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客維持のほうが低コストであるという主張に
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も 見 ら れ る よ う に （ Reichheld and Sass-
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er1990），同一の製品で長期に渡って顧客を維
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持できれば，それだけ効率よく利益を生み出
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すことができる。新製品も含め，メーカーが
提供する製品を定番化してゆくことは，企業
が安定的に成長してゆくためにも必要不可欠

笊――― 問題の所在

である。そのため，顧客に同一製品をリピー
ト購買してもらうことは非常に重要な課題で

毎年さまざまな新製品が市場に導入されて

あると言える。

いるが，その多くがあっという間に売場から

本稿の目的は，消費者が特定銘柄の製品を

消えてしまう。そのため，メーカーは連続的

リピート購買する際，そこにいかなる影響要

に新製品を市場投入しなければならなくなっ

因があるかについて，パイロットスタディを

ている。この背景には，もちろんメーカーの

通じて探索的に明らかにすることである。と

利益確保という動機が存在するのだが，その

りわけ，リピート購買する理由とリピート購

他にも流通段階や競争環境からの圧力，市場

買しない理由との質的な異同について，特に

ニーズの多様化といった要因もある。流通段

トライアル購買理由との関連性からその構造

階では売上実績をベースに容赦ない製品の切

的特徴を探ることを目指す。具体的には，購

捨てが行われており，また，競合他社もシェ

買経験のある銘柄を再度購買してもらう状況

アを奪うために次々と新製品を導入してくる。

を擬似的に作り出す実験を行い，消費者のリ

また，市場ニーズの多様化に伴い，メーカー

ピート購買時点におけるインタビューを実施

もさまざまな施策を継続的にとってゆくこと

する。収集された購買理由／購買拒否理由に

が強く求められており，これが新製品導入の

関する発話データを定性的に分類して定量デ

サイクルを加速化させている。

ータに変換した上で，トライアル購買理由と
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リピート購買理由，リピート拒否理由との関

