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概要 

携帯電話の浸透に伴って､企業行動および消費者行動は変化していると考えられるが､そ

の体系的な研究は始まったばかりである｡本研究では､これまでに行われてきた携帯電話に

ついての研究をレビューし､携帯電話のメディアとしての特徴を明らかにした後､大まかな

研究枠組みを提示した｡これに基づいて､20 才代の携帯電話ユーザー300 名に対して､情報

行動､購買行動､創造行動､社会関係資本を中心にアンケート調査を行った｡この結果､機能

としてはメールが使われていること､PC と比べて携帯電話の利用はさほど進んでいないこ

と､クーポンについては比較的利用されていることが明らかとなった｡さらに､9 割の回答

者が単に与えられた機能を使うだけではなく､何らかのカスタマイズを行っていること､数

は少ないものの携帯によって新たな人間関係が構築されていることがわかった｡さらに､携

帯による影響として､購買についての評価はまだ高くないものの､人間関係の充実や暇な時

間の活用といった点が評価されていることが明らかとなった｡ 
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 携帯電話の浸透に伴って､企業行動および消費者行動は変化していると考えられるが､その体系的な研
究は始まったばかりである｡本研究では､これまでに行われてきた携帯電話についての研究をレビューし､
携帯電話のメディアとしての特徴を明らかにした後､大まかな研究枠組みを提示した｡これに基づいて､
20才代の携帯電話ユーザー300名に対して､情報行動､購買行動､創造行動､社会関係資本を中心にアンケ
ート調査を行った｡この結果､機能としてはメールが使われていること､PC と比べて携帯電話の利用はさ
ほど進んでいないこと､クーポンについては比較的利用されていることが明らかとなった｡さらに､9 割の
回答者が単に与えられた機能を使うだけではなく､何らかのカスタマイズを行っていること､数は少ない
ものの携帯によって新たな人間関係が構築されていることがわかった｡さらに､携帯による影響として､
購買についての評価はまだ高くないものの､人間関係の充実や暇な時間の活用といった点が評価されて
いることが明らかとなった｡ 
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1.はじめに 

 (総務省, 2007)によると､2007 年 12 月の携帯電話の利用率は 6 才以上人口の 73.9%に達した｡中でも
20-49 才では 95%を越えている｡このように､携帯電話という新しいメディアの浸透によって､広告を見
ての携帯電話からの検索､購買時点でのケータイ･クーポンの利用､店頭で電話相手に相談しながらの購
買､消費経験や写真の転送など､消費者行動にも影響が生じているように思われる｡ 
 筆者は､対面でのクチコミ(濱岡, 1994b)､対面とインターネット上でのクチコミの比較(濱岡 ･ 里村, 
2009)などを行ってきた｡これによって､消費者はクチコミや e クチコミを使うことによって､情報探索す
るだけでなく､発信も行っていること､さらにそれは社会的関係=社会関係資本によって規定されている
ことなどを指摘してきた｡このように､市場の質を考えた場合､消費者間のつながりを無視することはで
きない｡ 
 さらに近年は､Linux のように､ソフトウエアをユーザーが共同で開発したり､Wikipedia のようなコン
テンツを共同で作成するといったより能動的な消費者も台頭している｡これらは､企業がつくり､消費者
が購入､消費するというこれまでのマーケティングの枠組みでは捉えきれない現象である｡これについて
も筆者は､｢創造しコミュニケーションする消費者｣について､｢アクティブ･コンシューマー｣という概念
を提案し(濱岡, 1999)､大学生を対象としたパイロット調査(濱岡, 2001a)､首都圏在住者を対象とした調
査(濱岡, 2002)などを行ってきた｡さらに､このような消費者と企業とが相互に影響を与えながら長期的
に進化していくという「共進化マーケティング」を提示した(濱岡, 1995, 2001b)｡ 
 このように市場の質を考える際には､消費者間のつながり､さらには消費者による創造といった現象を
無視できない｡特に Linux が可能となった要因の一つは､インターネットを通じて世界中の開発者が情報
やアイディア､さらには開発ツールも共有できたことにある｡このように､新しいメディアの普及によっ
て､消費者間のつながり､創造性は大きな影響を受けると考えられる｡ 
 本研究では､このような問題意識のもと､新しいメディアである携帯電話に注目する｡携帯電話とマー
ケティングについての研究を簡単にレビューした後､研究の大まかな枠組みを提示する｡これを踏まえて､
消費者への調査を行い､携帯電話そのものの利用状況､情報行動､消費行動､社会関係資本､創造的行動を
中心に単純集計の結果から実態を把握する｡ 
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2.関連研究 
 携帯電話の普及に伴う消費者行動や企業のマーケティングについての研究は端緒についた段階である｡
実際､学術誌データベースである EBSCO で”mobile marketing”をキーワードとして､査読付学術誌を検
索すると96件しかヒットしない｡そのほとんどは､2006年に創刊されたInternational journal of mobile 
marketing の掲載誌であり､Journal of marketing, Journal of marketing research, Marketing scicence
など､マーケティング関連分野で主要なジャーナルには掲載されていない｡このように､実務の世界では
進んでいるが､研究はこれからの分野である｡これらのレビューについては別稿(濱岡 準備中)を準備して
いるが､以下のように大別できる1｡ 
 
(0)社会学者らによる研究 
 社会学者は､マーケティング研究者よりも早く､ケータイ電話に注目している｡例えば､(富田 et al., 
1997)は､ポケベルを中心にこれを使った若者の間のコミュニケーションの状況について絵文字の利用と
いった観点からまとめている｡その後､(岡田･松田, 2002)も書かれている｡また､(Rheingold, 2002)は､モ
バイルによって､人々がつながりあうことを強調している｡ 
 
(1)携帯電話やサービスの普及や採用の規定要因についての研究 
 (Rohm and Sultan, 2006)は､technology acceptance モデル､usage and gratification 理論に基づい
て､モバイルを採用するか否かについての仮説群を設定した｡｢利用状況 usage characteristics(コンテン
ツを利用する､友人とコミュニケーションするなど)｣｢プライバシーへの不安｣｢プライバシー情報提供の
許容度｣｢個人的な attachment:他者から認められたい｣｢社会からの影響｣｢モバイルへの態度｣｢革新者度｣
｢モバイルへのパーミッション｣によって､｢モバイル･マーケティング採用の行動意図｣を説明した｡米国､
パキスタンで調査を行い実証したところ､利用状況, プライバシー情報提供の許容度､態度､ モバイルで
の交流の許容度はともに正で有意となったが､個人的な attachment､社会からの影響､プライバシーへの
不安はともに有意とならなかった｡革新者度については米国では正で有意となったが､パキスタンでは有
意とならなかった｡後述するように､(Lee and Murphy, 2006)は社会からの影響が大きいことを指摘して
いるが､ここでは有意とはならなかったことになる｡ 
 
(2)サービス利用の実態調査 
 (Hanley and Becker, 2008; Hanley et al., 2006)は､米国の大学生向けに 4年間のオンライン調査を
行った｡特に､モバイル広告の受信､コンテンツの利用実態を比較しており､テキストメッセージ広告の受
信が増加していること､広告は受け取りたくない者が一貫して 50%程度いるものの､無料の物品の配布､
自分でオンオフをコントロールできるならという条件付きで受容する者も増加している｡広告を受け取
ったことが購買につながると回答した者は 1%未満であり､購買への影響については否定的である｡ 
 クーポンの利用が多いのは､レストラン､映画､ファストフードの順｡さらに､この4年間でカメラ付き携
帯の所持率が31%から85%へと増加した｡携帯サイトの利用割合は低く､GPSでの位置確認9.1%､通販で
の購入 8.9%､ニュースサイト 9.1%程度である｡また､コンテンツをダウンロードしたことがない者の割
合は 2006 年以降 4 割程度と一定している｡利用が多いのは､ringtone 55.9%, 壁紙 11.8%､ゲーム 8.9%
となっている｡発信という点では､テキストメッセージ 92%､写真付きメッセージ 61.5%の送信の割合が
高く､メッセージを送らない者は 7.8%しかいない｡これについては実態調査であり､なぜ送るのかといっ
たモチベーションなどは研究されていない｡また､米国なので日本よりも提供されているサービスは遅れ
ている｡ 

