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【 研究ノート 】

健康美容に関心が高い消費者に対する 
味噌の販売促進方法の検討

渡　邊　有梨花

1.　はじめに 

日本では食の西洋化により，「和食離れ」が進んでいると言われている。中でも基礎調味料である
味噌は年々購入量が減少していることが明らかになっており，味噌メーカーは味噌の消費の減少に悩
んでいる。総務省統計局の家計調査（2015）における 2人以上世帯の年間購入数量を見てみると，
1992年に 9,575グラムだった購入数量は 2015年には 5,483グラムまで減少していることが分かってい
る。味噌は美味しく飽きずに食べ続けられる食品であるだけでなく，さまざまな実験からがんの予防
効果や美肌効果があることが明らかになっている。これらの効用から，味噌は健康美容への関心が高
い消費者が増加している現代のニーズに合っている食品であると言える。そこで健康美容意識の高
い消費者に焦点を当てた販売促進方法を考えれば，消費量は増加するのではないかと考えられる。
本研究では，味噌・メーカー・売り場へのイメージに関するアンケート調査を実施し，分析を行
う。結果を基に，消費者の視点から味噌メーカーと小売店に対し具体的な販売促進方法を提案する
ことを目的とする。

2.　先行研究のレビュー

味噌に関する先行研究には，主に味噌の機能性に関する研究，メーカー，流通，消費者視点の味
噌に関する研究の 4つがあるため，それぞれ分けてまとめる。

2-1.　味噌の機能性に関する研究

味噌の効用に関する様々な実験が進められている。渡邊（2010）ではラットを用いた実験を行い，
味噌の胃癌抑制効果を証明している。さらに山本（2004）では，乳癌リスクとイソフラボン摂取と
の関係を明らかにする実験を行い，味噌汁の摂取量が増加すると乳癌リスクが減少する結果が見ら
れたと述べられている。また上原（2016）における実験では，味噌汁の消費量の増加は血圧値に影
響せず，食塩摂取量増加により予測される血圧上昇の抑制が示唆された。これらの先行研究から，
味噌には胃癌，乳癌の予防効果や高血圧抑制効果があると言える。
味噌は美容にも良いことが明らかになっている。前田（2013）では，味噌はヒアルロン酸を増加
させる効果があり，肌の老化を遅らせることが出来ると指摘されている。また津志田（1999）から，
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味噌には美白効果があることが明らかになっている。さらに，味噌健康づくり委員会の HPによれ
ば，味噌に含まれるレシチンという物質は中性脂肪の燃焼を促し，ダイエットに良いと述べられて
いる。これらの先行研究から，味噌には老化防止効果，美白効果，ダイエット効果があると言える。

2-2.　メーカーに関する研究

米沢（1972）では，味噌の出荷が思わしくないとメーカーが心配し始めたのは 1972年頃からであっ
たと述べられている。消費量減少の外的要因として，梅田（1985）では基本的な和食に洋食メニュー
が付加されたことや，コンビニエントなニーズが高まったことなどが挙げられている。また，米沢
（1972）ではインスタント食品や他の調味料など競合食品にシェアを侵食されていることが挙げら
れている。更に栂野（1972）では，米と味噌の消費には相関があり，米の消費量が減少しているた
め味噌の消費量も減少していると述べられている。これらの先行研究から，消費量減少の背景には，
洋食メニューの増加や競合食品のシェアの拡大，米の消費量減少などの外的要因があることが明ら
かになった。
しかし，米沢（1972）では外的要因よりも，メーカーが味噌を知らない人はいないという安心感
のもと，ブランドの売り込みに明け暮れていたことが一番の原因であると述べられている。さらに
宮川（1981）では，料理方法の開発が乏しいことが要因であり，新商品の開発を進めることが必要
だったと考察している。また野口（1993）では，味噌消費の世論形成に影響を及ぼすと思われるオ
ピニオンリーダー層に意見拝聴を行い，味噌の現状認識や味噌離れの原因について質問している。
その結果から，味噌業界はもっと情報を発信して味噌の良さについて知ってもらおうと努めるべき
であると指摘している。これらの先行研究から，メーカーがマーケティングや情報発信を怠ったこ
とが消費量減少の原因であることが明らかになった。
業界の現状を踏まえて，メーカーがどう行動するべきかについて様々な意見が述べられている。
米沢（1972）は，味噌業界の中でシェアを増やすことにエネルギーを費やすのではなく，他の競合
商品に勝ち味噌全体の需要拡大を図るべきであると指摘している。市橋（1974）は塩分が多いとい
う理由から味噌汁を飲まない人向けに，うすめてもなお美味しい味噌汁を作るにはどうしたらよい
かを考える必要があると述べている。また野口（1993）では，消費量が減少しているのは消費者の
知識がないからではないかと指摘した上で，消費者に対する情報発信が必要であると考察している。

2-3.　味噌の流通に関する研究

松田（1990）では小売店の価格競争により，店頭における味噌の販売が利益の減少になったと述
べられている。そのため味噌のアイテム数の減少や売り場面積の縮小は小売店側からすれば当然の
結果であるが，メーカーにとってはバラエティある売り場づくりが出来ず，不都合な状態を生んだ
と述べられている。

2-4.　消費者視点の味噌に関する研究

消費者視点の味噌に関する研究には，消費者に対して味噌の満足度調査を行っている野口（1995）
がある。この論文は本研究において最も重要な研究であり，今回はこの満足度調査に似た調査を実
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施するため，詳しくまとめた。ここでは日本の 7地域に住む 69歳以下の主婦 1,000人に味噌に対
する満足度調査（以下 CS調査）を実施し，総合満足度，味噌と味噌メーカー，売り場の 3つに対
する様々なイメージと分野別満足度について尋ね，スコアを算出している。
総合満足度のスコアは 3.4となっている。「満足」と答えた人は全体の約 1/3であり，「やや満足」
という意思決定の不明瞭な回答が 38.7%と最も多いことが分かっている。このことから味噌に対
する関心や期待感が稀薄であることが考察されている。
味噌イメージの満足度は，総合満足度のスコアと比較し 6.8と高いことが分かっており，現状の

満足度を維持し発展させていく仕組みが必要であると述べられている。味噌イメージは「日本の伝
統食品である」「地方によりいろいろな種類がある」などの項目が高スコアとなっている。逆に「贈
答品として喜ばれる商品」「塩分が少ない」という項目はマイナスの低スコアとなっており，これ
らのイメージは商品の知識に結び付いてはいないと考察されている。
味噌メーカーイメージの満足度のスコアは 4.4となっており，総合満足度を上回ってはいるもの
の，水準として高いとは言い切れないという見解を示している。各項目内容を見ていくと，「信頼
できる」「親しみがある」という漠然としたイメージを聞く項目は高スコアとなっている。一方「新
しい商品が出る」「パッケージのデザインが良い」などの項目が低スコアとなっている。
最後に売り場イメージとその満足度についてである。売り場は満足度の向上を図る上で重要なも
のであるにも関わらず，スコアが 2.3と総合満足度を唯一下回っており，消費者にとって売り場と
の結びつきはかなり薄いことが考察されている。各項目について見ていくと「店員の知識が豊富」
や「のぼりやポスターをよく見かける」という項目が低スコアとなっており，売り場の工夫が不十
分であること，メーカーから流通・販売・売り場への情報提供が積極的に行われていないことが指
摘されている。このことから，今後は売り場への工夫がされない限り，消費者の満足度は高くなら
ないと考察している。

2-5.　先行研究のまとめと本研究の位置付け

味噌の機能性に関する先行研究では，味噌にはがんや高血圧の予防効果，美白効果があることが
明らかになっている。現在では健康や美容への関心の高い消費者が増加しているため，味噌は時代
のニーズに合った食品であると考えられる。それにも関わらず消費量が減少しているのは，健康美
容に関心のある消費者が味噌の機能性について知識を持っていないからではないかと考えられる。
そのため，これらの効用について認識してもらい，彼らにターゲットを絞った販売促進方法や情報
発信方法を提案すれば，消費量は増加するのではないかと考えられる。
メーカーに関する先行研究では，消費量減少の理由をふまえて新商品を作ることや消費者に積極
的に情報発信をすることが提案されている。しかし具体的にどのような新商品を作れば売れるのか，
誰に何のメディアを使って情報発信をするべきなのかという具体的な提案まではされていない。
味噌流通に関する先行研究では，小売店にとって味噌は利益の少ない商品となり，バラエティあ
る売り場作りが難しいと述べられている。しかし小売店が積極的に扱いたくなるような利幅がある
状態を作るためにどうするべきかまでは提案されていない。そのため，流通への具体的な提案も必
要であると考えられる。
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味噌に関する論文は理論的な研究が多い中で，野口（1995）では CS調査を行い，定量的に分析
している。味噌やメーカー，売り場に関するイメージを細かく質問しており，また総合満足度と分
野別満足度を比較した上で，売り場にもっと工夫が必要なことなどを指摘している。しかし，この
論文には問題点も多く挙げられる。味噌に対するイメージの満足度を測る際，尺度が「とてもよい」
「よい」「ややよい」「どちらともいえない」「やや悪い」となっており，プラスの評価を問う選択肢
が多く，偏っている。また総合満足度と分野別満足度を比較し，「味噌イメージの満足度は総合満
足度よりも高い」などの考察をしているが，総合満足度は「とても満足」「満足」という尺度で質
問をした結果に対してスコアを算出しているにも関わらず，味噌イメージの満足度は，「とても良い」
や「良い」という尺度で質問をした結果についてスコアを算出している。比較する 2項目の尺度と
スコアの算出方法が違うため，適切な比較ができていないと考えられる。また，この調査は今から
約 20年前の調査であるため，現在は変わっているものと思われる。
そこで本研究では味噌の販売促進方法を検討するため，野口（1995）で行われた満足度調査に似
た調査を行い，味噌・メーカー・売り場についてのイメージや評価を問うこととする。また先行研
究から，味噌は健康美容に関心が高い消費者から受け入れられ，消費されるのではないかと考えら
れる。そのため，彼らにターゲットを絞った上で，データをもとに分析を行い，最終的にメーカー
と小売店の両者が納得できるような販売促進提案を具体的に検討していく。

3.　調査と分析の概要

3-1.　本研究の概要

まずターゲットとなる消費者を明確にするため，健康美容への意識の高さで消費者を 4つのグ
ループに分類し，各グループの特徴やよく使用するメディアについて明らかにする。次にグループ
ごとに味噌のイメージが関与に及ぼす影響，味噌メーカーのイメージがメーカーの満足度に及ぼす
影響，食品売り場のイメージが売り場への態度（楽しさ）に及ぼす影響を明らかにする。その結果
から，メーカーは健康美容に関心が高い消費者に対してどのような商品提案や PRをすればよいか，
PRをする際にはどのメディアを用いるのが効果的なのか，また小売店は味噌売り場をどのように
工夫すればよいかについて具体的に提案していく。

3-2.　調査の概要

2016年 12月 15日から 16日にかけて，楽天リサーチのモニター 600人に対してインターネット
調査を行った。10代から 60代の男女各 50名となるようにサンプルを割り付け，すべて有効回答
であった。質問は健康美容への関心を問う項目，メディアの使用頻度について問う項目，味噌・味
噌メーカー・食品売り場に対するイメージを問う項目，3つの構成概念（味噌への関与，メーカー
への満足度，食品売り場への態度（楽しさ））を測定する項目により構成した1。野口（1995）の CS