者の購買意思決定過程は複数の段階に分けて

連を分析してゆく。

捉えられている。企業からのメッセージに消

本稿の構成は以下のようになる。はじめに，

費者が接触し，態度形成，情報探索および評

購買意思決定における反復性に関して，主要

価，意思決定，購買行動へと至る過程はフロ

な消費者購買意思決定モデルを中心にレビュ

ーチャートとして図式化されており，行動の

ーする。その中で，リピート購買を包摂する

結果が消費者の先有傾向や企業へとフィード

概念であるブランド・ロイヤルティ（以下 BL）

バックされる点がモデル化されている。

概念に注目し，同概念の発展経緯を概観する。

購買の反復性については，情報探索と評価，

続いて，反復性の影響要因に関する研究蓄積

および購買行動を消費者が再度通過すること

を整理し，リピート購買の形成をもたらす要

が，反復購買が成立するための条件であると

因についてまとめる。次に，経験データ収集

している。また，ここでの情報探索や評価が，

のために実施された実験について，その概要

消費者が他ブランドにスイッチする原因とな

とデータ分析の手続きを説明する。その上で，

ることも指摘している。反復購買が起こるか

リピート購買理由とリピート拒否理由の質的

どうかについては，学習が成立するか否かが

異同，および，トライアル購買理由とリピー

重要であることが述べられており，同じブラ

ト購買理由／リピート購買拒否理由との関係

ンドを繰り返し購買することによって，消費

について，データ分析の結果を踏まえつつ探

者の意思決定に必要な情報処理量も低減する

索的に明らかにする。最後に，本稿の発見事

ことが指摘されている。

項，およびその含意について述べ，今後の展

彼のモデルにおいて取り上げられているフ

望についてまとめる。

ィードバック過程については，反復購買に繋
がるプロセスとしての側面が言及されている

笆――― 購買意思決定における反復性

が，それまで最も研究されてこなかった部分
であることが指摘されている。彼は，反復購

1．購買意思決定モデルにおける反復性

買を解明するためのキー概念として「満足」

消費者の購買意思決定過程に関して，これ

をとりあげ，消費者の心理的経験に焦点を当

までさまざまなモデル化が試みられている。

てることの重要性を強調している。BL の形成

今日の消費者行動研究に大きな影響を与えて

やブランドスイッチの可能性を理解するため

きたモデルの多くは 1960 年代に登場している

には，学習や習慣の形成も含めて，消費者の

が，ここでは，その主要な 3 つのモデル，

認知構造がどのような関わりを持ちうるのか

Nicosia（1966），Howard & Sheth（1969），

明らかにすべきであるとしている。

および Engel, Blackwell & Miniard（1973）1）

Howard & Sheth（1969）のモデルでは，

によるモデルを取り上げ，本稿の関心である

消費者の購買意思決定過程について，入力変

購買行動における反復性がどのように扱われ

数（消費者にとっての外部刺激）と出力変数

てきたのかを確認する 。

（反応としての購買行動など），および両者を

2）

Nicosia（1966）のモデルにおいては，消費

媒介する構成概念（知覚サブシステムと学習
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サブシステム），外生変数（社会階層や文化な

習プロセスを通過すると考えられ，その中で

ど）の諸変数からのモデル化が試みられてい

特定のブランドに対する態度が形成される。

る。ここでは，購買行動の多くが本来的に反

そして，学習による態度形成の積み重ねが消

復的性質を帯びていることが前提とされてお

費者の購買意思決定を習慣的な反応行動の段

り，消費者が繰り返し購買行動を行うことで，

階へと導くのである。この学習過程メカニズ

自らの意思決定過程を簡素化させる「単純化

ムにおける強化は，消費者の購買行動の習慣

の心理」が働くことが明示的に取り上げられ

化とその結果としての BL 形成のメカニズム

ている。これにより，購買行動の経時的変化

を説明するのに有効であることが指摘されて

を捉える試みがなされている。

いる（来住 1995）。

彼らのモデルでは，消費者の購買意思決定

Engel, Blackwell & Miniard（1973）のモデ

は 3 つの段階に分けて捉えられている。消費

ルでは，問題認識以降の消費者の購買意思決

者がどのブランドにも強い態度を保持せず，

定は，欲求認識→情報探索→選択肢の評価→

不明確であまり構造化されていない段階で行

購買→成果（満足／不満足）とされている。

われる購買意思決定は「広範的問題解決

他のモデルと同様，購買意思決定過程を段階

（Extensive Problem Solving）」と呼ばれ，購

的に捉える試みがなされているが，ここでの

買意思決定としては初期の段階として位置づ

消費者は，購買後に対象となったブランドに

けられている。第 2 の段階は，解決すべき問

ついて満足ないしは不満足という心理的な成

題は明確であるものの，代替ブランド群にお

果を生起させる。満足に関する感情が起こっ

いてどのブランドが最も適しているかについ

た場合は，ブランドに対する評価にフィード

て不明確な場合で，「限定的問題解決（Limit-

バックされ，逆に不満足から心理的な不協和

ed Problem Solving）」と呼ばれる。この段階

を感じる場合には，購買後に新たな外部情報

においては，消費者は比較的多くの先有傾向

探索などを行うとされる。こうした購買後の

を保持しているものの，特定ブランドに対し

行動は，次回以降の購買機会において利用さ

て強固な選好は形成されていない。最後の段

れる情報となる。

階は「習慣的反応行動（Routinized Response

来住（1995）は，購買後評価は，特定製品

Behavior）」と呼ばれ，消費者は特定のブラン

に対する購買前の期待と，それを使用した結

ドを反復的に購買するとされる。この段階に

果である成果を比較することによって行われ，

おいては，彼らは明確で構造化された選択基

満足／不満足のいずれかになるとしている。

準を形成しており，同時に特定ブランドに対

満足を得た消費者は，自身の購買が適切であ

して強い態度を形成している。

ったと知覚し，次回も同じ製品を再度購買す

消費者が広範的問題解決から限定的問題解

る可能性が高まるとされる。逆に，不満足は

決，習慣的反応行動へと移行し，彼らの購買

否定的態度の形成を促し，同じ製品がリピー

意思決定が単純化されるためには，購買行動

ト購買される可能性を低くする。いずれにし

自体が反復されることが必要である。購買行

ても，Engel らによるモデルにおいては，購

動の反復においては，消費者はさまざまな学

買行動の反復性の規定因を購買後の満足／不
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満足に求めていることが特徴的である。

