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■ 個人消費は 2003 年後半より外食、教養娯楽などの選択的消費を中心に、堅調さを持

続している。これは消費マインドの改善によるところが大きい。 
■ 2004 年の消費の特徴として、デジタル家電ブームと猛暑効果があげられ、デジタル

家電ブームは同製品の世帯の普及率を高め、消費にプラスに寄与したが、猛暑効果は

限定的であった。 
■ 歳末商戦は堅調だが、今後原油高や税制改正・年金改革の影響というリスクが顕在化

すれば、消費は腰折れする恐れがある。 
■ 概して個人消費は「きまぐれ」であり、営業時間の延長やインターネット通販の拡充

もそれに拍車をかけている。 
■ 個人消費を年齢別に見ると若年層の消費は、ライフスタイルに合致した、個人の「こ

だわり」を前面に出したものとなっていることが明らかである。 
■ 一方、中高年の人々はカラダに、環境に「やさしさ」を込めた消費をする傾向がある。 
■ 最近の複雑な消費者行動を取り込むためには、潜在的ニーズを顕在化させ柔軟に対応

する努力を続けなければならない。 
 

 
 
 

 
 
 

＜ポイント＞ 

 Ｔ Ｂ Ｒ  産 業 経 済 の 論 点 
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日本経済の回復は 2003 年後半から力強さを増しており、その牽引役は外需と設備投資とさ

れている。しかし、その陰に隠れて個人消費も底堅く推移してきた。2004 年 7-9 月期の民間最

終消費支出は前期比 0.1％増と鈍化したが五期連続のプラスとなっている（図表 1）。本稿では、

近年の復調してきた個人消費の要因をマクロの経済統計やミクロの企業動向から分析したい。

近頃の個人消費の増勢について、外食や旅行などの選択的支出が消費を押し上げており、この

ことは主として消費マインドの回復によるものである。また、個人消費を掘り起こす企業側の

統計や販売戦略などからみると、近年の個人消費は概して「きまぐれ」度が強いが、年齢別に

見ると 20 代を中心に「こだわり」がみられ、それより上の年齢層はカラダに、環境に「やさ

しい」消費を志向している。 
本稿では、前半でマクロ経済統計から個人消費の動向を展望し、後半で企業側の統計や戦略

などから個人消費の特徴をとらえてみたい。 
 
個人消費は今般の景気回復を底支え 
冒頭でも触れたように個人消費は堅調さを持続しているが、どういった項目が消費の堅調さ

に貢献しているのだろうか？  総務省の家計調査によると、2004 年 7-9 月期の消費支出全体の

伸び率（二人以上の全世帯）は前年と比べて 0.2％増となっており、そのなかで、食料、光熱

水道などの基礎的支出▲0.8％よりも、外食、教養娯楽などの選択的支出が 2.1％増と大きい（図

表２）。選択的支出の中には、耐久消費財や旅行が含まれており、後述するデジタル家電ブーム、

またアテネ五輪や韓国ドラマ流行による海外旅行などが選択的支出を引っ張ったと言えよう。 
海外旅行については、昨年アジア地域で SARS（重症急性呼吸器症候群）が蔓延したことも

あって、今春以降の出国人数の伸びは急激となっている。また JTB では夏休みの旅行動向につ

いて、海外旅行人数が 3 年ぶりに増加し、グアム、ハワイなどのリゾート地のほかに、中国、

韓国やギリシャを中心とするヨーロッパに女性からの人気が集まっているとしている。 
こうした消費の堅調さ持続の背景には、消費マインドの改善がある。内閣府の消費動向調査

では、消費マインドは 2003 年夏頃を底としてから上昇しており、2004 年も高い水準を維持し

ている。この内訳を要因分解すると、雇用環境の改善の寄与が大きい（図表３）。実際、2003
年後半から失業率の改善と有効求人倍率の上昇が顕著に見られてきた（図表４）。つまり消費マ

