
ブランド選択行動の多様性における特徴分析 

○原野 朱加，湯浦 克彦 
静岡大学大学院情報学研究科 

 
１． はじめに 

 消費者の購買行動を分析する観点の一つと

して，ある商品カテゴリ内で「同じブランドを

買い続ける人」と「複数ブランドを買う人」と

の区別があげられる．「複数ブランドを買う人」

は特定のブランドに固執せずに購買行動をす

るセグメントであり，企業側から見れば，たと

え現在は他社製品の消費者であっても，自社の

製品を購買する可能性が期待しやすい消費者

となる．彼らをマーケティングターゲットとす

ることで，企業は新たなビジネスチャンスを生

み出すことができるのではないかと考えられ

る．本研究の目的は「複数ブランドを買う人」

つまり「消費多様性行動をとる人」をターゲッ

トとし，彼らの属性や消費価値観の傾向を探る

ことで，セグメントを明確化することである． 
 
２． 先行研究 
消費多様性行動の先行研究にバラエティシ

ーキング行動研究がある．バラエティシーキン

グ行動とは一つの商品カテゴリにおいて様々

なブランドを購入し，その変遷に多様性が見ら

れる状態 1)のことである．バラエティシーキン

グ行動の要因は様々であり，プロモーションに

よる好みや考慮集合の変化，デモグラフィック

属性の違い，他人との同化作用などがあげられ

る．これらが複雑に関係することで，個人は購

買ブランドをスイッチし，多様性のある消費行

動をとることが明らかになっている．  
筆者らはこれらの背景をもとに，シングルソ

ースデータを用いた消費者のブランド選択行

動の多様性に関する要因分析を行った 2)．分析 

 
対象カテゴリにテレビとファーストフードを

用いて行ったところ，消費多様性行動をとる消

費者には性別や消費価値観，インターネット利

用度などに差が見られたとともに，商品カテゴ

リによる特徴の違いも明らかになった．今回は，

この分析方法を応用し別の商品カテゴリを対

象とすることで，分析方法の改善と，商品カテ

ゴリの違いによる差異の考察を行う．  
 
３． 利用データと対象カテゴリ 
本研究では株式会社野村総合研究所から提

供されたシングルソースデータを利用し，分析

を行った 3)．データは 2011 年 9 月・10 月に全

国約 3000人の被験者を対象に収集されたもの

である．2 か月という短期データであるため，

ここで抽出される行動はバラエティシーキン

グ行動の一時傾向である「複数購買行動」とし

てとらえる．この一時傾向を取っているセグメ

ントを明確化することで，バラエティシーキン

グ行動を可能性の高いセグメントに対する，先

手のマーケティングアプローチを打つことを

狙いとする． 
データ内容は性別年齢などの個人属性や消

費価値観，バスや電車の利用駅や路線など行動

範囲，様々な商品カテゴリを含む 82 ブランド

の購入意向（「買いたくない」～「買いたい」

までの 5～6 段階）と購入実態（「知らない」

～「知っている」～「買った」までの 5～6 段

階），主要サイトや企業ホームページなどの

Web サイト閲覧回数が記録されている． 
記録された商品カテゴリの中から，今回はチ

ョコレートを分析対象とする．選定理由は期間
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中の複数ブランドを購買するサンプルが最も