意的態度を形成している場合もあれば，単に

いずれのモデルにおいても，消費者の購買

安いから，店頭にあるからといった理由で，

行動の反復性は，過去の購買経験における学

特に心理的愛着もなく購買している場合もあ

習プロセスや態度，満足／不満足の形成によ

る。後者の場合，店頭プロモーションや値引

って規定されている。現在の購買意思決定と

きなどによって消費者は簡単に他ブランドに

購買後のフィードバック情報が，将来のリピ

スイッチしてしまう可能性が高いため，その

ート購買行動に影響を与えるという点で，こ

行動的な安定性は弱いものであるといえる。

れらのモデルは共通しているといえる。

この点について，たとえば Ming-Hui & Shihti
（1999）は，BL を消費者に内在し経時的安定

2．リピート購買の概念的位置付け

性を有したものであるとし，マーケティング

リピート購買とは，消費者の購買行動にお

諸変数によって変更されてしまうものは「惰

ける一定の行動様式が示す反復性のことを意

性」として区別している。また，消費者が実

味している。類似した概念として BL がある

際にリピート購買していない場合でも，彼ら

が，BL が消費者の行動面と心理面を包摂する

が特定のブランドに心理的愛着を形成してい

概念であるのに対し（Jacoby & Chestnut

る場合もある。店頭において欠品している，

1978），リピート購買は行動面により焦点が当

価格が不適切であるなど，さまざまな理由か

てられている。したがって，リピート購買は

ら消費者のリピート購買は阻害されるのであ

BL に包摂される概念であると言える。よって

り，この点を包摂する概念構築が望まれるこ

以下では，BL 概念について Jacoby & Chest-

ととなる。

nut（1978）に沿って検討してゆこう。

こうして，消費者の心理的な側面をも内包

BL 概念とは，「複数の代替ブランドから特

するものとして，BL 概念に関わる研究が発展

定のブランドを選択するという一連の購買意

することとなる 3）。態度によって BL を捉える

思決定によって体現される，偏った（＝ラン

さまざまな試みがなされ（たとえば Day

ダムでない）行動的反応（＝購買）で，購買

1969 ； Baldinger & Rubinson 1996 など）
，同

意思決定の心理的な評価プロセスの関数

概念の精緻化が進むことになる。今日では，

（Jacoby and Chestnut 1978，80-81 ページ）」

BL 概念は行動面，心理面の両方から捉えられ

のことである。近年におけるブランドに関す

るのが一般的であるが，経験データの収集に

る研究蓄積でもその重要性は強調されており，

おける困難性から，両者を包摂した研究枠組

ブランド・エクイティにおいてもコア概念と

みの構築は難しいのが現状である。以下では，

して位置付けられている（Aaker 1991）。

BL 概念に関わる知見を踏まえつつ，本稿の関
心であるリピート購買をもたらす要因につい

BL 概念は，はじめは観測可能な消費者の行

て，これまでの研究蓄積を整理してゆく。

動パターンのみを捉える概念であった（たと
えば，Kahn et al. 1986 ； Ehrenberg et al.

