コレクションによる飽和市場の活性化
～コレクション欲求を刺激したアプローチ～
序文
本年度、関東学生マーケティング大会のテーマは「未来を創るマーケティング」に決まった。このテー
マから、我々が真っ先にイメージしたのは“消費者に中長期的に受け入れられるマーケティング戦略を作
り上げること”であった。加えて中間報告において実務家の方々に「誰のための研究なのか」を明確にす
るようアドバイスを受けたのち、我々は本研究において班員全員が最も関心を寄せる分野である“食品ブ
ランドを活性化させるためのアプローチ”を考案する方向性を固めた。
現状、企業が行っているマーケティングに着目したところ、コレクションを促すことで購買を促進させ
ている事例が見受けられた。しかし、コレクションに関する既存研究は少なく、解明されていないことか
ら、我々はコレクションを研究テーマとして選定した。そして、コレクションを効果的に用いた新規提案
をすることで、PB 商品の影響を強く受けている食品ブランドを活性化できるのではないかと考え、研究を
進めた。
本研究は 6 月中旬から始まり、我々5 人の班員で最優秀賞を目標としてきた。研究の過程には、幾多の
壁に阻まれ、何度も挫折を経験してきた。そのたびに班員 5 人で自らの意見をぶつけ合い、協力すること
で壁を乗り越えてきた。この班員 5 人であったからこそ乗り越えられたのであろう。
最後に本研究を行うにあたり、多くのご指導をくださった奥瀬喜之教授、研究を進める中で、刺激を与
えてくれた同期の仲間、そして、我々を支えてくれた家族、友人、支援をいただいた全ての方々に、この
場を借りて厚く御礼申し上げたい。
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正守かや 津田優香
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Ⅰ―――研究動機とテーマ

ランドの活性化に少しでも寄与したいと考える。
価格競争の泥沼化に対する一筋の光となるべく、

人生において誰もが一度は何かを集めること

「商品そのものの価値を消費者に受け入れてもら

に熱中した経験があるだろう。我々の世代に身近

えるようにすること」を最終目標とする点におい

な例を挙げるならば、デザインの凝ったお菓子の

て、本研究は実務的意義があると言える。

包み紙（例.チロルチョコ）、バトル鉛筆（例.ドラゴン

Ⅱ―――現状分析

クエスト）などがある。近年ではスマートフォンの

普及により、そういった有形財だけでなく、アプ
1.食品業界の市場飽和について

リケーション上でキャラクター（例.ツムツム、ポケ
モン GO）などの無形財を集めている人も多く見か

国内食品業界は、人口減少傾向・少子高齢化に

けるようになった。

よる国内市場の需要不足・縮小傾向や、国内の経

以上から考えると、収集する財の対象は実に多

済成長の鈍化によって、取り巻く外部環境が激変

岐に亘り、人は何かを収集することを自らの認識

している。結果、食品業界における価格競争は激

の範疇をはるかに上回る回数、行っているように

しさを増している。

感じられる。

従来、日本は規格化された製品の大量生産によ

近年、国内食品業界はヒット商品が長続きしな

り価格競争を勝ち抜くモデルで成長してきた。企

い市場環境に苦しめられている。この背景にはパ

業はいかにして同業他社に勝つかという課題に対

ン・惣菜・菓子といった売れ筋商品を中心とした

して売上高の増大を図り、同時にコストの低減計

PB 商品の品質の向上があり、NB 商品との間で商

画を推し進め、有利な立場に立とうと相互に競い

品棚の争奪戦が起こっている。その結果、食品メ

合う。しかし、価格を下げようとコストを切り詰

ーカーは規模の大小に関わらず価格面での競争を

めれば労働所得が下がり、その結果消費意欲も低

強いられている。

迷してしまう状況に陥る。脱却するためには製品

しかし、現行の食品業界におけるマーケティン

に付加価値をつけることで差別化を図る必要があ

グは、消費者の食品に対するロイヤルティの低下

る。

も相俟ってか、販促などを利用した一時凌ぎの色

このような苦しい状況にありながらも打開策

が濃いもののように見受けられる。この根本的な

を打ち出している例として“自動販売機ビジネス”

問題を解決するには、ターゲットとする顧客の購

が挙げられる。補録にも添付するが、清涼飲料の

買行動を促す要因を今一度よく探り、中でもマー

自動販売機市場は縮小している。コンビニでは高

ケティング戦略としてこれまであまり開拓されて

品質なコーヒーが低価格で提供されており、スー

こなかった視点から働きかけることが効果的なの

パーマーケットではペットボトル飲料を大量に仕

ではないかと我々は考えた。

入れることで割安に販売している。飲料メーカー

そこで、本研究を通して、「人が意識的または

にとって自動販売機は定価に近い価格で売れるた

無意識的に持つ“コレクション欲求”」にあたる要

め、収益性の高い販路である。しかし 2014 年の

因を解明し、その要因を刺激するユーモアかつオ

消費税率の 8％の引き上げ以降、割安販売を行っ

リジナリティに溢れた新規提案を通して、食品ブ

ているコンビニエンスストアやスーパーマーケッ
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トに消費者が流れ込んでいる。そのような中、飲

