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Ⅰ．は じ め に

糖質を含む飲料の摂取量抑制など，食品の摂
取を通した国民の健康促進は，世界的に重要な
政策課題となっている1)。海外で糖質を含む飲
料への課税が実施される中，緑茶やウーロン茶
などの無糖茶は，糖質を含まず，熱量が低いな
どの点で健康の維持・増進に資する飲料として
注目される。

わが国の特定保健用食品（以下，トクホ食品）
制度＊1 の下で許可を受けた無糖茶（以下，トク
ホ無糖茶）は，より健康の維持・増進に資する
飲料として，通常の無糖茶とは差別化されてい
る。トクホ無糖茶は，脂肪や糖質の吸収を抑え
たり，体脂肪を減らすのを補助したりするなど
の健康の維持・増進機能を有する成分（以下，
保健機能成分）を含むことが，トクホ食品制度
によって保証されているためである。さらに大
手飲料メーカーによるトクホ無糖茶の宣伝など
では，健康的な体型や生活が強調されている。
これらが相まってトクホ無糖茶は，健康の維
持・増進に資するという意味で，他の無糖茶と
差別化された財であると位置づけられよう。

一般に価格の上昇はその財の需要を減少させ
るが，トクホ食品など健康の維持・増進に資す
る食品では，価格が高くても購入される傾向が
指摘されている2)。この傾向は，価格と購入数
量との間の正の相関を示唆し，高い価格である
ほど購入数量が増加することも考えられる。価
格が高いほど購入数量が増加するとの現象は，
企業の販売戦略および消費者の行動に関する要
因として以下のように説明できる。

まず，企業の販売戦略に関する要因として，
威光価格＊2 があげられる。威光価格とは，消費
者が価格を財の品質などの測度として捉える場
合にとられる価格設定方法である3)。威光価格
が有効な状況下では，価格を縦軸とし購入数量
を横軸とした場合に右上がりの領域を有する需
要曲線が描かれる4)。その領域においては，財
の価格が高くなると，品質が高い財であると判
断する消費者が増加し，購入数量も増加する。

一方，消費者の行動に関する要因として，次
の点があげられる。トクホ無糖茶は，健康の維
持・増進に資する成分を含むことが保証されて
いるものの，その効果が実感されるまでには一
定の期間が必要であり，効果の発現の程度も人
により異なると考えられる。すなわち，健康の
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＊1 特定保健用食品制度は，有効性や安全性の審査を通
過した食品に対し，その食品の持つ特定の保健の用途
を表示して販売することを許可する制度である17)。

＊2 威光価格は，名声価格18)，威信価格19)，prestige
pricing4) などとも呼ばれる。



維持・増進というトクホ無糖茶に期待される品
質は，消費者にとって直ちには判別不可能であ
る。このような場合に，価格を品質の代理変数
として捉えた消費者が，より高い品質（トクホ
無糖茶の場合は，健康の維持・増進効果など）
を求めた結果，価格の高い財を好んで消費し，
価格と購入数量との間に正の相関がみられる可
能性がある。こうした価格と購入数量との間に
おける正の相関の可能性は，マーケティング分
野では，しばしば指摘されており，多数のマー
ケティング分野の国際的標準テキスト3-8) で説
明がなされている。

さらには，本論文が対象とするトクホ無糖茶
の場合，飲料メーカーがこのような消費者心理
を利用して威光価格などの販売戦略を採用して
いるのであれば，価格と購入数量との間での正
の相関がみられる可能性はより強く見込まれ
る。

この点を解明するためには，まず，需要関数
の計測などを通じ，トクホ無糖茶の価格と購入
数量との関係を解明することが必要となる。ト
クホ食品の需要に関する既存研究は，すでに多
数存在する9-12)＊3。しかし，トクホ無糖茶の需
要関数を計測した研究はみられず，トクホ無糖
茶の価格と購入数量との関係は未解明となって
いる。