インドの改善は、一時的なものではなく、雇用環境の好転にもとづくものなのである。このと

ころの堅調な消費の背景には、雇用不安が払拭され、先行きにおいて所得が増大することを見

込んだものと言えよう。 
 
デジタル家電ブーム 
所得別に基礎的消費と選択的消費の水準を 2000 年度と比較すると、どの所得層も選択的消

費を増加させているが、選択的消費の中でも教養娯楽、なかでもデジタルカメラ､DVD､薄型テ

レビのいわゆるデジタル家電の寄与が大きい。濃淡の差はあれ、どの所得層もこぞってデジタ

ル家電購入にいそしむ、いわゆるデジタル家電ブームが到来しているのだ。 
10 月のデジタル家電販売額は前年同月の水準と比べて、ＰＤＰテレビ 21.0％増、液晶テレ

ビ（10 型以上）112.0％増、DVD（プレーヤー、レコーダー）49.1％増となったのに対して、

デジタルカメラは同▲1.0％となった（図表５）。次に内訳を個別に見ていく。 
薄型テレビについて、普及率をみると、日経 MJ 紙（日経流通新聞）の調査では、PDP テレ

ビ、液晶テレビあわせて 12％程度となった模様である。しかし、製品別に動向を見ると、この

ところ液晶テレビの攻勢が目立っており、ＰＤＰテレビは防戦に手一杯という状況となって 
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図表１　経済成長率の推移

(出所）内閣府「国民経済計算」
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図表2　実質消費支出の前年比推移

（注）基礎的支出には食品、家賃、光熱費、保健医療サービスなど、
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図表3　消費者態度指数と同前年差の推移

（出所）内閣府「消費動向調査」
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図表4　有効求人倍率と失業率
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いる。国内出荷額の比率を見ても、2003 年には液晶テレビとＰＤＰテレビのシェアは五対一で

あったのに対して、2004 年には七対一にまで拡大しており、ＰＤＰテレビの劣勢は否めない（図

表６）。さらに液晶テレビの大型化の動きは 40 インチを境としたＰＤＰテレビとの棲み分けを

崩す可能性があり、ＰＤＰテレビはさらに苦境に陥るかもしれない。現にソニーはＰＤＰテレ

ビからの撤退方針を固めている。 
今後の行方だが、薄型テレビ業界全体で過当競争が続き、同テレビの値下げが激しくなるこ

とは必至であろう。上述のソニーも液晶テレビに経営資源を集中させる予定であり、単価も大

図表5　デジタル家電国内出荷額の前年比推移
（１）薄型テレビ （２）ＤＶＤ、デジタルカメラ

（出所）薄型テレビ、ＤＶＤは電子情報技術産業協会、デジタルカメラは日本電気大型小売店協会
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図表6　PDPテレビと液晶テレビの出荷額比率の推移
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型の液晶テレビやＰＤＰテレビを中心に値引きが激しい。これは現在、No.1 シェアを持ち、亀

山工場で一貫生産して完成度が高く、デザイン的にも優れたシャープ製の液晶テレビについて

も例外ではない。このことは薄型テレビの普及には好影響を与えそうで、同紙の調査では、薄

型テレビの普及率はこの 1、2 年以内に 20％に達するとしている。 
DVDについて、レコーダーはアテネ五輪の録画需要もあって販売額を伸ばしてきているが、

プレーヤーは 2003 年後半以降横ばいの推移となっている1。しかし、普及率は 2004 年 3 月現

在で 35.4%と競合製品の VTR（82.6％）と比べても伸ばす余地は依然存在し、レコーダーを中

心に引き続き売れていくものと思われる。ただし、参入企業は多く、過当競争は避けられない

であろう。 
上の両タイプの製品と比べて、局面を異にするのがデジタルカメラである。同製品に対する

需要が一巡したことから、今夏以降販売額は減少している。同製品の猛烈な価格競争が展開さ

れており、平均単価が 2003 年初から 20％以上下落していることが原因である。しかし、普及

率が今年の３月末で五割を越えたレベルにすぎないことに加えて、投入された新製品の性能向

上はデジタルカメラ所有者の買い替え需要を刺激しており、日経 MJ 紙調査はデジタルカメラ

所有者の 4 分の 1 以上が今後 3 年以内に買い替えを予定していることを明らかにしている。 
以上のことから、デジタル家電ブームは企業間の激烈な競争が続きながらも来年以降におい

