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＜論　説＞

女性消費者目線による最低価格保証制度利用活性化（注 1）

若　山　大　樹

1．はじめに

　クレジットカードの購買履歴データを用いた de Montjoye et al. （2015）の研

究において、個人の購買パターンの特定は男性に比べて女性の方が容易である

ことが示され、女性の購買行動は男性よりも一貫性があり把握（パターン化）

されやすい一面があること、そしてその程度はビッグデータの公開活用を考え

たときに男女ともに個人のプライバシーが脅かされる（警鐘を鳴らさざるを得

ないほど危険な）レベルであることが示唆された。この知見により、製品やサー

ビスに対する支払いの記録（価格情報）が女性消費者の購買行動を理解する上

で重要であることが示唆された。また、男性は値札の価格（数字）の色が黒よ

りも赤の場合にお得感を感じる傾向があるが、女性はほとんど影響を受けない

ことが指摘（赤色価格効果：Puccinelli et al., 2013）された。この知見により、

価格の色といったこれまで多くの小売店舗が採用してきた価格訴求方法（価格

の変化を伴わない販売促進のための努力）が、男性のみに効果的な（男性目線

の）方法であったことが示唆された。以上の二つの知見は、購買行動を説明す

るための重要な変数（例えば価格の色）が男女間で異なること、そして購買行

動の促進や抑制（行動阻害要因）に関わる要因の欠損はモデルの説明力低下要

因となるだけでなく、互いに矛盾する知見や解釈に発展する可能性を示唆する
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ものであった。そして、女性の購買行動がブレ難いことは、女性に効果的な販

売促進方法は男性に比べて難しい一面があることを示唆するものであり、女性

目線による販売促進方法は残された課題であったと考えることもできる。

　12000 人以上の女性を対象とした国際的な調査結果（Silverstein & Sayre, 

2009）から近年の女性消費の規模の大きさと成長性の高さが明らかになり、女

性の購買行動への関心が高まりつつある。このことからも、購買行動の男女間

での異質性を考慮することの重要性が増していると同時に、女性消費者目線に

よる販売促進方法（Promotional Tools）の重要性が高まりつつあると考えて差

し支えないだろう。

　購買行動の男女の異質性については、例えば、製品やサービスの種類による

違い（Pascual-Miguel et al., 2015）や購買意図に与える社会的規範の影響の大

きさの違い（Pascual-Miguel et al., 2015）、Online 店舗か実店舗かの違い（Dittmar 

et al., 2004）、Online 購買行動に対する 3 つ（感情的、認知的、行動的）の態

度評価の違い（Hasan, 2010）、情報探索における情報源の違い（Barber et al., 

2009）など、製品属性に関するものが以前より調査や実験を通じて指摘されて

おり、効果的な販売促進の方法は男女間で異なるといった議論がなされてきた。

販売促進方法の効果に関する男女差を議論した研究には、バーゲンセールや値

引き、割引クーポン、キャッシュバックといった価格変化に焦点を当てた研究

（例えば、Hill and Harmon, 2009; Kwon and Kwon, 2007; Ndubisi, 2005; Bonnici 

et al., 2011）などがある。しかしながら、価格変化（割引き）を伴うかどうか

が（他社）状況依存的である最低価格保証に関する購買行動の研究において、

男女差の議論はこれまでほとんど行われてこなかった。

　そこで、本稿の目的は、割引期待関連の販売促進方法の一つである最低価格

保証制度と、最低価格保証店舗において行われる顧客の値下げ要請行為につい

て、男女目線の違いを考慮したときの問題点と、効果的な問題解決策について

議論することにある。本稿では効果的な問題解決策の一つとして最低価格保証

店舗における他店チラシの割引クーポン化（女性消費者目線による最低価格保

証制度利用活性化法）を提示するが、その根拠を 3 つの調査データに基づいて
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議論する。以下では、値下げ要請行為に関する男女差を議論した先行研究につ

いて整理し、行動阻害要因について議論し、先行研究の知見と残された課題か

ら解決すべき課題について明らかにする。

2．先行研究

2.1 値下げ要請行為

　最低価格保証（Price-Matching Guarantees:PMG）は、店頭価格が競合他店の

販売価格よりも高い場合、顧客による他店価格情報（他店チラシ等）の提示を

条件に、他店価格にすり合わせた価格での販売（あるいは購買後の差額返金）

を約束した値引きに関する販売促進方法である（例えば、Hess & Gerstner, 

1991）。Arbatskaya et al., （2006） によると、最低価格保証には、販売価格を他

社の価格と同じ価格にすり合わせる PMG と他社の販売価格を下回る価格での

販売を保証する PBG （Price-Beating Guarantees） があり、両者とも競合他社の

チラシ価格のみが基準になるタイプ （Ad-Matching） と競合他社のチラシ価格と

販売価格の両方を基準にするタイプの 2 種類がある。また、最低価格保証店舗

の価格設定は、競合他店の影響を受けるため、競合他店価格追随型の価格戦略

である。

　店頭表示価格よりも割引価格で購入するために、顧客は価格情報の収集や非

価格情報の利用等といった大小様々な手間や物理的負担、あるいは心理的負担

（hassle costs: inconvenience, monetary or non-monetary effort）を感じつつ、そ

れらと引き替えに行われる行為が値下げ要請行為（price reduction request）で

ある。そして、値下げ要請行為は最低価格保証店舗における顧客の他店チラシ

利用による店舗での手続きの他、値下げ交渉（bargaining, haggling, dickering）

や割引クーポンの利用（discount coupon usage）、会員証等の提示など、店頭

価格より安く購入するための様々な行為が該当する。

最低価格保証店舗における値下げ要請行為：最低価格保証店舗における値下げ

要請行為には、金銭的負担や時間的負担、労力（持ち歩き、提示、「面倒」感）
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等を伴う場合があり、他者にみられたときに「恥かしい」気持ちになる場合が