自己顕示欲やプライドの高さの表れ」と分析した。

料各社は新しい販売戦略を模索した。アサヒ飲料

「若者にとって身近な缶バッチなどのグッズは自

では、冷房の効きすぎで体が冷えるのを嫌う女性

分の好みを手軽にアピールできるアイテム」とみ

を狙って、オフィスビルで常温の飲料を販売する

ている。

自動販売機の設置を行った。キリン・ビバレッジ
(3)ツムツム

やダイドー・ドリンコ、日本コカ・コーラは、自
動販売機と連動し、購入するごとにポイントが貯

「ツムツム」はディズニーのキャラクターを積

まるアプリケーションを配信した。このように、

み上げて置けるようなデザインを施された日本発

客足回復に向けて尽力している。

のシリーズのぬいぐるみである。無料チャットア
プリ「LINE」向けのスマートフォン用ゲームと

2.コレクションを用いたマーケティングの現状

しても展開されるようになり、国内外で人気を博

コレクションについての先行研究は、現段階で

している。

あまりなされていない。けれども、コレクション
3.リサーチクエスチョン

欲求を喚起することで購買を促すケースは多くあ
る。特に近年よく見かける事例を紹介する。

我々のリサーチクエスチョンは、コレクション
欲求を喚起する要因の解明とする。そしてこれを

(1)ポケモン GO

応用することで、国内の食品ブランドが価格競争

2016 年に日本でも配信が開始され、社会現象を

から抜け出せるようなマーケティング戦略を提案

巻き起こしたアプリケーションの「ポケモン GO」

したい。こうした意図のもと、これまでに行われ

である。スマートフォンをかざして街を歩けば、

てきたマーケティング戦略の“コレクション欲求

画面上にポケットモンスターが現れる。これを捕

にアプローチしている要素”を大きく 2 つに分類

獲しようとする人々が街に溢れ返る現象が起こっ

する。それは、あえてコンプリートされていない

ている。このアプリケーションのコンセプトは収

部分を表示し、
「揃えたい」と喚起させる「目標達

集と育成で、現状は「図鑑を埋めるゲーム」に留

成」要因と、ランキングを作り「周囲の人より集

まっていると言っていい。

めたい」と喚起させる「比較準拠集団」要因の 2
つである。これらの要素がコレクションにどのよ

(2)痛バッグ

うな影響を与えるのかという問題意識を持ち、研

アニメやゲームなどのキャラクターグッズを

究を行っていく。

大量に取り付けたバッグを持つ若い女性が街中で

Ⅲ―――定義

目立つようになってきた。こうしたバッグは見て
いてどこか痛々しいと感じられるところから「痛
バッグ」とも呼ばれている。キャラクターへの愛

本章では、我々が研究で扱う「コレクション」

情をファンなどにアピールする手段として、愛用

についての定義を行う。

する人が増えつつある。

広辞苑第四版では「コレクション」を「①集め

オタク文化に詳しい藤本[2015]は、
「痛バックは

ること。蒐集。②蒐集品。特に美術品・骨董品・

4

書物などの蒐集（品）。」と定義している。

体＝人）
」を引用し、定義「②蒐集品（主体＝財）」

一方、毎熊・石毛・内川・内海・太田[2013]は

という受動的なニュアンスと区別したい旨をここ

「一個人が、購買行動を通して得た所有物の中で、

で強調する。

一貫性を持った所有物の集合であり、販売という

補足であるが、我々は本文において「もの」を

目的の場合を除いて保持されているものである」

「財」という言葉にあえて置き換えて使用するこ

と定義している。

とを意識している。その理由としては、インター

本研究の最終目標は、コレクション欲求を喚起

ネットやスマートフォンが普及した今日では、有

する要因を用いて飽和状態に陥る食品ブランドを

形物だけでなく無形物を集めている人も少なくな

活性化させる新規提案を行う点にあり、前述の定

いと考えるからである。

義との間に若干の相違があるため、
「コレクション」

これら全ての点を踏まえ、我々は「コレクショ

について再定義を行う。

ン」を「個人が非営利目的で財を集めること」と

定義づけにあたって、⑴主体⑵目的の順に明記

新たに定義し、研究を進めていく。

する。

Ⅳ―――プレ調査

まず、主体について、本研究は心理的要因を解
明するために行うため、個人の心理を深く追求し

1. 調査概要

ていく必要がある。よって、毎熊・他[2013]と同
様に主体を「個人」と定義する。

仮説提唱の前に、今までにコレクションを行っ

続いて、目的について考える。こちらも毎熊・

たことのある消費者の心理状況を探るプレ調査を
行った。調査概要は図表 1 にまとめた。

他[2013]と同様に、販売のために所持しているも
のを除くため、目的を「非営利目的」と定義する。
しかし、毎熊・他[2013]の定義とは異なる部分

■図表―――1

が二点ある。それは「購買行動を通して得た所有
物に“限定しない”点」と「“収集品そのもの”で

プレ調査の概要

はなく“収集行為”を指す点」である。前者につ
いては、我々は研究動機とテーマでも言及したよ
うに、購買行動を介さないコレクションにおいて
も収集欲求を掻き立てる要因が存在すると考える。
そのため、あえて購買行動には限定せず、購買の
発生しない場合も含むことにする。後者について
は、我々は新規提案の際に「既にコレクションを
行っている人、または、まだコレクションを行っ
2. 調査結果

