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1 はじめに
プロモーションや新製品上市など新しいマーケティング施策を実行した実務家にとって、
最も嬉しくない状態（結果）とは何だろうか。施策が効果を発揮せず、売上や利益などが芳
しくない状態は、多くの実務家にとって当然、嬉しくない状態だろう。SNS 上などで悪い評
判が立ち、いわゆる「炎上」が生じるのも、嬉しくない状況だろう。しかし、最も嬉しくな
い状態は、新しい施策が「話題にすらならない」状態ではないだろうか。
スーパーマーケットは、長い歴史を有する小売業界の雄であるが、今日、「話題にならな
い」買物の場になっており、ブランド化できていないという点が、本書の焦点となる問題で
ある。消費者は、決して、スーパーマーケット各社を忌み嫌っているわけでも、強い不満を
持っているわけでもなさそうである。むしろ、世帯内で食料品の購買を主に担当する消費者
は、その利便性やコスト・パフォーマンスを高く評価し、少なからず利用しているはずであ
る。しかし、消費者はよく利用している「スーパーマーケット」を当たり前の存在だと思い、
話題にするほどではないと思っているようである。この点は、研究対象として興味深いが、
スーパーマーケットに携わる実務家にとっては、嬉しくない状態だろう。
本書の目的は、このような
「良い店だと思っているけど、他人に言うほどの存在ではない」
（p. iii-iv）スーパーマーケットが、
「消費者間で話題性の高い存在」
（p. iv）になるための示唆
を明らかにすることである。そのために、本書は、これまで実務家も研究者も深く取り組ん
でこなかったスーパーマーケットのブランディングのために、なぜ話題性が重要か、どのよ
うにすれば話題性を高めることができるかを、理論と実証の両面から明らかにしている。
2 構成と各章概要
本書の構成を紹介したい。本書は上述の目的のために、2 部で構成されている。第 1 部は
「理論：事例編」であり、第 1 章から第 6 章までの 6 章で構成されている。第 1 部では、スー
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パーマーケットに関する理論が広範にレビューされている。また、理論に加え、スーパー
マーケットの歴史や優れたブランディングの事例も紹介されている。そして、理論と事例の
双方を踏まえ、本書の問題意識が提示されている。第 2 部は「分析編」であり、第 7 章から
第 11 章までの 5 章で構成されている。第 2 部では、第 1 部で示された問題意識に基づき、
データの分析結果から、話題の起点となる消費者はどのような消費者なのか、どのような商
品が話題になりやすいのか、どのような価格（表示、ディスカウント等）が話題になりやす
いのか、どのような店舗や売場が話題になりやすいのかが示されている。以下、各章の要点
を確認したい。
まず、序章で、スーパーマーケットは身近な買物場所だが、自ら話題として SNS に上げ
ることが少ない商業施設であることが問題として提起される。具体的には、さまざまな調査
データをもとに、スーパーマーケットは、業態全体の販売額は十分大きいがやや減少傾向に
あること、時間を掛けずに良いものを安く買う場であり、感情的な楽しみは求めない場であ
ることが示されている。また、買物の場としてではなく、働く場としても、就活生の評価は
あまり高くないようである。このような日常性の高い、「ケ」の場ととらえられているスー
パーマーケットは、TV などで受動的にその情報に接することはあっても、消費者自らその
情報を発信し、話題にすることは少ないことを指摘している。以上のことから、競争の厳し
い小売業界において、スーパーマーケットがこれからも維持、発展していくためには、「消
費者間で “ 話題 ” として盛り上がる業界になること」
（p. 12）が課題であり、どのように話題
性を構築していくかを真剣に検討する必要があると説く。また、そのためにも、著者は
「“ 話題性 ” を成果指標」
（p. 13）としてとらえることが必要であると主張する。
第 1 章「ブランド論とスーパーマーケット」では、既存研究のレビューより、スーパー
マーケットを企業ブランドの視点からとらえた研究が不足していること明らかにしている。
具体的には、まずブランドの定義、ブランドエクイティやグランド価値などについて既存研