あることや、他者の値下げ要請行為を見たときに悪印象（感じの悪さや人が悪

いという印象）を抱く可能性を有する社会的リスクを伴う行為である（若山ら，

2013; 若山，2014）。また、若山（2014）は他店価格と店頭価格の差異が 3 割

以上ないと値下げ要請行為には至らないことを指摘し、店頭価格が少々高いと

き、つまり「割引額が過小」である場合であっても値下げを要請しようとしな

いことを指摘した。その他、最低価格保証に関する研究は主に国外の文献に数

多くみられ、市場価格や価格競争、消費者の購買行動への様々な効果が指摘さ

れてきた。例えば、低価格競争を回避する効果や市場価格の上昇効果、最低価

格の上昇効果（以上、Hess & Gerstner, 1991）、実店舗の優位性が対オンライン

店舗で高まる効果（Kukar-Kinney & Grewal, 2006）、購買先延ばし機会の減少

効果（Srivastava & Lurie, 2001;Kukar-Kinney & Walters, 2003）、店舗販売価格の

安値イメージ向上効果（Lurie & Srivastava, 2005）などがあった。しかし、低

価格競争回避効果については、新聞広告掲載のタイヤ製品の販売価格を用いて、

競合他社に値下げを思いとどまらせる効果があるとは言えない（低価格競争を

回避して、最低価格を上昇させる効果はない）ことが指摘（Arbatskaya et al., 

2006）された。また、最低価格保証店舗における値下げ要請行為について日本

の大学生を対象にした研究（若山ら，2013, 2014；若山，2014）では、顧客の

権利意識の上昇や面倒感上昇、支払意思額上昇（値引き額減少）効果、ネガティ

ブ印象の緩和効果などが指摘されてきた。しかしながら、最低価格保証店舗に

おける顧客の他店チラシ利用型要請行為について、デモグラフィック属性（男

女差等）の観点からその基本的な性質は現在のところ明らかにされていない。

値下げ交渉：値下げ交渉（bargaining）は、家や車、電化製品といった製品

カテゴリの購入において、例えばアメリカではよく観察される現象であり、

マーケティング上重要であるという指摘があるにもかかわらず、これまで研

究者の関心が低かったテーマであった（Sharma and Krishnan, 2001）。そして、

Sharma and Krishnan（2001）は、1990 年代（ここ 10 年の間）に、顧客の値

下げ交渉への小売店舗の対応の重要性が急速に高まりつつある（むしろ奨励さ
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れるまでになった）背景について、インターネットの普及を指摘した。また、

顧客によるネット上への価格や交渉情報の掲示も珍しいものではなくなり、顧

客の値下げ交渉への小売店舗の対応はさらに重要性を増している（Zhang and 

Jiang, 2014）。しかしながら、現在のところ、日本の消費者や小売店舗に対する

同様の議論はなく、知見のあてはまりについての検討が残された課題であった。

　また、小売店舗が顧客の値下げ交渉をはじめとして、顧客の様々な要求に応

じる（Customer Complaint Handling）体制を整えることは、店舗従業員の責任（役

割）と負担が大きくなることを意味しており、結果としてサービスの品質や生

産性が低下する危険性がある（例えば、Chan and Lam, 2011）。一方で、小売

店舗が顧客の値下げ交渉に応じることは、サービス品質や顧客満足度を高める

といった目先の利点と、良い口コミが生じる可能性を高め、常連客になる可能

性を高めるといった長期的な利点がある（Gillison et al , 2014）。

割引クーポンの利用（償還）：モバイル端末や紙媒体による割引クーポンは、

購買プロセスにおいて適切なタイミング（通常は支払い前）で提示した顧客に

対して割引価格による販売を約束する販促手段であり、メーカーや小売店が発

行主体である。井徳（2014）によると、大学生の約 7 割に割引クーポンの利用

経験があり、モバイル端末の場合は事前の検索やダウンロードを、紙媒体の場

合は切り取りや持ち歩きが行われてきた。また、大学生 138 人を対象に行った

調査（Suri et al., 2004）において、動機付けの高い消費者はオンラインクーポ

ンよりも紙媒体の印刷クーポン（print coupons）の情報処理を注意深く行う傾

向があり、モチベーションが低い場合はその逆の傾向が示された。この結果は、

紙媒体のクーポンは具体的な購買状況あるいは使用する可能性が高まった時に

注目されることを示唆するものであり、オンラインクーポンは購買状況が曖昧

で使用する可能性が低いときに注目され、オンラインクーポンが購買のきっか

けや購買行動に至る引き金となるためのツールとして有効であることが示唆さ

れた。

割引クーポンの利用度低下要因：　顧客が割引クーポンを用いて店頭価格より

も安く購入するためには、適切なタイミングで割引クーポンを提示する必要
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があるのと同様に、最低価格保証店舗において店頭価格よりも安く購入する

ためには他店チラシを適切なタイミングで提示する必要がある。Bonnici et al. 

