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(57)【要約】
【課題】商品またはサービスの販売を効果的に支援する
。
【解決手段】分析装置６０６は、地理的に区画された複
数のエリアを住民属性が類似するエリアごとにグループ
化したエリアタイプのデータをエリアＤＢ６０４から取
得する。分析装置６０６は、商品またはサービスが顧客
へ販売された実績を示すデータであり、上記顧客が居住
するエリアのデータを含む販売実績データをＩＤＰＯＳ
－ＤＢ６０２から取得する。分析装置６０６は、上記販
売実績データをエリアタイプごとに集計し、エリアタイ
プごとの集計結果に基づいて、商品またはサービスに関
する分析情報を生成する。
【選択図】図４１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　地理的に区画された複数のエリアを住民属性が類似するエリアごとにグループ化したエ
リアタイプのデータを取得する第１取得部と、
　商品またはサービスが顧客へ販売された実績を示すデータであり、前記顧客が居住する
エリアのデータを含む販売実績データを取得する第２取得部と、
　前記商品またはサービスの販売実績データをエリアタイプごとに集計し、エリアタイプ
ごとの集計結果に基づいて、前記商品またはサービスに関する分析情報を生成する分析部
と、
　を備えることを特徴とする分析装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明はデータ処理技術に関し、特にデータを分析する技術に関する。
【背景技術】
【０００２】
　コンピュータの普及に伴い、顧客に商品を販売した実績を示す販売実績情報をデータベ
ース等に蓄積させている企業が増加している。この販売実績情報を活用して、ユーザの販
売活動を支援するための情報（以下、「販売活動支援情報」と呼ぶ。）をコンピュータシ
ステムにより作成する企業もある。例えば特許文献１では、商品を各種観点から分類し、
この分類情報と販売実績情報とを対応づけることにより販売活動支援情報を作成する。
【０００３】
　特許文献１とは別の方法として、商品を購入した顧客の属性と販売実績情報とを対応づ
けることにより販売活動支援情報が作成されることもある。この場合、ポイントカードや
クレジットカードを利用して商品を購入した顧客について、それらのカード作成時に登録
された顧客の属性情報が利用されることもある。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００１－１６７２０３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかし、実際に商品を購入する購入者と、実際にその商品を消費する消費者とは異なる
こともある。例えば、ある世帯の主婦が購入した商品の消費者は、その世帯の夫であるこ
ともある。したがって、購入者の属性に基づいて作成された販売活動支援情報は、消費者
の属性を反映しないものになりがちであり、商品の販売者にとって有用な情報とならない
場合もあった。
【０００６】
　このような背景を踏まえ、本発明者は、購入者が居住する地域（以下、「エリア」と呼
ぶ。）に関し、住民の属性が類似する地域のグループ（以下、「エリアクラスタ」または
「エリアタイプ」とも呼ぶ。）に注目した。すなわち、商品の購入者の属性に基づくミク
ロな観点からではなく、購入者が居住するエリアクラスタの住民属性に基づくマクロな観
点から販売実績情報を分析することにより、商品の販売者にとって有用な販売活動支援情
報を作成できると考えた。
【０００７】
　本発明は、上記課題に鑑みてなされたものであり、１つの目的は、商品またはサービス
の販売を効果的に支援することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
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　上記課題を解決するために、本発明のある態様の分析装置は、地理的に区画された複数
のエリアを住民属性が類似するエリアごとにグループ化したエリアタイプのデータを取得
する第１取得部と、商品またはサービスが顧客へ販売された実績を示すデータであり、顧
客が居住するエリアのデータを含む販売実績データを取得する第２取得部と、商品または
サービスの販売実績データをエリアタイプごとに集計し、エリアタイプごとの集計結果に
基づいて、商品またはサービスに関する分析情報を生成する分析部と、を備える。
【０００９】
　なお、以上の構成要素の任意の組合せ、本発明の表現を、方法、プログラム、プログラ
ムを格納した記録媒体などの間で変換したものもまた、本発明の態様として有効である。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明によれば、商品またはサービスの販売を効果的に支援することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】本実施の形態における販売情報分析システムの構成を示す図である。
【図２】販促実績情報のデータ構造を示す図である。
【図３】商品販売情報のデータ構造を示す図である。
【図４】店舗顧客情報のデータ構造を示す図である。
【図５】店舗販売情報のデータ構造を示す図である。
【図６】図１の販売情報分析装置の機能構成を示すブロック図である。
【図７】エリアクラスタ情報のデータ構造を示す図である。
【図８】販促効果情報のデータ構造を示す図である。
【図９】商品カテゴリ情報のデータ構造を示す図である。
【図１０】商品指標値情報のデータ構造を示す図である。
【図１１】エリア販売量取得部により取得されたエリア販売量を示す図である。
【図１２】クラスタ販売量算出部により算出されたクラスタ販売量を示す図である。
【図１３】販促効果分析部の機能構成を示すブロック図である。
【図１４（ａ）】販促販売量取得部により取得された販促前販売量と販促後販売量を示す
図である。
【図１４（ｂ）】販促販売量集計部により集計された販促前販売量および販促後販売量を
示す図である。
【図１４（ｃ）】販売促進施策による販促対象商品の各エリアクラスタにおける販売量増
加率を示す図である。
【図１５】販売量補正部の機能構成を示すブロック図である。
【図１６】販促実績情報のデータ構造を示す図である。
【図１７】商品販売情報のデータ構造を示す図である。
【図１８（ａ）】販促販売量取得部により取得された販促前販売量と販促後販売量を示す
図である。
【図１８（ｂ）】販促販売量補正部により補正された販促後販売量を示す図である。
【図１９】販売量補正部による補正後のクラスタ販売量を示す図である。
【図２０】商品シェア分析部の機能構成を示すブロック図である。
【図２１（ａ）】カテゴリ販売量算出部により算出されたカテゴリ販売量を示す図である
。
【図２１（ｂ）】カテゴリ販売量算出部により算出されたカテゴリ販売量を示す図である
。
【図２２（ａ）】商品カテゴリ「コーヒー」についての各商品の占有率を示す図である。
【図２２（ｂ）】商品カテゴリ「コーヒー」についての各商品の占有率を示す図である。
【図２３】購買要因分析部の機能構成を示すブロック図である。
【図２４】住民指標値とクラスタ販売量との関係を例示する図である。
【図２５】店舗顧客層分析部の機能構成を示すブロック図である。
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【図２６（ａ）】図４の「木場店」のクラスタ顧客比率を示す図である。
【図２６（ｂ）】図４の「葛西店」のクラスタ顧客比率を示す図である。
【図２６（ｃ）】図４の「船橋店」のクラスタ顧客比率を示す図である。
【図２７】販売条件影響分析部の機能構成を示すブロック図である。
【図２８（ａ）】比較販売量取得部により取得された変更前販売量および変更後販売量を
示す図である。
【図２８（ｂ）】感応率評価部により算出された販売条件感応率を示す図である。
【図２９】リピート率分析部の機能構成を示すブロック図である。
【図３０（ａ）】クラスタリピート数算出部により算出されたクラスタリピート数を示す
図である。
【図３０（ｂ）】リピート率算出部により算出された各エリアクラスタにおけるリピート
率を示す図である。
【図３１】リピート率と単位顧客販売量との対応付けを例示する図である。
【図３２】商品訴求度分析部の機能構成を示すブロック図である。
【図３３】分析情報取得部により取得された分析対象商品のクラスタ販売量を示す。
【図３４】クラスタ指標値算出部により算出されたクラスタ指標値を示す図である。
【図３５】商品訴求度補正部の機能構成を示すブロック図である。
【図３６】販売量傾向算出部により取得されたクラスタ販売量の推移を示す図である。
【図３７（ａ）】クラスタ指標値とクラスタ販売量の変化率とを示す図である。
【図３７（ｂ）】補正前の商品指標値と、補正後の商品指標値とを示す図である。
【図３８】店舗販売量予測部の機能構成を示すブロック図である。
【図３９】各店舗における見込み販売量を示す。
【図４０】各店舗における販売量の実績と見込みとを対応づけて示す図である。
【図４１】第２の実施の形態のＩＤＰＯＳ分析システムの構成を示す図である。
【図４２】ＩＤＰＯＳデータの例を示す図である。
【図４３】エリアデータの例を示す図である。
【図４４】図４１の分析装置の機能構成を示すブロック図である。
【図４５】エリアタイプ付加ＩＤＰＯＳデータの例を示す図である。
【図４６】集計部による集計結果データの例を示す図である。
【図４７】商品プロファイル情報の例を示す図である
【図４８】商品プロファイル情報の例を示す図である。
【図４９】販売ポテンシャル情報の例を示す図である。
【図５０】販売ポテンシャル情報の例を示す図である。
【図５１】分析装置の動作を示すフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
［第１の実施の形態］
　第１の実施の形態の構成を詳細にを説明する前に、まず概要を説明する。
　企業間競争が激化している現在、商品の販売者には、販売活動における適切な意思決定
が求められる。この意思決定を支援するために、販売活動支援情報の活用が重要になって
いる。ここで、販売活動支援情報の例を以下に示す。
【００１３】
　１．販売促進施策の効果情報。広告や店頭での値引きなどを含む販売促進施策の効果を
示し、販売促進施策実施に対する販売者の意思決定を支援するための情報である。
　２．商品シェア情報。同一の商品カテゴリにおける競合商品の占有率を示し、商品仕入
れ・棚割等に対する販売者の意思決定を支援するための情報である。
　３．購買要因情報。顧客の属性が商品の購入に及ぼす影響、言い換えれば、顧客の属性
と商品の販売量との相関を示し、商品仕入れ・棚割等に対する販売者の意思決定を支援す
るための情報である。
　４．店舗顧客層情報。店舗の顧客層がどのような構成になっているかを示し、顧客層の
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構成にあわせた販売者の意思決定を支援するための情報である。
【００１４】
　５．販売条件影響情報。商品の販売条件がその商品の売れ行きに及ぼす影響を示し、商
品の販売条件設定に関する販売者の意思決定を支援するための情報である。
　６．リピート率情報。同一の顧客が同一の商品を繰り返して購入する割合を示し、商品
仕入れ・棚割等に対する販売者の意思決定を支援するための情報である。
　７．商品訴求度情報。ある店舗の商品が顧客にどれだけ支持されているかを示し、商品
仕入れ・棚割等に対する販売者の意思決定を支援するための情報である。
　８．店舗販売量予測情報。ある店舗の商品が顧客にどれだけ購入されるかの予測を示し
、商品仕入れ・棚割等に対する販売者の意思決定を支援するための情報である。
【００１５】
　これらの販売活動支援情報は、商品を実際に消費する消費者の属性と、商品の販売実績
とを対応づけて作成されることが望ましい。言い換えれば、商品を実際に購入した購入者
は、単に消費者の購入意思を代理で実行した者に過ぎない場合もあり、購入者の属性と、
商品の販売実績を対応づけたとしても、有用な販売活動支援情報とはならない場合もある
。
【００１６】
　例えば、商品が男性用育毛剤の場合、購入者は世帯の主婦である一方で、消費者はその
世帯の夫であることが多い。この場合、購入者である主婦の属性に基づき販売活動支援情
報を作成したとしても、その販売活動支援情報は、主婦をターゲットとしたものになって
しまう。したがって、消費者の属性が反映されない販売活動支援情報は、販売者にとって
有用な情報とはならない場合もある。
【００１７】
　顧客の属性を取得する従来の手段として、典型的には２つの方法がある。第１の方法は
、ポイントカードやクレジットカードを利用して商品を購入した顧客について、カード作
成時に登録された顧客の属性情報を利用する方法である。この第１の方法を、以下、「Ｆ
ＳＰ（Frequent Shoppers Program）手法」と呼ぶことにする。また、第２の方法は、少
数のモニター顧客の属性情報や、アンケートに記入された顧客の属性情報を利用する方法
（以下、「モニター顧客手法」と呼ぶ。）である。
【００１８】
　しかし、ＦＳＰ手法では、取得できる属性情報は購入者の属性情報であり、消費者の属
性情報は取得できない。また、カード作成時に登録された顧客の属性情報は、あくまで過
去の情報であり、商品が購買された時点での属性情報とは異なる場合もある。モニター顧
客手法の場合、モニター顧客やアンケートの回答者を選別することで、消費者の属性を取
得できる。しかし、モニター顧客数やアンケート数は一般的に少数であり、少数のモニタ
ー顧客やアンケート結果から顧客の属性を決定した場合、少人数のみに該当する属性が消
費者全体の属性とされる結果、販売活動支援情報の精度が低くなることもあった。また、
モニター顧客手法は、人手を介するため、一般的に時間がかかるという問題があった。
【００１９】
　第１の実施の形態は、商品の購入者が居住するエリアクラスタごとの住民属性と販売実
績とを対応づけて販売活動支援情報を作成する技術を提案するものである。エリアクラス
タは、住民属性が類似する複数のエリア、典型的には町丁目レベルの地図上の領域をグル
ープ化したものであり、各エリアクラスタにはこれら複数のエリアに共通する住民属性が
対応づけられている。したがって、エリアクラスタにおける消費者像と販売実績とを対応
づけできるとともに、人手を介さない自動での分析を実現する。これにより、商品の販売
者にとって有用な販売活動支援情報の作成を短時間で実現する。
【００２０】
　なお、上述した販売活動支援情報は、商品の製造者による商品開発や広告の効果測定等
に対しても有用な情報となる。例えば、どのような消費者が商品を購入しているかを示す
商品シェア情報や購買要因情報により、商品の製造者は、商品開発時に想定したターゲッ
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ト顧客と商品の実際の消費者とが合致しているか否かをチェックできる。また、販売促進
施策の効果情報により、商品の製造者は、テレビ等での商品広告や企業広告が反応を期待
する消費者に影響を与えるものであったかを確認でき、莫大な広告費の費用対効果を検証
する際の指標とすることができる。本実施の形態では、主に商品の販売者に対する支援情
報を作成する観点から記載するが、第１の実施の形態で作成される情報は、商品を製造し
販売する一連のサプライチェーンに登場する様々な企業にとって有用な情報である。
【００２１】
　以下、実施の形態を説明する。なお、実施の形態では、上述した８つの販売活動支援情
報を作成するための販売情報分析システムについて説明する。
【００２２】
　図１は、本実施の形態における販売情報分析システムの構成を示す。販売情報分析シス
テム１０００において、販売情報分析装置１は、ＬＡＮ（Local Area Network）４００を
介して、ユーザ端末５００で総称される第１のユーザ端末５００ａ、第２のユーザ端末５
００ｂ、および第３のユーザ端末５００ｃに接続されている。ユーザ端末５００は、ウェ
ブブラウザを搭載した一般的なウェブ端末である。販売情報分析装置１は、ウェブサーバ
としての機能を有し、ユーザ端末５００にウェブページ、典型的にはＨＴＭＬ（HyperTex
t Markup Language）ファイルを送信する。このウェブページがユーザ端末５００のウェ
ブブラウザに表示されることにより、ユーザが販売情報分析装置１にアクセスするための
ユーザインタフェースが提供される。
【００２３】
　販売情報分析装置１は、ＬＡＮ４００を介して、販売情報保持装置３００にも接続され
ている。販売情報分析装置１は、販売情報保持装置３００から取得した販売情報を分析し
て、上述した販売活動支援情報を作成する。販売情報保持装置３００は、各種の販売情報
を保持する装置であり、典型的にはＤＢＭＳ（DataBase Management System）ソフトウェ
アを搭載するデータベースサーバである。販売情報保持装置３００は、販促実績情報保持
部３０２と、商品販売情報保持部３０４と、店舗顧客情報保持部３０６と、店舗販売情報
保持部３０８とを備える。
【００２４】
　販促実績情報保持部３０２は、商品に対する販売促進施策が実施された実績を示す販促
実績情報を保持する。図２は、販促実績情報のデータ構造を示す。販促欄３１０には、販
売促進施策の識別情報が記録される。この販売促進施策には、テレビＣＭや新聞広告から
店舗での店頭大安売りまで様々な態様での販売促進施策が含まれる。対象商品欄３１２に
は、販売促進施策が対象とする商品（以下、「販促対象商品」と呼ぶ。）が記録される。
販促対象商品には、複数の商品が記録されてもよく、例えば企業イメージＣＭの場合には
、その企業が販売する多くの商品が販促対象商品となる。実施日欄３１４には、販売促進
施策の実施日が記録される。なお、販促実績情報には、全国規模から地域規模まで様々な
規模の販売促進施策が記録されてよく、この場合、販売促進施策の対象となったエリアを
示す対象エリア欄がさらに設けられてもよい。図１に戻る。
【００２５】
　商品販売情報保持部３０４は、各商品について、各エリアにおける単位期間あたりの販
売量を示す商品販売情報を保持する。図３は、商品販売情報のデータ構造を示す。同図は
、各商品のエリアごとの販売量が日時にて記録されている。商品欄３２０には、商品の識
別情報が記録される。エリア欄３２２には、商品が販売されたエリアが記録される。単位
期間販売量欄３２４には、１日単位や１週単位等の特定の単位期間における販売量が記録
される。図１に戻る。
【００２６】
　店舗顧客情報保持部３０６は、各店舗において商品を購入する顧客がどのエリアにどれ
だけ居住しているかを示す店舗顧客情報を保持する。図４は、店舗顧客情報のデータ構造
を示す。店舗欄３３０には、店舗の識別情報が記録される。エリア欄３３２には、顧客が
居住するエリアが記録される。エリア顧客数欄３３４には、各エリアに居住する顧客の数
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（以下、「エリア顧客数」と呼ぶ。）が記録される。なお、エリア顧客数は、エリアの人
口そのものでもよいが、エリアの人口のうち、その店舗で実際に商品を購入する顧客数で
あってもよい。店舗の顧客数は、エリアの人口および店舗の属性情報から拡張ハフモデル
等の既知の分析手法を用いることで算出されてもよい。実施の形態では説明の簡明化のた
め、エリアの人口を用いることとする。図１に戻る。
【００２７】
　店舗販売情報保持部３０８は、各店舗にて販売される商品について、単位期間あたりの
販売量を示す店舗販売情報を保持する。図５は、店舗販売情報のデータ構造を示す。店舗
欄３４０には、店舗の識別情報が記録される。商品欄３４２には、各店舗において販売さ
れる商品が記録される。単位期間販売量欄３４４には、特定の単位期間における販売量が
記録される。図１に戻る。
【００２８】
　なお図１では、ＬＡＮ４００を介して各装置が接続された販売情報分析システムを示し
ているが、各装置が物理的に離れたロケーションに存在してもよく、また、各装置はＷＡ
Ｎ（Wide Area Network）やインターネットを介して接続されてもよい。また、販売情報
分析装置１による分析サービスは、１企業内での提供に限定されず、ＡＳＰ（Applicatio
n Service Provider）やＳａａＳ（Software as a Service）の形態にて、異なる企業に
存在するユーザ端末５００に対して提供されてもよい。
【００２９】
　図６は、図１の販売情報分析装置１の機能構成を示すブロック図である。本明細書のブ
ロック図において示される各ブロックは、ハードウェア的には、コンピュータのＣＰＵを
はじめとする素子や機械装置で実現でき、ソフトウェア的にはコンピュータプログラム等
によって実現されるが、ここでは、それらの連携によって実現される機能ブロックを描い
ている。したがって、これらの機能ブロックはハードウェア、ソフトウェアの組合せによ
っていろいろなかたちで実現できることは、当業者には理解されるところであり、これら
のいずれかに限定されるものではない。
【００３０】
　また、販売情報分析装置１においては、当該装置を効率よく利用するための機能および
環境を提供して当該装置の全体を統括的に制御するオペレーションシステム（以下、「Ｏ
Ｓ」と呼ぶ。）が実行されている。かかるＯＳによってブロック図の各機能ブロックが動
作させられることにより、複数のソフトウェアが実行される。
【００３１】
　販売情報分析装置１は、ユーザインタフェース処理部１０と、データ保持部２０と、デ
ータ処理部４０とを備える。ユーザインタフェース処理部１０は、ユーザ端末５００との
ユーザインタフェース処理を担当する。データ保持部２０は、各種データを保持するため
の記憶領域である。データ処理部４０は、ユーザインタフェース処理部１０やデータ保持
部２０や販売情報保持装置３００から取得されたデータをもとにして各種のデータ処理を
実行する。さらに、データ処理部４０は、ユーザインタフェース処理部１０とデータ保持
部２０との間のインタフェースの役割も果たす。
【００３２】
　ユーザインタフェース処理部１０：
　ユーザインタフェース処理部１０は、分析要求検出部１２と、分析結果出力部１４とを
有する。分析要求検出部１２は、ＬＡＮ４００を介して、ユーザ端末５００から送信され
るデータを受信する。例えば、商品を指定してその商品が属する商品カテゴリについての
商品シェアの分析を要求する分析要求データや、商品を指定してその商品が購買された要
因の分析を要求する分析要求データを受信する。分析結果出力部１４は、ＬＡＮ４００を
介して、ユーザ端末５００に対してデータを送信する。例えば、商品シェアを示す分析結
果データや、商品が購買された要因を示す分析結果データを送信する。
【００３３】
　データ保持部２０：
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　データ保持部２０は、エリアクラスタ情報保持部２２と、販促効果情報保持部２４と、
商品カテゴリ情報保持部２６と、商品指標値情報保持部２８とを有する。
【００３４】
　エリアクラスタ情報保持部２２は、エリアクラスタと各エリアと住民属性との対応関係
を示すエリアクラスタ情報を保持する。図７は、エリアクラスタ情報のデータ構造を示す
。エリアクラスタ欄２００には、エリアクラスタの識別情報が記録される。エリア欄２０
２には、エリアクラスタに含まれる複数のエリアが記録される。人口欄２０４には、各エ
リアの人口が記録される。
【００３５】
　住民属性欄２０６には、エリアクラスタの住民属性が記録される。エリアクラスタの住
民属性とは、言い換えれば、エリア欄２０２の複数のエリアに共通して当てはまる住民属
性である。この住民属性には、各エリアクラスタについての人口統計学的な属性データを
示すデモグラフィック属性と、各エリアクラスタの住人が有する価値観やライフスタイル
といった人間心理にかかわる属性データを示すサイコグラフィック属性が含まれる。
【００３６】
　デモグラフィック属性の例としては、「３０～４０代の比較的小さな子供がいる核家族
」、「収入が平均よりもやや高く、大学卒以上の人が多い」などがある。一方で、サイコ
グラフィック属性の例としては、「女性２０代について、ブランド・安全性・経済性を非
常に重視するが、環境指向はほとんどない」、「女性３０代について、ブランドをやや重
視し、環境指向である」などがある。つまり、エリアクラスタ情報は、各エリアクラスタ
の消費者の生活環境や考え方、言い換えれば、消費者像を示す情報である。
【００３７】
　住民指標値欄２０８には、エリアクラスタの住民属性を指標値化した住民指標値が記録
される。住民指標値とは、エリアクラスタの住民属性が複数種類の評価基準と適合する度
合いを所定の評価関数によりそれぞれ指標化した複数種類の適合値である。住民指標値の
具体例としては、平均年収、平均世帯人数、世帯あたりの平均子供数、３０歳代割合、４
０歳代割合等である。言い換えれば、住民指標値は、コンピュータによる計算のために、
住民属性を複数の数値に変換したものである。
【００３８】
　エリアクラスタ情報の作成方法の一例を説明する。エリアクラスタ情報の作成には、各
エリアについての属性情報であって、公開された各種の統計情報と、独自の推計情報と、
アンケートの結果情報を用いる。統計情報には、年代の比率、性別の比率、職業の比率、
学歴比率等が含まれる。推計情報には、平均所得、平均資産、平均地価等が含まれる。ア
ンケートの結果情報には、ライフスタイル、価値観、消費趣向等の回答結果が含まれる。
定性的な情報は、所定の評価関数により指標値化する。図示しないエリアクラスタ情報作
成部は、各エリアについて指標値化された各種属性情報を変量とするクラスタ分析により
、各エリアをグループ分けする。なお、クラスタ分析に使用された各種指標値を住民指標
値欄２０８の値としてもよく、住民指標値欄２０８の値に基づいて住民属性欄２０６に設
定すべきデータを人間の判断により設定してもよい。また、各エリアにおける各種商品の
販売実績についてもクラスタ分析の変量としてもよい。図６に戻る。
【００３９】
　販促効果情報保持部２４は、販売促進施策が販促対象商品の販売量に及ぼす影響を示す
販促効果情報を保持する。図８は、販促効果情報のデータ構造を示す。販促欄２１０には
、販売促進施策の識別情報が記録される。対象商品欄２１２には、販促対象商品が記録さ
れる。エリアクラスタ欄２１４には、エリアクラスタの識別情報が記録される。販売量増
加率欄２１６には、販促対象商品の販売量が販売促進施策により増加した割合（以下、「
販売量増加率」と呼ぶ。）、言い換えれば、販売促進による効果が記録される。
【００４０】
　商品カテゴリ情報保持部２６は、商品と商品カテゴリとの対応関係を示す商品カテゴリ
情報を記録する。図９は、商品カテゴリ情報のデータ構造を示す。商品カテゴリ欄２２０