                                            
1 (阿部 et al., 2004)は筆者の学部ゼミ生による研究報告書である｡そこではすでに携帯の歴史､デザインの重視度､クーポンの
効果など様々な点から研究が行われている｡ 
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(3)利用の動機､規定要因についての研究 
 (Lee and Murphy, 2006)は､オーストラリアの若者にインタビュー調査を行うことによって､｢功利的
な利用(友人との接触)｣｢快楽的(暇つぶしや楽しみのため)｣な利用が行われていること､ただし､後者の方
が重視されていることを指摘している｡さらに､携帯電話のキャリアの選択なども､｢仲間 peer｣と同じモ
ノを選んでおり､社会からの影響が大きいことも指摘している｡これについては､定性的な調査であり定
量的な調査はなされていない｡また､友人との接触を功利的としているが､快楽的=楽しみのために接触し
ている可能性も高い｡ 
 (Grant and O'Donohoe, 2007)は､携帯電話を利用する動機について英国の 13-17才の若年層に対して
アンケート調査を行った｡探索的因子分析の結果､｢convenient entertainment(手軽に楽しめる)｣｢social 
stimulation(友人家族などと仲間になれる)｣｢experiential learning(世の中の情報を入手できる)｣
｢escapism(いろいろな情報を入手して学校のことを忘れられる)｣｢purchase information｣という 5 因子
を抽出した｡｢purchase information｣を除くといずれも快楽的なものである｡ただし､実際の利用頻度な
どとの関係は分析されていないため､これらのいずれが携帯電話の利用や購買に寄与するのかは明らか
ではない｡ 
 (Karjaluoto et al., 2006)は､フィンランドでのモバイルの利用状況を調査し､デモグラフィクス(性別､
年齢､教育､収入)との関係を分析している｡女性､若年､収入が低い者､教育が低い者の方が SMS(short 
messaging service)でのメッセージの受発信が多いことを示した｡これに対して､企業からの広告などの
メッセージの受信､利用については年齢のみが有意であり､若年層の方が使っていることを示した｡ただ
し､TV番組と連動したSMSキャンペーンについては､年齢層が高い者､所得が高い者ほど利用していると
いう違いがあることを示した｡これは､これらの層ほど TV を視聴しているといったメディア接触の違い
があると考えられる｡ 
 (Mort and Drennan, 2007) は､｢モバイルでもアクセス可能な強化された情報サービス｣を
｢m-service｣と定義し､これの利用の規定要因として､｢功利的価値｣｢快楽的価値｣｢購買関与度｣｢製品関与
度｣｢革新者度｣｢モバイルデバイスへの自己効力感｣を挙げている｡インターネット調査を行い､構造方程
式モデルで検定している｡購買関与､製品関与､革新者度は正で有意であったが､自己効力感は有意とはな
らなかった｡ただし､自己効力感という概念があてられているが､測定項目は｢マニュアルなしでも使え
る｣など､モバイル利用のスキルであり､スキルは関係ないと解釈すべきである｡ 
 
(4)モバイル広告の受容についての研究 
 モバイルについては､消費者からみるといつも手許にあり､自分で情報を探索できるというメリットが
ある一方で､いつでも広告を送りつけられるという煩わしさもある｡このため､企業にとっては､消費者が
モバイル広告を受け取ることを承諾してもらうことが重要になる｡ 
 (Vatanparast and Asil, 2007)は､モバイル広告を受け取る要因について､｢消費者(プライバシーへの不
安､目的､パフォーマンス)｣｢メッセージ(内容､信頼性､カスタマイズ性)｣｢デバイス(インターフェース､イ
ンタラクションの容易性､インテリジェンス)｣｢メディア(価格､利用プロセス､ポリシー)｣に分けて仮説を
設定している｡これは仮説の設定のみで実証はしていない｡ 
 前述の(Hanley and Becker, 2008; Hanley et al., 2006)は､モバイル広告について､4 年間でテキスト
メッセージ広告の受信が増加していること､広告は受け取りたくない者が一貫して 50%程度いるものの､
無料の物品の配布､自分でオンオフをコントロールできるならという条件付きで受容する者も増加して
いることを報告している｡さらに､受け取るインセンティブとしては､無料の ring tone, 無料の gift, 無料
の通話時間などが重視されていることを報告している｡ 
  
(5)効果測定 
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 (Sharma et al., 2008)は､モバイル広告の効果測定について､｢リーチ｣｢ターゲッティング｣｢エンゲージ
メント｣｢バイラル効果｣｢取引｣の5つの指標を提案している｡この観点から他のメディアと長所､短所を比
較して適切な利用をすることの必要性を指摘している｡また､携帯電話は､テキストメッセージ､
MMS(Multimedia Messaging Service)､音楽､ホームページ閲覧､インスタントメッセージ､ビデオなど多
様な情報を提供できることも指摘している｡これについては､コンセプトのみで実証などはされていな
い｡ 
 (Kondo and Nakahara, 2007)は日本での研究であり､｢通常のメール:メールに 25%割引が表示され
る｣｢ハイパーリンク付き:リンクをたどると 25%引きのチケットが表示される｣｢電話予約メール:電話予
約すると 25%になることを知らせる｣という 3 種類のモバイルクーポンの効果を比較している｡2004 年
からの 2 年間､3 ヶ月おきにメールを送付し､美容室訪問への影響を分析した｡効果については､｢新規訪
問｣と｢リピート｣を用いている｡｢新規訪問｣については､3 種類のクーポンともに正の影響があったが､｢リ
ピート｣については､電話予約メールが正､ハイパーリンク付メールは負の影響があり､通常のメールは効
果が無かった｡ハイパーリンク付メールが負になったのは､あまり行われないプロモーションであり､ネ
ガティブな反応を起こしたのではないかとしている｡ 
 
(6)情報の発信 
 (濱岡, 1994b)が指摘するようにクチコミについては､情報源として利用するだけでなく､それを発信す
るという側面もある｡携帯電話については､通話による発信､メールによる文字や画像の発信も可能であ
る｡(宮田, 2008)はオンライン･コミュニティへの書き込みだけでなく､PCでのメール発信､携帯でのメー
ル発信についても分析している｡最も話す商品カテゴリについては､｢対面(91.6%)｣でのコミュニケーシ
ョンがもっとも割合が高いものの､｢携帯メール(37.3%)｣｢PCでのメール(37.3%)｣が｢携帯電話での通話
(19.1%)｣｢固定電話での通話(16.6%)｣よりも割合が高くなっていることを明らかにしている｡なお､｢オン
ラインコミュニティ｣は8.5%であり､携帯やPCでのメールのような知り合いとのコミュニケーションと
比べると､オンラインコミュニティでの発信割合が低いことも明らかにしている｡これらの発信行動と個
人のデモグラフィクス､知識､オピニオン･リーダー度､利用情報源の関係を分析したところ､｢携帯メール
発信｣｢PCメール発信｣ともに､｢オピニオン･リーダー度｣とは正､｢対面での発信｣とは負の関係があった｡
これは､｢対面で会えるような人に携帯やPCからメール｣で伝えているため､対面でのコミュニケーション
が減少するという代替関係にあることを意味する｡ 
 これに対して､｢オンラインコミュニティでの発信｣は､｢対面での発信｣とは相関がないが､｢携帯電話か
らのメール発信｣｢PCからのメール発信｣とは正の相関があることを示している｡つまり､インターネット
系の発信には相関があるが､リアルでのクチコミ発信とは関係がないのである｡ 
 オンラインコミュニティでの発信については､発信の動機も分析し､｢オンラインコミュニティへの信
頼｣が正､｢評判｣は負が有意となった｡ただし､｢情報共有｣｢互酬性｣については､有意とならなかった｡ 
 
(7) モバイル･マーケティングの定義､全体像についての研究 
 (Leppäniemi et al., 2006)は､2000 年から 2006 年前半までに行われたモバイル･マーケティング研究
をレビューし､研究の焦点/目的､方法によって整理している｡研究の目的はモバイル･マーケティングの
方向性､クーポンへの受容､法律の問題､モバイル広告の効果など多岐にわたることを示している｡モバイ
ルマーケティングについては,mobilemarketing, mobile advertising, wireless marketing, wireless 
advertising など様々な定義が行われ､確定したものがないことを指摘している｡今後の研究課題として､
IMC､測定指標､モバイルマーケティングで価値を生む仕組み､信頼､技術という 5 つを挙げている｡なお､
日本ではモバイル･マーケティングは携帯電話を指しているが､少なくとも米国では BlackBerry という
テキスト･メッセージの交換を行う端末が主流であったこともあり､テキストでの情報交換を行うものが
注目されてきたようである｡ 
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 (恩蔵 et al., 2008)は､携帯電話について｢24cm､30cm以内に存在するメディア｣ととらえ､｢モバイル･
マーケティング｣を｢携帯電話をメディアとして展開される新しいマーケティングの仕組み(p.19)｣と定義
している｡そして､企業からみたモバイルの効果として､｢タイムリーな消費者(への)情報発信(提供)効果｣
｢タイムリーな交換(取引)効果｣｢個別顧客へのカスタマイズ効果｣を挙げている｡これらは PC およびイン
ターネットによって提供されていることだが､24cm､30cm以内に存在するモバイルでは｢タイムリー｣に
提供できることが特徴であることを指摘している(p.23)｡これに伴って消費者には､待ち時間の減少など
特に購買プロセスにおける無駄の排除=｢リーン消費｣および､より価値の高い情報に接触できるという
｢消費情報価値の向上｣という効果があると指摘している｡ 
 さらに 2006 年に携帯電話ユーザーに調査を行い以下の点を明らかにしている｡なお､便宜サンプリン
グであり､回答者のうち 20-30 代女性が 6割であることに注意したい｡ 
･携帯サイトへの誘導というクロスメディア効果については｢携帯メール 69.2%｣｢雑誌広告､記事
59.1%｣｢テレビCMや番組 59.0%｣｢QR コード 55.0%｣の順に高い｡ 