（2011） は消費者が割引クーポンを利用して購入しない理由について、「忘れ」、

「恥ずかしさ」、「面倒」、「有効期限」、「割引額が過小」といった 5 つの要因 （利

用阻害要因） があることを指摘した。また、若山（2014）は、最低価格保証店

舗における他店チラシ利用型値下げ要請行為の性質について、「恥ずかしさ」

や「面倒」、そして、「割引額が過小」といった要因による議論を行っており、

Bonnici et al. （2011）の指摘した他の要因についても、割引クーポン利用型値

下げ要請行為と、他店チラシ利用型値下げ要請行為が、共通点の多い行為であ

ることが示唆された。したがって割引クーポンの研究で明らかになった利用阻

害要因（Bonnici et al., 2011）を最低価格保証制度の利用阻害要因を検討する

際の議論の出発点とする。また、最低価格保証店舗での他店価格情報（他店チ

ラシ）の利用や割引クーポンの利用は、店舗への持参と提示という点で顧客の

労力面（物理的負担）で実質的な違いがあるとはいえないが、価格情報が記載

の提示内容（紙片印刷物等）の発行主体がライバル店舗かそれ以外かの点で異

なる。したがって、この発行主体の認識の差が、消費者の異なる反応をもたら

した可能性があるが、これまで値下げ要請行為の枠組みで利用阻害要因の観点

から両者を比較検討した研究はほとんどない。

2.2 割引率と値下げ要請行為

　製品あるいはブランドが購買の対象として考慮されるためには 4 割引を超え

る値引きの必要があること、そして 4 割未満の値引きは値引きされていない場

合とほとんど変わらないことが指摘（齋藤，2005）されてきた。若山ら（2014）

はどの程度の割引きが期待できるときに他店チラシ利用型値下げ要請行為をし

ようと思うかについて支払意思額により検討したところ、最低価格保証店舗で

は 3 割引き以上の値引き（あるいは値引き期待）が必要であり、一般店舗では

4 割以上の値引き（あるいは値引き期待）が必要であることがわかった。以上

をまとめると、1 割や 2 割程度の割引額（「割引額が過小」）では、消費者が今
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まで購入を検討したことのない製品やブランドを新たに検討するきっかけには

ならないこと、また、消費者が他店チラシ利用型値下げ要請行為を行ってまで

割引を受けようと思うには至らないことがわかる。したがって、最低価格保証

店舗が他店価格より少々高い店頭価格を設定しても最低価格保証制度が顧客に

活用される可能性は極めて低いことがわかる。実際、若山（2014）が大学生の

131 人を対象に他店チラシ価格情報による値下げ要請行為の経験を調べたとこ

ろ、経験者は 5 人と少なかった。このように、現状の最低価格保証制度は利用

度の低い名ばかりのマーケティングツールであり、これまで、制度活用度の低

さの問題点や効果的な解決策を議論した研究はほとんどなかった。

　Zeelenberg and Putten（2005）は、割引期間終了後の売り上げの落ち込み

（Post-Promotion Dip）現象について、購入した場合の需要の先食い（例えば、

forward buying など）と買い溜め（stockpiling）効果、そして、購入しなかっ

た場合の無行為慣性（Inaction Inertia）といった 3 つの理由を指摘した。この

知見は、期限付き割引に関連するすべての販促ツール（割引クーポンを含む）

において、また、最低価格保証店舗を含む、他店価格追随型価格設定を採用

している小売店舗での値下げ要請行為において、同様の現象（Post-Promotion 

Dip）が観測される可能性は極めて高いと考えられるが、それらを購買履歴デー

タや実験的データを用いて議論した研究はこれまでほとんど行われてこなかっ

た。以上をまとめると、割引率の大きさに依存して値下げ要請行為が引き起こ

される可能性が高く、競合他店の割引率が大きい場合は競合他店の割引期間の

影響を受ける可能性が高いが、これら「割引率過小」と「有効期間」の相互作

用の検討は残された課題であった。

2.3 値下げ要請行為の男女差

　購買行動に関する男女差の研究では、Palan （2001）が、biological sex と

gender identity 間（生物学的性別とその自己認識間）にマーケティング上考慮

すべき重要な差異はほとんどないことを指摘し、単純に生物学上の性別を用い

るのが現実的であることを示した。本稿ではこの知見に基づいて男女の性別に
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自己同一性の程度を問題にしない。

　値下要請行為の中でも値下げ交渉に関する男女差を検討した研究は、蚤の市

やガレージセールにおける調査（Herrmann, 2004）、新車購入時の値下げ交渉

（Ayes and Siegelman, 1995）などの研究がある。Herrmann （2004）は、実店舗

状況（ガレージセール）における値下げ要請行為の男女差について、男性によ

る値下げ要請の頻度は女性と比べて高く、男性は購入に向けてのやり取りの最

初の段階から値下げを要請する傾向があるのに対し、女性は状況を見て行う傾

向があることを指摘した。Ayes and Siegelman（1995）は新車購入時の値下げ

交渉について、平均的な初期（initial）の価格は白人男性が白人女性よりも低く、

販売員が譲歩した金額（concession）の男女差はほとんどなく、交渉後の最終

（final）提示価格についても白人男性が白人女性の金額を下回ったことを明ら

かにした。値下げ交渉による値切り額（concession）はほとんど変わらないが、

提示される初期値に有意差がみられたことは、小売店舗の入店時の初期の顧客

への対応に男女差があったことが示された。

　割引クーポンによる値下げ要請行為に関する男女差の研究において、

Harmon and Hill（2003）は、女性のクーポン利用は男性に比べて多い傾向があ

ること、そして特に、オンライン購入におけるクーポン利用率で有意差がみら

れることが示された。また、Harmon and Hill（2003）は、女性は男性に比べて、

店舗内配布クーポンや製品添付クーポンをよく使用する傾向について、他方、

ロイヤルティカード（会員カード）提示による値下げ要請行為については男性

の利用が顕著であることが示された。このように、割引クーポンの切り抜きや

持ち歩き行動において男女差があることから、それらの行動の背後に「面倒

感」等の感じ方の男女差が関連している可能性がある。また、Hill and Harmon 

（2007）は男性消費者のクーポン利用行動の背景に両親のクーポン利用行動の

影響を検討しており、特に母親よりも父親の影響が大きいことが示された。し

かし女性被験者の知見や議論はなかった。

　以下では、値下交渉を伴う値下げ要請行為と値下げ交渉を伴わない二種類の

値下げ要請行為、すなわち、最低価格保証店舗における他店チラシ利用行動と
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割引クーポン利用行動について男女差を検討した。具体的には、（1）値下げ交