て続いていくものとみられる2。 
   
今夏の猛暑効果は限定的 
今年の消費に大きく影響したと思われるのが今夏の猛暑である。今年の真夏日は東京で 70

日、大阪で 93 日となり、いずれも史上最多となっている。今年の猛暑は、一見、消費に好影

響を与えているかのように見える。しかし、夏の気温と消費の関係を長い視野でみてみると、

両者に正の因果関係を見ることはできない。暑さが消費にマイナスの影響を与える場合もある

のだ。 
今年についても、７月、８月の家計調査（二人以上の全世帯）では、飲料（10.4％）、アイス

クリーム・シャーベット（21.0％）、電気（14.0％）、冷蔵庫（18.9％）、エアコン（13.7％）な

どは昨夏が冷夏だったこともあって大幅に伸びた。しかし、一方で暑さによって消費を押さえ

る商品、例えば、魚介類（▲7.4％）、ガス（▲10.6％）などは不調となった。また、娯楽につ

いても、アテネ五輪の水泳のメダルラッシュもあって、水泳などのスポーツは活気を帯びてい

たが、その反面、レジャー施設への入場者数は昨年に比べて減少している3。 
今夏についても、猛暑の消費に対する効果は限定的なものにとどまったと思われる。 
 
リスク高まる今後の個人消費 
では、今後、個人消費は消費マインドの改善やデジタル家電ブームによって引き続き堅調に

推移していくのであろうか。 

                                                      
1 ただし、電子情報技術産業協会の統計では、DVD プレーヤー単体機の出荷額しかカウントされていない。現

在では、DVD プレーヤーはパソコンやゲーム機などにも組み込まれていることに注意する必要がある。 
2 ただし、デジタル家電ブームが続くということはデジタル家電企業の収益の好調さが持続するということを

意味しない。激しい価格競争が起こった結果、利益無き繁忙に追い込まれる企業が出てくるであろう。実際、

デジタルカメラメーカーでは、勝者グループと敗者グループに分かれる兆候がある。 
3 たとえば東京ディズニーリゾート（ＴＤＲ）は 2004 年 4-9 月の入場者数が 1202.9 万人と前年同期比▲2.3％
減となっており、ユニバーサル・スタジオ・ジャパン（ＵＳＪ）の同時期の入場者数も 215.2 万人と同▲20.0％
減少した。 



東レ経営研究所「ＴＢＲ産業経済の論点」                                               200４. １２. ２２ 

 7

まず、現在まっただ中の歳末商戦については、暖冬のために冬物の衣料品や鍋物などの冬定

番の食料品が苦戦している反面、薄型テレビなどのデジタル家電はこの冬の賞与額が増加して

いることもあって好調である。この 12 月に発売された PSP やニンテンドーDS などの新型の

携帯ゲーム機も売れ行き順調である。また、年末年始の旅行動向の JTB 調査をみても、今年の

年末年始は短い休みにもかかわらず、総旅行人数は前年比 0.1％増となっており、国内の温泉

や「韓流」ブームの韓国などの人気が高い。また旅行に行かない理由についても、液晶テレビ 
などの耐久消費財購入のためと答えた人は１％未満となっている。総じて財布のひもはきつく