3．リピート購買の影響要因と本稿の焦点

1990 など）。しかし，特定ブランドをリピー

先述のように，リピート購買をもたらす要

ト購買している場合でも，そのブランドに好
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因については，過去の購買行動における学習

環境を設定した調査を行い，そこで収集され

や，購買行動後の特定ブランドに対する態度

た被験者の購買理由に関する発話データを元

や満足／不満足の形成など，実にさまざまな

に，リピート購買をもたらす要因について探

ものが存在する（Nicosia 1966 ； Engel, Kol-

索的に明らかにする。先の Sheth & Mittal

lat & Blackwell 1968 ； Howard & Sheth

（2004）にならい，リピート購買についてより

1969 ； Engel, Blackwell & Miniard 1973 ；来

深く理解するため，リピート購買のみならず，

住 1995 ； Blackwell, Miniard & Engel 2006

リピート購買を拒否する場合における発話デ

など）。リピート購買が過去における購買経験

ータも収集し，包括的な検討を加える。その

から影響を受けていることを考慮すれば，購

中で，リピート購買とリピート購買拒否との

買意思決定プロセスそれ自体も将来のリピー

質的な異同について，データ分析を交えた考

ト購買へ影響を与えることが考えられるため，

察を加える。

動 機 ・ 目 標 階 層 （ Bettman 1979）， 関 与

また，リピート購買が過去の購買経験から

（Assael 2004 など），目標・関与（Mitchell

大きな影響を受けているとする先行研究に従

1988），動機・能力（Petty & Cacioppo 1986），

い，消費者の過去における購買経験，とりわ

ニーズ・動機（MacInnis & Jaworski 1989）

けトライアル購買に注目し，トライアル購買

など，実に多種多様な影響要因があることが

とリピート購買／リピート購買拒否との関連

想定できる。

を探ることで，両者の質的な異同をより深く

消費者に内在する心理的過程だけでなく，

検討する。

消費者に外在する要因も存在する。両者をあ

笳――― 実験の概要

わせて BL 形成に関する要因として整理した
ものに，Sheth & Mittal（2004）がある。彼

1．実験の概要

らは，ロイヤルティ形成要因を，その促進要

リピート購買の要因について探索的に明ら

因と阻害要因の 2 つに分けてまとめている。
まず，促進要因としては，ブランド・パフォ

かにするために，コンビニエンスストアの店

ーマンスの知覚された適合性，ブランドへの

頭を模した陳列棚を実験室に設置し，39 の主

社会的・感情的同一化，ブランドの使用習慣

要なチョコレート銘柄を提示，被験者にリピ

と長期の使用履歴をあげている。阻害要因に

ート購買を行わせるパイロット調査を実施し

は，市場要因としてブランド・パリティ（類

た 4）。製品カテゴリとしてはチョコレートが

似した代替ブランドの存在），競合ブランドの

選択されたが，これには 2 つの理由がある。

プロモーション活動を，消費者要因としてバ

まず，チョコレートは製品アイテム数が多く，

ラエティ・シーキング，関与の欠如，価格感

トライアル購買経験のある製品を多数有して

受性などをあげている。

いると考えられ，同時に，リピート購買の対

以上のように，リピート購買をもたらす要

象となる製品とリピート購買されない製品と

因にはさまざまなものがある。これに対し本

をバランスよく調査に組み込むことができる

稿は，リピート購買を仮想的に実現する実験

ことがあげられる。これにより，トライアル
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購買とリピート購買／リピート購買拒否との

