似性は低い 18。上記の結果

を踏まえて H1「食品スーパーとコンビニエ

ンス・ストアのスクリプトに差がある」とい

う点を検証する。まず，食品スーパーとコン

ビニエンス・ストアでは抽出されたスクリ

プト・グループの数が異なること，各グルー

プに含まれるノード数や内容にも差がある

こと，さらに，相関係数が低いことから食品

スーパーとコンビニエンス・ストアの行動パ

ターンの類似性は低く，消費者は両者を異な

る業態として認識しているといえ，H1 の食

品スーパーとコンビニエンス・ストアのスク
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リプトに差があるという仮説は支持された。

　では，異なる消費者間でもそのスクリプト

は一貫しているのだろうか。次の節で確認し

ていく。

3 節	 利用頻度の差異と来店前の行動パター

ンの違いによる差異の検証（H2a,H2b）

　まず，H2a の利用頻度の違いによってスク

リプトに差があるのかどうかを検証する。利

用頻度の違いを分析する際は，対象者の住居

エリアにおける店舗立地の影響を排除する

ため，コンビニエンス・ストアの利用頻度お

よび食品スーパーの利用頻度の比率を用い

て食品スーパー依存度で区分し，そのスクリ

プトの構造の違いを確認する。

　利用頻度は，いずれの業態とも，「1．ほ

ぼ毎日」，「2．週に 4 〜 5 日程度」，「3．週

に 2 〜 3 日程度」，「4．週に 1 日程度」，「5．

2 週間に 1 日程度」，「6．月に 1 日程度」，

「7．2 ヶ月に 1 日程度」，「8．3 ヶ月に 1 日

程 度 」，「9． 半 年 に 1 日 程 度 」，「10．1 年

に 1 日以下」で測定していたことから，こ

れらの利用頻度の回答を 365 日に換算して
19，食品スーパーとコンビニエンス・スト

アの依存度比率に変換した。依存度の程度

で 4 分類したところ，食品スーパー依存度

が 25％以下（コンビニエンス・ストア依存

度 75％以上）の対象者が 14 人と極端に少な

かったことから，0 〜 50％以下を食品スー

パー低依存層（n=471，平均 40.4 歳），51 〜

75％以下を中依存層（n=660，平均 40.9 歳），

76 ％ 以 上 を 高 依 存 層（n=1929， 平 均 43.3 

歳 20）として区分し，2 節と同様にスクリプ

ト構造を確認した。なお，各依存度の属性

面での特徴は，低依存度層の会社員（事務系）

が 17.2％と他の層に比べて 10％ほど高かっ

たが，世帯年収や子供の有無に大きな差はな

かった。

　分析の結果，依存度の違いでスクリプト構

造は食品スーパー全体と大きな差はないが，

立ち寄る売場やスクリプト・グループに違い

が見られた（表 2 左）。媒介中心性の値から，

多くの消費者が立ち寄る売場は，高依存層ほ

ど「11．カゴを取る」「24．日配品売場に行

く」「18．魚／刺身売場に行く」という行動

が強化され，低依存層ほど「16．野菜売場

に行く」という行動が強化されていた。ど

の層とも「19．肉売場に行く」と「29．買

い忘れが無いかチェックする」以降のレジ

付近の行動には差がなかった。スクリプト・

グループ数は低依存層が 4 グループとなり，

中・高依存層の 5 グループとは異なっていた。

さらに，低依存層はネットワーク直径も短い

傾向で，平均クラスタリング係数の係数も小

さくなる傾向にあった。しかし，相関係数を

確認したところ，相関係数はいずれも 0.9 以

上であり，コンビニエンス・ストアとの相関

係数は 0.17 から 0.18 程度であった。そのた

め，スクリプト構造は依存度の違いで大きな

差はなく，コンビニエンス・ストアとの類似

性も大きな違いはなかった（表 3）。

　これらの点から H2a を検討する。利用頻

度（依存度の程度）により基本的なスクリプ

トの行動パターンは大きく変わらないもの

の，いくつかのノード（構成要素）は強化され

る傾向にあった。ただ，変化のないノードも

あることから，H2a は一部支持となった。
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表 2　依存度の違い，および来店前の行動パターンの違いによるスクリプト構造の指標
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　次に H2b の来店前の行動パターンの違い