･携帯をきっかけとして購入･利用を決めたのは｢ファッション/アクセサリー36%｣｢化粧品/トイレタ
リー31.0%｣｢外食/各種サービス 30.6%｣の順｡ 

･携帯を使って購入や利用を検討するシーンとしては､｢自宅(くつろいでいるとき)82.2%｣｢自宅(就寝
前)40.9%｣｢移動中(電車､バス)32.2%｣の順であり､モバイルというが自宅での利用が多い｡ただし､
これについては､店頭での利用は選択肢に含まれていない｡ 

･携帯における行動特性として｢クーポンをよく利用する 65.3%｣｢携帯を介して情報収集をよくする
49.0%｣｢欲しいモノやサービスの情報は携帯で得る 47.9%｣と高いが｢携帯上の広告をよく見る
21.9%｣は高くはない｡｢携帯からSNSやブログをする6.2%｣となっており､発信については実施割合
は高くはない｡ 

･消費行動に与える影響として､企業､消費者からみたモバイルの効果については､それぞれ 2-3 項目を
設定して測定している｡｢タイムリーな交換(取引)効果｣｢タイムリーな消費者(への)情報発信(提供)効
果｣についてはそれぞれ 60-75%程度が肯定的に回答しているが､｢個別顧客へのカスタマイズ効果｣
については 20%-30%程度と評価は低くなっている｡また､消費者側からみた｢リーン消費｣について
は 50-60%程度､｢消費情報価値の向上｣については 50.6%が肯定的に回答している｡ 

 
 さらに､これらの間についても仮説を設定し､共分散構造分析によって検定している｡この結果､｢タイ
ムリーな交換(取引)効果｣｢タイムリーな消費者(への)情報発信(提供)効果｣｢個別顧客へのカスタマイズ効
果｣はいずれも､｢リーン消費｣｢消費情報価値の向上｣と正の相関があることを示している｡ 
 この研究は､モバイル･マーケティングの実践が進んだ日本での研究であるが､モバイルマーケティン
グのうち､実態把握および上述の5つの指標間の関係を検定したのみであり､｢モバイル･マーケティング｣
と例えば PC を使ったマーケティングの違いについては､タイムリーであることを指摘しているのみであ
る｡また､最終的にはこれらから購入促進､ロイヤリティにつながるという､購買､特に合理的な側面にし
か注目していないという限界がある｡また､発信という側面も無視されている｡ 
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3.モバイル･マーケティング研究の枠組み 
 モバイル･マーケティングの研究課題については別稿(濱岡 準備中)でまとめる予定であるが､その一端
をここで紹介しておく｡ 
 
1)メディアとしての携帯電話の特徴 
 (恩蔵 et al., 2008)は､携帯電話について｢24cm､30cm以内に存在するメディア｣ととらえている｡彼ら
自身､これらの機能の多くはインターネットによって実現されており､それとの違いについて常に持ち歩
いているために､いつでも使えることに本質的な違いがあることを指摘している｡ 
 こ れ に 関 し て ､ (Hoffman and Novak, 1996) の 研 究 が 参 考 に な る ｡ 彼 女 ら は CMC 
(computer-mediated-communication)がマーケティングでも注目されるようになった当時､メディアを
客観的な特性に基づいて､人的-非人的､静的-動的の 2 軸によって分類した(図表 1)｡これによると､現在の
携帯電話は､人的で動的な｢電話｣だけでなく､人的で静的な｢電子メール｣､さらには動的で非人的な｢TV｣
｢Web｣といった機能を持っていることがわかる｡さらに､当時は企業からのメールマガジンやダイレクト
な e メールなどはポピュラーではなかったかもしれないが､これらは DM や雑誌のような非人的､静的な
メディアと類似した特徴も持っている｡つまり､携帯電話は(Hoffman and Novak, 1996)の指摘したメデ
ィアの客観的な特性のすべてを持っているのである｡ 

 
図表 1 客観的な特性に基づくメディアの分類 

 非人的 人的 
動的 TV 

Web 
タウンミーティング 
口頭での会話 
テレビ電話 
電話 

静的 新聞 
雑誌 
DM 

チャット 
メーリングリスト 
電子メール 
電子掲示板 

出所)  (Hoffman and Novak, 1996)より作成｡ 
 
 携帯電話について､携帯電話そのもの､ソフトウエア､キャリアにわけて特徴をまとめてみた(図表 2)｡
(Hoffman and Novak, 1996)は､一対多のコミュニケーションを行うマスメディアと､比べてCMC では
多対多のコミュニケーションが可能であることを指摘した｡この図表に見られるように､GPS､タッチパ
ネル､加速度センサーといった､これまでに一般的には使われていなかった機能ももつようになってい
る｡ 
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図表 2 携帯電話によって提供されている機能と消費者､企業の対応 

 
 
2) モバイル･マーケティング研究の枠組み 
 これまでのレビューや携帯電話の特性を踏まえると､｢モバイル･マーケティング｣については下記の視
点を考慮して研究を進める必要がある｡ 
 
･功利的な側面だけでなく､快楽的(非計画的)な側面にも注目する 
 レビューしたように､消費者が携帯電話を使ったり､採用する理由として､功利的な側面だけではなく､
楽しさ､快楽的な側面も重要である｡ 
 
･合理的な側面だけでなく､非合理的な側面(例えば衝動買い)も考慮する 
 (恩蔵 et al., 2008)の｢リーン消費｣は必要なものを最小のコストで購入するという､合理的な消費を想
定している｡その一方で､購買に限定しても､楽しみのためにブラウズしながら衝動買いするといった､非
合理的な行動についても無視するべきではない｡ 
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･消費者を既存の機能を利用するだけでなく創造し発信する「アクティブ・コンシューマー」として捉え
る｡ 
 ユーザーによる Linux の開発､消費者参加型商品開発などにみられるように､消費者による開発､創造
という現象が顕在化している｡つまり消費者は企業がマーケティングするものを単に購入して消費する
存在ではないのである｡これについて､(Hirschman, 1980)は、製品を革新的な方法で用いることに注目し
て「使用の革新性 use innovativeness」という概念を示した｡そして、消費についての新しい問題が生じ
たときに、これが生じる可能性が高いとした。Hirschman は、実証は行ってはいないが、(Price and 
Ridgway, 1983)は、使用の革新性を測定するための指標を開発した。 
 これらは、消費者が新しい使い方を発見するという側面に注目しているが、消費者がモノを創造する
現象には言及していない。「消費者行動」のいくつかの著名なテキストをみても「消費者行動」の定義に
は、探索、比較、購買、使用、廃棄プロセスが含まれるが､消費者が何かを創造するということ自体、研
究対象として想定していないのである。これらを踏まえて､(濱岡, 2001a)では､｢創造的消費を行い、かつ
他者とコミュニケーションする消費者｣を「アクティブ・コンシューマー」と定義した｡つまり､創造的消
費とコミュニケーションという二つの要素を考慮している｡ 
 この｢アクティブ･コンシューマー｣について､大学生を対象としたパイロット調査(濱岡, 2001a)､首都
圏在住者を対象として動機に注目して項目を設定した調査(濱岡, 2002)､企業への接触に注目した調査
(濱岡, 2005; 濱岡 ･ 田中, 2006) などを行ってきた｡いずれも 3割以上の回答者が､創造的な消費経験が
あると回答した｡かってのポケットベルの数字による語呂合わせ(例えば｢3341｣で｢寂しい｣)のような､新
しいメディアが登場すると､それの新しい使い方が消費者によって発見されることは多い｡こにょうに既
存の機能の利用だけでなく､創造的な利用についても注目すべきである｡ 
 
･(消費者による)情報の受信/利用のみならず発信についても考慮する｡ 
 (Lazarsfeld et al., 1944)以降､「オピニオンリーダー」が注目されてきた｡口頭での情報や影響の伝達
だけでなく､インターネット上でも他者に影響を与える者がいることが指摘されている(小林, 2008; 里
村 ･ 濱岡, 2007; 濱岡 ･ 里村, 2009)｡携帯電話では通話､メール､Web を通じて､話し言葉､テキスト､写
真などを投稿できる｡このように多様な発信が即時に行えるという特徴がある｡よって､消費者による情
報源などとしての利用だけではなく､消費者からの発信という側面にも注目すべきである｡ 
 
･個人としての消費者だけでなく､つながった消費者としてとらえる 
 消費者による発信に注目するとことは､個人としての消費者のみならず､つながった消費者として捉え
ることを意味する｡道路などの物理的な「社会資本」、人間の能力という「人的資本(Becker, 1964)」とあ
わせて、人と人との関係もまた資本であるという「(社会)関係資本 social capital」という視点が重視さ
れている｡これについては､研究の視点としても､個人もしくは個人と個人との関係というミクロな視点
を強調するもの(Lin, 2001)､イタリアの自治体のパフォーマンスを比較し､公共心や信頼､人と人とのネ
ットワークといった社会構造の違いによって説明したマクロなものもある(Putnam, 2000)｡また､社会関
係資本の蓄積によって社会がより階層化､分業化が進行することに注目する立場(Bourdieu, 1986)や､社
会を統合する機能に注目する立場もある(Coleman, 1990)｡ 
 このように様々な立場､視点での研究が進められているが､例えばクチコミやインターネット上の e ク
チコミともに､それぞれリアル､インターネット上の社会関係資本によって規定されているこのようにつ
ながった消費者は､情報を交換するだけでなく､例えばオンライン･コミュニティを形成しそこでの情報
交換や共有によって､相互に知識を高め､より創造的な消費を行う(濱岡, 2002)｡さらに､Linux のように､
つながった消費者が創造したモノを企業が利用するといった､これまでのマーケティングとは逆の現象
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も生じている｡このように個人としての消費者に注目するだけではなく､つながった消費者としてとらえ
る必要がある｡ 
 