ていないもしくは行っていたとしても自覚がない
人」を研究対象にすることから、
「人」を主体にし

プレ調査の目的はコレクション欲求を引き起

た意味合いで定義づけをした。

こすと考えられる要因の抽出であり、今までにコ
レクションを行ったことのある 10 名を対象に、

よって、広辞苑第四版の定義「①集めること（主

5

構造化インタビューを行った。10 名はそれぞれ

ンを楽しんでいるように見えた。

「アニメのグッズ」
「漫画」
「3D クリスタル」
「石

また、コレクションに投資した時間や金額に対

（水晶、天然石、宝石）」
「男性アイドルグッズ」
「デ

する後悔はあるか、という問いには「ない」とい

ィズニーグッズ」
「写真」
「DVD」
「たばこの空箱」

う回答が得られた。以上より、コレクションした

などといったものをコレクションしていた。質問

ものへの満足度が高いと考えられる。

項目は図表 2 の通りである。

他にも、シリーズ性のある財（例.ガチャガチャ）
の場合、お目当てのものが出るまでお金を使って

■図表―――2

しまうという意見もあり、予め限度額を決めてい
ても、もっと集めたいという欲求に掻き立てられ

プレ調査の質問項目

ることが分かった。
以上のプレ調査の中から、「完璧に揃えたい」
「シリーズものである」「他人に見せたい」「周り
の人が集めている」「サンク・コスト効果」「コレ
クションするものに優越感を感じる」
「競争心を感
じる」
「実用性があるという理由で正当化している」
「こだわりがある」
「同じものを集めている人に憧
れている」といったコレクション欲求を引き起こ
す要因として考えられる項目を抽出した。また、
プレインタビューでコレクションには直接的につ
ながらないが、要因になりうる項目も追加し、全
部で 14 項目抽出したものを、次の図表 3 にまと
めた。

インタビューの中で気になった発言について
は補録に添付した。
その他特筆すべき点としては、コレクションを
している理由として競争心があるからと直接的に
答える人がいなかったことである。自身よりもコ
レクションをしている人を見ても「その人よりも
集めたい」ではなく「すごい」としか思わないと
いう。このことから、他人に見せたいからコレク
ションをしている訳ではなく、個人でコレクショ

6

■図表―――3

自己肯定化理論は認知的不協和理論の発展形
である。Steele[1988]は、認知的不協和に関する

コレクション欲求を引き起こす要因

実験で扱っている状況が自己概念に脅威をもたら
すものであり、それが不協和の原因であると主張
した。そして不協和を解消する方法には、信念や
態度の変化だけではなく、自己概念の肯定的な側
面に注目する自己肯定化があると考えた。つまり
自己肯定化によって不協和を解消することができ
れば、態度変化は生じないと考えた。

2. 内発的動機づけと外発的動機づけ
心理学者 Deci[2000]は「個人が活動そのものに
惹きつけられて行動する状態を指し、活動自体の
楽しさ、達成感、自己の成長など内部から得られ
る報酬によって動機づけられた状態」のことを内
発的動機づけ、
「外的な報酬や教養、制約によって
引き起こされる動機づけであり、主に金銭や褒賞、
顕彰、評価、名声、叱責、罰則など外部から与え
られる報酬や罰によって動機づけられた状態」の
ことを外発的動機づけと言う。
Deci[2000]らの一連の研究結果が、その一助を

Ⅴ―――既存研究レビュー

なしていて、人は外から動機づけられるよりも、
自分で自分を動機づける方が、創造性や責任感、

本章では、我々がプレ調査を通して観測した要

健康といった点に至るまで、より優れた結果をも

因に関連する既存研究を紹介していく。

たらすと強く主張している。

1. 自己肯定化理論（認知的不協和理論）

3.達成動機

Festinger[1957]の認知的不協和理論によれば、

McClelland[1987]は、モチベーション動機には

認知要素間に矛盾があると心理的に不快な状態、

「達成動機」、「パワー動機」
、
「親和動機」、「回避

すなわち不協和が生じる。この不協和を解消する

動機」の四つの主要な動機があると提唱した。そ

ために、人は様々な対処を行う。例えば、実際に

の中で「達成動機」とは、ものごとに真剣に取り

行動を変えたり、不協和に関連する認知（信念、態

組み、その課題をきちんとした形で達成しようと

度）を変えたり、新しい認知要素を加えたりする

いう動機のことで、成功から得られる報酬よりも

ことで矛盾した認知要素間を調和させる（Olson &

自身がそれを成し遂げたいという欲求から努力を

Stone[2005]）。

する傾向にある。また、自分なりの技術や知識、
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Leibenstein[1950]は、「消費者の製品に対する

