情報化時代における消費行動
― インターネットで何が変わったのか ―

竹 元 雅 彦・栗 原

理

本論文の目的は，インターネットによってこれまでの消費行動がどのように変化を遂げ
たのか，また今後どのように変化していくのかについてその要因とプロセスを検証するこ
とで，情報化時代における消費行動の方向性について検証を行うことにある。
インターネットが生活，産業のあらゆる場面で欠かせない経済社会インフラとして社会に
浸透したことで，
あらゆる産業の活動がインターネットを前提条件に移行しはじめている。
消費行動もその例外ではなく，消費者はインターネットを活用することで，従来とは比較
にならないほどの「情報」を手に入れることができるようになった。そして，
それにより「情
報の主導権」，「価格を決める主導権」は次々と生産者から消費者に移行していった。消費
行動そのものがインターネットの登場によって根本から変わってしまったと捉えることが
できる。
その変化のプロセスの中で明らかになったことは，消費者の求める製品・サービスに対
する価値に変化が生じたという現実である。消費者は氾濫する情報の中から，自分に価値
のあるものを探し出す術を手に入れた。そして，それを可能にしたのがインターネット等
の技術の進展なのである。今や情報を自由に使いこなす消費者が求めている価値とは「時
間価値」に他ならず，それが企業と顧客とをより近づけることにつながり，消費の主導権
を消費者に得させることとなった。
キーワード：消費行動，ユビキタスネット社会，時間価値

Ⅰ

はじめに

インターネットが生活，産業のあらゆる場面で欠かせない経済社会インフラとして社会に浸透し
たことで，あらゆる産業の活動がインターネットを前提条件に移行しはじめている。家庭，職場に
おける一人一台のパソコン環境や携帯端末の急速な普及によりインターネットは，今や電気・ガス・
水道と同様に無くてはならない存在となり，通信料金の低下や機器操作の手軽さにも後押しされ，
誰もが日常生活やビジネスの場面で当たり前のようにその便利さを享受することが可能となった。
特にインターネット環境の入口となるヤフー やグーグル に代表される「情報検索」機能が，
企業や人々の行動に大きな影響力を与えたとみることができるであろう。その結果，インターネッ
ト導入以前と今とでは，消費者サイド（買い手側）が得ることのできる情報量は比較にならないほ
ど増加し，今や生産サイド（作り手側）との差はほとんどないと言っても，過言ではないであろう。
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そして，その氾濫するほどの情報は，消費行動に多くの「選択肢」を与えることとなった。例えば
モノの購入に際して有用となる価格情報が，「情報検索」の活用によって容易に入手できるように
なったことで，市場における「価格の透明性」を求める声が一気に広がり，同時に顧客の考える「価
値」が価格を決める大きな要因となっていった。
このように，
「消費者がモノの価格を決める時代になった」といわれる背景には，消費者が「選ぶ」
「決める」といった消費行動における主導権を握るようになったこと等，消費行動そのものがイン
ターネットの登場によって根本から変わってしまったと捉えることができるであろう。
本論文では，その新しく多様な機能を兼ね備えたインターネットによってこれまでの消費行動が
どのように変化を遂げたのか，また今後どのように変化していくのかについてその要因とプロセス
を検証することで，情報化時代における消費行動の方向性を探ることをその目的としている。

Ⅱ
１

ユビキタスネットワークと社会の変容
社会構造の変化とユビキタスネット社会

まず今日の日本の経済を支える情報通信インフラが構築された背景には，2001年

月にスター

トした「2005年までに世界最先端の IT 国家となる」という目標を掲げた「e-Japan 戦略」3が順調
に進展したことによる。世界最先端というべき水準の低廉かつ高速なインターネット環境を目指
す「e-Japan 戦略」が実現したことにより，政策の方向はインフラ整備段階から利活用促進に重点
をシフトした「ユビキタスネットワーク」の形成を新たな目標像として位置付けている。そして，
2010年を目途に「いつでも，どこでも，何でも，誰でも」ネットワークにつながり，情報の自在な
やりとりを行うことのできる「ユビキタスネット社会」の実現を目指す「u-Japan 政策」 は，これ
までの米国等の先進 ICT 国家に対するキャッチアップ型の目標から脱し，情報通信技術活用によ
る先行的社会システム改革の推進等，情報通信技術におけるフロントランナーとして世界を先導し
ていくことを目標として掲げるなど我が国の ICT の進展は留まるところを知らない。
この「ユビキタスネットワーク」の実現とは，人々がコンピュータネットワークの存在を意識す
ることなく，「いつでも」，「どこでも」，「自在に」，「安心して」利用できる情報通信ネットワーク
環境の実現を意味している。その特徴は，接続性の飛躍的向上であり，意識する，しないに関わら
ず，つまり通信端末等の種類や時に存在の有無に関わらず，シームレスで自由自在なコミュニケー
ションが可能となることである。
「ユビキタスネットワーク」が本格的に普及したユビキタスネット社会では，情報通信技術が社
会経済活動すべての側面の隅々にまで及ぶことから，分散する社会構成要素がネットワークを通じ
て統合される可能性を有する。いわゆる，これまで障害となっていた「距離」の差や「時間」の差
が無くなり，「地方」，「遠方」であることのデメリットも情報通信網の進化により軽減される方向
にある。
さらに，「ユビキタスネットワーク」の進化が，社会経済のあらゆる局面で知識・技術の集積を
進展させ，既存の社会経済システムの抜本的変革や，経済活力の源泉である技術進歩を加速させる
ことに寄与することが期待されている。従来，情報通信技術は主として企業間等で利用され，利用
者はその利便性を間接的に享受する立場であることが多かった。電子計算機能としてのコンピュー
タ自体，長く企業の経営効率を高めるシステムとして捉えられていたからである。しかし，1995年
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さらに，「ユビキタスネットワーク」の進化が，社会経済のあらゆる局面で知識・技術の
集積を進展させ，既存の社会経済システムの抜本的変革や，経済活力の源泉である技術進
歩を加速させることに寄与することが期待されている。従来，情報通信技術は主として企
業間等で利用され，利用者はその利便性を間接的に享受する立場であることが多かった。
電子計算機能としてのコンピュータ自体，長く企業の経営効率を高めるシステムとして捉