･消費者行動の全ての段階について考慮する 
 消費者の意思決定段階について､例えば(Lilien et al., 1992)は､ニーズの認識→情報探索→評価→購買
決定→購買後行動という5段階を提示している｡携帯電話による事前の情報探索､店頭での評価､購買など
と併せて､購買後の発信について注目すべきである｡このプロセスでは無視されているが､(Holbrook et 
al., 1984)が指摘しているように､消費段階についても考慮すべきである｡これは携帯電話を使っている
状態および､これを使って購買した製品サービスを利用している段階という 2つの視点があり得る｡ 
 
･消費のみならず生活全般との関連も把握する｡ 
 (富田 et al., 1997)(Rheingold, 2002) など､社会学者による研究によって､新しいメディアは消費者と
しての側面だけではなく､人としての意識や行動にも影響を与えている｡マーケティングや消費者行動研
究と行った視点に注目するだけではく､消費以外の側面にも注目すべきである｡ 
 
･時間のみならず空間を考慮する｡ 
 モバイルについては､消費者がいつでも携帯して利用可能であるため､空間的な移動という視点が重要
になる｡これまでのマーケティングでは､店頭行動や来店行動といった購買に注目した研究が行われてき
たが､例えば待ち合わせ､集合して行き先を決定するといった購買以外の行動についても空間的移動との
関係を考慮すべきである｡ 
 
･ポジティブな側面だけでなくネガティブな側面も考慮する｡ 
 新しい技術､テクノロジーにともなって､例えばインターネットへのネガティブな書き込み､これを利
用したいじめ､利用における格差の拡大､エチケットやマナーの問題といったネガティブな現象が生じる
可能性もある｡ポジティブな側面とあわせてネガティブな側面を忘れるべきではないであろう｡ 
 
･多様なプレイヤーが相互作用する｢共進化マーケティング｣の視点から研究を行う｡ 
 携帯電話そのものをいかに普及させるか､さらにはコンテンツを販売するかといった視点の研究はそ
れぞれ､｢携帯電話メーカー｣｢携帯電話のコンテンツ･プロバイダー｣とって重要な課題である｡一方､他社
からのスイッチングをいかに促進するかは､｢携帯電話キャリア｣に重要である｡さらに､マーケティング
を行う企業にとっては､このような仕組みをいかに利用するかが問題となる｡もちろん､｢消費者｣の視点
が重要であることはいうまでもない｡ 
 筆者は､消費者と企業､さらには政府など様々な経済主体が相互に影響を与えながら長期的に進化して
いくという「共進化マーケティング」を提示した(濱岡, 1995; 濱岡, 2001b)｡携帯電話については､様々
なプレイヤー､視点があり得るため､共進化マーケティングの視点は重要である｡ 
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4.調査方法と回答者の特性 
1)調査のフレーム 
 本研究は実態を把握することが主目的であり､具体的な仮説は設定しないが､前節でまとめた研究上の
注意点を踏まえつつ調査を設計した｡なお､いずれも商品カテゴリについては限定せず､消費全般につい
て質問した｡主な調査項目は以下の通りである｡ 
 
･利用実態 
 ｢利用している携帯電話の機能｣ ｢コンテンツの利用｣ 
･情報探索 
 ｢情報源の利用｣ ｢クロスメディア｣ ｢企業サイトへの登録｣ 
･購買 
 ｢クーポンの利用｣ ｢店頭での携帯電話の利用｣  
 ｢携帯電話からの購買(通信販売およびオークション)｣ ｢衝動買い｣ 
･情報発信 
 ｢一般的な情報発信､共有｣ ｢消費経験の発信｣ 
･創造的消費 
 ｢携帯電話のカスタマイズ｣ ｢新しい機能のアイディア｣｢思考スタイル｣ 
･社会関係資本 
 ｢信頼､互酬性への意識｣｢携帯電話のアドレスへの登録人数｣｢うちメールをやりとりする人数｣ 
 ｢重要他者｣ 
･携帯電話を導入したことによる変化 
 ｢購買｣ ｢生活全般｣ ｢人的関係｣｢つながっていることのメリットとデメリット｣ 
･消費や一般的な意識 
 上記の行動を規定すると考えられる｢知識｣｢関与｣｢動機｣など 
 
2)調査方法 
 調査はインターネットユーザーを対象として行った｡インターネット調査については､ランダムサンプ
リングではないといった問題があるものの､2007 年 12 月時点で､インターネットを利用する者の割合は
74.4%となっている｡特に､本調査の対象とする 20 代については､94.8%が利用している(総務省, 2007)｡
このため､大きな偏りはないと考えられる｡なお､前述のように携帯電話の利用率は20､30､40代で高くな
っている｡携帯インターネットの利用率についても､それぞれ､82.9/82.4/78.3%と高くなっている｡ただ
し､携帯電話からの物品の購入経験についてみると､20代が19.7%と全年代層の中でもっとも高くなって
いる｡このことから､本研究では 20 代男女を調査対象とする｡ 
 
 (総務省, 2007)では携帯インターネット利用率は､地方､都市区分による格差は小さいことが示されて
いる｡ただし､地域によって提供されている携帯電話のサービスが異なる可能性があるために､首都圏1都
3県の居住者を対象とした(図表 3)｡調査についてはgooリサーチのインターネットパネルを用い､有効回
答サンプル 300 の回収を目標として､1855 名にアンケート回答案内のメールを配信した｡このうち､333
件が回答した｡ 
 調査では､まず年齢､性別などのデモグラフィクスおよび現在利用している携帯電話のキャリアを回答
してもらった｡この段階で､調査時点での年齢が 20-29 才でない者､携帯電話を使っていない者について
は､調査対象から除外した｡このため､324サンプルが有効回答となった｡配信 1,855 名に対して 333名が
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回答したことになるので､回答率は 18.0%となる2｡ 
 

図表 3 調査方法3 
調査時期 2009/01/30～2009/02/04 の 6 日間 
調査方法 インターネット調査 
調査対象者 goo リサーチのインターネットパネル｡ 
      同パネルから､1 都 3県在住の 20 才-29 才の男女 1855 名をランダムにサンプリング｡ 
      メールを配信｡ 
回答者  333 名が回答｡うち携帯電話を使っていない､または年齢が 20-29 才でない者は除外｡ 
     有効回答は 324 サンプル｡ 
 
3)回答者の特性 
(1)デモグラフィクス(図表 4) 
 回答者は男性､女性が 50%づつになるように割り当てた｡年齢は 20 代に限定したが､20 代でも後半が
比較的多くなっている｡半数は｢会社員､公務員｣である｡ 

図表 4 回答者のデモグラフィクス 

   
 
(2)携帯電話の利用状況 
 現在の利用キャリアについては､docomo,au の順である｡電気通信事業者協会 (2008)の最新版の調査
結果とシェアについては類似した結果となっている｡携帯電話を使い始めてからの年数については､7-10
年未満が最も多くなっており､利用経験は豊富であるといえる｡ 

                                            
2回収サンプルが 300 程度となった時点で調査を打ち切った｡期間を長くすれば､回答率は高まったと考えられる｡ 
3 この調査には､5 つの条件をコントロールして､消費者から携帯電話のアイディアを提出してもらい､設定した条件との関係を
分析するという目的もある｡このため､5 つの条件毎に 60名づつを割り当てた｡ただし､ここで紹介する設問はすべての条件につ
いて共通の設問であり､条件による差異はない｡ 
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図表 5 回答者の携帯電話の利用状況 

 
注)2008年12月のシェアは電気通信事業者協会 (2008) "携帯電話・PHS契約数"  http://www.tca.or.jp/database/index.html. 