(9) JP 2018-139036 A 2018.9.6

10

20

30

40

50

には、商品カテゴリが記録される。商品欄２２２には、各商品カテゴリに対応づけられる
商品が記録される。
【００４１】
　商品指標値情報保持部２８は、複数の店舗と、各店舗において商品がどれだけ顧客に支
持されているかを示す指標値（以下、「商品指標値」と呼ぶ。）とが対応づけられた商品
指標値情報を保持する。図１０は、商品指標値情報のデータ構造を示す。店舗欄２３０に
は、店舗の識別情報が記録される。商品欄２３２には、各店舗にて販売される商品が記録
される。商品指標値欄２３４には、各店舗における各商品の商品指標値が記録される。図
６に戻る。
【００４２】
　データ処理部４０：
　データ処理部４０は、エリア販売量取得部４２と、クラスタ販売量算出部４４と、販促
効果分析部５０と、販売量補正部６０と、商品シェア分析部７０と、購買要因分析部８０
と、店舗顧客層分析部９０と、販売条件影響分析部１００と、リピート率分析部１１０と
、商品訴求度分析部１２０と、商品訴求度補正部１３０と、店舗販売量予測部１４０とを
有する。
【００４３】
　エリア販売量取得部４２は、商品販売情報保持部３０４にアクセスして商品販売情報を
参照し、エリアと商品との組み合わせごとに、エリアにおける商品の所定期間における販
売量（以下、「エリア販売量」と呼ぶ。）を取得する。図１１は、エリア販売量取得部４
２により取得されたエリア販売量を示す。同図のエリア販売量は、図３に示す商品販売情
報の１０／３０から１１／３の販売量を集計したものである。図６に戻る。
【００４４】
　クラスタ販売量算出部４４は、エリアクラスタ情報保持部２２にアクセスしてエリアク
ラスタ情報を参照する。そして、エリアクラスタと商品との組み合わせごとに、エリア販
売量を集計して、エリアクラスタにおける商品の所定期間における販売量（以下、「クラ
スタ販売量」と呼ぶ。）を算出する。図１２は、クラスタ販売量算出部４４により算出さ
れたクラスタ販売量を示す。同図のクラスタ販売量は、図１１に示すエリア販売量を商品
ごとエリアクラスタごとに集計したものである。図６に戻る。
【００４５】
　販促効果分析部５０：
　販促効果分析部５０は、販売活動支援情報の１つである販売促進施策の効果情報を作成
する。本実施の形態における販売促進施策の効果情報とは、販売促進施策による販促対象
商品の販売量増加率をエリアクラスタごとに示す情報である。図１３は、販促効果分析部
５０の機能構成を示すブロック図である。販促効果分析部５０は、販促販売量取得部５２
と、販促販売量集計部５４と、販促効果算出部５６とを含む。
【００４６】
　販促販売量取得部５２は、まず、販促実績情報保持部３０２にアクセスして販促実績情
報を参照し、分析対象となる販売促進施策の販促対象商品と実施日とを特定する。例えば
、図２の販売促進施策「テレビ広告α」が分析対象であるとき、販促対象商品を「○○コ
ーヒー」、実施日を「１１月１日」として特定する。なお、販促販売量取得部５２は、分
析要求検出部１２を介して、分析対象となる販売促進施策の指定データをユーザ端末５０
０から受信してもよい。また、ユーザ端末５００による指定にかかわらず、販促実績情報
に記録された販売促進施策を、分析対象の販売促進施策として自動で取得してもよい。
【００４７】
　販促販売量取得部５２は、次に、商品販売情報保持部３０４にアクセスして商品販売情
報を参照し、各エリアにおける販促対象商品について、販売促進施策実施前の所定期間に
おける販売量（以下、「販促前販売量」と呼ぶ。）を取得する。また、販売促進施策実施
後の所定期間における販売量（以下、「販促後販売量」と呼ぶ。）を取得する。この期間
については、企業の経験や実験により、販売促進施策の効果を見極めるのに適切と考えら
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れる期間が設定されればよい。上の例では、販売促進施策「テレビ広告α」の実施前後２
日の販売量を取得することとする。
【００４８】
　図１４（ａ）は、販促販売量取得部５２により取得された販促前販売量と販促後販売量
を示す。同図は、図３の「○○コーヒー」について、１０／３０～１０／３１の販売量を
合算して販促前販売量として、また、１１／１～１１／２の販売量を合算して販促後販売
量として取得されたことを示している。なお、上述したように販売促進施策が一部のエリ
アでのみ実施された場合には、販促販売量取得部５２は、当該エリアの情報を販促実績情
報から取得して、商品販売情報から当該エリアについてのみ販促前販売量および販促後販
売量を取得してもよい。図１３に戻る。
【００４９】
　販促販売量集計部５４は、エリアクラスタ情報保持部２２にアクセスしてエリアクラス
タ情報を参照し、販促前販売量と販促後販売量とをエリアクラスタごとに集計する。図１
４（ｂ）は、販促販売量集計部５４により集計された販促前販売量および販促後販売量を
示す。すなわち、エリアａ、エリアｂ、およびエリアｃの販促前販売量と販促後販売量と
がそれぞれ集計されて、クラスタＡの販促前販売量と販促後販売量とが算出されている。
エリアｄおよびエリアｅとクラスタＢとについても同様である。図１３に戻る。
【００５０】
　販促効果算出部５６は、各エリアクラスタについての販促前販売量の集計値と販促後販
売量の集計値とを比較して、分析対象の販売促進施策による販促対象商品の販売量増加率
をエリアクラスタごとに算出する。ここでは、販促効果算出部５６は、集計値の比率を算
出することで販売量増加率を算出することとする。例えば、販促前販売量の集計値と販促
後販売量の集計値とが図１４（ｂ）の状態であるとき、販促効果算出部５６は、クラスタ
Ａについての販売量増加率を「１．１３」、クラスタＢについての販売量増加率を「１．
６４」として算出する。
【００５１】
　販促効果算出部５６は、販促効果情報保持部２４にアクセスして、分析対象の販売促進
施策について、各エリアクラスタにおける販促対象商品の販売量増加率を販促効果情報に
記録する。また、分析対象の販売促進施策の指定をユーザ端末５００から受け付けた場合
には、分析結果出力部１４を介して、その販売促進施策について算出した各エリアクラス
タにおける販売量増加率をユーザ端末５００に送信してもよい。
【００５２】
　販売促進施策による効果を分析する従来の方法では、販促対象商品の販売量が総数とし
て増加したことはわかるものの、どんな特徴を持つ消費者への販売量が増加したのかはわ
からなかった。したがって、販売促進施策が、そのターゲットとする顧客層に訴求するも
のであったか否かもわからなかった。販促効果分析部５０によれば、デモグラフィック属
性やサイコグラフィック属性等の様々な観点からの顧客像と対応づけられたエリアクラス
タごとに販売促進施策による効果を算出できる。
【００５３】
　図１４（ｃ）は、販売促進施策による販促対象商品の各エリアクラスタにおける販売量
増加率を示す。同図の内容が、販売促進施策の効果情報としてユーザ端末５００に表示さ
れてもよい。商品販売者は各エリアクラスタにおける販売量増加率を確認することで、販
売促進施策による効果を詳細に確認できる。例えば、図１４（ｃ）の結果から、クラスタ
Ｂの顧客に対し強く訴求するものであったこと、クラスタＣをターゲットにする場合には
、異なる販売促進施策が必要であることを確認できる。
【００５４】
　変形例として、販促効果分析部５０は、図示しない住民属性影響分析部を含んでもよい
。住民属性影響分析部は、各エリアクラスタの住民属性を説明変数、特定の販売促進施策
による各エリアクラスタにおける販売量増加率を目的変数とする回帰分析により、住民属
性が販売量増加率に及ぼす影響の大きさを回帰係数として算出する。各住民属性について