の Windows95 の登場以降，コンピュータはパーソナル機器として，また生活における身近な情

えられていたからである。しかし，1995 年の Windows956 の登場以降，コンピュータはパ

報ツールとして急激に普及し，インターネット技術の進展とともに一般家庭の生活領域にまで広く

ーソナル機器として，また生活における身近な情報ツールとして急激に普及し，インター

浸透していった。

ネット技術の進展とともに一般家庭の生活領域にまで広く浸透していった。
が示すように，今や企業から一般個人に至るまで国民の殆どが日常的にインターネットを活
図１が示すように，今や企業から一般個人に至るまで国民の殆どが日常的にインターネ
用し，その便利さの恩恵を受けているといっても過言ではない。
ットを活用し，その便利さの恩恵を受けているといっても過言ではない。
1995年が日本での「インターネット元年」であるならば，企業や家庭にパソコンが定着し，更に
1995 年が日本での「インターネット元年」であるならば，企業や家庭にパソコンが定着
高速通信の技術や料金の低価格化が始まった2001年（平成13年）こそが，「ブロードバンド元年」
し，更に高速通信の技術や料金の低価格化が始まった 2001 年（平成 13 年）こそが，
「ブロ
にあたると言われている。2001年以降インターネットが家庭や企業において本格的な活用段階に
ードバンド元年」7 にあたると言われているが，2001 年以降インターネットが家庭や企業
入ったとみることができるであろう。
において本格的な活用段階に入ったとみることができるであろう。
既に，従来の「企業」や「組織」，そして「ビジネスの仕組み」等の形態をも根本から変える程
既に，従来の「企業」や「組織」，そして「ビジネスの仕組み」等の形態をも根本から変
の影響力を与えているのである。
える程の影響力を与えているのである。
図

図

インターネット利用状況

図１ インターネット利用状況

出所：平成
18 年度「通信利用動向調査」総務省
「通信利用動向調査」総務省
出所：平成18年度
特に日本においては，パソコンに限らず携帯電話等の情報端末が，インターネットをよ

特に日本においては，パソコンに限らず携帯電話等の情報端末が，インターネットをより身近な

り身近な存在に変え，その活用は日常の広範囲にわたっていると考えていいだろう。

存在に変え，その活用は日常の広範囲にわたっていると考えていいだろう。

今やパソコンやインターネットを意識することなく，その便利さを享受できることが可

今やパソコンやインターネットを意識することなく，その便利さを享受できることが可能となっ

能となった「ユビキタスネット社会」では，企業・産業分野がその活用の中心だった

た「ユビキタスネット社会」では，企業・産業分野がその活用の中心だった Windows95の登場以

Windows95 の登場以前とは異なり，
今後個人・世帯を含めたすべての領域における ICT 化，

前とは異なり，今後個人・世帯を含めたすべての領域における ICT 化，ネットワーク化が更に進

ネットワーク化が更に進展していくことが予想される。むしろ，あらゆる生活の場面にお

展していくことが予想される。むしろ，あらゆる生活の場面においてインターネットは，電話や道
路のように生活基盤の一つとしての地位を確立し，意識する，しないに関わらずその恩恵を享受で
-3きる段階に入ったことは先に述べた通りである。

それは意識的にパソコンの電源を入れて，ネットワークにログインをするというプロセスを踏む
ことなく，例えば一般家電製品の電源スイッチを入れる，扉を開ける，閉めるといった行動から携
帯電話の端末がネットワークの入口になるという意味でもある。これからの生活がすべてネット
ワークの中にあると考えていいであろう。
つまり，インターネットがこれまでの電話，FAX 等のメディアツールのように単なるビジネス
や生活の効率を高めるといった本来の機能に加えて，生活の中に浸透することで新たな機能が創出
されている結果として捉えることができるであろう。
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その結果，企業と個人に限らず，情報の送り手と受け手，つまり情報供給者と消費者との間に今
までになかった直接的な接点が生まれ，新たな相互関係が生じるとともに，社会の様々な主体に分
散して存在する多様な知識が統合されるなど，各主体の社会経済活動や相互関係が既に大きく変化
しているのである。
このように「ユビキタスネットワーク」の進展により，企業から個人・世帯へ情報通信技術の利
用が広がることで，新しく多様な情報通信技術の利用形態が次々と生み出されているのである。

２

補完機能としての ICT 活用
インターネットや ICT 化がビジネスや日常生活に与える影響を考える時，重要なキーワードに

「補完」と「代替」がある。経済的な活動や事象は何らかの関係において「補完」か「代替」の関
係にあるものが多い8。補完関係にあるものは，相互に強化し合い，代替関係にあるものは相互に
競合する。
インターネットの発展や ICT 化により，新しい技術が利用可能となったとき，ネット上の「バー
チャル（仮想社会）」と「リアル（現実社会）」は，補完か代替のいずれになるかについて多くの議論
がなされた。これまで行ってきた販売活動や生産活動がインターネットによって取って変わるのか，
または強化されるのかに対する議論である。
補完的なビジネスであれば，ICT と既存のビジネスが相互に強化しあうので，一方で ICT を積
極的に活用しながら，それと補完的な既存のビジネスを伸ばしていくことが可能となりビジネス
チャンスは広がることになる。例えば地方の不便な立地に店舗があったとしても，オリジナリティー
の強い商品力があれば，ICT が営業機能を果たしてくれさえすれば不便な立地を ICT が補完して
くれることになる。
反対に，インターネットの普及によってその店舗が無くなるとすれば，それは店舗が果たしてい
る機能とインターネットが果たしている機能が代替的関係にあるということを意味している。
かつてインターネットの普及により，人々はネットで売買することで既存の店舗形態は激減の方
向に向かうとの予測もあった。それは，インターネットが持つ利便性は，「いつでも，どこでも，
誰もがパソコン一台あれば，少ない投資で世界を相手に24時間ビジネスが展開できる」といった，
これまでのビジネスのありかたを制限してきた「時間」や「空間」や「形態」といった障害を克服
し，ビジネスのスピードをあげることであったからである。
図

が示すように実際インターネット導入の1995年以降，小売店舗数は減少の方向にあることは

間違いない。しかしその現象をインターネットの影響であると断言はできまい。むしろ，大型チェー
ン店の店舗数の増加と合わせ見ると，市場が淘汰されている状況と見ることができるであろう。
顧客の購買パターンが多様化する中，インターネットを経営の補完機能と捉えて，顧客のあらゆ
る要望に応えていく企業の経営ツールとしての活用方法を見出した企業が成長を遂げているのは事
実である。
インターネットと現実の店舗や流通機構を組み合わせるネットビジネスの手法である「クリック
＆モルタル」は，その代表例である。実際既存の店舗を持ちながら，インターネットを新たな販売
チャネルとして活用するケースは最も多く見られる導入ケースである。
「インターネットの普及により，これまでの店舗型小売業は必要なくなる」といった議論はこれ
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まで多くなされてきた。しかし，むしろこれまでの小売店舗は，ICT
の活用により補完的機能を
���������������������������������ICT �����
高めることで，多様化する消費者ニーズへの対応を可能とし，そのことが更に多様な消費行動を生
����������������������������������������
む結果になったとみることもできるであろう。
��������������������������������
図