によってスクリプト構造が異なるかどうか

を検証してく。図 2 を見てもわかるとおり，

消費者が食品スーパーに出かける前の行動

は多様である。スクリプトが目的達成のため

の行動であることを考えると，来店前の行動

でその後の行動に違いがあると考える。そこ

で，主な来店前の行動パターンで消費者をい

くつかのタイプに分類し，検証する。逆に，

このタイプ間で極端な違いがなければ「食品

スーパーには固有のスクリプトが存在して

いる」といえる。　

　図 2 の「8．出かける」までのパスのウェ

イトやパスの方向をつぶさに確認したとこ

ろ，主要なタイプとして以下の 4 つが確認出

来た。タイプ 1 は，1 番目の行動で「1．チ

ラシ／広告を見る」，2 番目の行動で「5．持

ち物を用意する」あるいは「6．どの店に行

くか考える」というチラシや広告中心の行動

を取り，目玉商品や安さを追求する行動タイ

プ（721 人，平均 43.2 歳）である。タイプ 2

は，1 番目・2 番目の行動で，「2．身支度を

する」あるいは「3．買物リスト／メモを作

る」「4．冷蔵庫の中身や在庫のチェック」「7．

メニュー／必要なものを考える」のいずれ

かを選んでおり，主に在庫や料理メニュー

を考えながら買物をしようとする行動タイ

プ（741 人，平均 39.6 歳 21）である。タイプ 3

は，1 番目の行動で「9．用事や会社帰りの

ついでに寄る」という，ついでに寄るタイプ

（49 人，平均 44.0 歳）である。タイプ 4 は，

1 番目の行動で「1．チラシ／広告を見る」，

2 番目の行動で「3．買物リスト／メモを作

る」「4．冷蔵庫の中身や在庫のチェック」「7．

メニュー／必要なものを考える」のいずれか

の行動を取っており，目玉商品や安さを意識

しつつ，在庫や料理メニューの両方を検討し

た上で行動するタイプ（541 人，平均 42.3 歳）

である。なお，各タイプの属性面での特徴は，

タイプ 3 には会社員（その他）が 12.2％と他

の層に比べて 10％ほど高く，さらに，他の

層の 6 割以上が専業主婦であることに比べ

て，パート・アルバイトが 46.9％となって

おり，外で仕事をする機会が多い様子であ

る。それに伴い，世帯年収は 600 万円代の

割合がやや多くなっているものの，子供の有

無に大きな差はない 22。これらの来店前の行

動パターンの違いで分類し，その違いを確認

した（表 2 右）。

　タイプ 1 の特徴は，全体と同様の行動を

取るが，特に媒介中心性の高いノードは「15．

特売やセール品を見る」（0.16），「24．日配

品売場に行く」（0.20）であった。チラシや広

告に沿った行動がより強く現れている。タイ

プ 2 の特徴は，「14．入口から順に店内を一

通り見る」（0.20）のノードが強く，他のタイ

表 3　利用頻度（依存度）の違い，およびコンビニエンス・ストアとの相関係数
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プよりも「21．お菓子売場に行く」（0.15），