(11) JP 2018-139036 A 2018.9.6

10

20

30

40

50

算出された回帰係数を比較することにより、販売量増加率に比較的大きな影響を及ぼす住
民属性を特定できる。商品販売者は、その住民属性を有するエリアクラスタに限定して上
述した特定の販売促進施策を実施することで、少ない費用で効果的な販売促進施策を実施
できる。図６に戻る。
【００５５】
　販売量補正部６０：
　販売量補正部６０は、販促販売量集計部５４にて算出された販促後販売量から分析対象
外の販売促進施策による販売量増加分を除去する。図１５は、販売量補正部６０の機能構
成を示すブロック図である。販売量補正部６０は、販促効果取得部６２と、販促販売量補
正部６４と、販促販売量特定部６６と、クラスタ販売量補正部６８とを含む。
【００５６】
　販促効果取得部６２は、まず、販促実績情報保持部３０２にアクセスして販促実績情報
を参照する。そして、販促対象商品が分析対象の販売促進施策と同一である販売促進施策
であって、分析対象の販売促進施策が実施されてから所定期間内に実施された分析対象外
の販売促進施策を除去対象の販売促進施策として特定する。この所定期間は、分析対象の
販売促進施策についての販促後販売量を取得する期間でもよく、企業の経験や実験等に基
づいて適宜決定されてよい。図１６は、販促実績情報のデータ構造を示す。同図は、図２
の販促実績情報に加え、分析対象の販売促進施策「テレビ広告α」が実施された翌日に分
析対象外の販売促進施策「新聞広告θ」が実施されたことを示している。この場合、「新
聞広告θ」による「○○コーヒー」の販売量増加分を除去するために、販促効果取得部６
２は、「新聞広告θ」を除去対象の販売促進施策として特定する。図１５に戻る。
【００５７】
　販促効果取得部６２は、次に、販促効果情報保持部２４にアクセスして販促効果情報を
参照し、除去対象の販売促進施策による販促対象商品の販売量増加率を取得する。販促効
果情報が図８に示す状態であるとき、販促効果取得部６２は、「新聞広告θ」によるクラ
スタＡにおける「○○コーヒー」の販売量増加率「１．４」と、クラスタＢにおける「○
○コーヒー」の販売量増加率「１．１」とを取得する。図１５に戻る。
【００５８】
　販促販売量補正部６４は、除去対象の販売促進施策についての販売量増加率が大きいほ
ど、分析対象の販売促進施策についての販促後販売量が小さくなるように、販促後販売量
をエリアクラスタごとに補正する。具体的には、販促販売量補正部６４は、分析対象の販
売促進施策についての販促後販売量を取得する期間と、除去対象の販売促進施策について
の実施日からの所定期間とが重複する期間を特定する。この所定期間は、除去対象の販売
促進施策の影響を強く受ける期間であり、企業の経験や実験等に基づいて適宜決定されて
よい。販促販売量補正部６４は、その重複する期間の販促後販売量から除去対象の販売促
進施策による販売量増加率を除去する。
【００５９】
　図１７は、商品販売情報のデータ構造を示す。同図における「○○コーヒー」について
１１／２および１１／３の単位期間販売量には、図３と異なり、分析対象の販売促進施策
「テレビ広告α」だけでなく、分析対象外の販売促進施策「新聞広告θ」による販売量増
加分が上乗せされている。
【００６０】
　図１８（ａ）は、販促販売量取得部５２により取得された販促前販売量と販促後販売量
を示す。同図のデータは、分析対象の販売促進施策「テレビ広告α」の実施前後２日、す
なわち１０／３０から１１／２における「○○コーヒー」の販売量が、図１７の商品販売
情報から取得されたものである。上述したように分析対象外の販売促進施策「新聞広告θ
」による販売量増加分が上乗せされているため、販促後販売量が図１４（ａ）よりも大き
くなっている。したがって、この状態では「テレビ広告α」による販売量増加率が大きく
算出されることになる。
【００６１】
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　図１８（ｂ）は、販促販売量補正部６４により補正された販促後販売量を示す。同図の
販促後販売量は、１１／２の各エリアにおける○○コーヒーの販売量から「新聞広告θ」
による販売量増加量を除去したものである。具体的には、販促販売量補正部６４は、クラ
スタＡに属するエリアａ、ｂ、ｃにおける１１／２の販売量については、販売量増加率「
１．４」で除算しており、クラスタＢに属するエリアｄ、ｅにおける１１／２の販売量に
ついては、販売量増加率「１．１」で除算している。
【００６２】
　上述した販促販売量集計部５４は、販促販売量取得部５２により取得された販促前販売
量と、販促販売量補正部６４により補正された販促後販売量とをエリアクラスタごとに集
計する。販促効果算出部５６は、これらの集計値を比較して、分析対象の販売促進施策に
よる販促対象商品の販売量増加率を算出する。
【００６３】
　分析対象の販売促進施策と分析対象外の販売促進施策とが同時期に実施された場合、分
析対象の販売促進施策についての販促後販売量に分析対象外の販売促進施策による販売量
増加分が上乗せされてしまう。その結果、分析対象の販売促進施策の効果が実際よりも大
きく算出されることになる。販売量補正部６０は、分析対象の販売促進施策についての販
促後販売量から分析対象外の販売促進施策による上乗せ分を除去する。これにより、販促
効果算出部５６は、分析対象の販売促進施策による販促対象商品の販売量増加率を正しく
算出できる。
【００６４】
　なお、販促販売量補正部６４は、除去対象の販売促進施策が実施されたエリアが限定さ
れているときには、その実施されたエリアに限定して、分析対象の販売促進施策について
の販促後販売量を補正してもよい。例えば、分析対象の販売促進施策が全国規模のテレビ
広告で、除去対象の販売促進施策が地域限定の店頭大安売りであるときには、店頭大安売
りが実施されたエリアに限定して、テレビ広告についての販促後販売量を補正する。これ
により、販売促進施策の実施範囲も考慮して、分析対象の販売促進施策による販促対象商
品の販売量増加率を正しく算出できる。
【００６５】
　また、図１８（ａ）および（ｂ）に示す例では、販促販売量補正部６４は、各エリアに
ついての販促後販売量を補正したが、各エリアクラスタについての販促後販売量の集計値
を補正してもよい。販促販売量補正部６４は、販促後販売量の集計値のうち除去対象の販
売促進施策による影響を強く受けた期間の値について、除去対象の販売促進施策による販
売量増加率に応じて補正する。具体的には、除去対象の販売促進施策による販売量増加率
が大きいほど、販促後販売量の集計値のうち除去対象の販売促進施策による影響を強く受
けた期間についての値を小さくすることで、販促後販売量の集計値を小さくする。販促効
果算出部５６は、販促販売量集計部５４により集計された販促前販売量の集計値と、販促
後販売量の集計値であって、販促販売量補正部６４により補正された集計値とを比較して
、分析対象の販売促進施策による販促対象商品の販売量増加率を算出する。図１５に戻る
。
【００６６】
　販売量補正部６０は、また、販促対象商品のクラスタ販売量がクラスタ販売量算出部４
４にて算出されたとき、そのクラスタ販売量から販売促進施策による販売量増加分を除去
する。図１９は、販売量補正部６０による補正後のクラスタ販売量を示す。同図のクラス
タ販売量は、図１２のクラスタ販売量であり、これは販売促進施策「テレビ広告α」によ
る販売量増加分を含む値である。以下の具体例では、図１９を参照して説明する。
【００６７】
　販売促進施策による販売量増加分を除去するために、販促販売量取得部５２は、まず、
販促対象商品の販促前購買量を取得する。ここでは、販促対象商品が図３の「○○コーヒ
ー」で、販売促進施策の実施日が１１／１であるため、販促販売量取得部５２は、１０／
３１の各エリアにおける「○○コーヒー」の販売量を取得することとする。次に、販促販
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売量集計部５４は、販促対象商品の販促前購買量をエリアクラスタごとに集計する。図３
の「○○コーヒー」の場合、エリアａ、ｂ、ｃを含むクラスタＡについて１０／３１の集
計値は２６５となり、エリアｄ、ｅを含むクラスタＢについて１０／３１の集計値は１５
０となる。これを図１９の販促前販売量に示している。
【００６８】
　販促販売量特定部６６は、クラスタ販売量算出部４４により算出されたクラスタ販売量
の集計期間について、そのクラスタ販売量に対応づけられる商品を対象とした販売促進施
策の実施日時が含まれるかを判定する。含まれると判定したときには、販売促進施策の実
施日からその販売促進施策の影響が高いと想定される所定期間分のクラスタ販売量を特定
する。この期間については、企業の経験や実験により適切な期間が設定されればよい。
【００６９】
　例えば、「○○コーヒー」について１１／１に実施された販売促進施策「テレビ広告α
」は、１１／１および１１／２における「○○コーヒー」の販売量に大きく影響すること
とする。このとき、販促販売量特定部６６は、「テレビ広告α」の影響を大きく受けたク
ラスタ販売量として、クラスタ販売量のうちから１１／１および１１／２のクラスタ販売
量を特定する。これを図１９の販促影響分に示している。同図の販促影響分は、図３の１
１／１および１１／２における「○○コーヒー」の販売量をエリアクラスタごとに集計し
たものである。図１５に戻る。
【００７０】
　クラスタ販売量補正部６８は、販売促進施策の影響を受けていない販促前販売量に基づ
いて、クラスタ販売量を補正する。１つの方法としては、販売促進施策の影響を受けたク
ラスタ販売量を販促前販売量に置き換える。例えば、図１９の販促影響分の値、すなわち
１１／１および１１／２の販売量の集計値を、販促前販売量欄の値、ここでは２日分とす
るために販促前販売量を２倍した値、と置き換える。そして、販売促進施策の影響を受け
ていないクラスタ販売量、すなわち１０／３０、１０／３１、１１／３の販売量と集計す
る。このように補正されたクラスタ販売量を図１９の補正後クラスタ販売量に示している
。
【００７１】
　クラスタ販売量を補正する別の方法では、除去対象の販売促進施策による販促対象商品
の販売量増加率を上述した販促効果分析部５０に算出させる。クラスタ販売量補正部６８
は、その販売量増加率の値に応じて販売促進施策の影響を受けたクラスタ販売量を補正す
る。例えば、販売促進施策の影響を受けたクラスタ販売量を販売量増加率で除算して、販
売促進施策の影響を受けていないクラスタ販売量と集計してもよい。
【００７２】
　クラスタ販売量を補正するさらに別の方法では、クラスタ販売量補正部６８が、販促効
果情報保持部２４にアクセスして、除去対象の販売促進施策による販促対象商品の販売量
増加率を取得する。クラスタ販売量補正部６８は、その販売量増加率の値に応じて販売促
進施策の影響を受けたクラスタ販売量を補正する。例えば、販売促進施策の影響を受けた
クラスタ販売量を販売量増加率で除算して、販売促進施策の影響を受けていないクラスタ
販売量と集計してもよい。
【００７３】
　販売量補正部６０によれば、販売促進施策の影響を受ける商品のクラスタ販売量から販
売促進施策による販売量増加分を除去できる。販売促進施策による販売量の増加は一時的
な状態であることも多く、その増加分を含む販売量は商品そのものの実力を反映したもの
ではないことも多い。販売量補正部６０により販売促進施策による影響を除去できること
で、商品そのものの実力を反映したクラスタ販売量を算出できる。
【００７４】
　なお、販売促進施策による影響を除去すべき期間を適切に設定することにより、販売促
進施策による急速かつ一時的な販売量増加分については除去できる一方で、商品そのもの
の実力向上による販売量増加分はクラスタ販売量に残存させられる。すなわち、販売促進
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施策により商品の知名度が高まることによる販売量増加分については、商品そのものの実
力向上による販売量増加と考えられるため除去の対象とすべきではない。このような効果
は販売促進施策による影響を除去すべき期間のあとも継続するため、商品そのものの実力
向上による販売量増加についてはクラスタ販売量に反映できる。
【００７５】
　クラスタ販売量補正部６８により補正されたクラスタ販売量は、後述する商品シェア分
析部７０、購買要因分析部８０、販売条件影響分析部１００、リピート率分析部１１０、
商品訴求度分析部１２０において使用できる。これにより、各機能ブロックにおいて作成
される販売活動支援情報から販売促進施策による販売量増加の影響を除去でき、商品その
ものの実力に基づいて販売活動支援情報を作成できる。後述する商品シェア分析部７０に
おいて、その具体例を詳述する。図６に戻る。
【００７６】
　商品シェア分析部７０：
　商品シェア分析部７０は、販売活動支援情報の１つである商品シェア情報を作成する。
本実施の形態における商品シェア情報は、商品カテゴリにおいて、ある商品の販売量が占
める割合をエリアクラスタごとに示す情報である。図２０は、商品シェア分析部７０の機
能構成を示すブロック図である。商品シェア分析部７０は、カテゴリ販売量算出部７２と
、占有率算出部７４とを含む。
【００７７】
　カテゴリ販売量算出部７２は、商品カテゴリ情報保持部２６にアクセスして商品カテゴ
リ情報を参照する。そして、クラスタ販売量算出部４４により算出されたクラスタ販売量
をエリアクラスタと商品カテゴリとの組み合わせごとに集計して、各エリアクラスタにお
ける特定の商品カテゴリについて所定期間における販売量（以下、「カテゴリ販売量」と
呼ぶ。）を算出する。図２１（ａ）は、カテゴリ販売量算出部７２により算出されたカテ
ゴリ販売量を示す。同図のカテゴリ販売量は、商品カテゴリ「コーヒー」に属する「○○
コーヒー」、「△△珈琲」「□□ブレンド」について、図１２のクラスタ販売量をエリア
クラスタごとに集計したものである。
【００７８】
　また、カテゴリ販売量算出部７２は、上述したクラスタ販売量補正部６８により補正さ
れたクラスタ販売量を集計して、カテゴリ販売量を算出してもよい。図２１（ｂ）は、カ
テゴリ販売量算出部７２により算出されたカテゴリ販売量を示す。同図のカテゴリ販売量
は、「△△珈琲」および「□□ブレンド」については図１２に示すクラスタ販売量を、「
○○コーヒー」については図１９の補正後クラスタ販売量をエリアクラスタごとに集計し
たものである。図２０に戻る。
【００７９】
　占有率算出部７４は、各エリアクラスタについてのカテゴリ販売量と、各エリアクラス
タにおける各商品のクラスタ販売量との比率を占有率として算出する。例えば、図２１（
ａ）のクラスタＡのカテゴリ販売量は「２７９５」であり、図１２の「○○コーヒー」の