総小売店数と中小小売店数

��� ������������

（注） 中小小売店数は従業員

人以下の店舗数

出所：経済産業省「商業統計」

出所：経済産業省「商業統計」
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消費行動と時間価値
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インターネットによる消費行動の変化

１

- 5 - 「時間」というキーワードは，インターネッ
インターネットが消費行動に与えた影響を考えるとき，
トの持つ機能が「時間」の壁を取り去るということからも，重要な要素とみることができるであろう。
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図

インターネット利用による生活時間・行動頻度の変化（

家族との連絡回数
友だちとの連絡回数
旅行に行く回数

年前との比較）

労働時間
映画・演劇・コンサート・スーポーツ観戦に行く回数
外出する回数
新聞を読む時間
家族と対面で話す時間
買物をする時間
友だちと対面で話す時間
雑誌を読む時間
テレビを見る時間
睡眠時間

※ 各項目に対して「増加した」と回答した利用者の割合から「減少した」と回答した利用者の割合を差し引いたもの
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出所：総務省「平成17年版
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は，インターネットの利用による日常の行動の変化についてまとめたものである。特徴とし
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「睡眠時間」
，「テレビを見る時間」
，「新聞，雑誌を読む時間」等が減少したとする人が多い
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ことである。これにより，日常生活における情報収集の手段が既存のテレビや印刷媒体からネット
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に移行している動きを読み取ることができる。特に24時間という限られた一日の中での時間配分が
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大きく変わり，家族や友だちと連絡を取る頻度が増加したとする人が多い一方で，家族や友だちと
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対面で話す時間は減少したとする人が多くなっており，メール等での連絡は頻繁に行うが対面での
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接触時間は減っている傾向が読み取れることは興味深い。ブロードバンドの進展で
「買い物」や「映
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画・音楽の鑑賞」等の娯楽もネット上でスムーズにできる環境が整ったことで，消費者が主体的に
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「時間」をマネジメントしている状況もうかがい知ることができる。
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それを検証したのが，図 に示す「インターネット人口と総利用時間の推移」である。これはネッ
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トレイティング株式会社
発行の「データクロニクル2006」のデータからの引用であるが，2000年
���������������� 9 ������������ 2006���������
以降日本人のインターネット利用行動の尺度となる月間総利用時間の推移を時系列でみることがで
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きる。ここに示された消費行動は，まさに消費者が日常生活の中でインターネットに依存する割合
����������������������������������������
の増加を意味している。
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月間総利用時間とは，インターネットユーザー個々がネット上で費やした時間の総計を表わして
���������������������������������������
いる。例えば日本全体の月間総利用時間は，すべてのインターネットユーザーがネット視聴に費や
����������������������������������������
した時間の合計である。
�������������������
この総利用時間を2000年 月からの時系列推移でみると，2000年 月に5,884万時間だったもの
��������
2000 ����������������2000 � 4 �� 5,884 ���
が，2006年
月には 億1,857万時間まで拡大しているのがわかる。
�������2006
� 4 ����� 1,857 �����������������
これはインターネット人口が2000年の約853万人から2006年の約4,114万人とおよそ4.8倍に拡大
したとともに，一人あたりの月間利用時間が

時間54分から17時間28分へと拡大したことに起因す
-6-

る。翻せば日常生活におけるインターネットの依存度の伸びと読み取ることもできる。

つまり，日常の生活において依存率が高まるということは，
「より便利」な生活の実現のための「補
完」ツールとして，また従来の「テレビを観る」，「新聞を読む」と言った日常行動の「代替」とし
てインターネットが生活の一角に位置付けられていると考えることができる。
特に日常生活における時間の自由度は ICT 活用やインターネット活用でますます高まる方向に
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�����������������������������������������
����������������������������������������
����
� ����������������� ICT ��������������������
����������������������������������������
の「総利用時間の推移」から読み取れる利用時間の増加は，単にテレビや新聞に取って
����������������������������������������
替わったというのではなく，インターネットの方が自分の都合でコンテンツを自由に選ぶことがで
����������������������������������������
きることの優位性が高まっていることを表わしている。従来のように情報の送り手の都合に合わせ
����������������������������������������
るのではなく，自らの求める情報を探すために消費者が能動的に動き始めたことを読み取ることが
��������������������������������
できるのではないだろうか。
ある。図

��� ������������������
図４

インターネット人口と総利用時間の推移

出所：ネットレイティング「データクロニクル2006」

��������������������� 2006�
また，図

に示す「インターネットの利用による支出面の変化」についてみてみると，「雑誌の
� ���������������������������������������
購入金額」，「テレビゲームの購入金額」，「音楽 CD の購入又はレンタル金額」等が減少したとする
��������������������������� CD �������������
人が多いことが読み取れる。
���������������������
ここからも，インターネットが従来の娯楽や情報提供に係るサービスを「代替」している傾向を読
み取ることができる。
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従来新聞や雑誌で入手していた情報をインターネットから入手するようになった等の行動の変化以
上に情報の持つ価値が変わってきているとすれば，興味深い結果である。
かつては購入しないと得られなかったような情報でさえ，今は安価で入手することが可能となり，
情報の主導権は確実に企業から消費者へ移行しているといえるであろう。

〈現代社会学 ９〉

99

�������������������������������������
�������������������������������������
�� ���������������������������������������
���������������������������������������
��������������������������������������
��������������������������������������
�������
���
��� ������������������2
������������������2
�������
図
インターネット利用による支出の変化（ 年前との比較）
旅行に支払う金額
CATV や衛星放送の有料放送に支払う金額
映画・演劇・コンサート・スポーツ観戦に
支払う金額
ビデオ・DVD の購入又はレンタル金額
新聞の購入金額
音楽ＣＤの購入又はレンタル金額
テレビゲームの購入金額
雑誌の購入金額
※

各項目に対して「増加した」と回答した利用者の割合から「減少した」、
「必要性は変わらないが仕方なく減らした」と回答した利用者の割合
を差し引いたもの

���������
17
���������
17����
���� �������
�������
出所：総務省「平成17年度版
情報通信白書」
���
インターネットによる消費行動の変化
���図�����������������
�����������������

商品情報をインターネットで
収集することが多くなった
通常ショッピングでも事前にインター
ネットで情報収集することが多くなった
ネットショッピングと通常ショッピング
とでは、買うものが全く違う
ネットショッピングにより通常
ショッピングの金額が減った
これまで買わなかったようなもの
まで買うようになった
通常ショッピングをする時間がないときに
ネットショッピングをする
ショッピング全体に使う金額が増えた
ネットショッピングでは通常ショッピング
より衝動買いが多い
※

