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1. 研究背景①  
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～現状～ 

ファーストフード業界の市場規模は、 
約6800億円規模[7] 

 
• 1996～2000年までは、右肩上がりの成長が
続いていたが、2001年9月のBSE（狂牛病）の
発生をきっかけに市場が縮小 

• しかし2003年からは再び増加傾向にある 
  業界[5] 

 



1. 研究背景② 
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ハンバーガー業界誕生 

差別化戦略が必要 

ハンバーガー市場拡大 

資本の自由化によりマクドナルド、 
バーガーキングなどの外資系の企業が 

参入。それと同時期にモスバーガー、ロッテ
リアなど日本の企業も参入。 

食事としての需要の獲得することや、 

価格競争によって成長[6] 

ボリュームのあるハンバーガーの販売や 
複数のメニューのセット販売の開始 



1. 研究背景③ 

•日本に出店しているハンバーガーチェーン店[7] 

 ‣日本マクドナルド    トップシェア    

 ‣モスフードサービス     2位  

 ‣ロッテリア         3位    

 

その他日本で展開しているハンバーガーチェーン店  

・・・バーガーキング、フレッシュネス、ウェンディーズ 

 

マクドナルド、ウェンディーズ、バーガーキングは 

ハンバーガー消費量1位のアメリカでも人気のチェーン店[9] 

 

上位の共通点 
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味に人気がある 
手ごろな価格で食事できる 



1.研究背景④  

シェアトップである マクドナルドの店舗数を 

 取り上げてみると ・・・ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

 

 

図2. 都道府県別マクドナルド店舗数[4] 

結果：都道府県別でみると、明らかに東京が多い [4] 
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1. 研究背景⑤  

  • マクドナルドがシェアトップでいる理由 

  〇安い、注文から提供までが早い 

  ×品質に不安、添加物や塩分が多く健康に不安 

 

 

 

 

 

 

・シェア2位のモスバーガー          

 価格は比較的高価だが居心地の良さや品質が人気[8] 
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他店との差別化、 
サービス・商品全てのもの 

対し手軽さを提供  



✔対象とするハンバーガーチェーン店 
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世界展開している 
 ハンバーガーチェーン店     
    日本シェアトップ  
⇒店舗数は日本一である 
⇒単価は安価 
 
‣若年層ほどマクドナルド 

志向が強く、歳を経るほど支
持率が低下する 
→安さの優先度がそのまま  
 現れている 

マクドナルド 
 
 
日本発祥の 
 ハンバーガーチェーン店 
    日本シェア 2位 

⇒ハンバーガーチェーンでは
珍しい「国産牛肉」を 
使用 
⇒居心地の良い店づくり 
⇒単価は比較的高価    
 
‣20代以降はどの年齢層にも 

一定の支持率[10] 

モスバーガー 

日本シェア1位2位であるこの2店を比較する 



2.研究目的  

 

 

 

 

 

 
 

日本におけるハンバーガーチェーン店の店舗展開の比較 8 

       

     東京都は他県と比べ店舗の数が多い  
     ⇒焦点を東京都23区にあてると、 
      それぞれの店舗の数はまちまち  

研究背景より  

 
対象の都道府県を東都23区に絞り、 
店舗が多い区と少ない区との違い、  
東京都23区の店舗展開の背景を探る 

 
本研究ではマクドナルド、モスバーガーに 

対象を絞り、重回帰分析を行う 
 

目的 



データ概要 

•店舗数から比較するため、 

   従属変数をマクドナルド、モスバーガーの 

   それぞれの店舗数にする   

 

•変数(すべて23区別のデータ)   

   人口、面積、人口密度、男性の人数、 

   14歳以下の人数、15～64歳の人数、 

   その区に在住している外国人人口(中国、 

   韓国、アメリカ）、平均年収 

日本におけるハンバーガーチェーン店の店舗展開の比較 
9 



3. 研究内容  

• 店舗数に関連するデータを探り、データを把握する          

  今後の店舗展開の予測を行うため重回帰分析を行う  

  

＜分析手順＞    
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・重回帰分析(TIBCO Spotfire S+® 8.2J for Windows)     
 
‣マクドナルド/モスバーガー 
従属変数：マクドナルド店舗数/モスバーガー店舗数      
独立変数：人口、面積、人口密度、男性人口、平均年収、 
     14歳以下の人口、15～64歳の人口、 
     中国、韓国、アメリカ  



研究内容～分析結果①～  

• マクドナルドの重回帰分析結果(Appendix図3より) 

 

 

 

 決定係数＝0.7921 

 回帰式 y = 13.9703-0.0007𝑥1-0.0002𝑥2+0.0033𝑥3 
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有意確率から、人口密度、15歳～64歳の人口、 
アメリカ人の人口を回帰式に用いる 

23区別の人口、面積、男性の人数、14歳以下の人数、 

中国人、韓国人の人数、平均年収データは店舗数に対する影
響は小さいが、 人口密度、15歳～64歳の人口、 

アメリカ人が在住している人口データは 
影響を与えている 



研究内容～分析結果②～  

• モスバーガーの重回帰分析結果(Appendix図4より) 

 

 

 決定係数＝ 0.5642 
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23区別の人口、面積、人口密度、男性の人数、14歳以下の人
口、15歳～64歳の人口、中国人、韓国人、アメリカ人が在住し

ている人口データ、平均年収データは 
店舗数に対する影響を与えている可能性が低い 

有意であるデータは得られなかった 



4. まとめ  

①店舗展開の共通点  

 モスバーガーも有意に近い項目だったため、    

 人口密度が高いほど、 

 店舗数が多いと考えられる。 

 

②分析から見えた相違点 

・マクドナルド：影響大 

・モスバーガー：影響小 
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その区に 
在住している 
アメリカ人の 
影響か？ 

人口密度 



5. 考察  

‣マクドナルドはその区に在住している 
  アメリカ人の人口の影響が大きい   
  ⇒マクドナルドはアメリカが発祥のため、 
   アメリカ人への知名度が高く、 
   人気であることが理由として挙げられる。 
 
 ‣人口密度が高いほど店舗数はマクドナルド、  
   モスバーガー共に多い 
   ⇒ハンバーガーチェーン店は店舗展開する際 
    人口密度を一つの目安として 
    考慮できるのではないか  
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6.今後の課題  

‣店舗展開の背景を見るため   

   さらに変数を増やしていく必要がある  

‣今後、顧客に対するアンケート調査から  

   ハンバーガーチェーン店に対する 

    意識調査をする  
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本研究では、東京都23区のみの分析であったが 

都道府県に視野を広げ店舗展開の背景を探る必
要がある 
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Appendix①  

• 重回帰式  

  ‣マクドナルド   𝑥1 =人口密度、 

  𝑥2 =15歳～64歳の人口、 

  𝑥3 =アメリカ人が在住している人口 

  ‣モスバーガー 

 

• データについて  

     ‣マクドナルド、モスバーガー店舗数:(2016)  

  ‣23区、男女人口、外国人人口:(2015)   

     ‣年齢層:(2014)  
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Appendix②  
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図3.マクドナルドのS-plusによる重回帰分析結果  
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図4.モスバーガーS-pulsによる重回帰分析結果 