はなさそうだ。 
しかし、もう少し長い視野で見てみると、今後の消費動向を占う際に、二点のリスク要因を

考慮する必要があろう。一つは原油高の動向である。東京ドバイ原油スポット市場は現在では

やや低下しているが、30 ドル後半で推移し依然高値圏である。今後、暖房用燃料が必要となり

需要が高まるものの、アジア経済の需要増等から原油相場が下がる可能性は低く、このままで

は家計を直撃し、消費マインドも悪化しよう。 
二点目はこの 10 月から税制改正と年金改革により、所得負担が増大することである。この

10 月から厚生年金保険料および共済年金保険料が 0.354％引き上げられ、今年末から配偶者特

別控除の上乗せ部分の廃止の影響が現れる。また来年４月に雇用保険料の 0.2％引き上げも実

施される。また、国会で来年度以降の定率減税の縮小が論議され、実質増税措置が行われる可

能性が高い。確かに実際の可処分所得の目減り分はたいしたことはないが、今後も負担の増加

が続くのではないかという懸念は消費マインド改善に悪影響を与えよう。 
こういったリスク要因が顕在化するならば、消費マインドの改善は鈍る、もしくは悪化する

こととなり、これまでのマインド改善に支えられた個人消費は腰折れする恐れがあろう。 
 
わがままで「きまぐれ」な消費者行動 
次に、ミクロの消費行動について掘り下げていこう。総じて見れば消費者はわがままで「き

まぐれ」、ときには複雑な行動をとる。企業は供給サイドの視点のみから販売戦略を作って実施

すると痛い目に遭うのだ。 
今夏の猛暑でも、百貨店の売上（全店ベース）は 7 月、8 月ともに前年に比べ▲1.3％、▲5.2％

と落ち込んだ。スーパーの売上（同）は 7 月 1.3％と増やしているが、8 月▲2.4％と減らした。

コンビニエンスストアの売上（同）は 7 月、8 月ともに 9.9％、2.3％と売上を伸ばしている。

コンビニエンスストアは天候や気温に応じた品揃えが可能であり、この猛暑に対応したアイス

などの氷菓を多く店頭に並べたことによって売上増加につながった。同じ猛暑でも業態によっ

て猛暑効果が正反対に出ており、このような消費者のニーズに柔軟に対応できる企業のみ猛暑

の恩恵を受けることができたといっていい。 
また、企業の消費者ニーズへの迅速な対応がさらに消費者の「きまぐれ」度を高めている。

小売店が閉店時間を遅らせたり、インターネット通販を拡充したりするなどにより、消費者の

消費の日常化や 24 時間化が進展している4。日経 MJ 紙の調査によると４人に１人が平日に衣

料品や耐久消費財などの買物をすることを明らかにしており、インターネット通販の利用も 3  

                                                      
4 例えば、スーパー大手４社（イオン、ダイエー、イトーヨーカ堂、西友）の深夜営業店舗（23 時以降に閉店

する店舗）は 2004 年２月末で全店舗の７割にも達している。また経済産業省調査によると消費者向け電子商取

引市場は 2003 年で 4.4 兆円に達しており、2007 年には 12.3 兆円に到達すると言われている。 
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年前と比べて増加したと答えた消費者が 46.3％も存在している。消費が日常化、24 時間化す

ることにより、消費行動は外的環境などのわずかな変化によって大きく変わりやすい。 
実際、新商品が早く飽きられ、商品寿命が短くなったと答える企業は多い。文部科学省調査

によると、7 割の企業が五年前と比較して商品の収益期間が短くなったと答えている（図表７）。

やや古くなるが、経団連は 1998 年に製品ライフサイクルが全事業分野平均で 8.1 年であり、

図表7　商品の収益期間の変化

（出所）文部科学省「民間企業の研究活動に関する調査報告平成13年版」

6.9

0.6

23.0

69.6

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0

その他

５年前と比較して
収益期間が長くなった

変化なし

５年前と比較して
収益期間が短くなった

（％）

図表8　年齢別消費の前年比推移

（出所）総務省「家計調査」
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10 年前と比べて 3 年分短くなっているとしており、この傾向は現在では加速しているものと見