渉を伴う値下げ要請行為に関する男女差、（2）最低価格保証店舗における他店

チラシ利用型値下げ要請行為と割引クーポン利用行動に関する男女差（特に利

用度低下に関わる要因）、（3）紙媒体の割引クーポン利用に関する男女差であっ

た。これらは、3 つの調査（実施時期の順に A, B, C：詳細は適宜示す）データ

を用いて検討された。

3．値下げ要請行為に関する意識調査

　調査（C）は 2014 年 9 月中旬に都内の私立大学学部学生 90 人（男性 45.6%、

平均年齢 19.51 歳、標準偏差 1.454）を対象に実施された。

　表 3.1 は、値下げ要請行為に関する意識（「より安く買うために値切り交渉

をしようと思う」に対する同意の程度「まったくそう思わない：1 ～非常に

そう思う：6」の 6 段階評価値）の男女別平均値と標準偏差、95% 信頼区間を

まとめたものであり、平均値や信頼区間の下限や上限の数値が大きいほど値

切り交渉に対して前向きであることを示している。Welch test (t(77.375)=3.002, 

p=.004 **, Hedges'g=0.6365) の結果、1％水準で表 3.1 の男女の平均値に有意差

があることが示唆された。また、これらの平均値と尺度の中間値（3.5：「ど

ちらともいえない」）との間に、男性被調査者には有意差はみられなかった

((t(41)=1.280, p=.208) が、女性は 1％水準で有意差がみられた ((t(49)=3.294, 

p=.002 **)。したがって、平均的な女性被調査者は、男性に比べて値切り交渉

表 3.1　値下げ要請行為に対する意識の男女差

95% CL

Gender n M(SD) LL UL

Male (n=41) 3.85(1.769) 3.30 4.41 

Female (n=49) 2.82(1.453) 2.40 3.23

Note. CL = confidence interval; LL= lower limit, UL= upper limit. 
(6-point scales were used)
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に抵抗感を持つ傾向にあり、値切り交渉に前向きではないことが示唆された。

　女性の方が節約志向（節電や節水を心掛けることによる出費の抑制傾向）が

強い（立石，2006）との指摘があるが、以上の結果は、値切り交渉による出費

の抑制は女性消費者の節約行動の延長線上には位置づけられないことを意味し

ている。また、最低価格保証店舗が女性消費者による値下げ要請行為を奨励す

る（最低価格保証制度利用を促進する）ためには、女性消費者の値切り交渉に

対する抵抗感（あるいは行動阻害要因）を取り除くことが、一つの効果的な方

法として考えられる。また、値下げ要請行為が女性の節約志向の延長線上に位

置づけられるための新たな方法を模索することなども女性の最低価格保証制度

活性化のための課題として挙げられる。

4．他店チラシとクーポン利用の印象比較

　一般店舗（G: General）と最低価格保証（PMG）店舗における他店チラシ利

用型値下げ要請行為（F: Flyer）と一般店舗での割引クーポン利用型値下げ要

請行為（DC: Discount-Coupon）に対する意識（「恥ずかしさ」、「他者印象」、「面

倒感」、「割引率過小」）の違いを男女別に検討した。これら 2 つの値下げ要請

行為の共通点は消費者が持参した紙片の購買前提示であり、相違点は紙片が当

該店舗発行か否か（競合他店発行か）であった。したがって、平均的な消費者

は、一般店舗が価格交渉可能な環境との認識はない（nonbargaining settings）。

　調査（A）は 2013 年 4 月 10 ～ 12 日に都内の私立大学学部学生 131 人（男

性 50.9%、女性 49.1%）を、概ね二つのグループ A1 （一般店舗群 :G：63 人）、

A2（最低価格保証店舗群：PMG:68 人）に無作為に割り当てて実施された。グルー

プ A2 は、最低価格保証店舗における他店チラシ利用による値下げ要請行為に

関する意識調査（若山ら，2013；若山ら，2014）であった。

　調査（B）は 2014 年 4 月 8 ～ 30 日に都内の私立大学学部学生 129 人（男性

43.4%、女性 56.6%）に対し、割引クーポンの利用意識を測定するために実施

された（若山＆加藤，2015）。また、調査 B は調査 A の 1 年後に同名称の授業
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時間内で実施され、サンプルは概ね同質的であった。しかし比較に用いる調査

A2 と調査 B のサンプルサイズは異なった（表 4.1, 4.2 参照）ため、サンプル

サイズの異なる独立した集団間の平均値の差を検討するためにウェルチの検定

が用いられた。

恥意識の比較：　表 4.1 は、値下げ要請行為を他者に見られたときの恥ずかし

さ「恥ずかしさ」について男女別（Male, Female）に集計したものである。また、

PMG は最低価格保証店舗であり、他店チラシ（F）利用による値下げ要請行為

の恥意識（「他店のチラシ利用による値下げ要請行為をみられたら恥ずかしい」

に対する同意の程度「非常にそう思う：1 ～まったくそう思わない： 7」の 7

段階評価値）を、一般店舗（G）での割引クーポン（DC）利用に関する意識（「値

引きクーポン利用による値下げ要請行為を知人にみられたら恥ずかしい」に対

する同意の程度「非常にそう思う：1 ～まったくそう思わない： 7」の 7 段階

評価値）であった。したがって、数値が小さいほど同意の程度が高く、恥ずか

しいと考える傾向にあることが示された。

　表 4.1 の PMG 店舗での他店チラシ （F） 利用と一般店舗 （G） での割引クーポ

ン利用間の平均値 （M: Mean） には、性別（Gender）にかかわらず 1％水準で

有意差が見られた（男性：Welch test (t(53.652)=3.389, p=.001**；女性：Welch 

test (t(60.224)=4.782, p<.001 ***）。ただし、PMG で他店チラシ （F） 利用による

表 4.1　値下げ要請行為の恥かしさの男女別集計

　 　 　 　 95% CL

Gender 　 n M(SD) LL UL

Male

A2(PMG-F) (n=28) 2.75(1.974) 1.98 3.52 

B(G-DC) (n=54) 4.30(1.929) 3.77 4.82 

A1(G-F) (n=29) 2.45(1.882) 1.73 3.16

Female

A2(PMG-F) (n=33) 2.67(1.848) 2.01 3.32 

B(G-DC) (n=69) 4.51(1.754) 4.09 4.93 

A1(G-F) (n=22) 2.68(2.234) 1.69 3.67

Note. CL = confidence interval; LL= lower limit, UL= upper limit. 
(7-point scales were used)
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値下げ要請行為を見られたときの恥意識に男女差があるとは言えず (Welch 