 1 本研究におけるアンケート調査は巻末資料に示す。
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調査の結果から，味噌に対する関心が薄いことが明らかになっている。そのためまずは関与，関心
を高めてもらう必要があると考え，本調査では満足度ではなく味噌への関与を測定することとする。
また，福田（2009）によると，お客様に売り場で満足感を得てもらうために必要なことの 1つに，「楽
しさがあること」が含まれていたため，食品売り場については満足度ではなく態度（楽しさ）を問
うこととする。売り場については味噌売り場に限定せず，食品売り場へのイメージや態度を問うこ
ととする。その理由は著者が小売店で買い物をする際，味噌売り場に消費者の購買意欲を高められ
るような POPや大量陳列などを見かけないため，消費者に対して味噌売り場のイメージや評価を
聞いても「そうは思わない」という回答が多くなり，消費者グループ間に違いが見られないと考え
たためである。食品売り場のイメージや態度について聞いていき，その結果を味噌売り場に反映さ
せることでターゲットに対して魅力的な味噌売り場を作ることが出来ると考えられる。
次に測定尺度についてである。健康志向は Jayanti & Burns （1998） や Kraft & Goodel （1993） を参

考に設定した。美容への関心については，味噌の美容機能にダイエット効果と美肌効果があること
から，ダイエットへの関心と肌への関心の 2つで測ることとした。ダイエットへの関心はWells & 

Tigert （1971） を参照し尺度を設定した。また，肌への関心については先行研究を見つけることが
出来なかったため，株式会社 Intageの「美容と健康に関するアンケート（2006）」を参考にした。
味噌への関与は Zinkhan & Locander （1998） や Cho, Lee, &Tharp （2001） を参考にした。味噌メー
カーへの満足度は Chun & Davies （2006） を参照し尺度を設定している。売り場への態度（楽しさ）
についてはWakefield & Baker （1998） を参照した。先行研究では店舗への態度（楽しさ）を測定す
る項目であるが，ここでは店舗を食品売り場に置き換えている。
健康美容に関する項目と味噌への関与・メーカーへの満足度・食品売り場への態度を測定する項
目は 5件法（1 : あてはまらない～5 : あてはまる）によって測定し，味噌・メーカー・売り場に
対するイメージについては 5件法（1 : そう思わない～5 : そう思う）により測定した。また，メディ
アに関する項目については，5件法（1 : 全く使わない～5 : よく使う）により測定した。

3-3.　分析の概要

まずターゲットとなる健康美容に関心が高い消費者を明確にするため，消費者の分類を行う。そ
の際項目数が多いと特徴付けが難しいため，探索的因子分析を行い健康美容への意識に関する項目
を縮約する。その後非階層クラスター分析を行い，消費者を 4つのグループに分類する。次に一元
配置分散分析と多重比較を行い，各グループ含まれる消費者の特徴と，よく使用するメディアにつ
いて明らかにする。再び探索的因子分析を行い，味噌・メーカー・食品売り場に対するイメージを
縮約する。結果を元に構造方程式モデリングを用いて確認的因子分析を行い，構成概念妥当性の確
認をする。なお，阿部（1987）に従い，探索的因子分析と確認的因子分析の結果については確認的
因子分析の結果を重視することとする。次に味噌イメージが関与に及ぼす影響，メーカーイメージ
がメーカーへの満足度に及ぼす影響，食品売り場イメージが売り場への態度（楽しさ）に及ぼす影
響を明らかにするためそれぞれモデル化し，共分散構造分析を用いて検証する。さらに多母集団同
時解析によって 4つの消費者グループでモデルのパス係数を比較し，健康美容に関心が高い消費者
とそうでない消費者の違いを明らかにする。これらの分析を行うことで，ターゲットに向けた販売
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促進方法を示すことが出来ると考えられる。
ここで，確認的因子分析と共分散構造分析，多母集団同時解析における適合度指標やその基準に
ついて述べる。本研究においては χ²値（自由度，p値），GFI，AGFI，CFI，RMSEA，AICの 8つ
の指標で当てはまりの良さを判断する。豊田（1998）によれば，χ²検定による適合度の判定は標
本数の影響を受けやすく，標本数が多いとモデルが棄却されやすくなるという欠点を持っている。
本研究における調査のサンプルサイズは 600と大きいため，モデルの適合度は χ²検定ではなく適
合度指標で判断することとする。基準は Schermelleh-Engel & Moosbrugger （2003） に従い，GFI

≧ .90，AGFI≧ .85，CFI≧ .95，RMSEA≦ .08とし，AICについては豊田（1998）に従い，モデ
ルどうしで比較し値が最も小さいモデルを採用することとする。
ここで，多母集団同時解析の手順について説明する。まず母集団で同じであると仮定される部分
に等値制約を置き，そのモデルの適合の向上によって等質性や異質性を検討する。今回は，制約な
しのモデル（モデル 1），測定方程式のパス係数に等値制約を置いたモデル（モデル 2），測定方程
式と構造方程式のパス係数に等値制約を置いたモデル（モデル 3），パス係数と分散共分散に等値
制約を置いたモデル（モデル 4），パス係数，分散共分散，構造方程式の誤差分散に等値制約を置
いたモデル（モデル 5），パス係数，分散共分散，構造方程式と測定方程式の誤差分散に等値制約
を置いたモデル（モデル 6）の 6つを用意する。6つの中で適合度を比較し，最も当てはまりの良
いモデルを採用することとする。次に，消費者グループそれぞれの分析結果と推定値を示し，グルー
プごとのパス係数を明らかにする。その後差に対する検定統計量を示し，グループ間のパス係数の
大きさに有意な差があるかどうかを検討する。豊田（2007）によれば，差に対する検定統計量は近
似的に正規分布に従うとされているため，絶対値が 1.96を超える場合には 5%水準で有意な差が
あると判断することができ，2.58を超える場合には 1%水準で有意な差があると判断することが出
来る。
確認的因子分析や共分散構造分析，多母集団同時解析におけるモデルの修正は狩野（2002）に従
い，モデルに適合しないと思われる項目の除去と誤差共分散の仮定を行うこととする。
また，本研究における有意確率は 0.05以下とする。なお，分析には統計ソフト PASW Statistics 

18 と Amos Graphics 18を使用した。

4.　消費者の分類と構成概念妥当性の確認

4-1.　消費者タイプの分類と特徴付け

初めに健康美容への関心を問う 10項目（A1～A10）を探索的因子分析（最尤法，プロマックス
回転）により縮約した。スクリープロットと固有値（1以上）から総合的に判断して因子の数は 2

つとした。なお，肌への関心を問う 2項目のうち A9は共通性推定値が 1を超えてしまい，A10は
各因子への負荷量が 0.4に満たなかったため除外した。そのため，肌への関心を問う項目に関して
はクラスター分析の変数に入れることとする。分析の結果を表 1に示す。
項目内容から判断し，第 1因子は「健康意識」，第 2因子は「ダイエット意識」と命名する。
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Cronbachの α係数はどちらも基準となる 0.7を超えているため，内部一貫性が確認されたものとす
る。
次に非階層クラスター分析（K-means法）を行い，消費者の分類を行う。「健康意識」と「ダイエッ

ト意識」の 2因子と，肌への関心を問う項目（A9）の 3変数を用いて分析を行った結果，4つのク

表 1.　健康美容への意識に関する項目の探索的因子分析結果

項目
番号 項目 平均値 標準偏差

因子
Cronbachの

α係数1
健康意識

2
ダイエット意識

A5 自分の健康についての情報に関心がある 3.518 1.059 　.784 －.043 .860

Al 食べ物に有害物質が入っているかどうかを
心配する 3.325 1.136 　.770 －.031

A2 飲み水の品質に関心がある 3.285 1.098 　.767 －.030

A4 3年前と比べて，健康に関係する記事をよ
く読んでいる 3.238 1.069 　.723 　.095

A3 食品のラベルに載っている成分をよく読む 3.157 1.102 　.670 　.014

A7 周りの人よりもカロリーの低い食品を買う
ことが多い 2.582 1.087 　.045 　.793 .784

A6 一週間に数回は低カロリ一の飲料水を飲む 2.498 1.292 　.015 　.763

A8 一日に少なくとも一回は美容食を食べる 2.043 1.130 －.068 　.684

表 2.　クラスター分析と 1元配置分散分析結果

クラスター 1 クラスター 2 クラスター 3 クラスター 4

n=168
28.00%

n=125
20.83%

n=168
28.00%

n=139
23.17%

平均 標準偏差 平均 標準偏差 平均 標準偏差 平均 標準偏差 多重比較

クラスター分析で用いた特性

健康意識（因子 1） 3.399 0.690 3.966 0.696 3.389 0.602 2.494 0.893 4<3, 1<2***

ダイエット意識（因子 2） 1.702 0.540 3.408 0.736 2.962 0.577 1.547 0.550 4, 1<3<2***

肌のキメを整えたい（A9） 4.155 0.647 4.568 0.513 2.679 0.540 1.396 0.560 4<3<1<2***

消費者タイプ 肌への関心が
高い消費者

健康・美容への
関心が高い消費者

健康への関心が
やや高い消費者

健康・美容への
関心が低い消費者

メディアの種類

テレビ（B1） 3.054 1.215 3.576 1.152 2.970 1.058 2.540 1.385 4<3**, 1<2***

新聞（B2） 1.929 1.108 2.296 1.231 2.405 1.107 2.007 1.145 1<3***, 4<3*

雑誌（B3） 2.577 1.176 3.096 1.266 2.435 1.048 2.036 1.164 4<3*, 1<2***

本（B4） 2.369 1.059 3.008 1.181 2.589 1.102 1.993 1.046 4<1*, 1<2***

インターネット（B5） 3.857 1.057 4.288 0.923 3.560 1.054 3.166 1.360 4<3*, 1<2**

Facebook（B6） 1.540 0.947 2.290 1.430 2.080 1.100 1.450 0.862 4, 1<3, 2***

Twitter（B7） 1.910 1.275 2.370 1.468 2.060 1.136 1.530 1.031 4<1, 3, 2*

LINE（B8） 2.100 1.417 2.900 1.472 2.250 1.182 1.860 1.281 4, 1, 3<2***

知人・友人・家族から
のクチコミ（B9） 2.890 1.216 3.430 1.159 2.810 1.020 2.300 1.266 4<3, 1<2***

その他（B10） 1.980 0.994 2.390 1.099 2.300 1.024 1.940 1.078 4, 1<3, 2*

***p<.001, **p<.01, *p<.05
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ラスターが得られた。なお，クラスター数は各クラスターの度数に比較的偏りがないことを重視し
て決定した。次に 4つのクラスターを独立変数に，健康美容への関心を問う 3変数とメディアの使
用頻度を問う項目（B1～B10）を従属変数として 1元配置分散分析を行い，各グループの特徴とよ
く使用するメディアを明らかにした。クラスター分析と 1元配置分散分析の結果を表 2に示す。
分析結果から，「肌への関心が高い消費者（以下，肌グループ）」，「健康・美容への関心が高い消
費者（以下，健康美容グループ）」，「健康への関心がやや高い消費者（以下，やや健康グループ）」，
「健康美容への関心が低い消費者（以下，関心なしグループ）」の 4つのグループが得られた。また，
結果から本研究のターゲットとなる消費者はクラスター 2の健康美容グループであると言える。次
にメディアについて見ていくと，健康美容グループは新聞以外のメディアにおいて他の消費者より
有意に使用頻度が高いことが明らかになった。しかし Facebook，Twitter，LINEの 3つに関しては
平均値が 3（どちらともいえない）を下回っており，また本，雑誌に関しては 3を少し上回るくら
いであることから，よく使用しているとは言えないと考える。そのため，健康美容グループにはテ
レビ，インターネット，口コミの 3つが有効なメディアであると言える。