られる。 
 
若年層の「こだわり」消費 
しかし、年齢別に消費支出の態様を見ると、「きまぐれ」な消費動向にちょっとした流れが見

受けられる。家計調査の年齢別消費支出の動向では、2004 年に入ってから振幅は大きいながら

も 20 歳代の消費支出が増加している（図表８）。20 歳代を中心とする若年層は単身世帯のシェ

アが大きいために子供の教育費や住居費などの負担が少なく、可処分所得のうち自由に使える

部分が大きい。このため、同世代の所得増加に対する消費の感応度が他の世代よりも高く、雇

用環境の改善に伴い、消費を増大させてきたと見られる。 
こういった動きは、20 代を中心とする若年層を取り込もうとする企業の試みからも見て取れ

る。企業側の同世代に対する販売戦略を対象別に 3 つに分けて見ていく。 
 
① 学生向け 
福岡県北九州市にあるスポーツクラブ「LET’S 三ヶ森」は 2002 年春から、学生向けコー

ス「スーパー学割」を導入した。このコースは、入会金無しで、一般会員より 2000 円程度

安くなっており、学生証を提示することにより利用できる。この制度の導入により、同クラ

ブの学生会員が 10 倍以上になったとのことである。同クラブは、利用している学生が社会

人になったときに正式会員にシフトさせることをもくろんでいる。 
江崎グリコは、これまでの「ポッキー」よりも硬い食感の「ポッキーG」を開発、全国販

売している。チョコレート菓子市場では、これまでソフトな食感をアピールした商品が主流

であったが、その逆をいくことで、かえって人気が集まっている。ネーミングの「ポッキー

G」もこれまでとは一味違った硬さを訴えることができているようである。これまでのチョ

コレート菓子のふんわり路線に対する消費者の飽和感を見抜き、新商品を巧みに開発販売し

た成功例と言えよう。 
 
② ビジネスマン、OL 向け 

2001 年秋に開発販売したライオンの「部屋干しトップ」はデフレ商品と呼ばれるコンパク

ト洗剤のなかにあって高い価格水準を維持している。部屋干ししても生乾きのニオイがしな

いことを売り物としている同商品は、ターゲットをこれまでの幅広い顧客層から単身者など

絞り込んだ。この販売戦略の転換は顧客の生活様式を丁寧に調査し、潜在的ニーズを発掘し

たことによって成し遂げた。 
東急ストアの五反田店は、2001 年 11 月にセルフ販売の新型化粧品売り場「コスメラビ」

を設けた。「自分のための小さな贅沢」をテーマに東急沿線に住む 20 代、30 代の OL をター

ゲットとして一品当り 1800 円というお手頃の値段で販売している。また、同世代の OL を

対象として、ビックカメラやオートバックスセブンは、香水販売に着手しており、売上は好

調とのことである。 
松屋銀座本店は、35 歳前後の男性層を狙い、2002 年からジャケット、シャツなどの紳士

用品セレクトショップ「ソーホーズルーム」を作り、同層の取り込みに成功している。ここ

にしかないと思わせる商品を継続的に集め、「こだわり」を前面に出している。また、売り場

中央のスペースには 2 週間ごとに商品の入れ替えを実施し、固定客を飽きさせない。 
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③ 年少の子供を抱えるファミリー向け 
ベビーカーなどベビー用品メーカーのアップリカは2002年にA型（生後2ヶ月から使え、

ベッドが平らで振動も少ない）、B 型（生後 7 ヶ月から使え、いすタイプで軽量）兼用のベ

ビーカーを開発発売した。ファミリー層は従来、どちらかを購入してもう一方をレンタルす

るなどしてきたが、AB 兼用型の販売によってそのニーズを満たすこととなった。同社のベ

ビーカー売上シェアは６％ポイントアップし、66％となっている（2003 年 3 月末時点）。 
家具やカーテン、雑貨などを扱うニトリはホームファッション市場の雄である。同社はニ

ューファミリー層を対象として 1 軒の家すべての空間をトータル・コーディネートする

O.T.C.M（One-House Total Coordination Merchandising）という思想に基づいて、シンプ

ルかつ統一したデザインをもった商品群を提供している。価格についても、グローバルな商

品調達を武器にして割安な価格水準を提示しており、ファミリー層自ら商品を調達して家の

中をコーディネートすることを可能としている。同社は17期連続増収増益を達成しており、

この肥沃なホームファッション市場に参入する企業も多い。 
 
以上の企業の動きから、20 代を中心とする若年層の消費行動はこれまでの世代とは異なった

ライフスタイルに合致したものであり、また、値ごろ感の追求だけでなく、各人の思いや「こ

だわり」が前面にでていることは明らかであろう。図示すると図表９のようになる。 
 
「やさしさ」求める消費者 
では、それよりも上の世代ではどういった消費の特徴が見て取れるのだろうか。それは一言

で言うと「やさしさ」の追求といえる。健康への不安や医療費負担の増加より、カラダへの気

遣いや病気にかかることを防ぐ予防への意識が高まってきている。また、京都議定書が発効し、 
二酸化炭素排出抑制にむけての国民的な論議が高まる兆しを見せており、また環境保護のNPO 
を中心に生活レベルでの環境負荷を軽減させようとする動きも出てきている。このような状況 
 