テーマを追求できる環境を好む。

価値は大勢の人がその製品を所有・使用している
4.目標設定理論

ほど高くなること」をバンドワゴン効果と呼んだ。

Locke & Latham[1984]の目標設定理論によれ

つまりこれは、他者が同じものを消費しているが

ば、モチベーションやパフォーマンスを引き出す

ためにその商品やサービスの需要が増加する現象

上では、達成基準を明確にすることが重要となる。

のことを指す。具体的には、上層階級や有名人の

例えば、健康のためにウォーキングしようとする

ようになりたいと思ったり、流行に乗りたいと考

場合、「1 日 1000 歩」という基準を作るとよい。

えたり、何かの集団の仲間になりたいと願うこと

基準が明確になることで、自分が努力できている

で、その思いを満たすために消費が促されること

かどうかが明確になる。800 歩まで来たとき、基

を言う。

準が曖昧な人では「これくらいで十分だ」と思う

また、「人と同じものは消費したくない、自分

かもしれないが、1000 歩という明確な基準を持つ

だけの表現形態を求めて消費を行う傾向」をスノ

人では「あと 200 歩がんばろう」と考える可能性

ッブ効果と呼んだ。つまり、他者が同じものを消

が高いからだ。つまり乗り越えるべきハードルが

費しているがためにその商品やサービスの需要が

あるからこそ、それを飛び越えるための努力が引

減少する現象のことを指す。この現象は、他人と

き出されるというのがこの理論の要旨である。

違っていたいという願望から生じる。スノッブ効
果には、ある集団に順応することへの嫌悪感や反

5.ヴェブレン効果

同調的行動、またはステレオタイプになりたくな

Leibenstein[1950]は、非実用的な需要が外部性

い気持ちが反映されており、バンドワゴン効果と

によってもたらされる理由をバンドワゴン効果、

は対になる概念だと言える。

ヴェブレン効果、スノッブ効果に整理した論文を
7.マズローの欲求階層説

発表した人物としてよく知られている。
Leibenstein[1950]は、「需要が他人の消費の関

Maslow[1943]は、「健康な人は、欲求の階層を

数ではなく、単に価格の係数であるような顕示的

上昇しながら、個々の欲求を充足させる」という

消費の形態」をヴェブレン効果と呼んだ。具体的

欲求階層説を提唱した。その欲求階層の 4 段階目

には、ステータスや格式によって富を見せびらか

に承認欲求がある。この欲求が充足すると、自信

す効果を期待して、価格そのものが高いほど需要

や世の中に必要とされているといった感情がもた

が高まる現象を指す。実際の価格と他者がそうだ

らされると同時に、最終段階である自己実現欲求

と思う価格にはズレがあるもので、そのズレの認

が現れる。

知度によって、お得度が高まったり、逆に胡散臭

それに対して太田[2007]は、マズローの欲求階

く思われたりする。また、価格では測れないその

層説に全面的には賛同できないと考えている。マ

コミュニティ内特有の希少性によっても需要が高

ズローの理論に従うならば、承認欲求は自己実現

まる。

欲求の下にあるので、承認欲求がある程度満たさ
れた人には承認欲求が重要ではなくなり、今度は

6.バンドワゴン効果、スノッブ効果

自己実現欲求にのみ動機づけられることになる。
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しかし、経済的に豊かになり、社会福祉も整っ