「26．飲料売場に行く」（0.10）の行動がより

強い。タイプ 3 の特徴は，カゴをとる比率

が極端に低い。野菜売場には寄るが，魚／刺

身売場や肉売場に寄る率は低い。媒介中心性

が高いノードは「15．特売やセール品を見る」

（0.16），「24．日配品売場に行く」（0.17）で

ある。タイプ 4 の特徴は，他よりも来店前

行動に多くのノードが含まれていることと，

「29．買い忘れがないかチェックする」（0.11）

が高い程度で他のタイプとそれほど大きな

違いはない。

　なお，タイプ 3 は「用事や会社帰りのつい

でに寄る」ことから来店前行動は無い。その

ため，ネットワーク直径は 7 と短い。グラ

フ密度はやや高く，平均クラスタリング係数

はやや低いため，他のタイプに比べると若干

行動にまとまりがない。スクリプト・グルー

プ数は 4 で他のタイプのグループ数と異な

る行動を示す。逆にタイプ 1・2・4 の間で

大きな差はない。若干，タイプ 1 のネット

ワーク直径が短く，およびグラフ密度が低い

ことから，シンプルな買物行動となっている

程度の違いである。相関係数を確認したとこ

ろ，タイプ 1・2・4 間の相関は 0.9 前後と高

いものの，タイプ 3 と他のタイプとの相関は

0.5 程度となり，類似性は低い傾向にあった 

（表 4）。コンビニエンス・ストアとの相関係

数は，タイプ 1 が他のタイプより高く，タイ

プ 3 との相関はほとんどない。つまり，チラ

シを見て来店するタイプ 1 のスクリプトとコ

ンビニエンス・ストアの買い方がやや類似し

ており，目的を達成するという行動のシャー

プさが関連していると考える。逆に，他の用

事のついでに寄るタイプ 4 のようなスクリプ

トは，コンビニエンス・ストアとは異なる購

買行動のモードがあると考えられる。

　これらの点から H2b を検討する。スクリ

プトは目的達成行動であることから，食品

スーパーの来店前行動に注目し，パターンの

違いで分類し，傾向の違いを確認した。タイ

プ間で立ち寄る売場やノードの強さはいく

つか異なるものの，「用事や会社帰りのつい

でに寄る」というタイプ 3 以外はパターンが

類似しており，タイプ間に極端な差は無かっ

た。これらの点から，H2b は一部支持された。

表 4　来店前の行動パターンの違い，およびコンビニエンス・ストアとの相関係数
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4 節　消費者知識による差異の検証（H3）