図表9　若年層の消費行動

（出所）筆者作成

各人のこだわり強い横並び意識強い

世代特有

世代共通

（参考）
従来型消費
デジタル家電ブーム

「部屋干しトップ」 「ポッキーＧ」

スポーツクラブ学割会員ベビーカー

ニトリ 東急ストア「コスメラビ」

松屋銀座本店「ソー
ホーズルーム」
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下で、中高年齢層の消費者はカラダに「やさしさ」を求め、環境に「やさしい」商品を購入す

る方向に動いている。以下では二つに分けて消費者の動きを見ていこう。 
 
① カラダに「やさしさ」 
まず、カラダに「やさしさ」を求める消費の動きとしてあげられるものは、食の安全意識に

もとづくものである。BSE（牛海綿状脳症）問題や産地偽装問題はこれまで問題視していな

かった食の安全性に対して疑問を投げかけることになり、消費者は食品の産地や品質に厳し

い目を向けるようになってきている。政府は食の安全を確保するためにトレーサビリティー

（商品の生産流通履歴を追跡できる仕組み）を導入し、この 12 月に牛肉トレーサビリティ

ー法の適用範囲を、生産業者から流通業者や外食産業にも拡大した。また、来春には JAS（日

本農林規格）規格を拡充し、コメや野菜など農作物にも生産情報を店頭でわかるようにする。

また個々の企業でもトレーサビリティーに関する自主的な取り組みがされてきている。 
トレーサビリティーの導入により、牛肉や農作物などの食品の出所や品質が明らかとなり、

食の安全性だけでなく、地域や生産者との一貫性を保つことが可能となった。実際、NTT レ

ゾナントと三菱総合研究所の調査によると、食品のトレーサビリティーにより食の安全性が

高まると答えた者が過半数を超えている。また同調査では、年齢が高くなればなるほど食の

安全性に対する関心が深くなることを明らかにした。このような食の安全に対する関心の深

まりは個々の食品価格にも現れてきており、例えば松阪牛の価格推移をみると BSE の発生

により低迷を続けていた価格は 2002 年８月のトレーサビリティーの自主的な導入をきっか

けに上昇し、導入前の２倍以上の価格となっている（図表 10）。食の安全への需要の高まり

が価格を押し上げたといっていいだろう5。 
カラダに「やさしい」消費は食の安全だけでなく、健康関連や病気予防にもとづくものも

ある。今年大ヒットした黒豆ココアや黒酢はその代表例であろう。ハウス食品が上市した「黒

豆ココア」には、女性の更年期障害に効くイソフラボンや動脈硬化や糖尿病の原因となる活

性酵素を減らす作用を持つポリフェノールが多く含まれている。また甘さを控えて大人向け

の商品に仕立てたことが売り上げ好調につながった。「黒豆ココア」販売以来１年間の売り上

げは 80 億円に達すると言われている。 

                                                      
5 もちろん、松阪牛の場合、ブランド価値の復活という側面があることはいうまでもない。 

図表10　松阪牛価格の推移

（原出所）松阪市資料

（出所）佐藤（2003）
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ミツカンなどが販売した黒酢はもともと疲労回復や高血圧改善に効果的とされており、注

目されてきたが、そのクセのある香りが消費者の購買意欲を妨げてきた。ミツカンは低温で

熟成させることでその香りを減らすことに成功し、市場拡大につながった。また黒酢などの

食酢は産地と結びつきが深く地域ブランドとなっており、人気が高い。黒酢市場は３年前の

2.5 倍増の 80 億円超となっている。 
また、健康関連消費は食品だけではない。シャープがこの９月に販売した過熱水蒸気で調

理するウォーターオーブン「ヘルシオ」は風味を保ったまま食品に含まれる塩分や脂肪を減

らすことができ、中高年齢層に人気の的となっている。価格は 10 万円を超えるものの、発

売以来３ヶ月で３万台が売れた。これは年間３万台弱と言われる高級オーブン市場を席巻し

ている。 
 
② 環境に「やさしさ」 
 中高年齢層などが気を遣っているのはカラダだけではなく、周りの環境にもそうである。

松下電器が 2003 年５月に開発販売した食器洗い乾燥機「NP-50SX3」は節水効果を謳い、

省エネを前面に打ち出しているが、この新機能によって 2003 年の食器洗い乾燥機のシェア

は 67.7%と 22.7 ポイントアップの大幅拡大となった。2004 年に入って同業他社も節水タイ

プの食器洗い乾燥機を投入しており、競争が激しくなっているが、2004 年度についても同商

品の市場は二桁のペースで拡大すると日本電機工業会は予想しており、好調さを持続しよう。 
 また、環境に「やさしい」設備を住居内に設置した「オール電化マンション」の建設が進