入者が特定ブランドに対する何らかの理由に基づ

ている現代は、どちらかといえば物質的な報酬よ

く選好のゆえに、それを継続的に購入すること」

りも心理的な報酬を求める人が多くなっている。

と定義した。また、ストア・ロイヤルティを「購

加えて、承認が自己実現や達成感とも強く関係し

入者が特定ストアに対する何らかの理由に基づく

ているため、両者を切り離すことは出来ない。さ

選好のゆえに、そこにおいて継続的に購入するこ

らに、承認欲求は低いレベルの承認から高いレベ

と」と定義した。

ルの承認へとエスカレートしていくため、承認欲

ここから、ロイヤルティとは、特定の対象に対

求は「自己実現欲求の下にある」とも、
「満たされ

して忠実なことであり、一般に購入の継続性を指

れば重要でなくなると言い切れない」とも述べた。

すものと考えられる。

また、日本人は認められたいという意識が強い
10.デモンストレーション効果

のにもかかわらず、それを表に出さない傾向があ
る。そのため、承認欲求に対する調査結果は突出

Duesenberry[1949]は、消費は自分の家庭の所

して低い。しかしながら、聞き方や選択肢を少し

得の大小よりも主として他の世帯の消費支出の増

変えただけで一気に数値が跳ね上がることからも、

加と共に増すと考え、それに従って支出が優等財

承認欲求を表に出さない日本人の特性が浮かび上

との接触によって押し上げられる傾向をデモンス

がる。

トレーション効果と呼んだ。つまり、欲しくなる
モノに接触するほど消費も増えるということであ

8.ヴェブレンの顕示的消費

る。

Veblen[1899]は、「消費は最終的な目的ではな

伊藤[2008]によると、Duesenberry[1949]は日

く、手段である。
」と言い、それを顕示的消費と呼

常的な人々の接触が需要に影響を与えていること

んだ。優位を獲得し、それを見せびらかすための

を指摘したという。似たようなものばかりの集団

一つの手段として、消費について論じた。また、

と接触しているだけならば変化は起こらないが、

消費を手段と変化させた原動力の一つとして競争

自分より高い所得を持つ集団と交際していれば、

心が挙げられる。

消費財との接触の頻度は高まる。
金森[1991]によると、日本では、昭和 30～40

古畑[2000]によると競争心については、その必
要性に関わらず、必ずしも明確な定義はない。そ

年代に、テレビ等の耐久消費財を隣近所で購入し

のため、研究者ごとにその定義はやや異なってい

た人と競うように購入するという事象があったが、

る。競争研究の文脈では過剰な競争心の側面ばか

これもデモンストレーション効果の一例である。

りが強調されてきたように思われる。しかし、多
11.サンク・コスト効果

面的に競争心をとらえると、他者に勝りたいとい
った対人的な動機以外に“自己目標の達成や自身

サンク・コスト効果とは、既に支払って今後も

の成長”といった個人的な動機も存在している。

回収できないコストが追加的投資を行うか否かの
意思決定に影響することである。この代表的な例

9.ブランド・ロイヤルティ

として、コンコルドの誤謬が挙げられる。1970

山中[1968]は、ブランド・ロイヤルティを「購

年代に英仏両国で共同開発された超音速旅客機コ

9

ンコルドは、商業ベースに乗るかどうかが疑問視

仮説は、自身で想定した目標の達成により成立す

されていた。しかし、巨額の予算を注ぎ込んだた

る「目標達成」要因と他者との関わりにより成立

め開発を止める意思決定ができず、赤字が膨らん

する「比較準拠集団」要因の 2 つに分類できると

だという商業的失敗のことである。Beeler &

考察する。
「達成感」、
「使命感」、
「完璧思考」
、
「シ

Hunton[1997]は、「サンク・コストは仮に事業の

リーズ性」、「こだわり」
、「展示」は個人の感情が

失敗が早期に分かったとしても、その事業に人々

コレクションに直接影響を及ぼすため、
「目標達成」

を不必要に長い期間に渡って固執させる。特にそ

要因に分類し、
「顕示的欲求」
、
「承認欲求」
、
「競争

の事業の成否が衆目にさわされている場合により

心」、「同調意識」、「優越感」
、
「憧憬」、「サンク・

大きな影響を発揮する。」と述べている。

コスト効果」は個人の感情が集団との関わりを通
してコレクションに影響を及ぼすため、
「比較準拠

Ⅵ―――仮説提唱

集団」要因とした。なお、「サンク・コスト効果」
については、既存研究でも述べたように、
「衆目に

本章において、前章までで述べたプレ調査、既

さらされている場合により大きな影響を発揮す

存研究の結果を踏まえ、以下の仮説を提唱する。

る。」ということから集団が関わると考え、「比較
準拠集団」要因とした。しかし、仮説 1 の「実用

■図表―――4

性」のみ「コレクション」が与える影響であるた
め、
「目標達成」要因と「比較準拠集団」要因から

仮説

除外した。
新たな仮説をまとめたものが図表 5 である。
■図表―――5

追加仮説

我々が定義するコレクションは、コレクション
に投資する金額の多寡に関わらないことと、コレ
クションする財によりコレクションに投資する金
額の基準が変わってしまうということを考慮した。
そのため、コレクションに投資する金額に関連し
ないヒエラルキーとコレクション距離を、観測変
図表 4 の仮説からそれぞれを観測変数と置き、

数として用いた。ここでいうヒエラルキーとは、

10

似たような財を集める集団の中での自身の相対的
な地位のことであり、コレクター度合を表す。ま
た、コレクション距離とは、コレクションしてい
る財にどれだけ関心が高いかを表すものである。
この 2 つを用いて、「コレクションをするほどヒ
エラルキーの位置は高くなる」
、「コレクションす
るほどコレクション距離が近くなる」と想定した。
以上を踏まえ、新たに提唱した仮説を図表 6 に
まとめた。
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Ⅷ―――仮説検証
手順 2：共分散構造分析（SEM：Structural Equation
1.調査概要