究の確認を行った後、小売業のブランド研究を検討している。小売ブランドは、製品、店
舗、企業の各レベルでとらえることができるが、特に企業レベルの実証研究が不足している
ことを指摘している。数少ない小売ブランドの実証研究として、Arnett et al.（2003）の小売
業のエクイティ測定に関する研究、Allaway et al.（2011）の小売ブランドのエクイティ測定
に関する研究、Kwon and Lennon（2009）の小売業の実店舗とオンライン両方を含めた企業
ブランドに関する研究がある。しかし、スーパーマーケットを対象とした研究は Allaway et
al.（2011）のみであり、スーパーマーケットの企業ブランドは研究対象として注目されてこ
なかったことを、筆者は大きな課題として指摘している。
第 2 章「スーパーマーケットの誕生と発展経緯」では、日本におけるスーパーマーケット
の誕生から発展に至る歴史を整理し、日本のスーパーマーケットが利便性向上に邁進してき
たことの功罪を詳らかにしている。まず、スーパーマーケットの誕生と発展の過程を確認
し、成熟期を迎えた 1980 年代以降、スーパーマーケットは、カテゴリー・キラーなどとの競
争により成長が鈍化していき、食品スーパーは、業態内競争のために成長が鈍化していった
ことが紹介されている。また、近年のネット通販との競争に対して、スーパーマーケットを
展開する小売企業は、ネット・スーパー事業により対応していることに触れ、その現況と課
題を示している。以上の点から、スーパーマーケットを展開する小売企業は、競争などの環
境に柔軟に対応して、形態を変え発展してきたが、基本的に「消費者にとっての利便性の向
上」
（p. 49）に邁進してきたことが指摘されている。各社のこのような企業努力が今日のスー
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パーマーケット業界の発展につながったのは間違いないが、一方で、このような「利便性向
上の過剰追求」
（同）が、話題性のない小売業態への収斂を生んだというのが著者の見解であ
る。この見解は、理論・歴史と小売実務に精通する著者による鋭い指摘である。
第 3 章「商圏論とスーパーマーケット」では、伝統的な小売商圏論（以下商圏論）に基づ
き、スーパーマーケットの商圏を検討していては、話題の起点となる消費者の獲得や、話題
を作ることができる店づくりが難しくなることが指摘されている。具体的には、小売の空間
構造、商圏内競争に関する理論の要点を確認した後、小売吸引力モデルに代表される消費者
の空間行動研究のレビューを行い、近年の日本における研究の焦点が「「移動者への着目」と
「モバイルによる位置情報の活用」
」
（p. 62）に移っていることを指摘している。商圏論におい
て、スーパーマーケットは中心的な研究対象ではあるが、商圏内の顧客セグメントの差異、
特に話題の起点となる顧客であるか否かは十分考慮されてこなかったことを筆者は課題とし
て指摘している。同様に、商圏論は、消費者が売場面積や品揃えなどの機能的な要因に基づ
き出向店舗を決定することを前提とすることが多いが、このような枠組みでは、「利便性と
いう部分での魅力」
（p. 65）しか考慮されず、感情に訴求できるような話題性をつくるという
視点は生まれてこないことも課題として指摘している。
第 4 章「小売業態論とスーパーマーケット」では、小売業態論において、「スーパーマー
ケットは分析の主役ではなく相手役」
（p. 83）として扱われることが多く、アウトプット革新
に焦点を当てた事例の検討が十分行われていないことが指摘されている。具体的には、小売
業態論の中でも、小売業態発展論と小売流通革新論を中心にレビューを行い、スーパーマー
ケットがドラッグストアなどの他業態の参入の相手役として扱われることが多く、革新につ
いてもオペレーションが中心で、アウトプットの革新性の視点からの考察が少ないことを明
らかにしている。
第 5 章「流通情報マネジメント論とスーパーマーケット」では、POS システムにより収集
されたデータ（以下 POS データ）を活用したインストア・マーチャンダイジング（以下 ISM）
に関する研究レビューをもとに、POS を活用した ISM が、画一的で面白みのない店舗の増
加や、革新的な提案を行える従業員の思考育成を阻害してきた可能性を指摘するとともに、
第 1 〜 5 章の先行研究レビューのまとめを示している。具体的には、POS データが IMS のス