んでいる。「オール電化マンション」とは、家庭内のエネルギー供給源を電気に一元化して、

火を使わないようにしているマンションである。具体的には、火を使わない安全な IH（電磁

誘導加熱）クッキングヒーターや深夜電力を利用して給湯する電気給湯器、空気を汚さない

電気床暖房がマンションの各戸に設置されており、これらはガス併用のものよりもコスト節

約、環境に「やさしい」設備である。オール電化マンションは 2003 年度で二万二千戸と１

年間で一万戸以上増えており、今後も増加すると見られる。 
 
このように中高年齢層を中心に、健康や病気予防、環境保護についての関心が高まるなかで

カラダや環境に「やさしさ」を考えた消費、具体的には、安全性が確保された食、健康関連、

環境調和に関する消費などがますます増加するであろう。 
 
現代の消費行動取り込みのためには不断の努力継続を 
このように消費者の「きまぐれ」度が高まる中で、企業は、既成概念にとらわれることなく

消費者の潜在的ニーズを顕在化させ、それに柔軟に対応する努力を飽くことなく続けねばなら

ない。上で述べたように、若年消費者の「こだわり」を察知し、それより上の世代の「やさし

さ」を求める動きに対応した企業努力はその典型例と言える。 
最後に、若年層向け、高齢者向けといった、消費者の一つの属性にだけに注目した商品開発

や販売の戦略は禁物であろう。例えば高齢化の進展を背景とした高齢者向け食事宅配事業は、

今のところうまくいっていないようだ。高齢になればなるほど価値観は複雑となり、消費行動

も簡単でなくなる。さきほどの高齢者向け宅配事業についても味付けの問題も出てこようし、

健康管理の問題もあろう。 
また、ターゲットを決め打ちするのはいいが、固執することはよくない。「部屋干しトップ」

は当初、若年層を対象としてきたが、現在ではその上の年齢層まで拡大し販売チャネルを幅広
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くして売られている。ニーズがどこにあるか常に吟味して柔軟に対応しなければならないだろ

う。 
所得環境の改善が遅れ、増税などの逆風が吹くなか、企業はこうした「きまぐれ」な現代人

の消費行動に照準を絞りながら、あらゆる角度から吟味した複眼的な販売戦略を柔軟に策定実

施することが求められるのである。                         ■ 
 

＜主要参考文献＞ 
・ NTT レゾナント＆三菱総合研究所「食品のトレーサビリティ（生産履歴確認の確実性）

に関する一般生活者の意識調査結果」NTT レゾナント＆三菱総合研究所『goo リサーチ

結果（No.64）』、2004 年 10 月 14 日 
・ 佐藤淳「農業＋ＩＣタグ＝地方圏急成長？情報食品～トレーサビリティの経済効果を考

える」日本政策投資銀行南九州支店『南九州・地域振興レポート』Vol.４、2003 年 
・ 佐藤淳「『信頼』のブランド化による地域産業振興」東レ経営研究所『経営センサー』

No．68、2004 年 12 月 
・ 長尾邦彦「デジタル家電の成長性：高収入層から普及進む」日経流通新聞ＭＪ『リサー

チ』2004 年８月 31 日 
・ 日経ＭＪ「需要創造」取材班『売れる「仕掛け」をつくれ！』日本経済新聞社、2004

年７月 
・ 日経産業新聞編『市場占有率 2005 年版』日本経済新聞社、2004 年 
・ 日経流通新聞ＭＪ「平日こそ買い物日和、時間別調査、ＭＪ調査」日経流通新聞ＭＪ2004

年６月３日 
 
 

（ご注意） 
・当資料は信頼できると思われる情報に基づいて作成されていますが、東レ経営研究所はその正確性を保証するもので

はありません。内容は予告なしに変更することがありますので、予めご了承ください。 
・当資料は情報提供のみを目的として作成されたものであり、何らかの行動を勧誘するものではありません。当資料に

従って決断した行為に起因する利害得失はその行為者自身に帰するものといたします。 