Modeling）

我々は仮説の検証にあたり、紙媒体でプレ調査

豊田[2007]は「共分散構造分析とは観測データ

を行い、コレクションする財の「実用性」の基準

の背後にある様々な要因の関係を分析する統計手

を定めた。

法である。」と述べている。

次に、プレ調査で得た結果をもとに、紙媒体と

本研究においては、「目標達成」要因と「比較

電子媒体を用いて、コレクションに関する質問項

準拠集団」要因と「コレクション」の因果関係の

目を中心に大学生以上の男女を対象とし本調査を

検証と同時に、その結果が原因となって「実用性」

実施した。調査概要は図表 8 にまとめた。

や「ヒエラルキー」、
「コレクション距離」に影響

■図表―――8

を与えているかどうかを検証する必要がある。以
上のことから、共分散構造分析を用いて、仮説を
検証する。手順 2 は SPSS

本調査の概要

Amos22 を使用する。

3.分析結果
(1)信頼性分析
分析手法で述べたように、「目標達成」要因と
なお補録として、巻末にプレ調査・本調査のアン

「比較準拠集団」要因を構成する 13 の観測変数

ケートを添付した。

が互いにどれだけ関連しているのかを判別するた
めに信頼性分析を行った。

2.分析手順

ここではクロンバックα係数により信頼性を検
討し、基準として 0.7 以上であれば整合性は高い

本研究の分析手順は以下の通りである。
手順１：信頼性分析

と判断した。

吉田[2001]によると、
「信頼性は、テストや尺度

分析結果である図表 9 から、「比較準拠集団」

の測定数値の安定性・一貫性・正確さを表す概念

要因においては十分な結果が得られたため、尺度

であり、測定用具としての尺度が備えるべき基本

の内的整合性を満たしていると判断された。しか

的な条件の 1 つである。」と述べている。そこで、

し、
「目標達成」要因についてはクロンバックα係

信頼性を確かめるために「目標達成」要因と「比

数の値が低かったため、「シリーズ性」と「展示」

較準拠集団」要因を構成する 13 の観測変数が、

を除外し、再度クロンバックα係数を算出した。

互いにどれだけ関連しているのかを判別し、一貫

その結果、内的整合性が保たれたと判断された。

性を求め、信頼度を算出する分析をする。具体的

このことから、
「目標達成」要因を構成する「シ

には、信頼性分析を行い、クロンバックα係数を

リーズ性」と「展示」の仮説である、仮説 5・仮

算出し、検討する。手順 1 は、SPSS

説 14 は、除外した。

Statistics22

を使用する。

以上から、次段階で行う共分散構造分析を行う

12

において、信頼性分析の結果を考慮したモデル図
である図を用いることにする。

13

14

(2)共分散構造分析

された。

仮説検証を行う前提として、モデルとデータと

次に、図表 13 の「比較準拠集団」要因を構成

の当てはまり度合いを示す指標である適合度を検

する観測変数の標準化係数を見ると、すべてが「比

討した。検討には主な適合度指標である一般的な

較準拠集団」要因との間に正の因果関係があるこ

GFI、AGFI、CFI、RMSEA を用いた。図表 12

とが分かる。また、
「比較準拠集団」要因の標準化

より、検討結果は、慣習的基準に比してやや適合

係数を見ると、
「コレクション」との間に正の因果

度が劣るものの非常に近い数値を示している。よ

関係があることが分かる。これらの結果から、仮

ってこのモデルを採択する。

説 6・7・8・9・10・12・13 は支持された。

モデルが採択されたため、共分散構造分析によ

最後に、図表 13 の「コレクション」が影響を

り、仮説検証を行った。分析結果は図表 13 であ

与える観測変数の標準化係数を見ると、
「コレクシ

る。図表 13 の「目標達成」要因を構成する観測

ョン距離」と「ヒエラルキー」との間に負の因果

変数の標準化係数を見ると、すべてが「目標達成」

関係があることが分かる。これらの結果から、仮

要因との間に正の因果関係があることが分かる。

説 18・19 は棄却された。

図表の「目標達成」要因を構成する観測変数の

一方、「実用性」の標準化係数を見ると「コレ

標準化係数を見ると、すべてが「目標達成」要因

クション」との間に正の因果関係があることがわ

との間に正の因果関係があることが分かる。次に、

かる。この結果から、仮説 1 は支持された。
以上の結果を図表 11 にまとめた。

「目標達成」要因の標準化係数を見ると、
「コレク
ション」との間に正の因果関係があることが分か
る。これらの結果から、仮説 2・3・4・11 は支持

15
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Ⅸ―――考察

「ヒエラルキー」と「コレクション距離」を用い
た。棄却された要因を考察するために、ローデー

1.信頼性分析

タを参照したところ、
「ヒエラルキー」が低く、
「コ

「目標達成」要因と「比較準拠集団」要因を構

レクション距離」が近いという回答が多くみられ

成する 13 の観測変数が互いにどれだけ関係する

た。我々は、
「ヒエラルキー」と「コレクション距

かを検討するために信頼性分析を行った。

離」の回答は類似すると想定していたため、棄却

「目標達成」要因においては、「シリーズ性」

につながったと考察できる。このような回答傾向

と「展示」が除外された理由に関して考察してい

となった原因として、関心が強いほど、ヒエラル

く。
「シリーズ性」についてはコレクターが「シリ

キーにおけるより上位の存在を認識するため、回

ーズ性」のあるものをコレクションするのではな

答者自身がヒエラルキーの中で自身の相対的に地

く、特定のジャンルやキャラクターを中心として

位が低いと感じ、自身のヒエラルキーとして、下