 
5.調査結果 

1)利用実態 
(1)利用している機能 
 まず､携帯電話には様々な機能があるが､携帯電話についての知識や利用経験の多さを指標化するため
に主要な機能だけでなく､比較的マイナーな機能も含めて質問した｡ 
 ｢電子メール｣は 96.9%が利用している他､｢顔文字､絵文字を使う｣｢鉄道などの経路案内｣などの利用率
は 8割を超える｡一方､｢スマートフォン（iphone，Windows モバイルなど）｣｢携帯小説、コミックの購
読｣等については利用割合が低くなっている｡ 

図表 6 携帯電話で利用している機能 

 
注)｢あなたが携帯電話で利用したことがある（現在使っているもの含む）サービス・機能・機種などをすべてお選び下さい｡｣へ
の回答｡ 
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(2)情報源としての利用 
 消費者行動の中で情報探索段階は､企業から見ても重要な問題である｡ここでは消費全般についての情
報源について､(濱岡 ･ 田中, 2005)同様､｢利用｣および｢重視｣している情報源を選んでもらった｡なお､本
研究では携帯電話の利用実態を把握するために､例えば企業のホームページについても､PC からと携帯
電話から､という選択肢を設定した(図表 7)4｡(濱岡 ･ 田中, 2005)と同様(図表 8)､｢店頭で実際にみる｣が
利用､重視とも回答率が最も高い｡二つの調査ともに､インターネット･ユーザーへの調査であることを考
えると､店頭の重要さが伺える｡｢テレビ｣｢テレビ広告｣｢テレビ番組｣｢雑誌の記事｣などのマス媒体､およ
び｢自分の経験や知識｣｢友人、知人からの対面や口頭でのクチコミ｣などが高くなっていることは(濱岡 ･ 
田中, 2005)と同様である｡ 
 本研究では､企業のホームページなどについて､PC からと携帯電話からに分けて設定した｡例えば､
｢（パソコンから）企業のホームページ｣については､22.2%が利用しているが､｢（携帯から）企業のホー
ムページ｣については 0.3%しか利用していない｡この他の､｢消費者によるブログ、SNS、掲示板、プロフ｣
｢クチコミサイト｣｢友人などからのメール｣についても､PC からと比べると携帯電話からの利用はまだ低
い状況にある｡ (濱岡 ･ 田中, 2005)では｢ケータイ電話｣の利用率が 4.0%であったが､今回設定した携
帯からの情報源はいずれも 10%を越えている｡これは､調査対象の差異もあるが､消費者および企業によ
る携帯電話を利用したサービスが充実したことを反映したためと考えられる｡また､全般的に TV 広告な
どのマス広告は利用と比べて重視度は大きく低下するのに対して､クチコミの利用率はさほど低下しな
い傾向がある｡ 

図表 7 情報源の利用状況(消費全般について) 

 
注)ワーディングは以下の通り｡ 
 ｢あなたは普段､消費者､お買い物､ファッションなどの情報をどのようなところから入手していますか｡以下の中から使ってい
るものをすべてお選びください｡｣｢その中で重視しているものを 3つまでお選び下さい｡｣ 

                                            
4  (里村 ･ 濱岡, 2007) (濱岡 ･ 里村, 2009)では､認知､客観情報､評価情報､最終決定の 4 段階毎に利用している情報源を回
答させている｡本研究では､自由回答があり､回答者の負担が大きいために利用と重視の 2項目で測定した｡ 
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図表 8 (濱岡 ･ 田中, 2005)の情報源の利用についての調査結果 

 
注)*:本調査では設定しなかった項目｡選択肢のならび順は異なるが､本調査に対応させた｡ 
 ワーディングは以下の通り｡ 
 ｢買い物一般についてお聞きします。製品を購入するときに、どのようなところから情報を入手しますか？あてはまるも

のすべてを選んでください。(選択はいつくでも) 
  ｢さらに、それらの中でもっとも重視しているものを３つまでお選びください。｣ 
 ・調査期間：2004 年 3 月 5日(金)～3 月 9 日(火) 
 ・調査対象者：ｉＭｉネット登録者 340,235 名から 20～59 歳の男性 500 人，女性 500 人をランダムに選択して電子メ

ールを送付｡うち 817 人(男性 422，女性 395)が回答｡ 
出所)(濱岡 ･ 田中, 2005)より作成｡ 

 
2)情報発信や購買行動との関係 
 ここでは､携帯電話をつかった情報探索や発信､購買行動の利用/実行頻度について､5 段階で回答して
もらった(図表 9)｡｢1.まったくしない｣｢2.ほとんどしない｣｢3.どちらともいえない｣｢4.たまに使う・たま
にする｣｢5.よく使う・よくする｣を選んでもらったが､図表 9には､選択肢の番号を数値と考えて平均値を
算出してプロットした｡全体的にみると､平均値が高い､つまり利用割合が高いのは､｢携帯からメールを
打つ｣である｡ 
 
･情報探索｢クロスメディア｣ 
 近年のマス広告では､広告の中で｢続きは Web で｣といった誘導が試みられている｡ここではテレビと
活字媒体に分けて質問したが､｢TV の CM や番組でみた商品や企業のホームページを調べる｣｢雑誌や新
聞でみた商品や企業のホームページを調べる｣ともに平均値は 2 程度であり､全体的にみるとこれらによ
る誘導は有効ではないことがわかる｡ 
 
･クーポンの利用 
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 これについては､｢雑誌や新聞､フリーペーパーなどからモバイルクーポンをダウンロードする｣のよう
に､事前に用意しておくものと､｢店頭やレストランの店頭でクーポンをダウンロードして使う｣のように
その場でダウンロードするものを設定した｡これらはともに､他と比べると平均値は比較的高くなってい
る｡ 
 
･携帯からの｢一般的な情報発信､共有｣ 
 上に指摘したように､ブログの更新､メールといった形で情報を発信することができることも携帯電話
の特徴である｡ここでは､一般的な利用として｢ブログやプロフ｣｢SNS｣｢メール｣について利用程度を回答
してもらった｡メールについては利用されているものの､｢ブログやプロフ｣｢SNS｣については平均値は 2
程度であり｢2.ほとんどしない｣者が多いことがわかる｡ 
 
･携帯電話の店頭での利用 
 モバイルの特徴である､どこでも持ち運べるということに注目して､携帯電話を店頭で｢ホームページ
を利用しながら｣｢相談しながら｣買い物するという項目を設定した｡これらについても平均は 2 程度とな
っている｡ 
 
･携帯電話からの購買 
 これについては､インターネットショップおよびオークションについて質問したが､特に後者について
は平均値は低くなっている｡ 
 
･衝動買い 
 携帯電話はいつでも利用でき､かつ決済機能も持っているため､衝動買いが多くなると考えた｡これの
平均値は 1.76 と低くなっており､｢衝動買い｣といった非合理的な行動をする者はさほど多くないことが
わかる｡ 
 
･消費経験の発信 
 発信のうち､消費した経験に限定して｢使った感想をメールする｣｢商品や写真のサービスをメールす
る｣｢企業からのメールや URL の転送｣について質問した｡これらのうち｢商品や写真のサービスをメール
する｣の平均値が最も高くなっている｡写真を撮影して転送することは手間がかかるように思われるが､
これの方が実施割合が高いことについては､感想を伝えて自分の意見を表明することの恐れや､転送する
ことによって企業の意図のままに動いているといった自己イメージの低下といった阻害要因が作用して
いる可能性がある｡ 
 
･企業サイトへの登録 
 これについては､｢会員登録｣｢メールマガジン｣について質問した｡後者については平均値は 2.7 となっ
ており､比較的行われていることがわかる｡ 
 
･創造的消費 
 後述する創造的な消費について､携帯電話に限定して質問した｡｢新しい使い方や工夫｣｢工夫などが友
人などに広まった｣ともに平均値は比較的低くなっている｡ 
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図表9 携帯での情報行動､購買関連の行動 

 
注) ｢1.まったくしない｣｢2.ほとんどしない｣｢3.どちらともいえない｣｢4.たまに使う･たまにする｣｢5.よく使う･よくする｣への回

答の平均値｡ 

 
･オピニオン･リーダー 
 (Lazarsfeld et al., 1944)以降､「オピニオンリーダー」が注目されている｡ (Lyons and Henderson, 
2005)は、(Childers, 1986)のオピニオン･リーダーシップ尺度をインターネット版にしたアンケートを行
った｡そのスコア上位23%をオピニオン･リーダーとし､そうでない者との比較を行った｡その結果､eオピ
ニオン･リーダーは持続的な(enduring)関与､知識､探索的(exploratory)行動､革新的(早期採用)行動度が
高いこと､また､コンピューターの能力や利用経験も豊富であることが示された｡同様に､(小林, 2008)は､
インターネット調査を行い､｢特定領域オピニオン･リーダー｣度と 5 つの情報源の接触との関係を分析し
た｡インターネット広告､オンラインコミュニティとの接触は正の相関があるのに対して､TV 広告につい
ては相関がなく､新聞広告については負の相関があることを示した｡このことから､オピニオンリーダー
がマスメディアから情報を受け、これを他の消費者に対して伝達するという「情報の二段階の流れ仮説」
が現代においてはあてはまらない可能性があることを指摘している｡さらに､(山本 and 阿部, 2007)は､
@コスメの｢お気に入り｣にユーザーが入っているか､いないかを人と人との関係と考えて､他のユーザー
に影響を与える｢インフルエンサー｣を見いだし､その特性を明らかにしている｡ 
 これらはリアルもしくはインターネット上でのオピニオン･リーダーに注目したものだが､(里村 ･ 濱
岡, 2007) (濱岡 ･ 里村, 2009)は､構造方程式モデルによって､リアルでのオピニオン･リーダー度とイ
ンターネット上での e オピニオン･リーダー度との関係を分析している｡これによると､オピニオン･リー
ダーと e オピニオン･リーダー度との間には 0.625 という正の相関があるが､1 ではなく別の次元をもっ
ていることを明らかにした｡さらにオピニオン･リーダー度はクチコミ発信と正の相関があるが､インタ
ーネット上での e クチコミの発信には負の相関があること､e オピニオン･リーダー度はこれとは逆に e
クチコミには正の相関があるが､クチコミ発信には負の相関があることを明らかにしている｡つまり､他
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者に情報や影響を与える傾向は共通しているものの､リアルとインターネット上では異なった側面があ
ることを示したのである｡ 
 これを参考として､リアルでのオピニオン･リーダー度および､｢モバイルでのオピニオン･リーダー度
(m オピニオン･リーダー度)｣について測定した｡リアルでのオピニオン･リーダー度については､(里村 ･ 
濱岡, 2007) (濱岡 ･ 里村, 2009)同様､(Childers, 1986)の6項目のオピニオン･リーダー尺度項目から3
項目を設定した5｡同様に｢m オピニオン･リーダー度｣についても､これに対応させる形で 3 項目を設定し
た(図表 10)｡ 
 携帯での3項目については､いずれも3よりも低くなっているのに対して､リアルでのオピニオン･リー
ダー度についてはいずれも3よりも高くなっている｡つまり､全体的にはオピニオン･リーダー度と比べて
m オピニオン･リーダー度は低いことがわかる｡これは､携帯電話というメディアを通じては情報や影響
を与えにくいこと､もしくは比較的新しいメディアであり､それを通じて影響を与えられる者はまだ限ら
れているためだと考えられる｡ 