クラスタ販売量は「１４７５」であるため、占有率は５３％として算出する。図２２（ａ
）は、商品カテゴリ「コーヒー」についての各商品の占有率を示す。同図の内容がユーザ
端末５００に表示されてもよい。
【００８０】
　また、占有率算出部７４は、クラスタ販売量補正部６８により補正されたクラスタ販売
量と、補正されたクラスタ販売量を集計したカテゴリ販売量との比率を占有率として算出
してもよい。図２２（ｂ）は、商品カテゴリ「コーヒー」についての各商品の占有率を示
す。同図では、販売促進施策「テレビ広告α」による販売量増加分を除去した「○○コー
ヒー」のクラスタ販売量と、それを集計したカテゴリ販売量との比率を示している。同図
では、販売促進施策による「○○コーヒー」の販売量増加分が除去されているため、図２
２（ａ）と比較すると、「△△珈琲」、「□□ブレンド」の占有率が大きくなっている。
【００８１】
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　なお、カテゴリ販売量算出部７２は、分析要求検出部１２を介して、ユーザ端末５００
から分析対象となる商品の指定データを受信してもよい。このとき占有率算出部７４は、
分析対象商品が属する商品カテゴリにおける分析対象商品の占有率を算出し、分析結果出
力部１４を介して、ユーザ端末５００に商品シェア情報として送信する。同様に、カテゴ
リ販売量算出部７２は、ユーザ端末５００から分析対象となる商品カテゴリの指定データ
を受信してもよい。このとき占有率算出部７４は、分析対象の商品カテゴリにおける各商
品の占有率を算出してユーザ端末５００に送信する。
【００８２】
　商品シェア分析部７０によれば、商品販売者は商品カテゴリにおける各商品のシェアを
エリアクラスタごとに確認できる。すなわち、詳細な競合商品分析を実現する。既述した
ようにエリアクラスタは消費者像と対応づけられているため、商品販売者は、商品カテゴ
リにおいて、どの商品がどの消費者に支持されているかを比較検討できる。これにより例
えば、商品の仕入れや棚割等について適切な意思決定ができる。また、販売促進施策によ
る販売量増加分が除外されたクラスタ販売量に基づいて占有率を算出することで、商品販
売者は、商品そのものの実力による各商品のシェアについても確認できる。図６に戻る。
【００８３】
　購買要因分析部８０：
　購買要因分析部８０は、販売活動支援情報の１つである購買要因情報を作成する。本実
施の形態における購買要因情報は、顧客による商品の購買に影響を及ぼす住民属性を示す
情報である。図２３は、購買要因分析部８０の機能構成を示すブロック図である。購買要
因分析部８０は、住民属性取得部８２と、住民属性評価部８４とを含む。
【００８４】
　住民属性取得部８２は、分析要求検出部１２を介して、ユーザ端末５００から分析対象
の商品の指定データを受信する。住民属性取得部８２は、まず、各エリアクラスタにおけ
る分析対象商品の販売量であって、クラスタ販売量算出部４４により算出されたクラスタ
販売量を取得する。住民属性取得部８２は、次に、それぞれのクラスタ販売量に対応づけ
られたエリアクラスタを特定する。住民属性取得部８２は、最後に、エリアクラスタ情報
保持部２２にアクセスしてエリアクラスタ情報を参照し、特定したエリアクラスタの住民
属性を取得して、それぞれのクラスタ販売量に対応づける。
【００８５】
　例えば、分析対象商品「○○コーヒー」についてのクラスタ販売量が図１２で示す状態
であるとする。このとき、住民属性取得部８２は、分析対象商品「○○コーヒー」につい
て、クラスタＡにおけるクラスタ販売量「１４７５」と、クラスタＢにおけるクラスタ販
売量「９６０」とを取得する。住民属性取得部８２は、図７のエリアクラスタ情報を参照
して、クラスタＡの住民属性「３０歳代比率が高い」等をクラスタ販売量「１４７５」と
、クラスタＢの住民属性「５０歳代比率が高い」等をクラスタ販売量「９６０」と対応づ
ける。図２３に戻る。
【００８６】
　住民属性評価部８４は、各エリアクラスタのクラスタ販売量を比較して、クラスタ販売
量が比較的大きなエリアクラスタを特定する。そして、そのエリアクラスタの住民属性を
分析対象商品の販売量との相関性が高い住民属性として決定する。例えば、「○○コーヒ
ー」のクラスタ販売量はクラスタＢよりもクラスタＡの方が大きい。したがって、住民属
性評価部８４は、クラスタＡの住民属性「３０歳代比率が高い」等を「○○コーヒー」の
販売量と相関性が高い住民属性として決定する。住民属性評価部８４は、分析結果出力部
１４を介して、分析対象商品の販売量と相関性が高いと決定した住民属性を示す購買要因
情報をユーザ端末５００に送信する。
【００８７】
　購買要因分析部８０によれば、顧客による商品の購買に影響を及ぼす住民属性を特定で
きる。すなわち、商品販売者は、購買要因分析部８０により作成される購買要因情報を確
認することで、各店舗の顧客の属性に応じて商品の品揃えや棚割を意思決定することによ
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り、商品の販売量を増加させることができる。
【００８８】
　次に、分析対象商品と相関性が高い住民属性を決定する変形例を説明する。住民属性取
得部８２は、エリアクラスタ情報を参照して、住民属性とともに住民指標値を取得する。
住民属性評価部８４は、各エリアクラスタにおけるクラスタ販売量を目的変数とし、各エ
リアクラスタにおける住民指標値を説明変数とする回帰分析により、各住民指標値がクラ
スタ販売量に及ぼす影響を回帰係数として算出する。住民属性評価部８４は、ｔ検定やＦ
検定等の既知の検定手法と、変数減少法や変数増加法等の既知の選択手法を用いて説明変
数の選択をしてもよい。住民属性評価部８４は、回帰係数の絶対値が比較的大きな住民指
標値に対応づけられた住民属性を、分析対象商品の販売量と相関性が高い住民属性として
決定して、ユーザ端末５００に送信する。
【００８９】
　図２４は、住民指標値とクラスタ販売量との関係を例示する。同図の内容が購買要因情
報としてユーザ端末５００に表示されてもよい。同図の数値は、上述の回帰分析により算
出された回帰係数を示しており、数値が空白の住民指標値は、クラスタ販売量に有意な影
響を及ぼさないことを示している。商品販売者は、例えば、「△△珈琲」は所得が低い顧
客が購入すること、「○○コーヒー」は子供人数が多い世帯にはあまり購入されない、そ
の一方で「△△珈琲」は子供人数が多い世帯によく購入されていること等をこの結果から
確認できる。
【００９０】
　この変形例によれば、各商品の販売量と住民属性との相関を詳細に特定できる。すなわ
ち、商品販売者は、各商品が顧客により購買される理由を把握できる。例えば、住民の平
均所得が各商品の販売量に与える影響を把握できる。これにより、商品販売者は、主要顧
客の平均所得に合致する商品を多く仕入れる等、各店舗における顧客の属性に応じて適切
な商品の仕入れや棚割をすることにより、商品の販売量を増加させることができる。図６
に戻る。
【００９１】
　店舗顧客層分析部９０：
　店舗顧客層分析部９０は、販売活動支援情報の１つである店舗顧客層情報を作成する。
本実施の形態における店舗顧客層情報は、店舗とエリアクラスタとの組み合わせごとに、
店舗の総顧客数に対する各エリアクラスタに居住する顧客数の比率を示す情報である。図
２５は、店舗顧客層分析部９０の機能構成を示すブロック図である。店舗顧客層分析部９
０は、クラスタ顧客数算出部９２と、クラスタ顧客比率算出部９４とを含む。
【００９２】
　クラスタ顧客数算出部９２は、分析要求検出部１２を介して、ユーザ端末５００から分
析対象の店舗の指定データを受信する。クラスタ顧客数算出部９２は、店舗顧客情報保持
部３０６にアクセスして店舗顧客情報を参照し、店舗とエリアクラスタとの組み合わせご
とにエリア顧客数を集計して、各エリアクラスタに居住する顧客数（以下、「クラスタ顧
客数」と呼ぶ。）を算出する。例えば図４の「木場店」の場合、クラスタＡのクラスタ顧
客数はエリアａの顧客数の「６００」となり、クラスタＣのクラスタ顧客数はエリアｆと
エリアｉの顧客数の集計値である「１１５０」となる。なお、実際には、店舗の規模が大
きいほど、店舗の顧客が居住するエリアも多数となるため、多数のエリアのエリア顧客数
がエリアクラスタごとに集計されて、それぞれのクラスタ顧客数が算出される。
【００９３】
　クラスタ顧客比率算出部９４は、店舗とエリアクラスタとの組み合わせごとに、店舗の
総顧客数に対するクラスタ顧客数の比率（以下、「クラスタ顧客比率」と呼ぶ。）を算出
する。例えば図４の木場店の場合、総顧客数はエリア顧客数欄３３４の値を集計した「２
５５０」である。この総顧客数とクラスタＡのクラスタ顧客数「６００」との比率は「２
３％」となり、総顧客数とクラスタＣのクラスタ顧客数「１１５０」との比率は「４５％
」となる。
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【００９４】
　図２６（ａ）は、図４の「木場店」のクラスタ顧客比率を示す。図２６（ｂ）は、図４
の「葛西店」のクラスタ顧客比率を示す。図２６（ｃ）は、図４の「船橋店」のクラスタ
顧客比率を示す。クラスタ顧客比率算出部９４は、分析結果出力部１４を介して、分析対
象店舗について、各エリアクラスタのクラスタ顧客比率を示す店舗顧客層情報をユーザ端
末５００に送信する。
【００９５】
　店舗顧客層分析部９０によれば、分析対象店舗の各エリアクラスタに居住する顧客の比
率を算出できる。例えば、商品販売者は、図２６（ａ）から、「木場店」の顧客にはクラ
スタＣの住民が多いことを確認でき、クラスタＣの住民属性を重視した店舗戦略を「木場
店」にて実行することができる。図６に戻る。
【００９６】
　販売条件影響分析部１００：
　販売条件影響分析部１００は、販売活動支援情報の１つである販売条件影響情報を作成
する。本実施の形態における販売条件影響情報は、ある商品の販売条件の設定前後におけ
る販売量増加率をエリアクラスタごとに示す情報である。図２７は、販売条件影響分析部
１００の機能構成を示すブロック図である。販売条件影響分析部１００は、比較販売量取
得部１０２と、感応率評価部１０４とを含む。
【００９７】
　比較販売量取得部１０２は、分析要求検出部１２を介して、ユーザ端末５００から分析
対象となる商品の指定データを受信する。分析対象商品について、販売条件変更前の期間
および販売条件変更後の期間の指定データをユーザ端末５００から受信してもよく、各商
品の販売条件変更の日時について、図示しない記憶部に保持されていてもよい。比較販売
量取得部１０２は、クラスタ販売量算出部４４により算出された分析対象商品のクラスタ
販売量を参照して、販売条件変更前の所定期間のクラスタ販売量（以下、「変更前販売量
」と呼ぶ。）と、販売条件変更後の所定期間のクラスタ販売量（以下、「変更後販売量」
と呼ぶ。）とを取得する。
【００９８】
　図２８（ａ）は、比較販売量取得部１０２により取得された変更前販売量および変更後
販売量を示す。同図の変更前販売量および変更後販売量は、クラスタ販売量算出部４４に
より算出されたクラスタ販売量のうち、分析対象商品「□□ブレンド」の販売条件変更前
のクラスタ販売量および販売条件変更後のクラスタ販売量を示している。以下の例では、
同図に基づいて説明する。
【００９９】
　感応率評価部１０４は、変更前販売量に対する変更後販売量の比率（以下、「販売条件
感応率」と呼ぶ。）をエリアクラスタごとに算出する。例えば図２８（ａ）の場合には、
クラスタＡからクラスタＤの販売条件感応率は、それぞれ、「１．４１」、「１．１３」
、「１．４」、「１．２５」となる。図２８（ｂ）は、感応率評価部１０４により算出さ
れた販売条件感応率を示す。感応率評価部１０４は、分析結果出力部１４を介して、各エ
リアクラスタにおける分析対象商品の販売条件感応率を示す販売条件影響情報をユーザ端
末５００に送信する。
【０１００】
　感応率評価部１０４は、また、クラスタ顧客比率算出部９４により算出されたクラスタ
顧客比率を参照して、販売条件感応率が所定の閾値以上であるエリアクラスタについての
クラスタ顧客比率が所定の閾値以上である店舗を特定する。そして、エリアクラスタと販
売条件感応率と店舗とを対応づけて、ユーザ端末５００に送信する。
【０１０１】
　例えば、販売条件感応率の閾値が「１．４」、クラスタ顧客比率の閾値が「４０％」で
あるとする。このとき、感応率評価部１０４は、図２８（ｂ）からクラスタＡおよびＣを
特定する。そして、図２６（ａ）から（ｃ）にて示すクラスタ顧客比率を参照して、クラ
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スタＡのクラスタ顧客比率が高い店舗として「葛西店」を特定し、クラスタＣのクラスタ
顧客比率が高い店舗として「木場店」を特定する。商品販売者は、この結果から、販売条
件の変更が特に有効である店舗を確認できる。
【０１０２】
　販売条件影響分析部１００によれば、各エリアクラスタに居住する顧客について、商品
の販売条件に対する感応率を算出できる。商品販売者は、この感応率を確認することで、
商品の販売条件を適切に設定しやすくなる。販売条件設定の典型例は商品の価格設定であ
り、商品販売者は商品の価格戦略についての意思決定が容易になる。また、感応率が高い
エリアクラスタとそのエリアクラスタの住人を主要な顧客とする店舗とが対応づけられる
ことにより、商品販売者は、商品の販売条件設定について店舗ごとの戦略立案が容易にな
る。例えば、ある商品の価格に対する感応率が高いエリアクラスタの住民を主要顧客とす
る店舗についてのみ、その商品の価格を値下げする等の判断ができる。
【０１０３】
　リピート率分析部１１０：
　リピート率分析部１１０は、販売活動支援情報の１つであるリピート率情報を作成する
。本実施の形態のリピート率情報は、各エリアクラスタにおいて同一の顧客に同一の商品
を繰り返して販売した割合を示す情報である。図２９は、リピート率分析部１１０の機能
構成を示すブロック図である。リピート率分析部１１０は、エリアリピート数取得部１１
２と、クラスタリピート数算出部１１４と、リピート率算出部１１６と、リピート率評価
部１１８とを含む。
【０１０４】
　なお、図３で示す商品販売情報には、商品ごとエリアごとに図示しないエリアリピート
数がさらに記録されており、所定期間において同一の顧客に商品を繰り返して販売した回
数（以下、「エリアリピート数」と呼ぶ。）が記録されている。例えば、図３の１０／３
０から１１／３の期間における「△△珈琲」について、エリアａにおけるエリアリピート
数、エリアｂにおけるエリアリピート数、・・・が記録されている。なお、エリアリピー
ト数は、同一の顧客であっても異なるタイミングに購入された場合には２回、３回、・・