　H1 や H2 で示したように，食品スーパー

の基本のスクリプトパターンは大きく変わ

らないものの，いくつかのノードへの反応は

来店前の行動パターンの違いや利用頻度（依

存度）により異なることがわかってきた。で

は，これらの差異は消費者のカテゴリー知識

のどの部分と関連するのだろうか。スクリプ

トに影響を与えるべき知識が何かが明らか

になれば，業態を認識させる要素がわかり，

食品スーパーらしい印象を強化するための

施策がわかる。そこで，来店前の行動パター

ンと利用頻度の違いによるカテゴリー知識

構造を明らかにするために，多母集団による

共分散構造分析を行う。

　典型性を構成する要素（変数）には「多属性

構造 23」「理想属性」「類似性」「代表性」「親

密性」を用いた。先行研究では具体性を構成

する要素（変数）に「弁別性」「新近性」「事

例としての頻度」「主要な目標や目的」が用

いられてきた。ただ今回，回答者によって利

用する店舗数が 1 店舗から 6 店舗までの幅が

あるため，主要な目標や目的となるシーンの

単純な合計を変数に用いてしまうと極端に

ばらつきが大きくなってしまう。そこで，想

起された食品スーパーの総数で除算した「想

起にもとづくシーン率」，および来店店舗数

で除算した「来店店舗ベースのシーン平均」

を用いた 24（質問項目は付属資料 1 で示す）。

これらの変数を設定した上で，典型性，具

体性とスクリプト間の構造の確認には IBM 

SPSS社のAmos21.0を用いて分析を行った。

主な適合度指標には一般的な GFI，AGFI，

RMSEA を用いた。GFI と AGFI が 0.90 以

上，RMSEA と SRMR（Standardized RMR）

が 0.05 未満で非常にあてはまりがよく，0.10

未満の場合は他の適合度指標を検討の上で

採用という基準とした（cf. 豊田 2007）。な

お，標本数が大きい場合，χ2 検定が棄却さ

れやすいことから棄却の基準として Hoelter

（0.05）の値を参考にした。この値が標本数

を下回る場合，χ2 検定が棄却されても問題

ないとする（豊田 2007）。

　分析の結果，H2a の利用頻度の違いによる

カテゴリー知識に差はなかったため，本稿で

は来店前の行動パターンの違いによる結果

を中心に述べる。来店前の行動タイプの違い

による多母集団分析結果は，GFI が 0.936，

AGFI が 0.885，RMSEA が 0.050，SRMR

が 0.0375，p=0.000，Hoelter（0.05） は 421

（<n=3062）となり，AGFI がやや基準値に満

たないものの，他の適合度指標は十分基準を

満たしており，ほとんどのパスにおいて 1％

リスク未満で有意となっていることから，こ

のモデルを採用する 25（図 4）。

　分析の結果，いずれのタイプとも傾向は類

似しており，典型性は「代表性」や「理想属

性」を中心に構成されていること，具体性は

「弁別性」や「新近性」を中心に構成されて

おり，典型性と具体性の共分散が非常に強い

傾向にあった（表 5）。

　タイプ間の差の検定の結果，タイプ 1 の

具体性項目である「想起にもとづくシーン

率」（標準化係数 0.155）がタイプ 3（-0.001：

n.s.）よりも強く，また典型性の「理想属性」

（0.850）がタイプ 2（0.838）より強い傾向に

あった。さらに，典型性と具体性の共分散は

タイプ 1（0.989）がタイプ 4（0.902）より高い

傾向にあった。逆に，「来店店舗数ベースの

シーン平均」はタイプ 4（0.337）が最も高い

傾向にあった。タイプ 1 には利用シーンを

伴う想起が関連し，こういったチラシを展開

する店舗は食品スーパーらしい店舗として

認識されていると予想される。逆に，タイプ

4 の消費者は，利用シーンに合わせて多様な

店舗を使い分けながらスクリプトを形成し
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ていると考えられる。

　これらの点から H3a，H3b を検討する。利

用頻度の違いによって知識構造に違いがな

かったことから H3a は棄却された。一方，

来店前の行動パターンの違いによって知識

構造が異なることから，H3b は支持された。

この結果から，スクリプト構造には利用頻度

よりも来店前の行動パターンの違いの方が

関連することが理解できる。

図 4		食品スーパーの知識構造（タイプ 1） 表 5		来店前の行動パターンの違いによる標準化係数

第 6章　まとめと今後の課題
　本稿では，流通研究における主要な概念で

ある業態というテーマに消費者視点で迫ろ

うと試みた研究の一端である。従来の流通研

究における業態の概念には消費者視点が欠

落しており，本稿はその欠落した消費者の視

点で議論することで業態を明らかにしよう

としたものである。とりわけ店舗は日々の

マーチャンダイジング活動や競争対応のた

めに常に変化している。このような状況にお

いても消費者はうまく店舗を使い分けてい

る。その使い分けを可能としているのは店舗

利用の経験を通じて得た知識と，それにもと

づく行動パターンとしてのスクリプトの知

識が関連する。消費者は，スクリプトを通じ

て「類似の行動パターン」をもつ店舗をひと

まとまりのタイプ（＝業態）として認識して

いると考え，スクリプトによる業態認識を明

らかにしてきた。その主な対象フレームに食

品スーパーを用い，比較対象にコンビニエン

ス・ストアを設定した。

　H1 の仮説検証の結果，食品スーパーとコ

ンビニエンス・ストアとでは明らかにスクリ

プトが異なっており，両者は違う業態とし

て消費者に認識されていた。特に，食品スー

パーの場合，店舗入口でカゴを取ることが行

動の起点となり，入口から順に店内を一通り

買い回りながら，魚／刺身売場や肉売場，お

菓子売場に立ち寄り，レジで清算するという

行動が基本的な行動パターンであり，コンビ

ニエンス・ストアの場合，カゴを取らずに目

当ての売場に直行し，レジにて清算する。目

当ての売場は惣菜の場合や飲料の場合など

で，一定ではない。

　H2 の仮説検証の結果，同じ食品スーパー

であっても利用頻度によってスクリプトの
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ノード（構成要素）のいくつかが強化される