トクホ無糖茶など特定の製品を対象とした需
要分析が可能なデータとして，スキャンデータ
がある。スキャンデータとは，予め年齢，性別，
家族構成や所得等の属性情報を入力したモニタ
の購買データがインターネット経由で集積され
た，個人を単位とした購買履歴データである。
モニタが購入した製品についてはバーコード
（JAN コード＊4）を用いてデータが収集され
る。このため，スキャンデータを用いることで，
分析対象を特定の製品のみに限定し，所得等の
個人属性もコントロールした需要分析が可能と

なる。
そこで本研究では，スキャンデータを利用し

たトクホ無糖茶の需要関数分析を試みることに
したい。

Ⅱ．分析方法とデータ

A．分 析 方 法
本研究では，データ制約もあるため，まず⚑

次接近として，品質やブランドの差異までは明
示的に考慮せず，すべてのトクホ無糖茶を単一
の商品とみなした需要関数を計測する。消費者
は，保健機能成分などの品質や特定ブランドな
どに対して高い値付けをしている可能性があ
る。これら品質などの交絡変数を明示的に取り
入れないで需要関数を計測すれば，価格と購入
数量との間に正の相関がみられる可能性があ
る。これが，マーケティングのテキストなどで
指摘されている価格と購入数量との間における
正の相関と推察される。

以上のように，品質やブランドの差異までは
明示的に考慮せず，すべてのトクホ無糖茶を単
一の商品とみなした需要関数を計測した場合，
トクホ無糖茶の価格と購入数量は正の相関を持
つのだろうか，という論点が注目される。本稿
では，この論点を，推定された需要関数の価格
パラメータが有意に正であるか否かで検証した
い。

次に，本研究で用いる需要関数について説明
したい。需要関数は，説明変数を価格と所得の
みとしたモデル（モデル⚑），および所得以外の
個人属性による影響をコントロールするため，
説明変数に所得以外の個人属性も加えたモデル
（モデル⚒）の⚒通りの計測を行う。

トクホ無糖茶の購入経験がない消費者におい
ては，被説明変数であるトクホ無糖茶購入数量
は⚐となる。一方で，トクホ無糖茶を購入した
消費者の場合には，購入した数量がそのまま観
察される。このように被説明変数の下限が⚐で
打ち切られたデータが多数となっていることが
想定されるため，本研究では，需要関数の計測
にトービットモデルを適用した13)。具体的には
以下のように定式化した。
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＊3 トクホ食品に関する既存研究は，トクホ食品の需要
に関する分析以外にも，効能の検証20-21) や，商品情報
の有効性の検証22) など多数存在する。

＊4 JAN コードとは，製品を特定する数字列（コード）
である。



  

  
(1)

 は観察されたモニタごとのトクホ無糖茶購入
数量， は潜在的なトクホ無糖茶の購入数量
である。P はモニタごとの購入価格，X は所得
等の個人属性，u は誤差項である。，， は推
定するパラメータである。
B．デ ー タ
本研究では，株式会社マクロミルが提供する

スキャンデータである Quick Purchase Report
（以下，QPR）による 2014 年度（2014 年⚔月
～2015 年⚓月）の無糖茶の購買データを用い
る＊5。トクホ無糖茶の購買データは，消費者
庁14) において，食品の種類が茶系飲料となって
いる製品についての購買データと定義した＊6。

分析では，被説明変数である購入数量を，モ
ニタごとの 500 ml 換算のトクホ無糖茶購入本
数とした＊7。季節による購入数量変化の影響を

排除するため，モニタごとに⚑年分のトクホ無
糖茶購入数量を合計した年次データを用いた。
以上の処理の結果，サンプルサイズ（モニタ数）
は 21,034 となり，そのうち⚑回でもトクホ無
糖茶を購入したことがあるモニタ（以下，トク
ホ無糖茶購入者）数は 5,167 となった。

説明変数のうち，価格はトクホ無糖茶の購入
数量あたりの購入価格（円/500 ml）を用いた。
トクホ無糖茶購入者の数量単価は，モニタごと
に，トクホ無糖茶購入金額（円）の合計をトク
ホ無糖茶購入容量（ml）の合計で除し，500 を
掛けて求めた。トクホ無糖茶の購入経験がない
モニタの数量単価は，サンプル全体のトクホ無
糖茶の数量単価の平均値＊8 とした。