test(t(55.972)=0.169, p=.866, n.s.))、また、クーポン利用を見られたときの恥意

識に男女差は見られなかった (Welch test(t(108.403)=0.626, p=.533, n.s.))。
　表 4.1 の網掛け部分は一般店舗における他店チラシ利用型値下げ要請行為の

恥意識（G-F）の平均値（男性 2.45, 女性 2.68）を参考までに男女別に掲載したが、

最低価格保証店舗における他店チラシ利用型値下げ要請行為（PMG-F）の恥意

識の平均値に有意差があるとは言えないことが示唆された。この結果は、男女

ともに、他店チラシ利用型値下げ要請行為は、店舗が最低価格保証店舗であろ

うとなかろうと、恥ずかしさの程度に違いが認められないほど恥ずかしさを感

じていることが示唆された。一般店舗（G）での割引クーポン（DC）の利用に

よる値下げ要請行為の恥意識（G-DC）は、95% 信頼区間に男性は「中間値 4：

どちらでもない」が含まれるが、女性には中間値「4」が含まれないことから、

平均的な女性被調査者に恥ずかしさの認識はないことが示唆された。

他者（悪）印象の比較：　表 4.2 の最低価格保証店舗（PMG）における他者に

よる他店チラシ（F）利用値下げ要請行為を見たときの他者の印象（「非常に

感じの悪い：1 ～非常に感じの良い： 7」の 7 段階評価値）を、他方、G-DC、

すなわち一般店舗（G）で他者による割引クーポン（DC）利用値下げ要請行為

を見たときの他者に対する印象（「非常に感じの悪い：1 ～非常に感じの良い： 

7」の 7 段階評価値）を集計したものであった。数値が小さいほど悪印象が強く、

数値が大きいほど好印象を示している。以上の評価値は、林（1978）で検討さ

れた、人物像に関する 20 の特性形容詞対の中のひとつの尺度（第 14 番項目）

を用いて測定された。

　表 4.2 に示す通り、平均的な被調査者は男女ともに、他店チラシ利用型値下

げ要請行為（PMG-F）に対してやや悪印象を持つ傾向がみられた（男性平均値：

3.57、女性平均値：3.52）。また、この悪印象に男女差は見られなかった (Welch 

test(t(58.161)=0.156, p=.877 n.s.))。しかし、一般店舗のクーポン利用値下げ要

請行為（G-DC）に対しては、男性は中間的な印象を持つ傾向にあるが、それ

とは対照的に、女性はやや好意的な印象を持つ傾向がみられた（5％水準で男
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女間に有意差 (Welch test(t(115.576)=2.348, p=.021 *))。
　最低価格保証店舗の他店チラシ利用（PMG-F）と一般店舗のクーポン利用

（G-DC）間には、男性には他者に対する悪印象の程度に有意差が見られなかっ

たが、女性は 1％水準で有意差が見られた（男性：Welch test(t(46.610)=1.600, 

p=.116 n.s.；女性：Welch test(t(51.120)=3.589, p=.001 **）。

　表 4.2 の網掛け部分は、他店チラシ利用型値下げ要請行為を一般店舗で行っ

ている他者への悪印象の程度を男女別に集計したものであるが、男女ともに、

最低価格保証店舗で行うよりも悪印象の程度はやや強くなる傾向があると解

釈できる。ただし、他店チラシ利用型値下げ要請行為が最低価格保証店舗で

行われるのと一般店舗で行われる 2 状況間で有意差は見られなかった（男性：

Welch test (t(54.954)=1.188, p=.240 n.s.； 女 性：Welch test (t(44.140)=0.604, 

p=.551 n.s.）が、参考までに記述した。

　以上をまとめると、平均的な男性被調査者にとって、最低価格保証店舗で他

店チラシ利用型値下げ要請行為とクーポン利用型値下げ要請行為といった 2 行

為に対する悪印象に違いがあるとはいえず、どちらも悪印象あるいは中間的印

象をもつが、女性被験者は、前者（PMG-F）に対してやや悪印象を、後者（G-DC）

に対してやや好印象を持つことが示唆された。

面倒感の比較：　他店チラシ利用型値下げ要請行為の面倒感は、平均値（標準

表 4.2　他者行為の悪印象

　 　 　 　 95% CL

Gender 　 n M(SD) LL UL

Male

A2(PMG-F) (n=28) 3.57(1.372) 3.04 4.10 

B(G-DC) (n=55) 4.05(1.145) 3.74 4.36 

A1(G-F) (n=29) 3.14(1.382) 2.61 3.66

Female

A2(PMG-F) (n=33) 3.52(1.439) 3.00 4.03 

B(G-DC) (n=71) 4.54(1.132) 4.27 4.80 

A1(G-F) (n=22) 3.27(1.486) 2.61 3.93

Note. CL = confidence interval; LL= lower limit, UL= upper limit. 