・とカウントされてもよく、同一の顧客であれば何回繰り返し購入されても１回のみカウ
ントされてもよい。
【０１０５】
　エリアリピート数取得部１１２は、商品販売情報保持部３０４にアクセスして商品販売
情報を参照し、エリアと商品との組み合わせごとに所定期間におけるエリアリピート数を
取得する。
【０１０６】
　クラスタリピート数算出部１１４は、エリアクラスタ情報保持部２２にアクセスしてエ
リアクラスタ情報を参照し、エリアクラスタと商品との組み合わせごとにエリアリピート
数を集計する。以下、この集計値を「クラスタリピート数」と呼ぶことにする。例えば、
エリアａ、ｂ、ｃについてのエリアリピート数を集計して、クラスタＡについてのクラス
タリピート数を算出する。図３０（ａ）は、クラスタリピート数算出部１１４により算出
されたクラスタリピート数を示す。同図は、「△△珈琲」についてのクラスタリピート数
を示しており、同図のクラスタ販売量は、クラスタ販売量算出部４４により算出されたク
ラスタ販売量を示している。
【０１０７】
　リピート率算出部１１６は、分析要求検出部１２を介して、ユーザ端末５００から分析
対象の商品の指定データを受信する。リピート率算出部１１６は、分析対象商品について
のクラスタ販売量とクラスタリピート数との比率（以下、「リピート率」と呼ぶ。）を算
出する。例えば、分析対象商品「△△珈琲」のクラスタリピート数が図３０（ａ）の状態
であるとき、クラスタＡにおける「△△珈琲」のリピート率は「８％」であると算出する
。図３０（ｂ）は、リピート率算出部１１６により算出された各エリアクラスタにおける
リピート率を示す。
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【０１０８】
　リピート率評価部１１８は、リピート率算出部１１６により算出された各エリアクラス
タにおけるリピート率について、リピート率が比較的大きいエリアクラスタを特定する。
リピート率評価部１１８は、例えば、最もリピート率が高いエリアクラスタを特定しても
よく、所定の閾値以上のリピート率が算出されたエリアクラスタを特定してもよい。後者
の閾値が「２０％」の場合、リピート率評価部１１８は、図３０（ｂ）に示すリピート率
からエリアクラスタＢおよびＣを特定する。リピート率評価部１１８は、分析結果出力部
１４を介して、特定したエリアクラスタをユーザ端末５００に送信する。
【０１０９】
　リピート率分析部１１０によれば、エリアクラスタごとにリピート率を算出できる。商
品販売者は、どのような属性を有する消費者が商品を繰り返し購入しているかを把握でき
る。また、主要な顧客の属性に応じて商品の販売戦略について意思決定できる。例えば、
リピート率が高いエリアクラスタに居住する住民に対し、ダイレクトメールなどを送付す
ることで、商品の販売量を効果的に増加させることができる。
【０１１０】
　第１の変形例では、リピート率評価部１１８は、複数のエリアクラスタそれぞれについ
て、エリアクラスタの人口に対するクラスタ販売量の比率を示す一人あたり販売量（以下
、「単位人口販売量」と呼ぶ。）を算出して、リピート率と単位人口販売量とを対応づけ
る。
【０１１１】
　具体的には、リピート率評価部１１８は、エリアクラスタ情報保持部２２にアクセスし
てエリアクラスタ情報を参照し、リピート率が算出されたエリアクラスタの人口を取得す
る。例えばエリアクラスタ情報が図７で示す状態であるとき、クラスタＡの人口について
、エリアａ、ｂ、ｃの人口を集計して「２１５０」を取得する。クラスタＢ、クラスタＣ
、クラスタＤについても同様に、「１１５０」、「２０００」、「９００」を取得する。
【０１１２】
　リピート率評価部１１８は、エリアクラスタごとに単位人口販売量を算出する。例えば
、クラスタＡについては、人口が「２１５０」であり、クラスタ販売量が「５０５」であ
るため、単位人口販売量「０．２３」を算出する。クラスタＢ、クラスタＣ、クラスタＤ
についても同様に、「０．２７」、「０．０９」、「０．０９」を算出する。リピート率
評価部１１８は、リピート率と単位顧客販売量とを対応づけて、分析結果出力部１４を介
して、ユーザ端末５００に送信する。
【０１１３】
　図３１は、リピート率と単位顧客販売量との対応付けを例示する。同図は、「△△珈琲
」に対する顧客の購買傾向について、クラスタＡの顧客は単位顧客販売量は大きいものの
リピート率は小さい、クラスタＣの顧客は単位顧客販売量は小さいもののリピート率は大
きいことを示している。
【０１１４】
　第１の変形例によれば、商品販売者は、販売量とリピート率の観点から、詳細な販売戦
略を意思決定できる。例えば、図３１の結果から、クラスタＡの顧客を主要顧客とする店
舗については、「△△珈琲」を発売当初に多く仕入れておき、時間の経過に伴って仕入れ
数を大幅に減らすべきであると意思決定できる。また、クラスタＣの顧客を主要顧客とす
る店舗については、「△△珈琲」の仕入れ量自体は少量でよいが、リピート顧客が多いた
め「△△珈琲」が品切れにならないように継続して仕入れるべきであると意思決定できる
。
【０１１５】
　第２の変形例では、リピート率評価部１１８は、クラスタ顧客比率算出部９４により算
出されたクラスタ顧客比率を参照して、リピート率が所定の閾値以上であるエリアクラス
タについてのクラスタ顧客比率が所定の閾値以上である店舗を特定する。そして、リピー
ト率が所定の閾値以上のエリアクラスタと、そのエリアクラスタの住人を主要顧客とする
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店舗とを対応づけて、ユーザ端末５００に送信する。
【０１１６】
　第２の変形例によれば、商品販売者は、ある商品のリピート率に応じて店舗ごとの販売
戦略を意思決定できる。例えば、ある商品のリピート率が高いエリアクラスタの住人を主
要顧客とする店舗については、その商品を現在販売していなければすぐに販売を開始させ
、その後もその商品が品切れにならないように継続してチェックする等の意思決定ができ
る。図６に戻る。
【０１１７】
　商品訴求度分析部１２０：
　商品訴求度分析部１２０は、販売活動情報の１つである商品訴求度情報を作成する。本
実施の形態における商品訴求度情報は、ある店舗にて販売される商品と、その店舗の全顧
客がその商品をどれだけ支持するかを示す指標値（以下、「商品指標値」と呼ぶ。）とが
対応づけられた情報である。図３２は、商品訴求度分析部１２０の機能構成を示すブロッ
ク図である。商品訴求度分析部１２０は、分析情報取得部１２２と、分析対象特定部１２
４と、クラスタ指標値算出部１２６と、商品指標値算出部１２８とを含む。
【０１１８】
　分析情報取得部１２２は、分析要求検出部１２を介して、分析対象となる商品および店
舗の指定データをユーザ端末５００から受信する。分析情報取得部１２２は、クラスタ販
売量算出部４４により算出された分析対象商品のクラスタ販売量と、クラスタ顧客比率算
出部９４により算出された分析対象店舗のクラスタ顧客比率とを取得する。
【０１１９】
　図３３は、分析情報取得部１２２により取得された分析対象商品のクラスタ販売量を示
す。同図では、分析対象商品「○○コーヒー」、「△△珈琲」、「□□ブレンド」につい
て、直近の１２月のクラスタ販売量が取得された状態を示している。また、分析情報取得
部１２２により取得された分析対象店舗、この例では「木場店」、「葛西店」、「船橋店
」のクラスタ顧客比率については図２６（ａ）、図２６（ｂ）、図２６（ｃ）にて示す内
容を以下の説明で用いることとする。
【０１２０】
　分析対象特定部１２４は、分析対象となるエリアクラスタ（以下、「分析対象クラスタ
」と呼ぶ。）の顧客による商品の購買実績を示す指標値として、分析対象クラスタにおけ
る分析対象商品のクラスタ販売量を特定する。例えば図３３において、分析対象クラスタ
「クラスタＡ」における分析対象商品「○○コーヒー」のクラスタ販売量「１００」を特
定する。
【０１２１】
　分析対象特定部１２４は、また、分析対象店舗の分析対象クラスタについてのクラスタ
顧客比率を特定する。例えば、図２６（ａ）において、分析対象店舗「木場店」における
クラスタＡについてのクラスタ顧客比率「２３％」を特定する。続いて、分析対象特定部
１２４は、分析対象商品、分析対象クラスタ、および分析対象店舗の組み合わせごとに、
クラスタ販売量とクラスタ顧客比率とを対応づける。上述の例では、分析対象特定部１２
４は、特定したクラスタ販売量「１００」とクラスタ顧客比率「２３％」を対応づける。
図３２に戻る。
【０１２２】
　クラスタ指標値算出部１２６は、クラスタ販売量およびクラスタ顧客比率に正相関する
所定の評価関数により、分析対象店舗における特定のエリアクラスタに居住する顧客が分
析対象商品をどれだけ支持するかを示す指標値（以下、「クラスタ指標値」と呼ぶ。）を
算出する。具体的には、分析対象特定部１２４により特定されたクラスタ販売量とクラス
タ顧客比率とを上述の評価関数に入力して得られる計算結果をクラスタ指標値とする。上
述の評価関数は、既知の計算手法でよいが、以下の例では、クラスタ販売量とクラスタ顧
客比率との積算の結果を出力する関数であることとする。
【０１２３】
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　上の例では、「○○コーヒー」の「クラスタＡ」におけるクラスタ販売量「１００」と
、分析対象店舗「木場店」における「クラスタＡ」についてのクラスタ顧客比率「２３％
」とを評価関数により積算して、クラスタ指標値「２３」を算出する。同様に、クラスタ
指標値算出部１２６は、分析対象商品、分析対象クラスタ、および分析対象店舗の組み合
わせごとに、クラスタ指標値を算出する。図３４は、クラスタ指標値算出部１２６により
算出されたクラスタ指標値を示す。同図において指標値が「－」の部分は、該当の店舗の
顧客にそのエリアクラスタの住人がいないことを示している。図３２に戻る。
【０１２４】
　商品指標値算出部１２８は、クラスタ指標値算出部１２６によりエリアクラスタごとに
算出されたクラスタ指標値を分析対象店舗ごとに集計して、分析対象店舗で販売される分
析対象商品に対する商品指標値を算出する。例えば図３４では、木場店における「○○コ
ーヒー」のクラスタＡ、Ｂ、Ｃにおけるクラスタ指標値がそれぞれ「２３」、「１６」、
「２７０」、「４８」である。このとき、商品指標値算出部１２８はこれらのクラスタ指
標値を集計して、木場店における「○○コーヒー」の商品指標値「３５７」を算出する。
【０１２５】
　商品指標値算出部１２８は、分析結果出力部１４を介して、分析対象商品について、分
析対象店舗における商品指標値をユーザ端末５００に送信する。商品指標値算出部１２８
は、また、商品指標値情報保持部２８にアクセスして、算出した商品指標値を商品指標値
情報に記録する。図１０の商品指標値欄２３４には、上述の例において算出された商品指
標値が記録されている。
【０１２６】
　なお、商品訴求度分析部１２０は、ユーザ端末５００からの要求にかかわらず、クラス
タ販売量算出部４４によりクラスタ販売量が算出された商品について、店舗顧客層分析部
９０によりクラスタ顧客比率が算出された店舗における商品指標値を算出してもよい。こ
の場合も、商品指標値算出部１２８は、商品指標値情報保持部２８にアクセスして、算出
した商品指標値を商品指標値情報に記録する。
【０１２７】
　商品訴求度分析部１２０により算出される商品指標値が、分析対象店舗の全顧客が分析
対象商品をどれだけ支持するかを示す指標値となる理由を説明する。上述したように商品
指標値を算出するための入力データは、分析対象商品のクラスタ販売量と、分析対象店舗
のクラスタ顧客比率である。クラスタ販売量は、各エリアクラスタにおいて分析対象商品
が販売された実績を示しており、分析対象商品に対する各エリアクラスタに居住する顧客
の支持の大きさを示す指標値である。一方で、クラスタ顧客比率は、分析対象店舗の総顧
客に占める各エリアクラスタに居住する顧客の割合を示しており、各エリアクラスタの顧
客の購買行動が分析対象店舗に及ぼす影響の大きさを示す指標値である。
【０１２８】
　クラスタ販売量およびクラスタ顧客比率に正相関する評価関数により算出されたクラス
タ指標値は、一のエリアクラスタについて、クラスタ販売量が大きいほど大きくなり、ま
た、クラスタ顧客比率が大きいほど大きくなる。このことから、クラスタ指標値は、分析
対象商品に対する一のエリアクラスタに居住する顧客の支持の大きさが分析対象店舗に及
ぼす影響の大きさを示す指標値であるといえる。したがって、クラスタ指標値を集計した
商品指標値は、分析対象店舗の全顧客が分析対象商品をどれだけ支持するかを示す指標値
となる。
【０１２９】
　商品訴求度分析部１２０により算出される商品指標値により、商品販売者は、分析対象
店舗における分析対象商品間について顧客の支持の大きさを比較でき、各商品の仕入れ量
や棚割について適切な意思決定が可能となる。例えば、商品指標値が図１０の状態である
とき、商品販売者は「葛西店」について、仕入れ量や棚割で優先すべき順序は、「□□ブ
レンド」、「△△珈琲」、「○○コーヒー」の順であると意思決定できる。
【０１３０】
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　また、商品指標値の入力であるクラスタ販売量は、各店舗における販売量がエリアクラ
スタごとに集計されたものであるため、分析対象店舗以外の店舗の販売実績から取得でき
るものである。したがって、分析対象商品を分析対象店舗にて販売していないときでも、
商品指標値を算出できる。例えば、商品指標値が図１０の状態で、船橋店では「○○コー
ヒー」を販売していないとする。このとき、商品販売者は、船橋店で「○○コーヒー」を
販売することで、「□□ブレンド」以上に顧客から支持される可能性が高いことを把握で
き、「○○コーヒー」を仕入れる意思決定ができる。
【０１３１】
　店舗にて販売される商品がどれだけ顧客に指示されているかを特定する従来の方法は、
顧客に対しアンケートを実施することであった。しかし、多数の顧客にアンケートを実施
するのでは費用が高騰するため、アンケート数は少数となるのが一般的であり、アンケー
ト結果は、少数の回答者の主観を強く反映したものになりがちであった。また、人手を介
するため時間がかかってしまっていた。商品訴求度分析部１２０によれば、クラスタ販売
量とクラスタ顧客比率という客観データに基づいて精度の高い商品指標値を短時間で算出
できる。図６に戻る。
【０１３２】
　商品訴求度補正部１３０：
　商品訴求度補正部１３０は、分析対象商品についてのクラスタ販売量の推移に基づいて
、その商品の将来の販売傾向が反映された商品指標値が算出されるようにクラスタ指標値
を補正する。図３５は、商品訴求度補正部１３０の機能構成を示すブロック図である。商