各項目に対して「その通りである」と回答した利用者の割合から「逆である」と
回答した利用者の割合を差し引いたもの

���������
17
出所：総務省「平成17年度版
情報通信白書」
���������
17����
���� �������
�������
図

は「インターネットによる消費行動の変化」を示している。インターネットを利用した消費
-8-
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行動の変化として，「商品情報をインターネットで収集することが多くなった」とする者が圧倒的
に多いことがわかる。このことから，モノやサービスの購入に際しては，情報の収集手段としての
インターネット利用が社会に広まっていることがうかがえる。
「価格 .com」10に代表される価格比較サイトで，製品の購入前に競合商品，価格等の情報を得て
から購買するという買い物行動も，今や一般化している。実際に使ったユーザーの生の声が，その
製品の売り上げにも大きな影響力を与えるだけではなく，売り手であるメーカーサイドにとっても，
今後の製品開発に向けて，消費者の生の声を反映させた機能・価格を実現していくためのコミュニ
ケーションの場としての役割は高まっているといえるであろう。
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マーケティングにおける，消費行動のプロセスに関する仮説のひとつで，「ある商品について，
消費者がそれを認知し，購買するに至るまで」の経緯を表わす理論として，米国の学者ローランド・
ホールによって提唱された AIDMA 理論がある。法則では，消費者がある商品を知って購入に至
るまでに次のような段階があるとされている。
1．Attention（注意）
2．Interest（関心）
3．Desire（欲求）
4．Memory（記憶）
5．Action（行動）
という五つの流れが示されているが，インターネットにおける購買行動はもはやこの行動では説明
がつかなくなっているとも考えられる。
これに対して，近年，ネットでの購買行動のプロセスモデルとして AIDMA に対比されるもの
として日本の広告代理店の電通が2005年に提唱した AISAS11というモデルがある。
1. Attention（注意）
2. Interest（関心）
3. Search（検索）
4. Action（行動，購入）
5. Share（共有，商品評価をネット上で共有しあう）
特に e コマースのマーケティングモデルとして参照され，今や主流となりつつある。インターネッ
ト特有の機能である「検索（Search）」と「情報共有（Share）」が加えられたことが主な特徴であり，
購買後ユーザーが先の「価格 .com」や自らのブログに感想を書くことが，また他の消費者の購買
につながるという構造を作りあげていくところがインターネットによって発生した新たな消費行動
といえるであろう。
先の「価格 .com」の持つ価値も，商品の価格情報以上に，実際使ったユーザーの生の声にある。
消費者は，その記載内容によって購入決定の判断を行う。
この流れが結果として「顧客が価格を決める」という構造を作り上げているともいえるであろう。
その製品・サービスに関する情報により，価格が価値に見合うものか否かの判断が購入を決定づけ
るのである。同様に，世界最大の書籍販売サイト，「Amazon.com」12においてもユーザーの書評が
本の価値を決めているともいわれている。
また，ネットショッピングを行うことにより「ショッピング全体に使う金額が増えた」とする人
が減ったとする人を上回っている結果も興味深い結果である。
電子マネーや決済システムの安全性が高まり，インターネットでの購買が容易になったことで
ネットでの購買は年々増加の方向にあるが，加えて先の価格比較サイトに限らず，製品・サービス
の比較検討が容易になり，なおかつ代金の決済が簡便化することで，インターネットでの消費行動
の利便性はますます高まっていることが読み取れる。
ただし，ネットにおいては「衝動買い」は極めて少ないことも特徴としてあげられる。
実際に商品を見て選べないことや購入に至るシステムの複雑さ，また反対に選択肢の多さが理由に
考えられるが，それ以上に今までに買えないと思っていたような製品・サービスまでが買えること
が分かり，ネット上でも「吟味する」という行為が起きている。
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つまり，インターネットが一般化する中で，バーチャルとリアルの境界が徐々に薄くなり，リア
ルで起きる消費行動も当然のようにバーチャルの世界でも起こっているのである。
実際ネット上で売れているものは，安価な商品ばかりではない。高価でも良質なもの，顧客が「価
値がある」と思われるものは，類似した商品よりも遙かに高い価格で売買されていることも事実で
ある。
日本の小売業者の中に「消費者は安いものを欲しがっている」という誤解がいまだ根強く残って
いる。売上が低迷すると，「低価格」を前面に打ち出して店頭に価値のない商品を積み上げる。恐
らく大量生産，大量販売時代の名残で，「モノ」が足りない時代の感覚であろう。消費者はその行
動に対して閉口するだけだが，結果は「売れない」という現実が示す通りである。ここから読み取
れるのは，紛れもなく消費者は「安いもの」を求めているのではないという現実である。「いいもの，
価値のあるものを安く買いたい」，それは全く意味の違う欲求である。それでは，次にその消費者
が何に価値を感じるのかについて考えてみよう。

２

時間消費の二極化
24時間対応の店舗やサービスの増加等を見ても「生活の24時間化」に対応することによって，企

業の事業活動は長時間化，多機能化してきていることがわかる。さらに，情報化の進展は消費者ニー
ズをリアルタイムに反映したサービスの提供を可能とし，商品のライフサイクルの短期化等の変化
をももたらすとともに，インターネットの普及に伴い買い手側からの情報発信を可能とするなど購
買形態をも多様化させている。
特にインターネット普及を速めたのは，「時間の自由度」にあるといえるであろう。かつてコン
ビニエンスストアの24時間営業が生活の便利さを高め，消費者に買い物の自由度を与えたように，
時間の制約を受けないインターネットは，従来の生活時間の枠組みを緩め，同時に多くの選択肢を
消費者に与えたことになる。
そもそも，万人にとって

日が24時間という変えることのできない制約があるからこそ，その活

用方法が個々の生活を高めるための課題となる。とりわけ，所得が増えるとその人の時間価値は高
まり，時間的制約条件はますます高まることになる。
経済学においてもこの「価値」については常に注目されてきた。シカゴ大学のゲーリー・ベッカ
ー13は彼の消費者理論において，人々の消費行動は二つの制約に縛られていることを指摘している。
その制約条件の一つが「予算」であり，そしてもうひとつが「時間」である。消費者が何かを買お
うとする時には少なくともどちらかの制約を受けることになる。
たとえば，「予算の制約」があるから，より安くて良いものを購入しようとするであろうし，「時
間の制約」があるから高くても買ってしまうこともある。「コンビニエンスストア」の利便性もま
さにここにある。例えば大型スーパーであれば駐車場に車を入れることに始まり，広い売場で目的
の商品を探し，レジの長い行列に並ぶことを考えれば裕に