(7-point scales were used)
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偏差）［95％信頼区間］が、それぞれ、最低価格保証店舗（PMG-F）男性：2.54 

（1.503）［1.95-3.12］、最低価格保証店舗（PMG-F）女性：2.21 （1.431）［1.70-

2.72］、一般店舗（G-F）男性：2.59 （1.881）［1.87-3.30］、一般店舗（G-F）女

性：2.68 （1.862）［1.86-3.51］であった。また、割引クーポン利用の面倒感は、

一般店舗（G-DC）男性：2.69 （1.921）［2.16-3.21］、一般店舗（G-DC）女性：

2.99 （1.736）［2.57-3.40］であった。面倒感の測定は（「このような買い方につ

いて面倒だと思う」に対する同意の程度「非常にそう思う：1 ～まったくそう

思わない： 7」の 7 段階評価尺度）を用いたため、数値が小さいほど面倒感が

高いことを示している。

　他店チラシ利用型値下げ要請行為が最低価格保証店舗で行われるのと、一

般店舗で割引クーポン利用をする場合の面倒感は、男性には有意差は見られ

なかったが、女性には有意差がみられた（男性：Welch test (t(67.477)=0.387, 

p=.700；女性：Welch test (t(75.352)=2.378, p=.020 *）。したがって、店頭価格

よりも割引価格で購入するための二つの行為に対する面倒感は、最低価格保証

店舗で他店チラシを持っていくことと割引クーポンを持っていくことに男性の

面倒感に差が有るとはいえずどちらも同程度に面倒であるが、女性には有意差

がみられ、割引クーポン利用の方で面倒感は小さいことがわかった。

値下げ要請行為による割引額の比較：　「最低価格保証店舗において店頭価

格 3000 円の製品やサービスが、いくらになる他店チラシならば値下げ要請行

為をするために持ち歩きたいか」に対する金額回答（PMG-F）と、質問「店

頭価格 3000 円の製品やサービスがいくらになる割引クーポンならば持ち歩き

たいと思うか」に対する金額回答（G-DC）を男女別に集計したところ、平均

値（標準偏差）[95% 信頼区間 ] はそれぞれ、最低価格保証店舗（PMG-F）男

性：1935.71（517.268）[1735.17-2136.29]、最低価格保証店舗（PMG-F）女

性：2036.06（565.608）[1835.50-2236.62]、一般店舗（G-DC）男性：2195.98

（699.819）[1997.09-2394.87]、 一 般 店 舗（G-DC） 女 性：2134.33（670.945） 

[1970.67-2297.98] であった。また、これらの行為の種類間で 5% 水準で有意

差は見られなかった（男性：Welch test (t(70.122)=1.871, p=.066 n.s.； 女性：
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Welch test (t(74.401)=0.767, p=.445 n.s.）。また、それぞれの行為について男女

間に有意差がみられなかった ( 最低価格保証店舗他店チラシ利用型値下げ要請

行為 PMG-F：Welch test (t(58.645)=0.723, p=.472 n.s.； 割引クーポン利用型い

値下げ要請行為 G-DC：Welch test (t(103.221)=0.480, p=.632 n.s.)。したがって、

他店チラシや割引クーポンの持ち歩きという労力に見合う割引額に違いは見ら

れなかった。

5. 紙媒体割引クーポン利用型値下げ要請行為

　デジタルクーポンの普及を前提としたモデル（例えば、井徳，2014）の背

景に、従来の紙媒体のデメリット（例えば、切り取りや持ち歩き、携帯する面

倒さ）が強調されてきた。そこで、紙媒体割引クーポンの切り取りに関する負

の側面ではなくメリット（紙媒体割引クーポンのデジタル化を考えた場合に損

なわれる利点）について男女別に Lichtenstein et al. （1993, p.243）の Coupon 

proneness 尺度の一部を用いて検討した。

　以下の調査（B）は 2014 年 4 月 8 ～ 30 日に都内の私立大学学部学生 129 人（男

性 43.4%、女性 56.6%）の、割引クーポン利用意識に関する調査データであった。

以下では、割引クーポン利用行動の、（1）切り抜きの楽しさに関する男女差と、

（2）楽しさの源泉（女性の節約志向にどの程度起因しているか）について検討

し、男女目線の違いを議論した。

割引クーポン利用行動の楽しさに関する検討：　表 5.1 は、被調査者の紙媒体

クーポンの切り抜き行為に関する意識（「（紙媒体）クーポンの切り抜きは楽

しい」に対する同意の程度「非常にそう思う：1 ～まったくそう思わない：7」

の 7 段階評価値）の男女別平均値と標準偏差、95% 信頼区間をまとめたもの

であり、平均値や信頼区間の下限や上限の数値が大きいほどクーポンの切り抜

き行為に楽しさを感じていないこと、そして数値が小さいほど切り抜き行為に

楽しさを感じている（同意の程度が高い）ことを示している。表 5.1 の切り抜

きの楽しさは、Welch test (t(120.352)=3.500, p=.001 **, Hedges'g=0.6144)の結果、
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1％水準で有意差（男女差）がみられた。また、これらの平均値と、尺度の中