におけるトライアル購買時の重視度など），チ

関連を分析するための経験データをより効率

ョコレート菓子に対する選好，関与，知識水

的に収集することが可能となると考えられる。

準などであり，リカート 5 点尺度によって測

また，今回の調査では，主に実施容易性から

定，定量データとして収集された。被験者ご

30 名の学生による便宜サンプルが採用された

とに多少のバラツキはあるものの，実験は概

のだが，チョコレートは彼らが日常的に購買

ね 30 分以内に完了した。

する機会のある製品カテゴリであり，よりス
2．被験者の特性

ムーズな実験環境の構築が可能であったこと

実験に参加した被験者はいずれも東京都内

も理由の 1 つである。
実験では，被験者ははじめに 500 円を渡さ

の大学に通う学生で，男性 12 名，女性 18 名

れ，39 銘柄が並べられた棚から自身が購買経

であった。提示された 39 銘柄のうち，彼らが

験のあるすべての銘柄を指定するよう調査員

購買経験のあった商品数は平均して 4.43

に指示された。その上で，指定された銘柄か

（sd=1.61）個であり，普段からチョコレート

ら，実際にリピート購買したいと思う製品を

の購買経験や消費経験のあるサンプルであっ

1 つだけ選び，代金を支払って購買するよう

たことが伺える。普段新製品を購入するかど

伝えられた。500 円から代金を差し引いた金

うかについては，「1 ：全く購入しない」から

額は，おつりとして被験者に渡された。なお，

「5 ：必ず購入する」において，平均値は 3.17

被験者は出来る限り普段の買い物と同じよう

（sd=.87）であった。普段決まったチョコレー
トを購買するかどうかについては，6 名が

に振舞うよう指示された。
リピート購買対象の製品が選択され，購買

「いつもいろいろな商品を買っている」，17 名

行動が終了した段階で，被験者が選択した商

が「たまには別の商品も買っている」，7 名が

品について，トライアル購買の理由およびリ

「いつも同じ製品を買っている」と回答した。

ピート購買の理由が質問された。ここでの被

したがって，被験者のバラエティ・シーキン

験者の発話内容はすべてレコーダーによって

グ傾向は比較的高かったと考えられる。チョ

記録された。同時に，過去に購買経験のある

コレートに対する関与は全般的に高く（平均

銘柄で，今回リピート購買の対象から外され

4.17（sd=.70）），知識レベルについては中程

たものについては，リピート購買拒否理由と

度であった（3.20（sd=.96））
。

して同様に質問され，回答を録音，定性デー
3．収集されたデータの加工

タとして収集した。

収集されたデータのうち，定性データ（発

その後，簡単な質問票調査が実施された。
主な質問項目としては，チョコレートの食用

話データ）については，その内容が全て文書

頻度や購買頻度，新商品の購買意向，バラエ

化された。続いて，全被験者の発話内容（ト

ティ・シーキング傾向，トライアル購買に関

ライアル購買理由，リピート購買理由，リピ

する項目（購買者が自分か他人か，話題性・

ート購買拒否理由）を意味的に異なる 50 の項

味・携行性（持ち運びの利便性）・価格など

目に分類し，それらを定性的に 6 つの発話カ
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テゴリに集約した。集約された発話カテゴリ