品訴求度補正部１３０は、販売量傾向算出部１３２と、指標値補正部１３４とを含む。
【０１３３】
　販売量傾向算出部１３２は、分析対象商品についてのクラスタ販売量の推移に基づいて
、その商品の発売日からの時間経過に伴うクラスタ販売量の変化率をエリアクラスタごと
に算出する。具体的には、販売量傾向算出部１３２は、クラスタ販売量算出部４４により
算出されたクラスタ販売量であって、分析対象商品の発売日から分析時点までの所定期間
ごとのクラスタ販売量を取得する。図３６は、販売量傾向算出部１３２により取得された
クラスタ販売量の推移を示す。同図は、分析対象商品である「△△珈琲」、「□□ブレン
ド」について、クラスタ販売量算出部４４により算出された１０月から１２月までのクラ
スタ販売量の推移を示している。なお、どちらの分析対象商品についても１０月に発売を
開始したものとする。
【０１３４】
　販売量傾向算出部１３２は、分析対象商品についてのクラスタ販売量の推移から、クラ
スタ販売量の変化率をエリアクラスタごとに算出する。変化率は既知の手法により求めら
れてよいが、商品の販売量は時間の経過に伴って減少するのが一般的であるため、典型的
には、０＜変化率＜１の値を取る。ここでは、販売量傾向算出部１３２は、図３６に示す
クラスタ販売量の変化率を漸化式により算出することとする。図３６の場合、「△△珈琲
」についてクラスタＡにおける漸化式は、公比が「０．９」の等比数列であるため、販売
量傾向算出部１３２は、「△△珈琲」のクラスタＡにおける変化率を「０．９」として算
出する。
【０１３５】
　図３７（ａ）は、クラスタ指標値とクラスタ販売量の変化率とを示す。同図の補正前ク
ラスタ指標値は、クラスタ指標値算出部１２６により算出された「木場店」における分析
対象商品のクラスタ指標値を示しており、図３４の木場店クラスタ指標値の値と同じであ
る。図３７（ａ）の変化率は、図３６で示すクラスタ販売量の推移に基づいて、販売量傾
向算出部１３２により算出されたクラスタ指標値の変化率を示している。図３５に戻る。
【０１３６】
　指標値補正部１３４は、分析対象商品について、販売量傾向算出部１３２により算出さ
れた変化率に応じて、クラスタ指標値算出部１２６により算出されたクラスタ指標値を調
整する。ここでは、指標値補正部１３４は、クラスタ指標値とクラスタ販売量の変化率と
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を積算することにより、クラスタ指標値を補正することとする。例えば、「△△珈琲」の
クラスタＡにおけるクラスタ指標値「４６」と、クラスタ販売量の変化率「０．９」とを
積算して、クラスタ指標値を「４１」に補正する。
【０１３７】
　図３７（ａ）の補正後クラスタ指標値欄は、指標値補正部１３４により補正されたクラ
スタ指標値を示している。同図は、クラスタ販売量について時間経過に伴う減少が大きい
エリアクラスタほど、そのエリアクラスタのクラスタ指標値が小さくなるように、クラス
タ指標値が補正されていることを示している。
【０１３８】
　商品訴求度分析部１２０の商品指標値算出部１２８は、指標値補正部１３４により補正
されたクラスタ指標値を集計することで、商品指標値を算出する。図３７（ｂ）は、補正
前の商品指標値と、補正後の商品指標値とを示す。同図の補正前商品指標値は、図３７（
ａ）の補正前クラスタ指標値を集計したものであり、補正後商品指標値は、図３７（ｂ）
の補正後クラスタ指標値を集計したものである。
【０１３９】
　商品訴求度補正部１３０によれば、分析対象商品の将来の販売傾向が反映された商品指
標値が商品指標値算出部１２８において算出されるように、クラスタ指標値を補正できる
。これにより商品販売者は、商品の仕入れや棚割について、さらに適切な意思決定ができ
る。例えば、現時点において減少率が大きい商品は将来の減少傾向も比較的大きいと考え
られる。商品訴求度補正部１３０は、減少傾向が大きい商品ほど商品指標値が小さくなる
ように補正することで、商品指標値を商品販売者にとってさらに有用な指標値とする。
【０１４０】
　図３７（ｂ）の補正前商品指標値が示された場合、商品販売者は、仕入れや棚割におい
て「□□ブレンド」を優先するように意思決定しやすくなる。しかし、将来の販売傾向が
反映された補正後商品指標値が示されることにより、商品販売者は、将来の販売傾向を踏
まえた上で、「△△珈琲」を優先するように意思決定できる。図６に戻る。
【０１４１】
　店舗販売量予測部１４０：
　店舗販売量予測部１４０は、販売活動支援情報の１つである店舗販売量予測情報を作成
する。本実施の形態における店舗販売量予測情報は、ある店舗における商品について予測
される販売量（以下、「見込み販売量」と呼ぶ。）を示す情報である。図３８は、店舗販
売量予測部１４０の機能構成を示すブロック図である。店舗販売量予測部１４０は、単位
販売量取得部１４２と、相関度分析部１４４と、見込み販売量算出部１４６とを含む。
【０１４２】
　図３９は、各店舗における見込み販売量を示す。同図は、各店舗における「○○コーヒ
ー」の見込み販売量およびその算出に関連するデータを示しており、以下の例では同図を
参照して説明する。
【０１４３】
　単位販売量取得部１４２は、複数の店舗それぞれにおける商品の販売量の指標値であり
、各店舗の顧客一人あたりへの販売量（以下、「単位顧客販売量」と呼ぶ。）を取得する
。具体的には、単位販売量取得部１４２は、まず、店舗顧客情報保持部３０６にアクセス
して店舗顧客情報を参照し、各店舗についての総顧客数を取得する。店舗顧客情報が図４
に示す状態であるとき、単位販売量取得部１４２は、店舗ごとにエリア顧客数欄３３４を
合算して、各店舗の総顧客数を取得する。次に、単位販売量取得部１４２は、また、店舗
販売情報保持部３０８にアクセスして店舗販売情報を参照し、所定期間における商品販売
量を取得する。ここでは、図５の店舗販売情報について、各店舗における「○○コーヒー
」について１２月の販売量を取得することとする。
【０１４４】
　単位販売量取得部１４２は、最後に、各店舗についての総顧客数と各店舗における商品
販売量との比率を算出することにより、単位顧客販売量を算出する。例えば、「木場店」
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における総顧客数は「２５５０」であり、「○○コーヒー」の１２月の販売量は「２５５
」であるため、この場合の単位顧客販売量は「０．１」となる。図３９の単位顧客販売量
は、単位販売量取得部１４２により算出された各店舗における「○○コーヒー」の単位顧
客販売量を示している。なお、単位顧客販売量に値がない「幕張店」および「秋田店」は
、「○○コーヒー」を販売していないことを示している。図３８に戻る。
【０１４５】
　相関度分析部１４４は、商品指標値情報保持部２８にアクセスして商品指標値情報を参
照し、各店舗における商品の商品指標値を取得し、また、各店舗における商品について単
位販売量取得部１４２が算出した単位顧客販売量を取得する。図３９の商品指標値は、各
店舗における「○○コーヒー」の商品指標値である。
【０１４６】
　相関度分析部１４４は、次に、商品の商品指標値と単位顧客販売量とをそれぞれ、説明
変数、目的変数として、複数の店舗それぞれにおける商品指標値と単位顧客販売量とから
回帰分析手法により、商品の商品指標値と単位顧客販売量との相関の大きさを示す回帰式
を算出する。
【０１４７】
　例えば、相関度分析部１４４は、図３９の「木場店」、「葛西店」、「船橋店」におけ
る商品指標値と単位販売量とを回帰分析することで、以下の回帰式を算出する。
　単位販売量　＝　０．０００２　×　商品指標値　＋　０．０２３１
　この回帰式における回帰係数「０．０００２」は商品指標値が単位販売量に及ぼす影響
の大きさを示している。なお、この例では、商品指標値のみを説明変数とする単回帰分析
を示したが、相関度分析部１４４は、住民指標値やその他の統計情報等、複数の説明変数
を加えて重回帰分析をしてもよく、既述した変数選択が実施されてもよい。図３８に戻る
。
【０１４８】
　見込み販売量算出部１４６は、分析要求検出部１２を介して、特定の商品（以下、「予
測対象商品」と呼ぶ。）の販売量を予測する対象となる店舗（以下、「予測対象店舗」と
呼ぶ。）の指定データをユーザ端末５００から受信する。見込み販売量算出部１４６は、
商品指標値情報保持部２８にアクセスして商品指標値情報を参照し、予測対象店舗におけ
る予測対象商品についての商品指標値を取得する。
【０１４９】
　見込み販売量算出部１４６は、次に、予測対象店舗における商品指標値を相関度分析部
１４４により算出された回帰式に入力して、予測対象店舗における予測対象商品の単位顧
客販売量（以下、「見込み単位販売量」と呼ぶ。）を算出する。図３９の見込み単位販売
量は、各店舗における○○コーヒーの商品指標値を上述の回帰式に入力することにより得
られた見込み単位販売量を示している。
【０１５０】
　見込み販売量算出部１４６は、見込み単位販売量を基に、予測対象店舗における予測対
象商品の販売量（以下、「見込み販売量」と呼ぶ。）を算出する。ここでは、予測対象店
舗の総顧客数と予測対象商品についての見込み単位販売量とを積算することにより、見込
み販売量を算出することとする。図３９の見込み販売量は、各店舗における○○コーヒー
の見込み単位販売量と、図４の各店舗における総顧客数との積算結果を示している。なお
、「幕張店」の総顧客数は「５０００」、「秋田店」の総顧客数は「１０００」であると
している。
【０１５１】
　見込み販売量算出部１４６は、分析結果出力部１４を介して、予測対象店舗における予
測対象商品についての見込み販売量をユーザ端末５００に送信する。図４０は、各店舗に
おける販売量の実績と見込みとを対応づけて示す。同図における無地の販売量は、各店舗
における「○○コーヒー」の販売量実績を示し、斜線の販売量は、各店舗における「○○
コーヒー」の見込み販売量を示している。
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【０１５２】
　商品の販売量を予測する従来の方法は、サンプル店舗において予測対象商品を実際に販
売して、その販売傾向から他店における販売量を予測するものであった。しかし、サンプ
ル店舗を少数・販売期間を短期間にしたのでは分析の精度が低く、その精度を高めるため
にサンプル店舗を多数・販売期間を長期間にしたのでは時間および調査費用が高騰してし
まう問題があった。店舗販売量予測部１４０によれば、商品指標値に基づいて見込み販売
量を算出することにより、妥当な販売予測を短時間で実現する。
【０１５３】
　店舗販売量予測部１４０により妥当な見込み販売量を算出できる理由を説明する。上述
したように、店舗販売量予測部１４０は、まず、商品指標値と単位顧客販売量との相関を
示す回帰式を算出する。商品指標値は、各店舗の顧客が予測対象商品をどれだけ支持する
かを示す指標値である。一方で、単位顧客販売量は、各店舗の総顧客数に対する各店舗に
おける予測対象商品の販売量の比率である。予測対象商品を販売した各店舗についての商
品指標値および単位販売量の組はそれぞれ対等に扱えるため、回帰分析により、指標値と
しての商品指標値と、実績値としての単位顧客販売量との相関を示す回帰式が算出できる
。
【０１５４】
　店舗販売量予測部１４０は、次に、予測対象商品について算出した回帰式に、予測対象
店舗の商品指標値を入力することで、見込み単位販売量を算出する。見込み単位販売量は
顧客一人あたりの値であるため、予測対象店舗の総顧客数と積算することで見込み販売量
が算出できることになる。この見込み販売量は、他店での販売実績を示すクラスタ販売量
を予測対象店舗のクラスタ顧客比率に基づき反映したものである。また、同一のエリアク
ラスタには同様の生活環境や考え方を有する住人が居住している。したがって、見込み販
売量は、他店での販売実績を踏まえれば、予測対象店舗においても実現できる販売量であ
るといえる。
【０１５５】
　また、既述したように商品指標値は実績に基づく客観データから算出された指標値であ
り、単位顧客販売量も実績に基づく客観データである。したがって、複数の店舗での販売
実績に基づくために精度が高く、また、短時間での算出が実現される。
【０１５６】
　さらに、店舗販売量予測部１４０によれば、商品販売者は、図４０の「木場店」、「葛
西店」、「船橋店」で示すように、実際の販売実績と見込み販売量とを比較できる。これ
により商品販売者は、「船橋店」における「○○コーヒー」の販売量を増加できることを
把握でき、販売促進施策等の販売活動を「船橋店」に対して実行する意思決定ができる。
【０１５７】
　さらにまた、図４０で示すように、「○○コーヒー」を販売していない「幕張店」、「
秋田店」についても見込み販売量を商品販売者に提供できる。これにより商品販売者は、
例えば「幕張店」でも「○○コーヒー」を販売するように意思決定できる。すなわち、商
品販売者は、商品を販売すべき適切な店舗を特定し、その店舗に適切な量だけ商品を仕入
れることができる。
【０１５８】
　以上、本発明を第１の実施の形態をもとに説明した。この実施の形態は例示であり、そ
れらの各構成要素や各処理プロセスの組合せにいろいろな変形例が可能なこと、またそう
した変形例も本発明の範囲にあることは当業者に理解されるところである。
【０１５９】
［第２の実施の形態］
　第２の実施の形態でも、第１の実施の形態と同様に、店舗等における商品の販売を支援
する情報を作成する技術を提案する。以下の「エリアタイプ」は、第１の実施の形態にお
けるエリアクラスタに対応する。
【０１６０】
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　図４１は、第２の実施の形態のＩＤＰＯＳ分析システム６００の構成を示す。ＩＤＰＯ
Ｓ分析システム６００は、ＩＤＰＯＳ－ＤＢ６０２、エリアＤＢ６０４、分析装置６０６
を備える情報処理システムである。ＩＤＰＯＳ－ＤＢ６０２、エリアＤＢ６０４、分析装
置６０６は、ＬＡＮ・ＷＡＮ・インターネット等を含む通信網を介して接続される。
【０１６１】
　ＩＤＰＯＳ－ＤＢ６０２は、ＩＤＰＯＳデータを保持し、またＩＤＰＯＳデータを日々
更新するデータベースである。ＩＤＰＯＳデータは、何を、いつ、いくつ、いくらで販売
したかを示すＰＯＳ（Point of Sales）データに、顧客を識別するためのＩＤ情報を付加
したデータであり、「販売実績データ」とも言える。図４２は、ＩＤＰＯＳデータの例を
示す。実施の形態のＩＤＰＯＳデータは、一般的なＰＯＳデータとしての日付・販売商品
・販売価格を含み、顧客識別情報としての顧客ＩＤ・住所（例えば顧客の居住エリアを示
す町丁目レベルの情報）をさらに含む。ＩＤＰＯＳデータは、販売数量の項目をさらに含