4-2.　味噌，メーカー，売り場に関するイメージの縮約

味噌イメージに関する項目（C1～C19）の縮約を行うため，探索的因子分析（最尤法，プロマッ
クス回転）を行った。C7と C11はどの因子に対しても負荷量が 0.4に満たなかったため 1つずつ
除外していったところ，すべての項目が単一因子に高負荷となった。因子の数は固有値（1以上）

表 3.　味噌イメージに関する項目の探索的因子分析結果

項目
番号 項目 平均値 標準偏差

因子
Cronbachの

α係数1
伝統性

2
健康美容効果

3
現代ニーズ
との適合性

Cl 日本の伝統食品である 4.398 .872 　.991 －.080 －.141 .918

C3 地方により色々な種類がある 4.363 .862 　.973 －.088 －.052

C2 日本食に欠かせない 4.317 .901 　.929 －.093 －.055

C5 おふくろの味・故郷の味である 4.120 .926 　.707 　.066 　.039

C4 健康食品である 4.022 .973 　.671 　.160 　.034

C12 野菜・海藻等色々な食品と合う 3.897 .935 　.607 　.016 　.178

C6 調理が簡単である 3.820 .984 　.497 　.034 　.284

C13 植物性タンパク質の食品である 3.740 .970 　.476 　.220 　.122

C17 ダイエットに良い 2.952 .937 －.056 　.962 －.049 .898

C18 肌を綺麗にする 2.938 .943 　.027 　.941 －.105

C16 美白効果がある 2.775 .912 －.070 　.926 －.026

C14 がんにかかりにくくなる 3.097 .945 　.055 　.597 　.120

C15 食塩による血圧上昇を抑制する 2.952 .937 －.042 　.590 　.221

C19 酵素が含まれている 3.488 .999 　.332 　.498 －.072

C8 若い人にも好まれている 3.288 .971 　.101 －.103 　.774 .783

C9 洋食にも合う 3.198 1.004 　.023 　.025 　.726

C10 贈答品として喜ばれる商品である 2.860 .927 －.121 　.207 　.621



21― ―

渡邊 : 健康美容意識が高い消費者への味噌の販売促進の検討

とスクリープロットから判断して 3つとした。結果を表 3に示す。
項目内容から第一因子を「伝統性」，第 2因子を「健康美容効果」，第 3因子を「現代ニーズとの
適合性」と命名する。Cronbachの α係数はすべて 0.7を上回ったため，内部一貫性が確認された。
次に味噌メーカーイメージに関する項目（D1～D9）を縮約するため探索的因子分析（最尤法，
プロマックス回転）を行った。固有値とスクリープロットから判断して，因子の数は 2つとした。
分析の結果を表 4に示す。
項目内容から第 1因子を「メーカーへの信頼性」，第 2因子を「マーケティングへの積極性」と

命名する。Cronbachの α係数はどちらも 0.7を超えたため，内部一貫性が確認されたものとする。
最後に，食品売り場イメージを問う項目（E1～E10）の縮約を行うため，探索的因子分析（最尤
法，プロマックス回転）を行った。固有値とスクリープロットから判断して因子の数は 2つとした。
分析の結果を表 5に示す。
項目内容から第 1因子を「利便性」，第 2因子を「アレンジ性」と命名する。Cronbachの α係数

表 4.　味噌メーカーイメージに関する項目の探索的因子分析結果

項目
番号 項目 平均値 標準偏差

因子
Cronbachの

α係数1
メーカーヘの
信頼性

2
マーケティング
への積極性

D2 価格が適切である 3.480 .775 　.870 －.161 .890

D1 信頼できる 3.625 .799 　.866 －.200

D4 商品名が良い 3.335 .809 　.690 　.163

D3 味や製造法など商品説明が分かりやすい 3.257 .830 　.648 　.202

D5 使いやすいパッケージである 3.355 .885 　.594 　.225

D6 パッケージのデザインが良い 3.152 .822 　.537 　.318

D8 新しい商品をよく出している 2.877 .852 －.206 　.969 .813

D7 宣伝をよくやっている 3.115 .898 　.014 　.767

D9 味噌を使ったレシピを紹介している 3.112 .882 　.164 　.595

表 5.　食品売り場イメージに関する項目の探索的因子分析結果

項目
番号 項目 平均値 標準偏差

因子
Cronbachの

α係数1
利便性

2
アレンジ性

El いろいろな種頬の食品がある 3.847 .878 　.849 －.130 .855

E2 目当ての食品がいつも置いてある 3.560 .841 　.804 －.034

E3 食品売り場の位置が分かりやすい 3.577 .861 　.700 －.009

E6 特売をときどきやっている 3.750 .838 　.653 －.050

E5 食品売り場はいつも清潔である 3.542 .830 　.616 　.120

E4 低価格から高級品まで揃っている 3.323 .918 　.467 　.262

E10 食品が大量陳列されているのをよく見かける 3.327 .921 　.465 　.247

E8 店員の知識が豊富 2.773 .844 －.156 　.887 .754

E7 味や製造法等の特長が分かりやすい 2.995 .868 　.069 　.640

E9 POPやポスターをよく見かける 2.953 .886 　.085 　.639
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はどちらも 0.7を上回ったため，内部一貫性が確認されたものとする。

4-3.　構成概念妥当性の確認

味噌への関与（CC1～CC3）・メーカーへの満足度（DD1～DD3）・売り場への態度（EE1～EE3）
の 3つの構成概念と，探索的因子分析により得た因子の構成概念妥当性の確認を行う。本研究では
① 収束妥当性，② 信頼性，③ 弁別妥当性で測ることとする。妥当性の確認をするため，構造方
程式モデリングによる確認的因子分析を行う。① 収束妥当性については 1次元性の確認と因子負
荷量で判断することとする。1次元性は，確認的因子分析の適合度指標が当てはまりの良い結果を
示すことによって確認できる（Steenkamp & van Trijp 1991）。また因子負荷量については，それぞ
れの仮定された構成概念や因子に対する負荷量が有意であり，値が十分大きいことによって確認で
きる（Anderson & Gerbing 1988 : Bagozzi & Foxall 1996）。本研究では基準を 0.5以上であることと
する（Steenkamp & van Trijp 1991）。② 信頼性は探索的因子分析と同様に，Cronbachの α係数が 0.7

以上の値を示すことによって確認できる。③ 弁別妥当性は，それぞれの概念によって説明される
分散部分2が，概念間の相関の 2乗よりも大きいことによって確認できる（Fornell & Larcker 1981）。
初めに，味噌イメージを探索的因子分析することにより得た 3因子と，味噌の関与という構成概
念について妥当性の確認を行う。4つの構成概念からそれぞれ該当する項目が影響を受け，共分散
を仮定したモデルを構築し確認的因子分析（最尤推定法）を行った。その結果 χ²値は 1,123.641（自
由度 163, p値 .000）であり，適合度指標は GFI=.815，AGFI=.763，CFI=.878，RMSEA=.099，
AIC=1,215.641であった。AGFIや CFIの値が低く，RMSEAも .09以上となったため，モデルの当
てはまりが良いとは言えなかった。そのため狩野（2002）に従い，モデルに適合しないと思われる
変数（C19, C13, C12, C6）を 1つずつ除外した後，C14と C15の間に誤差共分散3を仮定しモデル
の修正を行った。修正後の分析結果は，χ²=477.074（自由度 97, p値 .000）であり，適合度指標は
GFI=.905，AGFI=.866，CFI=.940，RMSEA=.081，AIC=551.074となった。RMSEAがやや高め
であるが，項目除去前のモデルと比較すると AICの数値もかなり小さくなっているため，当ては
まりが悪いと判断するほどではない。また因子負荷量はすべて基準を超えたため，収束妥当性が確
認されたと考えられる。次に Cronbachの α係数を算出すると，「伝統性」が .913，「現代ニーズと
の適合性」が .783，「健康美容効果」が .911，味噌への関与が .813となっており，信頼性が確認さ
れたと判断する。また構成概念の分散部分の値が相関係数の 2乗よりも大きいことが分かったため，
弁別妥当性が確認されたと言える。項目除去，誤差共分散仮定後の分析結果と弁別妥当性の確認結
果を，それぞれ図 1，表 6に示す。
次にメーカーイメージを探索的因子分析することにより得た 2つの因子とメーカーへの満足度と
いう構成概念について，前述した手順に沿って妥当性の確認を行う。3つの構成概念からそれぞれ
該当する項目が影響を受け，共分散を仮定したモデルで確認的因子分析（最尤推定法）を行ったと
ころ，χ²=464.420（自由度 51, p 値 =.000），GFI=.876，AGFI=.810，CFI=.894，RMSEA=.116，

 2 分散部分とは，観測変数から構成概念へのパス係数（標準化推定値）の 2乗を，パス係数の 2乗と誤差分散
の 2乗を足したもので割った数値のことを言う（Fornell & Larcker 1981）。

 3 C14と C15の間に誤差共分散を仮定した理由は，病気予防効果という点で類似していると考えたためである。
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AIC=518.420となった。RMSEAが 0.1を超えており当てはまりが良いとは言えないため，モデル
に適合しないと思われる項目（D1と D2）を 1つずつ除外した後，D5と D6の間4と D7と D8の間5

に誤差共分散を仮定しモデルの修正を行った。また，D1と D2を除外すると「メーカーへの信頼性」
という因子にはメーカーの信頼に関する項目には高負荷にならず，商品のネーミングやパッケージ

 4 D5と D6の間に誤差共分散を仮定した理由は，どちらもパッケージに関する項目であり類似性があるのでは
ないかと考えたためである。

 5 D7と D8の間に誤差共分散を仮定した理由は，どちらも味噌の新しい用途に関する項目であり，因子では説
明できない部分が似ていると考えたためである。

図 1.　味噌メーカーイメージと関与における確認的因子分析結果

表 6.　味噌イメージと関与における弁別妥当性の確認結果

相関係数 相関係数の 2乗 分散部分の値

伝統性 扌 健康美容効果 .200 .040 < .883
< .862

伝統性 扌 現代ニーズとの適合性 .396 .156 < .883
< .755

伝統性 扌 味噌への関与 .389 .151 < .883
< .768

健康美容効果 扌 現代ニーズとの適合性 .523 .274 < .862
< .755

健康美容効果 扌 味噌への関与 .367 .137 < .862
< .768

現代ニーズとの適合性 扌 味噌への関与 .621 .386 < .755
< .768
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に関する項目に高負荷となったため，名前を「商品の洗練性」に変更する。修正後の分析結果は，
χ²=171.406（ 自 由 度 30, p 値 =.000），GFI=.946，AGFI=.900，CFI=.955，RMSEA=.089，AIC= 