〜30分の時間を要する。だから多少高

くても短時間で待たずに買える「コンビニエンスストア」に人は時間の価値を感じるのである。
このように「時間の価値」が消費行動に与える影響は大きい。「時間価値」とは，一般的には金
融用語で「将来に値上がりするかもしれないという期待に対する価値」を言うが，ここで扱う「時
間価値」とは，時間の活用によって生み出される価値を言う事とする。この「時間価値」も「何時
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間働いた」のように物理的に計ることのできる「物理的時間価値」もあれば，「どれだけ楽しかっ
たか」や「どれだけ充実したか」のような主観的にとらえた「意味的時間価値」の側面もある。ど
ちらかと言えば「感覚」による要素の価値観ではあるが，この価値こそが今やマーケティング戦略
の大きなテーマとなっているのである。
消費行動を捉えてみても，日常的な行動においては，なるべく時間をかけたくないといった「時
間節約（Time Saving）」意識に基づく行動と他方では時間を充分に使って買物プロセスを楽しむ「時
間消費（Time Consuming）」意識に基づく行動の

極化は，ますます進展する方向にあるといえる。

例えば，一日の生活行動の中で優先順位づけが行われ，なるべく無駄な時間を排除したいという
行動の選別が行われる。特に日常的な消費行動において，人は「ストレス」をいかに感じずに過す
かが鍵となるであろう。その「ストレス」は言うまでもなく待たされることである。生活の中の「死
に時間」といわれる「アイドリングタイム」，例えば通勤，通学や仕事から仕事への移動時間や食
事の準備や後片付け，掃除，洗濯，日常の買い物時間等生活の中における，個々が価値を持たない
行動は削除の対象となることはいうまでもない。
通勤，通学の交通機関の中で学生や OL，ビジネスマン等が常に携帯電話に触れメールやコンテ
ンツを活用するのは，まさにその「死に時間」の排除に他ならない。
だからこそ，時間の価値が量から質に変わり，人々の時間価値が高まると，より多くの金額を払っ
てでも「時間短縮」を望む声は高まるであろう事が予想される。
しかし，一方で生活の中の時間を切り詰めて無駄な時間を排除しようとする同じ消費者が，自分
の時間をたっぷりとなおかつ有意義に使おうとする消費行動が，「時間消費（Time Consuming）」で
ある。一人当たりの国民所得が世界最高水準に到達した現在，経済成長により獲得してきた所得水
準の向上や自由時間の増大などを背景として，物質的な豊かさに加えて精神的な豊かさを重視する
志向がますます高まっている。人々の価値観や生活様式が多様化していく中で，生活の中に自由な
時間を求めるために，一方で「時間節約」が行われているとみることができるであろう。
本来，自由時間の増減は労働時間の変化によるところが多い。ICT の進展が労働時間や労働形
態に与える影響は大きく，インターネットの普及により実質的な労働時間も短縮されたことで，生
活時間も大きく変化している。当然，労働時間の短縮は自由時間を増加させることは言うまでもな
い。
このような背景を受けて消費行動も大きな変化を遂げつつある。かつて生活の利便性や快適性の
ための手段として行われてきた消費は，今や生きがいそのものと深くかかわり始め，「自己実現」
や「自己実現の手段」としての意味合いを濃くしつつある。近年の消費構造の変化が「多様化」
「個性化」と言う言葉によって形容されること自体が，多様化・個性化を特徴とする「生きがいの
充足」と消費が関わり始めているという事実を表現していると言えるであろう。「時間消費（Time
Consuming）
」の目的は，まさに「自己実現」にあるといえるのである。

３

時間と経営

「時間」が消費者の購買を決める要因であるならば，企業にとっての「時間」とはいかなる意味
を持つのであろう。たとえば，企業の中には，多くの時間が流れている。事業全体のライフサイク
ルから，経営計画のマネジメントサイクルに至る流れは，その代表的な時間軸であり，その主導権
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は企業にあるが，一方で顧客が主導権を握る「購買ライフサイクル」といった時間軸もある。これ
らの複数の時間軸の存在が企業経営を複雑にしているといえるであろう。
従来「経営資源」といえば『ヒト』，『モノ』，『カネ』そして『情報』があげられたが，最近では
加えて『時間』という資源が重要な位置づけとなってきている。企業の持つ時間をいかに活用する
かが経営の効率や質に大きな影響を与えるからだ。また，同時に顧客の持つ時間をいかに獲得する
かが経営の差となる。
例えば経営戦略を立案するにあたり，「時間軸」は従来の一過性の戦略とは異なり，顧客との永
続的な関係の維持を意味し，顧客は時間という尺度を見て，より利便性の高いサービスを選択する
傾向がある。
たとえば「タイムベース競争（Time-based Competition）」という戦略がある。この戦略は，時間
的な優位性を以って競争優位を築こうとするものである。従来型の競争は，低価格化戦略や差別化
戦略などに代表されるように，顧客ニーズに応える商材と品質，及び，そのコストによって競争優
位を築こうとしてきたが，現在では，これらの要素に加えて " 時間（短縮による利便性）" も競争優
位の源泉となりうることを訴えた考え方で，ボストンコンサルティンググループによって提唱され
た。注文して30分以内で届く宅配ピザや24時間営業のコンビニは，タイムベース競争の原理を利用
して成長を遂げた産業である。
しかし，いくら時間の優位性が高くてもそれを理由に2倍，3倍の利益を取ろうとすると，その利
便性は失われてしまう。「ドトールコーヒー14」や「吉野家15」の戦略はまさに，注文してから商品
が出るまでを一分以内にするなど，客席回転率16を上げることによって，顧客の時間の利便性を高
めることで利益を創出しているが，一方で「低価格」を柱にすることでその時間価値を高めている。
まさに「時間節約型消費」に対応した戦略と捉えることができるであろう。
高いお金を対価として支払えば，高い水準のサービスを受けられるのは当たり前ではあるのと同
様に，ビジネスで発生する時間を短縮することで生み出される「価値」は，経営の「効率」を高め
コストに反映されることは既に明らかである。時間を短縮するという「時間の自由度」が可能とな
ることは，一方で「延長する」事も可能になったことを意味する。
つまり「時間を短縮」し，なおかつ従来と同等以上に生み出される価値（TIME VALUE 1）があ
るのならば，同様に「時間を延長する」ことで生み出される価値（TIME VALUE 2）もあると考え
られるのではないだろうか。単純にいえば，「短縮」し，かつ価値を高めることが顧客の立場も考
えた「効率」（TIME VALUE 1）の追求で，
「延長」，あるいは「時間を感じさせない」ことが「経験」
（TIME VALUE 2）の提供という捉え方である。