んでもよい。
【０１６２】
　図４１に戻り、エリアＤＢ６０４は、地理的に区画された複数のエリア（町丁目レベル
）を住民属性が類似するエリアごとにグループ化したエリアタイプを定めたデータ（以下
「エリアデータ」とも呼ぶ。）を保持する。図４３は、エリアデータの例を示す。実施の
形態のエリアデータは、複数の住所（例えば地図上での町丁目レベルのエリア）、エリア
タイプ（例えば２０個程度）、各住所（エリア）に存在する世帯数を含む。世帯数は、顧
客ＩＤが付与されていない住民（世帯）を含み、例えばポイントカードやクレジットカー
ドを保持しない住民（世帯）を含む。世帯数は、国勢調査の結果等に基づいて設定されて
もよい。
【０１６３】
　エリアＤＢ６０４は、複数のエリアタイプと、各エリアタイプの住人に関する属性情報
および指標値（例えば図７に記載の住民属性および住民指標値）とを対応付けたエリアタ
イプデータをさらに保持する。また、エリアタイプデータは、各エリアタイプにおける顧
客ＩＤ総数を含む。顧客ＩＤ総数は、顧客ＩＤを有する住民の数と言え、例えば、ポイン
トカードやクレジットカード等に基づいて顧客ＩＤが付与された住民の数と言える。
【０１６４】
　図４１に戻り、ユーザ端末６０８は、ＩＤＰＯＳ分析システム６００の利用者（ユーザ
）により操作される情報端末である。ユーザ端末６０８は、例えば、ＰＣ・タブレット端
末・スマートフォンでもよい。ユーザ端末６０８は、ＬＡＮ・ＷＡＮ・インターネット等
を含む通信網６１０を介して、分析装置６０６と接続される。
【０１６５】
　分析装置６０６は、ＩＤＰＯＳデータを分析し、分析結果をユーザ端末６０８へ提供す
る情報処理装置である。図４４は、図４１の分析装置６０６の機能構成を示すブロック図
である。分析装置６０６は、エリアデータ取得部６２０、販売実績取得部６２２、分析部
６２４、分析結果出力部６２６を備える。
【０１６６】
　図４４の複数の機能ブロックに対応する複数のモジュールを含むコンピュータプログラ
ムが記録媒体に格納されて流通し、分析装置６０６にインストールされてもよい。また、
分析装置６０６は、そのコンピュータプログラムを外部のサーバからダウンロードしてイ
ンストールしてもよい。分析装置６０６のＣＰＵは、そのコンピュータプログラムを実行
することにより、各機能ブロックの機能を発揮してもよい。また、分析装置６０６は、所
定の通信プロトコルで外部装置と通信する通信部（不図示）を備えてもよく、図４４の機
能ブロックは通信部を介して外部装置とデータを送受信してもよい。
【０１６７】
　エリアデータ取得部６２０は、エリアＤＢ６０４からエリアデータおよびエリアタイプ
データを取得する。販売実績取得部６２２は、ＩＤＰＯＳ－ＤＢ６０２からＩＤＰＯＳデ
ータを取得する。なお、エリアデータ、エリアタイプデータ、ＩＤＰＯＳデータの少なく
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とも１つは、分析装置６０６の外部装置でなく、分析装置６０６内のストレージ（不図示
）に格納されてもよい。エリアデータ取得部６２０と販売実績取得部６２２の少なくとも
一方は、ローカルのストレージに格納されたエリアデータ、エリアタイプデータ、または
ＩＤＰＯＳデータをストレージからメインメモリに読み込んでもよい。
【０１６８】
　分析部６２４は、販売実績取得部６２２により取得されたＩＤＰＯＳデータが示す販売
実績をエリアタイプごとに集計し、エリアタイプごとの集計結果に基づいて、商品に関す
る分析情報を販売活動支援情報として生成する。分析結果出力部６２６は、分析部６２４
により生成された分析情報であり、実施例では商品プロファイル情報または販売ポテンシ
ャル情報をユーザ端末６０８へ提供する。
【０１６９】
　分析部６２４は、エリアタイプ付与部６２８、エリアタイプ付加ＩＤＰＯＳ保持部６３
０、要求受付部６３２、集計部６３４、商品プロファイル生成部６３６、ポテンシャル情
報生成部６３８を含む。
【０１７０】
　エリアタイプ付与部６２８は、販売実績取得部６２２が取得したＩＤＰＯＳデータのレ
コードごとに住所に対応するエリアタイプを特定し、ＩＤＰＯＳデータの各レコードにエ
リアタイプを付加したデータを、エリアタイプ付加ＩＤＰＯＳデータとして生成する。エ
リアタイプ付与部６２８は、生成したエリアタイプ付加ＩＤＰＯＳデータをエリアタイプ
付加ＩＤＰＯＳ保持部６３０に格納する。
【０１７１】
　図４５は、エリアタイプ付加ＩＤＰＯＳ保持部６３０に保持されるエリアタイプ付加Ｉ
ＤＰＯＳデータの例を示す。同図のエリアタイプ付加ＩＤＰＯＳデータは、住所をキーと
して、図４２のＩＤＰＯＳデータの各レコードに図４３のエリアタイプを付加したもので
ある。
【０１７２】
　図４４に戻り、要求受付部６３２は、ユーザ端末６０８から送信された、分析情報の作
成を要求するデータ（以下「分析要求」と呼ぶ。）を受信する。分析要求は、分析の対象
商品、分析の対象期間、および分析種別（実施の形態では商品プロファイル分析または販
売ポテンシャル分析）の指定を含む。集計部６３４は、分析要求で指定された対象商品に
関するエリアタイプ付加ＩＤＰＯＳデータであり、分析要求で指定された対象期間中の日
付を含むエリアタイプ付加ＩＤＰＯＳデータをエリアタイプごとに集計する。
【０１７３】
　図４６は、集計部６３４による集計結果データの例を示す。集計結果データの各レコー
ドは、エリアタイプ、顧客ＩＤ総数、販売数量、平均販売数量、平均販売価格、リピート
率を含む。図４６の「販売数量」と「販売価格」は、顧客の観点から「購買数量」と「購
買価格」と言うこともできる。図４６では、エリアタイプ１０までを示しているが、実際
には、エリアタイプの個数分（例えばエリアタイプ１～２０）のレコードを生成する。
【０１７４】
　集計部６３４は、各エリアタイプの顧客ＩＤ総数を、販売実績取得部６２２により取得
されたエリアタイプ情報に基づいて設定する。なお、集計部６３４は、商品の購入頻度が
所定の閾値以上の顧客を顧客ＩＤ総数の対象としてカウントしてもよい。例えば、集計部
６３４は、対象期間内（または対象期間外を含む一定期間内）で、何らかの商品を購買し
た回数が所定回数以上（例えば１回または２回以上）の顧客を顧客ＩＤ総数の対象として
カウントしてもよい。このように、商品購入頻度の下限を設けて、分析の母集団に含める
顧客を制限することにより、より現実に即した指標値を得やすくなる。
【０１７５】
　集計部６３４は、対象期間内のエリアタイプ付加ＩＤＰＯＳデータのレコードのうち対
象商品の販売を示すレコード（以下「対象レコード」と呼ぶ。）を特定する。集計部６３
４は、エリアタイプごとの対象レコード数（各レコードが販売数量を含む場合は販売数量
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の合計値）を販売数量として導出する。また、集計部６３４は、平均販売数量として、単
位期間における１世帯あたりの販売数量（言い換えれば購買数量）の平均値を導出する。
例えば、以下の式により平均販売数量を算出してもよい。
　平均販売数量（個／世帯・月）　＝　販売数量（１年分）÷顧客ＩＤ総数÷１２
【０１７６】
　集計部６３４は、エリアタイプごとの対象レコードが示す販売価格の平均値を導出し、
その平均値を各エリアタイプの平均販売価格として設定する。平均販売価格は、例えば、
販売価格を販売数量で重み付けした加重平均値でもよい。また、集計部６３４は、エリア
タイプごとの対象レコードを参照し、同じ顧客（同じＩＤ）が、異なる日付で同じ商品を
購入した場合にリピート数１回として、顧客（ＩＤ）ごとにリピート数をカウントする。
集計部６３４は、顧客ごとのリピート数の平均値を算出し、その平均値をリピート率とし
て設定する。なお、対象レコードの日付が時刻を含む場合、異なる時刻で同じ商品を購入
した場合に、リピート数をインクリメントしてもよい。
【０１７７】
　商品プロファイル生成部６３６は、分析要求で指定された分析種別が商品プロファイル
分析である場合に、商品の購買者特性を可視化した情報である商品プロファイル情報を生
成する。商品プロファイル生成部６３６は、生成した商品プロファイル情報を分析結果出
力部６２６へ出力する。
【０１７８】
　図４７は、商品プロファイル情報の例を示す。同図の例では、横軸をエリアタイプとし
、縦軸を図４６の平均販売数量とした商品プロファイル情報を示している。商品プロファ
イル生成部６３６は、分析要求での指定に応じて、横軸をエリアタイプとし、縦軸を図４
６の平均販売価格またはリピート率とした商品プロファイル情報を生成してもよい。商品
プロファイル情報により、クラスタタイプごとの商品購入量、クラスタタイプごとの購入
価格、クラスタタイプごとのリピート率をユーザが把握しやすくなる。このように、分析
装置６０６は、商品の仕入れ、価格設定、棚割等に有用な情報をユーザへ提供できる。
【０１７９】
　また、分析要求では、複数の対象商品が指定されてもよい。この場合、集計部６３４は
、複数の対象商品のそれぞれを単位としてエリアタイプ付加ＩＤＰＯＳデータを集計し、
複数の集計結果データを生成する。商品プロファイル生成部６３６は、複数の集計結果デ
ータに基づいて、複数の対象商品に対応する複数のグラフを含む商品プロファイル情報を
生成する。例えば、ユーザは、互いに価格が異なる複数の対象商品を指定することで、商
品の販売数量に対する価格の影響を把握でき、また、価格の影響が大きいクラスタタイプ
を把握できる。また、ユーザは、互いに容量が異なる複数の対象商品を指定することで、
商品の販売数量に対する容量の影響を把握でき、また、容量の影響が大きいクラスタタイ
プを把握できる。
【０１８０】
　また、分析要求では、複数の対象期間が指定されてもよい。この場合、集計部６３４は
、複数の対象期間のそれぞれに対応するエリアタイプ付加ＩＤＰＯＳデータを集計し、複
数の集計結果データを生成する。商品プロファイル生成部６３６は、複数の集計結果デー
タに基づいて、複数の対象期間に対応する複数のグラフを含む商品プロファイル情報を生
成する。これにより、商品プロファイルの時系列での変動を把握しやすくなる。このよう
な時系列分析は、例えば、販売促進施策の効果分析や、商品ニーズが強い地域を初期段階
で見極める際に有用である。
【０１８１】
　図４８は、商品プロファイル情報の例を示す。ここでは、１０月に販売促進施策が実施
されたこととし、ユーザは、第１対象期間として９月を指定し、第２対象期間として１０
月を指定し、第３対象期間として１１月を指定したこととする。図４８の商品プロファイ
ル情報は、９月の平均販売数量グラフ（点線）と、１０月の平均販売数量グラフ（実線）
と、１１月の平均販売数量グラフ（二点鎖線）を重畳して示している。図４８の商品プロ
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ファイル情報によると、１０月の販売促進施策（例えばマス広告や店舗でのキャンペーン
等）がエリアタイプ４の消費者と、エリアタイプ８の消費者に強く訴求したことをユーザ
は容易に把握できる。
【０１８２】
　さらにまた、分析要求では、分析の対象地域がさらに指定されてもよい。例えば、国・
都道府県・市区町村・町丁目等、様々な粒度で対象地域が指定されてもよい。また、特定
の地点（例えば地図上の特定の地点）が指定され、さらに、その地点から対象地域とする
範囲（半径１ＫＭの円等）が指定されてもよい。この場合、集計部６３４は、対象地域内
の住所を含むエリアタイプ付加ＩＤＰＯＳデータを集計し、集計結果データを生成する。
これにより、販売地域が限定された商品についての商品プロファイル情報の精度を高める
ことができる。また、対象地域の指定は、上記の時系列分析による販売促進施策の効果判
定に好適である。地域限定の販売促進施策（ローカルＣＭや店舗での特売等）が実施され
た場合、販売促進施策の実施地域を対象地域として指定し、販売促進施策の実施前後での
商品プロファイル情報を比較することで、販売促進施策の効果を把握しやすくなる。
【０１８３】
　図４４に戻り、ポテンシャル情報生成部６３８は、分析要求で指定された分析種別が販
売ポテンシャル分析である場合に、商品の潜在的な販売ポテンシャルを可視化した情報で
ある販売ポテンシャル情報を生成する。具体的には、ポテンシャル情報生成部６３８は、
各エリアタイプの平均販売数量と、各エリアの世帯数とに基づいて、各エリアでの対象商
品の販売数量予測値（推定値）を含む販売ポテンシャル情報を生成する。ポテンシャル情
報生成部６３８は、生成した販売ポテンシャル情報を分析結果出力部６２６へ出力する。
【０１８４】
　図４９は、販売ポテンシャル情報の例を示す。ここでは、分析要求において、対象商品
として「ＡＢＣカレー甘口」が指定され、また、８つのエリア（町丁目レベル）が対象地
域として指定されたこととする。この場合、ポテンシャル情報生成部６３８は、８つのエ
リアのそれぞれにおける販売ポテンシャル値を導出する。
【０１８５】
　例えば、図４３の「東京都千代田区富士見（１）（１丁目）」は、世帯数が１００、エ
リアタイプが１である。また、図４６では、エリアタイプ１での上記対象商品の平均販売
数量は０．５６である。この場合、ポテンシャル情報生成部６３８は、（エリアの世帯数
×対応するエリアタイプでの平均販売数量）を計算することにより、「東京都千代田区富
士見（１）」における対象商品の販売ポテンシャル値を「５６」と推定する。他のエリア
についても同様に販売ポテンシャル値を推定する。
【０１８６】
　販売ポテンシャル分析により、実際に商品を販売しているエリアか否かに関わらず、様
々なエリアにおいて本来見込まれる販売数量の推定値を提供できる。これにより、店舗に
おける品揃えや棚割の判断を支援できる。また、ユーザは、実際の販売数量と推定値とを
比較することで、販売促進施策の必要性を適切に判断しやすくなる。なお、分析装置６０
６が提供する販売数量の推定値は、当該エリアと住民属性が類似する他のエリアでの販売
実績に基づいており、一定の精度が担保される。
【０１８７】
　また、商品プロファイル分析と同様に販売ポテンシャル分析でも、分析の対象地域は、
国・都道府県・市区町村・町丁目等、様々な粒度で指定されてもよい。ポテンシャル情報
生成部６３８は、対象地域に含まれる１つ以上のエリア（町丁目レベル）のそれぞれにつ
いて対象商品の販売ポテンシャル値を導出し、対象地域に含まれる各エリアの販売ポテン
シャル値を合計することにより、対象地域の販売ポテンシャル値を導出してもよい。これ
により、様々な粒度のエリアにおける販売ポテンシャル値を得ることができる。
【０１８８】
　さらにまた、分析要求では、集計対象とする第１の地域と、分析対象とする第２の地域
（第１の地域とは異なる）とが指定されてもよい。この場合、集計部６３４は、第１の地