間値「4：どちらともいえない」との有意差は、平均的な被調査者の男性は 1％

水準で有意差がみられた ((t(53)=3.722, p=.001 **) のに対して、女性は有意差

がみられなかった ((t(68)=-1.291, p=.201)。したがって、平均的な男性被調査者

は、紙媒体クーポンの切り抜き行為に楽しさを感じていない傾向があるのに対

して、女性はどちらでもない，あるいはやや楽しさを感じる傾向があることが

示唆された。

　そこで、男女別に「クーポンの切り抜きは楽しい」に対する同意傾向を、「1

～ 3：賛成、4 どちらでもない、5 ～ 7：反対」に、三分類して回答傾向を集計

したところ、男性は、賛成（22.2%）、どちらでもない（27.8%）、反対（50%）、

他方、女性は、賛成（49.3%）、どちらでもない（18.8%）、反対（31.9%）で

あり、男女の回答傾向は対照的（賛否逆転傾向）であり 1％で有意差（χ2(2, 

n=123)=9.487, p=.009 **, Cramer V=.278) がみられた。したがって、約半数の

女性がクーポンの切り抜きに楽しみを感じている（ネガティブな印象を持って

いるのは 3 割程度である）ことが明らかになり、昨今の割引クーポンの電子化

は、男性目線の考え方（男性にとって効果的）であったこと、そして、紙媒体

割引クーポンの持っている利点（女性の楽しみ）を損なう危険性があったこと

が示唆された。

割引クーポン利用に関する楽しさの源泉（節約志向性）に関する検討：以下で

は、女性の割引クーポン利用行為における楽しさについて、女性の節約志向（立

石，2006）の観点から、Lichtenstein et al. （1993, p.243）の Coupon proneness

表 5.1　割引クーポン（切り抜きの楽しさ）

95% CL

Gender n M(SD) LL UL

Male (n=54) 4.83(1.645) 4.38 5.28

Female (n=69) 3.70(1.958) 3.23 4.17

Note. CL = confidence interval; LL= lower limit, UL= upper limit.
（7-point scales were used）
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尺度（第 4 尺度「割引クーポンの利用は節約できた金額分だけ楽しい」、およ

び第 5 尺度「割引クーポンの利用は節約額以上に楽しい」に対する同意の程度

「非常にそう思う：1 ～まったくそう思わない：7」の 7 段階評価値）を用いて

検討した。平均値や信頼区間の下限や上限の数値が小さいほど項目への同意の

程度は高いことを示している。

　表 5.2 は、尺度別に平均値と標準偏差、95% 信頼区間をまとめたものであり、

女性被験者内（対応のあるサンプルの t 検定）で同意の程度において平均値の

差を検討したところ、0.1% 水準で有意差がみられた (t(67)=-5.209, p=.000 **)。
したがって、女性が割引クーポンの利用により感じる楽しさは、節約額を超え

た何かがあるわけではなく、節約額の分だけであり、節約志向の延長線上に位

置づけられた性質のものであることが示唆された。ただし、95% 信頼区間から、

これらの平均値と、尺度の中間値「4：どちらともいえない」との有意差は明

らかであり、節約額以上の何かが割引クーポンの利用行為にあることは明らか

であるがその程度は大きなものではないと解釈できる。

6．総合的考察および結論

　最低価格保証店舗は他店チラシ利用型値下げ要請行為を顧客に奨励している

が、顧客にとっては「面倒」で「恥ずかしく」て、他者に「悪印象」を持たれ

るリスクを伴う行為として認識されており、その行為をしてまで購入しよう

表 5.2　女性（female）の割引クーポン利用における楽しさ

（節約額分だけか、節約額以上か）

95% CL

n M(SD) LL UL

節約額だけ (n=69) 2.35(1.148) 2.09 2.64

節約以上 (n=68) 3.19(1.469) 2.84 3.55

Note. CL = confidence interval; LL= lower limit, UL= upper limit.
(7-point scales were used)
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と思うためには最低価格保証店舗の店頭価格と他店の価格の差が 3 割以上な

ければならないほど、ハードルの高い（抵抗感のある）行為であった（若山，

2014）。その結果、最低価格保証制度は利用率の低い名ばかりの販売促進ツー

ルとなっていた可能性が先行研究（若山，2014）で指摘されてきた。本稿では、

価格の変化を伴う女性消費者目線の販売促進ツールとしての最低価格保証制度

の問題点を明らかにするため、割引クーポンの研究（Bonnici et al., 2011）で

指摘された行動阻害要因、すなわち「面倒」、「恥ずかしさ」、「割引額過小」といっ

た観点から、割引クーポン利用行為の男女差を比較検討した。

　本稿では、第 1 に、女性の方が出費等に関して節約志向であるという指摘（例

えば、立石，2006）があるにもかかわらず、男性は店員との値切り交渉に前向

きであるのに対して、女性は前向きとは言えないことがわかった。このことか

ら、男女の値切り交渉に対する意識の違いは、節約意識の高さでは説明ができ

ない可能性があることを指摘した。

　第 2 に、最低価格保証店舗における他店チラシ利用型値下げ要請行為は男女

ともに「恥ずかしい」と感じており、割引クーポン利用による値下げ要請行為

の「恥ずかしさ」とは男女ともに有意差がみられた。しかし、割引クーポン利

用については、女性は恥ずかしくないと感じていることがわかったが、男性は

恥ずかしくないと感じているわけではなかった。つぎに、他者による割引クー

ポンの利用をみたときの印象は、女性は好意的であるのに対し、男性は中間的

であり好意的であるとはいえないこと、そして、最低価格保証店舗における他

店チラシ利用型値下げ要請行為については他者に対してやや悪印象を男女とも

に持つことがわかった。また、「面倒」感については、男女ともに、二種類の

行為のどちらも面倒感を感じているが、女性については、他店チラシ利用より

も、割引クーポン利用の方が面倒感は小さいことがわかった。この知見は、男

性のロイヤルティカードの利用傾向や女性のクーポン利用傾向（Harmon and 

Hill, 2003）を説明する上で（すなわち販売促進のあり方を考える上で）、面倒

感という観点が男女を異質にする一つの重要な要因であるという知見を支持す

るものである。最後に、値下げ要請行為によって得られる割引額については、
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最低価格保証店舗における他店チラシ利用行為と一般店舗における割引クーポ