こと，さらに，来店前の行動パターンの違い

によって立ち寄る売場は異なっていた。

　そして，利用頻度や来店前の行動パターン

の違いと知識構造との関連を構造方程式モ

デルによって確認した（H3）。利用頻度の違

いで差はなかったものの，来店前にチラシを

行動の起点としているタイプ 1 は典型的な

食品スーパー（食品スーパーらしさ）を強く

認識しており，想起にもとづく利用シーンと

の関係も強い。一方のチラシを見しつつ，メ

ニューや冷蔵庫の在庫を調べてから行動す

るタイプ 4 は，来店店舗数の数に伴った利

用シーンとの関連が強い。これらの点から，

知識構造（とくに利用シーン）は利用頻度の

違いよりも来店前の行動パターンとの関連

が強いことがわかった。

　本稿の貢献は，食品スーパーのスクリプト

というものが明確に存在すること，そしてそ

の構造をアトリビューション分析によって

可視化したことである。特に，スクリプトの

構成要素を従来の統計的手法による単純集

計で把握するだけではなく，異なる業態との

比較や行動パターンの違いをふまえたアト

リビューション分析に踏み込み，明らかにし

たことである。この分析結果を通じた実務へ

のインプリケーションは次の 3 点である。

　第一に，消費者の食品スーパーとコンビニ

エンス・ストアのスクリプト構造が明らかに

異なることから，特徴のあるノードを用いて

「業態認識を操作することが出来る」という

点である。仮に，コンビニエンス・ストア

各社が食品スーパーの顧客を取り込みたい

のであれば，入口で買い物カゴを手に取ら

せ，生鮮三品の売場を用意し，その売場に立

ち寄らせることが出来れば食品スーパーの

認識に近くなり，その行動も入口から順番

に店内を歩かせることが可能になるだろう。

実際，ローソンの新業態（実験）店は入り口付

近に買い物カゴを置き，その前に小型の冷蔵

ショーケースを設置し，こだわりのある野

菜などを充実させて陳列している。筆者が 1

時間ほどその店内で観察したところ，来店客

の半数は入り口でカゴを手にして回遊して

いた。また別の知覚操作としては，表の看板

に買い物カゴのマークを付けることで認識

をスーパーに近付けることも可能だろう。こ

の視点にもとづけば，業態の境界線にある，

あいまいな「まいばすけっと」は，店名にバ

スケットを示しており，利用者の多くが入り

口でカゴを手に取って店舗内を行動してい

る。この様子から，店舗サイズは小さくても，

消費者は食品スーパーとして認識しながら

行動していることで受容され，店舗数を徐々

に拡大していると考える。

　第二に，分析の結果から，利用頻度の違

いや来店前の行動パターンの違いによって

立ち寄る売場が異なることから，ショッ

パー・マーケティングへの応用が可能にな

る。ショッパー・マーケティングの目的は店

舗の売上増加やブランド・エクイティの強化

にあることから，例えば，ある店舗の利用頻

度が高い顧客（ロイヤルカスタマー）とそれ

以外の顧客のスクリプトを比較していくこ

とで，売場間の関連性や重点化すべき売場を

明らかにすることが可能である。こういった

分析を通じて具体的な施策に落とし込むこ

とができるため，カテゴリー・マネジメント

にも応用できる。

　第三に，利用シーンの豊富さと来店前の行

動パターンに関連性があることから，利用

シーンのイメージを強化していくことで他

の小売企業との違いを訴求したり，他業態に

流れていく消費者を防止したりすることが

可能になると考える。例えば「ヤオコー」で

は従業員が店舗の中央にある 2 坪ほどの空
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間で，献立メニューを提案し，料理作りを

支援する「クッキングサポート」に注力し

てきたことで業績を高めてきたのが良い例

であろう（小川 2011）。特に食品スーパーが

単なる「素材提供屋」に陥らないためにも，

また，単純に惣菜を充実させることでコンビ

ニエンス・ストアや他の業態に対抗するので

もなく，食や料理・調理に対する「造詣の深

さ」を利用シーンの豊富さと絡めてイメージ

を醸成することが重要である。これが可能と

なれば，食品スーパーらしさの醸成につなが

り，消費者の意識の中での存在感が高まる。

その存在感が店舗選択につながり、結果とし

て低価格競争から抜け出すためのひとつの

アプローチとして有効になると考える。

　しかし，本稿にはまだいくつか課題も残

る。第一に，用事や仕事帰りに立ち寄るタイ

プ 3 と他のタイプで行動パターンが大きく

異なっていたことから，購買行動が主目的か

否かで分析を深める必要がある。第二に，業

態の革新性を持つような特定の小売企業と

大手チェーンとのスクリプトの違いにまで

踏み込んで議論できていない点である。第三

に，スクリプト概念の他の業態への転用可能

性についても検討していく必要がある。これ

らの点は，今後も引き続き実証を重ねていく

予定である。
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Navigation といった店内行動に関する視点も