ペース・マネジメントとインストア・プロモーションにどのように活用されてきたかを確認
し、メーカーとスーパーマーケットが協働し、カテゴリー・マネジメントを行ってきたこ
と、またフリークエント・ショッパーズ・プログラム（以下 FSP）の導入により、スーパー
マーケットは、優良顧客の識別と囲い込みに注力してきたことを指摘している。しかし、こ
のような ISM は、店舗に確かな売上をもたらす一方、スーパーマーケット企業の「消費者へ
の迎合」
（p. 96）を生み出している可能性があり、「消費者は現状こういう動きだけど、それ
をこう変えてやる」
（pp. 96-97）という従業員の意欲や思考を阻害する可能性があることを
指摘している。さらに、第 1 〜 5 章のまとめとして、筆者は、スーパーマーケットのブラン
ド化が進展しない理由として、客数と売上にこだわりすぎたこと、利便性を追求しすぎたこ
と、消費者の目に入る革新的差別化が不十分であったことを挙げている。これらの指摘は、
小売企業の利便性の過度な追求、POS データへの過度な依存に対する重大な警鐘である。
第6章
「スーパーマーケットのブランディング事例」では、先述のとおりスーパーマーケッ
トのブランディングは難しいものの、実際に成功している日本の事例 2 つ、米国の事例 3 つ
を紹介し、ブランディングのための研究課題を抽出している。具体的には、成城石井、阪急
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オアシス、Niemann Foods、Dorothy Lane Market、Roundy’s の事例を検討したうえで、
スーパーマーケットをブランディングするためには、購買の先にある話題性などの成果指標
の検討、話題の起点となる消費者の特徴把握、話題性の高い商品の特徴把握、話題につなが
る価格の特徴把握、話題につながる店舗特徴の把握、話題につながる売場特徴の把握の 6 つ
の課題を研究していく必要があると説いている。
第Ⅱ部「分析編」では、筆者の実証研究に基づき、スーパーマーケットが「話題にならな
い店」からの脱却を図るための解決策が示されている。具体的には、6 章で指摘されたの 6
つの課題について以降の各章で、実証研究が示されている。
第7章
「話題につながる消費者」
では、スーパーマーケットは、自社店舗での購買金額シェ
アが高いロイヤル消費者（以下、ロイヤル）を囲い込むだけでは話題を生み出しにくく、話
題を生み出すためには情報先端層を囲い込む必要があることを 4 つの分析結果に基づき説い
ている。具体的には、購買金額シェア 50% 以上のロイヤルは、食や買物に対して無関心な
層が多く、「慣性で購買を継続している」
（p. 149）可能性があることが示されている（分析
1）
。これに対し、情報感度の高い情報先端層は、スーパーマーケットを使い分けており、店
舗で幸せな時間を過ごせることや選ぶ楽しさがあることを重視することが明らかになった
（分析 2）。また、化粧品・ヘアケア用品に関する調査から、自他共に認める「真の先端層」
（p. 163）を抽出し、この層は広い情報源を持ち、
「製品に関する情報よりも買う場面に関する
話題」
（p. 169）を強みとしていることが明らかになった（分析 3）。さらに、情報先端層の情
報発信内容（リアル、SNS）を分析した結果、SNS を駆使して、写真を活用し、「旬」なもの
を発信していることが明らかになった（分析 4）
。これらの分析を通じ、筆者は、小売企業が
ロイヤルのみを優遇することの危険性を指摘している。ロイヤルは、食や買物に感度が低い
消費者が多く、彼らに合わせて売場や品揃えを形成していると、面白くなく、話題にならな
い店舗ができてしまう危険性がある。通念とは異なるこの指摘に、筆者の慧眼が窺える。
第 8 章「話題につながる商品」では、人に PB を推奨するか否かは、美味しいだけでなく
コスパの良さや、高級で素材が贅沢であることなどが影響すること、SNS で発信するか否か
は、遊び心があること、ネーミングが良いこと、高級で素材が贅沢であることなどが影響す
ることを、分析結果から明らかにしている。まず、PB の市場戦略、商品評価に関する既存
研究を確認し、PB に関するクチコミの研究が不足していることを指摘している。筆者はこ
の点を明らかにするため、実在の 3 つの PB に関するアンケート調査データに対して二項ロ