221.406となった。RMSEAが 0.08を超えているため，あまり当てはまりの良いモデルとは言えな
いが，項目除去前と比較すると AICの値もかなり小さくなっているため，当てはまりが悪いと判
断するほどではない。また因子負荷量も基準を上回ったため，収束妥当性は確認されたと判断する。
次に Cronbachの α係数は「商品の洗練性」が .847，「マーケティングへの積極性」が .813，「メーカー
への満足度」が .800となり，信頼性は確認されたこととする。また分散部分の値が相関係数の 2

乗よりも大きいため，弁別妥当性が確認されたものとする。項目除去，誤差共分散仮定後の分析結
果を図 2に，弁別妥当性の確認結果を表 7に示す。
最後に食品売り場イメージを探索的因子分析することにより得た 2つの因子と，売り場への態度

（楽しさ）という構成概念の妥当性の確認を行う。3つの構成概念から該当する項目が影響を受け，
共分散を仮定したモデルを構成し確認的因子分析（最尤推定法）を行ったところ，χ²=302.568（自
由度 51, p値 =.000），GFI=.924，AGFI=.883，CFI=.928，RMSEA=.091，AIC=426.321となった。
RMSEAが 0.09を超えておりあまり当てはまりの良いモデルとは言えないため，適合しないと思わ

表 7.　メーカーイメージと満足度における弁別妥当性の確認結果

相関係数 相関係数の 2乗 分散部分の値

商品の洗練性 扌 マーケティングヘの積極性 .793 .629 <
<

.894

.801

商品の洗練性 扌 メーカーへの満足度 .563 .316 <
<

.894

.850

マーケティングヘの積極性 扌 メーカーヘの満足度 .500 .250 <
<

.801

.850

図 2.　メーカーイメージと満足度における確認的因子分析結果
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れる項目（E10）を除外しモデルの修正を行った。修正後の分析結果は，χ²=225.028（自由度 41, p

値 =.000），GFI=.937，AGFI=.898，CFI=.924，RMSEA=.087，AIC=275.028となった。RMSEA

が 0.08を上回ってはいるが，AGFIや AICの値も改善されているため，当てはまりが悪いと判断す
るほどではないとする。また因子負荷量もすべて基準を上回ったため，収束妥当性が確認されたも
のとする。項目除去後の α係数は「利便性」が .834，「アレンジ性」が .754，売り場への態度（楽
しさ）が .915となっており，信頼性が確認されたと言える。また構成概念の分散部分が概念間の
相関係数の 2乗よりも大きいため，弁別妥当性は確認されたものとする。項目除去，誤差共分散仮
定後の分析結果を図 3に，弁別妥当性の確認結果を表 8に示す。

5.　仮説の設定

先行研究や筆者の憶測を元に統計仮説を設定する。消費者全体に関する仮説は共分散構造分析に
よって確認でき，各消費者グループに関する仮説やパス比較に関する仮説は多母集団同時解析にお

表 8.　食品売り場イメージと態度における弁別妥当性の確認結果

相関係数 相関係数の 2乗 分散部分の値

利便性 扌 アレンジ性 .503 .253 <
<

.780

.790

利便性 扌 態度（楽しさ） .387 .150 <
<

.780

.941

アレンジ性 扌 態度（楽しさ） .263 .069 <
<

.790

.941

図 3.　食品売り場イメージと態度における確認的因子分析結果
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ける消費者グループごとの推定結果や，差に対する検定統計量によって確認できる。これらの仮説
が支持されれば，その仮説は味噌の販売促進を考える上で有効であると言える。

5-1.　味噌イメージが味噌への関与に及ぼす影響に関する仮説

仮説 1-1　「伝統性」は味噌への関与に正の影響を与える。
野口（1995）で行われた満足度調査では，伝統的なイメージを問う項目が高スコアとなっていた。
そのため今でも味噌が伝統的な食品であるというイメージは強く，このイメージが味噌への関与に
影響を与えているのではないかと考え，この仮説を提唱した。
仮説 1-2　「現代ニーズとの適合性」は味噌への関与に正の影響を与える。
以前味噌は和食に使うというイメージが強かったが，現在は大手味噌メーカーの HPで「いかの

味噌風味アヒージョ」など洋食と合わせたレシピを紹介したり，パッケージにアイドルを載せたり
するなどの工夫を行っている。このことから，味噌は現代のニーズに合っている食品だというイメー
ジが強くなり，このイメージが関与に影響を及ぼすのではないかと考え，この仮説を提唱した。
仮説 1-3　「健康美容効果」は味噌への関与に影響を与えない。
味噌には健康美容機能があるにも関わらず，消費量が減少しているのはこれらの効用が広まって
いないからではないかと考えられる。効用に対する知識を消費者が持っておらず，また関与にも影
響を与えていないのではないかと考え，この仮説を提唱した。
仮説 1-4　健康美容グループは「現代ニーズとの適合性」が味噌への関与に正の影響を与える。
健康美容グループはメディアの使用頻度が高く情報収集意欲があることが分かった。そのため，
時代の流れや流行りには敏感なのではないかと考えられる。そのため，味噌が若い人にも好まれて
いるというイメージや，洋食にも合うという現代的なイメージによって味噌への関与が高まるので
はないかと考え，この仮説を提唱した。
仮説 1-5　健康美容グループは「健康美容効果」が味噌への関与に影響を与えない。
先行研究のレビューで前述したように，味噌には健康機能や美容機能がある。現代では健康美容
に関心が高い消費者が増加しているにも関わらず消費量が減少しているのは，ターゲットとなる消
費者が効用についての知識を持っていないか，または関与に影響を与えていないためではないかと
考えられる。そのため，この仮説を提唱した。
仮説 1-6　関心なしグループは「伝統性」が味噌への関与に正の影響を与える。
この消費者は健康美容への関心が低く，情報収集意欲もないことが明らかになっていることから，
流行には敏感ではないと考えられる。そのため，昔ながらのイメージである伝統性が味噌への関与
を高める役割を果たしているのではないかと考え，この仮説を提唱した。
仮説 1-7　「現代ニーズとの適合性」が味噌への関与に与える影響は，関心なしグループよりも健
康美容グループの方が強い。
健康美容グループは関心なしグループと比較して，味噌が若者に好まれているというイメージや
洋食に合うといった現代的なイメージが味噌への関与に強い影響を与えるのではないかと考え，こ
の仮説を提唱した。
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5-2.　メーカーイメージがメーカーへの満足度に及ぼす影響に関する仮説

仮説 2-1　「商品の洗練性」はメーカーへの満足度に正の影響を及ぼす。
メーカーが売り出している商品のパッケージがオシャレで目を引くものであったり，ネーミング
が印象的であったりすることで，メーカーに対して親しみを持ち満足度が高くなるのではないかと
考え，この仮説を提唱した。
仮説 2-2　「マーケティングへの積極性」はメーカーへの満足度に正の影響を及ぼす。
メーカーが味噌の新商品を出していることや，味噌を使った和食や洋食のレシピを紹介している
というイメージがあることによって，メーカーに対する認知度が高くなると考えられる。認知度を
高めることによって親しみがわき，満足度が高くなるのではないかと考え，この仮説を提唱した。
仮説 2-3　健康美容グループは，「商品の洗練性」がメーカーへの満足度に正の影響を与える。
この消費者は，他の消費者と比較して健康や美容への関心が高く，またテレビやインターネット
などのメディアを利用しファッションや美容の情報を収集していることが分かった。このことから，
パッケージやネーミングのセンスが良くお洒落な商品に対して興味関心を持つのではないかと考え
た。そのため味噌のパッケージや商品名，使いやすさなどが洗練されているというイメージは満足
度に正の影響を与えるのではないかと考え，この仮説を提唱した。
仮説 2-4　健康美容グループは「マーケティングへの積極性」がメーカーへの満足度に正の影響を
与える。
この消費者は情報収集のためにテレビやインターネットをよく利用することが明らかになってい
ることから，メーカーが新商品の宣伝やレシピを紹介していることに対して敏感なのではないかと
考えられる。このことからマーケティングを積極的に行っているというイメージが満足度に正の影
響を与えているのではないかと考え，この仮説を提唱した。
仮説 2-5　「商品の洗練性」がメーカーへの満足度に与える影響は，関心なしグループよりも健康
美容グループの方が強い。
美容に関心の高い人は，おしゃれでセンスの良いものに対して敏感であると考えられる。そのた
め関心が低い人と比べて，メーカーが売り出している味噌の商品名やパッケージのデザインが良い
ことでメーカーへの満足度も高くなると考え，この仮説を提唱した。
仮説 2-6　「マーケティングへの積極性」がメーカーへの満足度に与える影響は，関心なしグルー
プよりも健康美容グループの方が強い。
健康美容に関心の高い人は，メーカーの PRや情報発信に敏感であると考えられる。そのため関
心の低い人と比べて，メーカーが積極的に宣伝やレシピ紹介をしているというイメージが高いと
メーカーへの満足度も高くなると考えた。そのため，この仮説を提唱した。

5-3.　食品売り場イメージが売り場への態度（楽しさ）に及ぼす影響に関する仮説

仮説 3-1　「利便性」は売り場への態度（楽しさ）に正の影響を与える。
売り場に多くの種類の食品が置いてあることで，自分に食べたいものや経済状況に合った食品を
選ぶことは出来るため，選ぶことの楽しさが生まれるのではないかと考えられる。また目当ての商
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品を手に入れることが出来ることは満足感につながるのでないかと考え，この仮説を提唱した。
仮説 3-2　「アレンジ性」は売り場への態度（楽しさ）に正の影響を与える。
売り場を装飾している POPやポスターによって商品の知識や売れ筋を知ることが出来たり，知
識豊富な店員との会話により他の食材との美味しい組み合わせ方を知ることが出来たりすること
は，売り場での買い物の楽しさにつながるのではないかと考え，この仮説を提唱した。
仮説 3-3　健康美容グループは「利便性」が売り場への態度（楽しさ）に正の影響を与える。
健康美容に関心が高いため，食品に対して少々値段が高くても健康に良いものを購入したいと考
えているのではないかと考えられる。そのため，様々な種類の食品から自分のこだわりに合ったも
のを選ぶことが出来ることが，買い物の楽しさに繋がるのではないかと考え，この仮説を提唱した。
仮説 3-4　関心なしグループは「アレンジ性」が売り場への態度（楽しさ）に正の影響を与える。
健康美容に関心が低く，メディアを使った情報収集も行っていないことが分かっている。そのた
め，食品に対してもこだわりを持っておらず，小売店で購買する商品を決定しているのではないか
と考えられる。そこで，店頭での POPやポスター，店員との会話によって購買する商品が決定し，
また売り場のアレンジによって買い物が楽しいと感じるのではないかと考え，この仮説を提唱した。
仮説 3-5　「利便性」が売り場への態度（楽しさ）に与える影響は，関心なしグループよりも健康
美容グループの方が強い。
健康美容グループは関心なしグループよりも，多くの選択肢の中から自分のこだわりに合った食
品を選ぶことが出来ることで，売り場での買い物を楽しいと感じるのではないかと考えこの仮説を
提唱した。