含まれているものの，一連の行動パターンを

消費者の「認知的側面」で議論されていない
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することが可能になると考える。

6 こういった点を新倉・髙橋（2012）では 3 点の

課題として整理している。第一に，業態を実
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きかという業態研究に挑む研究姿勢に関する

課題である。第二に，業態を成立させる「原

型なるもの」との関係から捉える業態のもつ

動態性に関する示唆が必要となる。第三に，

業態の特性ともいえる動態性を説明する道具

立てが要求されるという点である。

7 消費者は購買に関するスクリプトを日々の生

活で習得する。多様な価格の支払い方（例え

ば，現金の支払い方，クレジットカードの使

い方，ローンの組み方など）を知っており，

様々な店舗の利用の仕方（例えば，ディスカ

ウントストア，百貨店，専門店，インターネッ

ト販売，カタログ販売など）を知っており，

店員との交渉の仕方を知っている（Peter and 

Olson 2010）。

8 食品スーパーにしてみれば，ストアオペレー

ションの関係で，あるいは，ワンウェイ・コ

ントロールによって消費者を店内の奥の方

へ，方向を持って誘導していくことで購買点

数を高める店舗レイアウトにしている。ただ

し，本稿の議論はあくまでも消費者がこう

いった店舗レイアウトを経験することで「ど

のような行動パターンを取ることが食品スー

パーなのか」という「行動の記憶」について

検討するものであり，小売業（売り手側）の意

図を議論しているわけではない。

9 オール日本スーパーマーケット協会によれ

ば，「スーパーマーケット（食品スーパー）と

は，家庭内で食べる食を中心にして総合的に

ワン・ストップ・ショッピングできるように

品揃えしている店」であると定義している

（http://www.ajs.gr.jp/company/company01.
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html より引用）。