(30) JP 2018-139036 A 2018.9.6

10

20

30

40

50

域に該当する住所が設定されたエリアタイプ付加ＩＤＰＯＳデータを集計して集計結果（
例えば図４６）を生成する。ポテンシャル情報生成部６３８は、第２の地域に該当する１
つ以上のエリアについて対象商品の販売ポテンシャル値を導出してもよい。これにより、
例えば、実際に商品を販売したエリアでの販売実績にもとづいて、その商品を未発売のエ
リアでの販売ポテンシャル値を得ることができる。例えば、関東圏でのみ販売した商品を
新たに近畿圏で販売することとした場合の販売数量の推定値を得ることができる。
【０１８９】
　さらにまた、分析要求では、分析対象とする店舗が指定されてもよい。この場合、分析
装置６０６は、店舗と商圏（典型的には店舗周辺の１つ以上のエリア）との対応関係を含
む店舗情報を保持する。例えば、第１の店舗「ＡＡＡマート富士見店」には、「東京都千
代田区富士見（１）」「東京都千代田区富士見（２）」が商圏として対応付けられてもよ
い。また、第２の店舗「ＡＡＡマート一ツ橋店」には、「東京都千代田区一ツ橋（１）」
「東京都千代田区一ツ橋（２）」が対応付けられてもよい。
【０１９０】
　図５０は、販売ポテンシャル情報の例を示す。ここでは、ポテンシャル情報生成部６３
８は、「ＡＡＡマート富士見店」の「ＡＢＣカレー甘口」の販売ポテンシャル値として、
図４９の「東京都千代田区富士見（１）」と「東京都千代田区富士見（２）」の販売ポテ
ンシャル値の合計である「１２３」を算出する。また、「ＡＡＡマート一ツ橋店」の「Ａ
ＢＣカレー甘口」の販売ポテンシャル値として、図４９の「東京都千代田区一ツ橋（１）
」と「東京都千代田区一ツ橋（２）」の販売ポテンシャル値の合計である「９４」を算出
する。
【０１９１】
　さらにまた、分析要求では、複数の対象商品が指定されてもよい。この場合、集計部６
３４は、複数の対象商品のそれぞれを単位としてエリアタイプ付加ＩＤＰＯＳデータを集
計し、複数の集計結果データを生成する。ポテンシャル情報生成部６３８は、複数の集計
結果データに基づいて、複数の対象商品に対応する複数の販売ポテンシャル情報を生成す
る（例えば図５０参照）。
【０１９２】
　以上の構成による分析装置６０６の動作を説明する。
　図５１は、分析装置６０６の動作を示すフローチャートである。エリアデータ取得部６
２０は、分析装置６０６の起動時等、定期的にエリアＤＢ６０４からエリアデータおよび
エリアタイプデータを読み込む（Ｓ１０）。販売実績取得部６２２は、１日１回等、定期
的にＩＤＰＯＳ－ＤＢ６０２からＩＤＰＯＳデータを読み込む（Ｓ１２）。エリアタイプ
付与部６２８は、ＩＤＰＯＳデータの各レコードにエリアタイプを付加したエリアタイプ
付加ＩＤＰＯＳデータを生成し、エリアタイプ付加ＩＤＰＯＳ保持部６３０に格納する（
Ｓ１４）。
【０１９３】
　ユーザは、ＩＤＰＯＳデータの分析における分析種別、対象商品、対象期間、対象地域
等をユーザ端末６０８へ入力する。ユーザ端末６０８は、分析種別、対象商品、対象期間
、対象地域等の指定を含む分析要求を分析装置６０６へ送信する。分析装置６０６の要求
受付部６３２が、ユーザ端末６０８から分析要求を受信すると（Ｓ１６のＹ）、集計部６
３４は、エリアタイプ付加ＩＤＰＯＳ保持部６３０から、対象商品、対象期間、および対
象地域に対応するエリアタイプ付加ＩＤＰＯＳデータを抽出し、抽出したデータをエリア
タイプ別に集計する（Ｓ１８）。
【０１９４】
　分析種別が商品プロファイル分析の場合（Ｓ２０のＹ）、商品プロファイル生成部６３
６は、集計部６３４による集計結果に基づいて、商品プロファイル情報を生成する（Ｓ２
２）。分析結果出力部６２６は、商品プロファイル情報を分析要求の送信元のユーザ端末
６０８へ送信する（Ｓ２４）。分析種別が販売ポテンシャル分析の場合（Ｓ２０のＮ、Ｓ
２６のＹ）、ポテンシャル情報生成部６３８は、集計部６３４による集計結果に基づいて
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、対象地域における対象商品の販売数量を推定し、その推定結果を含む販売ポテンシャル
情報を生成する（Ｓ２８）。分析結果出力部６２６は、販売ポテンシャル情報を分析要求
の送信元のユーザ端末６０８へ送信する（Ｓ３０）。
【０１９５】
　なお、商品プロファイル情報または販売ポテンシャル情報は、分析装置６０６の所定の
記憶領域に保存されてもよい。ユーザ端末６０８は、通信網６１０を介して分析装置６０
６にアクセスし、上記記憶領域に保存された商品プロファイル情報または販売ポテンシャ
ル情報を閲覧してもよい。分析要求を未受信であり（Ｓ１６のＮ）、または、分析種別が
商品プロファイル分析と販売ポテンシャル分析のいずれでもなければ（Ｓ２６のＮ）、以
降の処理をスキップして本図のフローを終了する。
【０１９６】
　以上、本発明を第２の実施の形態をもとに説明した。この実施の形態は例示であり、そ
れらの各構成要素や各処理プロセスの組合せにいろいろな変形例が可能なこと、またそう
した変形例も本発明の範囲にあることは当業者に理解されるところである。
【０１９７】
　上記分析装置６０６は商品の販売に関する分析情報を生成したが、分析装置６０６によ
る分析対象は、販売対象になる様々な有体物および無体物を含み、例えばサービスを含む
。また、商品またはサービスを販売する媒体は現実の店舗に制限されない。例えば、通信
販売または電子商取引により販売された商品またはサービスも、分析装置６０６による分
析対象となる。
【０１９８】
　上述した実施の形態および変形例の任意の組み合わせもまた本発明の実施の形態として
有用である。組み合わせによって生じる新たな実施の形態は、組み合わされる実施の形態
および変形例それぞれの効果をあわせもつ。また、請求項に記載の各構成要件が果たすべ
き機能は、実施の形態および変形例において示された各構成要素の単体もしくはそれらの
連携によって実現されることも当業者には理解されるところである。
【符号の説明】
【０１９９】
　６００　ＩＤＰＯＳ分析システム、　６０６　分析装置、　６２０　エリアデータ取得
部、　６２２　販売実績取得部、　６２４　分析部、　６２６　分析結果出力部、　６３
４　集計部、　６３６　商品プロファイル生成部、　６３８　ポテンシャル情報生成部。
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