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POS データにおける売上と商品数のベキ的相関の観測
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1. はじめに
近年、世界各国企業の網羅的な財務データが
入手可能になってきたことにより詳細な分析が
可能になってきた。コンピュータの処理速度の
向上やインターネットの普及に伴い大量のディ
ジタルデータが記録さ利用しやすい状況で管理
されている。このような大規模データ（いわゆ
るビッグデータ）を統計的に分析することによ
って、普遍的に観測される法則が幾つも発見さ
れてきている。そのような法則を体系的に結び
付けることにより、経済を理解するのが本研究
の大きな目的である。
これまでの分析対象となる基本単位は企業で
あり、企業の売上・従業員数・資産あるいは利
益などの企業の規模を表す量の分布や、それら
の成長率分布などが研究されてきた。これらの
量は高額域（大規模域）では Pareto 則と呼ばれ
るベキ分布に従い、中額域（中規模域）では対
数正規分布に従うことが知られている。企業を
基本単位とした企業規模量に関する法則および
それらの関係については、多くの研究が存在す
る。しかし一方で、企業が生み出している製品
を基本単位とする研究はあまり多くない。
このような状況下で、Stanley のグループは企
業の生産する商品の種類数と売上との相関を記
述するモデルや、商品の種類数の成長から企業
規模量の成長率を導出するモデルを提案し、モ
デルから導かれる結果を実データにより確認し
た[1]。しかし、彼らが検証に用いたデータベー
スはヨーロッパと北アメリカの製薬会社の製品
（医薬品）に関するものであった。薬の販売や
価格付けには様々な規制や制約があることより、
彼らの研究のみでは典型的な企業の製品による
検証とは言い難かった。これに対して坂井・渡
辺らは、日本のスーパーマーケット数百社の POS
（Point of Sales）データベース『日経スーパ
ーマーケット POS データ』を用いて、Stanley グ
ループのモデルの検証を行った。スーパーマー
ケットが扱う商品は、医薬品に比べて標準的な
企業の製品であり、販売や価格付けに関する規
制や制約が比較的少ないと考えられるからであ
る。その結果、Stanley らが観測した企業規模量
の成長率は確認できるものの、“企業の各製品
が他の製品と独立に成長する”という彼らのモ

デルの前提は、実データでは成立していないこ
とを示した [2]。
このような状況のもと、我々は先行研究 [3]
において、坂井・渡辺らが用いたのと同じデー
タベースにより、標準的な企業の製品でも
Stanley のグループが報告した各企業の生産する
商品の種類数と売上の相関が観測されることを
確認した。また、それら商品を販売する各スー
パーマーケットが扱う商品の種類数と売上にも、
同様の相関があることを確認した。そして、そ
れらの相関関係は 2004 年から約 10 年間に変化
しないことより、これらの性質が普遍的なもの
であると結論付けた。
本研究では、2001 年から 2012 年の 12 年間の
アメリカのスーパーマーケットの POS データベ
ース[4]を用いて、我々の先行研究と同様の分析
を行い、上記の相関関係およびその時間的変化
を確認する。
2. 企業別分析
我々が日本のスーパーマーケットで扱われる
日用品の POS データで観測した企業の製品の種
類数と売上の相関が、アメリカのスーパーマー
ケットの POS データでも確認できるかを調査し
た。図 1 は 2012 年のデータで企業数は 4,849 で
ある。図 1 の散布図に最適直線を引くと次式の
ようになる：
S ∝ Nα 。
(1)
この性質は興味深いものであり、企業の売上は
製品の種類数に単純に比例するのではなく、製
品の種類が多くなるとベキ的に売上が大きくな
ることを示している。
図 1 と同様の測定を 2001 年より毎年行った結
果が図 2 である。図 2 は、収集する POS データ
数の増加により、企業数が増加するにも関わら
ず、ベキ的相関関係を特徴づける指数αはほと
んど変化せず、約 2.0 の値であることを示して
いる。
先行研究で行った日本のスーパーマーケット
の POS データを分析した場合も同様の性質が観
測され、約 10 年間でαの値はほぼ一定で、およ
そ 1.5 であった。本稿の分析結果であるアメリ
カのスーパーマーケットでは、それより少し大
きい値が観測されている。
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図 1 2012 年の企業別の製造商品の種類(N)と売
上合計(S)の散布図。破線は最適直線：S ∝ Nα 。

図 2 2001 年から 2012 年まで 12 年のα（●）と
企業数（破線）の推移。
3. 店舗別分析
次に、各スーパーマーケットで扱う商品の種
類数とそれらの売上合計の相関について調べる。
企業別分析と同様に、それらを N, S と表すと、
やはりのように N と S には強い相関が観測され
る。前節の企業別分析と同様に、散布図に最適
直線を引くと次式のようになる：
S ∝ Nβ 。
(2)
企業別分析と同様この性質は興味深いものであ
り、スーパーマーケットの売上は扱う商品の種
類数に単純に比例するのではなく、商品の種類
が多くなるとベキ的に売上が大きくなることを
示している。
企業別分析と同様に、2001 年から 2012 年まで
のベキ的相関を特徴づける指数βを観測すると、
βはほとんど変化せず、約 2.3 の値であり、年次
に依らず次の関係が成り立っている：
β>α。
(3)
この大小関係は、日本のスーパーマーケットの
分析でも確認されている。

4. まとめと今後の展望
日本とアメリカのスーパーマーケットのベキ
相関の指数を比較すると、日本の場合はα～1.5、
β～2.0 であったのに対して、アメリカの場合は
α～2.0、β～2.3 と、αとβともに日本のベキ
指数よりアメリカのベキ指数が大きい結果が得
られた。これは、企業別分析および店舗別分析
の両方において、アメリカの方がより商品数の
増加により売上合計が増加する非線形性が強い
ことを意味している。
製品を製造企業別に集約する場合と、販売店
舗別に集約する場合のいずれにも、製品の種類
数と売上にベキ的相関関係が普遍的に観測され
るという事は、企業を単位として経済を分析す
る研究方法は、企業の扱う製品を単位として記
述するレベルの研究にも適用することができ、
その結果を標準的な製品の実データで実証的に
確認することが可能なことを示している。
今後の課題は、製品の集約法の違いにより、
ベキ的相関の指数に違いが生じる理由、そして
1.5 や 2.0、あるいは 2.0 や 2.3 というベキ指数
が現れる理由を明らかにすることである。この
実証研究が進めば、従来の経営学とは違ったア
プローチで企業の経営を分析・理解することが
可能になると考えられる。
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