6.　分析結果

6-1.　共分散構造分析

共分散構造分析によりモデルを検証する。1つ目は味噌イメージが味噌への関与に及ぼす影響を
モデル化したものであり，「味噌関与モデル」と呼ぶこととする。2つ目は味噌メーカーに対する
イメージが満足度に及ぼす影響についてモデル化したものであり，「メーカー満足度モデル」と呼
ぶこととする。3つ目は食品売り場に対するイメージが売り場への態度（楽しさ）に及ぼす影響に
ついてモデル化したものであり，「食品売り場態度モデル」と呼ぶこととする。なお，ここでは
600人全員のデータを用いて共分散構造分析を行い，全体としてそれぞれのイメージが関与や満足
度，態度（楽しさ）にどのような影響を及ぼしているのかを検討する。

（1）　味噌関与モデルの共分散構造分析結果

結果は，χ²=477.074（自由度 97, p=.000），GFI=.905，AGFI=.866，CFI=.940，RMSEA=.081，
AIC=555.074であった。χ²検定によればモデルは棄却されてしまうが，既に述べているようにこ
れはサンプルサイズの大きさが影響しているものと考えられるため，ここでも当てはまりの良さは
適合度指標によって評価する。RMSEAが 0.08を上回っているが，GFIや AGFIは十分な値を示し
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ているため，モデルを棄却するほどではないと判断し，このモデルを味噌関与モデルとする（図 4）。
次に標準化推定値について見ていくと，「伝統性」と「現代ニーズとの適合性」から味噌への関与
に対しては 0.1%で有意かつ正の影響を与えており，「健康美容効果」から味噌への関与に対して
は 5%有意かつ正の影響を与えていることが明らかになった。これらの結果から，仮説 1-1，仮説
1-2は支持されたが，仮説 1-3は支持されなかった。

（2）　メーカー満足度モデルの共分散構造分析結果

分析の結果，χ²=171.406（自由度 30, p=.000），GFI=.946，AGFI=.900，CFI=.955，RMSEA =.089，
AIC=221.406であった。RMSEAの値が 0.08を上回っているが，AGFIや CFIは十分高くなってい
るためモデルを棄却するほどではないと判断し，このモデルをメーカー満足度モデルとする（図 5）。
標準化推定値を見ていくと，「商品の洗練性」からメーカーへの満足度へは 0.1%有意で正の影響
を与えていることが分かったが，「マーケティングへの積極性」からメーカーへの満足度へのパス
は非有意となり認められなかった。そのため仮説 2-1は支持されたが，仮説 2-2は支持されなかっ
た。

（3）　食品売り場態度モデルの共分散構造分析結果

分析の結果，χ²=225.208（自由度 41, p=.000），GFI=.937，AGFI=.898，CFI=.942，RMSEA =.087，
AIC=275.028であった。RMSEAが 0.08を上回ってはいるが GFIや AGFIは十分高くなっているた
め，このモデルを食品売り場態度モデルとする（図 6）。推定結果を見ていくと，「利便性」から態
度（楽しさ）へは 0.1%有意で正の影響を与えていることが分かったが，「アレンジ性」から態度（楽
しさ）へは非有意となり認められなかった。仮説 3-1は支持されたが仮説 3-2は支持されなかった。

図 4.　味噌関与モデルの共分散構造分析結果
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6-2.　多母集団同時解析

上で示した 3つのモデルにおいて，クラスター分析によって得られた 4つの消費者グループ間に
どのような違いがあるのか検証するため，共分散構造分析で示したモデル（図 4，図 5，図 6）を
用いて多母集団同時解析を行う。

図 5.　メーカー満足度モデルの共分散構造分析結果

図 6.　食品売り場態度モデルの共分散構造分析結果
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（1）　味噌関与モデルにおける多母集団同時解析

まず母集団で同じであると仮定される母数に等値制約を置き，等質性や異質性を確認する。6つ
のモデルを想定して不変性の確認を行った（表 9）。

RMSEAと AICの値から総合的に判断して，測定方程式のパスに等値制約を置いたモデル 2を採
用する。モデル 2における 4つの消費者グループの推定結果を表 10に示す。
まず「伝統性」から関与に及ぼす影響について検討する。肌グループとやや健康グループは有意
かつ正の影響を与えていることが分かったが，健康美容グループと関心なしグループは非有意とな
り認められなかった。したがって仮説 1-6は支持されなかった。次に「現代ニーズとの適合性」か
ら関与に及ぼす影響について検討する。肌グループ，健康美容グループ，関心なしグループは有意
かつ正の影響を与えていることが分かったが，やや健康グループについては非有意となり認められ
なかった。したがって，仮説 1-4は支持された。「健康美容効果」から関与に及ぼす影響については，
やや健康グループについては有意かつ正の影響を与えていることが分かったが他の消費者は非有意

表 9.　味噌関与モデルにおける不変性の確認

χ2値 自由度 p値 GFI AGFI CFI RMSEA AIC

モデル 1   850.687 388 .000 .851 .791 .925 .045 1,162.687

モデル 2   899.521 424 .000 .844 .800 .922 .043 1,139.521

モデル 3   937.327 433 .000 .839 .798 .918 .044 1,159.327

モデル 4 1,028.433 451 .000 .826 .790 .906 .046 1,214.433

モデル 5 1,051.256 454 .000 .823 .788 .903 .047 1,231.256

モデル 6 1,466.299 505 .000 .765 .746 .843 .057 1,544.299

表 10.　味噌関与モデルにおける各消費者グループの推定結果

肌グループにおける推定結果 推定値 検定統計量 有意確率

伝統性 → 味噌への関与 　.420  5.195 ***

現代ニーズとの適合性 → 味噌への関与 　.450  3.639 ***

健康美容効果 → 味噌への関与 　.039 　.378 .707

健康美容グループにおける推定結果

伝統性 → 味噌への関与 　.189  1.783 .075

現代ニーズとの適合性 → 味噌への関与 　.505  3.109 .002

健康美容効果 → 味噌への関与 －.013 －.093 .926

やや健康グループにおける推定結果

伝統性 → 味噌への関与 　.258  3.303 ***

現代ニーズとの適合性 → 味噌への関与 　.142  1.491 .136

健康美容効果 → 味噌への関与 　.412  4.981 ***

関心なしグループにおける推定結果

伝統性 → 味噌への関与 －.015 －.138 .890

現代ニーズとの適合性 → 味噌への関与 　.412  2.720 .007

健康美容効果 → 味噌への関与 　.016 　.138 .890

　　***p<.001



32― ―

商　　学　　論　　集  第 86巻第 1号

となり認められなかった。したがって，仮説 1-5は支持された。次に消費者グループ間のパス係数
の大きさに有意な差が認められるかどうかを，差に対する検定統計量により検討する（表 11）。
比較の結果，「伝統性」から関与へのパスに関しては，肌グループとやや健康グループ・関心な
しグループの間と，やや健康グループと関心なしグループの間に有意な差が認められた。パス係数
は肌グループの方が大きく，この結果は「味噌の伝統性において，肌に関心の高い消費者は健康に
やや関心の高い消費者や健康美容に関心の低い消費者よりも味噌への関与に与える影響が強い」と
解釈できる。また，やや健康グループと関心なしグループを比較するとやや健康グループの方が有
意に大きく，「健康にやや関心が高い消費者は，健康美容に関心の低い消費者よりも味噌の伝統性
が味噌への関与に強い影響を与える」と解釈することが出来る。次に「現代ニーズとの適合性」か
ら関与へのパスに関しては，どのグループ間にも有意な差は見られなかった。「健康美容効果」か
ら関与へのパスに関しては，やや健康グループとその他のグループの間に有意な差が認められた。
パス係数はやや健康グループが大きく，この結果から「健康への関心がやや高い消費者は他の消費
者よりも健康美容効果が味噌への関与に及ぼす影響が強い」と解釈することが出来る。その他のパ
スの間では有意な差が認められなかったため，仮説 1-7は支持されなかった。

（2）　メーカー満足度モデルにおける多母集団同時解析

まず母集団で同じであると仮定される母数に等値制約を置き，等質性や異質性を確認する。6つ
のモデルを想定して不変性の確認を行った（表 12）。
モデル 3は RMSEAの値が最も小さく，AICの値も相対的に最も小さいことが分かる。このこと

から，測定方程式と構造方程式のすべてのパス係数に等値制約を置いたモデル 3が最もデータとの
当てはまりが良いと判断し，このモデルを採用する。また，モデル 3が採用されたということは，
各グループ間のパス係数にほとんど差がないと判断することが出来る。そのためメーカー満足度モ
デルにおいてはグループ間で分ける必要がないと考え，多母集団同時解析は行わず 600人全員の結
果を採用し考察することとする。結果は共分散構造分析において検証したモデル図5である。グルー

表 11.　味噌関与モデルにおける差の検定統計量6

b1-1 b2-1 b3-1 b1-2 b2-2 b3-2 b1-3 b2-3 b3-3

b1-2 －1.955

b2-2 　0.115

b3-2 －0.31

b1-3 －2.778** －0.126

b2-3 －1.815 －1.714

b3-3 　3.25** 3.212**

b1-4 －3.996** －1.522 －1.975*

b2-4 －0.009 －0.108 1.495

b3-4 －0.133 0.163 －3.055**

　　**p<.01, *p<.05

 6 b1「伝統性」から味噌への関与へのパス　b2「現代ニーズとの適合性」から味噌への関与へのパス　b3「健
康美容効果」から味噌への関与へのパスを示している。b1-○の○に入る数字はクラスターの番号である。
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プごとのパス係数に差がないという結果になったため，仮説 2-3～2-6の検証はできなかった。

（3）　食品売り場態度モデルにおける多母集団同時解析

まず母集団で同じであると仮定される母数に等値制約を置き，等質性や異質性を確認する。6つ
のモデルを想定して不変性の確認を行った（表 13）。
比較の結果，RMSEAと AICから判断してモデル 2が最もデータとの当てはまりが良いと考えら
れるため，モデル 2を採用する。モデル 2における各消費者グループの推定結果を表 14に示す。