TIME VALUE 1＝

FUNCTION
COST

＝

FUNCTION
TIME

TIME VALUE 2＝ FUNCTION × TIME
ここでいう「経験」とは，「過去の経験，体験」ではなく，「今，ここで感じる身体的，精神的あ
るいは美的な快楽，感動」を意味している。
今日のように成熟した消費社会においては，消費者が製品・サービスに求める水準はますます高
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度化する傾向にあり，もはや製品やサービスの消費だけでは満足せず，それらを利用することから
得られた「経験」そのものに新たな価値を見出すという考え方である。
たとえ時間を充分にかけても，顧客の満足できる機能を提供できれば価値は更に高まり，それに
見合う対価を得ることも可能となるのである。
図

の「経済システムの進化」が示すように，各々のステージにおける経済価値は本質的に他の

ステージにおける経済価値とは異なっており，経済価値の段階が上がると，その前の段階よりも大
きな価値が生み出される。
特に製品・サービスそのものが提供する機能や便益だけではなく，その製品・サービスが持つイ
メージや，それを提供する企業の与えるブランド等のイメージ，付帯するサービスなどを含めた
「トータルな利用経験」が，製品・サービスの価値や顧客満足度の高さを決める要因となっている
ことからも，「経験というものは原材料，製品，サービスというそれぞれの商品（販売可能な価値）
に続く，第四の価値として捉えるべきである」というように著者は主張している。
図７

経済システムの進化

経済的オファー

コモディティ

製品

サービス

経験

経済

農業経済

産業経済

サービス経済

経験経済

経済的機能

抽出

作る

デリバリー

ステージング

売り物の性質

代替可能

有形

無形

思い出に残る

重要な特性

自然

規格

カスタマイズ

パーソナル

供給方法

大量貯蔵

在庫

注文に応じて配布

一定期間見せる

売り手

取引業者

メーカー

サービス事業者

ステージャー

買い手

市場

ユーザー

クライアン

ゲスト

需要の源

性質

特徴

ベネフィット

感動

出所：B.J. パインⅡ，J.H. ギルモア（2005）「[ 新訳 ] 経験経済」ダイヤモンド社，p186。

つまり，基本的に「モノ」が充足された現代社会においては，企業が提供する製品・サービスそ
のものの機能は，ほとんど差別化できないという状況に達しているからこそ，
「トータルな利用経験」
の優劣がその製品・サービスの評価となるのである。この製品・サービスの優劣を決める「トータ
ルな利用経験」をここでは「経験価値」と呼ぶことにする。
特にインターネットが日本経済のインフラとなり，個人・世帯においても情報通信技術の利用が
浸透し日常化した今日，その活用方法は無限大の広がりを見せている。
先の「u-Japan 政策」が目指す「ユビキタスネットワーク社会」は，人々がネットワークの存在を
意識することなく，いつでも，どこでも，ネットワーク，端末，コンテンツ等を自在に安心して利
用できる情報通信ネットワークであり，その特徴として接続性の飛躍的向上をあげている。すなわ
ち，人と人，人とモノ，モノとモノのコミュニケーションが至る所で可能となり，また固定と移動
の融合等，シームレスで自在なコミュニケーションの実現が可能となるのである。
そして，ユビキタスネットワークが進展し，利用者のすそ野が急速に拡大する中，インターネッ
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トの利便性に改めて注目し，その潜在的能力を有効に活用することによって，従来とは異なる活用

離」の差や「時間」の差が無くなり，「地方」
，
「遠方」であることのデメリットも情報通信

方法をベースとした新しい社会経済システムの姿を見いだすことができるのではないだろうか。

網の進化により軽減される方向にある。
ビジネスの場面に限らず，日々の生活をとおして情報の伝達速度が従来にくらべて飛躍的に向上
さらに，「ユビキタスネットワーク」の進化が，社会経済のあらゆる局面で知識・技術の
することや物理的な距離を縮めるといった利便性はもはやインターネットにとっては常識である。
集積を進展させ，既存の社会経済システムの抜本的変革や，経済活力の源泉である技術進
それに加えて，生活に浸透していく中で創出された「延長」，あるいは「時間を感じさせない」，
「時
歩を加速させることに寄与することが期待されている。従来，情報通信技術は主として企
間を忘れさせる」といった「新たな価値」については次節では「経験」という概念を用いて説明する。
業間等で利用され，利用者はその利便性を間接的に享受する立場であることが多かった。
電子計算機能としてのコンピュータ自体，長く企業の経営効率を高めるシステムとして捉
えられていたからである。しかし，1995
年の Windows956 の登場以降，コンピュータはパ
４
「効率」と「経験」
ーソナル機器として，また生活における身近な情報ツールとして急激に普及し，インター
あらためて言うまでもなく，
「効率」はビジネスにとって重要な要件である。一般的に「効率」とは，
ネット技術の進展とともに一般家庭の生活領域にまで広く浸透していった。
仕事量とそれを行うために必要とされたエネルギーとの比で考えられている。たとえば，得られた
図１が示すように，今や企業から一般個人に至るまで国民の殆どが日常的にインターネ
成果に対して費やした労力や時間の割合や機会によってなされた仕事の量と，それに使われたエネ
ットを活用し，その便利さの恩恵を受けているといっても過言ではない。
ルギー量との比（旺文社 国語辞典［第八版］より）でみることが多い。大きな仕事量をより小さな
1995 年が日本での「インターネット元年」であるならば，企業や家庭にパソコンが定着
エネルギーでこなすことが「効率化」であり，それをいかに実現するかが企業にとって主要な課題
し，更に高速通信の技術や料金の低価格化が始まった 2001 年（平成 13 年）こそが，
「ブロ
のひとつになってきた。
7
ードバンド元年」 にあたると言われているが，2001 年以降インターネットが家庭や企業
「効率」は言い換えれば，
「余分なことは減らす」という発想である。例えば，
「経費の削減」や「人
において本格的な活用段階に入ったとみることができるであろう。
件費の削減」も効率を上げる代表的な方法といえる。
既に，従来の「企業」や「組織」，そして「ビジネスの仕組み」等の形態をも根本から変
このような「時間」を重視する動きは，ビジネスの構造変化に限らず昨今の消費者行動の変化か
える程の影響力を与えているのである。
らも読み取ることができる。これからの消費者行動で見逃せない特徴は消費者の「時間意識」の高
まりであり，「時間価値」の追及である。