図表 10 オピニオン･リーダー度とmオピニオン･リーダー度 

 

                                            
5 Childers(1986)は下記の 6項目を提案している｡本研究では､これらのうち情報や影響を与えることに注目した 3項目を採用した(○印)｡ 
○一般的にいってあなたは友人や近所の人と（  ）について話すことがありますか？ 

･あなたが友人や近所の人と（   ）について話すときどのような立場ですか？ 

  非常に情報を与える.................ほとんど情報を与えない 

・この 6カ月間で（   ）について何人ぐらいと話しましたか？ 

○友人と比べてあなたは、（    ）について、どれくらい質問されますか？ 

  非常によく質問される方だ..............まったく質問されない方だ 

・（   ）について話すときのあなたの立場は？ 

  聞き手になる.................話し手になる 

○（   ）についてあなたは友人や近所の人から 
  アドバイスを求められることが非常に多い..............アドバイスを求められることはまったくない 
 なお､オピニオン･リーダーは問題分野（政治、買物、映画など）ごとに存在すると考えられるので、(  )内には特定の製品カテゴリ名が入

る。 
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 確認的因子分析による検証は別稿で行うが､簡単にこれらの関係をみておこう｡これら 6 項目について
探索的因子分析を行ったところ､2 因子が抽出された6｡さらにオピニオン･リーダー度 3 項目のα係数は
0.911､m オピニオン･リーダー度のα係数は 0.915 であった｡つまり､簡便ではあるが弁別および収束妥
当性が確認できたことになる｡ 
 それぞれ 3 項目を合計した値をオピニオン･リーダー度､m オピニオン･リーダー度として相関係数を
算出したところ 0.520 であった｡(里村 ･ 濱岡, 2007) (濱岡 ･ 里村, 2009)のリアルとインターネット
上のオピニオン･リーダーの分析と同様､正の相関はあるものの､別の次元があるといえる｡ 
 
2)社会関係資本 
 社会関係資本については､様々な立場､視点での研究が進められているが､｢信頼｣｢互酬性｣｢ネットワー
ク｣といったキーワードが登場している(宮田, 2005b)｡日本は集団主義が強いことから、他者を信頼して
いると考えられてきた。しかし、(山岸, 1998)は､日本人よりも米国人の方が一般的に人を信頼している
こと､さらに､信頼できる人をみわける能力も米国の方が高いことを見いだした｡このことから、山岸は日
本は村八分などの制裁をすることによって「安心」していたのであって、人を信頼してきたのではない
と問題提起している。 
 (濱岡 et al., 2000)は､この議論に則って､日米の小売業バイヤーに対する調査を行っている｡信頼につ
いて「一般的信頼」「知識に基づく信頼」「メーカーへの信頼」「営業員への信頼」「自社に対する信頼」
をそれぞれ「信用」「慈愛」について測定した。「一般的信頼」「知識に基づく信頼」「自社に対する信頼」
については信用、慈愛ともに日本の方が北米よりも有意に低かった。また、「メーカーへの信頼」「営業
員への信頼」については、「慈愛」には有意差がないものの、公正さ(信用)については日本の方が低くな
っていた｡このように、(山岸, 1998)の一般性のあるサンプルとは異なる､小売業のバイヤーを対象とした
ものであるが､知見を支持する結果を得ている｡さらに､(濱岡 ･ 里村, 2009)は､日米中､3ヵ国のインター
ネット･ユーザーに対する調査を行い､一般的信頼については､米国､中国､日本の順に高いこと､つまり日
本がもっとも低いことを示している｡ 
 本研究でも(濱岡 ･ 里村, 2009)同様､(山岸, 1998)の一般的信頼について 2 項目を設定して測定した｡
さらに､買い物に限定した｢互酬性｣についても測定した｡いずれも平均値は 3.8 となっており､｢4.どちら
ともいえない｣者が多いことがわかる(図表 11)｡ 

                                            
6 因子数を1,2,3として最尤法による因子分析を行った｡因子数1という仮説はp=7.59e-14で棄却された｡因子数2とした場合
には､p=0.00239 であったが､因子数 3 については自由度が 0となるため抽出できない｡ 
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図表 11 互酬性と一般的信頼 

 
 
･社会ネットワークのサイズ 
 (濱岡, 1994a)はクチコミの受発信が社会的関係に規定されることを示している｡また､(濱岡 ･ 里村, 
2009)は､クチコミをリアルなクチコミとインターネット上の e クチコミに分けて､それぞれがリアルで
の社会関係資本､インターネット上での e 関係資本に規定されることを示している｡また､(Smith et al., 
2007)は､個人のもつ社会ネットワークの大きさとクチコミの影響を分析している｡友人､隣人､同僚など
リアルでの人数を回答させたところ､20人程度のところにピークのある分布となった｡また､オピニオン･
リーダー度との関係を分析することによって､社会ネットワークが大きい者ほど他者に影響を与え､多く
の領域に興味をもっていることが示されている｡ 
 さらに､(石黒 ･ 辻, 2006)は社会ネットワークのサイズを把握する方法として､携帯電話のアドレスへ
の登録人数に注目している｡全国の 25-74 才男女を対象としたランダムサンプリングを行い､1,445 名の
回答を得た｡そのうち携帯電話を利用している者が985名､うちアドレス帳を利用している者が844名で
あった｡後者について､登録人数を自由回答させたところ､平均 67.0 名､最頻値 30 名､最大値は 700 名で
あったという｡彼らは､電話帳法(電話帳から各地域に多い名字のリストをつくり､それぞれの名字で知っ
ている人の数を回答させる)による知人数の測定も行い､平均 392.4 名､中央値 275 名､最大値 5996 名で
あったことを報告している｡これらの相関を分析することによって､都市部の若年層については､相関が
高いこと､つまり携帯電話のアドレス帳を社会ネットワークのサイズの測定に用いることができること
を実証した｡ 
 これを参考として､｢携帯電話のアドレス帳に登録している人数｣を回答してもらった｡さらに､社会ネ
ットワークの｢結びつきの強さ tie strength｣をみるために､｢強い結びつき｣として｢(登録している人のう
ち)1 ヶ月に 1度以上､メールを送る人数｣についても測定した｡また､｢弱い結びつき｣として｢(同)実際には
あったことがない人の数｣を回答してもらった｡なお､本研究では回答の負担を減らすために､人数につい
ては選択肢を設定して選んでもらった(図表 12)｡ 
 まず､｢携帯電話のアドレス帳に登録している人数｣については､150 名が最頻値となっている｡(石黒 ･ 
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辻, 2006)が最頻値 30 名であったのと比べると､サイズは大きくなっていることがわかる｡これは､(石
黒 ･ 辻, 2006)は全国の 25-74 才男女を対象としているのに対して､本研究では 1都 3県の 20 代を対象
としたこと､さらには彼らの調査は 2005 年であるのに対して本研究は 2009 年 1 月に行ったという時点
の違いもあると考えられる｡ 
 一方､｢強い結びつき｣として設定した｢(登録している人のうち)1ヶ月に1度以上､メールを送る人数｣に
ついては､3 名にピークがある｡前述のようにメールはもっとも利用されている機能であったが､比較的限
られた人との間でやりとりされていることが伺える｡ただし､本研究では通話については測定しなかった
が､これについても測定すべきであった｡ 
 ｢弱い結びつき｣として測定した｢(同)実際にはあったことがない人の数｣については､0 人への回答が
70%となっており､多くは実際にあったことがあるリアルでの関係がある者を登録していることがわか
る｡ただし､残りの3割は数は多くはないが､会ったことがない者を登録していることがわかる｡これは､例
えば SNS などで知り合った者だと推測される｡ 

図表 12 携帯アドレスへの登録人数からみた社会ネットワークのサイズ 

 
注)｢登録している人数｣については､下記から選んでもらった｡ 
 ｢いない｣｢1～10 人｣｢11～20 人｣｢21～30 人｣｢31～40 人｣｢41～50 人｣｢51～100 人｣｢101～200 人｣｢201～300 人｣｢301