ジスティック回帰分析を行い、PB について、PB を人に推奨するか否かは、関心を持つか否
か、購買を考慮するか否かとは異なる知覚品質属性を重視して判断することを明らかにし
た。具体的には、関心や考慮には、
（PB の）品揃えの充実度、信頼などが正に影響するが、
推奨にはそれらに加え、高級で素材が贅沢であること、コスパが良いこと、パッケージが良
いこと、独自性があることなどが影響することが明らかになった。また、クチコミに関して
も二項ロジスティック回帰分析を行い、SNS 上で発信するか否かは、リアル共有するか否か
で重視される知覚品質属性とは異なり、PB に遊び心があること、ネーミングが良いこと、
高級で素材が贅沢であることが重要であることが示された。これらの結果は、「話題につな
がる PB」を作りたいなら、単に「安い」
「美味しい」だけを重視した PB 開発を行うのでは
なく、遊び心を盛り込むこと、ネーミングや素材にこだわることが重要であることを示唆し
ている。
第 9 章「話題につながる価格」では、プロモーションの表示タイプ（以下プロモ・タイプ）
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により「安い」と知覚されるか、
「コスパが良い」と知覚されるが異なり、特定のプロモ・タ
イプが「コスパが良い」という情報発信を促進することを明らかにしている。まず、「コスパ
が良い」とは、知覚コストに変化はないが知覚ベネフィットが上昇する状態であると定義
し、
「安い」とは異なることを明確にしている。そのうえで、どのようなプロモ・タイプが
「安い」
「コスパが良い」という知覚を促進するかに関して、既存研究をレビューしている。
その結果、既存研究では、プロモ・タイプ間の比較の際の基準が統一されていないこと、購
買バスケットを対象にしたプロモーション効果（たとえば総買物金額の 5% オフ）は比較さ
れていないこと、情報共有を視野に入れていないことを、筆者は課題として指摘している。
これらの課題解決のため、アンケート調査データの分析を行い、ポイント数表示（たとえば
298 円の商品 A 購入で 100 ポイント）
、増量比率表示、ノベルティ表示、限定商品表示、総
買物金額ポイント数表示（たとえば買物金額 1,000 円で 100 ポイント）などが、コスパが良
いという知覚につながりやすいことや、これらの知覚の個人差（たとえば世帯収入 800 万円
以上の消費者層はノベルティ表示をコスパが良いと強く知覚すること）を明らかにしてい
る。また、増量比率表示、バンドル表示、限定商品表示、総買物金額ポイント数表示は、コ
スパが良いという情報発信につながりやすいことも明らかにされている。店頭プロモーショ
ンは、短期的視点で実施や評価が行われることが多く、プロモーションに接した消費者の即
時的な購買に着目しがちである。しかし、筆者は、より長期的、かつ消費者間相互作用の点
で広い視点に立ち、どのようなプロモーションが、コスパが良いと知覚されやすいか、さら
にコスパが良いというクチコミを生じやすいかを明らかにしている。
第 10 章「話題につながる店舗」では、SNS 上で話題になりやすい店舗をつくるためには、
情報収集力と情報発信力に長けている「多店舗・多 EC 併用層」を狙い、知的でおしゃれな
イメージを有し、新製品が多く、店員が豊富な知識を持つ店舗を目指すことが重要である
ことを明らかにしている。具体的には、業態・店舗選択、リアル店舗・EC 併用行動の既存
研究をレビューし、食品や日用雑貨を扱う業態を取り上げた研究が不足していること、買
物場所の使い分け時の重視点に関する研究が不足していることを課題として指摘してい
る。これらの課題を解決するため、リアル店舗業態と EC 業態の 7 業態の利用店舗数に関す
るアンケート調査データをクラスター分析にかけ、店舗絞り込み層、多店舗併用層、CVS・
EC 併用層、多店舗・多 EC 併用層の 4 グループが識別された。このうち、多店舗・多 EC 併
用層は情報探索・収集・発信に積極的で、商品カテゴリーによっては EC をメインの購入経
路にしていることが明らかになった（分析 1）。また、知的でおしゃれなイメージがあり、新
製品が多く、店員に知識があるリアル店舗が SNS 上で話題になりやすいことも明らかに
なった（分析 2）。
第 11 章「話題につながる売場作り」では、多くの種類の商品が陳列されている写真などが