多く，9 月から 10 月にかけて増加傾向にあっ

たためである．また，対象ブランドは，5 ブラ

ンドとした． 
 

４． 消費多様性タイプの設定 
利用データのうちの購入実態データと購入

意向データから消費多様性タイプを設定する．

元データでは，データの尺度は 5～6 段階で，

ブランドごと異なっていたものを再編し，ブラ

ンドを買いたいと思う「購入意欲」パラメータ

と，ブランドを買った「購入」パラメータを設

定する．それらを用いることで，消費者ごとに

どのブランドを購入したか，どのブランドに購

入意欲を持っているかを識別する． 
さらに表１の定義に従い購入したブランド

数，購入意欲を持ったブランド数に応じて，消

費多様性タイプを設定する．一つの商品カテゴ

リにおいて，複数のブランドを購入したサンプ

ルを「複数購入型」，複数のブランドに購入意

欲を持っているサンプルを「複数候補型」，特

定のブランドしか買っていない，もしくは特定

のブランドにしか購入意欲がないサンプルを

「単購買型」に設定する． 
表 1 消費多様性タイプ設定表 

 
５． 分析 

５．１ 分析対象 

各消費多様性タイプが固有にもつ要素を抽 

出することで，それぞれの特徴を明確化する．

分析の正確性を向上させるために，分析対象と

して 2 か月間同じ消費多様性タイプであった

サンプルを採用する．2 か月間それぞれの消費

多様性タイプかが同じであったサンプル群を

それぞれ Group1，Group2，Group3 とし分析

を行う． 
チョコレートにおけるサンプルの消費多様

性タイプ分布と分析対象となったサンプル数

を表 2 に示す． 
表 2 消費多様性タイプ分布（人） 

 複数購入 複数候補 単購買 

9 月 517 1697 275 
10 月 550 1567 205 

分析対象 347 1245 72 

 

５．２ 分析方法 

 分析モデルとしてロジスティック回帰モデ

ル(logistic regression model)を使用する．前回

の分析では 3 グループへの分類を一度に分析

するため，単購買型を軸とした 3 項間の多項ロ

ジット分析を用いたが，それでは複数購買型と

複数購入型の間の差異がうまく抽出されなか

った．そのため今回は全 2 グループ間の差異を

抽出するために，分析を a,b,c の 3 段階に分け，

それぞれ目的変数にグループを示す 1／0 デー

タを用いて，二項ロジット分析を行った．デー

タは分析 aでは Group1に属するサンプルを 1，
Group2 に属するサンプルを 0，同様に分析 b
では Group1 のサンプルを 1，Group3 のサン

プルを 0，分析 cではGroup2のサンプルを 1，
Group3 のサンプルを 0 とした． 
また，説明変数として，性別，年齢，結婚の有

無，職業（主婦・学生・無職・会社員のいずれ

か），消費価値観 S1~S5，消費先進度，PC 利

用度，SNS サイト利用度（表中 SNS 利用度），

モバイルゲームサイト利用度，動画関連サイト 

消費多様性 
タイプ 

購入 
ブランド数 

購入意欲 
ブランド数 

複数購入型 2 個以上 考慮しない 

複数候補型 
1 個 1 個以上 
0 個 2 個以上 

単購買型 
1 個 0 個 
0 個 1 個 
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利用度（表中 Movie 利用度）を利用した． 
 消費価値観については，元データでは「安く

て経済的なものを買う」「周りの人と違う個性

的なものを選ぶ」など 33 項目の質問に対し，

「はい」「いいえ」で答えるアンケートデータ

であった．今回はこれらをクラスター分析によ

り 5 項目に集約し，類似する質問項目の重複を

排除した．集約した各項目に含まれる質問の傾

向から判断される内容を表 3 に示す．それぞれ

が含む質問に含まれる質問に一つでも当ては

まるならば 1，そうでなければ 0 を格納する． 
表 3 消費価値観内容 

  
消費先進度は商品購入の態度を示したもの

で，新商品購入の早い順に 4～1 の数値で回答 

してある． 
PC利用度は電子メールやネットバンキング

などパソコンを使った 14 のサービスの利用状

況を「ある」「なし」で回答してあったデータ

を用いて，「ある」と答えた質問項目の数を集

計した数値を用いる． 
 SNS サイト利用度，モバイルゲームサイト

利用度，動画関連サイト利用度については，

SNS サイトには mixi，twitter，facebook，モ

バイルゲームサイトには，モバゲー，GREE，

動画関連サイトには youtube，ニコニコ動画，

2 ちゃんねるの利用度に関する回答の平均値

を利用する．それぞれのサイトに対して「日常

的に利用している：5」「ときどき利用してい

る：4」「登録しているがほとんど利用しない：

3」「名前は聞いたことがある：2」「名前も知

らない：1」の 5 段階で回答しており，すべて

の回答の平均を利用度とする． 
 変数の絞り込みには，減算法を用い，有意水

準 5%を満たさない変数群を，徐々にモデルか

ら排除していくことで，最終的なモデルを得た． 
 
５．３ 分析結果 

 分析結果を表 4～表 6 に示す．ただし，減算

法により，有意が認められた変数に絞ったモデ

ルのパラメータのみを示している．また，P 値

が 0.1 以下を'．'，0.05 以下を'*'，0.01 以下を

'**'，それ以下を'***'で表している． 
表 4 分析 a結果 

 Estimate   (Std. Error) 

(切片) -3.727039  (0.459854) *** 
年齢 0.038524  (0.006582) *** 
年収  0.079829  (0.033252) * 
S1  0.480776  (0.137487) *** 
S2 -0.315552  (0.149328) * 
S3 -0.528055  (0.146402) *** 
消費先進度  0.459533  (0.088092) *** 
PC 利用度 -0.050390  (0.055069) * 
Movie -0.124973  (0.065819) . 