ンの両者間に有意差はなかった。したがって、二つの行為の違いを「割引額過

小」の観点から男女別に論じることに大きな意味を見出すことはできなかった。

　第 3 に、紙媒体の割引クーポンの切り取り行為に対して、女性の被調査者の

約半数が楽しさを感じているが、男性は対照的に楽しさを感じていないことが

明らかになった。この結果は、男性目線ではクーポンの電子化が効果的である

が、女性目線では紙媒体が効果的である可能性が示唆された。したがって、クー

ポンの電子化を進めることは、女性目線で考えるとクーポンの切り取りから感

じる楽しみを損なう危険性を伴うものであった。そして、女性による割引クー

ポン利用の楽しさは、節約額の程度（割引額の範囲内）にあり、節約以上の、

別の何かが割引クーポン利用の楽しみにあると感じている程度は小さかった。

　以上の結果に基づいて、最低価格保証制度の利用度を高めるための、女性消

費者を対象とした効果的な方法（女性目線の方法）について、他店チラシの割

引クーポン化を提案し、この新しい方法が解決する問題とその根拠について整

理する。

　他店チラシの割引クーポン化は、最低価格保証店舗の店頭価格が他店チラシ

価格よりも高い場合に、他店チラシを割引クーポンのごとく受け付けて割引処

理することであり、従来より最低価格保証店舗が行ってきた他店価格へのすり

合わせ販売と実質的な違いは無い。提案した方法では、顧客の他店チラシに対

する意識を変えることが必要であり、最低価格保証店舗は店頭価格より低い競

合他店チラシ全てを割引クーポンとして扱うことを女性顧客に宣言し、女性顧

客の他店チラシに対する意識を変える（割引クーポン化する）ことで他店チラ

シの切り抜き・持参による店舗での最低価格保証制度利用による購入を促す方

法である。最低価格保証店舗における女性顧客の他店チラシに対する意識の変

化は、本研究の知見によると、行動阻害要因としての「恥ずかしさ」や「面倒

感」の改善と、他者に対する「悪印象」の緩和が期待でき、最低価格保証制度

利用度の改善が期待できる。また、最低価格保証店舗において割引クーポン利

用の過程で生じる「楽しみ」が、女性の節約意識に関連づけられた楽しみであっ
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たことから、さらなる利用促進や効果的なインセンティブ開発の観点からも発

展性が期待できる。しかし、提案した方法は、男性消費者に対して「恥ずかし

さ」の改善は期待できるが、もともと男性は紙媒体クーポンの切り抜きに楽し

さを感じることがなく、「面倒感」の改善効果も期待できない。また、女性顧

客に対して改善が期待できる程度は、5 つの行動阻害要因を独立変数に含む包

括的モデルを構成して、実験的に従属変数や独立変数間の関係について議論す

る必要があり、また、3 つの調査データは同質的な集団をランダムに条件へ割

り当てる処理を行って被験者間で議論したものであるが、回答の傾向は学生サ

ンプルであったため、得られた知見がどの程度一般化可能かの検討が今後の課

題である。

競合他店チラシの割引クーポン化に関する課題と展望：

　アメリカ小売店舗の昨今の消費者による値下げ交渉を奨励する動き（Sharma 

and Krishnan, 2001）は、将来的に日本国内の小売店舗の動向に少なからず影

響を与える可能性がある。また、昨今の女性消費者重視の流れや、女性消費者

目線での販売促進方法の重要性が高まる中、本稿では女性消費者にとってあま

り好意的な印象を持たれることのなかった値下げ交渉や最低価格保証制度の利

用について問題点を示し、女性消費者に効果的な、女性目線による値下げ要請

行為の活性化について議論した。本稿で議論した方法、すなわち、最低価格保

証店舗が、競合他店のチラシを割引クーポンとして処理する方法は、女性の他

店チラシに対する位置付けを女性の割引きクーポンに対する認識に近づけるも

のである。したがって、在庫の製品にのみ適用されるため旧来の方法と実質的

な違いが運用上で新たに生じることはないが、仮に新たな方法により最低価格

保証制度の利用者が増加した場合は、例えば、Kukar-Kinney & Grewal（2006）

が指摘しているように、他店チラシを持ち込んだ顧客対応のためにコスト増に

なる可能性（問題点）がある。

　Wilkie（1994）は、消費者の不満の頻度が最も高い事象は「チラシ広告に掲

載された商品の品切れ」であることを指摘した。通常、チラシ広告や割引クー

ポンの発行は償還率や在庫等が考慮されるが、最低価格保証は店頭（在庫）の
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商品が前提であるため問題にはならないが、他店チラシ掲載製品が最低価格保

証店舗の在庫への不満度を高める可能性は否定できない。したがって、他店チ

ラシを最低価格保証店舗の割引クーポンと読みかえてもこの種の新たな不満を

生じさせる可能性があるといえる。したがって、自店発行のチラシ掲載商品の

在庫管理が顧客満足度の観点から重要であるように、他店チラシ掲載製品の自

店の店頭在庫についても顧客に不満を持たせないような対策が（これまでは制

度の利用者が少なく問題にならなかった可能性があるが）、ある程度必要にな

ると考えられる。

　また、Zhang and Jiang （2014）が指摘しているように、顧客は少しでも値切り

交渉を有利に進めるために、インターネット上に投稿された価格や交渉可能性

に関する様々な情報に触れる機会があり、店舗や販売担当者においても競合他

店の特売動向の日常的把握（マーケティングインテリジェンス活動）と対応マ

ニュアルの整備などによる（顧客満足を損なわないための）準備などが課題と

して挙げられる。

　最後に、本稿で新たに議論した方法は、女性消費者の他店チラシに対する意

識を割引クーポンに近づけて改善することが目的であり、値下げ交渉をはじめ

とする行動阻害要因を排する方法について議論した。しかし、そのために必要

な最低価格保証店舗が顧客対応に要するコストや新たに生じる不満、実現可能

性などの議論が十分になされていないことが問題であり今後の課題である。

注

注1） 本稿は、若山大樹， 加藤安南（2015）. 他店チラシの割引クーポン化に関する研究， 

感性フォーラム札幌 2015（札幌市立大学）， 2015 年 2 月 14 日， pp.1-4　の報告

資料の一部を加筆修正したものである。
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