このほか個人属性による影響をコントロール
するため所得，年齢，性別ダミー，婚姻ダミー，
子供ダミー，世帯人数，世帯内 18 歳以下人数，
世帯内 61 歳以上人数，末子年齢ダミー，家族構
成ダミー，住宅形態ダミー，職業ダミー，居住
地ダミーを説明変数として用いた（表⚑)＊9。

Ⅲ．分 析 結 果

表⚒にパラメータの推定結果を示す。トクホ
無糖茶の購入数量を被説明変数として，価格と
所得を説明変数としたモデル（モデル⚑），およ
び第⚑表に示したすべての説明変数を用いたモ
デル（モデル⚒）の⚒通りの推定結果である。

まず，価格のパラメータは両モデルにおいて
有意水準 1％で正の値として推定された。この
結果は，トクホ無糖茶においては，価格が上昇
することで購入数量が増加する傾向を示してい
る。したがって，トクホ無糖茶の価格と購入数
量は正の相関を持つ点が示された。所得のパラ
メータも両モデルにおいて有意水準 1％で正の
値として推定された。所得が高いほど，トクホ
無糖茶の購入数量が多いとの傾向が示された。
価格と所得のみのモデル⚑と，個人属性による
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＊5 具体的には，QPR の指定品目「清涼飲料」における
「無糖茶」に該当する製品に関する 2014 年度におけ
る購買データを用いた。需要量に関わるデータとして
得られるのは購入数量だけであり，この購入数量を需
要量の代理変数とした。また，以下の手順により分析
に用いる購買データを限定した。第⚑に，価格や購入
数量などに欠損値がある購買データは分析対象から除
いた。第⚒に，トクホ無糖茶の購入数量あたりの購入
価格（以下，数量単価）が，平均数量単価を中心とし
て標準偏差の⚒倍の範囲から外れる購買データを分析
対象から除いた。

＊6 トクホ無糖茶の購買データを特定した手順は以下の
通りである。第⚑に，「特定保健用食品許可（承認）品
目一覧｣14) に掲載されている製品のうち，食品の種類
が茶系飲料となっている製品をトクホ無糖茶とした。
第⚒に，それらの商品名をキーワードとしたインター
ネット検索により，製造業者のホームページ等からト
クホ無糖茶の JAN コードを特定した。第⚓に，QPR
の購買データのうち，特定された JAN コードを持つ
購買データをトクホ無糖茶の購買データとして特定し
た。

＊7 これは，同一のトクホ無糖茶の価格が概ね容量に比
例するとの実態を踏まえた，単純化のための仮定であ
る。消費者はトクホ無糖茶に含まれる茶カテキンなど
の保健機能成分を購入しているとの仮定に基づき，保
健機能成分データを明示的に取り入れた分析も興味深
いが，今後の課題である。

＊8 サンプル全体の数量単価の平均値は，サンプル全体
の購入金額合計を購入容量合計で除し，500 を掛けた
値を用いた。

＊9 ダミー変数の基準には，ダミー変数に含まれるカテ
ゴリの中で最もシェアが高いカテゴリを選択した。



影響をコントロールしたモデル⚒のいずれのモ
デルにおいても，価格と所得のパラメータは有
意水準 1％で正の値として推定されたことが確
認された。

以下，モデル⚒の計測結果から，個人属性が
トクホ無糖茶の購入数量に及ぼす影響を示す。
年齢，性別ダミー（男性），子供ダミー（子供な

し），家族構成ダミーのうち⚓世代同居，住宅形
態ダミーのうち分譲マンション・アパートのパ
ラメータが有意水準 5％で正の値として推定さ
れた。これらの個人属性は，トクホ無糖茶の購
入数量を増加させるとの傾向が示された。

逆に，世帯内 18 歳以下人数，末子年齢ダミー
のうち乳幼児，職業ダミーのうち自営業，学生，
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表 1 変数の定義
変数 定義
被説明変数 購入数量 モニタごとの 500 ml 換算のトクホ無糖茶購入本数（本）。