 

表 5  分析 b結果 

 Estimate   (Std. Error) 

(切片) -0.61561   (0.73553)  
年齢 0.03680   (0.01251) ** 
S1  0.60561   (0.27845) * 
S3 -0.91657   (0.00401) ** 
消費先進度  0.65952   (0.31850) * 

 

表 6  分析 c結果 

価値観 内容 

S1 品質重視で熟考型 
S2 自分の趣向を優先 
S3 流行重視で経済的 
S4 値段は気にせず，ブランド固執傾向 
S5 商品にこだわりはあるが，安さ重視 

 Estimate   (Std. Error) 

(切片) 2.22465   (0.27576) ***  
Movie 0.23073   (0.09686) * 
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６． 考察 

 分析全体の結果から，Group1 と Group2 に

はセグメント間に大きな差異があり，対して

Group2と Group3 は近いセグメントであると

いうことが分かった．つまり，複数ブランドを

購買する人と，ただ複数ブランドを考慮してい

る人の間には大きな違いがあり，ただ複数ブラ

ンドを考慮しているだけでは，購買には至らな

いということがいえる．同時に複数ブランドを

検討しているだけの人と単数ブランドを購入

している人は属性が類似しており，複数ブラン

ドを考慮するだけでは単数ブランドを検討し

ているのと大きな差はないことが分かった． 
 分析別に見てみると，分析 a から Group1
は，年齢，年収が高く，品質重視の熟考型であ

り，自分の趣向や流行はあまり気にしないタイ

プであることが読み取れる．しかし消費先進度

が高いことから，新商品に対するアンテナは高

いセグメントであるといえる．また，PC 利用

度や動画関連サイトの利用度は低く，あまりパ

ソコンは利用しないことが読み取れる．また

Group2 は，これとは反対の属性を持っている

ことがわかる． 
 次に分析 b を見てみると，Group3 は年齢が

若く，品質よりも流行を重視する傾向があるこ

とがわかる．しかし，消費先進度はあまり高く

なく，新商品に対するアンテナは低いといえる． 
 最後に分析 c を見てみると，先にも述べたよ

うにGroup2とGroup3は動画関連サイトの利

用度が Group2 の方が高い，という点しか大き

な差異がない近いセグメントであり，かつ

Group2 は PC 利用度が高いということが読み

取れる． 
 
７． まとめと展望 

 以上の分析より，チョコレートにおける複数

ブランドを購買するセグメントと，考慮または

単一ブランドのみを検討するセグメントでは，

大きな違いがあるという結果が得られた．複数

ブランドを購買するセグメントはほかの 2 つ

のセグメントと比べ，品質を重視し，趣向や流

行は気にしない購買をする傾向があることや，

年齢や収入の高いセグメントであることが分

かった．また，インターネットの利用は複数ブ

ランドを検討するセグメントに多いことが明

らかになった． 
 またこれらの結果は，前回テレビとファース

トフードで行ったものと大きく異なり，消費多

様性行動は商材によって異なることが分かっ

た．しかし，いずれの商材に関してもこの分析

方法を用いることで，それぞれの特徴を抽出す

ることができた． 
 今回の分析では，消費多様性別のセグメント

がもつ属性を抽出することのみを行ったが，今

後は，例えば単数購買だった人が，複数購買に

至った場合に，何が影響していたのかを明らか

にすることで，企業がとるべきマーケティング

アプローチのヒントを得たいと考えている．今

回得られた要因に加え，広告接触や WEB サイ

ト閲覧情報など外部刺激を組み合わせること

で，影響因子の抽出が可能であると考えられる． 
また，今回抽出された消費多様性行動が実際

にバラエティシーキング行動の一部であるか

を検証するために，半年や一年など長期データ

にこのモデルを適用したいと考えている． 
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