コレクションしていることが除外された理由とし

位に回答したと考えられる。

て考察できる。つまり、目標を達成するために完

「目標達成」要因を構成する観測変数は、それ

璧には揃えたいが、
「シリーズ性」は考慮していな

ぞれが同様な数値をとっているが、中でも「完璧

いと考察する。また、
「展示」においては、コレク

思考」が高い影響を与えている結果となった。つ

ションした結果での行動であり、
「展示」そのもの

まり、
「集めることに達成感を感じている」、
「集め

を目的として購買していないためであると考察で

ることに使命感を感じる」
、「集め始めたら完璧に

きる。つまり、コレクションの目標を達成したも

揃えたい」
「集めていることや財にこだわりがある」

のを扱う手段として「展示」が行われていると考

といった感情は、
「コレクション」を促進させる要

察できる。

因となっていることが考察できる。
「比較準拠集団」要因を構成する観測変数とし

2.共分散構造分析

て、
「承認欲求」、
「競争心」
、
「同調意識」といった

「コレクション」に影響を与えると考えられる

集団での心理が高い影響を与えている結果となっ

要因が「目標達成」要因と「比較準拠集団」要因

た。つまり、
「同じものを集めている人に認められ

であると仮定して共分散構造分析を行った。

たい」、
「同じものを集めている人に負けたくない」、

結果として、「目標達成」要因と「比較準拠集

「周りの人が集めていたから」といった感情は、

団」要因は「コレクション」に正の影響を与える

「コレクション」を促進する要因となっているこ

ことが分かった。しかし、
「コレクション」は「ヒ

とが考察できる。

エラルキー」や「コレクション距離」に負の影響

「目標達成」要因と「比較準拠集団」要因から

を与える結果となり、仮説は棄却されてしまった。

コレクションへのパス係数を比べたところ、
「目標

この結果となった要因として以下のことが考えら

達成」要因の数値がより高いことから、他者との

れる。

関わりよりも自身で想定した目標の達成をするこ

アンケートにおいて「ヒエラルキー」や「コレ

とのほうが、
「コレクション」を促進していると考

クション距離」は、対象者の主観で回答してもら

えられる。

った。我々は、コレクションが与える影響として

「コレクション」が与える影響として、「コレ

17

クション距離」、「ヒエラルキー」、「実用性」があ

対象にする意義が考えられる。

ったが、「コレクション距離」と「ヒエラルキー」

以上までの仮説検証とインプリケーションを

が棄却された理由の考察は前述の通りである。し

踏まえ、新規提案を行っていく。

かし、
「コレクション」は「実用性」に正の影響を

Ⅺ―――新規提案

与えていることが分かった。つまり、コレクショ
ンする人は「実用性を兼ね備えたもの」を選んで
おり、自身を正当化していることがわかる。

本章では、これまでの分析結果を踏まえ、コレ

したがって、本章においては、「目標達成」要

クション欲求を喚起する要因を用いて、飽和状態

因と「比較準拠集団」要因が「コレクション」に

に陥っている食品ブランドを活性化させる新規提

与える影響と共に、
「コレクション」が「コレクシ

案について述べる。

ョン距離」、「ヒエラルキー」
、
「実用性」に与える
1.プロモーションツール

影響を明らかにすることができた。以上の結果を
踏まえ、実務的インプリケーションを考察する。

この新規提案ではスマートフォン上のアプリ
ケーションを使用する。2016 年 6 月 20 日に発表

Ⅹ―――インプリケーション

されたメディア環境研究所の「メディア定点調
査・2016」によると、スマートフォンの所有率は

分析の結果から仮説 18・19 の棄却により、コ

70.7％となった。さらに、15～19 才、20 代、30

レクションをする人はヒエラルキーの中で謙虚で

代は男女共に所有率が 80％を超えている。また、

あると考えられる。理由として、コレクションを

サイバーエージェント[2016]による市場環境の調

する人はするほど、同じジャンルをコレクション

査から、スマートフォン広告市場、スマートフォ

するヒエラルキーの中で自身より上位の存在を認

ンゲーム市場共に規模を拡大させていることがわ

識し、相対的に比較するためヒエラルキーでは下

かった。次の項目で詳しく述べるが、対象を若者

位になっていると考えられる。しかし、回答傾向

にしているため、スマートフォンのアプリケーシ

を見るとヒエラルキーでは下位であってもコレク

ョン上でアプローチをかけることで、敷居が低く

ションの距離は近いと答えている人が多く見られ

手軽、かつ、話題性があり拡散しやすいため、経

たことから、コレクションする財に対しての関心

済効果も見込めるだろう。

は高いのではないかと考えられる。
次に、仮説 1 の支持から、「実用性を兼ね備え

2.ターゲットの設定

たもの」をコレクションしており、自身を正当化

本アプリケーションのターゲットは若者であ

していることがわかる。つまり、コレクションす

る。現代の若者は不況生まれのデフレ育ちで、将

るときに自身が無駄遣いをしてしまうという罪悪

来に不安を抱えている。日経流通新聞[2007]によ

感を低減するために自身への言い訳として「実用

ると、若者は、車は所有せず、飲酒も控えめで、

性」を利用し、
「実用性があるからコレクションす

貯蓄には熱心な「巣ごもる 20 代」と言われてい

ることは無駄ではない」と正当化している。その

る。

ため、
「実用性」を兼ね備えた財をコレクションの

また、電通総研が、高校生、大学生、20 代社会
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人に対して調査を行った「若者まるわかり 2015」