～400 人｣｢401 人以上｣ 
 ｢うち数｣については､｢1～10 人｣を｢1～5人｣｢6～10 人｣に分けて､同様に選んでもらった｡ 
 図には､各選択肢の中央値を人数として示した｡ 

 
･重要他者 
 (池田, 2005)は､(Burt and Bittner, 1981)のいう重要他者｢半年間で重要な事柄を話した相手｣を参考に､
政治､個人的な相談､職業の3つの分野について､詳細な社会ネットワークデータを収集した｡また､(Lin et 
al., 2001)は､弁護士や議員など､社会的に威信が高い地位にどれくらい知り合いがいるかを質問する提
案する position generator を提案した｡ここでは､消費に関するものに注目して｢ファッション業界の人｣
を設定した｡さらに､ (池田, 2005)､(宮田, 2005a)が指摘するように､社会関係資本には､新たな関係を生
み出すという側面もあるため､｢ここ 1年で新しく知り合った人｣の人数も回答してもらった(図表 13)｡ 
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 それぞれについて､リアルでの人数と(対面ではなく)携帯電話で行う人数について回答してもらった｡
まず､対面と比べると携帯電話については全体的に人数は少なくなっており､対面での社会関係資本の方
が重要であることがわかる｡ 
 ｢ここ 1 年間で知り合った人｣も対面では 10.1 人､携帯では 1.9 人となっている｡ただし､これらは携帯
電話がなければ出会えなかった人であり､新しいメディアによって得られた社会関係資本であるといえ
る｡ 
 なお､消費に関する威信者として設定した｢ファッション業界の人｣については､対面､携帯電話ともに､
設定した項目の中では最も人数が少なくなっており､稀少な資源であることが確認できる｡ 
 (濱岡 ･ 里村, 2009)は､消費(映画､流行やファッション)､仕事､個人的な相談､政治の 4分野を設定して
測定しているが､その平均値も示した｡なお､彼らは図表 13-(b) については､携帯電話ではなくインター
ネットについて質問しているが､ここでの結果と同様､対面の社会的関係の方が人数が多い｡ 
 前述のように､社会関係資本の蓄積によって社会がより階層化､分業化が進行することに注目する立場
(Bourdieu, 1986)や､社会を統合する機能に注目する立場もある(Coleman, 1990)｡そのいずれが正しい
のかについては､重要他者の数と､新しく知り合った者の数の関係を分析すれば検証できる可能性がある｡
さらに､オピニオン･リーダー､mオピニオン･リーダーとの関係も分析する予定である｡ 
 

図表 13 重要他者の数 

 
注) 網はそれぞれ上位 2位の選択肢｡ 
 平均値は､それぞれの選択肢の中央値を人数として変換して算出した｡ 
 * (濱岡 ･ 里村, 2009)では､｢映画について話をする｣｢映画関係者｣について回答してもらっている｡ 
 (b)について､本研究では｢実際に会ったことはないけれど、携帯電話で（通話､メール､SNS などで）、次のようなことを

する相手が何人ぐらいいいますか。｣と携帯電話での関係について回答してもらっている｡一方､(濱岡 ･ 里村, 2009)
では｢インターネットで知り合った､次のようなことをする相手がどのくらいいますか。｣という質問である｡ 

 
3)創造的消費 
 ユーザーによる Linux 開発､消費者参加型商品開発などにみられるように､消費者による開発､創造と
いう現象が顕在化している｡つまり消費者は企業がマーケティングするものを単に購入して消費する存
在ではないのである｡これについて､(Hirschman, 1980)は、製品を革新的な方法で用いることに注目して
「使用の革新性 use innovativeness」という概念を示した｡そして、消費についての新しい問題が生じた
ときに、これが生じる可能性が高いとした。Hirschman は、実証は行ってはいないが、(Price and Ridgway, 
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1983)は、使用の革新性を測定するための指標を開発した。これらは、消費者が新しい使い方を発見する
という側面に注目しているが、消費者がモノを創造する現象には言及していない。「消費者行動」のいく
つかの著名なテキストをみても「消費者行動」の定義には、探索、比較、購買、使用、廃棄プロセスが
含まれるが､消費者が何かを創造するということ自体、研究対象として想定していないのである。これら
を踏まえて､(濱岡, 2001a)では､｢創造的消費を行い、かつ他者とコミュニケーションする消費者｣を「ア
クティブ・コンシューマー」と定義した｡つまり､創造的消費とコミュニケーションという二つの要素を
考慮している｡ 
 この｢アクティブ･コンシューマー｣について､大学生を対象としたパイロット調査(濱岡, 2001a)､首都
圏在住者を対象として動機に注目して項目を設定した調査(濱岡, 2002)､企業への接触に注目した調査
(濱岡, 2005; 濱岡 ･ 田中, 2006) などを行ってきた｡ 
 
･携帯電話のカスタマイズ 
 ここではまず､携帯電話をカスタマイズしているかについて､選択肢を挙げて選択してもらった(図表
14)｡ 
 ｢待ち受け画面や画像の変更｣｢着信音､着メロの変更｣｢ストラップを自分好みのものに付け替える｣な
ど､携帯の機能の一部もしくは製品として販売されているものについては半数以上が行っている｡これに
対して､｢本体に装飾用のシールを貼ったりペイントする｣｢自分で絵文字などをつくる｣は実施割合が低
くなっている｡｢これらのカスタマイズはしていない｣のは 10.2%しかいない､つまり回答者の 9 割が自分
なりのカスタマイズを行っているのである｡ 
  (Franke and Hippel, 2003)は､Apache サーバーソフトウエアのユーザーに対する調査を行い､ニー
ズがユーザーによって異質であること､また､自分でソフトウエアを修正して利用している者の方が満足
度が高いことを見いだした｡このことから､ユーザーによる開発やカスタマイズてきるツールキットを提
供することが有効であるとしている｡さらに､(Jeppesen, 2005)ではツールキットそのものと併せて､ユ
ーザ間でのサポートについても注目し､ゲーム開発企業への調査を行った｡この結果､ツールキットを使
う者ほど､より他のユーザーをサポートする傾向があることを見いだした｡ここでの結果は､携帯電話の
機能=いわばツールキットを利用したカスタマイズは比較的容易に行われていると解釈できる｡ 

図表 14 携帯電話のカスタマイズの状況 
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･新しい利用法 
 さらに､｢携帯電話について､あなたは､カスタマイズ､使い方の工夫、人と違った使い方などをしていま
すか？どんな些細なことでも構いません｡｣と質問したところ､20.4%が､あると回答した｡ 
 さらに､どのような使い方をしているか自由回答してもらった｡｢メモ代わりにする｣｢携帯のカメラで
交換用部品の写真を撮っておいて店頭で確認する｣｢メールの送信予約機能をアラーム､タイマー代わり
に使う｣など様々な使い方がされている｡これについては､別稿にて報告する｡ 
 
･アクティブ･コンシューマー度 
 (濱岡, 2002)のアクティブ･コンシューマー尺度について､消費全般について回答してもらった｡さらに
携帯電話に限定して､創造的消費､創造物の普及の 2 項目を設定した｡携帯電話に限定すると､否定的な回
答の割合が高くなっている｡創造的消費については､製品修正､新規用途､製品創造の順に平均値が高くな
っている｡ 
 さらに創造的な思考スタイルについては､(Finke et al., 1992)の創造的認知の生成-解釈モデルを参考
として､生成段階については､｢類推/多角的検討｣｢発散的思考｣｢心的合成｣､解釈段階については｢仮説検
証｣｢トライアル&エラー｣を設定した｡また､創造プロセスで他者からの支援を受け入れる可能性もあるた
め､(濱岡, 2008)同様､｢他者への支援｣｢他者の支援への対応｣も設定した｡これらの多くは､平均値が 4 を
越えており､創造的な思考スタイルをもっていることがわかる｡ 

図表 15 創造的な消費 
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 アクティブ･コンシューマー尺度については､過去にも測定しており(濱岡, 2001a, 2002, 2008; 濱
岡 ･ 田中, 2005)､それらとの比較もまとめた(図表 16) ｡調査対象者､時期が異なるために直接の比較は
できないが､今回のサンプルは､創造的消費の経験割合が高いことがわかる｡ 

図表 16 アクティブ･コンシューマーの実証結果 

 
出所)(濱岡, 2008)に加筆｡ 
注)リッカート 5段階､7 段階尺度を用いたものについては､肯定的に回答した者の割合を示した｡ 
 
4)携帯電話による影響の総合評価 
 ここでは､総合的な評価について｢買い物｣｢時間の活用｣｢対人関係｣について､7 段階で評価してもらっ
た(図表 17)｡ 
 まず､｢携帯電話を使うようになって､買い物が効率的､楽しくできるようになった｣については､3 つの
項目のうち､平均値がもっとも低くなっており､他よりも評価が低いことがわかる｡これは､購買で利用し
ている者の割合が低いことを反映していると考えられるため､購買の利用実態との関係を分析する必要
がある｡ 
 ｢携帯電話を使うようになって､暇な時間を有効活用できるようになった｣については､平均値が高くな
っている｡電車などで利用している者が多いことからも理解できる｡さらに､｢携帯電話を使うようになっ
て､対人関係が充実した｣についても平均値は3.95となっている｡これについては､ネガティブな側面もあ
ると考えられるため､｢つながっていたい｣｢寂しくなる｣も設定した｡前者の平均値は 4.54 であり､メール
などによってつながりを求めていることがわかる｡一方､メールや会話していないと寂しくなるについて
の平均値は比較的低くなっている｡ 
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図表17 携帯電話を使うようになってからの総合評価 