モニタが分析対象期間に購入したトクホ無糖茶購入数量（ml）の合
計を 500 で除した，500 ml 換算の年間合計購入本数。
標本平均は 4.14，最大値は 624，最小値は 0 である。

説明変数 価格 トクホ無糖茶の購入数量あたりの購入価格（円/500 ml）。
分析対象期間に購入したトクホ無糖茶購入金額（円）の合計を，年
間合計購入数量（ml）で割り 500 を掛けて算出。
標本平均は 179.96，最大値は 268.57，最小値は 111.00 である。

所得 モニタの個人年収（百万円）。
「個人年収 200 万円未満」を 1.5，
「個人年収 200～300 万円未満」を 2.5，以降，
「個人年収 900～1,000 万円未満」まで 100 万円刻み，
「個人年収 1,000～1,200 万円未満」を 11.0，
「個人年収 1,200～1,500 万円未満」を 13.5，
「個人年収 1,500～2,000 万円未満」を 17.5，
「個人年収 2,000 万円以上」を 25.0。

年齢 モニタの年齢。
性別ダミー モニタの性別。男性の場合＝1，女性の場合＝0。
婚姻ダミー モニタの婚姻状況。既婚を基準として，「離死別」「未婚」の 2 種類。
子供ダミー モニタの子供の有無。子供なしの場合＝1，子供ありの場合＝0。
世帯人数 世帯構成員の人数。
世帯内 18 歳以下人数 18 歳以下の世帯構成員の人数。
世帯内 61 歳以上人数 61 歳以上の世帯構成員の人数。
末子年齢ダミー モニタの世帯に 18 歳以下の構成員がいる場合の，最若年の構成員

の年齢区分。
世帯内に 18 歳以下の構成員がいない場合を基準として，
「乳幼児(0～3 歳)」「未就学児(4～6 歳)」「小学生低学年(7～9 歳)」
「小学生高学年(10～12 歳)」「中学生(13～15 歳)」
「高校生・高専生(16～18 歳)」の 6 種類。

家族構成ダミー モニタの家族構成。2 世代同居（親とその子供）を基準として，
「単身」「夫婦のみ」「3 世代同居（親とその子供と孫）」「その他」
の 4 種類。

住宅形態ダミー モニタの住居形態。持家一戸建てを基準として，
「借家一戸建て」「社宅・官舎」「賃貸マンション・アパート」
「分譲マンション・アパート」「その他」の 5 種類。

職業ダミー モニタの職業。会社員（事務系）を基準として，
「経営者・役員」「会社員（技術系）」「会社員（その他）」「公務員」
「自営業」「自由業」「パート・アルバイト」「学生」「専業主婦」
「その他」「無職」の 11 種類。

居住地ダミー モニタの居住地。首都圏を基準として，
「北海道」「東北」「北陸甲信越」「北関東」「東海」「近畿」「四国」
「中国」「九州」の 9 種類。
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表 2 パラメータの推定結果
モデル 1 モデル 2

推定値 (標準誤差) 推定値 (標準誤差)
価格 0.202＊＊＊ (0.027) 0.181＊＊＊ (0.026)
所得 3.191＊＊＊ (0.182) 2.246＊＊＊ (0.242)
年齢 0.522＊＊＊ (0.071)
性別ダミー：女性を基準

男性 3.948＊＊＊ (1.289)
婚姻ダミー：既婚を基準

離死別 3.797＊ (2.287)
未婚 3.874 (2.382)

子供ダミー：子供ありを基準
子供なし 7.163＊＊＊ (1.921)

世帯人数 1.175 (0.870)
世帯内 18 歳以下人数 －4.125＊＊ (1.695)
世帯内 61 歳以上人数 －1.341＊ (0.795)
末子年齢ダミー：世帯内に 18 歳以下の構成員がいない場合を基準

乳幼児 －7.577＊＊ (3.834)
未就学児 －2.135 (3.903)
小学生低学年 －1.368 (4.016)
小学生高学年 3.087 (3.914)
中学生 －3.118 (3.614)
高校生・高専生 －1.307 (2.919)