10 スクリプトを構成する要素は，共通要素（common 

element）とも呼ばれているがここでは表現を

簡略にするために「構成要素」という用語で

統一して用いる。

11 有向性で重み（ウェイト）があり，さらに逆方向

もありうることから隣接行列は非対称となる。

12 本稿のネットワーク分析の理論的な視点とプ

ログラムは鈴木（2009），増田・今野（2010）に

もとづいている。

13 対象者によっては，「行く前にチラシを見て，

買うものを決める」「カートを使う」「青果売

場はいつも丹念にチェックする」などの個別

の行動があったが，主な行動パターンはほぼ

類似していた。

14 他の質問項目は，食品スーパーと聞いて思い

浮かぶ店舗名（純粋想起，自由回答），食品スー

パーの利用状況やシーン（自由回答），『食品

スーパーらしさ』として保有する要素や特徴

（自由回答），売場行動スクリプトに関する質

問（自由回答），選択行動スクリプトに関する

質問（自由回答），理想の食品スーパー（自由

回答）などである。

15 最終的な食品スーパーを大きく３つのグルー

プに分類した（「大手チェーン」「ローカル

チェーン」「個性的なスーパー」）。「大手チェー

ン」は，複数の都道府県に展開をしており，

売上高が 1000 億円以上のスーパーと定義し

た。「ローカルチェーン」は，首都圏・関西

圏・愛知のエリアにおける大手チェーン以外
4 4

の上位 1 〜 2 社の食品スーパーとして定義し

た。「個性的なスーパー」は，特徴的な店舗

を展開している小売企業であり，特に新聞や

雑誌で取り上げられる機会が多い企業を中心

に選択された。以下は本研究で測定した企業

の一覧である。それぞれの小売企業ごとに 52

サンプルずつ回収した。

調査対象の食品スーパー

大手チェーン（28社）

いなげや，エコス，オーケー（OK ストア），カ

スミ，サミット，ベルク，マルエツ，ヤオコー，

ヨークベニマル，ヨークマート，三和（sanwa），

東急ストア，万代，マックスバリュ，サンディ，

ピーコックストア，バロー，ベイシア，タイヨー，

マルキョウ，マルショク，ハートフレンド（フ

レスコ），ライフコーポレーション（ライフ），

オークワ，マルナカ，山陽マルナカ，サンリブ，

ヤマナカ

ローカルチェーン（16社）

コモディイイダ，とりせん，フレッセイ，マミー

マート，ワイズマート，相鉄ローゼン，富士シ

ティオ，コノミヤ，さとう，マルアイ，マルハチ，

スーパー玉出，コーヨー（光洋），グルメシティ，

アオキスーパー，フィールコーポレーション

個性的なスーパー（14社）

オオゼキ，クイーンズ伊勢丹，成城石井，北野

エース，いかりスーパー，コープこうべ，マツ

ゲン，関西スーパー，近商ストア，阪急オアシ

ス（阪食），マツモト，ハローデイ，サンシャイン，

フレスタ

16 最も好きな店舗と利用頻度の高い店舗はほぼ

一致していた。

17 10％未満を閾値で除外しているパスが存在す

ること，および，対象者によってスクリプト

の長さが異なることから，あるノードから他

のノードへのパスを全て加算しても完全には

100％にならない。

18 構造が直線的であるため標準偏差が 0 に近

いことから，有意差検定の結果は計算できな

かった。ただし，係数の大小で構造の類似性

は把握できると考える。

19 「1．ほぼ毎日」を 365 日に換算，「2．週に４

〜 5 日程度」を 234 日に換算，「3．週に２〜

3 日程度」を 130 日に換算，「4．週に１日程

度」を 52 日に換算，「5．2 週間に１日程度」
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を 24 日に換算，「6．月に１日程度」を 12 日

に換算，「7．2 ヶ月に１日程度」を 6 日に換

算，「8.3 ヶ月に 1 日程度」を 4 日に換算，「9．

半年に 1 日程度」を 2 日に換算，「10．1 年

に 1 日以下」を 1 日に換算して比率を計算し

た。例えば，食品スーパーが 130 日，コンビ

ニエンス・ストアが 52 日の場合，食品スー

パーの依存度は 130 日 ÷（130 日＋ 52 日）＝

71.4％とする。コンビニエンス・ストアを利

用していない場合は食品スーパーの依存度は

100％とした。

20 低依存層を（a），中依存層を（b），高依存層を

（c）とした場合，分散分析の結果，a,b<c（有

意差あり）となり，高依存層は他の層よりも，

年齢層はやや高い傾向にある。

21 タイプ1を（a），タイプ2を（b），タイプ3を（c），

タイプ 4 を（d）とした場合，分散分析の結果，

b<a,c,d（有意差あり）となり，タイプ 2 の年齢

層は若干低い傾向にある。

22 なお，利用頻度（依存度）と来店前の行動パ

ターンとの関連は，低依存度にタイプ 2 が

47.9％，中依存度に 45.2％存在しており，高

依存度よりも 15 ポイントほど高く，逆に高

依存度はタイプ 1（38.6％）とタイプ 4（29.1％）

がそれぞれ他の層より 10 ポイントほど多く

存在する傾向にあった。

23 今回，回答者によって利用店舗数が異なるこ

とから，構造方程式に用いる前準備として，

以下の手順で変数を作成した。まず変数ごと

に回答のあった利用店舗すべての回答（最小 1

店舗から最大 6 店舗まで）を加算し，総来店

店舗数で除算した。その変数に対して因子分

析を実施し，共通性が 0.5 よりも低い項目（「他

店より価格が安い（0.289）」「ポイント制度が

ある（0.129）」「利便性が良い（0.317）」「地域

に密着した（0.445）」）を除外した。再度，因子

分析を実施し，１因子を確認した後（累積寄

与率 67.745％），その変数のみを再度加算し

て総来店店舗数で除算したものを分析に利用

した。

24 両変数ともシーン総数を除算した変数である

ため変数間の相関が高くなることから，誤差

間に共分散を設定している。

25 さらに言うならば，利用店舗数の個人間のバ

ラツキを補正するために，典型性，具体性い

ずれの構成要素とも，合成変数をベースとし

ていることから，データの個性や特性が通常

の 5 点尺度や 7 点尺度よりもあいまいになっ

ていると想定されるため，この指標の値は十

分基準を満たしていると考える。
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付属資料 1　質問項目の一覧