 
 
5)これらを規定する要因 
 (濱岡 ･ 里村, 2009)では､対面でのクチコミやインターネット上でのeクチコミの受発信の規定要因と
して､デモグラフィクス､資源､動機などに注目して分析している｡本研究でもそれを参考として｢知識｣
｢消費への関与度｣｢早期採用者度｣｢不満への敏感さ｣｢企業への苦情｣について測定した｡企業への苦情に
ついては､3項目とも平均値は 3程度と低いが､他については 4程度となっている｡中でも消費への関与に
ついての 2項目はいずれも平均値が 4を越えている｡ 
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図表 18 消費についての意識､苦情行動 

 
 

 さらに､(濱岡 ･ 里村, 2009)および､(Hennig-Thurau et al., 2004)を参考として､発信の動機について
以下の項目を測定した｡ 
 
･｢自己効力感｣ 
 ｢自分の意見を他の消費者に伝えることによって.次の消費やお買いものをよくしたい｣ 
 ｢自分の意見を企業やお店の関係者に伝えて.次の消費やお買い物をよいものにしたい｣ 
･｢楽しさ｣ 
 ｢商品の感想や情報を相手に伝えたり聞いたりすることは楽しい｣ 
 ｢商品の感想や情報を携帯電話や携帯メールで伝えたり聞いたりすることは楽しい｣ 
･｢他者への支援｣ 
 ｢自分の知っていることや情報を伝えてあげることによって.人を助けたい｣ 
 ｢自分の知っていることや情報を伝えてあげて喜ばれるとうれしい｣ 
･｢(前述の)一般的交換｣ 
 ｢消費やお買い物について人から情報をもらうなどして助けられたことがある｣ 
 ｢消費やお買い物について情報を与えると.自分が情報が必要なときに助けてもらえる｣ 
･｢アイデンティティ｣ 
 ｢消費やお買い物について人に伝えたり投稿することによって.自分の意見を表明したい｣ 
 ｢消費やお買い物について人に伝えたり投稿することによって.自分の評価を高めたい｣ 
･｢経済的報酬｣ 
 ｢携帯.PC サイトにメッセージを投稿.書き込んでポイントを獲得している｣ 
 ｢携帯.PC サイトでアフィリエイト収入を得ている｣ 
 
 ｢経済的報酬｣および ｢アイデンティティ｣については平均値が低いものの､他については4を越えてい
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るものが多くなっている｡ただし､(濱岡 ･ 里村, 2009)は｢楽しさ｣や｢経済的報酬｣がこクチコミ､e クチコ
ミ発信と正で有意な関係があることを示している｡発信との関係についても分析する予定である｡ 

図表 19 発信の動機 

 
 

6.本研究のまとめ 
 携帯電話が浸透し､マーケティングの実務では広く利用されている｡これに対して携帯電話のマーケテ
ィングについての研究は端緒についたばかりである｡本研究では､これまでの研究について概観した後､
実態把握およびその規定要因を測定するためのアンケートを実施した｡ 
 
1)本研究からの知見 
 それぞれの結果については既に述べたので､主要な結果のみをまとめておく｡ 
･利用している機能 
 メールがもっとも多い｡ただし､購買に関しての情報発信については､メールはそれほど用いられては
いない状況にある｡ 
 
･情報源 
 情報源としても､(濱岡 ･ 田中, 2005)同様､｢店頭｣が最も重視されている｡本調査は､インターネットユ
ーザーを対象としていることを考えると､店頭の重要性が再認識される｡ホームページ､メールなど PC か
ら､携帯からにわけて質問したが､いずれも PC からの方が利用されていることがわかった｡ 
 
･購買 
 オークション､通販ともにさほどは用いられていない｡これを反映して､｢携帯電話を使うようになって､
買い物が効率的､楽しくできるようになった｣への評価も低くなっている｡ 
 また､モバイルの特徴である､どこでも持ち運べるということに注目して､携帯電話を店頭で｢ホームペ
ージを利用しながら｣｢相談しながら｣買い物するという項目を設定した｡これらについてもあまりおこな
われてはいないようである｡さらに､携帯電話はいつでも利用でき､かつ決済機能も持っているため､衝動
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買いが多くなると推察したが､さほどは行われていないようである｡ 
 
･消費経験の発信 
 メールの発信は広く行われているが､消費経験に限定すると､実施割合は高くはない｡なお､｢使った感
想をメールする｣｢企業からのメールやURLの転送｣よりも､｢商品や写真のサービスをメールする｣の方が
高くなっている｡これは､カメラがついている携帯ならではの現象であろう｡ 
 発信のうち､リアルでのオピニオン･リーダー､モバイルでの｢m オピニオン･リーダー｣を測定したが､
後者の平均値はまだ低い状況にあった｡ただし､これらの相関は 0.520 であり､正の相関があるものの､こ
れらには別の次元､要因が作用していることがわかる｡ 
 
･社会関係資本 
 これについては､アドレス帳への登録という関係とあわせて､重要他者についても測定した｡｢携帯電話
のアドレス帳に登録している人数｣については､150 名が最頻値となっており､先行研究よりも多くなっ
た｡ただし｢強い結びつき｣として設定した｢(登録している人のうち)1ヶ月に1度以上､メールを送る人数｣
については､3 名と少ないことがわかった｡ 
 重要他者については､リアルとモバイルにわけて測定した｡リアルの方が全般的に人数が多いものの携
帯電話によって1年間で知り合った者も2人程度となっており､新しい社会関係資本を獲得する機能があ
ることがわかった｡また､｢携帯電話を使うようになって､対人関係が充実した｣についても平均値は 3.95
となっており､比較的高く評価されていた｡ 
 
･創造的消費 
 携帯電話に限定して質問したところ､回答者の9割が自分なりのカスタマイズを行っていることがわか
った｡｢待ち受け画面や画像の変更｣｢着信音､着メロの変更｣｢ストラップを自分好みのものに付け替える｣
など､企業から提供されている機能やモノを利用したものが多い｡一方で､｢本体に装飾用のシールを貼っ
たりペイントする｣｢自分で絵文字などをつくる｣といった難易度の高いことを行っている者もいる｡ 
 (濱岡, 2002)のアクティブ･コンシューマー度について､消費全般について回答してもらったところ､
(濱岡, 2001a; 濱岡, 2002) (濱岡 ･ 田中, 2005) (濱岡, 2008)同様､創造的消費については､製品修正､
新規用途､製品創造の順に平均値が高くなっていた｡このように消費者による創造は無視できない現象で
あることが再確認できた｡ 
 
･携帯電話による影響の総合評価 
 携帯電話を使うようになってからの総合的な評価については､｢暇な時間の活用｣の評価が高く､｢買い
物｣についての評価は低くなっていた｡これは､購買で利用している者の割合が低いことを反映している
と考えられるため､購買の利用実態との関係を分析する必要がある｡ 
 
2)今後の課題 
 本稿はモバイル･マーケティング研究の現状を簡単にレビューし､さらにアンケートによって利用の実
態を把握した｡はじめに述べたように､消費者はつながった存在であることが確認できた｡また､カスタマ
イズなど創造的な消費が広く行われていることも確認できた｡市場の質を考える際に､消費者間のつなが
りや消費者による創造といった現象を無視することはできないといえる｡ 
 本研究ではモバイル･マーケティング研究の端緒として､簡単なレビューと現状の理解のために単純集
計のみを行った｡今後､以下のように研究を進める予定である｡ 
 
･理論的な枠組みの構築 
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 モバイル･マーケティングとこれまでのマーケティングとの共通性､差異について考察し､モバイル･マ
ーケティングを研究するための枠組みや具体的な研究課題を提案する｡ 
 
･情報源の使い分け 
 (濱岡 ･ 里村, 2009)では情報源の利用パターンによって消費者を 7種類に分類した｡ここでも､同様の
分析を行い､さらにデモグラフィクスなどとの関係を分析する｡ 
 
･利用実態､情報の発信､創造的消費などの規定要因の分析 
 携帯電話での利用機能､情報の発信､創造的消費などの実態とデモグラフィクス､動機､知識､社会関係
資本などとの関連を分析する｡ 
 
･先進的なモバイル･ユーザーの発見と特徴の明確化 
 本稿では､オピニオン･リーダー､m オピニオン･リーダーに注目した｡これについての分析と併せて､例
えばカスタマイズ､買い物での利用などを活発に行っている者も存在する｡これらの特徴を明らかにす
る｡ 
 
 モバイル･マーケティングの実践と比べて､研究は端緒についたばかりである｡これが消費者､企業､こ
れらによって構成させる市場の質をいかに変化させるのか､させないのかを中心に､本調査で収集された
データを用いて詳細な分析を行う予定である｡ 
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