図１

インターネット利用状況

「時間」と「お金」は消費を決める２大要素と言われているが，経済の成熟化に伴う消費の伸び
悩みが，相対的に増加した「時間」活用で補う事は既に日常化している。
図

時間価値を高める二つの側面

時間価値

出所：平成 経験
18 年度 「通信利用動向調査」総務省
効率
時間消費型消費
時間節約型消費
特に日本においては，パソコンに限らず携帯電話等の情報端末が，インターネットをよ
り身近な存在に変え，その活用は日常の広範囲にわたっていると考えていいだろう。
「時間消費（Time Consuming）」意識に基づく「時間消費型消費」は，「経験」の追及により自ら
今やパソコンやインターネットを意識することなく，その便利さを享受できることが可
のライフスタイルを実現するといった「時間価値の最大化」がその目的である。自分の趣味や価値
能となった「ユビキタスネット社会」では，企業・産業分野がその活用の中心だった
観に沿うものであれば，たとえ高い対価を払ってでも人はその「非日常的な時間枠」を充分に確保
Windows95 の登場以前とは異なり，
今後個人・世帯を含めたすべての領域における ICT 化，
したいと考える。そして，その「経験的な時間」を得るためには，反対に日常的な行動や消費，そ
ネットワーク化が更に進展していくことが予想される。むしろ，あらゆる生活の場面にお
れに関わる出費は極力控えたいとも考える。つまり対極にある「時間節約（Time Saving）」意識に
基づく「時間節約型消費」は，時間の「効率」を追及することであり，その目的は，日常の無駄と
-3思える時間を排除することによる「日常生活の効率化」である。
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一日24時間と人に与えられた時間は平等であるが故に，その時間の使い方の選別が行われる。製
����������������������������������������
品やサービスも同様である。「効率」と「経験」のキーワードが示すように，顧客の価値観によって「限
��������������������
����
りなく安く買いたいという製品・サービス」と「出費を惜しまない製品・サービス」に分類される
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（図 ）
ことになる。
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だからこそ，消費が多様化しているという現実に対して，これからは，製品やサービスを「カス
����������������������������������������
タマイズ（顧客の好みに合わせ作りかえる）」することが求められているということなのである。顧客
�������
が本当に何を求め，何を評価し，何に価値を置くのかを見極めることが重要である。
���������������������������������������
「カスタマイゼーション」は，いわば「経験」提供の前提であり，かつ推進力として位置づけら
���������������������������������������
��
れているが，自社の提供する製品・サービスが「経験型消費」の対象なのか，「効率型消費」の対
�����������������������
象なのかを見極める視点でもある。
���
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経済価値の進展
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出所：B.J. パインⅡ，J.H. ギルモア（2005）ibidem.
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図 のように，製品もサービスも個々の顧客に合わせて「カスタマイズ」されると経済価値とし
����������������������������������������
ては一段階上のステージにシフトする。しかし，売り物が本当の意味で「コモディティ化」すると
����������������������
�������������������
このようなシフトは起きない。「コモディティ」はその定義にもあるように「代替可能」で「カス
���������������������������
タマイズ」ができないからである。
���������������������������������������
「カスタマイズ」によって企業は自社の売り物を個々の買い手の要求やニーズに密接に関連付け
�����������������������������������������
ることで山のようにある類似品との差別化に成功し，顧客へ提供する価値も高め，顧客に対して高
����������������������������������������
い価格を請求することが可能となる。反対に「コモディティ」化したものは「効率化」の対象とな
り，価格競争の対象となるのである。

５

- 16 -

広がる選択の幅
このように新たな時間を創出するために「時間」を買う行動は，既に日常化している。

「モノの時代から心の時代へ」と言われてきた。心の時代とは心の充足のために無形の精神的な
ものが重要であるという意味で言われているが，有形のモノも伴ってはじめて実感できるものであ
る。しかしモノ不足時代におけるモノ指向とモノ充足時代におけるそれとはおのずと異なってくる。
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かつては不足を満たすための量的な指向であったが，今はモノに対するこだわり現象が見られる。
こだわりは本物を指向する。本物とは表面的にはブランドや品質に置き換えられるが，核心には「満
足」が内在している。
例えば一つの製品・サービスを購入するのに際して，その購入方法は様々である。従来の肉を買
うから肉屋，魚を買うから魚屋といった生産体系にもとづく「業種店」での買い物がスーパー等の
総合小売業に移管されたように，それらの買い物の場はライフスタイルや生活様式にアソートメン
トされて，消費者の購買スタイルや目的に応じて「場」を使い分けるようになった。また，インター
ネットショッピングでは，産地や生産者と消費者が直接つながることも可能となった。
しかし「買っているモノ」は従来と変わらないモノである。何が違うかといえば「意味が違う」
という一言に尽きるであろう。
何故それを選ぶのか，それを買うのかについての意味，それが「満足」へとつながる。近所のスー
パーで売っている「鮮魚」も産地から取り寄せた「鮮魚」も，もしかしたら同じ産地かもしれない。
しかし，それを取った漁師さんの顔が見えて，食べた人の声がそこに加わると，その「鮮魚」は
価値のあるものに姿を変え，それを食べられることが満足につながる。
そういった意味付けができる，できないが「モノ」の価値を決めているのだ。
モノの充足感が高まり，モノにコトを求めること，つまり買い手である消費者にとって「意味の
あるモノ」と「ないモノ」を選択することが「時間」を買う理由でもあり，「経験」と「効率」を
分ける要因でもある。
それを消費者が自分の意思で選択できるようになったことこそが，インターネットの進展による
ものと言えるであろう。

Ⅳ

まとめ

消費行動において，インターネットが普及することによって変化した注目すべき点は「企業と顧
客の距離」が縮まったことである。距離，つまり「距離の壁」には，実際の隔たりである「物理的
な距離」と感覚的な側面としての「心理的な距離」の両面があるが，そのどちらもがインターネッ
トや ICT の進展により「時間の壁」とともに破られたとみることができるであろう。
高度経済成長期における「メーカー起点のマーケティング戦略」では，多数を占める平均的な消
費者をターゲットにした商品を企画し，それを工場で大量生産し，マスメディアを通じて大量の宣
伝広告を投下することによって消費者の購買意欲を高め，広範な地域で大量販売を行ってきた。そ
して，商品の流通経路を川になぞらえて，「川上から川下へ」と表現し，川上はメーカー，川下に
消費者を位置づけてきた。川上と川下，そこには圧倒的な情報量の差があった。
しかし，バブル期を経て，今日のようにモノが飽和してくると，消費者のニーズも多様化し，大
量生産された画一的な商品は消費者に受け入れられなくなり，個性を重視する時代，自己実現の時
代へと変化していった。消費者の多様なニーズを吸い上げ，それに対応するための流通・生産体制
を構築するマーケティング戦略への転換が求められ，時代はいわゆる「消費者起点のマーケティン
グ戦略」へと転換していった。
そのプロセスをとおして，消費者はメーカーと同様に，それ以上の情報を得ることが可能となっ
た。これが「IT 革命」の本質でもある。
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田坂（2006）17が指摘するように，ここでいう「革命」とは，
「権力の移行」のことであり，
「情報革命」
の本質は，情報通信が，合理化され，効率化され，コストが安くなるといった「情報通信技術」の
革命ではなく，「情報主権の移行」のことである。
つまり企業や市場や社会において，「情報主権」，換言すれば「情報の主導権」が移っていくこと
を意味している。
これまで「情報の主導権」を持たなかった消費者サイド，いわゆる「情報弱者」であった顧客が，
情報の主導権を手にする「権力の移行」が起こっているのである。
そのことが結果として，「顧客が価値を決める時代」，「顧客が価格を決める時代」を実現したと
いえるであろう。
今後，この「情報革命」によって市場の姿が根本から変わっていくということは揺るがせない事
実となろう。しかしその変化は人類にとって全く未知の，新しい時代に変わるというものではなく，
むしろ商売の原点に帰ることと考えても良いかもしれない。つまり商売の原点はどうしたら売れる
かではなく，どうしたら顧客に喜んでもらえるか，そのためには顧客にどう訴求していくべきなの
かということである。つまり，顧客といかにコミュニケーションをとり，売り手の心を感じ取って
もらうかである。
ICT の進化が可能にしたことは，紛れもなく「顧客との会話」の再開である。「顧客中心市場」
においては，消費者は他の消費者の声に耳を傾けながら，よく考えて商品を買うことができるよう
になる。市場における「情報主権」が，企業の側から顧客の側に移ったのである。そして顧客や消
費者が情報を交換し，意見を交わしながら購買をする「賢い顧客」，「賢い消費者」となる「顧客中
心市場」時代が到来する。
企業がなすべき重要なことの一つは，画餅に終わらない顧客を中心としたビジネスモデルの構築
である。