添付されている投稿が SNS 上での反応が良く、大量陳列、生鮮食料品、キャラクター、バ
ラエティ、美味しそうなどを満たす写真が投稿された売場の売上が良いことを定量的に明ら
かにしている。具体的には、特別陳列、POP、SNS 上の投稿と購買に関する既存研究をレ
ビューし、売場特徴と「いいね」獲得の関係や、写真内容と売上の関係などについて研究が
不足していることを指摘している。これらの課題を解決するため、筆者は、SNS 上で、面白
いと思ったディスプレイ、ショーウィンドウに関する投稿データを分析している。ポアソン
回帰分析の結果、コメント内容に関してはポジティブとネガティブ両方を含むもの、写真に
関しては枚数が多く、写真内容がバラエティ、季節性、キャラクター、生鮮、スイーツに該
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当するものが「いいね」件数の増加につながることなどが明らかになった（分析 1）。また、
「いいね」件数と SKU 当たり販売実績の高低から、「売れるしネタにもなる売場」を識別し、
この売場が、大量陳列、生鮮、キャラクター、バラエティ、美味しそうという売場演出要素
と関係していることを二項ロジスティック回帰分析から明らかになった（分析 2）。さらに、
売上（1） を従属変数、価格、写真に含まれるキャラクター、マス、旬の陳列要素を独立変
数、投稿数を媒介変数とした媒介分析を行い、マス陳列は売上に対し部分媒介効果が認めら
れること、旬陳列は売上に対し完全媒介効果が認められることが明らかになった。これらの
結果は、陳列要素が投稿数に影響を与え、売上に寄与する経路があることを明らかにしてお
り、学術的に興味深い結果であるととともに、実務にも有益な示唆をもたらす結果である。
終章「本書のまとめ」では、本書のまとめと総合的な提言が述べられている。筆者は、総
合的な提言として 2 点を指摘している。1 点目は、スーパーマーケットに携わる実務家およ
びスーパーマーケットを研究対象とする研究者は、「ブランディングの視点を重視するべき」
（p. 279）であるという点である。スーパーマーケットは、消費者にとって便利な買物場所で
あるが、話題にするほどの場所ではなく、ブランド資産の形成がうまくできていない。しか
し、取り巻く環境が変わった今、実務家も研究者もこの点を真剣に検討する必要があると主
張している。2 点目は、ブランディングを行ううえで「成果指標として「話題性」を重視す
るべき」
（p. 280）であるという点である。スーパーマーケットが売上を伸ばす定石は、購買
金額の大きいロイヤル（あるいは優良顧客）を優遇する施策であると言われることが多いが、
それだけでは話題にもならないため、新規の顧客の獲得や、新たな購買の促進も難しくな
る。この 2 点の提言は、実務家、研究者の双方にとって、極めて大きな警鐘である。本書は
この問題の解決策を実証研究をもとに示した点で、大きな価値がある書である。
3 おわりに
本書には多くの貢献があるが、最大の貢献は、スーパーマーケットのブランディングのた
めに話題性を高める方策を理論と実証の両面から明らかにした点にある。冒頭でも触れたと
おり、多くの消費者は、便利さにひかれスーパーマーケットをよく利用するが、一方で存在
して当たり前の存在ととらえており、わざわざ話題にするほどの場所ではないと考えている
ようである。この問題の解決策を筆者が行った実証研究に基づき、具体的に示している点は
極めて大きな貢献である。
古今東西、どのような世界でも「真面目な優等生」は面白くないととらえられ、話頭に登
らないことが多いように思う。しかし、これこそ思い込みなのかもしれない。マーケティン
グの仕方次第で、この「常識」は変えられる。筆者は、挑んでいるのはまさにこの常識であ
る。研究者、スーパーマーケットや小売業に携わる方々だけでなく、「真面目な優等生」に落
ち着いてしまい、悩んでいるメーカーのブランド担当者やコーポレート・ブランド担当者の
方々にも一読を強く勧めたい。
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注
（1）

ここでの売上は、単純な売上数量、売上金額ではなく、「キャンペーン実施前の販売実績
に対するキャンペーン実施期間中の販売実績のリフト値」
（p. 267）を指す。
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