由とリピート購買拒否理由の関係分析という，

は，①製品自体に関わる発話（味，食感，形

大きく分けて 3 つの分析が行われた。

状，名称など），②製品の消費状況に関わる発
1．リピート購買理由とリピート購買拒否理

話（消費場所や時間，消費シーンなど），③製

由の比較

品の便益に関わる発話（健康や空腹を満たす
など，消費により期待される効能），④製品の

発話カテゴリごとに，被験者の発話文章数

イメージに関わる発話（高級感やかわいさな

の平均と，1 人の被験者が発話した総文章数

どの具体的連想，知人から得た情報など），⑤

に占めるカテゴリごとの文章数の割合を算出

製品の価格に関わる発話（価格評価や具体的

し，まとめたものが表− 1 である。
リピート購買理由に関する発話内容として

価格水準など），⑥製品の選好に関わる発話

は，商品自体が特に高く（42.2 ％），続いて消

（選好やなじみなど）の 6 つである。
次に，被験者の発話記録について，1 文章

費状況（30.3 ％）が多かった。度数としては

を 1 識別単位として，複数の判定員が上にあ

低かったが，便益（9.3 ％）および価格

げた 6 つのカテゴリのいずれかに分類した 。

（7.7 ％）が若干確認されたのは，リピート購

5）

被験者の全発話内容を文章レベルに分解して

買理由のみで確認された特徴であった。

カテゴリ分類し，カテゴリごとの発話文章数

リピート購買拒否理由に関する発話内容と

を集計してデータセットを作成した。これに，

しては，同様に商品自体（38.4 ％）と消費状

先に測定した定量データを加え，最終的な分

況（34.7 ％）が同等に高かった。しかし，便

析用データセットを作成した。

益（1.7 ％），価格（3.0 ％）は，リピート購買
理由と比べるとやや低かった。相対的に高か

笘――― 分析結果

った選好（15.8 ％）では，やはり「嫌い」と
いう発話が多かった。

リピート購買について検討するために，①

これらの集計結果から，リピート購買理由

リピート購買理由とリピート購買拒否理由の

とリピート購買拒否理由とは，その構造的特

比較，②トライアル購買理由とリピート購買

徴が若干異なる可能性のあることが示唆され

理由の関係分析，そして③トライアル購買理

た。

■表―― 1

発話カテゴリごとの購入理由文章数と割合

リピート購入理由
平均
％
7.4
42.2
製品自体に関する発話
5.4
30.3
製品の消費状況に関する発話
1.4
9.3
製品の便益に関する発話
0.7
4.0
製品のイメージに関する発話
1.1
7.7
製品の価格に関する発話
1.2
6.4
製品の選好に関する発話
17.2
100.0
発話文章数合計
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非購入理由
平均
％
5.7
38.4
5.2
34.7
0.3
1.7
1.1
6.4
0.5
3.0
2.4
15.8
15.2
100.0
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2．トライアル購買理由とリピート購買理由