表 12.　メーカー満足度モデルにおける不変性の確認

χ2値 自由度 p値 GFI AGFI CFI RMSEA AIC

モデル 1 289.539 120 .000 .914 .842 .945 .049 489.539

モデル 2 331.467 141 .000 .903 .849 .938 .048 489.467

モデル 3 336.087 147 .000 .902 .854 .939 .046 482.087

モデル 4 397.131 156 .000 .883 .834 .922 .051 525.131

モデル 5 415.168 159 .000 .879 .833 .917 .052 537.168

モデル 6 588.185 195 .000 .840 .819 .873 .058 638.185

表 13.　食品売り場態度モデルにおける不変性の確認

χ2値 自由度 p値 GFI AGFI CFI RMSEA AIC

モデル 1 407.837 164 .000 .896 .832 .924 .050 607.837

モデル 2 449.018 188 .000 .886 .840 .919 .048 601.018

モデル 3 464.270 194 .000 .883 .841 .916 .048 604.270

モデル 4 487.803 203 .000 .879 .842 .911 .049 609.803

モデル 5 518.677 206 .000 .873 .837 .903 .050 634.677

モデル 6 611.891 239 .000 .855 .840 .884 .051 661.891

表 14.　食品売り場態度モデルにおける各消費者グループの推定結果

肌グループにおける推定結果 推定値 検定統計量 有意確率

利便性 → 態度（楽しさ） .311 　3.013 .003

アレンジ性 → 態度（楽しさ） －.175 －1.636 .102

健康美容グループにおける推定結果

利便性 → 態度（楽しさ） .382 　2.932 .003

アレンジ性 → 態度（楽しさ） .108 　 .847 .397

やや健康グループにおける推定結果

利便性 → 態度（楽しさ） .475 　4.581 ***

アレンジ性 → 態度（楽しさ） .125 　1.155 .248

関心なしグループにおける推定結果

利便性 → 態度（楽しさ） .196 　1.834 .067

アレンジ性 → 態度（楽しさ） .311 　 2.6950 .007

　　***p<.001



34― ―

商　　学　　論　　集  第 86巻第 1号

肌グループ，健康美容グループ，やや健康グループにおいては，利便性から態度（楽しさ）に対
して有意かつ正の影響を与えていることが明らかになったが，アレンジ性から態度へのパスは非有
意となり認められなかった。一方，関心なしグループに関しては利便性から態度へのパスは非有意
となり認められなかったが，アレンジ性から態度へは 1%有意かつ正の影響を与えていることが分
かった。これらの結果から，仮説 3-3，仮説 3-4は支持された。
次に，食品売り場態度モデルにおいて各グループ間のパス係数に有意な差が認められるかどうか
を，差に対する検定統計量により検討する（表 15）。
比較の結果，「アレンジ性」から態度（楽しさ）へのパスに関しては，肌グループとやや健康グルー
プ・関心なしグループの間に有意な差が認められた。パス係数はやや健康グループと関心なしグルー
プの方が高く，「食品売り場のアレンジ性において，肌への関心が高い消費者よりも健康にやや関
心の高い消費者や健康美容に関心の低い消費者の方が売り場への態度に強い正の影響を与える」と
解釈することができる。次に「利便性」から売り場（態度）へのパスに関しては，どのグループ間
にも有意な差は見られなかった。そのため，仮説 3-5は支持されなかった。

7.　考察

7-1.　メディアに関する分析の考察

分析の結果，美容やファッションに関する情報を収集する際，健康美容グループは関心なしグルー
プと比べてテレビ，雑誌，本，インターネット，Facebook，Twitter，LINE，知人や友人・家族か
らの口コミをよく使用していることが明らかになった。しかし，雑誌や本，Facebook，Twitter，
LINEにおいては平均値が 3（どちらともいえない）を下回っているか，やや上回る程度であるた
めよく使用しているとは考えにくく，味噌の健康効果や美容効果を PRする上で有効なメディアと
は言えなかった。

 7 b1は「利便性」から売り場への態度（楽しさ）へのパスを表し，b2は「アレンジ性」から売り場への態度（楽
しさ）へのパスを表している。b1-○や b2-○に入る数字はクラスターの番号である。

表 15.　食品売り場態度モデルにおける差に対する検定統計量7

b1-1 b2-1 b1-2 b2-2 b1-3 b2-3

b1-2 　0.616

b2-2 1.766

b1-3 　0.667 －0.113

b2-3 1.986* 0.175

b1-4 －0.833 －1.304 －1.564

b2-4 3.079** 1.464 1.341

　　**p>.01, *p<.05
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7-2.　味噌関与モデルに関する考察

（1）　共分散構造分析の結果の考察

仮説 1-1と仮説 1-2は支持され，「伝統性」，「現代ニーズとの適合性」は関与に対して正の影響
を与えていることが明らかになった。そのため，長く日本人に愛される伝統的な食品であることや
洋食にも合い若者にも好まれていることを PRすることは，関与を高める上で有効であると考えら
れる。仮説 1-3では，健康美容効果は関与に影響を与えないという仮説を設定したが，これは支持
されず，関与に対してわずかだが正の影響を与えていることが明らかになった。これにはやや健康
グループの分析結果が大きく関係しているため，（2）で詳しく考察する。

（2）　多母集団同時解析の結果の考察

最初に本研究のターゲットとなる健康美容グループについて考察する。仮説 1-4は支持され，「現
代ニーズとの適合性」は関与に対して正の影響を与えていることが明らかになった。HPによるパ
ンと味噌汁を合わせたレシピの紹介やパッケージにアイドルの写真を載せて若者にも好まれること
を PRすることは，ターゲットに向けた販売促進方法として有効であると考察できる。
また，このグループにとっては「健康美容効果」が関与に影響を及ぼしていないことが明らかに
なり，仮説 1-5は支持された。この理由は主に 2つ考えられる。1つ目に，健康美容グループは，
そもそも味噌の健康美容機能に関する知識を持っていないのではないかということが挙げられる。
2つ目に，米沢（1968）では質と量の両面で味噌が大量に売れた時代，メーカーは化学調味料の多
く含まれた味噌を大量生産・販売したことにより消費者を飽きさせたと述べられている。それゆえ
「味噌は添加物が多い食べ物だ」というイメージが強くなってしまい，健康美容に良いというイメー
ジが低くなってしまっているのではないかということが挙げられる。以上の可能性を検証するため，
4つの消費者グループを独立変数に，味噌の健康美容イメージを聞く項目（C14～C19）と食品添
加物に関する項目（C20）を従属変数として，1元配置分散分析を行った（表 16）。

表 16.　1元配置分散分析結果

肌グループ 健康美容グループ やや健康グループ 関心なしグループ

n=168
28.00%

n=125
20.83%

n=168
28.00%

n=139
23.17%

平均 標準偏差 平均 標準偏差 平均 標準偏差 平均 標準偏差 多重比較

健康美容イメージに関する項目

C14　がんにかかりにくくなる 2.976  .972 3.408 .943 3.208 .725 2.827 1.049 1<2***, 4<2***

C15　食塩による血圧上昇を抑制する 2.857  .987 3.224 .932 2.988 .726 2.777  1.05 1<2**, 4<2***

C16　美白効果がある 2.601  .883 3.168 .982 2.875 .702 2.511  .973 4, 1<3*<2*

C17　ダイエットに良い 2.649  .910 3.336 .950 2.869 .653 2.547  .957 4, 1, 3<2***

C18　肌を綺麗にする 2.857  .974 3.432 .970 2.941 .663 2.590  .991 4<1*, 3<2**

C19　酵素が含まれている 3.500 1.038 3.880 .921 3.339 .795 3.302 1.140 4, 3, 1<2**

添加物に関する項目

C20　食品添加物が多く含まれている 2.708  .769 3.064 .940 2.958 .704 2.590  .931 1<3*, 1<2**, 4<2***

***p<.001, **p<.01, *p<.05
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味噌の健康美容イメージの比較結果を見てみると，健康美容グループは他のグループよりも平均
値が有意に高い項目が多いことが分かった。しかしながら，「C19　酵素が含まれている」以外は平
均値が高くても 3.4となっており，健康美容効果についてよく認知しているとは言えなかった。そ
のためがん予防効果や美白効果について今以上に知ってもらうことが出来れば，関与が高くなる可
能性があると考えられる。また，食品添加物に関する項目を見ていくと，健康美容グループは他の
グループと比較して有意に平均値が高いことが分かった。平均値は 3（どちらともいえない）を少
し超えるくらいであった。つまり「添加物がどのくらい含まれているか分からない」と感じている
と考えられる。そのため，添加物が多い食品であるというイメージを払拭した上で，がん予防効果
や美白効果について知ってもらうような取り組みをすることが必要なのではないかと考えられる。
本研究におけるメディアに関する分析の考察から，健康美容グループに向けてはテレビ，インター
ネット，口コミを用いた PRが有効であることが分かっている。そのため病気や予防策を紹介する
番組で味噌の健康作用について取り扱うことや，美容食品を取り上げる番組で味噌の美肌効果やダ
イエット効果について PRすることが効果的であると考えられる。また味噌メーカーが自社の HP

や CMで PRするよりは，健康美容に関する情報番組など第 3者の立場から紹介してもらうことが
重要であると考えられる。その理由として，清水（2013）では，消費者はメーカーが発信する情報
に対して都合のいい情報だけを流しているのではないかと疑う傾向があり，企業が発信した情報は
態度に影響を及ぼさないことが分かっていると述べられているためである。
ただ，本研究の結果からでは健康美容に関心の高い消費者が味噌の健康美容機能について理解を
することで，関与が高くなるかどうかということは分からない。しかしまずは知ってもらうことが
大切なのではないかと感じ，上記のような提案を示した。
次に，ターゲットではないグループについて考察する。肌グループと関心なしグループは「現代
ニーズとの適合性」が関与に正の影響を及ぼしていることが分かり，「現代ニーズとの適合性」が
関与に与える影響は，関心なしグループよりも健康美容グループの方が強いという仮説 1-7は支持
されなかった。そのため，健康美容グループだけでなく，肌グループや関心なしグループに対して
も，洋風と合うというイメージや若い人にも好まれているというイメージを高めることが効果的で
あると言える。次に，仮説 1-6が支持されなかったことから，関心なしグループに対して伝統性を
アピールするという提案方法は有効であると言えない。
次に，仮説は立てていなかったが興味深い結果が示された箇所について考察する。まず肌グルー
プはやや健康グループや関心なしグループと比較すると，「伝統性」が関与により強い正の影響を
及ぼすことが分かった。このことから肌への関心が高い消費者に対しては地域特有の味噌を販売し
たり，その地域ならではの味噌の使用法を紹介したりすることで，関心を高めてもらうことが出来
るのではないかと考えられる。
また，「健康美容効果」については，やや健康グループが味噌への関与に正の影響を及ぼしており，
差に対する検定統計量より他のグループと比較して有意にパス係数が大きいことが分かった。この
消費者は，ダイエットへの関心や肌への関心は低く，健康への関心が少し高い消費者である。健康
美容グループにとっては，健康美容効果が関与に影響を及ぼしていないという結果になったにも関
わらず，その消費者よりも健康への関心が低い消費者が関与に影響を与えるという結果になったの
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は，以下の理由が考えられる。健康美容グループはある程度知識を持っており，健康食品に対して
強い態度を持っているため，摂取する食品を決めている可能性があると考えられる。例えば，味噌
で得られる効用は納豆やヨーグルトで摂取すると決めているのかもしれない。逆にやや健康グルー
プは，健康美容食品への態度がまだ形成されていないため，勧められたものをとりあえず購入する
可能性がある。または他の商品ではなく，味噌で健康になろうと考えているため，関与が高くなっ
たのかもしれない。しかしながら，前述したように健康美容グループの健康美容機能に対する平均
値も 3を少し超えるくらいであるため，よく認知しているとは言えない。この結果における理由を
明らかにするためには，他に質問項目を増やしてやや健康グループに含まれる消費者の特徴を明ら
かにする必要があると考えられる。健康への関心がやや高いこと以外に特徴が分かれば，彼らに合っ
た PR方法を考えることが出来るため，これは今後の課題であると言える。

7-3.　メーカー満足度モデルに関する考察

分析結果で前述した通り，メーカー満足度モデルにおける多母集団同時解析では消費者グループ
間の差が見られなかったため，共分散構造分析の結果について考察していく。「商品の洗練性」はメー
カーへの満足度に正の影響を与えていることが分かり，仮説 2-1は支持された。この結果から，ど
の消費者に対しても商品のパッケージやネーミングのセンスや使いやすさを追求することで，満足
度を向上させることが出来ると考察する。
次に，メーカー満足度モデルと味噌関与モデルと合わせて考え，どのようなパッケージやネーミ
ングが受け入れられるのかについて考察していく。味噌関与モデルから，ターゲットとなる健康美
容グループにとっては，洋食に合い若者にも好まれているというイメージが関与に影響を及ぼすこ
とが分かった。このことから，3つのことを提案する。