家族構成ダミー：2 世代同居を基準
単身 －4.296＊ (2.508)
夫婦のみ －2.292 (1.999)
3 世代同居 6.019＊＊＊ (2.230)
その他 0.740 (3.019)

住宅形態ダミー：持家一戸建てを基準
借家一戸建て －0.495 (2.845)
社宅・官舎 4.328 (3.865)
賃貸マンション・アパート 0.153 (1.534)
分譲マンション・アパート 4.296＊＊＊ (1.500)
その他 2.700 (4.272)

職業ダミー：会社員(事務系)を基準
経営者・役員 3.042 (3.371)
会社員(技術系) －3.041 (1.863)
会社員(その他) －2.512 (1.909)
公務員 －1.965 (2.557)
自営業 －7.707＊＊＊ (2.435)
自由業 －4.700 (3.336)
パート・アルバイト －3.687＊ (1.894)
学生 －19.911＊＊＊ (2.829)
専業主婦 －3.239 (2.074)
その他 1.578 (3.320)
無職 －8.361＊＊＊ (2.369)

居住地ダミー：首都圏を基準
北海道 －9.436＊＊＊ (2.569)
東北 －3.829＊ (2.047)
北陸甲信越 －4.953＊＊ (2.169)
北関東 －2.144 (2.256)
東海 －7.969＊＊＊ (1.713)
近畿 －9.730＊＊＊ (1.541)
四国 －3.271 (3.110)
中国 －4.792＊＊ (2.304)
九州 －6.526＊＊＊ (1.810)

定数項 －90.528＊＊＊ (5.014) －105.485＊＊＊ (7.319)
σ 53.427＊＊＊ (0.567) 52.725＊＊＊ (0.558)
サンプルサイズ 21,034 21,034
対数尤度 －33,840 －33,607

註：＊＊＊，＊＊，＊は，それぞれ 1％，5％，10％の水準で統計的に有意。



無職，居住地ダミーのうち北海道，北陸甲信越，
東海，近畿，中国，九州のパラメータが有意水
準 5％で負の値として推定された。これらの個
人属性は，トクホ無糖茶の購入数量を減少させ
るとの傾向が示された。

Ⅳ．お わ り に

本研究では，まず⚑次接近として，品質やブ
ランドの差異までは明示的に考慮せず，すべて
のトクホ無糖茶を単一の商品とみなした需要関
数を計測した。具体的には，製品レベルの購買
データであるスキャンデータを用いて，トー
ビットモデルを適用し，わが国で初めてトクホ
無糖茶の需要関数を計測した。

分析の結果，需要関数の価格のパラメータは
有意に正の値であり，多数のマーケティング分
野の国際的標準テキスト3-8) で可能性が指摘さ
れている価格と購入数量との間での正の相関が
示された。この結果は，品質やブランドに高い
値付けをした消費者が，より高い品質やブラン
ドを求めた結果，価格の高い財がより多く購入
された可能性を示唆するものと考える。

とはいえ，本研究は，保健機能成分などのト
クホ無糖茶の品質や特定ブランドなどに消費者
が高い値付けをしているか否かを，本格的に解
明する点では，まだ⚑次接近に留まっている。
今後，こうしたトクホ無糖茶の品質やブランド
が購入数量に及ぼす影響を明示的に実証してい
くには，ブランド別の需要関数分析15) や品質な
どを説明変数としてモデルに明示的に取り入れ
た分析16) が必要である。

また，トクホ無糖茶以外のトクホ飲料など，
トクホ無糖茶にとっての競争財が，今後増加し
て行く場合は，現状のような高価格が維持でき
るとは限らない。こうしたトクホ無糖茶の競争
財も明示的に取り入れた分析も，残された今後
の課題である。
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Summary

This study investigates the impact of price
on the demand for sugar-free tea that is
associated with health benefit claims under the
Food for Specified Health Uses (FOSHU) policy.
To estimate the demand function, we apply a

Tobit model to Quick Purchase Report data,
which is scan data. The results show that the
demand rises as the price increases for sugar-
free tea labeled as a FOSHU product.
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