がいる」、「市場が飽和している」といった特徴の

によると、欲しいものがあるかという質問項目に、

ある食品ブランドに対し、有効だと言える。例と

あるという回答が全体の 86.5％に上った。しかし、

しては、スターバックスコーヒー、ドトールやミ

「欲しいものはあるが、無理して買うほどではな

スタードーナツなどの外食チェーン、カップヌー

い」という回答が、全ての層で 5 割を超えた。こ

ドルやポテトチップスなどの製品カテゴリーなど

のように消費に消極的な若者をターゲットにする

が挙げられる。今回は説明をより明確に概要、機

ことで、より大きな経済効果を見込めると考えた。

能を説明するため、ミスタードーナツを取り上げ

総務省[2015]によると、SNS の年代別利用率は

る。

20 代以下が目立って多く（図表 14）、本調査の中

ミスタードーナツは、1970 年に MDA 社との事

で「SNS のタイムライン上に流れてくる食品の写

業提携契約をし、1971 年にはフランチャイズ加盟

真が掲載された投稿に喚起されて、購買したこと

店第 1 号店となる第 2 号京橋ショップをオープン

はあるか」という質問項目に対して、
「はい」と回

した。その後、順調に売り上げを伸ばし 1990 年

答したのは 30 歳以上で 42.9％、30 歳未満では

代では売り上げは安定していた。しかし、2000

69.1％という結果を得られた。これら結果から若

年代に起きた、食品衛生法で認可されていない酸

者は、より SNS の情報によって購買行動を喚起

化防止剤を使用した「肉まん」を販売した問題だ

されやすいことが明らかになっている。

けでなく、スターバックスやドトールなど新たな
外食産業の参入、外食産業全体の規模の縮小から

3.プロモーションの対象

売り上げは下がり続けている。

我々のプロモーションは「数多くの商品があ

さらなる競合として、セブンイレブンは PB 商

る」、「期間限定商品がある」、「PB 商品など競合

品として 2013 年に「いれたてコーヒー」を開発・

19

導入し、大ヒットを巻き起こした。その勢いに乗

る。

り、
「いれたてコーヒー」に合うスイーツとして「セ

つまり、「ポン・デ・リング」というシリーズ

ブンカフェ ドーナツ」の販売を開始した。セブ

が好きな人には、ポン・デ・黒糖やポン・デ・ス

ンイレブンの動きを皮切りに、ローソン、ファミ

トロベリーなどポン・デ・シリーズのみが表示さ

マらも導入を始め、さらに競争が激化している。

れているアルバムを提示し、
「いちご」が好きな人

市場規模が広がるという可能性もあるが、ミスタ

には、ポン・デ・ストロベリーやストロベリーカ

ードーナツの売り上げは下がり続けている。

スタードフレンチなどイチゴ関連のドーナツのみ

そのような中、ミスタードーナツは、売り上げ

が表示されるアルバムを提示する。より高度な目

の低迷を打開するため、数多くのマーケティング

標を設定したい人には、全商品のアルバムを選択

を行っている。例えば、
「塩ドーナツ」や「マロン

してもらうなど、自分のモチベーションが最大限

ドーナツ」といった季節限定商品や、スヌーピー

になるようなアルバムページを選んでもらうこと

とコラボした「スヌーピードーナツ」など、常に

で、個々による「完璧」目標が提供できる。その

新しい商品を置いている。またコーヒーやミルク

結果、達成感が感じやすくなる。また、ミスター

ティなどのドリンクのお代わり無料にして、仕事

ドーナツには数多くの期間限定商品が発売される

や勉強といった作業をするために長居をする客へ

ため、その都度、空いたアルバムを埋めようとい

の対応や、60 分間の食べ放題という話題性のある

う使命感も喚起することができるだろう。

企画を行っている。しかしながら、依然として売
り上げは伸び悩み、価格を 1 割～2 割下げるなど

■図表―――15

の低価格戦略に陥っている。
DONUT

そこで我々はこのミスタードーナツが過去の

HISTORY

勢いを取り戻せるような新規提案を行う。

4.アプリケーションの機能
続いて、分析結果から考案したアプリケーショ
ンの 2 つの機能について説明する。

(1)アルバム機能
これは「目標達成」要因を喚起する機能である。
図表 15 はミスタードーナツのホームページに記
載されている「2015 年 DONUT

HISTORY」で

あるが、本研究で提案するアプリケーションのア
ルバム機能においても、このように商品を羅列す
る。ドーナツを購入するごとにアルバムの中身が

（出典：ミスタードーナツ）

充実していくものであるが、人によって達成目標
(2)数量カウント機能

が違うことから、アルバムページを数多く設定す
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次に「達成感」と「サンク・コスト効果」を喚

標についての投稿が、他の若者の購買欲求を掻き

起する機能を説明していく。

立てるなど大きな影響を与えると予想できる。

前項目で述べた機能は自身で設定した目標を

また、沈黙等による気まずさから回避しようと立

達成できるようなアルバムを作成できるものであ

ち回る真面目な若者に対し、会話のきっかけやネ

る。そこに消費数量をカウントしていく機能を持

タになる新たなツールとしても利用価値があると

たせる。それが「数量カウント機能」である。ま

言える。

た 10、50、100 など切りの良い数量に到達したと

Ⅺ―――おわりに

きに、エンブレムのような褒賞データを送る。
例えると、エビグラタンパンは好んで注文する

1.結論

が、スティックアップルパイやフランクパイなど
「パイ」シリーズには興味がない人に向けた機能

本研究では、飽和市場の活性化を目的とし、手

である。つまり、エビグラタンをどれだけ注文し

段としてコレクションを喚起する要因を解明した。

てきたかを明記し、数を重ねるごとに称賛の証と

研究テーマの選定背景には、現状、企業が行っ

してエンブレムのような褒賞データを送る。これ

ているマーケティング戦略にコレクション欲求を

により自ら目標を意識することで、達成感を得る

喚起することで、購買を促進させる事例が多く見

ために購買が促進される。

受けられるのに対し、これまでにコレクションの

また、この機能を継続して使用することで褒賞

既存研究があまりなされていないという点が挙げ

が増加していき、自身の達成した記録が蓄積され

られる。

ていくため、
「サンク・コスト効果」を助長してい

そこで我々は、消費者のコレクション欲求を喚

くこともできるだろう。

起する要因を解明し、それを企業に利用してもら
うことで、飽和市場の活性化への一助を担いたい

5.アプリケーションの効果見込み

と考えた。

既に言及しているが、これは PB 商品との差別

ここに我々がコレクション欲求の解明をするに

化に効果的と言える。株式会社ドゥ・ハウスが行

至った所似がある。

った調査によると、多くの消費者は、
「価格が安い」、

研究結果として、「目標達成」要因と「比較準

「コストパフォーマンスが良い」という理由で

拠集団」要因が共にコレクションに正の影響を与

PB 商品を購入している。そのため PB 商品が市

えており、特に「目標達成」要因の方がコレクシ

場に参入してくると価格競争に陥りやすい。そこ

ョンに正の影響を与えていることが明らかになっ

で各食品ブランドは価格競争に代わるマーケティ

た。

ングに尽力している。我々の提案はマーケティン

また、コレクションが「実用性」に正の影響を

グ戦略としてまだ開拓されていない分野における

与えるということが明らかになった。つまり、コ

プロモーションと言える。

レクションをする人は「実用性を兼ね備えた財」

若者をターゲットにしている理由は先にも挙

をコレクションしていると共に、
「実用性」を言い

げた通り、SNS によって購買を喚起される人が多

訳にすることで罪悪感を低減させていると考えら

い。そのため、アプリケーション内で達成した目

れる。
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以上の研究は、既存研究が少ないコレクション

また、若者特有のコレクション傾向について探

欲求の解明において学術的意義があると共に、

りたかったが、比較に必要なサンプルサイズが得

我々の新規提案のようにコレクション欲求を直接

られず、分析には至らなかった。

的に利用できる点で、実務的意義があるといえる。

コレクション欲求について、その人自身の根底
にある心理を引き出せるような質問項目に加え、

2.今後の展望

コレクションをしているか否か、若者か否かなど、

本研究では、コレクション欲求を掻き立てる要

幅広く十分なサンプルサイズを確保し、その時代

因を探り、飽和している食品市場へ新たな視点か

背景や流行にまで考慮した上で研究を進める必要

らプロモーションを提案することができた。しか

がある。

し、このような結果が得られた一方で本研究に残

以上、我々の半年間に渡る研究を述べてきた。

された課題も認識しておかなければならない。

本研究における目的は、
「コレクション」を解明す

今回、
「シリーズ性」、
「展示」という要因が「目

ることである。また、
「コレクション」を食品ブラ

標達成」要因から除外された理由について述べる。

ンドにつなげることにより、未来を創る“中長期

まず、
「シリーズ性」であるが、我々と回答者の間

的な戦略”として、今後もさらに深い研究が望ま

で、認識する意味合いに大きな相違があったと考

れよう。当初、想定した結果とはやや異なるが、

えられる。理由として、我々は「シリーズ性」に

興味深い考察を得られる研究になったと言えるだ

ついて「特定のジャンルやキャラクターのまとま

ろう。

り」と認識していたが、回答者は「特定のジャン
ルやキャラクターの中でも、さらに絞られたコン
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