の結果，トライアル購買を他人が行った場合

の関係分析

は，自分が行った場合と比べて，ヨリ製品の

トライアル購買理由とリピート購買理由と

イメージに関わる発話をリピート購買拒否理

の間にいかなる関係があるか明らかにするた

由としてあげる傾向があった（順に 1.7（他

めに，いくつかの分析を行った。具体的には，

人）＞ 0.8（自分），p<.10）。また，トライアル購

トライアル購買を自分が行ったか他人が行っ

買理由で話題性を重視している場合は，そう

たか，トライアル購買時に話題性・味・携行

でない場合よりも，ヨリ価格を理由にリピー

性・価格のそれぞれを重視したか否か，とい

ト購買を拒否する傾向があることがわかった

う合計 5 つについての回答をベースに，それ

（順に 0.9（重視）＞ 0.4（非重視），p<.10）。さら

ぞれサンプルを 2 分割した。その上で，リピ

に，トライアル購買理由で価格を重視しない

ート購買理由における 6 つの発話カテゴリで

場合は，重視する場合と比べ，ヨリ消費状況

の発話文章数について，グループごとに差が

を理由にリピート購買を拒否する傾向がある

あるかどうかを t 検定によって確認した。

ことが確認された（順に 5.7（非重視）＞ 2.3（重

その結果，トライアル購買者が自分の場合，

視），p<.10）。トライアル購買で味，携行性を

他人の場合と比べて，ヨリ便益に関する理由

重視するかどうかについては，リピート購買

をリピート購買理由としてあげる傾向があっ

を拒否する理由の発話においては有意差を確

た（発話文章数の平均値は順に 1.7（自分）＞ 0.7

認することはできなかった。

（他人），p<.10）。また，話題性を重視せずに

笙――― ディスカッション

トライアル購買が行われた場合，重視した場
合と比べて，ヨリ価格をリピート購買理由に

1．分析結果のまとめと考察

あげる傾向も確認された（1.4（ 非重視）＞ 0.4
（重視），p<.10）。同様にトライアル購買で携

ここまでの分析結果をまとめると，大きく

行性を重視した場合は，そうでなかった場合

3 つのことが言える。第一に，リピート購買

よりも，ヨリ消費状況に関する理由をリピー

理由とリピート購買拒否理由はその構造的特

ト購買理由としてあげる傾向が確認された

徴が異なる可能性が示唆された。すなわち，

（7.3（重視）＞ 4.6（非重視），p<.10）。トライア

特定の基準（たとえば便益）でリピート購買

ル購買で味，価格を重視するかどうかについ

がなされる場合でも，同じ基準でリピート購

ては，リピート購買する理由の発話において

買が拒否されるとは限らず，別の基準（たと

は有意差を得ることはできなかった。

えば消費状況）によって製品が拒絶される可
能性があるということである 6）。このことは，

3．トライアル購買理由とリピート購買拒否

リピート購買やリピート購買拒否について，

理由の関係分析

消費者の参照する基準が多元的であることを

続いて，トライアル購買理由とリピート購

示唆している。

買拒否理由との間にいかなる関係があるか明

第二に，トライアル購買を自分で行ったか

らかにするために，同様の分析を行った。そ

どうかによって，リピート購買やリピート購
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買拒否の理由が異なってくる可能性が示され