【注釈】
Yahoo!（ヤフー）は，アメリカ合衆国のインターネット関連サービスの提供を行う企業であり，検索エ
ンジンをはじめとしたポータルサイトの運営を主力事業としている。1994年，スタンフォード大学のデ
ビッド・ファイロとジェリー・ヤンによって創業した。
グーグルは人類が使う全ての情報を集め整理すると言う壮大な目的をもって設立された。独自開発し
たプログラムが，世界中のウェブサイトを巡回して情報を集め，検索用の索引を作り続けている。
日本型 IT 社会の実現を目指す構想，戦略，政策の総体。平成12年

月21日，森喜朗内閣総理大臣が，

衆参両院本会議（第150回国会）の所信表明演説で，
「E‑ ジャパンの構想」として示したのが初めとされる。
2004年

月，内閣官房で主導する「e‑Japan 戦略」の後継戦略として，総務省がユビキタスネット社会

実現に向けた政策として発表した。第2次小泉内閣の総務大臣である麻生太郎の提案により具体化した。
ICT（Information and Communication Technology）は，情報・通信に関連する技術一般の総称である。IT
（Information Technology）が同義で使われているが，国際的には ICT が定着している。

〈現代社会学 ９〉

109

（共
ICT は，多くの場合「情報通信技術」と和訳される。IT の「情報」に加えて「コミュニケーション」
同）性が具体的に表現されている点に特徴がある。ICT とは，ネットワーク通信による情報・知識の共有

が念頭に置かれた表現であるといえる。日本が目指しているユビキタスネット社会では，ネットワーク
を利用した多様なコミュニケーションが実現するとされており，情報通信におけるコミュニケーション
の重要性が増大している。
マイクロソフト社が1995年に世に出した OS である。正式名称は Microsoft Windows 95 Operating
System。
「インターネット白書 」を発行しているインプレス社のインターネット生活研究所の副所長である中島
由弘氏は，ブロードバンド接続の世帯が全世帯の半数を超えたことでブロードバンドを前提にしたビジ
ネスやコンテンツの展開が本格的にできる環境が整った2004年をブロードバンドビジネス元年と示した。
伊藤元重「ビジネス・エコノミクス」日本経済新聞社

p277。

ネットレイティング株式会社（本社：東京都渋谷区，代表取締役社長兼最高執行責任者：萩原雅之）米国ネッ
トレイティングス社は，1997年に創立され，同社が提供するインターネット利用動向調査 Nielsen//
NetRatings サービスは世界のインターネット・ユーセージの70パーセントをカバーし世界標準になって
いる。
10

パソコンや AV 機器を中心とした電気製品の価格比較ウェブサイト「価格 .com」を企画・運営する企
業株式会社カカクコムは，東京証券取引所一部上場。代表取締役社長は田中実。
主力事業「価格 .com」は電気製品の価格比較のほかにも，商品に関連する多数の電子掲示板群や電子
ショッピングモールを持ち，2005年

月現在，

ヵ月あたり約823万人の利用者がいるとされるサイトで

ある。
11

電通は2005年

月に「AISAS」を商標として登録している。

12

Amazon.com, Inc.（アマゾン・ドット・コム・インク）は，アメリカ合衆国・ワシントン州シアトルに本
拠を構える通販サイトである。インターネット上の商取引の分野で初めて成功した企業の一つである。
日本では日本法人・アマゾンジャパン株式会社（東京都渋谷区）が日本版サイト Amazon.co.jp を運営して
いる。

13

シカゴ大学教授（Gary Stanley Becker），1992年ノーベル経済学賞を受賞した。

14

株式会社はコーヒー豆の輸入，焙煎加工並びに卸売り販売および，飲食店の経営やフランチャイズ事
業を展開している。

15

杯180円の低価格設定により喫煙家の喫煙スペースとして支持されている。

16

吉野家（よしのや）は，牛丼をメイン商品とする外食チェーンストアである。

17

日の全体の客数を店舗の客席で割ることによる，

日の

席あたりの客数を指す。

田坂広志「これから何が起こるのか」PHP 研究所，2006年ｐ32〜ｐ44を参考とした。
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Consumption Behaviors in the Information Age
：What Was Changed by the Internet ?
Masahiko TAKEMOTO and Osamu KURIHARA
A purpose of this paper is to explore the directionality of the consumption behavior in the
information age. We have concluded that causes and the processes of consumption behavior
have changed and would be changed by an appearance of the Internet.
The Internet is the one of numerous social infrastructures in life and in every industrial
scene. As every industrial activity is experiencing transformation using the Internet, the
consumption behavior will have to be changed. A consumer can obtain tremendous information
by utilizing the Internet. And "the leadership of the information" and "the leadership to select
a price" principles have been switched over from a producer to a consumer as a consequence of
this shift.
The thing that became clear is that in the process the consumer demands value for a
product and a service. Thanks to the Internet, the consumer obtained a new tool which could
be of tremendous value for him in the ocean of information, and in the result, can manage
information more freely. The value that a consumer demands may constitute a new paradigm
of "value of time".
Keywords : Consumption Behavior, Ubiquitous Net Society, Value of Time
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