1つ目は，パッケージデザインの工夫である。具体的にはスープやグラタンなどの洋食と合わせ
ることをイメージできるようなお洒落なパッケージに変えることや，健康美容効果が分かるような
デザインにすることである。味噌の色は白味噌なら黄土色，東北で良く利用される赤みそは黒っぽ
い茶色となっている。味噌のパッケージは背景の味噌の色と合うように，白やカーキ，黄色，黒な
どが多く使われ，似たような色のパッケージが多いと感じられる。そのため，背景の茶色に合わせ
ようとすると今までの和のイメージを変えることが出来ず，洋食と合わせるという発想にもならな
いのではないかと考えられる。そこで，中身が見えないようなパッケージを作成し，背景を気にせ
ずに今まで使わなかったような暖色系の色や柄を取り入れることで，若い人からも好まれ満足度も
向上させることが出来るのではないかと考えられる。

2つ目は，パッケージを使いやすくすることである。即席味噌汁を除く味噌のパッケージは，家
庭用の四角のパックか袋詰めがほとんどである。味噌汁一回分の味噌を取り出したいとき，既存の
パッケージだとどれくらいの量を取れば良いのか一目では分からないため，大さじに移したり計量
カップで測ったりする必要がある。また，四角形のカップに入った味噌を使う場合，ふたを開け，
中蓋を取り，スプーンを入れて味噌を取り出すという工程が少し面倒に感じる人もいるのではない
かと考えられる。これらを解消するため，例えば家庭で味噌汁を作る際に飲む人数に応じて味噌の
量が正確にとれるようなパッケージや，マヨネーズのように蓋を回すだけで気軽に使える形状にす
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ることで，商品の使いやすさが向上し満足度が上がるのではないかと考えられる。
3つ目に，ネーミングを今までの「和」のイメージから少し変えるということを提案する。例えば，
今までひらがなや漢字しか使われていなかった商品名をアルファベット表記に変えたり，商品名の
前につける枕詞を今までと違ったものに変えたりすることで，現代的で目を引くものになるのでは
ないかと考えられる。上記の提案はすべて今までの和をイメージした商品パッケージやネーミング
から，少し洋風に変えてみるのはどうかというものである。しかし味噌関与モデルによれば，肌グ
ループとやや健康グループは「伝統性」が関与に影響を及ぼすことが分かっている。そのため今後
も今まで通り「和」をモチーフにしたパッケージやネーミングの商品も多く残しておくことが大切
だと考えられる。
一方，「マーケティングへの積極性」から満足度へのパスは有意とならず，仮説 2-2は支持され
なかった。この理由は味噌メーカーが数年前までよく放送していた CMも現在はあまり目にしな
くなり，マーケティングを行っていること自体が知られていないためではないかと考えられる。こ
の可能性を検証するため，「D7　宣伝をよくやっている」と「D8　新しい商品をよく出している」，
「D9　味噌を使ったレシピを紹介している」の平均値と標準偏差を算出し，どのくらい認知してい
るかを確認してみると，平均値は D8が 2.877（標準偏差 .852），D7が 3.115（標準偏差 .898），D9

が 3.112（標準偏差 .882）となっていた（表 18）。
このことから，消費者はメーカーに対してマーケティングを積極的に行っているというイメージ
をあまり持っていないことが明らかになった。大手メーカーは季節が変わるごとに 10種類ほどの
新商品を出しており，また HPで味噌レシピの紹介をしている。しかし，分析の結果を通してこれ
らのマーケティング活動は消費者に知られていないことが明らかになった。このことから，まずは
活動について認知度を高めていくことや，ターゲットに合ったメディアを用いることが必要である
と考えられる。本研究からターゲットとなる消費者はテレビ，インターネット，口コミから情報を
収集していることが明らかになっているため，これらのメディアを通して知ってもらうことが効果
的であると考えられる。
ただし，現段階ではパッケージのセンス，使いやすさの方が満足度に影響を及ぼしていることが
明らかになっているため，こちらの対応の方を先に行う必要があると考えられる。

7-4.　食品売り場態度モデルに関する考察

（1）　共分散構造分析の結果の考察

「利便性」は態度（楽しさ）へ正の影響を与えていることが分かったが，POPなどの「アレンジ性」
は影響しないことが明らかになり，仮説 3-1は支持されたが仮説 3-2は支持されなかった。そのた
め消費者全体で見ると，目当ての商品がいつも手に入るようにしておくことや，品揃えを豊富にし
ておくことが消費者に買い物を楽しいと思わせる上で効果的であると言える。一方，売り場を
POPで装飾したり店員が食品の知識を説明したりすることは有効な方法とは言えなかった。

（2）　多母集団同時解析の結果の考察

肌グループ，健康美容グループ，やや健康グループは類似した結果となった。分析の結果，売り
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場の「利便性」が態度（楽しさ）に正の影響を与えることが明らかになり，仮説 3-3は支持された。
つまり，食品の種類が豊富なことや目当ての商品がいつでも手に入ること，売り場の位置が分かり
やすいことで，消費者は売り場での買い物を楽しいと感じているということである。しかし，多く
のスーパーマーケットでは消費者が快適に購買できるようなルートを考え，商品を配置している。
そのため，味噌売り場に反映させることができるのは品揃えの豊富さではないかと考えられる。
小売店は売り場に味噌を配置する際，大手の売れ筋商品ばかりを置くのではなく，新商品や地場
メーカーの味噌などを取りそろえることで，消費者に味噌売り場での買い物が楽しいと感じてもら
えるのではないかと考えられる。しかし，松田（1990）によると味噌は戦後大量に販売されたため
に価格が下落し，かつては高級品だった味噌はスーパーマーケットにとって利幅が少ない商品と
なってしまったと述べられている。そのため利幅が少ない味噌の品揃えを豊富にするという提案は，
小売店側から考えれば非現実的なものであると言える。そこで，現在売り場にある和風な味噌の数
を単に増やすのではなく，数は変えずに異なるカテゴリーの味噌を置くことでバラエティに富んだ
売り場になるのではないかと考えられる。
味噌関与モデルと合わせて考察してみると，肌グループとやや健康グループは「伝統性」が関与
に正の影響を与えることが明らかになったことから，その地域特有の味噌を置くことは関与を高め
る上でも効果的であると考えられる。さらにメーカーが今後，洋風な色や柄のパッケージを売り出
せば，売り場全体が明るく華やかになる。また消費者も品揃えが豊富であると知覚することで買い
物の楽しさを感じられるのではないかと考えられる。しかしながら，健康美容グループと関心なし
グループを比較してもパス係数に有意な差は見られなかったため，仮説 3-7は支持されなかった。
一方，この 3グループに関してはアレンジ性から売り場への態度（楽しさ）へは影響を及ぼして
いないという結果になった。このグループに含まれる消費者は目当ての商品を既に決めて買い物を
しており，POPを見て買うことは少ないのかもしれない。しかしながら，関心なしグループだけ
がアレンジ性から態度（楽しさ）へ有意で正の影響を与えており，また差の検定統計量によれば，
肌グループと比較してもより強い影響を与えていることが明らかになった。このことから関心なし
グループにとっては，売り場が販売促進を促すような POPで飾られていることや店員から食品の
知識やレシピを教えてもらえるなどのアレンジ性が，買い物の楽しさにつながっていることが明ら
かになった。
本研究の分析結果によれば，美容やファッションという情報に絞ってはいるが，関心なしグルー
プは情報収集意欲が低いことが分かっている。そのため買い物に行く前にメディアを使って商品を
調べたりはせず，売り場の情報に頼って買い物をし，またそれを楽しんでいるのかもしれないと考
察する。味噌関与モデルの結果から，この消費者にとっては現代ニーズとの適合性が味噌への関与
に影響を及ぼすことが分かった。そのため，味噌売り場にカラフルなペンを使って「売れ筋 !」「人
気 No1 !」と書かれた POPを置くこと，商品を大量陳列すること，洋食と合わせるレシピを紹介し
たカードを飾るなどの工夫することなどが提案として挙げられる。これらの工夫をすることで，味
噌に対する関与や売り場での買い物が楽しくなり，購買意欲も上がるのではないかと考えられる。
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8.　まとめ

8-1.　インプリケーション

本研究は，健康美容に関心が高い消費者に味噌を購入してもらえるような販売促進方法を検討す
ることを目的とし，先行研究で信頼性や妥当性が確認されているものを参考に質問項目を作成しイ
ンターネット調査を行った。その後収集したデータを用いて分析を行い，味噌へのイメージが関与
に及ぼす影響や，味噌メーカーへのイメージがメーカーへの満足度に及ぼす影響，食品売り場への
イメージが食品売り場への態度（楽しさ）に及ぼす影響を明らかにし，結果を元に考察を行った。

（1）　メーカーへの提案

メーカーへの提案は，主に 3つある。まず 1つ目は，商品のパッケージとネーミングのセンスや
使いやすさを追求することである。分析の結果から，健康美容に関心が高い消費者にとっては「現
代ニーズとの適合性」が関与に正の影響を与えること，「商品の洗練性」がメーカーへの満足度に
正の影響を与えていることが示された。このことから，パッケージを贈答品として受け取りたくな
るような洋風な柄に変えること，パッケージの形状をマヨネーズの容器のように使いやすくするこ
と，またネーミングを漢字やひらがなだけでなく，アルファベットを用いた名前にすることで味噌
への関与も高まり，満足度も向上するのではないかと考えられる。

2つ目に，味噌の健康美容機能について知ってもらうためメディアを用いて PRすることを提案
する。味噌関与モデルの結果から，健康美容に良いイメージは関与に繋がっておらず，また健康美
容に良いというイメージも持っていないことが分かった。そのため，まずはターゲットとなる消費
者に知ってもらう必要があると考えられる。メディアに関する分析結果より，テレビ，インターネッ
ト，口コミを用いた PRが効果的であると分かっていることから，健康美容情報について紹介する
番組で味噌の効用について取り上げてもらうことで，認知度を高めることが出来ると考えられる。

3つ目に，新商品やレシピ紹介に力を入れる前に，まずマーケティング活動を行っていることを
知ってもらえるように努力することが必要であると考えられる。メーカー満足度モデルの結果から，
マーケティング活動を積極的に行っているかどうかは満足度に繋がっておらず，またマーケティン
グ活動を行っているというイメージも持っていないということが明らかになった。季節ごとに 10

種類ほど新商品を出していることや，PRしていることを知ってもらえれば，業界が活発であると
いう印象を持ってもらうことが出来るかもしれない。またはマーケティング活動を知ってもらうこ
とで気になる商品を見つけてもらい，購買につなげることが出来るかもしれないと考えられる。