性などを理由に新製品を購買すると，同じく

た。具体的には，トライアルを自分で行った

持ち運びの便利さや食べやすさを理由にリピ

場合は，ヨリ便益を理由にリピート購買が行

ート購買が行われる可能性が高いということ

われる傾向が確認された。トライアル購買を

である。今回の調査では，全体的にトライア

他人が行った場合は，ヨリ製品に関するイメ

ルとリピートの基準に一貫した傾向が確認さ

ージを理由にリピート購買が拒絶される傾向

れなかったことを考えると，携行性と消費状

があった。このことは，特定製品を初めて購

況という比較的類似した基準がトライアルと

買する際，自らが意思決定を行った場合と行

リピートの双方に確認されたことは興味深い

わなかった場合とで，以降の購買の基準が異

ことである。最後に，価格を重視せずにトラ

なってくる可能性のあることを意味している。

イアル購買を行った場合，以降の購買拒否の

初回購入を自分で行った場合は，製品自体の

理由に消費状況があげられる傾向が強かった。

便益などのヨリ中心的情報をベースに以降の

この点について整合的に解釈することは今回

リピート購買意思決定が行われる可能性が高

の調査結果からは困難であるが，消費状況に

い。これに対して，他人に任せた場合は，製

よるリピート購買と，同じく消費状況による

品イメージなどのヨリ周辺的な情報をベース

リピート購買拒否とで，それぞれ関連するト

にリピート購買が拒否されることが多い。こ

ライアル購買の基準が異なっているという点

のように，トライアル時の購買意思決定の主

は示唆深いと言える。

体が誰かによって，消費者のリピート購買／
2．インプリケーションと展望

リピート購買拒否の基準が異なってくる可能

本稿によってもたらされた理論的貢献は，

性があることは，購買意思決定の反復性とい

以下の 2 点に集約できる。第一に，リピート

う視点からも非常に興味深い発見である。

購買をもたらす要因として，過去の購買経験

第三に，トライアル購買時に重視した基準
が何かによって，以降のリピート購買時／リ

における学習や特定ブランドに対する態度，

ピート購買拒否時における基準が異なる傾向

満足などが指摘されてきた。この点に対して

が確認された。この点について，以下の 3 つ

本稿は，リピート購買の対象となる製品のト

が特に重要である。まず，製品の話題性を重

ライアル購買について考察することで，消費

視してトライアル購買を行うと，以降の購買

者の過去の購買経験とリピート購買との間に

において価格はリピートする理由になりにく

ある関係に焦点を当てた分析を行った。分析

いいっぽうで，拒絶する理由になり易い傾向

結果からトライアル購買とリピート購買との

があった。したがって，話題性を売りにして

間にいくつかの関連性が見出されたことは，

新製品を導入する場合などは，価格設定には

既存研究の知見と整合的であるといえる。特

十分注意する必要があるだろう。次に，携行

定ブランドを最初に購買した時の理由が，時

性を重視してトライアル購買が行われた場合

間的懸隔を超えてリピート購買に影響を与え

は，やはり消費状況でリピート購買が行われ

る可能性のあることを経験データの収集，分

る傾向があった。すなわち，持ち運びの利便

析を通じて示した点は，理論的にも重要であ
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る。

る。

第二に，これまでの研究においては，リピ

今後は，POS データなどの実際の行動デー

ート購買をもたらす要因についてさまざまな

タを用いた検証や，関与や知識水準などの消

議論がなされてきたものの，リピート購買を

費者特性をヨリ明示的に分析枠組みに組み込

拒否する点についてはあまり検討されてこな

んだ研究が望まれる。また，単一ブランドの

かった。さらに，経験データを用いて両者を

リピート購買について，トライアル購買との

包括的に検討した研究はほとんどなされてこ

関わりの中で検討することは，単一の購買意

なかった。この点に対して本稿は，リピート

思決定プロセスに関する研究を，時間をまた

購買する理由とリピート購買を拒否する理由

いだ複数の購買意思決定プロセスの解明を目

とが異なる可能性があることを示すことで，

指す研究へと拡張するものである。この点も

両者を同時に考慮することの重要性を指摘し

含め，今後は更なる研究が待たれるところで

ている。購買する理由と拒否する理由が異な

ある。

ることは，リピート購買の構造が多次元であ
ることを示唆している。リピート購買の要因

謝辞

を考える際，ヨリ包括的視座から研究枠組み

本稿は，明治製菓との共同研究の成果の一

を構築することの必要性が強調される。

部である。明治製菓フード＆ヘルスケアカン

本稿はパイロットスタディであるものの，

パニー F ＆ H 顧客情報部長の高見健治氏をは

いくつかの限界を有している。まず，今回採

じめ，中村剛之，小林理恵，川俣尚貴の各氏

用されたのは学生による便宜サンプルであり，

（以上，F ＆ H 顧客情報部），山田直史氏（菓

彼らのバラエティ・シーキング傾向は比較的

子商品企画部），および，ビー・エム・エフテ

高めであった。同時に，今回取り上げたチョ

ィ代表取締役の大橋正房氏には研究会や調査

コレートという製品カテゴリは本来そのよう

実施において一方ならぬお世話になりました。

な傾向が強い製品である。そのため，発見事

ここに記して謝意を表します。

項の解釈には慎重を期すべきである。しかし，

注
1）Engel らによる消費者の購買意思決定モデルは
Engel, Kollat & Blackwell（1968）から始まり，著
者に交代はあるものの，直近の Blackwell, Miniard
& Engel（2006）まで 10 版を重ねている。いずれ
のモデルも，消費者が情報探索や評価を経て購買
へと至る過程を段階的にモデル化している。ここ
では購買後評価に「満足／不満足」を明示的に取
り入れた Engel, Blackwell & Miniard（1973）につ
いて検討する。
2）これ以外にも，購買行動の類型化において関与概
念に注目した Assael（2004）は，反復性を「習慣
型」という視点から分類している。
3）特定ブランドに対する消費者の心理的側面は，ブ
ランド・コミットメント（BC）という形での概念

敢えてバラエティ・シーキング傾向の強い被
験者およびカテゴリでリピート購買について
考察し，購買行動の反復性について一定の知
見を得たことは，非常に意味のあることと考
えられる。また，今回の分析においては，発
話データから購買理由が定性的に分類された
が，この分類次元の抽出作業は既存理論との
対応の中で行われるべきであろう。しかし，
これらの限界はパイロットスタディとしての
本稿の価値を減じるものではなく，むしろ今
後の課題として検討すべき事項であると言え
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化が進んでいる。
4）調査時点における市場シェアや，コンビニエンス
ストアにおける店頭取り扱い率などを考慮し，複
数メーカーによる 39 銘柄が選出された。全ての銘
柄は，高さ 120 ㎝×幅 90 ㎝，6 段構成の棚に配置
された。
5）なお，少数ではあったものの，ここにあげた分類
カテゴリに当てはまらない発話がいくつか確認さ
れた。この場合は「その他」とし，以降の分析か
ら除外した。
6）しかしながら本稿の分析においては，あくまでも
集計レベルにおいてリピート購買／リピート購買
拒否の理由が比較されていることに注意されたい。
ヨリ詳細な検討を行うには，同一被験者における
回答の傾向を個別に比較する必要がある。
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