（2）　小売店に対する提案

食品小売店に対する提案は，主に 2つある。1つ目は，味噌売り場の品揃えを豊富にすることで
ある。分析の結果から，健康美容に関心が高い消費者と肌への関心が高い消費者，やや健康に関心
が高い消費者にとっては，売り場の利便性が買い物の態度（楽しさ）に正の影響を与えていること
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が分かった。この結果から，消費者は豊富な品揃えや清潔さ，位置の分かりやすさなどを求めてい
ることが明らかになった。これを味噌売り場にも反映させれば，味噌売り場における買い物への態
度も変わってくるのではないかと考えられる。売れ筋商品だけを置くのではなく，加工食品や地域
特有の商品を置くことで消費者の買い物の楽しさは向上すると考えられる。ここでは単に品数を増
やすことを提案しているのではなく，品数は変えずに洋風な味噌や地場メーカーの味噌など様々な
カテゴリーの商品を置くことを提案する。これにより消費者は品揃えが豊富であると知覚し，味噌
売り場での買い物がより楽しいと感じるようになるのではないかと考察する。2つ目に，売り場を
アレンジすることである。これは本研究のターゲットではないが，健康美容に関心の低い消費者に
効果的であると考えられる。商品紹介の POPを作成して装飾すること，レシピ方法を書いたカー
ドを配置することなどが挙げられる。これにより買い物も楽しくなり，購買意欲が向上するのでは
ないかと考えられる。
本研究では，消費者を健康美容への関心の高さで分けた上で，味噌イメージが関与に及ぼす影響
とメーカーイメージが満足度に及ぼす影響，食品売り場イメージが態度に及ぼす影響を明らかにし
た。さらに異なる消費者グループ間にどのような差があるかを検討し，明確にすることが出来た。
既存の味噌の販売に関する研究は理論的なものが多かったが，今回の研究で実証的に味噌やメー
カーに対する態度や満足度を明らかにすることができたため，この点では大きな意義があると考え
られる。また，結果を元に今後どのような商品提案や売り場を構成すればよいかまで具体的に示す
ことが出来た点については，味噌の販売促進研究の大きな貢献になると考えられる。

8-2.　今後の課題

本研究の今後の課題は，地域性と効果，費用の 3つである。1つ目は，味噌は地域によって種類
が異なることを考慮していない点である。味噌は地域により麹の種類や色が細かく分かれている。
そのため，味噌やメーカーへのイメージ，関与なども地方性によって変わってくるのではないかと
考えられる。この可能性を検証するためには，本研究と同じモデルを用いて多母集団同時解析を行
い，東北や関東などの地域に分けて比較する必要があると考えられる。

2つ目に，本研究は関与や満足度，態度に焦点を当てて味噌への販売促進方法を検討した。関与
や満足度を高めることは購買意欲を高める上では非常に重要なことであるが，どの程度購買意欲や
購買行動に結びつくのかという効果については明らかに出来なかった。メーカーや小売店に提案し
た方法でどの程度購買意欲が向上し，消費量が増えるのかということについては，今回と同じよう
なインターネット調査を行い，検証する必要があると考えられる。

3つ目に，費用について言及していないことである。販売促進方法としてパッケージのデザイン
や形状の変更を挙げたが，これには多くの費用がかかると考えられる。現在消費量が減少している
味噌業界の経済状況なども考えて，パッケージやネーミングの変更における可能な範囲を決めるこ
とは，現実的な味噌の販売促進を考える上で重要な課題であるといえる。



42― ―

商　　学　　論　　集  第 86巻第 1号

参考文献

Anderson, James C. and David W. Gerbing （1998）, “Structural Equation Modeling in Practice : A Review and Recom-

mended Two-Step Approach,” Psychological Bulletin, 103 （3）, 411-423.

Bagozzi, Richard P. and Gordon R. Foxall （1996）, “Construct Validation of a Measure of Adaptive Innovative Cognitive 

Style in Consumption,” International Journal of Research in Marketing, 13 （3）, 01-213.

Cho, Chang-Hoan, Jung-Gyo Lee, and Marye Tharp （2001）, “Different Forces-Exposure Levels to Banner Advertise-

ments,” Journal of Advertising Research, 41 （4）, 45-56.

Chun, Rosa and Gary Davies （2006）, “The Influence of Corporate Character on Customers and Employees : Exploring 

Similarities and Differences,” Journal of the Academy of Marketing Science, 34（2）, 138-146.

Fornell, Claes and David F. Larcker （1981）, “Evaluating Structural Equation Models with Unobservable Variables and 

Measurement Error,” Journal of Marketing Research, 18 （1）, 39-50.

Jayanti, Rama K. and Alvin C. Burns （1998）, “The Antecedents of Preventive Health Care Behavior : An Empirical 

Study,” Journal of the Academy of Marketing Science, 26 （6）, 6-15.

Kraft, Frederick and Phillips W. Goodell （1993）, “Identifying the Health Conscious Consumer,” Journal of Health Care 

Marketing, 13 （3）, 18-35.

Schermellef-Engel, Karin, Helfried Moosbrugger, and Hans Muller （2003）, “Evaluating the Fit of Structural Equation 

Models : Tests of Significance and Descriptive Goodness-of-Fit Measures,” Method of Psychological Research 

Online, 8 （2）, 23-74.

Steenkamp, Jan-Benedict E. M. and Hans C. M. van Trijp （1991） “The Use of Lisrel in Validating Marketing Constructs,” 

International Journal of Research in Marketing, 8 （4）, 283-299.

Wakefield, Kirk L. and Julie Baker （1998）, “Excitement at the Mall : Determinants and Effects on Shopping Response,” 

Journal of Retailing, 74 （4）, 515-539.

Wells, William D. and Douglas Tigert （1971）, “Activities, Internets, and Opinions,” Journal of Advertising Research, 11 （4）, 
27-35.

Zinkhan, George M. and William B. Locander （1998）, “ESSCA : A Multi-dimensional Analysis Tool for Marketing 

Research,” Journal of the Academy of Marketing Science, 16 （1）, 36-46. 

阿部周造（1987），「仮想的消費データに基づく満足研究の妥当性」，『明大商学論叢』，84 （1）, 1-10.

市橋立彦（1974），「味噌業界に奇蹟がおきる」，『日本醸造協会誌』，69 （7）, 417-420.

上原誉志夫（2016），「味噌製造工程と味噌の新規坑高血圧機能性に関する研究」，『中味研報告』，37, 40-44.

梅田潤一（1985），「日本人の食生活変化と味噌の将来」，『日本醸造協会誌』，80 （12）, 830-832.

株式会社インテージ（2006），「インテージ，Yahoo ! JAPAN共同調査　美容と健康に関するアンケート実施」，（参
照 2017.02.26）．（http://www.intage.co.jp/library/20060227/）．

狩野裕（2002），「再討論 : 誤差共分散の利用と特殊因子の役割，『行動計量学』，29 （2）, 182-197.

清水麻衣（2013），「CGMが消費者の購買意思決定プロセスに及ぼす影響　─消費者発信情報と企業発信情報の比
較─」，『商学論集』，81 （3）, 93-121.

総務省統計局，「家計調査（2015）」，（参照 2017.02.26）．（http://www.e-stat.go.jp/SG1/estat/List.do?lid=000001153656）．
津志田藤二郎（1999），「豆類の健康機能」，『豆類時報』，16, 21-29.

栂野豊明（1972），「味噌消費量の変化とその対策」，『日本醸造協会誌』，67 （10）, 839-842.

豊田秀樹（1998），『共分散構造分析［入門編］─構造方程式モデリング─』，株式会社朝倉書店．
豊田秀樹（2007），『共分散構造分析［Amos編］─構造方程式モデリング─』，東京図書株式会社．
野口正義（1993），「いまなぜ味噌に PRが必要か」，『日本醸造協会誌』，88 （12）, 966-969.

野口正義（1995），「「みそ CS調査」にみる消費者の満足度の実態」，『日本醸造協会誌』，90 （2）, 121-126.

福田ひろひで（2009），『売り場づくりの法則 84』，同文館出版．
前田憲寿（2013），「味噌の美容効果に関する研究」，『中味研報告書』，34, 65-68.

松田正（1990），「味噌流通の現状と問題点」，『日本醸造協会』，85 （3）, 155-159.

みそ健康づくり委員会（参照 2017.02.26）．（http://miso.or.jp/）．
宮川東一（1981），「味噌のマーケティング」，『日本醸造協会誌』，76 （2）, 84-88.

山本精一郎（2004），「日本における大豆，イソフラボン，乳がんリスクの関係」，『日本醸造協会誌』，99 （2）, 100-105.



43― ―

渡邊 : 健康美容意識が高い消費者への味噌の販売促進の検討

米沢義槌（1972），「味噌業界と今後への展望」，『日本醸造協会誌』，70 （12）, 848-851.

渡邊敦光（2010），「お味噌の効用」，『日本醸造協会誌』，105 （11）, 714-723.

巻末資料
変数名 質問項目

A1 食品に有害な物質が入っているかどうかを心配する
A2 飲み水の品質に関心がある
A3 食品のラベルに載っている成分をよく読む
A4 3年前と比べて，健康に関係する記事をよく読んでいる
A5 自分の健康についての情報に関心がある
A6 一週間に数回は低カロリーの飲料水を飲む
A7 周りの人よりもカロリーの低い食品を買うことが多い
A8 1日に少なくとも一回は美容食を食べる
A9 肌のキメを整えたいと思う
A10 しみ・そばかすを取りたいと思う
B1 テレビ
B2 新聞
B3 雑誌
B4 本
B5 インターネット
B6 Facebook
B7 Twitter
B8 LINE
B9 知人・友人からの口コミ
B10 その他
C1 日本の伝統食品である
C2 日本食に欠かせない
C3 地方により色々な種類がある
C4 健康食品である
C5 おふくろの味・故郷の味である
C6 調理が簡単である
C7 みそ特有のにおいが好き
C8 若い人にも好まれている
C9 洋食にも合う

C10 贈答品として喜ばれる商品である
C11 特売のときに買うものである
C12 野菜・海藻等色々な食品と合う
C13 植物性タンパク質の食品である
C14 がんにかかりにくくなる
C15 食塩による血圧上昇を抑制する
C16 美白効果がある
C17 ダイエットに良い
C18 肌を綺麗にする
C19 酵素が含まれている
C20 食品添加物が多く含まれる
D1 信頼できる
D2 価格が適切である
D3 味や製造法など商品説明が分かりやすい
D4 商品名が良い
D5 使いやすいパッケージである
D6 パッケージのデザインが良い
D7 宣伝をよくやっている
D8 新しい商品をよく出している
D9 味噌を使ったレシピを紹介している
E1 いろいろな種類の食品がある
E2 目当ての食品がいつも置いてある
E3 食品売り場の位置が分かりやすい
E4 低価格から高級品まで揃っている
E5 食品売り場はいつも清潔である
E6 特売をときどきやっている
E7 味や製造方法等の特長が分かりやすい
E8 店員の知識が豊富
E9 POPやポスターをよく見かける

E10 食品が大量陳列されているのをよく見かける
CC1 味噌を使用する
CC2 他の人と比較して，味噌に関心がある
CC3 味噌は私の生活に関係している
DD1 味噌メーカーに満足している
DD2 味噌メーカーに親しみを感じる
DD3 味噌メーカーを同僚や友達に勧めたい
EE1 小売店の食品売り場に行くとわくわくする
EE2 小売店の食品売り場を見るのは面白い
EE3 小売店の食品売り場は魅力的である


